
県
道
阿
久
和
鎌
倉（
か
ま
く
ら
み
ち
）

　
　　県道瀬谷柏尾

　相
鉄い
ずみ

野
線

いずみ野駅

中田駅

立場駅

深谷通信所跡地

境
川
境
川

宇
田
川

和
泉
川

和
泉
川

弥生台駅

阿久和川

踊場駅

泉区役所

泉スポーツセンター

老人福祉センター
泉寿荘

環
状
４
号
線

泉図書館

東海
道新
幹線

踊場駅

いずみ
中央駅

泉区民文化センター
（テアトルフォンテ）

ゆめが丘駅ゆめが丘駅

下飯田駅下飯田駅

権太坂和泉線

横浜市営地下鉄
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伊勢原
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緑園都市駅

泉公会堂

泉土木事務所　　800-2532　　800-2540

道路・河川改修事業の進捗状況ト ピ ッ ク ス

都市計画道路中田さちが丘線
（名瀬岡津地区）

県道阿久和鎌倉（通称：かまくらみち）
（萩丸交差点）

和泉川河川改修事業

いずみ
中央駅
いずみ
中央駅

市道中田123号線
（中田中学校入口交差点付近）

令和２年度内の
全線完成・共用
に向け、未整備
区間（270m）
の工事に着手
しました。

中田中学校に
向かう通学路
に歩道を新設
し、安全性が
高まりました。

渋滞解消と安全な
歩行者通路の確
保のため道路改良
工事を行っていま
す。令和2年3月完
了予定です。

新幹線高架の上下流部で新し
い河道への通水が完了し、おお
むね護岸整備が完了しました。
引き続き管理用通路などの整
備を行っています。

河道等安全対策事業
阿久和川では、流れを阻害している土
砂や樹木などを撤去しました。
和泉川では、繁茂している草や樹木を
撤去していきます。

▲阿久和川

▲和泉川

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

日時

会場

3月21日（土）9時～14時（荒天中止）
神明台処分地スポーツ施設 （泉区新橋町1553）
※相鉄線三ツ境駅またはJR東海道本線戸塚駅東口から
　神奈中バス（戸17）で湘南泉病院バス停下車徒歩3分
　駐車場はありますが、できる限り公共交通機関をご利用ください

情報・展示

スポーツ・
体験

演奏・演舞

▶みんなで考えるストップ！
　地球温暖化
▶ヨコハマ3R夢プラン
▶リユースカップPRコーナーで
　飲み物を配布

▶岡津太鼓

▶ミニ電車
▶模擬店
▶処分地見学会

「ヨコハマ3R夢！」
マスコット
イーオ

▶少年野球・少年サッカー交流戦、
　タグラグビーなどの体験コーナー
▶健康ウォーキング、かけっこ教室
　（泉スポーツセンターにて要事前申込み
　　　　　　　　　　　　813-7461）

ス リ ム

その他
開催可否は当日8時から、
横浜市コールセンター
　664-2525　

プログラム

至 隼人高校

至 湘南泉病院
　 入口信号

湘南泉病院
バス停

ドングリの森 駐車場

階段

多目的広場
（芝生）

サッカー
場ミニ

サッカー場
芝生広場

駐輪場
駐車場

第２
軟式野球場

第１
軟式野球場

駐車場
至 神明台処分地入口

遊水池

高塚配水池

自動販売機

自動販売機

神明台スポーツ施設エリア

神明台
処分地

管理事務所

スポーツ施設
新橋側入口スポーツ施設入口

（徒歩のみ）

スポーツ施設
正面入口

サッカー
場ミニ

サッカー場

第２
軟式野球場

第１
軟式野球場

会場
案内図

湘南泉病院
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3月号
2020（令和２）年

●人　口
●世帯数

151,745 人 
62,346世帯

泉 区 の い ま

泉区マスコット
キャラクター
「いっずん」

800-2323（代表番号） 〒245-0024
和泉中央北
五丁目1番1号

●月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）／8時45分～17時
●第２・４土曜日／9時～12時800-2506 ※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。

泉区役所 区 役 所
開 庁 日

2020（令和２）年2月１日現在

5～12ページは泉区版です

トピックス
泉区役所掲示板
泉区役所からのお知らせ ほか
施設からのお知らせ

5
6・7

10・11
12

8・9

その飼い方で大丈夫！？
犬を飼育するときの
ルールやマナーを守って！！

特 集

2020（令和２）年 ３月号 ／ 泉区版
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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
●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

氏名（ふりがな）
Eメール（アドレス） 費用 ホームページ 申込み 問合せ

電話番号 ファクス番号 〒・住所 年齢 行事名

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

自治会町内会加入に関する問合せは

実際、自治会町内会ってどうなの？

自治会町内会、入って良かった！

　仕事や育児など時間的な制約などで自治会町内会への
加入や参加が難しいと思っている人も、まずはできることか
ら始めてみませんか？
　地域活動に参加して、ご近所同士、顔見知りになりましょ
う。大きな災害が起きた時、ご近所の助け合い＝「共助」が
力を発揮します。自治会町内会を通して､いざという時のた
めに、地域のつながりを作ってみませんか。みんなでこの地
域に住んで良かったと思えるまちにしていきましょう。

