
　毎年「ふれあいと連帯のまちづくり」を大きなテーマに、多彩な行事と活動を行っています。
秋の「大運動会」、新春の恒例行事の「歩け歩け大会」では、多くの住民が参加しています。
　毎年６月に行われる連合主催の「ソフトボール大会」は大きな行事の一つです。今年もス
ポーツ推進委員や青少年指導員が中心となって運営し、9チームが熱戦を繰り広げ、親睦
を深めました。

　「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の啓発活動にも力を入れています。
　より深い理解のもとに年間を通して自治会運営がなされるよう、今年から「３Ｒ夢講習
会」の日程を６月に変更しました。
　「家庭から出るごみの減量方法」を学び、「現物によるごみの分別体験」を行うなどした結
果、活発な質疑応答もあり充実した内容となりました。
　これからも、スポーツや健康づくりを通して、住民の連帯感を強め、よりいっそうきれい
で住みよいまちづくりに取り組んでいきます。

　泉伝統文化保存会に属し、区制10周年記念事業の一環と
して旗揚げされた“いずみ歌舞伎”の保存・普及・継承のた
め、毎年10月に公演を行うほか、小・中学生への歌舞伎指導・
体験学習などの活動を行っています。

　この時期、毎週土曜日の12時30分～17時頃まで、区役所会
議室などで稽古を精力的に行っています。見学や体験参加も
できますので、是非お越しください！　
※当日の稽古場所については、事前にお問い合わせください。

地域活動支援係　　800-2391　　800-2507地域活動支援係　　800-2391　　800-2507

地域活動支援係　　800-2391　　800-2507地域活動支援係　　800-2391　　800-2507
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ふれあいと連帯のまち“和泉北部” 和泉北部連合自治会　会長　新井　永郎さん
あらい ながお

スリム

泉区版　／ 平成27（2015）年 9月号　●5

（平成27年8月1日現在）（平成27年8月1日現在）
人　口
世帯数
人　口
世帯数

153,978　人 
61,194世帯
153,978　人 
61,194世帯

泉区のいま泉区のいま

5～12ページは泉区版です

9月号月号 フォトコンテスト
応募作品から
フォトコンテスト
応募作品から

〒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



広告スペース 広告スペース

資源化推進担当　　８００-２３９８　　８００-２５０７

　区内にはさまざまな避難場所があり、種類ごとに機能が異なります。
　周りの状況に応じて避難できるよう、防災マップなどを活用
してそれぞれの避難場所への避難ルートを確認しましょう。
※自宅に火災や倒壊の危険がない時は、あえて避難の必要はありません。

　なかだ商店会と中田中央商店会
は、長後街道沿いに形成された商
店街です。
　「商店街の持つ魅力は何だろ
う？」をテーマに、人・物・環境・活
動・立地とさまざまな視点から、合
同の研修会に取り組んでいます。
今年12月末まで利用できるプレミ
アム商品券への対応や、地域コ
ミュニティーへの貢献・活性化に向けた創意工夫など、心の通い
合う元気な商店街づくりを目指して活動中です。
　お店で買物をするとき、気軽に声をかけてみてください。耳寄
りな情報を聞くことができるかも知れません。

　町内会など地域で取り決めて
いる、ひとまず避難するための
場所です。

　火災による熱や煙から生命・
身体を守るために、一時的に避
難する場所です。

　自宅で生活できない人が、一
定期間避難生活を送る場所です
（24か所の市立小・中学校等）。
　市内で震度５強以上の地震を
観測した場合、全て開設します。

　風水害発生時は、状況に応じて避難所を開設するため、広報車
やホームページでの情報を確認してください。

☆出産前後のママのこころと体の変化☆
●妊娠、特に出産後のホルモンバランスの変化は、こころや体の不安定さの原因に
なります。子育ては楽しい反面、睡眠不足や慣れないことで大変です。そのために
こころと体がついていかず、不調を感じることがあります。
　誰にでも起こる可能性がありますが、特に真面目ながんばり屋さんほどなりやす
い傾向があります。

