
深谷通信所跡地中央広場はこんなところ深谷通信所跡地中央広場はこんなところ

（代表番号）泉区役所 〒245-0024　和泉中央北五丁目1番1号
8時45分～17時月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
9時～12時第2・4土曜日

戸籍課、保険年金課、
こども家庭支援課の

一部業務を行っています。
区役所
開庁日

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期等になる場合がありますので、
事前に確認してください。ご注意

5～12ページは泉区版です
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泉区の今

泉区マスコットキャラクター
「いっずん」

月号
2020(令和2)年

●
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世帯数
2020(令和2)年
9月1日現在
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１２月３日～９日は障害者週間
泉ふれあいシールラリー
子育てしやすい泉区を目指して

■所在地

■アクセス

泉区和泉町

市営地下鉄ブルーライン立場
駅前の「立場ターミナル」から
神奈中バス（4番のりば大船駅
西口行、5番のりば戸塚バスセ
ンター行）で約5分乗車「通信
隊前」バス停下車徒歩7分

※公共交通機関のご利用を
　お願いします。
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広場利用にあたって
日の出から日没まで利用時間

中央広場は、どなたでも利用することができます。
（中央広場以外の場所には、立ち入らないでください。）
新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底をお願いします。

バイクなどで乗り入れないでください。
喫煙など火災の原因となることはやめてください。

飲料用の水道はありません。

ルールを守って利用してください。

中央広場に関すること　企画調整係　　800-2331　　800-2505
跡地利用に関すること　政策局基地対策課　　671-4002　　663-2318

晴れた日は、
富士山を望む
こともできます。

中央広場に関すること　企画調整係　　800-2331　　800-2505
跡地利用に関すること　政策局基地対策課　　671-4002　　663-2318

広々としたはらっぱは、
ピクニックに最適です。
レジャーシートを持って
遊びに来てください！

※広場内の仮設トイレは無くなりました。(「深谷通信所跡地利用基本計画」より抜粋。詳細はホームページでご覧ください。)

かまくらみち沿いの通信隊前バス停横に、
公共トイレを新設しました！

体調が悪い人
は利用を控え
てください。

① すいた時間や場所を選んで利
用し、密集・密接しないよう一定
以上の距離を取りましょう。

② 利用にあたっては、マスク
を着け、遊んだ後は手洗
い、うがいをしましょう。

③

（詳細はホームページで
 ご覧ください。）

※今年度、深谷通信所跡地中央広場におけるイベント開催の予定はありません。

かまくらみち沿いの通信隊前バス停横に、
公共トイレを新設しました！

国勢調査中のため、
9月1日現在の数値を掲載

深谷通信所跡地中央広場として一般
開放しており、どなたでも利用することができます。

　平成26年に日本に返還された深谷通信所跡地の一部を
暫定的に活用し、深谷通信所跡地中央広場として一般
開放しており、どなたでも利用することができます。
　走り回って遊んだり、のんびりとくつろいだりしながら、空の
広さを体感できる広場となっています。ぜひご利用ください。

　戦時中には地元で「深谷通信隊」と呼ばれていた旧日本海軍の通信施設（正式名称：東京海軍
通信隊戸塚分遣隊）でした。昭和20年に通信施設用地として米軍に接収され、平成26年6月に
返還されました。全体は円形形状が特徴的な直径約1キロメートル、面積約77ヘクタールの広
大な土地です。
　今後は、災害時に広域的な防災拠点として利用できる防災機能の充実を図
りつつ、豊かな自然環境を創出し、市民の皆様の活動拠点となる広場や多様
な市民ニーズに応えるスポーツ施設等を備えた魅力的な公園などの整備を
目指します。

深谷通信所跡地立場駅方面

戸塚区原宿方面

県道阿久和鎌倉(かまくらみち)
立場駅方面

深谷通信所跡地全体深谷通信所跡地全体

深谷通信所跡地中央広場

戸塚区原宿方面



　　　　　  区政推進課企画調整係（3階307番窓口）
〒245-0024　泉区和泉中央北5-1-1
　800-2332　　800-2505　　iz-kusei@city.yokohama.jp
　　　　　  区政推進課企画調整係（9階93番窓口）
〒244-0003　戸塚区戸塚町16-17
　866-8326　　862-3054　　to-kikaku@city.yokohama.jp

氏名(ふりがな)  　電話番号  　ファクス番号  　〒・住所  　年齢  　行事名  　
Eメール（アドレス）  　費用  　ホームページ  　申込み  　問合せ

費用の記載がない場合は無料　
特に断りのないものは当日自由参加

区役所の駐車場は有料です
今月11日以降の市や外郭団体などの事業を掲載しています

マーク
の見方

区役所の駐車場は有料です
今月11日以降の市や外郭団体などの事業を掲載しています
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泉土木事務所　　800-2536　　800-2540

　身近な道路や公園、河川の清掃などの日常的な管理については、地域の
皆さんを中心としたボランティア団体にご協力いただいています。
　活動は地域の皆さんだけでなく、企業ボランティアにも支えられています。

