大貫 そうですね︒戸塚区が三つに分かれて泉区が誕生
した時は︑示された区境で昔からの関係が分断されてし
まうのではないかと︑地域の人たちも動揺され反対意見
もありました︒
でも︑意 見 交 換を重ねる中で︑新しい区で一緒にやって
車線で渋滞がひどくて︑

いこうと決めてからの動きは早かったですね︒
日並 以前は長後街道が片側

区役所がある戸塚駅に行く時も︑
雨が降るとバスが進ま
ず︑
踊場から戸塚まで︑
今の地下鉄１駅分を歩いていたも
のです︒分 区 後︑湘 南 台 まで相 模 鉄 道 と市 営 地 下 鉄 がつ
ながり鉄道網が充実したのが街の発展には大きかったと
思います︒
今︑
泉区には九つもの駅がありますからね︒
大貫 改めて︑
泉区が誕生して良かったと思っています︒
自宅の近くに地区センターやケアプラザなどがあるとい
うのは大事なことです︒本当に住みやすくなったのだと
思います︒

歴史が息づき︑
人々のつながりが
生まれる街
日並 泉区には歴史ある寺や神社などが多数あります︒
古くからの伝統的行事やお祭りも区内各地に残っていま
す︒
泉区の誇りだと感じます︒
大 貫 お祭 りにも 自 治 会 など地 域の団 体 が協 力してい
るのが泉区らしいです︒模擬店の出店に参加していると
ころが多いですし︑新しい住民も︑
一緒に楽しんでいるの
が特徴だと思っています︒

いただきました︒
居心地の良さを感じています︒

私は他の市から引っ越してきましたが︑温かく迎えて

すね︒

いさむ

日並 市街化調整区域を見直す作業が進んでいるよう

日並 泉区の課題としては︑道路と河川の整備が重要だ

る場所になればよいと期待しています︒

区長 皆さんが待ち望んでいらっしゃる都市計画道路や

周年

平日…8時45分〜17時
第2・4土曜日…9時〜12時 ※取扱業務についてはお問い合わせください。

われています︒

区 長 この よ う な 取 組 は と か く 行 政 が 旗 振 り を し が ち

なものですが︑自主的に地域の皆さんが行っているとこ

ろが素晴らしいことだと強く感じています︒

る人と︑
日並委員長のように泉区外から来られた人との

かなと思います︒

大貫 発展する可能性といえば︑
深谷通信所も長年の念

願で返還が実現したわけで︑すぐに跡地利用はできない

大貫 地域の運動会など︑
子どもたちが参加できる行事

と思います︒将来のためにも引き続きお願いしたいこと

状況かもしれませんが︑花と緑であふれた皆さんが集え

も 多 く︑そのおかげで子 どもたち同 士が仲 良 く なり︑親

通 学 路︑河 川の整 備 などを進 めていくこ とで︑その形 を

です︒
日並

しっかり見せていきたいと思っています︒

そのようなつながりがあるからこそ︑
福祉に対して
も熱心で︑
歳をとられた人の居場所づくりや障がいのある

て言えるように︑
泉区をこ

日並 子どもたちが
﹁心のふるさと﹂
がここだと胸を張っ
レーボールなどの親善試合や︑
中田地区で宮城県登米市

れ からま す ま す 良い街に

いました︒

本 日 はあ り が と うご ざ

きたいと思います︒

共に泉 区 を 発 展 さ せてい

を契機として︑
これからも

に 積 み 重 ねて き た

区長 地域の皆さんと一緒

いと考えています︒

し てい か な け れ ばい け な

中田町の物産展が開催されるなど︑
他都市との交流が行

と め

また︑泉区は仙台市泉区とサッカー︑
ソフトボール︑
バ

人の施設など︑
幅広く活動が広がっていると思います︒

りますね︒

が古くからの住民だとか新しい住民だとかは関係なくな

地域の温かさと底力

います︒

ですが︑都市化が進むとまた新しい泉区が見えてくるの

これからの泉区に思うこと

平成25年4月〜 泉区長

融和が気持ち良くできている︑素晴らしい街だと感じて

区長 大貫副委員長のように先祖の代から住まわれてい

ただし

今年の十一月三日で泉区が誕生して 年を迎
えます︒そこで︑泉区制 周年記念事業実行委
員会の日並勇委員長と大貫芳夫副委員長に︑
下
村直泉区長が︑
泉区誕生やこれからの泉区に思
うことをお聞きしました︒

