
泉区版　／ 平成27（2015）年 12月号　●7
7～14ページは泉区版です

区役所２階　２Ａ会議室
平日 ８時４５分～16時45分
第2・4土曜日 9時～16時30分
通知カード、区役所から届いた交付通知書（はがき）、
運転免許証等の本人確認資料、住民基本台帳カード
※持っている人は必ずご持参ください。
無料（初回交付のみ）

制度全般・事前予約について
横浜市マイナンバー制度コールセンター　　0570-045-506
（詳しくは４ページに）
臨時交付窓口については戸籍課登録担当へ

地域活動支援係　　800-2391 800-2507

登録担当　　８００－２３４５　　８００－２５０８統計選挙係　　８００－２３１５　　８００－２５０５

今年の連合まつりの様子（金管バンド）

今年の連合まつりの様子（紙芝居）

わがまちＩＺＵＭＩ
豊かな自然に恵まれたまち 富士見が丘連合自治会会長　菊川 久義さん

きくかわ ひさよし

「明るい選挙」を
　　　実現するために

2016年夏の
参議院議員選挙は
18歳から

～投票にイコット！！～

　いずれの行事も地区社会福祉協議会、地区経
営委員会、各種委嘱委員の皆さん、地域内の学
校など各種組織・団体と連携し、地域全体で対応
しています。
　環状４号線が平成18年度に開通し、沿道がにぎわいを増しています。旧深谷通信所の跡地利
用が検討されていることや、ゆめが丘・下飯田駅周辺の開発が進行していることなど、今後が
楽しみな地域です。

　富士見が丘連合自治会は泉区の最南部にあり、約3,000世帯で構成されています。
　田畑や山林など豊かな自然を有し、由緒ある神社仏閣も数多くあります。
　四季折々の自然に誘われ、ウオーキングする人や川辺や里山を散策する人、名所旧跡
を訪ねる人などでにぎわっています。
　富士見が丘連合自治会では、10月に行われた連合まつり、１月に行われるどんど焼きや
マラソン＆ウオーキング大会など、多彩な催しで地域の親睦を図り、絆を深めています。

1月から個人番号カードの
交付が始まります
ー 希望者のみ、要事前予約 ー

1月から個人番号カードの
交付が始まります
ー 希望者のみ、要事前予約 ー

〈個人番号カードイメージ〉

※

横浜市選挙管理委員会のマスコット
イコットＪｒ．（ジュニア）

問合せ

場    所
受付時間

持 ち 物

手 数 料

　泉区明るい選挙推進協議会は、選挙が公正で適正に行わ
れることや、有権者の積極的な投票参加などを推進するため
の団体です。
　主な活動は次のとおりです。

　三ない運動（贈らない、求めない、受け取らない）の推進。
※政治家が選挙区内の人にお金や物を送ることや有権
者が寄付を求めることは法律で禁止されています。

　投票の呼び掛け、泉区民ふれあいまつりへの参加やわ
いわいファミリーフォーラム開催などの啓発活動を行って
います。

区役所の臨時交付窓口でお渡しします。
積極的な投票参加に向けた啓発活動

きれいな選挙の推進

　平成28年１月から希望する人に個人番号（マイナンバー）カード
を交付します。受け取るためには、郵送による申込みが必要です。
　申込み後、区役所から交付通知書（はがき）が届いたら、事前予約を
して区役所の臨時交付窓口にお越し下さい（詳しくは４ページに）。

平成27年9月1日現在平成27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
国勢調査中のため、

9月1日現在の数値を掲載

人　口
世帯数
人　口
世帯数

　　　153,945  人 
61,221世帯

　　　153,945  人 
61,221世帯12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 ※取扱業務についてはお問い合わせください。※取扱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
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広告スペース 広告スペース

