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　１月18日（郵送必着）までにはがきにアンケートの回答とクイズの答えを書くか、設問・
回答用紙に記入して貼り付けて郵送か、横浜市電子申請・届出サービスの応募フォームで

〒245-0024　和泉中央北五丁目１番１号
泉区役所　区政推進課　広報相談係　

※いただいた個人情報は、賞品の発送以外の目的には使用しません。　
※応募は1人1回のみで、泉区在住の人に限ります。当選者の発表は賞品の発送をもってかえ
させていただきます。　※アンケートの回答は今後の広報活動に活用させていただきます。

宛先

横浜市電子申請・届出
サービスの応募フォーム

問１.

問２.

泉区内のおすすめ（場所・食べ物・風景・店など）を
教えてください！

泉区に住んでいて良かったと思うこと（区外の人に
自慢できるところ）を教えてください！

ご住所

お名前
ふりがな

年 代

〒 245-　　　　　　　　　　　　　　　　　
横浜市泉区

電話番号

～10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代～

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

広報相談係　　800-2335　　800-2506

お年玉プレゼント賞品

Ａ賞Ａ賞

５人

泉区産季節の野菜
詰め合わせセット
（野菜の種類は選べません）

賞賞

10人

図書カードNEXT
（1,000円分）

C賞賞
５組10人

よこはま動物園
ズーラシア
入園チケット

D賞賞
30人

「いっずん」
グッズ
詰め合わせ

BB C D

※各種賞品の写真・イラストはイメージです。

ネクスト

設問・回答用紙

クイズの回答 が の丑年に!!

希望する賞品 ※希望におこたえできない場合もあります賞

広報相談係　　800-2335　　800-2506
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（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
2021(令和3)年

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
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地震への備えと行動

　あけましておめでとうございます。本年も、広報よこはまを
お読みいただきありがとうございます。
　今月号ではアンケートにお答えいただき、クイズに正解した泉区
在住の人の中から、抽選で賞品をプレゼントします。

日頃から少し多めに備蓄して、日常生活で消費・補充を繰り返すのが
備蓄のポイントです。（8ページにヒント）

1月7日にせり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、
すずな、すずしろを入れた〇〇〇〇がゆを作って食べます。

自らの家庭は自らの力で守るという考えのもと、
防災の知識と技術を学ぶ目的で活動しています。（7ページにヒント）

家に帰ったらまず、手洗い・〇〇〇をしましょう！

「密閉」「密集」「密接」の〇〇〇〇を避けて行動しましょう。

昔、猫が踊ったという伝説のある場所。
市営地下鉄ブルーラインの駅名になっています。

今年の夏はオリンピックと〇〇〇〇〇〇〇で熱く盛り上がります！

市営地下鉄ブルーラインの駅名になっています。また、横浜市立の小学校で、最大
の敷地面積を誇る〇〇〇小学校があります。（6ページにヒント）

泉区と藤沢市・大和市の市境になっています。

今年の〇〇は丑。去年は子。その前は亥。

会話をするときは症状がなくても〇〇〇をして感染
リスクを下げましょう。

相鉄いずみ野線の駅名。泉区役所の最寄り駅です。

米軍から返還された、〇〇〇〇〇〇〇所跡地の中央広場は
一般開放されていて、どなたでも利用することができます！

たてのキーワード

よこのキーワード

が の丑年に!!答え

あけましておめでとずん！
今年もよろしくずん！

あけましておめでとずん！
今年もよろしくずん！
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マスに入るのは全てひらがなです

＃住むなら＃住むなら泉区泉区



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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横浜市　中田小 検索中田小学校の活動など詳しくは

中田小学校

広報相談係　　800-2335　　800-2506収納担当　　800-2378　　800-2509

広報相談係 　　800-2337　　800-2506

　横浜市立小学校で最大の敷地面積を誇る中田小学校。
広い敷地内には田んぼや畑に加えて、たくさんの桜や
イチョウの木々が立ち並び、四季を通じて子どもたちや地
域の皆さんの目を楽しませています。

　今年度は行事の変更などが多くありますが、そのような状況でも、や
はり最高学年である6年生の存在は頼もしいです。

　日頃から1年生のお世話をするなど活躍していますが、秋には実施種
目や係、ルールなどを自分たちで考えて進行し、学年運動会を行いまし
た。一人ひとりがそれぞれの係で活躍する６年生の姿に大いに学び、自
分たちで工夫をこらした学年運動会を楽しんだ学年もありました。

