
　世界禁煙デーはＷＨＯ（世界保健機関）の参加各国により定めら
れた「21世紀たばこのない社会を目指す」世界行動日です。
　今年度、泉区では「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）」をテーマにし
て禁煙・喫煙防止事業に取り組みます。
　ＣＯＰＤとは肺気腫や慢性気管支炎などを含んだ病名です。酸
素と二酸化炭素を交換する「肺胞」が壊れることで、きつい咳が慢
性化したり、強い息切れが続いたりして酸素不足の状態になって
しまうため、日常生活がひどく制限される病気です。
　日本での患者数は500万人以上と推定されているにもかかわら
ず、「ＣＯＰＤ」という病名があまり知られていないため、実際に治
療をしている人は約20万人にすぎない状況です。
　患者の90パーセント以上は喫煙と関係が
あります。
　たばことＣＯＰＤについて、考えて
みませんか？

　二酸化炭素などの温室効果ガスにより、地球温暖化が進行しています。
　これを抑制するためには、一人ひとりが温室効果ガスの排出量の削減に取り組んで
いくことが重要です。
　ゴーヤやアサガオなどのつる性の植物でつくる緑のカーテンは、建物への日差しを
遮り、室内温度の上昇を防ぐことで、エアコンの使用量を減らすことができます。
　すだれなども室内温度の上昇を防ぐ効果がありますが、緑のカーテンは葉から水蒸
気を放出する蒸散効果により周囲の熱を奪うため、さらに効果的です。

緑のカーテンがない場合 緑のカーテンがある場合

〒245-0016 和泉町4636-2〒245-0016 和泉町4636-2 ■区役所開庁日■平日…8時45分～17時　　　　　　　　第2・4土曜日…9時～12時■区役所開庁日■平日…8時45分～17時　　　　　　　　第2・4土曜日…9時～12時

健康づくり係 　800-2445 　800-2516健康づくり係 　800-2445 　800-2516

泉区役所泉区役所 ※取り扱い業務についてはお問い合わせください。※取り扱い業務についてはお問い合わせください。800-2323(代表番号）　 800-2506800-2323(代表番号）　 800-2506

壁が
熱くなる

日差しを
遮る

室内温度の上昇を防ぐ

シーオービーディー

　　5月11日8時45分から、電話で健康づくり係へ

　
●禁煙相談
　 保健師（10時～12時、13時～15時）
　 泉区薬剤師会（13時～15時）
●食生活相談
　 栄養士（10時～12時、13時～15時）
●肺年齢測定 10時～12時、13時～15時
　 ※事前申し込み
　 現在喫煙している、または過去に１年以上喫煙
　 していた区民、各先着20人

企画調整係 　800-2332 　800-2505企画調整係 　800-2332 　800-2505

緑のカーテンの効果

ゴーヤ フウセンカズラアサガオ

室内が熱くなる

《パネル展示》23日(土) ～28日(木)
「たばことＣＯＰＤ」「泉区保健活動推進員会の
活動紹介」

５月28日(木)10時～15時、
区役所1階 区民ホールで

いっずんも緑のカーテンづくりに
挑戦したずん！
ゴールデンウィーク前後から栽培を
始めるのがおすすめ、みんなも夏に
向けて栽培してみるずん！
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自転車安全利用五則
１ 自転車は車道が原則、歩道は例外
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４ 安全ルールを守る
　●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　●夜間はライトを点灯
　●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
５ 子どもはヘルメットを着用

●殺虫剤を使うときは
蚊やボウフラが発生している場所をよく調べ、使用上の注意に従い
適切な用法・容量で行いましょう。

★海外に行く前は厚生労働省の渡航情報を確認しましょう。
★海外の渡航先で蚊に刺され、帰国後高熱が出たら検疫所や医療機関に相談しましょう。
★区役所で駆除機材の貸し出しや蚊に関する相談ができます。お気軽にご連絡ください。

生活衛生課 ３階 314 窓口

　昨年（平成26年）8月、デング熱国内感染が約70年ぶりに確認されました。
　地球温暖化に伴い人から人に病原体をうつす蚊の生息範囲が広がっています。
　蚊に刺されて発病する感染症を防止するには5月から10月の蚊の発生時期に
「蚊に刺されないこと」「蚊の発生源を減らすこと」が大切です。

