
（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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月号
2020(令和2)年

の交通事故防止

ドライバーから見えやすい服を着用しましょう。

道路の横断は横断歩道を渡りましょう。

歩行中

の交通事故防止運転中

1
2

の交通事故防止自転車

夕暮れ時は早めのライト点灯を！
歩行者などが横断歩道を渡ろうとして
いる時は一時停止し、横断が終わるのを
待ちましょう。

1
2

自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
安全ルールを守る
子どもはヘルメットを着用

を守りましょう。
１
2
3
4
5

自転車安全利用五則

不審者を見かけたら泉警察署へ
805-0110

泉区の今

泉区マスコットキャラクター
「いっずん」

●

● 世帯
人人口

世帯数
2020(令和2)年
9月1日現在
国勢調査中のため、
9月1日現在の数値を掲載

12月11日（金） 20日（日）から は
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年末年始も安全、安心の泉区

全席シートベルト着用と
チャイルドシートの
正しい使用の徹底

一般道路の
後部座席シートベルト
着用率 47.4％

（神奈川県）
2019年シートベルト着用状況全国調査　

みんなで守る
「飲酒運転を
 絶対にしない、させない」

飲酒運転根絶

横浜市　自転車の交通安全 検索

泉区内では空き巣の被害が多発しています。
犯人は、掃き出し窓や勝手口のガラス部分を割るなどして、侵入しています。

補助錠を取り付けたり
防犯砂利を敷く 侵入防止に効果的

無事故で年末　笑顔で新年スローガン 無事故で年末　笑顔で新年

※自動車で飲食店に来て飲酒する場合、仲間同士や飲食店の
協力を得て飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、その人は
酒を飲まず、仲間を自宅まで送り、飲酒運転を防止する運動です。

ハンドルキーパー運動　 にご協力を※

補助錠 防犯砂利

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

人が出入りできる大きさの窓や勝手口などに補助錠を取り付けたり、
防犯砂利を敷くなどすると、侵入防止に効果的です。

　年末は交通量や飲酒の機会が増えることなどから、1年の中で交通事故の多い時期です。ドライバーも歩行者も、
一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールを守り、交通マナーの向上に取り組みましょう。

期間 ！です年末の交通事故防止運動
12月は

根絶強化月間
飲酒運転
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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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横浜市　新橋小 検索新橋小学校の活動など詳しくは

新橋小学校

広報相談係　　800-2335　　800-2506

（上飯田団地地区）

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

コミュニティ
カフェの様子

令和2年9月にはりんご狩りも
行いました

利用者による
折り紙の作品

企画調整係 　　800-2331　　800-2505

　寒い季節でも暖房に頼りすぎずに、快適に過ごせるちょっとした工夫を紹介します。
　冬も省エネアクションでエネルギー使用量・CO2発生量の削減に取り組んでみませんか。

機能性素材の下着や室内着を活用する。

ストールやひざ掛けなどの追加アイテムで
３首（首、手首、足首）を温める。

カーテンやブラインド、断熱シートで保温。
湯たんぽやカイロで足元・腰まわりも
あたたかく。

鍋料理を囲んで体も部屋も暖める。
湯気で加湿効果も期待。

冬が旬の根菜や香辛料など体を
温める食材を積極的にとる。

泉区でとれる野菜を使った
季節別レシピ集はこちら 泉区　味わいレシピ 検索

手首足首をストレッチ。
血行を促進して、冷えやコリを防ぐ。

冬は暖房などの使用で家庭からのCO2（二酸化炭素）排出量が多くなる季節です

　新橋小学校は泉区内では新橋町と弥生台を
学区にしており、日々地域に支えられている
学校です。
　今年度は休校期間を経て、学校行事も工夫
をしながら、手法を変えて動き出しました。例
えばもちつき大会もその一つで、当初中止と
なる予定でした。
　ところが、「子どもたちが毎年楽しみにして
いた行事が開催されないのは寂しい。楽しい
思い出作りのため、代わりに地元の山でみかん狩りをしないか」という地域
の人からの声に支えられ、もちつき大会の代わりにみかん狩りを実施しま
した。
　子どもたちは、地域の人においしいみかんの見つけ方を教わりながら楽
しんでいました。
　また、新橋小学校は令和３年度に創立50周年を迎えます。実行委員会も
立ち上がり、早くも盛り上がりをみせています。開校時から変わらない「地
域のぬくもり」は新橋小学校の大きな財産です。
　今後も引き続き、地域の皆さんのご協力を得ながら、児童みんなが安心
して楽しく、豊かに過ごすことができるよう工夫をしながら活動してい
きます。