　また、令和3年度に創立70周年を迎えますが、スローガンとして
「希望をもって笑顔でつなごう未来へ　おめでとう中田小70周年」を
掲げ、横断幕を作り始めました。昨年
12月には修学旅行へ行き、今年の３
月にはいよいよ卒業を迎えますが、
「さわやか笑顔　中田っ子」を引き継
ぎ、節目の年を盛り上げていくために
今後も積極的に活動していきます。

６年生の学年運動会の様子

対象

申込み

泉区在住・在勤の人
広報相談係へ
800-2337

なか だ

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、電話による相談を
実施しています。（令和3年1月時点で、対面での相談は休止中です。
最新の実施状況は　 でご確認ください。）

予約制
（電話か窓口へ）

毎週月曜日、毎月第1・3水曜日
13時～16時

一般的な法律に関する事柄に
ついて弁護士に相談（30分以内）

毎月第2火曜日
13時～15時

遺言や契約などの公正証書の作成に
ついて公証人に相談（30分以内）

毎月第2水曜日
9時～12時
(受付11時30分まで)

官公署に提出する書類の作成などに
ついて行政書士に相談

相談実施日の
受付時間内に電話

無料

法律相談

公証相談

行政書士相談

申込方法 実施日（休日、年末年始を除く） 概要

法律相談

公証相談

行政書士相談

●交通事故相談は市役所市民相談室で実施　
　　671-2306　　663-3433
●行政相談は総務省神奈川行政評価事務所相談専用ダイヤル
　（　0570-090110）まで

　国税庁は、毎年11月11日から17日までの7日間を「税を考える週
間」と定めており、同庁と全国納税貯蓄組合連合会は、全国の中学生
から「税についての作文」を募集しています。
　これは、税に関する作文を書くことで、中学生の皆さんに、税につ
いて関心を持ってもらい、正しい理解を深めてもらうことを目的と
して実施しているものです。
　今年度は、戸塚税務署管内（泉区、戸塚区、栄区）の中学校18校から
876編の応募があり、泉区から次の5人が受賞されました。

戸塚県税事務所長賞

※受賞作品は、１月末まで区役所３階税務課付近に展示しています。

お気軽に
ご相談ください

検索泉区　市民相談



泉土木事務所 下水道・公園係  　　800-2536 　　800-2540

　泉土木事務所では、安全で安心な公園にするため、古くなった遊具や公
園施設のリニューアル工事を実施しています。
　今年度はすでに3公園（下和泉ふれあい公園・和泉土橋公園・中田町葛
野公園）で工事を完了しており、現在も2公園（しらゆり公園・西が岡公
園）で工事を実施しています。
　工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいた
します。

西が岡三丁目公園、内林公園、八幡山公園、中田町第一公園、中田町第二公園
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－自治会活動を始めるきっかけは？－
　昭和50年に会社を退職し、独立したことをきっかけに中田に引っ越してきました。それからしばらくして自治会
活動に誘われ、地域活動も大事だと思い参加したのがきっかけでしたね。
　その後、平成18年には池谷自治会長に、平成30年には中田連合自治会長になりました。

－地区連合自治会長になって思ったことは？－
　担わなければならない団体の役職の多さに驚きました。今では10を超える役職に就いており、出席する会議も
多くて休める日が無いぐらいですが、非常に優秀で積極的な役員の人たちに支えていただき、自治会活動は楽し
く充実しています。

－自治会活動で工夫されていることはありますか？－
　中田連合自治会は、29単会10,000世帯を超える大所帯です。そのため、会議では出席者が非常に多く、ほとんどの人

が発言できずに終わってしまう問題がありました。さらに今年度は新型コロナウイルスの影響で通常の会議を開くことができなかったのですが、
会議の分散開催などを取り入れることで、これまで以上に活発な情報交換や意見交換を行うことができました。

－力を入れていきたい今後の取組は？－
　中田地区に引っ越してきてくださっている、多くの若い人たちが参加しやすく、活躍できるような自治会活動を取り入れていくつもりです。
　また、中田でこれから育っていく子どもたちに誇れるふるさとと思ってもらえるように、音楽とスポーツを中心とした文化田園都市を目指して
いきます。そのためにも特に、泉区・第九フェスティバルを定着させていきたいと思います。