　地蔵原の水辺では、「はまsoku水辺愛護会」（神奈川県測量設計業協会横浜
支部）が活動しています。

泉消防署予防課予防係　　　 801-0119

設置しましょう！

　横浜市では踊場駅を中心とした地区
を対象に、バリアフリー化を推進するた
めの基本構想の検討を進めています。
　基本構想策定の参考にするため、踊
場駅やその周辺施設のバリアフリーに
関する情報をお寄せください。

●泉区役所企画調整係（3階307番窓口）
●戸塚区役所企画調整係（9階93番窓口）および３階情報コーナー
●踊場地区センター・踊場地域ケアプラザ・汲沢地域ケアプラザ・
　踊場駅構内にある横浜市PRボックス
※11月16日からホームページでダウンロードもできます

例えば

【募集期間】 ※当日必着11月16日（月）～12月15日（火）
【提出方法】「バリアフリーに関する情報記入用紙」に記入し、
　　　　　郵送、FAX、Eメールか窓口へ

「バリアフリーに関する情報記入用紙」配布場所　

踊場駅  バリアフリー 検索

泉区役所

戸塚区役所

※直接持参する場合、踊場地区センター、踊場地域ケアプラザ、汲沢地域ケアプラザに
　設置されている回収箱への提出も可能です。

【提出・問合せ】

発見!

＜令和2年9月上旬撮影＞

企業ボランティアは他にも…

警報器が正常に作動していることを確認しましょう。
あわせて作動時の音も確認しましょう。

警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。

定期的に点検しましょう

　火災で亡くなる原因は、逃げ遅れによるものが大半です。令和2年1月から6月までに、横浜市内の住宅火災で
亡くなられた8人のうち7人が65歳以上の高齢者で、自宅に住宅用火災警報器を設置していませんでした。
　火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を設置しましょう！

あなたの家の
火災予防対策は
大丈夫ですか？

※警報音が鳴らない場合、電池切れの可能性があります。

購入・設置から10年を目安に取り替えましょう

どこで買えるの？
家電量販店・ホームセ
ンター・ガス器具取扱
店・電器店・防災機器
メーカーの代理店な
どで販売しています。

あなたの家の
火災予防対策は
大丈夫ですか？

消防職員が高齢者などのご自宅に伺って、住宅防火診断のお手伝いをする「防災訪問」を実施しています。
これからの火災予防対策を相談してみませんか？詳しくは泉消防署予防課予防係までお問い合わせください。

施設の入り口に
段差があって
入りにくい。

施設に行くとき、
案内表示がなくて
分かりにくい。

踊場駅周辺の
バリアフリー
関する情報をお寄せください

に

　11月９日(月)から11月15日(日)まで、秋の火災予防運動が実
施されます。空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節となります。
火災予防にご協力をお願いします。

「その火事を  防ぐあなたに  金メダル」
2020
全国統一
防火標語

　泉区造園協会で構成される「泉造会」によるハマ
ロード・サポーターの活動によって、花が植えられ
ています。造園会社のノウハウが生かされた、質の
高い維持管理体制で作業をしています。

せんぞうかい立場駅前
ロータリー
の花壇

誰が植えているの？

消防職員が取り付け
支援を行います
高齢者や障がいのある人が
いる世帯を対象とした、取り
付け支援を実施しています。
※取りつける住宅
　用火災警報器は、
　ご自身で用意し
　てください。

横浜市消防局
マスコットキャラクター
「ハマくん」



に注意！
　ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に
冬場に流行します。感染すると、嘔吐や下痢などの症状を引き起こします。また、抵抗力
の弱い乳幼児や高齢者は重症化する場合もあるため、予防することが大切です。

おうと

① 人 人
　感染者の便や嘔吐物に触れた際や、感染者が嘔吐
したときの飛沫を吸い込むことで感染します。
　また、感染者が触れた物（ドアノブやタオルの共用な
ど）に触ることで、手指から感染することもあります。

　手洗いが不十分な感染者が触れた調理器具や、
調理した食品からウイルスがうつり、それを食べ
ることで感染します。

　ノロウイルスが蓄積・付着した二枚貝などを
十分に加熱せずに食べることで感染します。

どのように予防するのか？

横浜市保健所　ノロウイルス 検索 実践で学ぶ嘔吐物処理 検索

② 人 食品 人 ③ 食品 人

　ノロウイルスには、85～
90℃で90秒以上の加熱が有効
とされています。特に、ウイル
スに汚染されやすいカキなど
の二枚貝は中心部までしっかり加熱しましょう。

　食事や調理の前、トイレの後
などは、せっけんを使ってしっ
かりと手を洗いましょう。感染
力を失わせることはできませんが、汚れと一緒
にウイルスを洗い流すことができます。