最優秀賞

優秀賞

何も手がつけられずに廃棄
された「手つかず食品」は
どれくらいあるずん？

横浜市民全体ではおよそ
２万トン！　これは年間一人
あたり約５キログラム、金額
に換算すると約4,000円に
なるんだって！

そこで10日と30日は冷蔵
庫をチェックして「手つかず
食品」を減らす運動をして
いるんだ。

チェックしたら忘れずに使
うずん♪

ヨコハマ3Ｒ夢
マスコット　イーオ

スリム

へら星人
ミーオ

□ 賞味期限・消費期限
　 が近い食品
□ 肉・野菜・魚などの
　 傷みやすい食べ物

チェックする項目
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 31

10

12月

30

=泉区マスコット
キャラクター
いっずん

　災害時のけがや病気は、症状の重さに応じた医療機関等で診
察や手当を受けます。
　日頃から、近くの医療機関を確認しておきましょう。

　「泉区まちづくりみらい塾」は、地域活動を始めた人やこれから取り
組みたい人などを対象に、地域や地域活動について学ぶ講座です。
　９月19日には「まち歩き　初めの一歩」
と題してまちを巡り、良いところや課題な
どを探して地図に落とし、みんなで共有す
る作業を行いました。
　普段は通り過ぎてしまうような道でも、
注意して見るとさまざまな発見がありまし
た。普通に歩くよりも何倍も時間がかかり
ましたが、地図上にはそれぞれの視点から
の書き込みがされ、地域の一部ではありま
すが、まちの様子について、深く知ることが
できました。
　この講座は３月まで続きますが、その後
の活動に生かせるよう、楽しみながらも真
剣に取り組んでいます。

横浜マイスターの称号に輝く！
　今年度選定された「横浜マイスター」の
5人の中の1人。きょうも美容室「ウェルカ
オリ」で、お客様の髪質、骨格、ご希望に合
わせたヘアスタイルを仕上げています。

　泉区商店街連合会に加盟する9商
店会239店舗（平成27年6月現在）の
中から、最近話題にあがったお店を紹
介します。

「ガチめん！」で銅賞に！
　今年の「ガチでうまい横浜の商店街ナ
ンバーワン決定戦」で龍球飯店・ソーキ
そばが銅賞を受賞しました。自慢の一杯
には、本場沖縄の味が詰まっています。

有名店シェフとガチコラボ！
　「ガチコロ！」で銀賞を受賞した村井肉
店と元町SHIMOMURAの下村シェフ
が共同開発したクリームコロッケ「バジ
ルの香り」。期間限定品でしたが、素材
を工夫して、販売を続けています。

　大活字本とは、高齢者などが読みやすいように、文字の大きさや行
間などを調整し、大きな活字で組み直した本です。
　一般的な文庫版の文字は1文字9～10ポイント（約３～3.5ミリ）程度
の大きさですが、大活字本では12～22ポイント（4.2～7.7ミリ）と、か
なり大きい文字を使っています。
　図書館では、小説やエッセイを中心に大活字本を貸し出しています。
　もとの版では１冊のものでも大活字本では３分冊程度になってしまい
ますが、小さい文字では読みにくい
人は、ぜひご利用ください。

