
（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

52021（令和3）年 4月号 ／ 泉区版

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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園庭 施設 交流 講座相談保育園名 問合せ
実施事業

横浜市北上飯田保育園
横浜市和泉保育園
泉の郷保育園いずみ
いちょう保育園
横浜文化保育園
にじいろ保育園いずみ中央
白梅いずみ保育園
立場エンゼル保育園
横浜ルンビニー保育園
鳩の森愛の詩あすなろ保育園
鳩の森愛の詩保育園
ＹＭＣＡ山手台保育園アルク
緑園なえば保育園
小学館アカデミーりょくえんとし保育園
くるみ保育園
ふたば保育園
苗場保育園
白百合愛児園
御霊神社保育園
白梅保育園
中田保育園
もも保育園
泉の郷保育園なかだ

803-7889
803-1483
392-6696
803-8616
303-5551
804-5485
443-9388
800-3356
811-1312
810-3565
811-5002
813-1022
810-6131
812-7112
802-0974
802-3713
801-8801
802-5413
804-7516
802-3648
804-0770
806-2424
392-6171
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園庭 施設 交流 講座相談幼稚園名 問合せ
実施事業

いしかわ幼稚園
善隣館幼稚園
上飯田幼稚園　
平和幼稚園

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇

　
〇

802-9357
802-3351
803-0644
802-6600

園庭 施設 交流 講座相談認定こども園名 問合せ
実施事業

なかよしこども園
泉ヶ丘幼稚園
いづみ幼稚園
岡津幼稚園
宮の台幼稚園
明成幼稚園
ぬくもりの森しんばしやよい台こども園やよい台幼稚園
ふじづかようちえん・ふじづかほいくえん
ＹＭＣＡいずみ保育園

802-0566
803-4791
802-2508
811-4954
802-0266
802-3150
812-1881
801-1253
800-3010
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親子で楽しく
過ごせます。
みんなで一緒に
子育てしましょう。

子育てに役立つ
楽しい遊びが
たくさんあるよ。

実施日などについては、それぞれの園へ問い合わせてください。
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　区内の保育園・幼稚園・認定こども園では、子どもの健やかな成長のために、
保護者や子どもが楽しく過ごすことができるよう、次のような事業を実施します。

園庭での遊び
室内の利用
子育て中の悩みや不安の相談
園児とのふれあいや園生活の体験
園の特性を生かした講座の開催

園庭開放

育児相談
施設開放

交流保育
育児講座

主な
実施内容

に保育園 幼稚園 認定こども園 に
遊びにきてね遊びにきてね 園児と先生が

まっています



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

6 2021（令和3）年 4月号 ／ 泉区版

《手続する人の本人確認資料》

　住所異動や戸籍の届出、
住民票や戸籍の証明書な
どを請求するときは、手続
する人の本人確認資料の
提示が必要です。

戸籍課（2階201～204窓口）　　800-2341　　800-2508

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

土地担当　　800-2363
家屋担当　　800-2365 800-2509

証明書の種類 具体例 提示

自動車運転免許証、パスポー
ト、マイナンバーカード、住民
基本台帳カード、特別永住
者証明書、在留カードなど

健康保険証、年金手帳、介護
保険被保険者証など（民間企
業などが発行した健康保険
証も可）

社員証、学生証など

いずれか一つ

次のいずれか

官公署が発行した
顔写真付きの証明書

官公署が発行した
顔写真なしの証明書

官公署以外が発行した
顔写真付きの証明書

●Bのいずれか
　二つ
●BとCの一つ
　ずつ

《手続に必要なもの》

　口座からの引き落としは、口座振替手続後、1～2か月かかる場合があ
ります。今年度最初からの引き落としに間に合うように、早めの手続を
お願いします。

通帳又はカード、通帳届出印、国民健康保険証

保険係（2階205窓口）　　800-2428　　800-2512

● 納め忘れがない
● 金融機関などに出かける手間がかからない

　区役所の窓口で、ペイジー受付端末にキャッシュカードを読み込
ませ、暗証番号を入力いただくと手続完了です。（この手続では印鑑
が不要となります）
　現在、手続できる金融機関は、横浜銀行、ゆうちょ銀行、三菱UFJ
銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、横浜信用金庫、川崎信
用金庫です。（対象外のキャッシュカードもあります）