●手洗い ●十分な加熱 ●器具などは塩素系漂白剤で消毒

生活衛生係　　800-2451　　800-2516

手洗いや消毒の方法など詳しくは 汚物や嘔吐物の処理方法は映像で確認（保土ケ谷区役所 作成）

　ノロウイルスの消毒には、
アルコール消毒はほとんど
効果がありません。塩素系漂
白剤（成分：次亜塩素酸ナト
リウム）を使用しましょう。

どのように感染するのか？

72020（令和2）年 11月号 ／ 泉区版

－自治会活動を始めるきっかけは？－
　仕事が現役のときは単身赴任などで忙しく、とても自治会活動をすることはできませんでした。退職後の平成20
年にいちょう団地第四自治会の事務局長を引き受けることにしたのが、自治会活動を始めるきっかけでしたね。
　当時は自治会長や役員を決めるのが抽選だったのですが、地域をまとめる人をそのような形で決めていいのだろ
うかと疑問に思い、次の年にいちょう団地第四自治会長に、平成27年にはいちょう団地連合自治会長に、それぞれ
立候補して就任しました。

－地区連合自治会長になって思ったことは？－
　いちょう団地第四自治会長のときは、自治会内の人たちとのやり取りが主でしたが、連合内部はもちろんのこ
と、いちょう団地以外の人たちとのやりとりが急激に増えたので大変でした。出席する会議や打ち合わせも多数
あり、スケジュール帳はいつも埋まってしまっています。しかしながら、地区連合会長としての活動がいちょう団
地と泉区をつなげる橋渡しになっていると思うと、やりがいを感じますね。

－力を入れていきたい今後の取組は？－
　いちょう団地は高齢化に加えて、他の地区に比べて外国につながる人がたくさん住んでいます。言葉の問題からか、自治会活動になかなか参加
をしていただけないのですが、少しでも興味を持っていただけるように、有線放送で自治会情報を発信したり、各自治会の広報などに振り仮名を
載せたりするなど工夫をしています。これからも地域の輪が広がり、人もまちも活発になっていく活動を、地区社協とも一体となって取り組んで
いきたいです。

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

泉区は12の地区連合自治会町内会があります。地域活動に精力的に取り
組んでいる各地区連合自治会町内会長（地区連長）にインタビューします。

（平成27年４月からいちょう団地連合自治会長）

▲八木 幸雄会長

－地域の方へメッセージ－
　今は一人暮らしの人も多く、閉じこもりがちになってしまうこともあると思います。そのような時はまず一歩外に出て、歩いてみてほしいです。
あいさつをすることで隣近所の人と触れ合う機会が増え、それをきっかけにみんなが地域を知り、みんなで支え合うことにつながっていくのでは
ないでしょうか。

八木 幸雄さん
やぎやぎ ゆきおゆきお

地域の輪を広げる自治会活動を
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クッキー工房ぴぐれっと５

小麦畑の石窯ベーカリー＆
食堂Far niente

和泉中央南4-3-15

和泉町1011-1

801-8667

392-3225 

10:30～15:00(月～金)

10:00～18:00(木曜定休)

野菜・クッキー・手芸品

パン・野菜・食堂ファールニエンテ

讃岐うどんなかだや
（地域作業所第２なかだ） 和泉中央北3-6-5 802-5112 11:30～14:00(月～金)

下飯田町1551-44

和泉町2338-2

岡津町2147-4

和泉中央南5-2-22-1

438-9315

800-3362

811-8989

410-6228

9:00～15:30(月～金)

10:30～15:30(月～金)

10:00～14:30(月～金)

10:00～16:00(月～金)

10:30～15:00(月～金）

12:00～14:30(月～金）

9:00～16:00(月～金）

10:00～16:00(月～金)

9:00～17:00(月～金)

9:30～16:00(月～金)

11:00～15:00(月～金)

11:30～15:00(月～金)

点字封筒

干し野菜・ドライフルーツ・手芸品

パン・マドレーヌ・手工芸品

コーヒー

うどん店の営業

参加施設名 所在地 電話番号 シールラリー実施時間 取扱品目・営業形態の一例

弥生台14-1　
弥生台壱番館ビル2階

緑園6-27-11谷津ビル1階 443-9996 10:00～15:00(月～金) クッキー・パウンド

814-6085 軽食・喫茶11:00～15:00(月～金)

いずみ福祉作業所ゆう

いぶきの風・立場

おべんとうばこ

共働舎

スコップ泉

多機能型事業所一天（旧てんてん）

第２ぶどうの樹

第４ぶどうの樹

ゆめが丘DC

るあな

わいわいクラブ

和輪工房

中田東1-4-6

和泉中央北2-35-26

岡津町3203

中田西1-11-2

上飯田町1266

和泉町983-1

和泉中央北1-13-18

和泉中央北4-33-12

和泉中央北6-21-17

805-0861

294-2678

410-7094

802-9955

392-5814

800-0720

801-1090

435-5359　

410-6951

10:00～16:00(月～金)
共働舎内ベーカリー＆カフェはなむらで実施

さをり織り・刺し子・マスク

弁当・パン・菓子・手芸品

弁当・菓子・パン

パン・手芸品

野菜・手芸品

ドライ野菜・ドライフルーツ・漬物・手工芸品

パン・喫茶

パン・弁当

パン・陶器・花苗・野菜・喫茶

就労継続支援B型いずみのさと

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

シールラリー参加施設一覧

※掲載内容は10月中旬時点のものです。年末年始の営業等、実施状況については直接参加施設にお問い合わせください。

　個別支援学級の児童・生徒や障害のある人、特別
養護老人ホームや地域ケアプラザなどの福祉施設
に入所・通所している人たちの作品を展示します。
　障害者福祉施設の自主製品なども販売しますの
で、ぜひお越しください。