　デング熱などの病原体を蚊が運び、人に吸血することにより感染する感染症の総称を
「蚊媒介感染症」といいます。
　世界的に熱帯・亜熱帯地域で広く流行しています。これらの地域を旅行することで感染
を受けることがあります。
　日本で発生または持ち込まれる可能性が高い蚊媒介感染症には、デング熱、ウエスト
ナイル熱、チクングニア熱、日本脳炎、マラリアなどが
あります。

蚊が媒介する感染症は…

●皮膚の露出を避けましょう　　長そで、長ズボンの着用を！
①蚊に刺されない

②発生源を減らす

●虫よけスプレーは効果的に使いましょう　　持続性がないので定期的にかける！
●蚊がいるところには近寄らない　　ヤブ、草むらには行かない！
●蚊を家に入れない　　網戸の設置、窓の開閉に注意！

●幼虫対策　　
幼虫（ボウフラ）は「水たまり」に発生します。１週間に１回程度、家の周りをチェックし水を捨てましょう。
また、「雨水ます」も発生源になりやすいため、1週間に1回程度水を流し、中の水を入れ替えましょう。

●成虫対策　　
成虫は草むらや風通しの悪い樹木（ヤブ）の中にひそんでいます。定期的に草刈りや剪定をしましょう。

生活衛生係　 ８００－２４５２　８００－２５１６

●ごみやたばこはポイ捨てせずに、自宅へ持ち帰りましょう。
●大勢で騒ぐことはやめましょう。
　硬いボールの使用はやめましょう。やわらかいボールであっ
　ても、他の利用者に迷惑がかからないようにしてください。ま
　た、公園の外にボールが出ると近隣の 人に迷惑になるのでご
　注意ください。
●犬の放し飼いやふんの放置、野鳥への餌付けはやめましょう。
●たき火や指定された場所以外でのバーベキューはやめましょう。

管理係　 800-2532　  800-2540

区民事業係 　 800-2395　  800-2507 安全生活係 　 800-2397　  800-2507

危機管理担当　  800-2309　  800-2505

　横浜市の市立学校等では、市内で震度５強以上の地震が観測さ
れた時には、児童・生徒の安全保護のため、ただちに授業を打ち切
り、保護者が引き取りに来るまで学校で預かります。
　※あらかじめ保護者や地域と取り決めをして、集団下校等を行
　　う場合もあります。

●小学校・中学校・特別支援学校の場合
　保護者が学校に引き取りに来るまで、学校
で預かります。
●高等学校の場合
　あらかじめ保護者から学校に預かるか
下校させるかの希望を聞き原則それに従います。
●保育所の場合
　保護者の引き取りまで保育を継続するとともに、保育所で預か
ることとしています。

　大規模地震発生時には、通信手段が不通となることが想定され
るため、学校と複数の手段（固定電話・携帯電話・メール等）で連絡
できるようにしましょう。

毎月23日は
市民読書の日 区の読書活動目標の取組をすすめます！

　平成26年4月に「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」が施行さ
れました。
　泉区では、図書の貸出を行っている施設や読書
に関わる団体などへのアンケート調査を行い、
区役所・図書館・小中学校による読書活動
連絡会議で地域性に応じた読書活動の検討を
進め、平成27年3月に「泉区読書活動目標」
を策定しました。
　今後は、４つの重点目標に基づく
さまざまな活動を通じて、より一層
読書の楽しさや大切さを広げて
いきます。

＜27年度の取組＞
区役所：年齢に応じた図書の情報提供や「読書メモ」の普及、講演会の開
催などのさまざまな読書活動推進に関する事業を行います。
図書館：大人向け、子ども向けのイベントや、テーマ展示など来館の機
会を増やしていく事業を行います。　
小・中学校：学校司書の配置も進み、読書活動も一層活性化しています。

５月は自転車マナーアップ強化月間です。５月は自転車マナーアップ強化月間です。
～自転車のルール・マナーを守りましょう～

　平成26年（1月～12月）の泉区内の交通事故発生件数４９６件のう
ち、９５件（19.2％）が自転車の事故です。交通ルールとマナーを守っ
て、歩行者にやさしい運転を心がけましょう！

検 索海外感染症情報

せんてい

7～14ページは泉区版です 7～14ページは泉区版です
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平成27年度泉区の予算・主要事業特集