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。

▲馬場 勝己 会長

積極的に楽しみながら取り組んでいます
―地域活動を始めるきっかけは？―
　上飯田地区には、昭和53年に住み始めました。分譲地のた
め新たに自治会が設立された際に、自治会の書記を務めたの
がきっかけです。
　その後、平成19年から、ひなた山第二自治会長となり、平
成27年に上飯田連合自治会長に就任しました。また、その間
にも、泉区体育指導委員連絡協議会（現スポーツ推進委員）
会長や地区社会福祉協議会会長なども担うなど、自治会設立
時から41年間、地域活動を積極的に楽しみながら取り組んで
きました。

―地区連合自治会長になって思ったことは？―
　もっと地域情報の共有やさまざまな意見を出してもらいたいと思いました。そのため、定
例で行っている会議には自治会町内会長だけではなく、各部会長も出席していただくよう
にしています。
　また、今後の検討課題として、次を担う人へどうバトンタッチしていくかを考えていかな
ければいけないと思っています。

―横浜いずみ歌舞伎の役者としての顔もお持ちなど、いろいろ
な活動でお忙しそうですね。―

　横浜いずみ歌舞伎公演の時期などは、スケジュールが立て込んで手
帳は真っ黒になりますが、いろいろな活動をすることが良い切り替えと
なって、ストレス解消や活力につながっています。

―力を入れている活動や今後の取組を教えてください。―
　地域として子どもたちを育んでいきたいと思っています。現在は小･
中学校にも協力をいただいて、地域の清掃や運動会などを手伝っても
らうなど、子どもたちが地域の中で一緒に活動できる機会を設けていま
す。今後、防災訓練などにもこの取組をもっと広げていけたらと考えて
います。
　また、上飯田地区はあまり交通アクセスが良いとは言えませんが、上
飯田ふれあい広場、地区センター、地域ケアプラザなどの地域資源を
活用して地域の絆を深めていき、“いつまでも住み続けたいまち”、“み
んな仲間で笑顔のまち”にしていきたいと思います。　

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

馬場　勝己さん（上飯田連合自治会長　平成27年4月～）馬場　勝己さん（上飯田連合自治会長　平成27年4月～）
ば　ば かつ み

泉区自治会町内会長会 検索で

泉区連合自治会町内会長会
〒245-0024
横浜市泉区和泉中央北5-1-1
泉区役所地域振興課内
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Ｙナースを募集しています
～災害時あなたの力を貸してください～

協力いただける医療機関等において災害時を想定した
「泉区災害時医療のぼり旗掲出訓練」を3月11日（水）に行います

　Ｙナース(横浜市災害支援ナース）とは､大震災発生時にあらかじめ登
録された医師､薬剤師､市職員等とともに､横浜市防災計画に基づく「医
療救護隊」として活動していただく看護職のことです。
　泉区では、震度６弱以上の地震が発生した場合､ご自身とご家族の安
全確保ができ次第、「泉区福祉保健センター」に参集して区内の地域防
災拠点（避難所）などで主に軽症者に対する応急医療を行います。

　いざという時のために、お住まいの地域にある医療機関の場所を
確認しておきましょう。泉区の病院・診療所一覧は、区役所で配布し
ている『泉区生活便利帳』で確認する
ことができます。

●登録資格　市内在住または在勤の保健師・助産師・看護師・准看護師
の有資格者で市が被災した際に､区内の地域防災拠点等
で支援活動ができる人

※協力いただける方、関心のある方は事業企画担当へ問い合わせてください。

泉区　生活便利帳 検索で

診
療
中
横浜市

災害拠点病院 開
局
中
横浜市

薬 局
診
療
中
横浜市

災害時救急病院、
診療所（一般、歯科）

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

よし  い    ひろ あき

危機管理担当
　800-2309　　800-2505

横浜市　葛野小 検索

　葛野小学校は、今年度、スポーツ庁委
託事業「オリンピック・パラリンピック・
ムーブメント全国展開事業」の取組を行
う市立学校として「オリンピック・パラリ
ンピック教育推進校」に選定されていま
す。児童一人ひとりがオリンピック・パラ
リンピックに親しみ、より深く知ること
ができるように、学校行事や委員会活
動などでさまざまな取組を行っています。また昨年10月には、ロンドン
2012パラリンピックに日本代表として出場した秋元妙美さん、横浜
ボッチャ協会会長の川崎妙子さんを招き、全校児童にむけた講演と実
技披露、4年生との交流会を行いました。
　一つひとつの体験を重ねる中で、子どもたちは、スポーツの楽しさ
や、あきらめないこと、共に力を合わせることの大切さなど、多くのこと
を感じ、考え、学んでいます。7月から始まる東京2020オリンピック・パ
ラリンピックに向けて、今年度の取組から得たことを発展させながら、
子どもたちの学びは続いていきます。