次の場合は同封の「変更届出用紙」でご連絡ください
●住所に変更がある場合、または名前の表記が違う場合（相続人は登記変更が必要です）
●年内に土地の利用状況を変更した場合、またはその予定がある場合
●年内に家屋の取壊し、新築、増築をした場合またはその予定がある場合

固定資産税（家屋）の調査に関するお知らせ

　４月上旬に送付する「固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知
書」に、課税明細書が添付されています。この明細書では、課税されてい
る土地・家屋の所在・
地番・価格(評価額)な
どを確認できますので
ぜひご覧ください。

　税務課家屋担当では、年間を通して職員が屋内外の確認（家
屋調査）を行っています。調査に伺う前には調査依頼の連絡を
します。日程を調整してお伺いしますので、ご協力をお願いします。

※区内に保有する資産が多い場合は、課税明細書のみを別に郵送しています。

課税明細書の
確認を

4月6日(火)から15日(木)は
「春の全国交通安全運動」期間です！

A

B

C

　新入学児童・生徒、新入園児が学校や幼稚園、保育園などに通い始め
ています。尊い命を守るためにも、大人が交通ルールを守り、子どもの
お手本となるように行動しましょう。

国民健康保険の保険料納付は で！口座振替

口座振替の手続を
されていない人へ

口座振替のメリット

ペイジー口座振替受付サービスを利用できます

本人確認
資料 をお持ちください

交通事故死ゼロを目指す日です！
また、4月10日(土)は

▶
▶

保護者の
皆さんへ

交通ルールを守ることの大切さをお子さんに伝えてください
道路を横断するときは必ず止まって、自分で安全を確か
めることを習慣づけてください

▶
▶
▶

ドライバーの
皆さんへ

横断歩道は歩行者優先です
生活道路では、特に子どもの飛び出しに注意しましょう
駐停車車両の陰に子どもがいないか、確かめましょう

件数・人 前年比
交通事故

子ども(中学生以下)の事故
高齢者(65歳以上)の事故

280件
17件
120件
0人

321人

27件減少↓
1件減少↓
6件増加↑
3人減少↓
10人減少↓

うち

死者数
負傷者数

令和2年1月～12月 泉区の交通事故発生状況(1/1～12/31) (県警察速報値に基づく横浜市独自集計)

　国民健康保険料は、６月から翌年３月まで、毎月の納付が必要です。
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

※職員は「横浜市職員証」・「固定資産評価補助員証」を携帯しています。
※令和３年度の家屋調査については、新型コロナウイルス感染症対策として、
　職員が事前にアルコールで手指消毒を行い、マスクを着用します。

　なお、従来どおり各金融機関窓口や郵送で申し込むこともでき
ますので、あわせてご利用ください。

課税明細書納税通知書

住所異動や戸籍の届出、
住民票などの請求には
住所異動や戸籍の届出、
住民票などの請求には

郵送での手続が可能な事業について詳しくは

混雑時には、1時間以上お待ちいただく場合があります。
時間に余裕を持ってお越しください。
区役所窓口の混雑緩和のため、戸籍や住民票などの証明書の
請求のほか、一部の手続について郵送でもお受けしています。

郵送　泉区 検索
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ルールを守って
ごみ出しをしましょう

JOB

こんな
ごみの出し方
してないです

か？
生ごみが入りきらないと、カラスなど
に荒らされる原因にもなります。

水分がたまっているとごみ袋が破れ
た時に、汚水が路上に飛び散ったり、
通行者にかかるおそれがあります。

なかなか
自分ひとりで
仕事を探せない・・・。

●おひとりおひとりに担当がつきます。
●ハローワークと同じ求人検索機を
　使用でき、求人の紹介も受けることができます。

利用には生活支援係での申込が必要です。

「ジョブスポット」（泉区役所4階・ハローワークの出先機関）と
連携して仕事探しをお手伝いします。

すぐに次の仕事を
探さなくちゃ！！

そんな時は
生活支援係（2階216番）に

ご相談ください！

地域の人から稲作についてたくさん教わりました

正しい分別とより良い出し方へ、皆さんのご協力をお願いします。

収集作業で困っていることがあります収集作業で困っていることがあります
引越しででたごみや庭木のせん定で出た草木を大量に出す。
ごみ袋の下に水分がたまったまま出す。
割れたガラスなどをそのままごみ袋に入れて出す。