　個性ある区づくり推進費（自主企画事業）とは、地域の身近な課題やニーズに、迅速かつ、きめ細かく
対応するための事業費です。27年度は六つの柱を設定し、それぞれの施策を実現するために39事業の
予算を計上しました。（ 合計：9,813万円）

平成27年度　個性ある区づくり推進費（自主企画事業）

目標達成に向けた施策 ★は重点事業
１ 地域活動の支援(1,560万円)
　地域協議会の運営や地区経営委員会による地域課題の解
決に向けた取組の支援を進めます。また、自治会町内会やス
ポーツ・多文化共生などの地域活動を支援することにより、
地域のつながりづくりを推進します。

《主な事業》
●「地域主体の地域運営」
　推進事業
●自治会町内会振興事業
●多文化共生事業

　未来を担う子どもや若者の育成を図るため、保育園や幼稚
園などとの協働による地域子育て支援や、学校・家庭・地域が
連携した青少年の健全育成と居場所づくり等を推進します。

　泉区ならではの水と緑、農業や伝統文化等の地域特性を
生かしたまちづくりを進めるとともに、脱温暖化行動やご
み減量化に向けた地域や家庭での取組を推進します。

　区民が安全に安心して暮らせるよう、木造住宅密集地域
における延焼防止対策などの防災・減災対策、防犯・交通安
全対策、食とくらしの安全などの取組を推進します。

《主な事業》
★防災対策事業
●防犯対策事業
●交通安全対策事業

　いつまでも住み慣れた地域で元気に暮らせるよう地域
と連携し、健康づくりや高齢者・障がい者の支援などに取
り組みます。また、地域住民や関係機関等と協働し、第３期
地域福祉保健計画を策定します。

《主な事業》
★健康づくり活動支援事業
★泉区地域福祉保健計画推進事業
●障がい児・者の社会参加促進支援
　事業

　区庁舎の環境整備や区民ボランティアによる案内を通
じて区民が利用しやすく親しみやすい区役所づくりを進
めます。また、区民の皆さまへ様々な情報を的確に提供・発
信します。

《主な事業》
●区役所環境向上事業
●広報事業
●窓口案内ボランティア

「地域全体の地域運営」
推進事業（地域協議会）▶

▲保育施設・幼稚園等との協働による子育て支援推進事業
（いずみっこひろば）

防災対策事業
（防災訓練）▶

健康づくり活動支援事業
（健康ウォーキング）▶

いずみ文化振興事業
（いずみ歌舞伎）▶

窓口案内ボランティア事業
（区民による窓口案内）▶

２ 安全・安心なまちづくり(1,834万円)

３ 次世代の担い手づくり(993万円) ４ 健康と福祉のまちづくり(997万円)

５ 区の地域特性と環境に配慮したまちづくり
　　　　　　　　　　　　　　(1,912万円)

６ 信頼される身近な区役所づくり (2,517万円)

「平成27年度泉区区政運営方針」は泉区ホームページでご覧いただけます
検 索平成27 年度 泉区区政運営方針

区役所・局が一丸となって各取組を進めていきます！
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《主な事業》
★保育施設・幼稚園等
　との協働による
　子育て支援推進事業
●青少年を育む
　まちづくり事業
●きめ細やかな養育
　サポート事業