　上飯田団地地区では、高齢者の見守りの取組としてコミュニティカフェを
10年以上続けています。折り紙や手芸をしたり、お茶を飲みながらテレビを観
たり、過ごし方はさまざま。また、上飯田地域ケアプラザの職員が、防犯・防災
についての情報を提供するなど、地域全体の情報共有の場にもなっています。

　利用者にとっては、毎週水曜日に行われることで予定
が立てやすく、参加しやすい一方で、活動を支えるボラン

ティアにとっては利用者の普段との違いに
気づきやすく、顔を合わせることのメリット
も大きいとのこと。

　人とのつながりを大切にしながら、そこ
に集うすべての人が無理を
しない、それが長く、楽しく
続けられる秘訣なのかもし
れません。

　コロナ禍にあってもどうしたら続けられるか、ボランティアと利用者が話
し合ったことで、皆さんが自発的にこまめな手指の消毒や換気を行い、利用
者同士の間隔をあけたり、体調のすぐれ
ない人は遠慮してね、とお互いが注意喚
起をしながら開催しています。

ひけつ



泉土木事務所管理係  　　800-2532 　　800-2540

生活支援係 　　800-2305　　800-2515

道路側溝や雨水ますは、川や海とつながっています

ヨコハマ3R夢プラン

　泉区では、雨水と汚水を分けて流す
「分流式下水道」が整備されており、雨
水は、水再生センターを通らず、直接
川や海に流れます。

街のごみが川や海に流れることがあります
　水路は、街中に降る雨水の受け皿となっており、水路の水は川や海に流
れます。そのため道路側溝や水路などに入った街中のごみは、川や海に流
れてしまいます。
　漂流ごみは、野生生物が餌と間違えて誤飲したり、ひも状のものが体に
絡みつくなど、大切な命を奪ってしまう原因ともなります。ごみのポイ捨
てはもちろん、集積したごみが飛散しないように注意しましょう。
　また、河川・水路敷に物置やプランタ―などを置くと、大雨時の水の流
れを遮り、水路機能を阻害する可能性があります。河川・水路敷に物を置
かないでください。

　プラスチックは、軽量で丈夫、加工もしやすいことから、さまざまな製
品や容器包装などに幅広く利用されています。一方で、優れた耐久性・安
定性ゆえに、自然界で分解されにくいという特徴があります。
　街のごみが川や海に流れて漂流ごみとならないためにも、正しい分別
によるリサイクルの推進やワンウェイプラスチックの削減、ご自宅周り
の清掃などがとても大切です。

　地域福祉保健計画は、「誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地
域づくり」を目指した計画です。区民の皆さんをはじめ、事業所、区役所な
どが、地域の困りごとの解決に一緒に取り組むことで、身近な地域の支え
合いの仕組みづくりを進めることを目的としています。

～プラスチック問題とその対策～

マイボトルの使用 マイバッグの使用

マイボトルを使用することで
ペットボトルの消費を減らしましょう。

マイバッグやエコバッグを使用し、
レジ袋の使用を控えましょう。

　年末に大掃除や洗車をされる人にお願いです。
大掃除などで出た廃水は宅地内にある排水口へ
流し、洗車は洗車場など排水設備の整った場所で
行いましょう。
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資源化推進担当 　　800-2398　　800-2507

事業企画担当 　　800-2433　　800-2516

「ヨコハマ３Ｒ夢！」マスコット
イーオ

資料の閲覧・配布について
令和2年12月9日(水)～令和3年1月8日(金)
区役所1階101番窓口 広報相談係
区役所3階312番窓口 福祉保健課　
泉区社会福祉協議会
区内の地域ケアプラザ・地区センター・コミュニティハウス　
（区役所と泉区社会福祉協議会のホームページにも掲載します）