仕事探しで困っていませんか？仕事探し

割れたガラスなどは
厚紙などで包み、
品物名を表示して
燃えないごみとして
出してください。

横浜市　中和田南小学校 検索中和田南小学校の活動など詳しくは

中和田南小学校

広報相談係　　800-2335　　800-2506 事業企画担当　　800-2433　　800-2516

資源化推進担当　　　　800-2398　　800-2507
資源循環局泉事務所　　803-5191　　803-7951生活支援係　　800-2305　　800-2515

　昨年度はいろいろな行事が中止や変更を迫られ、中和田南小で20年
近く続いている伝統の「稲作体験活動」も実施が危ぶまれていました。

　この活動は代掻きから田植え、雑草掃除などを経て、収穫したお米を
精米し、全校児童でもちつき大会をして味わうというもので、例年５年
生を中心として取り組んでいます。

　簡単に行事を中止するのではなく、どう工夫すれば実施できるかとい
う視点で「児童稲作実行委員会」が考え、「今年だからこそできる！」を合
言葉に取組を進めました。

　その結果、感染症対策を徹底しながらミニもちつき大会を開催したり、
稲わらを使った正月飾りづくりを地域の人から教わったり、煎餅や赤飯づ
くりにまで活動を広げたりと、例年に
も勝る充実した行事となりました。

　また活動の最後に、思うように大勢
で集まることが難しいことから、稲作
活動でお世話になった地域の人たち
にカレンダーを作成して贈り、感謝を
伝えました。

しろか

せんべい

地域包括支援センター（地域ケアプラザ）の
担当地域が変わります。

　令和3年4月1日（木）から、下和泉地域ケアプラザと、
いずみ中央地域ケアプラザの担当地域が次のように変わります。

和泉が丘1-26-1
　802-9920　　802-9927

●和泉町1～1999番地、2253番地、3151～3152番地
●下飯田町
●下和泉
●和泉が丘1丁目、2丁目、3丁目1番～33番、36番
●和泉中央南1丁目、2丁目24番（1号～48号）、25番（1号～16
　号、35号、36号）、26番（1号～72号）、27番～28番、34番～39番

●和泉町2000～4999番地（2253番地、3151～3152番地を除く）
●和泉町5000～5999番地（都市計画道路権太坂和泉線の南側）
●和泉が丘3丁目34番～35番、37番～40番
●和泉中央南2丁目1番～23番、24番（52号～58号）、25番（21号～
　34号）、26番（74号～85号）、29番～33番、3丁目、4丁目、5丁目
●和泉中央北

※上飯田、踊場、新橋、いずみ野、岡津の各地域ケアプラザの担当地域は、これまでと
　変更はありません。

4月1日
（木）から

下和泉地域ケアプラザ

いずみ中央地域ケアプラザ

　一連の実習を通して、植物栽培にとどまらず食べ物への感謝に加えて郷
土愛などを学び、大きく成長することができました。
　これからも地域とともに、特色ある活動を続けていきます。

和泉中央北5-14-1
　805-1700　　805-1798
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収納担当(3階301窓口)　　800-2378　　800-2509
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私たちの

　税金は納期内に納付していただくことが原則です。納期限を過ぎて未納があれば、督
促状を送付します。
　納期内に納付している人との公平性を保つため、納期限を過ぎて滞納となった場合
は、差押処分を含む滞納整理を進めています。

詳しくはこちら

●通知や督促状が届いたら、そのままにせず、速やかに納めましょう。
●納期限の翌日から、延滞金が計算されます。

●災害や病気などにより納税が困難で、一定の要件に該当する場合は、
　市税の減免や納税の猶予が受けられることがあります。
　それぞれの納期内に、区役所税務課にて相談してください。