日増しに日没時間が早くなります。自転車・自動
車は早めにライトの点灯を！
歩行者は、明るい色の服を着たり、反射材をつけ
るなどして、自分の存在をアピールしましょう！

　ママ自身は気づかないことも多く、パパや祖父母など家族の理解と協力が大切です。

　気になる時は、早めに相談してください。妊娠前から心療内科や精神科などに相談し
たことがある場合、出産前に医療機関に相談しておくと、出産後の子育てが安心です。

　区役所の助産師・地区担当保健師も妊婦さんやママたちを応援しています。
　お気軽にご利用ください。　

☆こころと体を軽くするために☆
●妊娠中から出産後の生活をイメージして、家族で話し合いましょう。
●早めに相談し、対応することが回復の近道です。

※症状としてあらわれやすい様子をあげています。診断は専門機関でな
ければできません。あてはまる症状があっても、産後うつとは限りません。

検 索
　区ホームページや泉区生活・防災（地震）マップで、お住まい
の地域の避難場所を確認できます。  泉区　避難のしかた

子育て支援担当　　800‐2447　　800-2513

危機管理担当　　800-2309　　800-2505地域活動支援係　　800-2391　　800-2507

区民事業係　　８００-２３９６　　８００-２５０７

生まれる前からこころと体の準備を ～産後うつ～生まれる前からこころと体の準備を ～産後うつ～

図書館に本を
寄贈しませんか！
図書館に本を
寄贈しませんか！

９月21日（祝・月）から30日（水）は
「秋の全国交通安全運動」期間です！
９月21日（祝・月）から30日（水）は
「秋の全国交通安全運動」期間です！

□ こんなことはありませんか？
□ 気分が落ちこむ　
□ 何をしても楽しいと感じられない　
□ 食欲がない　
□ よく眠れない、昼寝ができない
□ ささいなことにイライラ、落ち着かない　
□ 疲れがとれず、活動する意欲がわかない
□ 育児に自信がもてない　
□ 育児や家事に集中できない、決断できない
□ 涙もろく、心配や不安で頭がいっぱい

妊娠や出産は、喜びとともにいろいろな不安を感じることもあります。
そこで、妊婦さんやママ、家族の人たちに知ってほしいお話です。

身近な人

医療機関

区役所などの相談窓口

日 時 : １０月２４日（土）13時から　場 所 ： 戸塚自動車学校（泉区新橋町）
申込み ： 9月30日までに問合せ先へ
問合せ ： 泉警察署交通課交通総務係 　・　805-0110

「二輪車講習会・競技会」開催！「二輪車講習会・競技会」開催！

昨年の「二輪車講習会・競技会」の様子

　スラローム、一本橋等の特設コースを、いかに安全運転ができるか
を競う大会です。あわせて白バイの警察官による講習会も行いますの
で、原付バイク、自動二輪車の運転技術の向上を目指しましょう！

いっとき
避難場所

広域
避難場所

地域
防災拠点

種 類 概 要

なかだ商店会
中田中央商店会

全国の事例を学ぶことから始めました

なかだ商店会

中田中央商店会

立場
中田

　皆さんの家に読まなくなった本はありませんか？
　図書館に寄贈された本は、図書館の蔵書としたり、希望者に好
きな本をお持ち帰りいただいたりしています。
　本のリユースコーナーは図書館の他に区役所、資源循環局泉
事務所にもあります。
　ヨコハマ３Ｒ夢プランの視点からも、お互いのリユースをより積
極的に進めることが重要です。
　泉図書館の受入資料の３分の１は区
民の皆さんの寄贈によるものです。
　市立図書館では毎月「予約の多い本
５０」というリストをホームページに掲載
していますが、これら人気の高い本を
含め、本の寄贈をお待ちしています。
　本の寄贈については泉図書館にお申
し出ください。