生活費のやりくり

●給料が減って公共料金の
　支払いが滞っている・・・
●カードローンの返済計画を
　立てたい・・・
●子どもの進学費用が心配・・・

そんな時は…

生活支援課（2階216番）にご相談ください！
家計の見直しをお手伝いします。

家計の見える化を行い、
収入に応じた資金のやりくりや、
返済計画を一緒に考えます。

もちろん正しい
分別をすることも
大切だよ！

期間
場所

で悩んでいませんか？

みなさんのご意見をお聞かせください

ス リ ム

実施期間（令和３～７年度）
基本理念

3つの
推進の柱

互いに支え助け合う！誰もが安心して暮らせるまち泉
●健やかに過ごせるまち
●必要な支援が届くまち
●人と人、活動と活動がつながるまち

　プラスチックによる環境
汚染の拡大を防ぐためにも、
一人ひとりが当事者意識を
持ち行動することが大切です。

第４期泉区地域福祉保健計画
（素案及び愛称に関する区民意見募集について）

　令和3年度から新たに策定する第４期泉区地域福祉保健計画につい
て、幅広く区民の皆さんからのご意見を募集します。
　また、第４期計画策定を機に区民の皆さんに覚えやすく、親しみを
持っていただくために計画の愛称を募集します。

愛称募集
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泉消防署　　　801-0119

電気火災対策
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住宅からの出火に注意しましょう

　年末年始は、空気が乾燥し、火災が発生しやすくなるとともに、救急車の出場件数も増加します。
そこで冬の火災予防や救急についての注意点をお知らせします。

　救急車は、いち早く現場に到着し、救急隊員が応急処置を行い、緊急に医療機関へ搬送するものです。
　今年の冬は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同時に流行することが予想され、さらなる
救急出動件数の増加が見込まれます。
　救急車の適正利用にご協力をお願いします。　

救急車を呼ぶべきか、判断に迷ったときは…

横浜消防出初式20201月

市民への応急手当指導10月

専科教育「機関科」9月

または 045-232-7119

電話から パソコン・スマートフォンから

緊急性や受診の必要性を確認できます

年中無休
24時間対応

救急受診ガイド

横浜市救急受診ガイド 検索

泉消防署　救急車適正利用 検索

横浜市　消防団 検索

救急受診できる
病院・診療所を
知りたい

番を
選択

今すぐに受診
すべきか救急車を
呼ぶべきか

番を

シャープ

選択

年間で最も救急出動件数が多くなります！と は

入団は18歳以上！入団は18歳以上！

基礎的諸能力効果確認訓練2月
送水圧力確認！
送水圧力確認！

今年もがんばってます！泉消防団！
今年の活動を一挙ご紹介！

今年もがんばってます！泉消防団！
今年の活動を一挙ご紹介！

自分のまちは自分で守る！

消防団員！

大・大・大募集中です！
　

特 集

　泉区では、今年の1月から10月末までに20件の火災が発生しています。その出火原因は第1位が「放火」、第2位は
「こんろ」、第3位が「たばこ」と「電気」です。
　火災は一人ひとりの意識と適切な行動で防ぐことができます。まずは自分でできることを確認してみましょう！

放火対策 こんろ火災対策

ストーブ火災対策たばこ火災対策

自分のまちは自分で守る！

9000

7396
7968 8057

6640
7144 7271

(件・人)