広報相談係　　800-2335　　800-2506

葛野小学校の活動など詳しくは

ボッチャ交流会。4年生は総合的な
学習の時間にパラスポーツについ
て学習しました

●日時　3月18日（水）14時～16時（開場13時30分）
●定員　当日先着380人
●会場　泉区民文化センター テアトルフォンテ
●講師　東京経済大学　名誉教授　吉井 博明 さん

講師プロフィール

葛野小学校

あき もと たえ み

かわさき たえ  こ

　埼玉県生まれ。東京経済大学名誉教授。
　情報社会論、防災情報論の専門家として、中央防災会
議専門委員、消防審議会会長、神奈川県地震被害想定調
査委員会委員長などを歴任。国内の防災体制の整備に広
く関与している。

▶一時保育（2歳～未就学児）の申込みは、3月4日まで（先着10人）に電話
かFAXで危機管理担当へ。

▶筆記通訳があります。
▶泉区民文化センターテアトルフォンテの利用による付近駐車場の利用
料金減額はありません。公共交通機関を利用してください。

▶自然災害ほか予期せぬ事態により、予告することなく講演会を中止する
場合があります。その際には、泉区ホー
ムページにその旨を掲載します。

泉区　防災・災害 検索で

泉消防署からのお知らせ
泉消防署救急教室

泉消防署予防課予防係　　　801-0119

泉消防署では毎月第2木曜日に救急教室を開催しています
（第11回は、第2木曜日が祝日のため第3木曜日に開催）

救急車の適正利用にご協力ください
　救急車は、突然の重い病気やけがをした人を緊急に
医療機関に搬送するものです。
　最近、通院のための要請などタクシー代わりと思われる救急要請もあります。
これは、事故による大けがや心筋梗塞など、重症の人への対応の遅れにもつな
がってしまいます。救える命を救い、真に救急車を必要としている人のために、救
急車の適正利用について、皆様のご協力をお願いします。急な病気やけがで迷っ
たら、救急相談センター（　＃7119（または　232-7119））へ電話して下さい。
　なお、事故の状況や症状からみて、緊急だと感じたら迷わず119番通報をし
てください。

第５回
第６回
第７回
第８回

8月13日（木）
9月10日（木）
10月  8日（木）
11月12日（木）

第 ９回
第10回
第11回
第12回

12月10日（木）
2021年  1月14日（木）
2021年  2月18日（木）
2021年  3月11日（木）

令和2年度 開催日程表
第１回
第２回
第３回
第４回

4月  9日（木）
5月14日（木）
6月11日（木）
7月  9日（木）

場所  泉消防署4階会議室  時間 10時～11時30分  申込み  電話で泉消防署予防課へ

●応急手当指導員が、心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法を指導します。
●心肺蘇生法の他にも、気道異物除去、出血に対する処置等の指導や疑問点に答えます。
●一人でも、友達同士でも、家族でも、気軽に参加して、心肺蘇生法をマスターしま
しょう！ぜひ、気軽に参加してください！

AED
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　「わんわんパトロール隊」は、愛犬にリード票を装着するものです。
リード票を装着した愛犬と散歩しながら防犯対策に取り組むことで、防犯意識の高いまちを
アピールすることができるため、地域の防犯力の向上につなげることができます。
　登録をご希望の方は、泉区役所３階地域振興課３１１窓口までお越し
ください。申し込みをされた方には、「リード票」と「認定書」をお渡しします。
登録頭数は、907頭（令和元年12月末現在）です。安心して暮らせる
まちづくりを実現するためにも、皆様のご協力をお願いします。

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

特 集

犬を飼う前に・・・ 犬を飼ったら

災害に備えよう
大きな災害が起こったときのために、日ごろから備えましょう

●しつけ、健康管理
●飼い主の明示

●預け先の確保
●非常用備蓄品の準備
　▶エサ、水、薬（少なくとも5日分以上）
　▶ペット用品
　　（ペットシーツ、新聞紙、給餌用容器、
　　 リード、糞尿の処理用具、おもちゃ）
　▶ケージ
　　（いつでもケージに入れるように、
　　  日ごろから慣らしておきましょう）
　　　「災害時のペット対策」冊子を窓口にてお渡ししています。
　　　また、横浜市動物愛護センターホームページでも見ることができます。