　泉図書館では、館内で利用でき
る拡大鏡や老眼鏡の貸出しも行っ
ていますので、お気軽にお申し出く
ださい。

●入賞作品
（最優秀賞・優秀賞・佳作）
12月11日（金）～20日（日）
立場駅および中田駅の
区民ギャラリー

●応募全作品と宮の台幼稚園
　園児の交通安全ぬり絵作品
12月14日（月）～25日（金）
区役所４階 廊下

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

安全生活係
800-2397　 　800-2507安全生活係　　800-2397　　800-2507

災害時の医療体制防災知識の泉

地域振興課 ３階 ３０８窓口

地域振興課 ３階 ３０８窓口

地域振興課 ３階 ３10窓口

・ 短い時間でも、必ず鍵をかける。
・ 元からついている鍵のほか、ワイ
  ヤー錠などでツーロックする。

　区内小学生に「交通安全」をテーマにしたスローガンを募集したところ、
5,179点の応募がありました。その中から選ばれた受賞作品を紹介します。

　みなさんのちょっとした防犯意識が犯罪を減らしま
す。犯罪のない、安全・安心な泉区をつくりましょう！

身近な犯罪への対策身近な犯罪への対策 最優秀作品が決定！

展 示

泉区役所掲示板

対策

・ バッグなどは建物側に持つ。
・ 周囲への警戒心が低くなるため、歩
  きスマホなどはやめる。対策

区内の発生件数（10月末時点）

自転車盗･･･105件

ひったくり･･･7件

「スマホより　いのちがだいじ　前を見よう」
和泉小学校 ４年　長谷 知磨さん

はせ　　 かずま

「まがりかど　かくにんしよう　みぎひだり」
中和田小学校 ２年　加藤 日和さん

かとう　　ひより

「あんぜんうんてん　じてんしゃだって　車だよ」
下和泉小学校 ２年　宮本 礼さん

みやもと　れい

「自てん車に　のったらわたしも　うんてんしゅ」
西が岡小学校 ３年　小此木 葉さん

おこのぎ　　よう

「ゆずり合い　少しのゆとりが　身をまもる」
和泉小学校 ６年　佐久間 鈴花さん

さくま　　 すずか

「かんがえて　かぞくのえがお　どうなるの」
和泉小学校 ５年　相上 鈴音さん

あいがみ　　れね

地域活動支援係　　800-2391　　800-2507

資源化推進担当　　800-2398　　800-2507

区民事業係　　800-2396　　800-2507 地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

泉区商店街
おいでよ！
あなたの町の泉区商店街

おいでよ！
あなたの町の

中田中央商店会

（協）上飯田ショッピングセンター

毎月23日は
市民読書の日 「大活字本」をご利用ください。

だい　 かつ　じ　　ぼん

いずみ中央相鉄ライフ商店会

新中川病院
医療法人社団昌和会 いずみ中央病院
医療法人横浜柏堤会　戸塚共立リハビリテーション病院
医療法人光陽会 横浜いずみ台病院
湘南泉病院
社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院

池の谷 3901
和泉中央南 4-4-3
和泉町 4259-1
和泉町 7838
新橋町 1784
西が岡 1-28-1

災害時救急病院 所在地
※診療可能な病院・診療所は、「診療中」の旗を掲示します。

重症

中等症

軽症

極めて軽度の負傷

近隣区の災害拠点病院
　● 横浜医療センター（戸塚区）
　● 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（旭区）

区内の災害時救急病院
　● 区内６病院（下表参照）

診療所、地域防災拠点での
巡回診療

住民の自助・共助による応急手当、
保健師等による巡回健康相談等

診
療
中

イーオといっずんの３Ｒ夢な暮らしイーオといっずんの３Ｒ夢な暮らし
ス　　　リ　　　ム

まち歩きの様子

地図を使ってポイントを発表

地域活動を学び、実践に生かす
－「泉区まちづくりみらい塾」－

イーオ ミーオ

－ 10日と30日は冷蔵庫を
 　チェックするゾウ 　  編 －
－ 10日と30日は冷蔵庫を
 　チェックするゾウ 　  編 －

1,0001,0001,0001,000

○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

新田 景子さん
にった けいこ

吉浜 久治さん
よしはま

村井 久恵さん・敏美さん
ひさえむらい としみ

ひさじ
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暮れの大掃除にはチェックポイントを確認しましょう。　  　　　泉消防署予防課　　　・　 801-0119

特集

「守る」　安全で安心なまち泉区をめざして 地域の安全・安心を支えている消防団！

自宅の住宅用火災警報器のチェックポイント消火器のチェックポイント 劣化によるひび割れなど

さび

日  時:平成28年1月5日（火）
　　　 10時～11時30分
会  場:泉公会堂、和泉遊水地
内  容:郷土芸能、救助演技、放水演技ほか
問合せ:泉消防署 庶務課 　・　801-0119

引きひも

警報停止ボタン

※期限を過ぎた消火器は販売店などに
　リサイクルを依頼しましょう。

室内のチェックポイント

火の用心は身近なところから

　本来の仕事や学業、家事などをしながら、災害時など地域のために活動しています。
　横浜市では20の消防団が地域の安全・安心を守っています。

●消防団ってなあに？

団員のコメント

　昭和61年に戸塚区か
ら分区した時に泉消防
団が誕生しました。
　泉消防団では平成10
年度に女性消防団員の
採用を始めてから多く
の女性団員が活躍して
います。

申込みは随時受け付けています。

申込み・問合せは泉消防署庶務課へ
電話・FAX ８０１-０１１９

●家族に何かあった時のために入団しま
　した。福祉施設で働いているので、仕事
　にも生かせます。（40代女性）
●今まで以上に地域の人と触れ合う機会
　が増えました。防災訓練やAEDの講習
　の指導などで皆さんに喜んでもらえる
　のがうれしいです。（30代女性）
●仕事が忙しくても消防団の活動が負担
　に感じたことはありません。火災現場で
　は地元を守っているという気持ちで活
　動しています。（50代男性）

　普段は応急手当の指導など
を行っていますが、10月の横
浜市消防操法技術訓練会で市
内の女性団員を代表して小型
ポンプ操法の展示をしました。
　大変でしたが、よい経験にな
りました。
　大好きな泉区で私たちと
いっしょに活動しませんか。