県道横浜伊勢原
（長後街道）

境
川

横浜
市営
地下

鉄ブ
ル
ー
ラ
イ
ン

いずみ中央駅

《主な事業》
●横浜市都市計画マスター
　プラン泉区プラン改定事業
●いずみ文化振興事業
●泉区魅力発見・発信事業

和泉川改修事業
暫定貯留施設の整備

権太坂和泉線（和泉地区）
街路整備事業
道路新設工事等の実施

泉ゆめが丘地区土地区画
整理事業
換地設計や文化財調査等を
進めるとともに、調整池等
の工事に着手

市道和泉町第449号線
道路改良事業
赤坂橋架け替え工事の実施

住居表示整備等事業
和泉町第四次地区について
住居表示を実施

街区公園再整備事業
下和泉公園の再整備の実施

基地対策事業
旧深谷通信所の跡地利用の
具体化

公園再整備事業
泉中央公園の再整備の実施

県道阿久和鎌倉（萩丸交差点）
道路改良事業
用地取得の実施

中田さちが丘線（岡津地区）
街路整備事業
道路新設工事及び用地取得
の実施

市道宮沢橋第306号線
（その２）歩道設置事業
測量設計及び用地取得の実施

地域ケアプラザ運営事業
横浜市いずみ野地域ケアプラザ
（28年10月開所予定）の開所に向けて
指定管理者の公募・選定等の手続

泉区で実施する主な
事業を紹介するずん

和泉川改修事業
和泉三家橋上流の整備

区内の主な事業

企画調整係 　 800 -２331
予算調整係 　 800 -２313 800-2505 （共通）個性ある区づくり推進費　

区政運営方針
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■認知症家族セミナー
6月3日（水）10時～12時。
区役所４階消防会議室。
認知症高齢者の介護をしている家
族、先着40人
▶講師 うしおだ診療所医師 野末 浩
之さん
　・　5月18日から電話かＦＡＸか
高齢者支援担当
（区役所2階209窓口 　 800-2434   
　  800-2513）へ

■おまつりでの食中毒予防講習会
6月12日（金）10時～11時30分、14時
～15時30分。
区役所4階4ＡＢＣ会議室。
地域のおまつり等で飲食関係の出
店を予定している人、各回先着80人
　・　5月11日から電話で生活衛生
係（　 800-2451　 800-2516）へ

■生涯学習講座「そうだったの
か！ペリー来航と横浜開港」
6月23日（火）10時～12時。
区役所4階4ABC会議室。　
区在住・在勤、先着50人
▶講師 横浜開港資料館 副館長
西川 武臣さん
　・　5月11日から電話か　、、、、   、
年代を書いてFAXかEメール

■脳若返り隊育成講座（新隊員募
集講座・全２回）
6月19日（金）10時～12時、7月1日
（水）14時～16時。地域で認知症予防
の活動を広げていただける人、先着
60人
　・   5月18日から電話か高齢者支
援担当（区役所2階209窓口 　　　
　800-2434 　 800-2513）へ

■生活習慣改善相談（予約制）
午前：9時～11時　
午後：13時30分～15時30分
＜食生活健康相談（栄養士）＞
5月20日（水）の午前
6月2日（火）の午前・午後
＜生活習慣相談（保健師）＞
5月20日（水）の午前
　・　 各3日前（土・日・祝除く）まで
に電話で健康づくり係
（ 　800-2445　 800-2516）へ

■肺がん検診
6月8日（月）13時30分～14時30分。
区役所で。
区内在住の40歳以上（年度に１回）。
先着50人　
　エックス線撮影680円
　・　 5月11日～6月5日に電話で
健康づくり係
（　 800-2445　 800-2516）へ

■胃がん検診
7月7日（火）9時から。泉区役所で。
区内在住の40歳以上の人（年度に1
回）、先着40人　
　エックス線撮影1,570円　
　・　 6月5日～18日の9時～12時
に電話で神奈川県結核予防会
（　 251-2363）へ

■エイズ検査（予約制）
匿名制、エイズに関する相談も。毎

■育児講座「タッチケア」
6月4日（木）10時～11時30分。
和泉保育園で。
０歳の子と保護者、プレママ・プレ
パパ、先着30組　
▶持ち物 バスタオル、フェイスタオ
ル、着替え、オムツ、飲み物
   ・　5月12日から平日9時30分～
15時に電話で和泉保育園
（　 803-1483）へ

■コアラひろば
新聞紙で遊ぼう。
6月8日（月）10時～11時15分。
和泉保育園で
▶持ち物 着替え、オムツ、タオル、
飲み物
   ・   5月25日から平日9時30分～
15時に電話で和泉保育園
（　 803-1483）へ

■赤ちゃんコアラ
おもちゃ作り、わらべうた遊び。
▶持ち物 着替え、オムツ、タオル、
飲み物
＜ぴよぴよグループ＞
5月14日（木）10時～11時30分。和泉
保育園で。６か月までの子と保護者
＜きらきらグループ＞
5月21日（木）10時～11時30分。和
泉保育園で。7か月～12か月の子と
保護者
　和泉保育園
　 803-1483 　803-1137