次世代の担い手を育てていく
上原 敏博さん
うえはら としひろ

上原 敏博さん
うえはら としひろ

（平成30年５月から中田連合自治会長）

※令和元年度に完了

内林第二公園（泉区和泉町7411-2）

中田町葛野公園（泉区中田南五丁目18）

使いづらく
傷んだ砂場が…
使いづらく
傷んだ砂場が…

古くなった
危険な柵が…

令和２年度内にリニューアル工事を予定している公園

お楽しみに

背の高い
安全な柵へ！

きれいな砂場へ！

古くなった
危険な柵が…

横浜市　家庭防災員 検索

　家庭防災員は、自らの家庭は自らの力で守るという考えのもと、防災の
知識と技術を学ぶ目的で活動しています。
　泉区では毎年約150人が自治会町内会からの推薦を受け、防災につい
て学ぶ研修を受講しており、地域の防災訓練などで中心となって活躍し
ています。

自宅の出火防止や
初期消火方法などを
学びます。

家族が突然倒れたときの
ために、応急手当やAEDの
使用方法を学びます。

参加者が地図にさまざまな
情報を書き込み、防災対策を
学びます。

家庭防災員をご存じですか？家庭防災員をご存じですか？

家庭防災員研修の受講者に
シンボルキャップをお渡し
しています。

泉消防署予防課予防係 　　　801-0119

防火研修 救急研修 災害図上訓練(DIG)ディグ

※詳しくは泉消防署予防課予防係へ
　お問い合わせください。

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。
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家具の転倒防止対策

目的にあった場所への避難
～自宅で被災した場合～

　地震が起きても、慌てず、落ち着いて行動をするために、避難場所の目的や
位置を確認しましょう。

停電・断水などに
備えた備蓄

　発災直後は、食料や日用品の購入が難しくなります。
　行政や支援団体からの救援物資もすぐには手元に届かないことが考えられるため、各家庭で備
えておくことが重要です。
　家族構成や生活スタイルにあわせて、事前に必要なものを備えておきましょう。

　医療機器や介護機器を使用して、自宅で療養している人は、一般的な災害対策に加え、停
電や避難への備えをすることも重要です。
　それぞれの身体状況や使用している機器などに応じ、災害に備えた準備ができるよう、
確認の要点をまとめた「わたしの災害対策ファイル」を配布しています。

　日頃から訪問看護師やケアマネジャー、相談支援専門員  など、かかりつけの医療・介護関係者と相談し、
「わたしの災害対策ファイル」を活用し、災害への備えをお願いします。

泉区　防災の地図 検索

　大きな地震が発生した時、まず自らの生命、身体を守ることができるよう
自宅の対策をするとともに、その場にあった適切な行動をしましょう。
　また、上下水道、電気、ガスなどのライフラインにも大きな被害が発生する
ことが想定されます。
　地震が起きても慌てずに、落ちついた行動ができるよう、日頃から備蓄な
どの対策をしておきましょう。

●電気・水道・ガスの供給が停止しても自宅に住むことが
　できる場合は、感染症のリスクを避けるためにも在宅避難
　を優先しましょう。

●親戚や友人の家を避難先の候補とするなど、事前に複数の
　選択肢を用意しておくことも大切です。

●避難所に避難する場合はマスクの着用や
　手指の消毒など、感染症防止対策をしましょう。

　家具や家電の転倒は、けが・逃げ遅れ・電気火災などの原因となります。自分自身や
家族の命を守るために、転倒防止器具を設置するなど、事前に対策をしましょう。

家具の固定方法

災害発生時には停電・断水などが発生することを想定し、生活に必要となるものを備蓄しておきましょう。

医療・介護機器を使用している人の災害時の備えについて 災害時のペット対策について

●高齢・障害支援課（２階209窓口）で配布しています。

自宅建物に火災や倒壊の危険がないときは、あえて避難する必要はあり
ません。状況に応じて判断してください。

その場にとどまると危険な場合

揺れが収まった直後は一度家の外に出て、
自宅建物や周囲の状況を確認しましょう。

自宅

いっとき避難場所

広域避難場所

地域防災拠点

火災が広がって
いる場合

地震発生直後に、建物倒壊などの危険から逃れるために一時的に避難する
場所です。あらかじめ自治会町内会などで任意に公園や空き地をいっとき
避難場所として指定しています。いっとき避難場所まで行くことが危険な
状況の場合は、危険の少ない場所で周囲の状況を確認しましょう。