障害者支援担当　　800-2485　　800-2513

特集 1
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令和2年 12月1日（火）～令和3年 2月12日（金）

ちらしにある特賞応募用紙で申し込みいただい
た人に、抽選で豪華な特賞をプレゼントします。

抽選で特賞がもらえます！
さらに
抽選で特賞がもらえます！
さらに

障害者支援担当　　800-2485　　800-2513

期間

　国民の間に広く障害者の福祉についての関心
と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、
文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加
することを促進するため国が定めています。

　　　　障害者週間にちなんだイベントとして
「第34回福祉の作品展」や区内の障害者福祉施設
をめぐるシールラリーを実施します。
　泉区には、障害のある人が通い、働く障害者福祉
施設が60か所以上あります。この機会に身近な障
害者福祉施設をぜひ訪れてみませんか？

12月1日（火）10時～12月３日（木）15時
区役所１階区民ホール

昨年の
展示作品

12月3日～9日は障害者週間12月3日～9日は障害者週間
いってみよう！

障害者福祉施設

障害者週間とは…

泉区では

※新型コロナウィルス感染症の状況により中止、もしくは
　期間を短縮する場合があります。
※シールカードなどの配布開始は、11月下旬頃となります。

シールカードを
手に入れよう！

●区役所(2階209窓口)
●泉区社会福祉協議会
●泉区内地域ケアプラザ
●シールラリー参加施設
　（下記18施設）

障害者福祉施設を
訪ねよう！

下記のシールラリー参加
施設で自主製品の購入や
飲食のご利用で、会計時
にシールがもらえます。

シールを3つ集めたら、参加施設
自慢の自主製品と交換しましょう。

参加賞と交換しよう！

配布場所

おべんとうばこ
共働舎
るあな

3

14
4

参加方法

食 事 券

食 事 券
※参加賞の配布は無くなり次第終了

特賞A賞 特賞B賞

※応募締め切りも令和3年2月12日（金）です。

シールラリーの詳細はこちら▶

参加賞と交換できるのは、区役所・泉区
社会福祉協議会・次の３つの施設です。

各施設でもらえるシールを
３つ集めてステキな
プレゼントを
手に入れよう！

参加賞
一例



　泉区では子育てしている親子が地域に見守られ、支えられている安心感を持って子育て
ができるよう、「孤立しない子育てができる地域づくり」に取り組んでいます。
　今回は「子育てアンケート」の結果の一部と今年度の新しい取組をご紹介します。

子育て支援担当　　800-2447　　800-2513

特集 2
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アンケートから考える
子育て支援

泉区で０～３歳児を育児している人
令和元年12月～令和2年2月の乳幼
児健診にて
A票（主養育者）・B票（パートナー）を
各世帯、全649世帯1298枚配布。
933枚回収、回収率71.9％

対象者
調査期間

回収状況

子どもを
預けられる場がある

仲間づくりが
できる場がある

子育ての相談が
できる場がある

孤独感 に注目して分析してみました

　「子育ては楽しい」「子育ては自分自身も成長している気がする」の問いには、両親ともに9割以上の人が
「そう思う」と回答しています。
　一方で、両親ともに「子育ては想像していたより大変」と思う人は約9割、「子育てする中でイライラして
しまう」の問いに母親で約8割、父親で約6割がイライラすると回答しました。

　全体の約3割が社会的に孤立している状況だということがわかりました。
　泉区では孤立しない子育
てができる地域づくりのた
めに、子育て支援関係者、関
係機関とともに、子育て支援
連絡会や検討会を開催して
います。

子育てに対する について

「子育て応援中」のぼり旗の掲出
子育てサロンや保育園の園庭
開放など、子育て支援事業を実
施中に旗を掲出します。この旗
を見つけたら遊びに来てね。

なんでも気軽に話を聞いてくれる「子
育て応援サポーター」がサロンや、公園
遊びなどの子育て支援の場で待ってい
ます。このバンダナが目印です。なんで
も気軽に話してみてね。

「子育て応援サポーター」の活動

子育てはひとりでは
できません。複数の
目や手が必要です。
共同養育をめざしま
しょう！

子育てのベテランな
んていないのだから、
どんな小さいことでも
一人で悩まずに一緒に
考えていきましょう。

若い人がいきいきと暮らしていけ
るようなまちにするために、みん
なで知恵を出していきましょう。
今年度から地区社協が主催する親
子で遊べる公園遊びの会場を増や
しています。ぜひ遊びに来てくだ
さい。