便利になってます！税金の納め方どんどん

スマートフォン・タブレットに
対応アプリ（PayPay、LINE Pay、PayB）
をインストールし、
納付書のバーコードを
読み取ると納付できます。

「横浜市税納付サイト」へ
アクセスし、クレジットカード
情報などを入力すると納付
できます。（システム利用料
などがかかります。）

楽天銀行とジャパンネッ
ト銀行（令和３年４月５日
PayPay銀行に名称変
更）で、令和３年４月１日から口座振替・ペ
イジー納付が可能になります。

納めないと
どうなるの

給与の差押え･･
･

延滞金まで
ついてしまった

財産があるにもかかわらず滞納した場合は、
法令に基づきその財産は差し押さえられます。

納付
書

●●BANK

ほとんどの皆さんは納期内に納付しています。市税は必ず納期内に納付しましょう。

？

よくある
質問

口座振替 コンビニ・
金融機関窓口 での納付のほかに、

差押
　通知

督促状が来ても
放置しておくと

固定資産税は、毎年１月１日現在の
所有者に課税されます。つまり１月２日
以降に所有者が変わった場合でも、
令和３年度の固定資産税は、引き続き
元の所有者に納付していただきます。
　

所有していた家と土地を令和3年2月に
売却しましたが、４月に固定資産税の納
税通知書が届きました。もう自分のもの
ではない物件なのに、なぜ税金を払わ
なければいけないのでしょうか？

スマホ決済 クレジット納税 インターネット専業銀行
からの口座振替

スマホ決済 クレジット納税 インターネット専業銀行
からの口座振替

便利になってます！税金の納め方どんどん

１月１日に、市内に住所がある人を対象
に、県民税とあわせて課税されます。
※現在、「横浜みどり税」
　（年間900円）が上乗せ
　されています。

１月１日に、市内に固定資産（土
地・家屋など）を所有している人を
対象に課税されます。

４月１日に原動機付自転
車や軽自動車などを所
有している人を対象に
課税されます。

個人の市民税 固定資産税 軽自動車税

4月 5月 6月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月

1期 1期 2期 4期2期 3期 3期 4期全期
※各月の末日が
　納期限です

市税ってどんな種類があるの？市税ってどんな種類があるの？

市民税(給与･年金からの
天引きの場合は除く)

固定資産税･
都市計画税 軽自動車税

市税納期
カレンダー

主な
市税の
種類

　税金は、子育て支援や教育・福祉の提供、道路
や公園の整備、ごみの収集など、私たちが暮らし
ていくうえで必要な社会共通の費用をまかなう
ものであり、私たちの生活を支えています。

Page 1 of 1
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※本人が亡くなった場合は、相続人に納付していただく必要があります。

横浜市税スマホ決済

横浜市　税金

横浜市税クレジット納税 横浜市税口座振替

けんしん（特定健診）



「けんしん」を受け
たことで、治療につ
ながったり、生活を
見直すきっかけが
できています。

でも、自分は
健康だから。
大丈夫でしょ。

特定健診は無料ですよ。
「けんしん」は毎日の生
活の影響（＝体調）を確認
できる絶好の機会です。

横浜市国民健康保険の

保険係（2階205窓口）　　800-2425　　800-2512

特集 2
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横浜市国民健康保険の特定健康診査（特定健診）は