　生後９１日以上の犬には、登録（生涯１回）と狂犬病予防注射の接
種（毎年１回）が法律で義務付けられています。

　トイレはなるべく家ですませ、散
歩の途中でしたフンは持ち帰り、お
しっこは水で流しましょう。
※排せつする場所にも気を配りま
しょう。　

　吠える原因を探り、取り除く工夫をしましょう。必要に応
じてドッグトレーナーや獣医師に相談してみましょう。

　どんなにおとなしい犬でも、リードをつ
けてください。公園や遊水地で放すのはや
めましょう。
　リードは短くしましょう！

横浜市　災害時のペット対策 検索で

犬のフンと
おしっこの始末は
飼い主の責任です！

吠え声が、近隣の迷惑となっていませんか？ 

●自分の犬が逃げて
　しまったら！

Q

A

散歩の時は
必ずリードを
つけましょう！

※注意喚起プレートを
　配布しています。

窓の外を通行する人や車、犬に吠えてしまう・・・

カーテンをして外が見えないようにする、音が聞こえ
ないように窓から離れた場所にケージを設置する

こんな時はどうしたらいいの？？

　生活衛生係へ連絡して
ください。警察署にも連絡
しましょう。心当たりの場
所を探してください。

●飼い犬が人を
　噛んでしまったら！
　直ちに生活衛生係への届
出が必要です。また、犬が狂
犬病にかかっていないか獣医
師による鑑定が必要です。

特性

エサ
法律

散歩

しつけ

しめる

はなす

小型の電子標識器具です。動物病院で装着でき、
データバンクで飼い主情報を登録します。
脱落したりデータが消えることがないため、
安全で確実な個体識別が可能になります。

マイクロチップについて

※逃げない工夫を！！
　●2重ドアにする
　●丈夫なリードにする

○○動物病院

令和２年度　犬の登録と狂犬病予防注射について
予防注射は、動物病院または出張会場で受けることができます。

※会場には必ず犬を押さえられる人が来てください。

※今回から、中川地区センターは午前のみとなりました。

出張日程・会場

月 日

●費　用　今回から料金が変更しています！不足のないよう、ご注意ください！！
　　　　　登録済（更新）3,650円（注射料金3,100円、注射済票交付手数料550円）
　　　　　新規登録6,650円（上記に加え登録料3,000円）
●持ち物　「狂犬病予防注射済票交付申請書」(動物愛護センターから送付されたご案内)申

請書の問診票は事前に記入のうえ会場へお越しください。
　　　　　区外からの転入や譲渡犬の場合は、犬鑑札をお持ちください。
●その他　犬の体調によっては、獣医師の判断により注射が受けられない場合があります。
●雨天時　雨天実施。ただし、午前8時の時点で警報（大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪）が発

令されている場合は中止。また、雷などの気象状況等により中止することがありま
す。中止の際には、動物愛護センターのホームページに掲載します。

※市の委託を受けた動物病院で注射会場と同様に鑑札や注射済票の即日交付ができます。
　注射料金は動物病院によって異なりますので、詳しくは直接動物病院へお問い合わせください
※横浜市動物愛護センターホームページも併せてご覧ください

 4/2（木）
 午前 内林第二公園 和泉町7411-2

  午後 上飯田西公園 上飯田町2751

 4/3（金）
 午前 岡津町内会館 岡津町1452-1

  午後 新橋観音寺 新橋町1157

 4/7（火）
 午前 中川地区センター 桂坂4-1

  午後 領家クラブハウス壱番館 領家1-7-2

 4/16（木)
 午前 中田町第五公園 中田西3-14

  午後 下和泉ふれあい公園 下和泉5-15
 4/18（土) 全日 泉区総合庁舎（公会堂側） 和泉中央北5-1-1

 4/20（月)
 午前 中田中央公園（レストハウス側） 中田町2841

  午後 しらゆり集会所（しらゆり公園） 中田東1-41-1

受付時間 会 場 名 所 在 地

動物愛護センター 検索で

● 午前／10時～12時　● 午後／13時30分～15時
● 全日／10時～12時、13時30分～15時
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■ 区勢便覧「IZUMI 2020」発行
「人口」「区の年表」などのさまざまな統
計データをもとに、泉区の現状を取り
まとめています。泉区への関心と理解
を深めていただく統計資料として活用
してください。
3月30日（月）から区のホームページで
見ることができます。
　統計選挙係　　800-2315
　800-2505
■ 窓口の変更
4月1日（水）からひとり親家庭への支
援、18歳未満のお子さんの障害に係
る相談・支援は、2階210番窓口（こど
も家庭支援課）となります。
　子育て支援担当
　800-2448　　800-2513

※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）
○生活習慣相談
保健師・栄養士による健康相談､禁煙相談
3月26日（木）、4月7日（火）9時～11時
○食生活健康相談
栄養士による食事相談。3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
■ 肺がん検診（エックス線撮影）
4月9日（木）9時～10時20分。40歳以上
の人、先着50人（年度に１回）　　680円
　　3月17日～4月7日の8時45分か
ら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）
匿名制。エイズに関する相談も。毎週
月曜9時～9時30分。
　　前の週の金曜（祝日の場合は木
曜）16時までに電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
■ 横浜市健康診査
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
■ もの忘れ相談（予約制）
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

■ 女性の健康相談（予約制）
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
■ ひきこもり等の困難を抱える
　 若者の専門相談（予約制）
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30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