　18歳以上の泉区に居住、勤務または在学し
ている人であれば男女を問わず誰でも入団
できます。

●誰でも入れるの？

女性消防団員が活躍中！

□ こんろやストーブの近くに燃えやすいものを置い
　　ていませんか。

調理中はその場を離れないようにしましょう。
こんろやストーブの周りは整理整頓を心掛けましょう。
特にストーブの近くでスプレー缶を使用すると引火の
おそれがあります。

□ ガスホースは傷んでいませんか。
ゴムが劣化したガスホースはガス漏れの原因になりま
す。すぐに交換しましょう。

□ ストーブの火をつけたまま給油をしていませんか。
ストーブを使用したまま給油すると灯油に引火する可
能性があり危険です。火を消してから給油しましょう。

□ コンセントをたこ足配線にしていませんか。
加熱して発火するおそれがあるたこ足配線は避けま
しょう。

家の周りのチェックポイント
□ ごみは指定されていない日時、場所に出していま
　  せんか。

放置されているごみは放火による火災の原因になる
ことがあります。
ごみは決められた日時、場所に出しましょう。

□ 家の周りは暗がりになっていませんか。
家の周りを明るくして、放火させない環境を作ること
が大切です。

□ 車庫などの施錠を忘れていませんか。

物置・車庫は施錠するなど放火対策をしましょう。

横浜消防マスコット
キャラクター「ハマくん」

12月20日（日）～1月4日（月）
年末年始消防特別警備
を実施します。

で   ぞめで   ぞめで   ぞめで   ぞめ

泉消防団では消防団員を募集しています！
一緒に泉区の安全・安心を守りませんか。
みんなの笑顔を守るため、あなたの力を
貸してください！

泉消防団では消防団員を募集しています！
一緒に泉区の安全・安心を守りませんか。
みんなの笑顔を守るため、あなたの力を
貸してください！

活躍している女性消防団員

泉区マスコットキャラクター　いっずん

いずみ中央駅

いずみ
中央駅

相
鉄
い
ず
み
野
線環状

4号
線

長後街道

4池

3池
和泉遊水地

泉公会堂

泉区総合庁舎前

泉区役所

和泉坂上

泉区総合庁舎東側
地蔵原の水辺

和泉
川

会場

□耐用年数を過ぎていませんか。

□さびたり、腐食はしていませんか。

□大きな傷や変形した箇所は
　ありませんか。

　初めて取り付けた時や取付場所を変
更した時などは点検しましょう。

★点検方法
①警報停止ボタンを押す、また
　は引きひもを引っ張る。
②警報音（ブザーまたは音声）が
　鳴ります。

※警報音が鳴った時には本当に火災が発生していないこ
とを確認して警報停止ボタンを押してください。

主な火災原因
①放火（放火の疑いを含む）・8件　②たばこ・4件　③こんろ・2件

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月

5件 3件 3件 3件 3件
2件 2件

6件
4件

0件
2件 2件1件

10件 泉区内で発生した昨年の火災件数（31件）

市内の火災現場

泉消防署 はしご消防車

横浜市消防操法技術訓練会での第五分団

　泉区では1月から10月31日までの間に23件の火災が

発生しています。安全・安心なまち泉区をつくるには、自

助・共助・公助の連携が大切です。火災は一人ひとりの意

思と適切な行動で防ぐことができます。まずは自分でで

きることをチェックしてみましょう。

　災害時に地域に密着し、即時に対応できる消防団は地域にとっては

欠かせない存在になっています。そんな消防団の活動を紹介します。

全国女性消防団員活性化大会の様子

 ・ 消火・救助活動
　火災や大規模地震時に消防職員と連携して消火や救助活動などを行っています。
　災害時には地域を知り尽くした消防団の救助活動は大きな力になります。

 ・ 防災・応急手当指導
　地域住民の皆さんや企業・学校などに対して防災や応急手当の指導など、防災・減
災に向けた啓発活動を行っています。
　負傷した人や急病で倒れた人への対応などさまざまな指導をしています。　

●消防団ってどんな活動をしているの？
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（二俣川駅南口～緑園都市駅～
 　　　　  緑園地区循環～緑園都市駅）

（弥生台駅～緑園都市駅～緑園地区循環
  ～緑園都市駅～弥生台駅）

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。

■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
■女性福祉相談
家族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）