泉区誕生を振り返って

30

日並 泉区が誕生して︑
いよいよ 年となりますね︒
30

30

日並 泉区には︑新しい住民を受け入れる土壌がありま

30

■区役所開庁日■

和泉町4636-2
泉区役所 〒245-0016
800-2323(代表番号） 800-2506

下村 直

しもむら

平成20年4月〜
和泉中央連合自治会会長
平成27年5月〜
泉区連合自治会町内会長会会長
平成23年5月〜25年9月
泉区連合自治会町内会長会会長
平成27年5月〜
泉区社会福祉協議会会長

国勢調査中のため、
9月1日現在の数値を掲載

月号

ひなみ

よしお

おおぬき

5〜12ページは泉区版です
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1

フォトコンテスト
応募作品から

153,945 人
61,221世帯
人 口
世帯数

日並 勇さん
大貫 芳夫さん

平成27年9月1日現在
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区政推進課

昭和61年頃の泉区旧庁舎

昭和62年から昨年までの泉区の人口、地価、平成26年までの家屋数
昭和62年
横浜市人口
約306.0万人

人口

昭和63年公示地価
住宅地平均額
316,700円/㎡
（横浜市：451,000円/㎡）

平成８年
横浜市人口
約330.9万人

125,000

100,000

●家屋数
地価（単位：円／㎡）
家屋数（単位：棟）
350,000

平成27年
横浜市人口
約371.1万人

155,725人

152,516人

147,757人

139,668人

●地価

平成18年
横浜市人口
約358.5万人

150,000

154,400人 300,000

250,000

127,829人
114,328人

101窓口

平成18年公示地価
住宅地平均額
187,000円/㎡
（横浜市：207,100円/㎡）

区制30周年記念ロゴマークが
決定しました
泉区マスコットキャラクター「いっずん」
が、30周年を祝うイメージを表現しまし
た。緑豊かな泉区の特徴としての「葉」を
背景に、30周年に
に
一緒
ちなみ、30枚の葉
て
し
い
お祝
で周囲の凹凸を表
欲しいずん！ しています。

42,499棟

41,042棟

38,702棟

33,614棟

50,000
36,351棟

昭和

62（

198

平成
7）年

3（1

991

平成
）年

8（1

996

平成
）年

13（

200

平成
1）年

18（

平成

200

6）年

23（

0

201

平成
1）年

27（

201

※平成22（2010）年の家屋数についてはデータが不明確なため、前後の年の平均値としました。

5）年

ダウンロードフリーでお使いいただけます。
詳しくはホームページをご覧ください。
泉区役所 記念ロゴマーク

検 索

1月31日（当日消印有効）までに 、 、 、
年代、及び「30周年記念プレゼント希望」と
書いて、はがきかFAXか広報相談係（区役所
1階101窓口）へ
※いただいた個人情報は当コーナー以外の
目的で使用しません。
※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。

プレゼント品（見本）

の確定申告書や市民税・県民税の申告書に社会保険料控除を記

通知書に記載されている指定校をご確認ください。

入する際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。

次の場合は別途戸籍課登録担当での手続が必要です。
▶国立や私立の中学校に通う場合

※本人確認ができない場合等には、保険料に関する電話・窓口で
のお問合せには応じられない場合があります。あらかじめご了
承ください。

▶特別な理由があり、指定された学校以外への就学を希望
する場合（学校長の承諾も必要）

800-2347

800-2508

保険係

「税についての作文コンクール」
表彰者
毎年、
「税を考える週間」
（11月11日〜17日）に合わせて、国税
庁と全国納税貯蓄組合連合会が中学生を対象とした税について
今年度は戸塚税務署管内の泉区、栄区、戸塚区の中学校22校
から1,936編の応募がありました。