スリム

包装紙、レシート、お菓子の箱、
裁断した紙などは「その他の紙」
として分別をお願いします。

① 汚れていない
② においが付いて
　 いない
③ 紙だけになっている
　（裏にアルミ貼りがな
　 いなど）

「リサイクルできる紙」
のポイントはこれです！

泉区マスコット
キャラクター　いっずん 「ヨコハマ３Ｒ夢」マスコット イーオ

1

3 4

??
古紙の分別で
「その他の紙」
って、どんな紙か
教えてずん。

「新聞」、「雑誌」、
「ダンボール」、「紙パック」
以外の「リサイクルできる紙」
のことです。

2

「その他の紙」もリサ
イクルできるずん！

安全生活係　　８００-２３９７　　８００-２５０７

検 索予約の多い本５０
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特集

「健康な毎日」を送るお手伝いをしています 10月１日(木)10時～15時、２日(金)10時～12時
会場 区役所１階 福祉保健センター

取り組もう！健康づくり
いつもの生活 ずっと笑顔で みんなの健康

　私たちの生活を豊かなものにしてくれる”健康”は、誰にとっても大切な財
産です。泉区では、皆さんが基本的な健康情報をそれぞれの生活に取り入れら
れるよう､応援しています。

　下の二つの絵の違うところは、それぞれの健康な生活を送るうえでの大切なポイントです。ヒントを参考にして探してみましょう！(答えは右にあります。)
ヒント 食生活

　バランスのよい食生活と減塩を続け、健康を維持することを
目標に活動しています。

　みなさんがいくつになって
も元気に生活できるよう、楽
しみながら継続して健康づく
りに取り組むことが大切で
す。保健活動推進員はそのお
手伝いをしています。

膝痛予防講演会
10月1日（木）13時30分～15時30分、区役所4階
4ABC会議室で。60歳以上の区民､先着100人
▶講師　野本　聡さん（横浜市東部病院 医師）
　・　9月14日～30日に、電話かFAXで高齢者
支援担当へ　　800-2435　　800-2513
姿勢測定・個別アドバイス
10月1日（木）10時～12時、40歳以上、先着40人
　・　9月14日から電話かFAXで高齢者支援担当へ
 　800-2435　　800-2513

　
10月30日(金)14時～16時、区役所１階栄養
相談室で。先着30人　
　9月14日から電話で健康づくり係へ　　
　800-2445

筋力の維持や増強、負担がかからない歩き方。
10月27日（火）9時45分集合、11時45分まで。
西が岡公園で。先着50人※小雨決行、荒天時29日（木）
▶講師　肥後梨恵子さん（かながわ健康財団　健康運動指導士）
※同じ内容の講座を会場を変えて11月に２回実施します。詳細
は10月号で　　　・　9月18日～10月16日に、電話か健
康づくり係（３階313窓口）へ　　800-2445

●野菜をたっぷり
　1日350グラムの摂取が目標です。
　区内にある野菜直売所で、旬の野菜を味わい
ましょう！
●塩分控えめ
〈減塩のコツ〉レモン・酢・カレー粉などのスパイス
やショウガ、ニンニクを味付けに利用しましょう。

●食事の時間
　夜、遅い食事は体に負担がかかります。
　食事は就寝2～3時間前には済ませましょう。

ヒント たばこ・アルコール
●たばこ
　　喫煙は、がんやCOPD（慢性閉鎖性肺疾患）な
　どの病気になるリスクを高めます。
　　禁煙方法には、ニコチンガム、ニコチンパッチ、
　飲み薬、自力でやめる、などがあります。
　　医療従事者と共に取り組むと、成功率が３倍
　になると言われています。区役所の無料禁煙相
　談をご利用ください。
●アルコール
　　飲酒量が増えると、がん、高血圧、脂質異常症
　などのリスクが大きくなります。

　歯周病は口の生活習慣病で、自覚症状がな
いまま進行します。誤嚥性肺炎や糖尿病、心臓
血管疾患などとの関連が分かってきました。
　歯磨きのポイントを知るなど、若いときから
口腔の手入れを続けることが重要です。

ヒント 口 腔

　生活習慣病の予防や改
善のためには、食事だけ
でなく、生活の中に無理な
く続ける運動を取り入れ、
日常的に身体活動量を増
やすことも大切です。

ヒント 運 動
　睡眠不足は疲労感をもたらし、肥満や
高血圧の悪化につながります。十分に睡眠
をとり疲労したからだとこころを回復させ
ましょう。

ヒント 休養・こころ ヒント けんしん

20グラムの目安
（アルコール別）
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決まった年齢に受ける
「検診」
　がん検診など、重い病
気の早期発見・早期治療
は、あなたやあなたの大
切な人の健康を守ります。