■乳幼児の食事相談（予約制）
＜乳幼児食生活健康相談＞
5月19日（火）9時～11時。乳幼児の
保護者
＜離乳食教室＞
5月19日（火）13時30分～15時。２回
食頃の第１子
　・ 　各4日前（土・日・祝除く）まで
に電話で健康づくり係
（　 800-2445　 800-2516）へ

■もの忘れ相談（予約制）
認知症など専門医が相談。毎月第4
木曜日
　・   電話で高齢者支援担当
（　800-2434 　800-2513）へ

■女性福祉相談
配偶者や身近な人からの暴力など。 
月～金曜（祝日は除く）9時30分～
16時30分
　子育て支援担当
　800-2419 　800-2513

（iz-siennsenter@city.yokoham
a.jp）か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）へ

◆創立45周年「いずみコー
ル」演奏会
「スターバト・マテール」ほか
5月23日（土）14時～16時。
泉公会堂で
　いずみコール 野口
　・　953-1488

◆泉区歴史の会
講演会「泉区の中世石造物」
5月24日（日）10時30分～12時、
中和田コミュニティハウス研
修室。当日先着50人 　 500円 
▶講師 石井 茂さん
　泉区歴史の会 松本
　・　803-6488

◆泉区陸上競技選手権大会
泉区、戸塚区、瀬谷区合同。
7月11日（土）9時15分から（雨
天決行）。三ツ沢公園陸上競技場
で。区内在住・在勤・在学の小学
５年生以上の男女。1人２種目まで
【種目】
小学生の部：100ⅿ

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。詳細は各主催者へお問合せください。

●特定健診受診券
28年3月までに40～74歳の誕生日を迎える、国民健康保険の加
入者対象に5月下旬郵送。
※次の人は、申請により受診券を窓口交付
　・４月２日以降に国民健康保険に加入した人
　・２８年３月までに７５歳になる人
　・一斉送付前に受診を希望する人

区役所から発送します！

詳しくは保険係（　 800-2425　 800-2512）へ

中学校の部・一般の部（高校生
含む）：100ⅿ、200ⅿ、400ⅿ、
800ⅿ、1500ⅿ、3000ｍ、
400ｍリレー、走り幅跳び、走り
高跳び、砲丸投げ（詳細は問合
せ先へ）
　 1種目 小・中学生500円、一
般・リレーチーム800円
　・   5月11日～6月6日に振込
用紙に必要事項を記入し振込。
要項・申込書は区役所３階地域
振興課、公会堂、各地区センター、
泉スポーツセンターで配布
　泉区陸上競技協会 尾中
　804-0858

◆泉・洋舞フェスティバル
11月7日（土）～8日（日）に泉区
民文化センターテアトルフォ
ンテで開催。出演者、団体の募集
　１分間1,000円
 　 5月11日～31日に電話で星
野（　090-9006-7870）へ
　泉・洋舞連盟 鈴木
　080-6678-7978

　地域ぐるみで子育てを支援していく「有償で行う地域の支え合い活動」の仕組みが「横浜子育てサポートシステム」です。
　「子どもを預けたい人」が利用会員として、「子どもを預かる人」が提供会員として登録して、会員相互の信頼関係のもとに行っています。
　地域みんなの力で子育てを応援していきましょう。

※「両方会員」とは
　お子さんを預けたり預かったりの両方をできる会員です。
　友達同士で会員になって預け合う会員もいます。

利用時間と利用料金
平日 ７時～１９時 １時間８００円
　　 ７時前、１９時以降 １時間９００円
土・日・祝日 １時間９００円
その他、サポート活動の際に発生した交通費・実費が別途かかり
ます。
事務局は、地域子育て支援拠点「すきっぷ」が担当しています。
■子育てサポートシステム泉区支部事務局■
火曜～土曜 9時～17時※月曜祝日の場合は翌日火曜休館 
　 805-6789 　805-6122 　  kosapo@skip-izumi.jp

地域ぐるみの子育て支援　～横浜子育てサポートシステム～

利用会員の条件　市内在住で生後５７日～小学６年生のお子さんのいる人 
提供会員の条件　市内在住で健康で子育て支援に理解がある２０歳以上の人 

利用会員 ２４７人 提供会員 54人 両方会員 23人

こども家庭係 　800-2444 　800-2513

802-2150 　　804-6042
●善意銀行
　下和泉地域ケアプラザ、泉区福祉チャリティーコンサート実行委
員会、中川地区センター地域ふれあいイベント、上飯田団地第9自治
会10円会、なしの木保護者会、高子洋子（敬称略）
以上の皆さんから寄附をいただきました。
ありがとうございました。