〒245-0024 和泉中央北5-1-1  泉区役所 ○○○係
※往復はがきでの申込みは、返信先も記載

●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 ●区庁舎の駐車
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

氏名（ふりがな）
Eメール（アドレス） 費用 ホームページ 申込み 問合せ

電話番号 ファクス番号 〒・住所 年齢 行事名

区役所への
郵便物の宛先は

泉区役所からの

区 役 所 1  F

★展示日時について特に記載のないものは開庁日の開庁時間内に開催
　しています。
★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）

●3月16日（月）～3月19日（木）
●3月24日（火）･25日（水）･27日（金）
●3月26日（木）

写真展
音楽劇場

マンドリン演奏

健康・相談募集・案内

泉区勢便覧 2020 検索で

区役所で区内の障害福祉施設の
自主製品を販売しています

高齢・障害係　　800-2430　　800-2513

　手作りのパン､クッキーなどの食品や､せっけん､織物などの雑貨を
販売しています。
●販売日　月～金曜（祝休日､年末年始を除く）
●場　所　区役所1階区民ホール
※販売する施設や時間など詳しくは問合せを

　軽自動車税は､毎年4月1日の所有者に課税されま
す。4月2日以降に名義変更や廃車した場合は、譲り渡
した人等(4月1日現在の所有者）にその年度の納付義
務があります。（月割での課税制度ではありません）

125cc以下の原動機付自転車(バイク)等を譲り受けたときは､区役
所で名義変更の手続が必要です。必要書類等は次のとおりです。

廃車手続には､本人確認書類、印鑑､ナンバープレート､標識交付証
明書が必要です｡それぞれの手続の詳細は､事前に問い合わせてく
ださい。

必要書類 ※本人確認書類は運転免許証・マイナンバーカードなどを持参してください。

廃車届出済の場合
● 本人確認書類
● 印鑑
● 譲渡証明書
● 廃車申告受付書

廃車届出をしていない場合
● 本人確認書類 ● 印鑑
● 譲渡証明書 ● 標識交付証明書
● 本人確認書類 ● 印鑑
● 譲渡証明書 ● ナンバープレート
● 標識交付証明書

泉区
ナンバーの
バイク
泉区以外
ナンバーの
バイク

軽自動車担当（3階303窓口）　　800-2353　　800-2509

1 泉区役所で手続する車両

2 関東運輸局等で手続する車両
車両の種類ごとの手続先は、次のとおりです。

排気量が125ccを
超えるバイク

排気量が
660㏄以下の三輪､
四輪の軽自動車

車両の種類 譲り受け等の手続

関東運輸局
神奈川運輸支局
　050-5540-2035

軽自動車検査協会
神奈川事務所
　050-3816-3118

神奈川県軽自動車協会
横浜支所
　929-6888

軽自動車税の申告

登録担当（2階204窓口）　　800-2345　　800-2508

引っ越し先によって手続の方法が異なります

泉区内での引っ越し
引っ越しが終わったのち、泉区役所で手続してください。

泉区から横浜市内の他区への引っ越し
引っ越しが終わったのち、引っ越し先の区役所で手続してくだ
さい。泉区での転出届は不要です。

泉区から横浜市外への引っ越し
泉区役所で転出手続をしたのち、引っ越し先の自治体で転入
手続をしてください。なお、市外への転出手続は引っ越し前
に行うことが可能です。

※運転免許証・マイナンバーカードなど本人確認書類を持参してください。代理人が
手続する場合には委任状も必要です。
※マイナンバーカードを持っている人は転居・転入手続の際に新住所を記載する必
要があるため家族全員のカードを持参してください。（カードごとに4桁のパス
ワードが必要なため確認のうえお越しください）

　戸籍課では１月からインターネットで現在の待ち人数等が
確認できるようになりました。来庁する際にぜひ参考にして
ください。

泉区役所　戸籍課　混雑状況 検索で

　窓口の混雑予測については､15ページに掲載しています。
　市外への引っ越しを予定している方は混雑緩和のため可能な場合は3
月18日までにお越しください。

★現在の混雑状況がスマートフォンなどから見られます！
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子育て情 報

▶乳幼児健康診査
各13時～13時30分受付。詳細は
個別通知で確認を
〈4か月児〉3月18日（水）、4月3日（金）
〈1歳6か月児〉3月11日・25日､4月
8日の水曜
〈3歳児〉3月13日・27日､4月10日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児歯科相談（予約制）
3月11日、4月8日の水曜9時30分～10時。 
　　電話でこども家庭係へ
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児の食事相談（予約制）
●食生活健康相談
3月17日（火）9時～11時。乳幼児の
保護者　　電話で健康づくり係へ

●離乳食教室
3月17日（火）13時30分～15時。2
回食頃（7～8か月頃）の第1子。試
食用のスプーン、赤ちゃん用エプロ
ン、お手ふきを持参　　　電話か、
件名に「3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
▶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