無料です！

特定健診を受診すると自分の体の状態がわかります。
糖尿病や高血圧症などの生活習慣病を予防するため、特定健診を受けましょう。

横浜市国民健康保険に加入している
令和4年3月31日までに40歳～75歳の
誕生日を迎える人が対象です。

75歳以上の人は横浜市健康診査を受診していただき、
会社の保険などに入っている人は、加入している

健康保険にお問い合わせください。 横浜市　特定健診

ご安心ください。

でも・・・

けんしん（特定健診）へ行こう

血液検査、
血圧、尿検査、
身体計測、
問診、診察など

健診内容対象

気がつきにくい体
の変化に早く気づ
くためにも、毎年の
確認（「けんしん」
受診）が大切です。

「けんしん」って
お金が
かかるんでしょ？

健やかな毎日は
「けんしん」から始まります。

へ行こう

「けんしん」って、
受ける意味
あるの？ ？

横浜市けんしん専用ダイヤル
664-2606　　663-4469

受付時間　8時30分～17時15分　月曜～土曜（祝日・年末年始を除く）

特定健診などに関する
詳しいお問い合わせは

知りたい！「けんしん」について知りたい！「けんしん」について

※4月2日以降に横浜市国民健康保険の資格を得た人は別途申請が必要です。

受診券　　問診票
横浜市国民健康保険証

特定健診の受け方

横浜市特定健診受診機関　

泉区内45か所、市内約1,200か所で
受診できます。

① 医療機関を選ぶ ② 事前に医療機関に
予約する。

③ 受診する
受診券と問診票が届いたら・・・

1 2
3

問診票

受診券

当日の
持ち物

　４月１日時点で横浜市国民健康保険の資格のある対象者には、
　５月下旬ごろ受診券と問診票が送付されます。



問合せ

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

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

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

助産師による健康相談
火曜(祝日は除く）13時～17時
　　電話で子育て支援担当へ
　800-2447　　800-2513

女性の健康相談(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水曜午後（1回50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

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談(予約制)
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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
4月16日(金)、27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）

〈食生活健康相談〉
栄養士による食事相談
4月16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

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

もの忘れ相談（予約制）

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

匿名制。エイズに関する相談も
毎週月曜(祝日を除く)、9時～9時30分

HIV(エイズ)検査･梅毒検査（予約制）

子どもの健やかな成長を願って
5月5日（祝・水）14時～16時
天王森泉公園付近の田んぼで。見学可
※雨天、強風時中止。駐車場なし
※当日の連絡は相模凧いずみ保存会
　080-1053-1490へ
　区民事業担当(3階309窓口)
　800-2392　　800-2507

■いずみ相模凧揚げ会

イベント

活発な意見交換が行われたブロック別会議

　コロナ禍の昨年、中田地区（人口：約33,000人）では、令和３年度から７年度までの５年間の「第４期中田活き活きプラン（地域福祉保健計画）」
の策定のため、地域を５つのブロックに分け、住民参加型の会議を９月から１０月にかけて実施しました。
　会議は、中田地区地域福祉保健推進委員会が主催し、中田地区地域支援チーム（泉区役所、泉区社会福祉協議会、踊場地域ケアプラザ）と共
に感染症対策を徹底して開催しました。
　会議の進行は、よこはま地域福祉研究センタ－のアドバイザーのご指導・ご協力により進めた
結果、地域住民の情報共有が実現し、第４期の計画目標は次のとおりとなりました。
　①あいさつ・声掛けで顔見知りになることからはじめよう！
　②身近な場所で健康づくりを進め、健康寿命を延ばそう！
　③地域の様々な情報を積極的に発信・共有しよう！
　④多様なつながりの中でみんなのチカラを集め、活かしあおう！
　⑤住民の暮らしの変化や地域に求めていることをしっかりキャッチしよう！
　今後は具体的な取組内容を決め、“みんなで支え合い、ともに助け合う（まち）中田”を目指します。

に親しみ、楽しみながら担い手不足などに悩む区内農家の
農作業を手伝うボランティア団体です。

　　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

農 区農業応援隊に作業を依頼する区内農家を募集しています。
「収穫の時期に人手が欲しい」、「除草作業を手伝ってほしい」
などの声にお応えします。

隊員募集

泉

泉区農業応援隊 応援先農家 募集

詳細はこちら
企画調整係　　800-2331　　800-2505

いずれも随時登録を受け付けています。

活動時間は原則として
1回あたり半日程度です。

中田地区地域福祉保健推進委員会　事務局長　高橋 弘之さん
たかはし

い い

ひろゆき

「第４期中田活き活きプランの策定に向けて」

作業内容は、種まき、定植、
収穫、片付け、除草など多岐
にわたります。

農家の手伝いを通じて
地域貢献できるのが
うれしいです。

「とても助かった」と
言われるたびにやり
がいを感じています。

人手が多くなるので
作業がはかどります。

隊員の声 農家さん
の声

必要なときに来て
くれるので助かっ
ています。



泉区内の公共施設や医療機関、行政・防災情報などを掲載した便利帳とマップの新版を発行します。
便利帳のバスマップは取り外し携帯することもできます。どうぞ、ご活用ください。

泉区の概要、区役所のご案内、
区内おでかけスポット、医療機
関、災害への備え、区民利用施
設、バスマップ、公共機関、保
育園・幼稚園・子育て支援施
設・学校、各種施設、自治会町
内会、区役所周辺地図など