定期的に受ける「健診」
　自覚症状がない病気を
予防でき、病気にかかった
時も参考にできる大事な
データです。

地域での健康教室や健康
チェック、健康情報のお知ら
せほか、いろいろと健康づ
くりの推進をしています。

（左から）佐藤副会長、大久保会長、森田副会長
さとう おおくぼ もりた

（前列左から時計周りに）白幡会長、
武関副会長、横内会計、若林副会長

しらはた

ぶせき よこうち わかばやし

●健康長寿啓発  ●乳がん啓発　●食生活相談   
●お薬＆禁煙相談　●口腔ケア体験  
●体力測定（10月１日（木） 10時～12時）
●ノルディックウオーキング体験ほか
　（10月2日（金） 10時～12時）

●野菜350グラム測定ゲーム
●野菜つりゲーム（子ども向け）
●乾物を使った簡単野菜料理の試食
　各日先着70人。11時から受付

食に
関する
コーナー

体験・
情報
コーナー

当日参加 申込みが必要なもの

　横浜市けんしん専用ダイヤル
　8時30分～17時15分（日・祝・年末年始を除く）
　６６４-２６０６ 　 664-2828　

お得な情報、ツイッターで発信中！！

今週の予定今週の予定

泉区が発行して
いる「保存食品活
用レシピ」（回転
備蓄）、「いっずん
と減塩cooking」
にレシピを提供し
ています。

　　  自分の生活を見直し、健康な生活を目指してみませんか？　　　健康づくり係　　 800-2445　　800-2516

のもと さとし

ひご りえこ

日本酒
（度数15％）
１合 180㎖

ワイン
（度数12％）
グラス２杯
220㎖焼酎

（度数25％）
　100㎖

ウィスキー
（度数40％）
ダブル
60㎖

A B

二つの絵の違うところを探してみよう！二つの絵の違うところを探してみよう！

●ヘルスメイト（食生活等改善推進員） ●保健活動推進員

二つの
絵の違う
ところ

ビール
（度数５％）
１缶 500㎖

健康づくり活動フェア

減塩セミナー
「講話と減塩メニューの試食」

健康ウオーキング講座

純アルコール量の1日の適量は
男性は40グラム、女性は20グラムです。

　区役所１階の健康づくり
情報コーナーでは、自分で
血圧を測定できます。

「ブラシはフラット
・

3列、柄はまっすぐ
な

歯ブラシ」が磨き残
し

が少ないよ。

検 索よこはま健康ファミリィ

フラット

3列

まっすぐ
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※雨天時は9月27日（日）に延
期。地蔵原の水辺で。
　泉キャンドルナイト実行委員会
清水（　812-5184）へ
◆泉区ソフトテニスジュニア教室
10月～平成28年3月の日曜9時
～12時。5歳～小学生、先着30
人、中和田中学校他で。
　8,800円　　9月11日から電
話か、　、　、　、　、　を書いて
ＦＡＸかＥメールで泉ソフトテニス
協会藤原へ　　
　090-6014-6401
　812-4714
　yokohamaizumijunia@gmail.com
◆双子ちゃん集まれ!!
双子を子育て中の両親や妊婦
さんとの交流会。
10月8日（木）10時～11時30
分。区役所1階で。
　泉区双子サークルみどふぁど
齋藤（　804-3095）へ
◆映画「じんじん」
～絵本の力と親子の絆～
11月16日（月）13時～。先着50人
　600円　　・　9月11日から
（平日9～15時）費用を添えて泉
区シニアクラブ連合会
（　801-6008）へ