いっとき避難場所

火災が延焼拡大し、その場にとどまると炎や煙、輻射熱による危険がある場
合に避難する場所です。深谷通信所跡地や戸塚カントリー倶楽部など、延焼
の危険性が低く、多くの住民が避難できる広い場所が指定されています。

広域避難場所

地域防災拠点（指定避難所）

建物倒壊などにより、生活の場を失った人が生活する場所です。横浜市内で
１か所でも震度５強以上の地震を観測した場合に開設され、居住地によっ
てあらかじめ避難先が指定されています。

防災マップなどを確認しましょう

泉区生活・防災マップ

防災よこはま 検索

横浜市　ペット災害 検索

防災よこはま
大地震や台風、土砂災害など、さまざまな
災害に対する自助、共助の取組を紹介し
ています。

●どちらも総務課（３階305窓口）でお配りしています。

地域防災拠点でのペットとの
避難生活とはどんなもの？

2021（令和3）年 1月号 ／ 泉区版 2021（令和3）年 1月号 ／ 泉区版

器具の効果
※天井や壁の状況により効果は異なります。

器具の効果

備蓄する量の目安 □ モバイルバッテリー
□ 食料
□ カセットガスコンロ・
　 ガスボンベ
□ ラップ
□ 紙皿・紙コップ

最低3日分
（できれば1週間分）

1人1日5回分、
3日で15回分

1人1日3リットル、
3日で9リットル

組み合わせて使用することで
より効果の高い対策になります。

高齢・障害係 　　800-2430　　800-2513 生活衛生係 　　800-2452　　800-2516

ペットフード・水・薬

リード・首輪

●ペットは居住スペースではなく「一時飼育場所」で生活することになります。
●基本的にはペットはケージに入れていただきます。

●ケージは飼い主が用意し、拠点でのペットの
　世話は飼い主たちが協力して行います。

※区役所では各地域防災拠点の実情に
　応じたルールづくりや訓練の支援を
　行っています。

「わたしの災害
対策ファイル」を

配布しています

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

親戚やペット仲間に預かってもらえるか確認
しておきましょう

さまざまな環境に慣らし、スムーズにケージに
入れるようにしましょう

預け先を確保しましょう！物資を準備しておこう！

しつけが大事！

防災マップなどを確認しましょう 新型コロナウイルス感染症を
踏まえた震災時の避難行動

備蓄のポイント

長期保存が可能な非常食(アルファ米など)と異なり、日常生活で
消費・補充を繰り返すので、期限切れになりにくいです。

食料や消耗品など、普段の生活の中で消費するものを少し多めに備える
ことで、災害時も日常に近い生活(または食事)ができます。

※加熱調理をする場合に備え、カセットガスコンロとガスボンベも
　備えておきましょう。

ローリングストックのメリット
“ローリングストック”をしましょう“ローリングストック”をしましょう

ふくしゃねつ

周囲に危険がない場合、一度自宅に戻ります。
自宅が無事な場合は自宅で生活します。
自宅に住むことができない場合は
地域防災拠点に避難します。

災害が起きた時は、人だけでなくペットも被災します。
いざというときに慌てないためにも、日頃から準備しておきましょう。

ペットシーツ

ケージ

①よく食べるものを
　まとめて購入する

※

※福祉サービス利用(予定)者の希望する暮らしの実現に向け、一緒に取り組む専門職

防災マップで地域防災拠点や広域避難場
所、給水設備などを確認することができ
ます。事前に確認しておきましょう。

飲料水

トイレパック

□ 飲料水
□ トイレパック
□ 携帯ラジオ
□ 懐中電灯
□ LEDランタン
□ 電池

□ ティッシュ
□ トイレットペーパー
□ ミルク・紙おむつ・
　 おしりふき など
□ 生理用品

備蓄の例

マット式

つっぱり棒

例

（追加で購入する）
②少なくなったら

④先に購入したものから
　消費する

③追加して購入

マット式 ストッパー式 つっぱり棒 ベルト式 L字金具

小 大
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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)