泉区内の施設や道路、
避難場所などの地図、
防災情報
(A1サイズ・折りたたむと
A4サイズになります)

泉区生活便利帳 泉区生活・
防災マップ

区役所１階101窓口で
配布、区ホームページ
でもダウンロード可

入手方法

広報相談係　　800-2337　　800-2506

主な掲載内容

主な掲載内容

▶離乳食教室
4月20日(火)13時30分～15時
2回食頃（７～８か月頃）の第1子
母子健康手帳、お手ふき、バスタオ
ル、湯冷ましを持参
　電話か､件名に「4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＞
4月14日、28日の水曜、5月7日（金）
＜1歳6か月児＞
4月21日（水）
＜3歳児＞
4月23日（金）
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513

●乳幼児歯科相談（予約制）
4月14日(水)9時30分～10時
　電話でこども家庭係へ
　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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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
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●乳幼児の食事相談（予約制）
▶食生活健康相談
4月20日(火)9時～11時
乳幼児の保護者

●おもちゃの病院ドクトルベアーズ
4月27日（火）10時～12時（受付終了11時30分）。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

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

5月8日～7月31日（7月17日を除く）の土曜9時～12時。泉スポーツセン
ターで。区内在住・在勤・在学・在道場の初心者抽選16人　　5,000円　　
　　4月30日までに　・　（ふりがな）・　・　・弓道経験の有無を書いて往
復はがきか　で、泉区弓道協会事務局（〒245-0004 泉区領家4-7-1）へ　
　・　813-0230　　izumikyudo@gmail.com

◆泉区弓道教室（全12回）

　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

〒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

4月13日、27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

横浜市　図書館

今月は小学生から大人まで楽しめる子どもの本をご紹介します。

『そんなわけで国旗つくっちゃいました！図鑑』

　オリンピック・パラリンピックやスポーツ
の世界大会などでさまざまな国旗を見て、
「何のもようだろう？」「違う国の国旗でも
似ている？」などと気になることはありませ
んか。
　この本には、208の国と地域の国旗の成り
立ちが書かれています。「ご先祖様はライオ
ンだった!?」や「さかさまになっても困らな
い！」など、国によって本当にいろいろな理
由があるのだとわかります。ほかの国の影響
を受けている国旗が多いのも驚きです。

粟生 こずえ／文　吹浦 忠正／監修　なかさこかずひこ！／構成・絵　
主婦の友社　2020年

あおう ふきうら ただまさ

◆土曜おはなし会
5月1日（土）14時から
5歳から（保護者同伴可）

◆日曜おはなし会
4月11日、5月9日の日曜14時から
4歳から（保護者同伴可）

母子健康手帳を持参
　電話で健康づくり係へ

NATIONAL FLAG BOOK

『泉区生活便利帳』と『泉区生活・防災マップ』を発行『泉区生活便利帳』と『泉区生活・防災マップ』を発行



●おもちゃの病院
5月15日(土)10時～15時。先着20組
　4月13日から前日までに電話か窓口へ

●アロマでこころを整える
5月20日(木)10時～11時。先着12人
　500円　　4月11日から電話か窓口へ

●親子でリトミック＜前期＞(全5回)
5月～9月の第3火曜9時30分～10時
30分。平成29年10月～令和元年10
月に生まれた幼児と保護者、抽選25組
　200円　
　往復はがきに①　②　③　④参加
希望親子の　(子にはふりがな記載)⑤
子の生年月日・性別を記載の上、4月
26日必着で

●つるし雛を作りましょう(全8回)
4月～12月の8月を除く第4土曜9時30
分～11時30分
初めて参加する人、先着15人

<ファミリークッキング　ピザA>
5月22日(土)10時～14時｡8人以内の
家族、抽選6組　　中学生以上2,000
円、小学生1,500円、4歳～未就学児
1,000円、3歳以下100円　
　4月23日までに　・　・　・　・　を
書いて、往復はがきまたは　から
※詳細は　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

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
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●個人利用のご案内
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〉　16歳以上300円、
16歳未満100円
〈弓道場〉有段者対象
※その他詳細は　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

こども自然公園青少年 検索
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●遺言･相続･登記相談
4月14日・28日の水曜13時～16時
各日先着4人　　4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