出場件数 搬送人数

2019年2018年2017年

8000

7000

6000

5000

泉区出場件数と搬送人数

令和3年1月9日(土)10時～11時
泉公会堂　　　  式典

泉区消防出初め式泉区消防出初式令和３年

日時
会場 内容

※今年は、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
　一斉放水、消防演技を中止します。

　式典参加者について
は、不特定多数の入場を
制限するため、招待者、
来賓者のみとさせてい
ただきます。

緊急性があると思われる場合は、ためらわず救急車を要請してください

救急車を呼ぶべきか、判断に迷ったときは…

敬礼！敬礼！

操作～始め！操作～始め！

「みんな森の仲間とオオカミのサイレン
～君には優しさという強さがある～」

横浜市消防局の企画・監修による火災予防絵本
「みんな森の仲間とオオカミのサイレン
～君には優しさという強さがある～」

ストーブの上に洗濯物を干していない

ストーブの周りに燃えやすい物を
置いていない

石油ストーブの使用中に給油を
していない

ストーブの近くではスプレー缶を
使用していない

ストーブを使用したまま寝ていない

不意に落下する灰(火種)に注意している

寝たばこはしていない

灰皿の周りに燃えやすい物を置いて
いない

灰皿に水を入れている

調理中はその場を離れないようにしている

袖口をまくるなど、衣類に火が付かないように注意している

グリル内はこまめに手入れし、油かすなどをためていない

安全センサーのついたガスこんろを使用している

こんろ周りを整理整頓し、燃えやすい物を置いていない

家の周りを整理整頓し、燃えやすい物を
置いていない

物置、車庫は鍵をかけている

ごみは指定された日時・場所に出している

共同住宅の廊下や階段に物を置いていない

コードがカーペットや家具の下敷きに
なっていない

コードを束ねたまま使用していない

コンセントやプラグにほこりが
たまっていない

たこ足配線をしていない

劣化が進んだ古い家電製品や
コード、プラグを使用していない

キッズ消防隊キッズ消防隊

住宅防火の
ポイントをチェック！
住宅防火の

ポイントをチェック！

住宅防火
チェックリスト
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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(12月28日(月)～1月4日(月)
までを除く)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
12月11日(金)·22日（火）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）

匿名制。エイズに関する相談も
毎週月曜(12月28日は除く)、9時～9時
30分
＊12月はＢ型・Ｃ型肝炎の検査も同時
に受けられます。(ただし、12月28日
は除く)
　　前の週の金曜16時までに電話で
健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516

HIV(エイズ)検査･梅毒検査（予約制）

〈食生活健康相談〉
栄養士による食事相談
12月11日(金)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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泉つるし飾り展　作品募集
あなたの作ったつるし飾りを区役所
に飾りませんか。個人、グループを問わ
ず出展できます。ご応募いただいた人
の作品はすべて展示します。
展示：2月15日(月)12時～20日(土)12時
区役所１階区民ホールで
展示者打合せ会：1月15日(金)10時か
ら泉区役所4階4Ｄ会議室で
　12月21日までに作品数、住所、氏
名、電話番号を書いて、電話かFAXか
区民事業担当窓口へ
　区民事業担当（3階309窓口）
　800-2392　　800-2507
詳細はホームページで

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

泉区民ギャラリー

泉つるし飾り展

2020（令和2）年 12月号 ／ 泉区版

泉区民ギャラリー利用団体募集
立場駅・中田駅のコンコースに設置さ
れているアートギャラリーに作品展
示を希望する団体を募集しています。
【期間】令和3年3月31日(水)～令和4
年3月30日(水)のうち連続する15日
間を1コマとし、1団体2コマまで利用
できます。
搬入は初日の14時以降に開始、搬出は
最終日の11時までに完了をお願いし
ます
　1月20日(必着)までに各地区セン
ター、地域ケアプラザ、区役所1階いず
み区民活動支援センターで配布（また
はホームページでダウンロード可）す
る要項を確認の上、必要書類を添付し

募集・案内

「泉区新年祝賀会」につきましては、
昨今の社会情勢を考慮し、誠に残念な
がら令和3年の実施は見送ることと
なりました
　新年祝賀会実行委員会事務局
（区役所庶務係）
　800-2311　　800-2505

泉区新年祝賀会

イベント
中止

昨年度(令和2年2月)の展示の様子

日曜・祝日・年末年始の急病

12月29日(火)～1月3日(日)は
閉庁します

●その他の業務については、横浜市コールセン
　ターへお問い合わせください。

泉区休日急患診療所

日曜、祝日、年末年始(12月30日～1月3日)
10時～16時（受付は9時45分～）

　区役所・地区センター・コミュニティハウスなどに設置している資源回収ボックス
は各施設の年末年始休館期間は利用できません。
　この期間に資源物を持ち込まないようご協力をお願いします。

和泉中央北5-1-5　　806-0921

資源回収ボックスは利用できません

相
鉄
い
ず
み
野
線

環
状
４
号
線

和
泉
川

泉区総合庁舎

いずみ中央駅
長後街道

権太坂
和泉線

泉公会堂
泉土木事務所

泉警察署

●横浜市南西部夜間急病センターが併設さ
　れています。
　詳細やその他の年末年始の医療機関につ
　いては16ページに記載しています。

横浜市コールセンター(毎日8時～21時)
664-2525　　664-2828

泉区休日
急患診療所

診療時間

区役所・市役所・行政サービスコーナーの
年末年始の閉庁期間

ごみと資源物の収集については16ページ
に記載しています。

【内科・小児科】

●

てFAX、郵送、または直接窓口へ
　いずみ区民活動支援センター
（区役所1階104窓口）
　800-2393　　800-2518

ごみと資源物収集について

令和2年10月に
移転しました



区役所窓口案内ボランティア募集
内　容

応募資格
活動期間

区役所来庁者への窓口案内や業務改善の提案など

区内在住・在勤・在学者で18歳以上の人。10人程度。面談あり
4月から2年間。週1回程度、半日(2時間30分・休けい有)