◆梅林でアイスクリームと蒸し
　パンを作ろう！
9月19日（土）9時30分弥生台駅集合
　300円　　・　9月17日まで
に自然の学校野遊び塾　翠川
（　・　803-9969）へ
◆横浜市歴史博物館見学と史跡探訪
9月19日（土）10時～16時。市営
地下鉄センター北駅改札口10時
集合。当日先着40人　　500円
ガイド料（他に入館料500円（65
歳以上の場合、入館料無料））　
　泉区歴史の会　山形
（　804-2953）へ
◆みんなの手話ダンス発表会
　「伝えよう心で」
9月19日（土）12時30分～15時
30分（12時開場）。戸塚区民文
化センターで。
　みんなの手話ダンス　中村　
（　080-5437-6430）へ
◆親と子のコンサート
9月20日（日）10時30分～12時。
泉公会堂で　　300円　
　・　9月11日から電話で泉区
ボランティアネットワーク　舩越
（　090-3092-5409）へ
◆泉キャンドルナイト
9月26日（土）12時～21時

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い合わせください。

地域の輪が広がるサロン活動

定
期
清
掃
か
ら
見
守
り

活
動
の
意
識
向
上
へ

泉土木事務所道路係　　800-2534　　800-2540

健康づくり係　　800-2445　　800-2516

企画調整係　　800-2331　　800-2505

■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へ
　800-2434　　800-2513
■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
■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
■よこはま子ども虐待ホットライン
　児童相談所
　0120-805-240（24時間受付）

■平成27年度食品衛生責任者講習会
9月28日（月）、10月14日（水）。各
回14時～15時30分、区役所1階1Ａ
会議室で
※食品衛生責任者本人が受講
各回先着30人　▶持ち物：食品衛
生責任者証　
　・　9月11日から電話か生活衛生
係（区役所3階314窓口）へ
　800-2451　　800-2516

■和泉保育園で
【①赤ちゃんコアラ】
ふれあい遊び、おもちゃ作りなど。
10時～11時30分　
▶持ち物：着替え、おむつ、タオル、
飲み物（保護者用）

≪きらきら≫9月24日（木）。
7～12か月までの子と保護者
≪ぴよぴよ≫10月8日（木）。
６か月までの子と保護者
【②コアラひろば】
「ミニ運動会を楽しもう」
10月19日（月）10時～11時15分。
1歳～未就学児　▶持ち物：着替え、
おむつ、タオル、飲み物（保護者用）
　・　①当日直接。②10月5日から、
平日9時30分～15時に電話で和泉保育
園へ　　803-1483　　803-1137
■北上飯田保育園で
【交流保育】
リズム遊びやランチで交流を。
9月17日（木）10時～12時。2歳～
未就学児と保護者、先着5組　　　
　320円
▶持ち物：エプロン（食事用）、タオル、
着替え、紙おむつ（必要に応じて）。
　・　9月11日～16日、平日9時30
分～16時30分に電話で北上飯田保
育園へ
　803-7889　　803-7942
■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≫9月30日の水曜
≪1歳6か月児≫
9月16日、10月7日の水曜
≪3歳児≫9月18日、10月9日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513
■乳幼児食事相談（予約制）
10月6日（火）
≪乳幼児食生活健康相談≫
9時～11時。乳幼児の保護者

≪離乳食教室≫
13時30分～15時。2回食ころの第1子
　・　各4日前（土・日・祝日を除く）
までに健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516

■地域子育て支援「いずみっこひろば」
幼稚園や保育園の紹介など。
9月18日（金）10時～15時、19日
（土）10時～13時。立場地区セン
ターで。6歳までの子と保護者
　こども家庭係　
　800-2444　　800-2513
■～泉区 魅力発見！～
フォトコンテスト《冬春期》写真展
9月30日（水）～10月6日（火）10～
19時、初日は15時から、最終日は
13時まで。泉区民文化センターテア
トルフォンテで
　企画調整係　
　800-2331　　800-2505

■生活習慣改善相談（予約制）
午前：9時～11時　
＜食生活健康相談（栄養士）＞
9月18日（金）、30日（水）の午前
＜生活習慣相談（保健師）＞
9月30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へ
　800-2445　　800-2516
■エイズ検査（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。受付随時
　・　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※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

■胃がん検診（エックス線撮影）
11月10日（火）9時から、40歳以上、
40人（年度に1回）　　1,570円
　10月9日～23日の9時～12時に
電話で神奈川県結核予防会
（　251-2363）へ※受診料減免の
詳細は健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516