▶和泉保育園で
●赤ちゃんコアラ
ふれあい遊び、誕生会など
〈ぴよぴよ〉
6か月までの子と保護者
3月12日（木）10時～11時30分。

〈きらきら〉
7か月～12か月の子と保護者
3月19日（木）10時～11時30分。
　月～金曜（祝休日を除く）9時30
分～15時に電話で
　803-1483　　803-1137

※会場の記載のない場合は、区役所で実施

泉区地域子育て支援拠点すきっぷから

▶助産師による相談
母乳や卒乳､生活リズム､母子の健
康について。3月19日（木）10時～
12時。乳幼児を子育て中の人、妊
娠中の人　

▶栄養士による相談
離乳食の進め方､栄養バランスな
ど乳幼児の｢食｣について。3月25
日（水）10時～11時30分。
乳幼児～未就学児を子育
て中の人､妊娠中の人

〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209
　805-6111　　805-6122 すきっぷ　泉区 検索で

802-2150　　804-6042〒245-0023 和泉中央南5-4-13

〈善意銀行〉
〇岡津中学校・領家中学校生徒会　○横浜いずみ歌舞伎保存会
〇神奈川県立横浜修悠館高等学校　〇横浜農協和泉支店和泉農友会
〇イトーヨーカドー労働組合立場支部　〇緑園地区社会福祉協議会
〇株式会社Ｅ・クライス パーラーカンダ　他3人（敬称略）

以上の皆さまから寄附をいただきました。ありがとうございました。

音声訳ボランティア養成講座（全7回）
　視覚に障害のある人のために文字情報を音声にする活動をしている「音声
訳ボランティアいずみ」による、情報を正しく伝えるための音声訳技術につい
ての講座

●日　時　5月14日～6月25日の木曜10時～12時
●場　所　泉区社会福祉協議会
●対　象　全日程出席可能で、パソコンの簡単な文字入力ができ、受講後

「音声訳ボランティアいずみ」の活動に参加できる人
●費　用　2,000円　
●申込み　4月15日までに往復はがきに　･　･　･　･　・志望動機を書い

て郵送で（消印有効）

区役所から

市立保育園から

健康保険の変更がある場合は
届出が必要です

保険係（2階205･206窓口）　　800-2425　　800-2512

※保険証の適正利用
　転出や就職などで加入する健康保険が変更となった場合、それまで
の国民健康保険証を利用することはできません。利用した場合は横浜市
国民健康保険が医療機関に支払った医療費を返還していただくことに
なります。
　なお、この返還金は新しく加入された健康保険から「療養費」として支
給される場合があります。
　保険証の変更は早めに手続を行い保険証は適正に利用してください。

　上記のほか、印鑑及び運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確
認書類を持参してください。

こんな場合は．．．．
国民健康保険から社会保険へ
社会保険から国民健康保険へ

国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療
小児医療費助成
重度障害者医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成

新旧両方の保険証
健康保険資格喪失証明書

保険証

保険証・医療証

205
205

205

206

必要なもの 届出窓口

住
所
変
更

〒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

●０･１･２･３歳のおはなし会
3月25日（水）10時45分～11時15分｡0歳～3歳児と保護者､先着10組　
　3月18日9時30分から電話か窓口へ
●テントのなかのおはなし会
図書館の中庭にキャンプ用のテントが出現！いつもと違う雰囲気で
3月26日（木）15時30分から｡3歳～小学生（保護者同伴可｡ただしテントに
入れないことあり)､先着10組
　3月12日9時30分から電話か窓口へ
●土曜おはなし会
4月4日（土）14時から｡5歳以上（保護者同伴可）

移動図書館
はまかぜ号 巡回バスで本の貸出・返却・予約サービスをします。

●日時　3月17日・31日の火曜｡15時10分～16時
●場所　緑園東公園
　中央図書館サービス課　　262-0050

あやめ通信 掲載については広報相談係へ　 800-2335 　800-2506

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。今月11日以降の催しなどを
掲載しています

●古文書部会発表会 ①かな文字に親しむ ②｢神奈川砂子｣を読む
3月15日（日）13時30分から｡泉図書館で｡当日先着40人　　500円
　泉区歴史の会　石井　　814-3331
●泉区ソフトテニスジュニア教室
4月～2021年3月の日曜9時～12時｡横浜緑園高等学校他で｡5歳～小
学生､20人　　未就学児8,800円､小学生20,800円
　　3月2日から電話かFAXで　･　･　･　･　を書いて泉区ソフトテニ
ス協会 藤原へ　　090-6014-6401　　812-4714

●泉区民春季囲碁大会
クラス別対抗戦｡市大会予選を兼ねる｡4月5日（日）9時30分受付。泉ふ
れあいホームで　　1,500円（学生800円､別途昼食代300円）
　泉区囲碁連盟　　080-5528-4125
●きもの着付け講習（全24回）
4月10日～2021年3月の金曜（月2回）9時45分～11時45分。泉公会
堂で｡女性､先着20人　　月1,100円　
　　3月11日から電話（20時～22時）か、　・　・　・　を書いてＥメール
で着つけサークル 福田へ
　871-7194　　letahnton@au.com