●1回につき1,000円(交通費相当分)支給

広報相談係　　800-2337　　800-2506

1月29日(必着)までに電子申請か応募申請
書（ホームページか窓口で）を郵送・FAX
または広報相談係（区役所１階101窓口）へ申込み

泉区　窓口案内ボランティア

〒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

12月15日、1月5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＞
12月23日(水)
＜1歳6か月児＞
12月16日、1月6日の水曜
＜3歳児＞
12月18日、1月8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

112020（令和2）年 12月号 ／ 泉区版

▶離乳食教室
12月15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「12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

●保育園の先生と遊ぼう、お話しよう

〒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
12月15日(火)9時～11時

すきっぷ「親子のひろば」の
利用について

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

▶赤ちゃんコアラ
ふれあい遊び、誕生会など
〈きらきら〉
12月17日(木)10時～11時
7か月～12か月までの子と保護者、当日先着7組
　803-1483　　803-1137

12月は「地球温暖化防止月間」です。
このことにちなんで、図書館の本棚から１冊ご紹介します。

男子シングル①一般 A、②一般 B、③女子シングルス
2月11日(祝・木)・14日(日)、3月6日(土)各8時45分集合
東俣野中央公園
区内在住・在勤・在学か、区内のテニスクラブ・スクール・協会に
登録しているサークルに所属している人
①32人、②16人、③16人(各先着)
　2,500円　　
　　1月15日・16日・22日・23日の11時～18時に
費用を添えて、とつかテニスクラブ内ヴィヴァへ　
　804-7850

◆泉区民テニス大会

　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。

※　は月～金曜（祝休日を除く）の9時30分～15時に電話で

北上飯田保育園の保育士が来所
12月16日（水）10時30分～11時30分
未就学児と保護者、妊娠中の人、先着20組
　12月15日15時30分から17時までに電話かFAXで

●すきっぷサポーター（ボランティア）活動
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
12月17日（木）10時30分～11時30分
詳細は電話で確認を

せ まも

『ゼロから始める　
  暮らしに生かす再生可能エネルギー入門』

　「再生可能エネルギー」という言葉は聞いた
ことがあっても、どのようなものかは意外と知
らない方というもいるのではないでしょうか。
　この本には、再生可能エネルギーとは何
か、どのような技術かなどがわかりやすく書
かれています。
　また、実際に暮らしに取り入れるにはどう
いった方法があるのかも解説されています。
　知識の入手だけでなく、実践への足掛かり
にもなる1冊です。

田中 充・白井 信雄・馬場 健司／編著　家の光協会
たなか みつる しらい のぶお ば　ば けんし

◆日曜おはなし会
12月13日、1月10日の日曜14時から。4歳以上(保護者同伴可)

◆土曜おはなし会
1月9日(土)14時から。5歳以上(保護者同伴可)

◆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。
1月20日・27日の水曜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
　1月6日9時30分から電話か窓口へ

泉区あやめ通信 掲載基準



ゲスト出演：今田 あきら
各先着100名
　第1部：12月19日、第2部：12月20
日、第3部：12月21日、いずれも10時
から電話か窓口へ

●よこはま動物園ズーラシアで 

<ハッピークリスマスinズーラシア>
園内各所をクリスマス装飾し、動物た
ちにクリスマスならではの餌をプレゼ
ントする特別ガイドを実施
12月19日(土)・20日(日)
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

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

●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
12月16日・23日、1月6日の水曜
13時～16時
各日先着4人
　12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
12月12日(土)13時～14時30分
未就学児と保護者
上履き持参

●体育室のこけら落し公演
1月16日(土)
◆第1部 寄席　
10時30分～12時
出演：落語家　四代目 三遊亭 圓歌
◆第2部 クラシックコンサート
「バイオリンとピアノの姉妹デュオ」
13時～14時15分
出演：東京都交響楽団第2バイオリン
首席奏者　遠藤 香奈子
ピアノ伴奏　遠藤 和歌子
◆第3部  ジャズコンサート
15時30分～17時
出演：今田 勝（ピアノ）、守 新治(ドラ
ム)、稲垣 護(ベース)