　発表会は12時～13時の間に行われます。
展示は初日と最終日の時間帯が変更になる場合があります。
〈公共交通機関をご利用ください（駐車場は有料です）〉

●5月11日（月）～13日（水）…………………華道展
●5月18日（月） ……………………………朗読発表
●5月19日（火） ……………………………舞踊発表
●5月21日（木） ……………………フラダンス発表
●5月22日（金） ……………………ハーモニカ発表
●5月23日（土）～28日（木）…「世界禁煙デー」パネル展示
●5月25日（月）～27日（水）………………さつき展
●5月28日（木）……………世界禁煙デーイベント

　毎年７月から１０月にかけて「スズメバチが巣を作ったけ
れど、どうしよう？」という相談が多くよせられます。スズ
メバチは攻撃性が強く、駆除には危険が伴うので専門の駆
除業者に依頼することをお勧めします。
　７月から１０月には、巣が大きくなっていることが多く、
駆除には相当な費用がかかります。
　働きバチが羽化する６月頃までの巣は、女王バチが１匹
で巣作りを行っているので、巣も小さく、この時期に発見
できれば駆除費用は安くすみます。費用の負担を少なくす
るためにも、春のうちに巣が作られやすい場所を点検する
ように心がけましょう。
　区役所ではハチの駆除は行っていませんがスズメバチ
やアシナガバチなどの駆除方法の相談にお答えしていま
す。また、アシナガバチの巣を駆除するための機材の貸出
しを、区役所及び区内１２か所の薬局で行っています。詳し
いことは生活衛生課にご相談ください。

生活衛生課 　８００-２４５２ 　８００-２５１６

ハチの巣は早期発見・早期駆除を
～４月から６月が早期発見のポイントです～

アシナガバチの駆除方法は

ハチの巣

巣を作りやすいところ

検 索泉区アシナガバチの駆除

のずえ　 ひろ

ゆき

いしい  しげる

にしかわ　 たけおみ 

週月曜、9時～9時30分
　・　 電話で健康づくり係
（ 　800-2445 　800-2516）へ

■横浜市健康診査
75歳以上の人を対象に市内の協力
実施医療機関で健康診査（年度に1
回、無料）を実施しています。
糖尿病などの生活習慣病で治療中
の人は対象外
　 健康づくり係
（ 　800-2445　　 800-2516）へ

■乳幼児健康診査
各12時30分～13時30分受付。
区役所1階福祉保健センターで。詳
細は個別通知で確認を
≪4か月児≫5月20日、6月10日の水曜
≪1歳6か月児≫5月13日・27日、6月
3日の水曜
≪3歳児≫5月15日・29日、6月5日の
金曜
　こども家庭係
　  800-2444  　 800-2513

■乳幼児歯科相談（予約制）
5月27日（水）9時30分～10時。区役
所1階福祉保健センターで 
   ・   電話でこども家庭係
（ 　800-2444 　800-2513）へ

提供会員・両方会員になるためには3日間の予定者研修の受講が必要です。現在もたくさんの人が活動
していますが、提供会員が足りません。泉区では提供会員さん募集中です！
（詳細は下記事務所へ）

利用者の声
・身内が近くにいないため、上の子の幼稚園のお迎えをお願いしまし
 た。上の子も提供会員さんになつき、助かりました。（利用会員さん）
・孫が遠くに住んでいるのであまり会えず、預かったお子さんが孫     
_のように可愛かったです。（提供会員さん）

木の洞の中

のき下 床下・戸袋の中

天井裏・壁の中

宿泊を伴う預かりや病児、
病後児の預かりはできません。

垣根・植込みの中垣根・植込みの中

■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
（　 800-2447 　800-2513）へ

〒245-0016 和泉町4636-2 泉区役所◯◯係 ※往復ハガキでの申込は、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 ●詳細は区ウェブページでもご紹介しています。
区庁舎の駐車場は有料です。 　マークはよこはま健康スタンプラリー対象事業です。