2月4日(木)9時～10時20分
40歳以上の人、先着30人（年度に１回）
　680円　　　1月13日の8時45分～
2月2日の17時までに電話で健康づく
り係へ　　800-2445　　800-2516

肺がん検診（エックス線撮影）

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
1月14日(木)・26日(火)、2月9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(祝日は除く)9時～9時30分
　　前の週の金曜16時まで(1月4日分
は12月25日まで)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
1月14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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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

アルコール等依存症家族教室
ご家族のアルコールなどの依存症で
の悩みについて
1月27日(水）14時～15時30分
区役所1階1A会議室で
講師：神奈川県立精神医療センター
ソーシャルワーカー
　　1月12日から電話で障害者支援担
当へ　　800-2446　　800-2513

☆世界はワクワクであふれている☆
～親子で感じよう！多文化共生～

世界めぐり…いろいろな国や地域の
ブースをまわって、外国の文化・遊び
に触れてみよう！
2月11日（祝・木）
　世界めぐり(親子）
10時30分～12時。3歳以上の未就学児
の親子、抽選40組
　世界めぐり (小学生）
13時30分～15時。小学生、抽選40人

保険料の「年間納付済額のお知らせ」を発送します　
～COVID-19に挑む-2020横浜医療センターの取り組み～
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　講演…「異文化間教育の大切さ～子
どもに世界に興味を持ってもらうた
めにできること～」
講師：株式会社Culmony 代表取締役 
岩澤 直美さん
13時30分～15時。保護者・中学生以
上、抽選40人
①・②区役所1階福祉保健センター
③区役所4階4ABC会議室
区内在住・在勤・在学者を優先。室内履き
持参 ※③は一時託児あり。詳細は確認を
　　1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、申込者の　・
　・　・参加希望者全員の　・　・希望の
回(番号）・託児の有無を書いてFAXかE
メールか、いずみ区民活動支援センター
（1階104窓口）へ。結果は1月29日まで
に連絡　　800-2393　　800-2518
　iz-kuminkatsudou@city.yokoha
ma.jp

いわざわ なおみ

古谷 良輔さん

講演・講座

在宅医療市民啓発講演会

岩澤 直美さん

お薬手帳や診察券などと
一緒に持ち歩けます

　国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の保険料の納付義務者の
皆さんへ、毎年1月下旬に「年間納付済額のお知らせ」を発送し、昨年1年間
の保険料支払額をお知らせしています。
　所得税の確定申告や市民税・県民税の申告の際に、社会保険料控除の参
考にしてください。
　なお、国民健康保険の保険料納付済額は、世帯ごとに一括して記載して
います。