元気の出るまち 泉
～第2期泉区地域福祉保健計画～

　上飯田団地地区では、「安心して暮らし続けることができるまちづくりを目指
して」を掲げて、以下の内容を今年度の目標としています。

●見守り推進会議を組織化し、地域の見守り活動の報告、情報共有及び意見交換の場とし
て、年４回「見守り会議」を実施しています。　

●団地内の定期清掃で、「階段掃除は月一度大切にしよう『お元気ですか』のよい機会」を合
言葉にして、あいさつを交わしたり、回覧やちらしの掲示での声掛け、熱中症予防の訪問
などの見守りや安否確認を行っています。

　　さらに、区内で高齢化が一番進んでいるため、一人暮らし高齢者等の見守り活動も
行っています。

●多くのサロン活動が行われており、参加を通じて交流が図られ、見守りにつながっています。

「大切にしよう『お元気ですか』声をかけあう関係づくり」
上飯田団地地域福祉保健計画推進員会　委員長　佐野　瞳

さの ひとみ

● 明るいあいさつ　　　　　● 定期清掃や階段単位での日頃の見守り
● 新規入居者への声掛け　　● 緊急時での協力体制
● 「見守り会議」の継続

事業企画担当　 　800-2433　 　800-2516

道路改良・歩道設置を進めています道路改良・歩道設置を進めています

和泉町の一部で住居表示を実施和泉町の一部で住居表示を実施

結核は過去の病気ではありません結核は過去の病気ではありません
●毎年9月24日～30日は「結核予防週間」です
　　結核は、日本では今でも年間約2万人の結核の届出があ
り、約2千人が亡くなっている重大な感染症です。

●結核は誰もがかかる可能性のある病気です
　　結核を発病した人が咳やくしゃみをすると、結核菌を含
むしぶきが空気中に飛び散ります。それを周りにいる人が
吸いこみ、菌が鼻、のど、気管支の働きで排出されず、肺ま
で侵入すると感染します（空気感染）。

●感染しても全員が発病するわけではありません
　　結核に感染しても、通常は免疫力により結核菌が増える
のを抑えていますが、その力が落ちると発病します。

●発病すると、こんな症状が出ます
　　結核の初期症状はかぜとよく似ており、咳や痰、微熱
や寝汗、体重減少や倦怠感などです。このような状態が
2週間以上続いたら結核かもしれません。迷わず受診し
ましょう。

　　高齢になると咳や痰などの症状がないことも多く、活
気がない、どんどん食が細くなる、急に痩せてきたなど
の症状も結核の可能性があります。早めに医療機関を受
診しましょう。

●いますぐ取り組める予防方法は
　　結核は、免疫力が低下したときに発病します。日頃から、
十分な休養、バランスの良い食事、適度な運動を心がける
ことが大切です。

　

　下和泉地区センター付近の道路は、湘南台駅と立場駅を
結ぶ路線バスなどが多数走行しています。歩行者の通行も
多い箇所ですが、歩道
が整備されていません。
　そこで歩行者の安全
と車両のスムーズな通
行を確保するため、歩道
設置及び車道拡幅を行
い、今年度中の完成を
目指しています。

県道横浜伊勢原（長後街道）

立場交差点

萩丸交差点

歩道設置箇所

至戸塚方面

市営地下鉄
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下和泉地区センター

原田

大丸

■延 長 130m
■幅 員 　 9m
　（歩道含む）

　9月7日（月）に住居表示が実施され、和泉町の一部が「和泉
中央南四丁目」、「和泉中央南五丁目」に変わります。

泉区社会福祉協議会からのお知らせ
　802-2150　　804-6042

■中田地区の歴史探索と竹巻寿司作り体験
10月17日（土）9時30分～13時30分、小・中学生、先着40人　　100円
　9月11日～10月7日に電話か、　・　・　・　・　を書いてFAXで　　

泉区総合庁舎では、トップライト（天窓）の防水工事を実施しています。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いします。