「ヨコハマハイカラレーベル」はヨコハマ・グッズ「横
濱001」がセレクトした横浜みやげのブランドです。
私が、気になる10のおみやげ をコンセプトに、
ストーリーを感じさせる、とっておきのおみやげ１０
商品をセレクトしています。
詳しくはホームページで ヨコハマハイカラレーベル

昨年11月16日に表彰式があり、泉区からは次の２人が受賞さ
れました。

ゼロゼロワン

８００-２３３５

800-2425

800-2512

公園施設をリニューアル
皆さんに利用されるようになってから長い年月が経ち、施設の
劣化が生じている公園でリニューアル工事（遊具・舗装・ベンチの
更新や施設の改良等）を実施しています。
今年度は泉中央公園や中田町第一公園など11の公園で工事
を実施しています。工事内容や公園が利用できない期間は各公
園に掲示しますのでご覧ください。
工事期間中はご不便をおかけしますが、安全で安心な公園に
するため、ご理解、ご協力くださいますようお願いします。
分区以来皆さんに親しまれてきた
再整備中の泉中央公園

検 索

※ヨコハマ・グッズ「横濱001」って？
２年に１度の認定審査会で、良質で横浜らしい商品を認定している
地域ブランドです。現在、お菓子や食品、スカーフなどヨコハマらしさ
あふれる魅力的な２０６商品がそろっています。高島屋横浜店、マリン
タワーなどで販売しています。

広報相談係

広告スペース

昨年１年間の保険料支払額をお知らせしていますので、所得税

発送します。

の作文を募集しています。

30周年記念プレゼント

30周年にちなんで「ありあけ 横濱ハーバー」５個入（「ヨコハマ
ハイカラレーベル」の商品）を抽選で30人に差し上げます。

１月下旬に「年間納付済額のお知らせ」を発送します。

4月入学者の就学通知書を１月下旬に

登録担当

100,000

31,199棟

保険料の「年間納付済額のお知らせ」を
発送します

150,000

50,000

25,000

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

昭和61年頃の弥生台駅

200,000
平成11年に相 鉄い
ずみ 野 線と市 営 地
下鉄 が 湘 南台 駅に
乗り入れたずん

75,000

0

1階

平成２８年度に
中学校に入学するお子さんの
いる保護者の皆さんへ
市立中学校就学通知書を
発送します

泉区が誕生してからの30年間を、人口などのデータで紹介します。

人口（単位：人）
175,000

7
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８００-２５０６

※受賞作品は２月末まで区役所２階戸籍課近くの掲示板横に掲示しています。

収納担当

８００-２３７８

８００-２５０９

入口を緩やかに舗装して車止めを更新
した上飯田クローバー公園

泉土木事務所下水道・公園係

広告スペース

８００-２５３６

８００-２５４０
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大地震は突然やってきます。
また、おととしの台風18号では区内でも
床上浸水や崖崩れ、道路冠水が発生しています。いざという時に困らない
よう、
日頃から避難場所や避難経路の安全などを確認しましょう。

特集
区内で発生した崖崩れ

地 域 防災拠 点

地域防災拠点
広域避難場所

家が倒壊した人
の一時的な生
活場所

阿久和川

和泉川

阪神・淡路大震災時の
家屋の倒壊

水・食料・救援物
資などの配布場
所

救助・救出活動
をするための防
災資材の備蓄

家族・知人の安
否確認

環状

●家屋の倒壊などにより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。泉区に24か所指定されて
います
（左マップ●参照）。
●震度５強以上の地震が市内で観測されたときに開設されます。

号線

4

風水害時には…
地域防災拠点は、風水害時の避難場所として状況に応
じて開設します
（地域防災拠点以外を避難場所として開
設することもあります）
。

境川

いざというときの
備
準
の
め
た
避難経路などの確認
●避難経路や自宅周辺の危険箇所を確認
しましょう。
●自治会・町内会など、地域の人と一緒に、
実際に避難場所まで歩いてみましょう。
●風水害時には、川沿いや崖下などを避け
て避難できる経路を確認しましょう。
（区役所で配布しているハザードマップ
なども活用できます）