なかよしこども園　菅野園長 おやこの広場 ぽっぽの家　高橋施設長
たかはし たかはしすがの

中田地区地域福祉保健推進委員会　高橋さん

子育てしている人を地域ぐるみで応援する新しい取組が始まりました

調査概要

　83.9％の人が「そう思う」「どちらかというとそう思う」と回答しています。

　子育てしやすいまちになるためには、以下のことを求めていることが分かりました。

泉区は だと思いますか？子育てしやすいまち

子どもを
遊ばせる場がある
41.7 ％ 16.7 ％ 8.3 ％ 7.4 ％

そう思う
21.2％

どちらかというとそう思う
62.7％

どちらかと
いうとそう
思わない

そう思わない

11.9％

3.8％
無回答 0.4％

さらに

公園遊びについてはこちら

受けとめ方

検討会のメンバーより
メッセージをいただきまし

た！検討会のメンバーより
メッセージをいただきまし

た！

孤独感の高さの背景

●子育てで友人が増えたと思えない
●子育てで自分も成長すると思えない

子育てや生活の悩みが多い傾向

※アンケート結果より一部抜粋

●相談先が少ない

地域

地域へのつながりを感じて
いない・つきあいが少ない傾向

●家事育児行動が
　少ない

パートナー



「SDGsってなんだろう」「SDGsなんて
自分には関係ない」と思ったことはあり
ませんか？ショートフィルムを見なが
ら、SDGsについて楽しく学べる講座
12月4日(金）10時～12時。泉公会堂
講堂で。抽選100人(区内在住・在勤・在
学者を優先）
上映作品「乗り遅れた旅人」
講師：日本JC公認SDGsアンバサダー
嶋田 亮さん
　11月25日17時までに電話かホーム
ページの応募フォームか、　・　・　・
　・年代・あれば団体名・どのようにし
て講座を知ったかを書いてFAXかＥ

氏名(ふりがな)  　電話番号  　ファクス番号  　〒・住所  　年齢  　行事名  　Eメール（アドレス）  　費用  　ホームページ  　申込み  　問合せマーク
の見方

費用の記載がない場合は無料　
特に断りのないものは当日自由参加

区役所の駐車場は有料です
今月11日以降の市や外郭団体などの事業を掲載しています

専門医による認知症などの相談
毎月第4木曜日　　　電話で高齢者支援
担当へ　　800-2434　　800-2513

助産師による健康相談
月～金曜(祝日は除く)8時45分～17時
　　電話で子育て支援担当へ
　800-2447　　800-2513

若者の自立支援を行っている地域ユー
スプラザの職員による相談
毎月第2･4水曜13時30分～16時20分
15歳～39歳の人と家族
　　電話で学校連携･こども担当へ
　800-2465　　800-2513

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期等になる場合がありますので、
事前に確認してください。ご注意

もの忘れ相談(予約制)

女性の健康相談(予約制)

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談(予約制)

健康・相談

〈生活習慣相談〉
保健師･栄養士による健康相談､禁煙相談
11月26日(木)9時～11時

※会場の記載のない場合は区役所で実施
生活習慣改善相談（予約制）

〈食生活健康相談〉
栄養士による食事相談
11月26日(木)9時～11時､13時30分
～15時30分
　　電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
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こころの病のある人の
家族のための学習会

こころの病の当事者から家族に伝え
たいこと
11月16日(月)13時30分～15時。区役
所4階4D会議室で。先着20人
講師：当事者、NPO法人四季の会職員
　　11月11日から電話で障害者支援
担当へ　　800-2446　　800-2513

えんどう

たじ ひでひこ

しまだ りょう

75歳以上。年度に1回
市内医療機関で
　健康づくり係
　800-2445　　800-2516

横浜市健康診査

講演・講座
犬の飼い方セミナー
「吠える！甘がみ！トイレの失敗！
犬のしつけ方教えます」

基本的な犬の性質を踏まえたしつけ方
や問題行動の解決方法について（犬の
参加不可）
12月7日(月)14時～16時。区役所4階
4ABC会議室で。区内在住者、先着50人
講師：ドッグトレーナー、横浜市動物適
正飼育推進員 遠藤 エマさん
　　電話か、ホームページの応募
フォームか、　･　･　・参加人数･飼育
している犬種・犬の年齢を書いてFAX
か、生活衛生係（3階314窓口）へ
　800-2452　　800-2516

フレイル(虚弱)予防講座
フレイル予防に関する基礎知識と、自
宅でできる体操を学ぶ
11月30日(月）14時～15時10分。区
役所4階4ABC会議室で。おおむね65
歳以上の区内在住者、先着40人
講師：横浜市総合リハビリテーション
センター 理学療法士 田治 秀彦さん 
　　11月11日から電話か　・　･　を
書いてFAXで高齢者支援担当へ
　800-2435　　800-2513

遠藤 エマさん

いずみ区民活動支援センター

　水道局配水課漏水管理係　　331-1838　　332-1442
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福祉保健活動団体の区民利用施設
優先利用

中途障害者支援団体、子育てサロン、
健康づくり団体など地域と連携して
いる福祉保健活動団体を対象とした、
区内の地区センター、コミュニティハ
ウスの優先利用登録（令和3年4月～令
和4年3月利用分）の申請受付
　　希望団体は11月16日から12月4
日に申請書を郵送（当日消印有効）か
事業企画担当(3階312窓口）へ
　800-2433　　800-2516

募集・案内

ホームページの
応募フォームへ

今日から始めるSDGs講座
～未来のために私たちができること～

メールか、いずみ区民活動支援センター
(区役所１階104窓口）へ。
落選の場合は12月1日ま
でに結果を連絡。
　いずみ区民活動支援セ
ンター　　800-2393　　800-2518
　iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