相鉄いずみ野線
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けんたいかん

歩道設置箇所

原田バス停

道路拡幅部分

下和泉地区センター

歩道設置部分

2週間以上
咳が続く

2週間以上
微熱がある

体重が
減少する

体がだるい

市民局窓口サービス課住居表示担当
671-2320　　664-5295

気がかりな時はお気軽にご相談ください

〒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。
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保育園児が描いた「どうぶつ絵画展」9月24日(木）～30日（水） 区役所3階に展示
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◆赤ちゃんとたのしむおはなし会
9月29日(火)11時10分～30分。1歳
6か月までの子と保護者、先着15組
　9月18日9時30分から電話か窓口へ
◆土曜おはなし会
10月3日（土）14時。5歳以上（保護
者同伴可）
◆はじめての相続・遺言講座
10月4日（日）10時～11時30分。先
着15人※終了後、希望者に個別相
談あり、11時30分～12時。先着6人
　9月11日9時30分から電話か窓口へ

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

◆ワンパクホリデイ人形劇場
「しっぽをとられた狼」。9月19日
（土）10時～10時45分
◆懐かしい名画の上映会劇場版
「菊次郎の夏」。9月30日（水）13時
～15時。当日先着80人
◆羊毛フェルト「あなたのお気に入
　りを作品に」（全5回）
10月3日～12月5日の土曜、13時～
14時30分。抽選15人　　2,200円
　9月19日10時に窓口へ

下和泉地区センター
〒245-0022 和泉が丘1-26-1
　805-0026　  805-0028

◆文化祭・スポーツクラブ協賛
《作品展示》10月3日（土）12時～
18時、４日（日）9時～15時　《演
技》4日（日）9時～13時30分　《ス
ポーツクラブ》4日（日）10時～12時
※喫茶コーナー有

葛野コミュニティハウス
〒245-0014　中田南5-15-1
　・　805-0487

◆初めてのパソコン講座　Part2（全2回）
住所録と年賀状。10月26日、11月9
日の月曜。9時30分～12時。初心
者、抽選8人　▶持ち物　ノートパ
ソコン　　500円　
　10月12日10時～10時15分に費用
とともに窓口へ

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

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

◆踊るパーカッション FUNCUSSION!!
10月3日（土）15時30分～17時
▷チケット　フォンテチケット1,800
円。販売中
◆ホールでグランドピアノをひいて
　みませんか？
10月13日（火）～15日（木）。詳細
は　 で

◆ロビー展示
すみ絵サークル和墨会作品。9月11
日（金）～10月7日（水）
◆子ども折り紙教室
9月12日（土）15時～17時。当日先
着20人（幼児は保護者同伴）
◆初心者向け太極拳教室（全6回）
9月28日～11月30日の月曜、13時
～14時。抽選20人　　1,200円　
　9月14日10時に窓口へ

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

◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
9月19日（土）14時～15時15分　
▷チケット　ドリンク付。800円（当
日券1,000円）、中学生300円（当日
券500円）。9月11日から窓口で
◆8センチの似顔絵クッキーを焼こう
9月21日（祝・月）10時～12時。幼児・
小学3年生以下の親子、抽選12組　
　500円　　9月13日10時に窓口へ
◆なかがわ寄席「落語を楽しむ」
10月21日（水）13時～14時30分　
▶出演　桂歌助（落語芸術協会　
真打）　▷チケット　500円（当日
600円）。9月23日から電話で

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

かつらうたすけ

◆お月見デュオライブ
篠笛と和太鼓。9月20日（日）15時～
16時　《野点（有料）》14時から　
　200円
◆野鳥巣箱作り
10月4日（日）9時30分　　500円
　9月12日から電話で
◆館寄席「立川志の八独演会」
10月18日（日）13時30分。先着50人
　500円（お茶つき）　
　9月20日から窓口へ

天王森泉館
〒245-0016　和泉町300
　・　804-5133

し はち

◆秋の“アフタヌーン　ギターコンサート”
10月3日（土）14時～15時。先着24
人　 200円（飲み物付き）　　9月
12日9時から費用を添えて窓口へ

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

　3,000円　　9月12日から電話か
費用を添えて窓口へ
◆着付けで自分磨き（全6回）
9月25日～12月11日の金曜、13時
～15時。先着15人　　1,500円　
　9月12日～20日に電話か費用を
添えて窓口へ