区民活動情報

泉区あやめ通信 掲載基準 検索

横浜泉ジュニアソフトテニス 検索で
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永田地区センター
〒232-0076 永田台45-1
　714-9751 　714-9752

　第3月曜日

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

●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

施設からのお知らせ
今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

　泉スポーツセンター

■ 個人利用の案内
事前予約不要。当日気軽に利用可
〈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（受
付は20時まで）　　16歳以上300円､
16歳未満100円（3時間）
〈弓道場〉有段者対象　※日程・料金な
ど詳細は電話か　で確認を

　上飯田地区センター

■ 遺言・相続・登記相談
3月11日・25日の水曜。13時～16時。
各先着4人　　3月11日から各前日ま
でに窓口へ（各日17時まで）　※同一
案件を引き続き相談する場合は有料
■ 英国のティータイムを体験しよう
スコーンを焼いてクリームティー実習
3月25日（水）13時30分～15時30
分。先着12人　　700円　　3月11
日9時から費用を添えて窓口へ
■ 人気カードゲームで遊ぼう
3月29日（日）9時～15時（時間内自由
参加）。未就学児以上（未就学児は保護
者同伴、小学生は保護者の同意が必
要）50人　　100円　　3月15日9時
から費用を添えて窓口へ
※カードゲームの詳細は問合せを

　下和泉地区センタ

■ トレーニングインストラクターによる
　 あなたに合った筋トレマシーン活用術
4月3日（金）①10時②11時③13時④
14時（各40分）。各先着8人　　500円
　3月20日10時から電話か窓口へ
■ 青空子ども食堂
4月4日（土）12時～13時30分　　子ども
100円、大人200円（中学生以上）先着30
人　　3月21日10時から電話か窓口へ
■ 三味線の伴奏でうたごえ広場
4月21日（火）10時30分～12時。先着30
人　　4月7日10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ 行政書士相談（契約・相続等）
3月14日（土）9時30分～11時30分
■ お茶を楽しむ会
初心者も気軽に茶道を体験
3月14日（土）10時～15時　　300円
■ おもちゃの病院
からくりを見せながら修理
3月21日（土）10時～15時　　3月20
日までに電話か窓口へ
■ 絵本だいすき！お話会メイ
3月26日（木）11時～11時40分。幼児
と保護者

　中川地区センター

■ パーソナルカラー診断
マイカラーを見つけよう
3月26日（木）10時～11時50分。抽選
10人　　1,200円　　3月12日10時
～10時15分に費用とともに窓口へ
■ クラシックコンサートと音楽アラカルト
3月28日（土）14時～15時15分。先着
70人　　前売り大人1,000円、中学
生300円　　3月11日9時から電話か
費用を添えて窓口へ
■ ベビーとママのためのヨガ（全6回）
4月7日・21日、5月19日、6月2日・16
日・30日の火曜①10時～10時50分②
11時～11時50分。5か月～2歳6か月
の子と保護者、各抽選8組（初めての人
優先）　　各3,000円　　3月17日9
時30分～9時45分に費用とともに窓
口へ
■ オリンピックまでに間に合う実践！
　 英会話（全６回）
4月～6月の第1・第3土曜15時10分～
16時40分。抽選8人　　3,000円
　3月21日10時～10時15分に費用
とともに窓口へ
■ 素敵にラテンダンスストレッチ（全８回）
4月～7月の第2・第4火曜10時30分～
11時45分。抽選15人　　3,200円
　3月24日10時～10時15分に費用
とともに窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■ 春休み子どもオセロ大会
軽食と参加賞あり
3月27日（金）10時～13時。１人でオセ
ロのできる幼児と小学生。先着40人
　3月11日10時から窓口にて
■ カリグラフィービギナークラス（全５回）
4月～5月の第1・第4金曜、6月5日（金）
10時～12時。抽選10人　　3,000円
　3月20日10時～10時15分に窓口へ
■ 男ヨガ入門（全9回）
4月～8月の（8月8日を除く）第2・第4土
曜15時～16時。抽選25人（初心者優先）
　2,700円　　3月28日14時～14時
15分に費用とともに窓口へ
■ コツコツ筋力貯筋体操（全６回）
4月～9月の第3金曜13時30分～14
時30分。抽選25人（初心者優先）
　1,800円　　3月20日12時30分～
12時45分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ ファミリーコンサート＆ゲーム
ポップス・唱歌を和楽器で楽しむ
3月15日（日）11時～12時30分。先着
50人（幼児は保護者同伴）
■ 赤ちゃんと一緒に♪ゆったりフラダンス
　 （全６回）
フラダンスと子育ての話など
4月13日、5月11日、6月8日、7月13