　地下漏水調査は、道路下およびお客さまの
水道メーターから道路側の水道管が対象です。
漏水調査の際、お客さまの宅地内に設置して
いる水道メーターで漏水音の確認を行います
ので、調査にご協力をお願いします。
　ご不在の場合は、宅地内には立ち入らず道
路上で調査を行います。

※調査員は水道局が発行した身分証明書を携行しています。
　ご不明な点は、下記までご連絡ください。 

調査期間

この調査に伴う費用は無料です。 

令和2年12月上旬
から

令和3年2月下旬
までの平日

一次申請期間

二次申請について

11月2日（月）まで 
※当日消印有効（認定・利用調整事務センター宛て）

郵送

11月4日（水）～16日（月）(土日を除く) 8時45分～17時（区役所2階210窓口）
※12時～13時は、長時間お待たせする場合がありますので、ご了承ください。

一次申請締切後は二次申請になります
二次申請受付期間　令和3年1月4日(月)～2月10日(水)

窓口

（いずれも令和3年4月1日より実施）

「保活」リーフレットは、こど
も家庭支援課(区役所2階
210窓口)で配布しています。
また、区ホームページからも
ダウンロードできます。

★受入年齢変更の施設

こども家庭係(保育担当)　　800-2413　　800-2513

1歳から保育所利用ができるようになります
「宮の台幼稚園」中田北3-29-1　認定こども園(幼保連携型)
　

「英明幼稚園」和泉中央南3-2-56
　

令和3年度

詳しくは利用案内(区役所、区内認可保育所などで配布)、区ホームページで 泉区　保育所　申請

2歳の誕生日を迎えた日から利用ができるようになります



区役所1階 区 民

知っていますか？ 12月1日は
世界エイズデー

です

〒245-0016 和泉町6207-5　
　801-2251　　801-2256

泉図書館 公共交通機関で来館してください

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設のサービス提供状況や、
行事の開催については事前に確認してください。

巡回バスで本の貸出・返却・予約サービスをします。
運行についてはお問い合わせください。

　　　緑園東公園
日 時
場 所

11月17日、12月1日の火曜、15時10分～16時

　 中央図書館サービス課 　 262-0050

移動図書館
はまかぜ号

●乳幼児健康診査

市立保育園 から

各開始時間については区のホームペー
ジで、健診の詳細は個別通知で確認を
＜4か月児＞
11月11日・25日、12月9日の水曜
＜1歳6か月児＞
11月18日、12月2日の水曜 
＜3歳児＞
11月20日、12月4日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513

●子ども･家庭支援相談
乳幼児期から学齢期までの育児や
しつけ､学校生活(不登校)などの子
育てに関する相談窓口(電話･面談)
　学校連携･こども担当
　800-2465　　800-2513

区役所 から ※会場の記載のない場合は区役所で実施
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▶離乳食教室
11月17日(火)13時30分～14時15分
2回食頃の第1子。母子健康手帳、お
手ふき、バスタオルを持参
　電話か､件名に「11月離乳食教
室」、本文に参加者と子どもの　・月
齢・　を書いてEメールで健康づく
り係へ　　健康づくり係
　800-2445　　800-2516
　iz-kenko@city.yokohama.jp

泉区地域子育て支援拠点すきっぷ から

●お話し会メイ
絵本の読み聞かせや絵本選びの相談
11月12日（木）10時30分～11時30分。未就学児と保護者、妊娠中の人、
先着16組　　11月11日15時30分から17時までに電話かFAXで

〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209　　805-6111　　805-6122

すきっぷ　泉区

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期等になる場合がありますので、
事前に確認してください。ご注意

横浜市　図書館

●乳幼児の食事相談（予約制）
▶食生活健康相談
11月17日(火)9時～11時

すきっぷ「親子のひろば」の
利用について

◆ちいさなちいさなおはなし会
少ない人数でゆったりと、絵本やわらべうたを楽しんでみませんか。
12月23日(水)①10時30分～、②11時～、③11時30分～
0～3歳児とその保護者、各回先着3組
　12月2日9時30分から電話か窓口へ

　エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染することによって
おこる病気です。HIVは検査を受けることで感染の有無が確認でき、
早期発見、早期治療をすることで、エイズの発症を防ぐことができます。
　この機会に区役所で検査を受けてみませんか。

　毎年この日は、世界各国でエイズまん延防止と患者・感染者に対する
差別・偏見を解消することを目的とした啓発活動が行われています。

◆横浜市立図書館「わらべうたと絵本の会」ボランティア講座（全３回）
わらべうたや絵本の楽しさを子どもたちに届ける活動を、より豊かにする
講座です。
12月2日・9日・16日の水曜、10時～12時
０～２歳児とその保護者を対象とした子育て支援活動に関心がある人、
先着12人。(全3回参加できる人)
講師：石川 道子さん(2・9日)、横浜市立図書館司書(16日)　
　11月12日9時30分から電話か窓口へ

◆土曜おはなし会
12月5日（土）14時から。5歳以上（保護者同伴可）

●すきっぷサポーター（ボランティア）
小さな子どもの安全を願って刺しゅうする「背守り」を作ります
11月19日（木）10時30分～11時30分。詳細は電話で確認を