7～14ページは泉区版です 7～14ページは泉区版です

車内や荷台にかばん、工具等は置かないように！車上荒らし
増加中！
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◆ミニかしだしたいけんつき！ おはなし会
貸出し手続体験も。５月13日(水)16
時～16時30分。一人でお話しを聞け
る子
◆赤ちゃんと楽しむおはなし会
５月26日(火)11時10分～11時30分。
１歳６か月までの子と保護者、先着
15組
　５月19日９時30分から電話か窓口へ
◆講座「まずはここから！ 絵本の
　読み聞かせのコツのコツ」（全２回）
5月28日、6月4日の木曜、10時～12
時。区内・近隣区小学校で読み聞か
せを始めて間もない人、先着15人　 
　5月12日9時30分から電話か窓口へ
◆土曜おはなし会
6月6日(土)14時。5歳以上
◆親子で楽しむおはなし会
6月30日(火)10時30分～11時。1歳6
か月～3歳児と保護者、先着15組　 
　5月26日9時30分から電話か窓口へ

◆親子リトミックと読み聞かせ
5月16日(土)13時～14時30分。未就
学児と保護者　▶持ち物　上履き
◆初心者フラダンス教室（全３回）
5月26日～6月9日の火曜、10時～11
時30分。動きやすい服装で。先着15
人　　1,000円　　▶持ち物　タオ
ル、飲み物
　  5月12日9時から費用を添えて窓口へ
◆初めてのハーモニカ教室（全３回）
6月8日～22日の月曜、10時～11時
30分。先着15人　　1,000円　
▶持ち物 ハーモニカ（購入希望は
4,500円）
　 5月13日9時から費用を添えて窓口へ

◆ワンパクホリデイ人形劇場
「ころぽっく」ほか。5月16日(土)10時
～10時45分
◆小学生と大人の合同書道教室
　（全8回）
5月26日～10月27日の第2・4火曜。15
時30分～17時30分のうち1時間。小
学生15人、大人3人、各先着　　2,500
円　▶持ち物　書道道具
　 5月19日10時から費用を添えて
窓口へ

◆小学生おりがみ教室（全4回）
6月～9月の第1水曜、15時30分～17
時30分。小学生、先着15人　 400円
　 5月20日10時から費用を添えて
窓口へ

◆おもちゃの病院
5月16日(土)9時30分～11時30分
　5月15日までに、　・　・　を書い
てFAXか電話か窓口へ
◆夏を先取り！ ハワイアン・フェスタ
ハワイアンバンドとフラダンス。5月
23日(土)13時～16時
◆絵本だいすき！ 読み聞かせ
5月28日(木)11時～11時40分。幼児
と保護者
◆美と健康の骨盤矯正体操教室（全
5回）
5月29日～7月24日の金曜13時～
14時30分。先着15人　　1,500円
　5月12日～25日に電話か費用を
添えて窓口へ

◆お話会
5月22日(金)、6月9日(火)。11時
◆しんぜん院外教室「健康寿命」
5月29日(金)10時。当日先着100人
◆丹生谷佳惠プロデュース｢クラシック
　コンサートと音楽アラカルト｣
5月30日(土)14時～15時15分　　
　ドリンク付。800円（当日券1,000
円）、中学生300円（当日券500円）。
5月11日から窓口で
◆オリンピックまでに話そう～
　初心者英会話（全6回）
6月・7月の第1・3土曜と8月1日・22
日の土曜、15時30分～17時。中学生
以上、抽選10人　　3,000円　
　  5月30日10時15分に窓口へ

◆おはなし会
5月14日(木)・26日(火)、11時～11時
30分。幼児（保護者同伴）
◆ロビー展示「書道サークル花」
5月29日(金)～6月23日(火)
◆癒しのフラダンス（全6回）
6月3日～17日、7月1日～15日の水
曜、13時～14時。抽選15人　 1,200円    
　  5月20日13時～13時15分に窓口
へ

◆中田おひさまサロン
保育ボランティアと楽しもう。5月～3
月の第3金曜、10時30分～11時30分。
各日、当日先着40組　　1組100円
◆吊るしびな講座（全3回）
6月8日～22日の月曜、10時～12時。
先着10人 　 2,500円　▶持ち物　裁縫
道具　 5月11日～31日に電話か窓口へ
◆肩の痛みの予防と改善
6月12日(金)14時～15時。先着30人
　 5月11日から電話か窓口へ
　