検 索

■いずみ区民活動支援センター嘱託員
市民活動・生涯学習活動の相談、講
座等の企画ほか。選考２人。書類選
考（小論文）、面接（２月中旬）
▶採用　４月１日　
▶募集　12月10日～1月8日
※詳細は募集要項（問合せ先か、い
ずみ区民活動支援センター、区内地
区センター、区ホームページ）で
　・　区民事業係
　800-2395　　800-2507
■平成28年度保育所等二次利用申
請・「泉の郷保育園」認可保育所に移行
《二次申請》▶受付　１月４日(月)～
２月10日(水)　▶申請方法　郵送
（必着）か窓口（８時45分～17時）へ
《泉の郷保育園》２月から認可保育
所に移行。新規利用申請は１月８日
まで区役所で。詳細は泉の郷保育
園へ（　392-6696）
　こども家庭係（２階２10窓口）
　800-2413　　800-2513
※詳細は利用案内（区役所、区内認
可保育所などで配布）か
 泉区　保育所　申込み  　　　　 で
■新しい「生活・防災マップ」
「和泉中央南４丁目」「和泉中央南５
丁目」の住居表示に対応。12月１日
から広報相談係で配布中
　広報相談係
　800-2337　　800-2506

募 集・案 内

◆泉区さわやかスポーツ
　グラウンドゴルフ大会
2月28日（日）8時45分～13時。
和泉遊水地３・４池で。中学生以
上、抽選32チーム　※雨天中止
　1,000円（保険代ほか）
　・　12月15日～1月20日に、
往復はがきに　・　・　・　・　・
チーム名・メンバー氏名を書い
て、泉区さわやかスポーツ普及委
員会（〒245-0016和泉町4715、
泉中央テニスガーデン内）へ
　080-4654-5186
　801-2655

◆泉区チャリティー芸能大会
歌と踊り。12月12日（土）10時～
17時。泉公会堂で
　泉区チャリティー芸能大会　
蔦扇　　802-2626
◆区民射初め会
1月9日（土）9時30分（受付9時
から）。泉スポーツセンターで。
区内在住、在勤、在学、区内道場
に所属している人
　・　12月25日までに、　・　
（フリガナ）・性別・　・段位を書
いてFAXか　で泉区弓道協会
中村へ
　・　813-0230
　 izumikyudo@gmail.com

元気の出るまち 泉
～第2期泉区地域福祉保健計画～

　しらゆり地区は泉区の中でも高齢化が著しい地域のため、高齢者を対象にした一人
暮らし食事会や高齢者バスツアー、すこやかクラブや健康体操教室などを活発に行っ
ています。一人暮らしの見守り活動も、民生委員を中心に頑張っています。
　今までなかなか踏みきれなかったのが、高齢者への支援の活動です。「体も頭も元気
だが、庭の枝切りや雑草取り、浴槽の掃除も、チョッピリしんどくなってきた！」そんな
声を耳にすることが多くなりました。
　年初から有志が集まって話し合ってきましたが、今夏から地区の社会福祉協議会・連
合自治会の役員を中心に、本格的に検討を開始し、運営骨子がまとまりつつあります。
　活動ボランテイアは『助っ人』、コーデイネーターは地区別に『地区長』、総まとめ役を
『隊長』と称することにしました。
   組織名は『しらゆり助っ人隊』（略称：SST）です。　
　12月から支援がスタートします！　　現在、助っ人募集中！

助け合い支えあいの地域を目指して！
しらゆり連合自治会会長　林　純弘 さん

事業企画担当　 　800-2433　 　800-2516

■「泉区公園愛護会のつどい」記念講演会
健康寿命を長くするコツ。１月27日
（水）13時30分～15時30分。テアト
ルフォンテで。先着100人　

講 演・講 座

▶講師　黒田 美恵子さん（健康運動
指導士） 　・　12月11日から、電話
か　・人数・　を書いてFAXか泉土木
事務所下水道・公園係へ
　800-2536　　800-2540
■泉区制30周年記念生涯学習講座
　「いずみ学」（全３回）
各火曜、10時～12時。区役所４階４Ａ
ＢＣ会議室で。抽選50人。保育あり
（6か月～未就学児）、抽選5人　①２
月２日「ドボク的なまちのみかた」、
②９日「ぶらり散歩、境川～貝化石か
ら読む12万5千年前に広がっていた
海～」、③23日「泉の昔の生活から
生まれたうた」　▶講師　①下村 直
（泉区長）、②田口 公則さん（県立生
命の星・地球博物館 主任学芸員）、③
城所 惠子さん（神奈川県民俗芸能保
存協会副会長）
　・　１月14日までに、電話か　・　・
　・年代、保育希望の場合は子の　・
人数を書いてＦＡＸか　かいずみ区
民活動支援センター（1階104窓口）へ
　800-2393　　800-2518
　iz-siennsenter@city.yokohama.jp