●乳幼児歯科相談(予約制）
11月11日、12月9日の水曜
９時30分～10時
　　電話でこども家庭係へ
　800-2444　　800-2513

乳幼児の保護者
母子健康手帳を持参
　電話で健康づくり係へ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用を
制限しています。詳細はホームページで確認を

●和泉保育園で ※　　は月～金曜（祝休日を除く）の9時30分～15時に電話で
▶赤ちゃんコアラ
ふれあい遊び、誕生会など
〈ぴよぴよ〉
11月12日、12月10日の木曜
10時～11時
6か月までの子と保護者、当日先着7組
〈きらきら〉
11月19日(木）10時～11時

7か月～12か月の子と保護者、当日
先着7組
▶コアラひろば
お正月遊びを楽しもう
1月7日(木)10時～11時15分
1歳～未就学児と保護者、先着7組
　12月8日から

いしかわ みちこ

◆親子で楽しむわらべうた(全5回)
赤ちゃんとわらべうたを楽しむ会（親子で参加）
11月20日、12月18日、1月22日、2月19日、3月19日の金曜、10時30分
～11時。0～1歳6か月児とその保護者、先着5組。（全5回参加できる人）
講師：阪口 道子さん
　11月11日9時30分から電話か窓口へ

さかぐち みちこ

●イトーヨーカドー労働組合立場支部　他3人（敬称略）
以上の皆さまから寄付をいただきました。ありがとうございました。

善意銀行
〒245-0023 和泉中央南5-4-13 802-2150  　 804-6042
社会福祉協議会からのお知らせ社会福祉協議会からのお知らせ

匿名、無料、予約制で検査ができます。結果は１週間後。
●毎週月曜９時から９時30分（祝休日を除く）
　　前の週の金曜16時までに電話で健康づくり係へ
※12月７日・14日・21日の月曜は、B型・C型肝炎の検査も同時に
　受けられます。

健康づくり係　　800-2445　　800-2516

せ まも

★発表会は12時～13時に行われます。
※公共交通機関を利用してください。（駐車場は有料です）

11月30日(月)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朗読

HIV（エイズ）検査・梅毒検査

11月24日（火）13時～16時、25日（水）～26日（木）10時～16時、27日（金）
10時～15時。区役所１階区民ホールで
　泉睦会　鴻丸　　090-9399-5387

◆泉睦会泉区中途障害者文化祭作品展示

こうまる

せんぼくかい

　800-2335　 800-2506
広報相談係掲載については へ

　泉区に登録している団体や個人、ボランティアの
皆さんの活動などを掲載するコーナーです。
詳細は各主催者へ問い合わせてください。

泉区あやめ通信 掲載基準

泉区



<ヨガ＆ボディチューンⅡ>(全9回)
1月12日·19日·26日、2月2日·9日·23
日、3月2日·9日·16日の火曜、10時～
11時30分
16歳以上、抽選30人　
　5,130円
　11月27日～12月11日

●グラスアートで作る羽子板柄の
　迎春飾り
12月10日（木）9時３０分～12時
先着8人　　2,200円
　11月19日10時から電話で ●よこはま動物園ズーラシアで 

<宿題教室>
園内の動物の観察を通して、動物につ
いての学びを深める
①ズーラシア・アドベンチャー
12月5日(土)9時30分～12時
小学1年生～3年生　
②動物のヒミツ発見！
12月12日(土)9時30分～12時
小学4年生～6年生
各抽選10人
　各200円　
　11月18日までにホームページの応

泉区情報配信中 泉区版は
ここまでです横浜市泉区役所 インスタ　横浜いずみ

ツイッター インスタグラム！

費用の記載がない場合は無料　　特に断りのないものは当日自由参加
往復はがきでの申込みは、返信先も記載
施設では休業日があります。事前にご確認ください。

泉区内の公共施設の情報は
泉区ホームページで確認できます

マークの見方 氏名(ふりがな)   　電話(番号)  　 ファクス(番号)  　 〒・住所  　 年齢  　 行事名  　 Eメール（アドレス）  　 費用  　 ホームページ  　 申込み  　 問合せ

今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

お知らせ施設からの
今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

お知らせ施設からの

新型コロナウイルス感染症　拡大防止の取組の影響について事前にご確認ください！
・掲載されているイベントなどは、中止・延期になる場合がありますので、ホームページまたは各問合せ先にご確認ください。
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下和泉地区センター
〒245-0022  和泉が丘1-26-1
　 805-0026　　805-0028

立場地区センター
〒245-0012  中田北1-9-14
　 801-5201　　805-1954

泉区民文化センター テアトルフォンテ
〒245-0023  和泉中央南5-4-13
　 805-4000　　805-4100

その他

●個人利用のご案内
事前予約不要
〈バドミントン・卓球〉
　16歳以上120円、16歳未満30円
/2時間
〈トレーニング室〉
9時～20時50分(最終受付20時)　　
　16歳以上300円、16歳未満100円
/3時間
〈弓道場〉
有段者を対象としたご利用になります。
詳細はホームページか電話で問合せを