●お茶を楽しむ会
担当：裏千家　瀧瀬 宗晴さん
12月12日（土）10時～15時
　300円

●おもちゃの病院
1月16日(土)10時～15時
先着20組　　12月11日から前日まで
に電話か窓口へ

テアトルフォンテ 検索

●趣味の教室フラワーアレンジメント
　～お正月を華やかに～
12月27日(日)10時～12時
抽選11人　　2,500円(花・花器代)
　12月15日までに窓口に返信用はが
きを持参か往復はがきに　・　・　・　・
　を記載の上、12月15日必着

●春の七草竹鉢作り
12月20日(日)9時30分から
先着10人　　500円
　12月11日より電話で

●クリスマス工作
　「まつぼっくりツリーを作ろう」
12月12日(土)
①9時15分～10時15分
②11時15分～12時15分
保護者同伴の幼児または
小学生、当日各先着15人

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　 803-2270

●ホールでグランドピアノを
　ひいてみませんか♪
1月13日(水)·14日(木)·25日(月)·26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
　12月16日までに専用申込書(窓口、
ホームページなどで入手可)をEメールか
FAXか窓口へ
　g-piano@theatre-fonte.com

●お正月用
　フラワーアレンジメント教室
12月25日(金)10時～12時
先着10人　　3,000円
　12月11日9時から
費用を添えて窓口へ

●子ども折り紙教室
1月16日(土)14時～16時
小学生以下、先着8人
（幼児は要保護者同伴）
　12月15日10時から電話で

●目指せ！美骨盤（全8回）
1月11日・25日、2月8日・22日、3月
1日・8日・22日・29日の月曜
10時～11時
抽選8人　　3,200円　
　往復はがきに教室名・　・　・　を記
載の上、12月20日必着

中川地区センター
〒245-0007  桂坂4-1

　 813-3984　　813-3986

●脳トレ体操(全8回)
1月15日·22日·29日、2月12日·19日・
26日、3月19日·26日の金曜
午前の部：10時～11時30分
午後の部：13時～14時30分
各抽選12人（初心者優先）
　3,200円　
　往復はがきに教室名・　・　・　・参
加経験の有無を記載の上、12月20日
必着

※入園有料、要事前予約(土日祝)

●岡津町ふれあい公園
<分区園（菜園）利用者募集>
【場所・募集区画】岡津町2623　
①小区画(12㎡)38区画
②大区画(25㎡)３区画。各抽選
【利用期間】2021年4月1日～2022
年3月31日
【対象】徒歩か二輪車で来園可能な人
(駐車場はありません)
　①10,800円②22,500円(①②とも
に年額)
　1月12日(必着)までに往復はがきで
往信面に代表者の　 ・ 　・　 、返信面
には代表者の　 ・　を書いて、横浜植
木(株)造園部岡津町ふれあい公園担当
(〒232-8587 南区唐沢15番地)まで。
※区画の大小に関わらず重複申込不可
　262-7410(平日9時～17時)

●こども自然公園青少年野外活動
　センターで
<自然を写そう！デジカメテクニックＤ>
写真家　鈴木 清美さんによるデジタ
ルカメラの基本操作と自然を美しく撮
るテクニックを学ぶ
1月30日(土)9時30分～12時
小学5年生以上、抽選10人
　1,000円
　12月11日～25日までに　・　・　・
　・　・　を書いて、往復はがきまたは
ホームページから
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たきせ そうせい

すずき きよみ

●墨彩画で描く年賀状
12月20日（日）13時～15時
先着12人　　400円
　12月11日から18日までに電話か
費用を添えて窓口へ

●絵本だいすき！お話会メイ
12月17日(木)11時～11時40分
幼児と保護者、当日先着4組

さんゆうてい

えんどう かなこ

えんどう わかこ

えんか

●ころっとかわいい、がま口ポーチ作り
　（全2回）
2月5日·26日の金曜、10時～13時
先着10人　　2,000円
　1月8日10時から電話で

こども自然公園青少年 検索

※詳細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

ズーラシア 検索

天王森泉館
〒245-0016  和泉町300

　 804-5133

いまだ

●座ってできるズンバ®ゴールド
12月18日(金)10時～11時
抽選15人　　100円
　12月16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

その他

いながき まもる

いまだ まさる もり しんじ
●コツコツ筋力貯筋体操(全3回)
1月15日、2月19日、3月19日の金曜
13時30分～14時30分

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

先着12人　　900円
　12月11日10時から電話で
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