2月18日（木）13時30分～15時（13時開場）

電話・窓口での問い合わせに関しては、本人または同一世帯の人以外へは
お答えできません。あらかじめご了承ください。

「もしも手帳」を来場の
皆さんにお配りします

保険係(2階205窓口) 　　800-2428　　800-2512 高齢者支援担当 　　800-2434　　800-2513

日時

定員

講師

申込み

国立病院機構 横浜医療センター副院長 
救命救急センター長 
古谷 良輔さん
先着60人
1月12日から電話で
高齢者支援担当へ

横浜市泉区医師会館 3階会議室　 
（泉区和泉中央北5-1-5）会場

ふるや りょうすけ

上飯田地区地域福祉保健計画推進委員会　馬場 勝己さん
ば　 ば かつ  み

「みんな仲間のまち上飯田」の誇り

令和2年2月の委員会の様子

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

　上飯田地区では、「みんな仲間のまち上飯田～あいさつと笑顔とやさしさと～」をスローガンに
安全・安心のまち上飯田の実現を目指しています。
　毎年2月末に上飯田地区地域福祉保健計画推進委員会を開催し、その年度の振り返りと今後目
指す地域の姿について話し合います。委員会は、上飯田連合自治会・町内会、地区社会福祉協議会、
地区民生委員児童委員協議会、ボランティア団体、小・中学校の校長、中学生、行政機関など、例年
約70人が参加しています。6～7グループごとにそれぞれのテーマを協議し、最後のまとめの発表
は、中学生が担当しています。
　委員会以外でも、上飯田連合自治会・町内会の行事への積極的な参加を、学校を通じて中学生に
呼びかけています。
　その結果、上飯田体育祭には、放送係などの競技役員として50人以上の中学生が参加し、年3回の上飯田西公園と学校周辺の清掃にも、大
勢が地域の人と協力して作業を行っています。また、「ふれあい“ザ”いずみ軽スポーツ大会」では、100人ほどがボランティアとして参加し
ました。なんと素晴らしいことでしょう。
　中学生が地域福祉保健活動に参加していることが上飯田地区の最大の特徴で、誇りに思います。子どもは限りない可能性を秘めていま
す。「子どもは国の宝、地域の宝」です。そういう思いを込めてこれからも子どもたちと接していきたいと思っています。



令和３年度

善意銀行

泉区

区 民区 民

保育所等利用申請(4月入所・二次申請)の案内

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

●

〒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

1月19日、2月2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

市立保育園 から

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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泉区地域子育て支援拠点すきっぷ から

〒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

●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〉
1月14日(木)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〉
1月21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
節分を楽しもう
2月1日(月)10時～11時15分
1歳～未就学児と保護者、先着7組
　1月12日から
　803-1483　　803-1137

今月は、新着図書の小学生向けの本から、物語の本を１冊ご紹介します。

2月11日(祝・木)。泉公会堂8時45分集合、9時出発、12時頃終了予定。小雨
決行。コース：泉公会堂～境川～日向山～いずみ野駅解散。約８㎞の家族向
け散策コース。当日先着100人
　泉区レクリエーション協会　遠藤　　090-4529-5691

◆泉区ふれあいウォーク2021参加募集

※　は月～金曜（祝休日を除く）の9時30分～15時に電話で

●おもちゃの病院ドクトルベアーズ
電池・ぜんまい・簡単なモーターで動くおもちゃを、おもちゃドクターが
修理します
1月26日(火)10時～12時(受付終了11時30分）
詳細は電話で確認を

『おひめさまになったワニ』

　コーラ姫は、将来を心配する王さまとおきさ
きさまに勉強や運動の時間を決められて、朝か
ら晩まで遊ぶひまもありません。
　そこで、名づけ親の妖精に助けを求めると、
やってきたのはなんとワニ！
　ワニにお城をまかせて外で自由を楽しむ
コーラ姫と、お城で好き放題にあばれるワニの
楽しいおはなしです。小学校３年生くらいから。

ローラ・エイミー・シュリッツ／さく　ブライアン・フロッカ／え　
中野 怜奈／やく
福音館書店　2020年

なかの れいな

◆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
2月10日・24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
　2月3日9時30分から電話か窓口へ
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●保育園の先生と遊ぼう、お話しよう
北上飯田保育園の保育士が来所
1月20日(水)10時30分～11時
未就学児と保護者、妊娠中の人、先着20組
　1月19日15時30分から17時までに電話かFAXで

◆土曜おはなし会
2月6日(土)14時から｡5歳以上(保護者同伴可)

●望月榮　●エコ・ライフいずみ　●株式会社E・クライス　パーラー
カンダ　●横浜泉ロータリークラブ（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。

〒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

区役所1階

★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）

2月8日(月)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朗読

申請期間 1月4日(月)～2月10日(水）

窓口 月～金曜日（祝日を除く）8時45分～17時　
区役所2階210窓口

郵送  2月10日(水)必着 こども家庭支援課宛て

※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。

こども家庭係(保育担当) 　　800-2413　　800-2513

　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。

すきっぷ「親子のひろば」の
利用について

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

●乳幼児健康診査
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＞
1月13日・27日、2月10日の水曜
＜1歳6か月児＞
1月20日、2月3日の水曜
＜3歳児＞
1月22日、2月5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

▶離乳食教室
1月19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「1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

●乳幼児歯科相談(予約制）
1月13日、2月10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
1月19日(火)9時～11時

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

泉区あやめ通信 掲載基準



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・延期等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