泉スポーツセンター
〒245-0006  西が岡3-11
　 813-7461　　813-7463

泉スポーツセンター 検索

上飯田地区センター
〒245-0018  上飯田町3913-1
　 805-5188　　805-5189

●遺言･相続･登記相談
11月25日、12月9日の水曜13時～
16時。各日先着4人　
　11月11日9時から各前日17時までに
窓口へ 
※同一案件を引き続き相談する場合は有料

●親子リトミック
11月28日(土)13時～14時30分
未就学児と保護者
上履き持参

●初めての色鉛筆画（全5回）
下絵を塗り、色の出し方から学ぶ
11月～3月の第3金曜13時～14時45分
先着10人　　2,000円
　11月11日10時から電話か窓口へ

●使い方いろいろ
　本革で作るブーツ型卓上スタンド
12月5日（土）9時30分～12時30分
先着6人　　1,650円
　11月11日から電話か窓口へ

●センター探検!冬のきもだめし
12月6日（日）①16時～、②17時～、③
18時～。お札と交換でプレゼント有。
小中学生（小学生は保護者同伴）
　11月12日から電話か窓口へ

●ネット配信入門
動画配信にチャレンジ
11月23日（祝・月）14時～16時
インターネットを使用できる環境がある
人、先着10人　　500円
　11月12日から電話か費用を添えて
窓口へ

テアトルフォンテ 検索

こども自然公園青少年 検索

●座ってできるズンバ®ゴールド
11月20日(金)10時～11時
抽選15人　　100円　
　11月18日までに電話か窓口へ

老人福祉センター 横浜市泉寿荘
〒245-0006  西が岡3-11
　 813-0861　　813-0862

※60歳以上対象

●ホールでグランドピアノを
　ひいてみませんか♪
12月9日(水)·10日(木)·21日(月)·22日
(火)10時～21時。連弾(２人以上で弾
く)の利用時は要マスク着用　　
　1時間1,800円、２時間3,400円
　11月15日までに専用申込書(窓口、
ホームページなどで入手可)をFAXか
窓口へ

●味噌づくり教室（全2回）
12月5日（土）15時30分～16時30
分、12月6日（日）9時30分～13時
先着25人　　3,400円　
　11月14日10時から電話か窓口へ

●クリスマス兼正月用の
　フラワーアレンジメント
12月11日（金）10時～11時45分
先着15人　　2,000円
　11月27日10時から電話か窓口へ

●子ども折り紙教室
12月5日(土)14時～16時
小学生以下先着8人
（幼児は要保護者同伴）
　11月15日10時から電話で

●男ヨガ入門（全6回）
1月9日·23日、2月13日·27日、
3月13日·27日の土曜、15時～16時
先着15人　　1,800円
　12月5日10時から電話で

新橋コミュニティハウス
〒245-0009  新橋町33-1
　 392-5538　　392-5548

●シルバージュエリーの世界（全2回）
　～オリジナルペンダント作り～
11月26日、12月10日の木曜10時～
12時
抽選6人　　2,000円
　往復はがきに行事名・　・　・　を記
載の上、11月15日必着で

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006  西が岡3-12-11

　 814-4050

ズーラシア 検索

●手作りのしめ縄飾り
12月20日（日）9時30分～12時
抽選12人　　1,500円　
　往復はがきに教室名・　・　・　を記
載の上、11月20日必着で

中川地区センター
〒245-0007  桂坂4-1

　 813-3984　　813-3986

※入園有料、要事前予約(土日祝)

●こども自然公園青少年野外活動
　センターで
<アウトドアクラブⅢ>(全6回)
1月9日·23日、2月6日·20日、
3月6日·20日の土曜、10時～12時
小学生と保護者、抽選12組
　1人4,600円
　11月27日～12月11日

●戸塚税務署から
<税理士会による無料税務相談>
11月12日(木)10時～16時
戸塚駅地下1階コンコース
　東京地方税理士会戸塚支部
　864-3300

2020（令和2）年 11月号 ／ 泉区版

<おひさまクラブⅣ>(全7回)
1月20日～3月3日の水曜、14時～16時
4歳以上の未就学児と保護者､抽選
24組
　1組7,700円
　11月27日～12月11日

<ピラティス＆有酸素運動Ⅲ>(全9回)
1月13日·20日·27日、2月3日·10日·
24日、3月3日·10日·17日の水曜、10
時～11時30分
16歳以上､抽選30人
　5,130円
　11月27日～12月11日
※各詳細と申込方法はホームページで
確認を
　こども自然公園青少年野外活動セン
ター　　811-8444　　812-5778

募フォームで
各詳細はホームページで確認を
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000　　959-1450

み そ

ふだ

●クリスマス料理
　～本場ドイツのシュトーレン他2点～
12月10日（木）10時～12時45分
先着15人　　1,500円
　11月26日10時から電話か窓口へ

●お茶を楽しむ会（茶道文化祭）
担当：表千家　渡辺 宗末さん
11月14日（土）10時～15時
　300円

わたなべ そうすえ

●絵本だいすき！お話会メイ
11月26日(木)11時 ～11時40分
幼児と保護者、当日先着4組
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