日・20日、9月14日の月曜10時30分
～11時30分。先着7組14人（4月1日
時点で１歳未満の子とその保護者）
　600円/1組　　3月11日から電話
か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

※駐車場の用意はありません
■ ポーセリンアーツの体験
3月28日（土）10時～12時。抽選15人
（10歳以下は保護者同伴）　　600円～
700円（材料による）　　3月14日9時
30分～9時45分に費用とともに窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ 男性のためのアクティブライフ講座
　 和泉川の源流を巡るウオーキング
泉区役所集合～日枝神社～宮沢ふれ
あいの水辺～宮沢ふれあい樹林～二
ツ橋の水辺～東野第二公園～瀬谷市
民の森～和泉川源流探索（市民の森・
水源確認）～三ツ境駅解散（歩行距離
約10km）
3月31日（火）10時～15時30分。抽選20
人　　100円　　3月22日までに　・　・
　・　・　を書いて電話・Eメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

　踊場地域ケアプラザ

■ 招き猫工作教室
美術工芸家による工作教室（一般社団
法人ジャパンインスティテュート和黄描
舞山委員会共催）
3月15日（日）13時30分～15時30
分。先着30人（小学３年以下は要保護
者同伴若干名保育あり）　　475円
　3月11日～15日に電話か窓口へ

　テアトルフォンテ

■ フォンテ・フェスタ2020
　 ～いずみ中央に全員集合！～
テアトルフォンテを一日開放！剣舞
ショーや音楽、紙芝居など
4月4日（土）10時～15時30分
■ ホールでグランドピアノをひいて
　 みませんか？
①4月6日（月）②7日（火）③23日（木）④
24日（金）①③10時～21時、②④9時～
21時　　1時間1,800円、2時間3,400
円　　3月15日までに専用申込書（窓
口、　などで入手可）をFAXか窓口へ
■ 黒色すみれコンサート
　～すみれの不思議なティーパーティー～
6月13日（土）14時～16時　　区民
1,300円、小中学生500円、未就学児
300円　　3月28日から電話か費用
を添えて窓口へ

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 座ってできるズンバ®ゴールド
3月23日（月）10時～11時。抽選30人
　100円　　3月21日までに電話か窓口へ
■ 歌声ひろば
3月30日（月）13時～15時。当日先着80人
■ 映画鑑賞会
　 「ひばり チエミ いづみのジャンケン娘」
3月31日（火）13時～15時。当日先着80人

　天王森泉館

■ 春の花を楽しむ会
4月5日（日）9時30分～11時30分
　3月20日から電話で
■ 竹の子まつり
4月12日（日）①9時30分から（竹の子
堀り体験）小学生以下の子と保護者抽
選10家族②10時30分から（竹の子・
竹の子汁販売）　　①300円/1家族
　3月29日の開館時間中に電話で

　その他

■ 泉公会堂で
〈施設見学会〉
講堂天井耐震工事の完了した公会堂
の見学会3月28日（土）10時～、11時
30分～、13時～、14時30分～の４回
（各回１時間）。各回先着20人　　3月
11日9時から電話で
〈講堂耐震工事完了祭～いずみ中央に
全員集合！～〉
吹奏楽と踊りでこけら落とし。4月4日
（土）14時30分から（13時よりホワイエ
にてウェルカムコンサート有）。当日先
着500人　　泉公会堂　　800-
2470　　800-2514
■ よこはま動物園ズーラシアで
〈ズーラシアガーデンパーティー〉
お花見をしながら飲食・休憩ができます！
3月28日（土）～4月5日（日）。ころころ
広場、ころこロッジにて 　よこはま動
物園ズーラシア　　959-1000
　959-1450
■ こども自然公園青少年野外活動センターで
〈ファミリークッキング　バーベキューA・B〉
A：4月26日（日）B：4月29日（祝・水）10
時～14時。8人以内の家族・グループ
抽選15組　　中学生以上2,300円、
小学生1 ,900円、4歳～未就学児
1,000円、3歳以下100円　　3月16
日～3月30日
〈ほのぼのファミリーキャンプ〉
5月5日（祝・火）13時～5月6日（休・水）
15時。保護者を含む8人以内の家族・
グループ抽選18組　　中学生以上
5,800円、小学生5,300円、4歳～未
就学児3,700円、3歳以下500円
　3月16日～30日
※詳細は電話か　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

泉スポーツセンター 検索で

ズーラシア 検索で

こども自然公園青少年 検索でテアトルフォンテ 検索で

わ   こうびょう

ぶ  さん

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

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

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

中田コミュニティハウス
〒245-0014 中田南4-4-28
　802-2244 　802-4960

そ の 他

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

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

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

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1

　813-3984 　813-3986

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050

いずみ中央地域ケアプラザ
〒245-0024 和泉中央北5-14-1
　805-1700 　805-1798

踊場地域ケアプラザ
〒245-0013 中田東1-4-6
　801-2920 　801-2923
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