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 テアトルフォンテ 検索

●サクサク作る
　大人かわいいマスク入れ
2月20日（土）10時～12時
抽選8人
　1,000円
　往復はがきに教室名・　・　・　を
記載の上、1月20日必着

中川地区センター
〒245-0007  桂坂4-1

　 813-3984　　813-3986

※2月1日～28日にかけて消防設備
　改修工事のため、期間中のホールの
　利用を一時休止します。

●戸塚税務署から
<税理士による無料申告相談>
小規模納税者対象
1月27日(水)～29日（金）9時15分～
15時45分。泉公会堂で
確定申告に必要な書類(含前年控)、筆
記具、計算器具、印鑑、マイナンバーに
係る本人確認書類等持参
申告書などの提出のみは税務署へ(郵
送可)
車での来場や所得計算が複雑な相談
はご遠慮を
　戸塚税務署　　863-0011

●泉公会堂で
<泉公会堂避難訓練コンサート>
横浜市消防音楽隊の演奏中に地震およ
び火災が起きた想定で避難訓練を実施
2月6日（土）14時～15時30分（開場
13時30分）
当日先着200人
　泉公会堂
　800-2470　　800-2514

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

●絵本だいすき！お話会メイ
1月28日(木)11時～11時40分
幼児と保護者、当日先着4組

●がらがらどんの人形を作ろう
人形劇団「プーク」のワークショップで、
「三びきのやぎのがらがらどん」の歩く
人形を制作

●座ってできるズンバ®ゴールド
1月15日(金)10時～11時
抽選15人　
　100円
　1月13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

●よこはま動物園ズーラシアで 

<MOO展 ーギューっとウシ寄りな動
物たちー>
丑年にちなんで、ズーラシアで飼育して
いるウシの仲間についてのパネル展示
12月2日（水）～3月1日(月)
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

※入園有料、要事前予約(土日祝)

●泉が丘公園分区園で
<分区園（貸農園）利用者募集>
【場所･募集区画】泉区和泉が丘3-6
①小区画(12㎡)25区画
②大区画(24㎡)2区画。各抽選
【利用期間】2021年4月1日～2022
年3月31日 ※1年間の期間延長可
【対象】公園近隣在住の徒歩または自
転車で来園できる①家族か②9人以上
のグループ ※自動車・オートバイでの
来園不可。
①②の重複申込み不可
　①9,600円②19,200円
（①②ともに年額）
　2月8日（必着）までに、往復はがきに
｢泉が丘公園分区園｣､代表者の　・　・　､
②は「グループ利用」と全員の　も書い
て､(株)田澤園分区園担当（〒232-0066
南区六ツ川四丁目1234番地）へ
　823-2121　　824-4567
泉が丘公園分区園 検索

ズーラシア 検索

その他

●子ども折り紙教室
2月6日(土)14時～16時
小学生以下先着8人(幼児は保護者要
同伴)
　1月15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
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●遺言･相続･登記相談
1月13日・27日、2月10日の水曜
13時～16時
各日先着4人
　1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

●小学生の卓球教室(全6回)
1月23日・30日、2月6日・20日、3月6
日・27日の土曜
16時45分～18時45分
先着10人
　600円
　1月16日10時から電話か窓口へ

●親子リトミック
1月16日(土)13時～14時30分
未就学児と保護者
上履き持参

2月21日（日）10時30分～12時30分
小学生先着20人（小学2年生までは保
護者要同伴）
　850円
　1月18日から電話か費用を添えて窓
口へ

●ネット配信入門
動画生配信にチャレンジしませんか？
1月27日（水）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
　1月15日～25日20時までに費用
を添えて窓口へ

●イノヤマランド×豊田 直之
　水宇宙
　―音と光で水の物語を紡ぎだす―
環境音楽/アンビエント・ミュージック
の先駆者イノヤマランドと、レンズを
通して環境を見続ける冒険写真家 豊田
直之とのコラボレーション
3月6日（土）14時～15時30分
先着200人（未就学児入場不可）　
　前売り1,800円、小学生800円
　3月6日までに電話か費用を添えて
窓口へ

●チョークアート体験講座
2月24日(水)10時～12時
抽選6人
　1,000円
　往復はがきに講座名・　・　・　を記
載の上、1月27日～2月10日（必着）まで

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006  西が岡３-12-11

　 814-4050

●冬の野鳥観察会
2月11日(祝・木)9時集合
双眼鏡、望遠鏡があれば持参
　1月23日から電話で

天王森泉館
〒245-0016  和泉町300

　 804-5133

とよだ なおゆき

うし

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！
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