◆書に親しむ（全12回）
6月3日～11月18日の第1・3水曜、9
時30分～11時30分。初心者、抽選10
人　　3,000円　　5月20日10時～
10時15分に費用とともに窓口へ
◆初めてのパソコン講座（全2回）
デジカメの取り込み・保存。6月22日・
29日の月曜、9時30分～12時。ノート
パソコンとデジカメを持っている人、
抽選8人　　500円　　6月8日10時
～10時15分に費用とともに窓口へ

◆パソコン教室（全4回）
インターネットの検索と暑中見舞い
ハガキ作り。5月25日、6月8日・22日、7
月6日の月曜、12時30分～14時30
分。先着5人 ▶持ち物 VISTA以降の
パソコン 　 1,200円
　 5月18日10時から費用を添えて窓口へ

◆フォンテ劇場
NICE EIJI! ～父まるだし～。5月23
日(土)14時～16時 【出演】丸福ボン
バーズ　   フォンテチケット 2,250円。
発売中
◆My Concert～私の音楽会～
　タンゴ・タンゴ・タンゴ！2
古典からコンチネンタルまで。5月
26日(火)14時～15時30分　   フォ
ンテチケット 1,350円。発売中
◆ホールでグランドピアノを
　ひいてみませんか？
6月8日・22日の月曜10時～21時、9
日・23日の火曜9時～21時　 　
　1枠1,800円（1時間）、2枠3,000円
（2時間）

※各60歳以上対象
◆なごみの広場
マイスターのいれるコーヒーで楽し
く過ごす。5月14日(木)10時～11時
30分　　100円
◆みんなで歩こう！
ノルディックウォーキング。5月16日
(土)9時30分～12時。抽選30人
　100円
　 5月15日までに電話か窓口へ
◆映画鑑賞会
　「青い山脈」「続青い山脈」
5月29日(金)12時30分～16時。当日
先着80人

◆げんきっこまつり
お絵かき、工作ほか。参加賞も。5月
24日(日)13時30分～15時30分（受
付は15時まで）。幼児（保護者同伴）
と小学生、先着120人

◆春のそば打ち体験
５月23日(土)9時～12時。先着5人　
1,1,500円　　５月11日から電話で

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出し・返却・予約。
5月12日・26日、6月9日の火曜。15時
10分～16時。緑園東公園で
　中央図書館サービス課
　 262-0050
◆里親制度説明会
5月29日(金)14時～16時。保土ケ谷
区役所（星川駅下車）で
  ・　横浜市西部児童相談所　 　
　331-5471　  333-6082
◆こども自然公園青少年野外活動センターで
〈バーベキューアドバイザー検定講習
会〉6月20日(土)10時～14時。小学5
年生以上、先着30人　　5,400円。
認定証発行費用別
〈ファミリークッキング〉一本うどん＆
白玉団子。7月18日(土)9時30分～
13時。保護者を含む8人以内のグル
ープ、抽選12組　　1,800円、小学
生1,600円、3歳～未就学児1,100円、
2歳以下300円 ※各詳細等はホーム
ページで
   ・ 　811-8444　　812-5778
　  www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa/

つ

●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
●往復ハガキでの申込は、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

当月11日～翌月10日を
目安にお知らせしています

泉図書館
〒245-0016 和泉町6207-5
　801-2251　  801-2256
　www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/
　library/chiiki/izumi/

泉区民文化センター
テアトルフォンテ

〒245-0016 和泉町3511-9
　805-4000　  805-4100

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

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1
　813-3984　  813-3986

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

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1
　803-2270

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300
　・　804-5133

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987
　・　805-3339

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11
　・　814-4050

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

その他のお知らせ

泉区役所 ウェブページで情報配信中！

横浜市泉区役所 検索 @izumi_yokohama

泉区版はここまでです

新年度が始まりました。街の中で青葉若葉が見られるように
なると、新しい目標に向かう気持ちがわいてきます。泉区の
取組もこの紙面で取り上げていきますのでお楽しみに！

よこはま健康スタンプラリー対象事業のものもあります。
ご活用ください。 よこはま健康スタンプラリー 検索
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