●心も体もリラックス
　「自宅でできるやさしいヨガ」体験教室
5月11日(火)10時15分～11時30分
先着5人　　500円
バスタオル・フェイスタオル持参。動きや
すい服装、靴下(できたら5本指のもの)で
　4月27日9時から費用を添えて窓口へ

●親子リトミック
4月17日(土)13時～14時30分
未就学児と保護者。上履き持参

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

●よこはま動物園ズーラシアで 

<飼育の日パネル展>
おととしに募集した来園者からの質問
について、飼育員の回答をパネルにして
展示。5月10日(月)まで ※詳細は 　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)

ズーラシア 検索

その他

●ホールでグランドピアノをひいて
　みませんか？
5月10日(月)・11日(火)・19日(水)・
26日(水)・27日(木)10時～19時45
分。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
　4月17日までに専用申込書(窓口、
　などで入手可)をFAXか窓口へ

●初めてのソープカービング
　～かわいいバッグ型～
5月27日(木)10時～12時
先着10人　　500円　
　5月6日10時から電話で

●カリグラフィービギナークラス(全4回)
5月28日、6月11日・25日、7月9日の金
曜10時～12時
先着10人　　3,000円(材料費込み)
　5月7日10時から電話で

●こども自然公園青少年野外活動センターで

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

中川地区センター
〒245-0007  桂坂4-1

　 813-3984　　813-3986

テアトルフォンテ 検索

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。
・掲載されている各施設の開館状況については、ホームページまたは各施設にご確認ください。

泉土木事務所下水道・公園係　　800-2536　　800-2540

●ホタル観察会(全2回)
5月8日(土)10時～11時30分(観察)、
6月12日(土)19時～20時(鑑賞会)
保護者同伴の小学生、抽選15人
　往復はがきに①教室名②　(保護者
名も記載)③学年④　⑤　を記載の
上、4月20日必着で

●みんなで歩こうノルディックウオーキング
4月28日、5月12日の水曜13時～15時
各抽選15人。雨天中止　　100円　
　各前日16時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
●日曜日は楽しく筋力アップ！
4月25日〈筋力！脳力！アップ体操〉、5月
2日〈ヒップホップで有酸素運動〉、9日
〈コアコンディショニング〉の日曜14時15
分～15時30分。各抽選20人　　100円 
　各前日16時までに電話か窓口へ

●落語を楽しむ会
　演目「文七元結」「代書」「三十石」
4月30日(金)13時～15時。抽選20人
　4月25日までに電話か窓口へ

●いずみ紙芝居一座定期口演会 ―春―
4月24日(土)13時よりYouTube生配信

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

●お茶を楽しむ会
担当：江戸千家　小山 宗樹さん
5月8日(土)10時～15時　　300円

こやま そうじゅ

ぶんしちもっとい だいしょ さんじっこく

●子ども折り紙教室
5月8日(土)14時～16時
小学生以下、先着8人(幼児は保護者同
伴)　　4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

●からだのメンテナンス講座
5月13日(木)14時～15時
先着15人
　4月11日から電話か窓口へ

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

●今から始める生前整理
5月27日(木)10時～11時。先着15人
　4月11日から電話か窓口へ

　鍋屋の森で森林浴を楽しんでみませんか。
　令和３年１月に一部のエリアで樹木を伐採・剪定したため、見通しが良くなり、歩きやすく
なりました。園内にはベンチやトイレもあり、快適に散策することができます。

鍋屋の森とは
平成３０年４月に全面公開された緑地です。
ケヤキ、ミズキ、竹林などが混在し、豊かな
自然が数多く残されています。

鍋屋の森はどこにあるの
泉区の南部、市営地下鉄下飯田駅から南に
約１キロメートル離れた和泉川沿いにあります。

？

？

暖かくなってきたら・・・

和
泉
川

鍋屋の森

下飯田駅

ゆめが丘駅

中和田南小入口

鍋屋

赤坂橋

園路が整備されているので、安心して歩くことができます。

南小学校前
四ツ谷

密蔵院前

鍋屋の森

下飯田駅

ゆめが丘駅

泉区和泉町967-1（下飯田駅より徒歩15分程度）

　6,000円(材料費込み)
　4月12日10時から費用を添えて窓口へ

せんてい
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