◆キッズフェスタ
9月26日（土）。各先着　○9時30分
～12時　《①人形すくい》100人　
　1回50円　《②工作》万華鏡ほ
か。50人　《③めざせチャンピオン》
射的ほか。100人　▶持ち物　上履
き　○10時～12時　《④こどもお
茶会》茶道体験。18人　　100円　
《⑤ピザづくり》30人　　100円　
▶対象　①②③中学生以下（小学2
年生までは保護者同伴）、④小学3
年生～中学生、⑤小学生　
　①～③当日直接。④⑤9月11日～
18日に電話か費用を添えて窓口へ
◆暮らしの中の茶の湯教室（全10回）
9月30日～2月10日の水曜、12時
30分～14時30分。先着10人

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

◆パソコンで作るオリジナルカレンダー
　（全5回）
10月16日～11月13日の金曜、10
時～12時。ローマ字入力ができる
人、抽選10人　▶持ち物　パソコ
ン　　3,000円　
　9月18日10時～10時15分に費用
とともに窓口へ

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

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

◆遊ぶ！　学ぶ！　交通安全
パトカー・白バイ展示、ビンゴゲー
ム。9月26日（土）10時30分～11時
30分。幼児（保護者同伴）と小学生

◆子育て仲間「ぽんぽこパートⅡ」（全5回）
10月～2月の第2木曜、10時～12時。
1歳6か月～3歳児と保護者、抽選35
組　　9月22日までに電話か窓口へ
◆かがやき健康体操 男性教室（全12回）
10月～3月の第2・4土曜、13時30分
～14時30分。60歳以上の男性、先
着20人　　500円　　
　9月15日から電話か窓口へ

いずみ中央地域ケアプラザ
〒245-0016　和泉町4732-1
　805-1700　　805-1798

※各60歳以上対象
◆歌声ひろば
9月14日（月）13時30分～15時30分
◆映画鑑賞会
「哀愁」（1940年）。9月29日（火）
13時～15時。当日先着80人
◆趣味の教室
各抽選　《①紅茶を楽しむ会》マサ
ラチャイ。9月27日（日）10時～12
時。20人　 500円　《②陶芸教室
（全12回）》10月～3月の第1・3土
曜、9時30分～15時。16人
　毎月3,000円、計18,000円　《③

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

ノルディックウオーキング（全10
回）》10月3日～12月19日の土曜、
9時30分～12時。30人　　300円
《④ウクレレとハワイアン（全12
回）》10月～3月の第1・3水曜、10
時30分～12時。20人　▶持ち物　
ウクレレ　　2,000円　《⑤健康体
操（全20回）》10月8日～3月24日
の木曜、13時～14時30分。20人　
　400円　《⑥優しいヨガ（全12
回）》10月～3月の第2・4水曜、14
時45分～16時。20人　　300円　
　①9月7日～19日に電話か窓口
へ。②～⑥9月19日までに、②④往
復ハガキに　・　・　・　・　を書いて
送付か窓口にハガキを持参、③⑤⑥
ハガキを窓口へ

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。9
月15日・29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
◆映画｢うまれる　ずっと、いっしょ｡｣
10月5日（月）9時30分～11時30
分。テアトルフォンテで。先着100
人。6か月～未就園児の託児あり、
先着20人　　・　9月11日9時30分
から電話か泉区地域子育て支援拠
点すきっぷ（火曜～土曜、いずみ中
央駅下車）へ
　805-6111　　805-6122
◆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「鉄板勝負」》
10月17日（土）9時30分～14時。抽
選12組　《ほのぼのファミリーキャ
ンプ秋》10月24日～25日。抽選18
組　《おひさまクラブ３（全7回）》11
月4日～12月16日の水曜。抽選25組
※各詳細、申込方法は　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
　 www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa/

その他のお知らせ

●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
●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

泉区版はここまでです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

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

　秋の台風は、秋雨前線を刺激し、大雨を降らせることが
あります。昨年、10月に区内で１時間に最大74.5ミリの雨が
降りました。大雨や土砂災害に対する備えを確認しましょう。