しもむら   ただし

きしょ　　けいこ

たぐち    きみのり

■乳幼児歯科相談（予約制）
12月11日(金)13時30分～14時。区
役所１階福祉保健センターで。
　・　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）
12月15日（火）
《食生活相談》
9時～11時。乳幼児の保護者
《離乳食教室》
２回食ころの第１子。13時30分～15時
　・　各４日前（土・日・祝日除く）ま
でに健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
■和泉保育園で
▶持ち物　着替え、おむつ、タオル、飲み物
【①赤ちゃんコアラ】＜きらきら＞ふ
れあい遊びほか。12月17日（木）10
時～11時30分。7か月～12か月の
子ども　【②コアラひろば「お正月
遊びを楽しもう」】1月12日(火)10
時～11時15分。１歳～未就学児
　①当日直接②12月21日から、平
日9時30分～15時に電話で

はやし　  よしひろ

道路局企画課　　671-3800　　651-6527
企画調整係　　　800-2331　　800-2505

横浜市コールセンター（8時～21時）
６６４-２５２５　　６６４-２８２８

実証運行

　横浜市地域交通サポート事業を活用
し、緑園地区と緑園都市駅を結ぶ、路
線バスの実証運行を開始しました。
　本格運行は、実証運行の
利用実績により運行
事業者が判断します。
　お出かけの際
はぜひご利用
ください。

 「ロコモティブシンドローム」（通称：「ロコモ」）とは、加齢に
伴う筋力低下や骨・関節の疾患など運動器の障害が起こり、要
介護につながる可能性が高い状態を言います。

●期間（予定）　相鉄バス　 12月1日（火）～2月29日（月）
　　　　　　　神奈中バス　2月1日（月）～4月30日（土）
●時間　9時台～17時台（1時間 １～２便程度）
●運賃 ※緑園地区循環区間内を乗車した場合
　大人 180円（175円）、こども 90円（88円）
　※（　）内　ＩＣカードでの乗車料金
　※敬老パス、その他乗車券（発行会社が運行するバスのみ）使用可
●運行事業者 相鉄バス株式会社、神奈川中央交通株式会社

●資源回収ボックスは利用できません
　区役所、地区センター、コミュニティハウスなどに設置して
　いる資源回収ボックスは各施設の年末年始休館期間は利用
　できません。この期間、資源物を持ち込まないようご協力を
　お願いします。

●日曜・祝日・年末年始の急病
泉区休日急患診療所【内科・小児科】
中田北１-９-８　　８０１-２２８０
診療日時：日曜、祝日、年末年始
（12月30日～1月3日）。
10時～16時（受付9時45分から）
※その他の年末年始医療機関につい
　ては20ページに掲載しています。

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、ご理解くださいますようお願
いします。

一人暮らし高齢者食事会「みんなで合唱」

自治会有志で支援制度の検討会

●こども自然公園入口

二俣川駅南口方面へ

弥生台駅方面へ

緑園西小学校

緑園東小学校
●緑園東小学校前

●緑園5丁目

●フェリス女学院

● 実証運行バス停
　 相鉄バス実証運行ルート

　 神奈中バス実証運行ルート

● 時刻表
運行開始一週間前
（予定）に各社ホーム
ページに掲載

●相鉄文化会館●

緑園都市駅●

●

●サンモール商店街●
山王神社入口●

緑園3丁目●

緑園西小学校前●

● ●緑園2丁目

● ●岡津幼稚園入口

緑園周回バスの
実証運行を開始！
緑園周回バスの
実証運行を開始！

年末年始の
業務案内
年末年始の
業務案内

ロコモティブシンドロームロコモティブシンドローム

12/ か
ら㊋1

※無理に試して、転ばないようにご注意ください。
□ 七つのロコモ危険度チェック

ロコモを防ぐ「ロコトレ」運動

あなたは
大丈夫？

ひとつでも当てはまれば、ロコモである可能性があります。

●片足立ち ●スクワット

健康長寿のワンポイント

ロコモ予防のリーフレットは区役所２階２09窓口で配布しています。
　高齢者支援担当　　800-2435　　800-2513

転倒しないよう
に、必ずつかま
るものがある場
所で行います。

●床につか
　ない程度
　に片足を
　上げます。

左右1分間ずつ
×

1日3回

5～6回繰り返す
×1日3回

●正面を
　向く。

●背筋を
　のばす。

●かかとから
　30°くらい
　開く。

●いすに座る
　ように。

●膝がつま先よ
　り前に出ない
　ように。

●足の第2趾の
　向く方向に
　曲がるように。

し

■生活習慣改善相談（予約制）
《食生活健康相談（栄養士）》12月
18日（金）９時～11時、1月12日(火)
9時～11時・13時30分～15時30分
　・　３日前（土・日・祝日除く）まで
に健康づくり係へ
　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

　和泉保育園
　803-1483　　803-1137
■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〉12月25日(金)
〈1歳6か月児〉
12月16日、1月6日の水曜
〈3歳〉12月18日、1月8日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513

エスエスティー

□家の中で
つまずいたり
滑ったりする。

□２キログラム※
程度の買い物をして
持ち帰るのが難しい。
※１リットルの牛乳パック
　２個程度

□片足立ちで
靴下が履けない。

□15分歩き続
けるのが難しい。

□階段を上がるとき
は手すりが必要だ。

□横断歩道を
青色信号の間に
渡りきれない。

□重労働の家事が
困難である。
（掃除機の使用、布団の
　上げ下ろしなど）

中和田
中学校

長後街道至長後

至
原
宿

至
阿
久
和

至戸塚

立場

立場駅

立場地区センター

泉区休日
急患診療所

くろだ みえこ

● 費用の記載がない場合は無料 ●

〒245-0016 和泉町4636-2 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 ●詳細は区ウェブページでも紹介しています。
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。

うがい、手洗い、咳エチケットで、感染症を予防しよう！
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◆行政書士による無料相談会
契約、相続、許認可手続ほか。
12月12日（土）、1月9日（土）9時30
分～11時30分
◆お茶を楽しむ会
12月12日（土）10時～15時　　300円

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

◆日曜おはなし会
12月13日、1月10日の日曜14時。
4歳以上（保護者同伴可）
◆クリスマスおはなし会
ミニプレゼントあり。12月24日（木）
16時。4歳以上（保護者同伴可）
◆冬休みおはなし会
1月6日（水）16時。4歳以上（保護者
同伴可）

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

◆弦楽アンサンブルコンサート
12月11日（金）14時～15時30分。
▷チケット　フォンテチケット900
円。販売中
◆ホールでグランドピアノをひいて
　みませんか？
①1月7日（木）②8日（金）③20日
（水）④21日（木）①③は10時～21
時、②④は9時～21時
　1枠1,800円（1時間）、2枠3,000
円（2時間）　　12月15日までに専
用申込書（窓口ほかで配布。ホーム
ページからダウンロード可）をＦＡＸ
か窓口へ

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

◆ありがとうまつり「作品実技発表会」
12月12日（土）10時～14時。①実
技発表、②作品展示、③模擬店、④
体験コーナー
12月13日（日）10時～14時。②④のみ
◆音読を楽しみましょう
1月8日（金）13時30分～15時。当
日先着10人
◆子ども折り紙教室
1月9日（土）15時～17時。幼児は要
保護者、当日先着20人
◆絵手紙作品展示
1月9日（土）～2月3日（水）

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

◆おはなし会
12月18日（金）11時
◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
12月19日（土）14時～15時15分。
先着70人　▷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）。12月11
日から窓口へ
◆手作りの注連縄飾り
12月23日（祝・水）9時30分～12時。
抽選18人　　1,500円  　　12月12
日10時15分までに費用とともに窓口へ
◆初めてのそば打ち
1月16日（土）9時～12時30分。抽
選10人　　1,000円　　1月6日10
時15分までに費用とともに窓口へ

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

◆新春子ども書初め
1月5日（火）13時～17時、6日（水）
9時～11時、小・中学生、先着8人
　300円　　12月15日9時から費
用を添えて窓口へ
◆子ども手作り工作教室
飛行機とこまを作って遊ぼう！
１月16日（土）9時30分～11時30
分、小学4年生以上、先着12人
　200円　　12月20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

◆絵本だいすき！　読み聞かせ
12月17日（木）11時～11時40分。
幼児と保護者
◆革工芸～初めての手作りバッグ～
　（全2回）
12月21日（月）・24日（木）9時30分
～11時30分。先着7人　　3,200円
　12月11日～17日に電話か費用を
添えて窓口へ
◆生け花でお正月飾り
花器つき。
12月26日（土）10時～11時45分。先
着20人　　2,500円　　12月11日
～21日に電話か費用を添えて窓口へ
◆劇団かかし座による影絵
　「魔法つかいのおとぎばなし」
12月26日（土）13時30分～14時30分

◆おたのしみクリスマス会
朗読劇「タマおじさんと三匹のネズ

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

ミ」、ビンゴ大会など。
12月19日（土）10時30分～13時。
未就園児は要保護者、当日先着40人
◆やさしい英語で脳活！（全5回）
1月13日～2月10日の水曜10時～
12時。先着12人　　1,000円
　12月11日から電話か窓口へ

◆クリスマス会
劇団「風の子」の芝居、ハンドベル、パ
ネルシアターなど。プレゼントあり。
12月13日（日）10時～12時。当日
先着70人
◆講演会「まだまにあう年末の片づ
けポイント」
12月18日（金）10時～11時30分。
先着30人　　100円（資料代）
　12月12日10時から電話で

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

◆クリスマス会
パントマイムや風船パフォーマンスも。
お楽しみプレゼントあり
12月12日（土）11時～12時（10時
30分から受付） ▶持ち物　上履き
◆～今を楽しむ～
　初めての川柳教室（全4回）
12月21日、1月18日、2月15日、3月
21日の月曜13時～14時30分。先着
15人　　800円　　12月11日10
時から電話か費用を添えて窓口へ
◆ゆめが丘農園のいちごで作る
　クリスマスケーキ
12月23日(祝・水)9時30分～12時
30分。小学4年生～中学生（保護者
同伴可）、先着16組　　1,000円
　12月11日～19日に費用を添えて
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

◆春の七草竹鉢作り
12月20日（日）9時30分。先着20人
　500円　　12月11日から電話で

天王森泉館
〒245-0016　和泉町300
　・　804-5133

※各60歳以上対象
◆歌声ひろば
12月21日（月）13時30分～15時30
分。当日先着80人　

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

◆お正月を華やかに
　～フラワーアレンジメント～
12月27日（日）10時～12時。抽選
12人　　2,500円　　12月18日ま
でに往復はがきに　・　・　・　・　を
書いて郵送か窓口へ

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
12月22日（火）15時10分～16時。
緑園東公園で
　中央図書館サービス課
　262-0050
◆すきっぷＤay～初めての方、ようこそ！
ボールプールや手遊びなど。
12月24日（木）10時30分～11時
30分。未就学児までの子と保護者
　泉区地域子育て支援拠点すきっぷ
　805-6111　　805-6122
◆こども自然公園青少年野外活動
　センターで
〈ヨガ入門３（全8回）〉
1月12日・19日、2月9日・16日・23
日、3月1日・8日・15日の火曜10時～
11時30分。16歳以上、抽選25人
　4,000円　　12月21日まで
〈ピラティス＆ステップ入門３（全8回）〉
1月13日・20日、2月10日・17日・24
日、3月2日・9日・16日の水曜10時～
11時30分。16歳以上、抽選25人　
　4,000円　　12月21日まで
〈おひさまクラブ４（全7回）〉
1月20日・27日、2月3日・10日・17
日・24日、3月2日の水曜14時～16
時。未就学児と保護者、抽選25組　
　7,000円（1組2人分）
　12月14日～25日まで
〈ファミリークッキング〉
①1月23日（土）「どんどん焼き」
②2月13日（土）「手打ちうどん」
各9時30分～14時、各抽選48人　
　2歳まで各300円、3歳～未就学
児各1,100円、小学生各1,600円、
中学生以上各1,800円
　①12月21日まで②12月21日～1
月11日
※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
　　http://www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa/

その他のお知らせ

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

◆クリスマス会
人形劇、ビンゴゲーム
12月13日（日）14時～15時30分
（開場13時40分）、幼児（要保護
者）と小学生、当日先着120人
◆お正月遊び
かるたやすごろくなどの懐かしい遊び。
1月4日（月）～9日（土）10時～16
時、幼児（要保護者）と小学生

しめなわ

●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。

当月11日～翌月10日を
目安にお知らせしています

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

マイナンバー個人番号カードの交付が始まります。「あなたの
マイナンバーを貸してほしい」など、振り込め詐欺につながる
ような不審電話、メール、訪問などには十分注意しましょう。