9
●

広域避 難場所

長後街道

外
地 域 防 災 拠 点、広 域 避 難 場 所以

かまくらみち

備蓄品・非常持出品

ふくしゃ

●火災の輻射熱や煙から生命、身体を
守るために避難する場所です
（左マップ ■エリア）。

いっとき 避 難 場 所

●一時的に避難して災害状況を確認した
りするときや地域防災拠点等へ避難す
るために地域住民が集まる場所です。
●町の防災組織（自治会・町内会等）が
選定しているため、場所は自治会・町
内会の役員などに
確認してください。

︶
川
岡
村
川︵
田
宇

●災害発生時に必要なものを持ち出せるよう、
非常持出品を準備しましょう。
●飲料水(1人1日3リットル)、食料、
トイレパッ
クを最低３日分備蓄しましょう。
※普段冷蔵庫などにあるものも備蓄品として活
用できます。いざという時には備蓄品からでは
なく、生鮮食品から使っていきましょう。

災害時の情報収集方法
●ラジオや地域防災拠点(ページ右上)などから
正確な情報を確認するよう心がけましょう。
●区役所ではホームページ、
ツイッターなどで
情報を発信します。
●スマートフォンの充電機器なども用意しましょう。

災害時看護ボランティア募集

特別避 難場所

●地域防災拠点での避難生活に支援等
が必要な要援護者のための避難場所
です。
●区 役 所 が 社 会 福 祉
ム
ホー
施 設 等と協 定 を 結
老人
ん で い ま す（30施
設）。状 況 に 応 じ て
開設します。

大地震の発生時に協力してくださる看護師、准看護師、保健師、助産師を募集しています（随
時）
。事前登録し、発災時に医師・薬剤師と共に、医療救護隊として地域防災拠点等での応急医療活
動に従事します。
・ 事業企画担当
800-2433
800-2516

家族の集合場所もできるだけ詳しく決めましょう。

危機管理担当

800-2309

800-2505

にも・・・
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〒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。

募 集・案 内

係（区役所1階101窓口）へ
800-2337
800-2506
iz-kusei@city.yokohama.jp

イ ベ ント

講 演・講 座

ご近所で助け合えるまちを目指して
−「ライフサポート隊」
活動スタート！−
元気の出るまち 泉

〜第 2 期泉区地域福祉保健計画〜

中川地区社会福祉協議会

会長

いしだ

石田

いそむ

五十六さん

800-2516

800-2445
■生活習慣改善相談（予約制）
〈食生活健康相談（栄養士）〉
1月22日（金）、27日（水）9時〜11
時、2月2日（火）9時〜11時・13時
30分〜15時30分
〈生活習慣相談（保健師）〉
1月27日（水）9時〜11時
・ 各3日前（土・日・祝日を除く）
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）
2月8日（月）13時30分〜14時30
分。区役所で。40歳以上（年度に1
回）、50人
680円
1月12日〜2月5日9時
〜17時に健康づくり係へ
800-2445
800-2516
■胃がん検診（エックス線撮影）
2月16日（火）9時から、40歳以上、
40人（年度に1回）
1,570円
・ 1月15日〜28日9時〜12時に

800-2516

■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
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）

「災害時緊急時医療情報キット」を
販売しています
持病や服用薬、緊急連絡先などの情報を冷

090-4529-5691
◆社交ダンス無料体験
◆泉区駅伝大会
1月13日（水）12時30分〜14
2月14日（日）9時スタート（8時
時。上飯田地区センターで。当日
10分集合）。境川遊水地公園下
先着20人。
飯田遊水地で。
社交ダンスさくら会
区内在住・在勤・在学のチーム。
090-2213-2908
【種目】①一般の部（高校生以上）
◆東海七福神巡り
16,800メートル 4区間
1月15日
（金）10時〜15時。京浜
②女子の部
（中学生以上）
急行電鉄新馬場駅北改札口集
13,900メートル 5区間
合。当日先着40人 雨天中止
泉区歴史
③中学生の部
500円（資料代）
814-3331
の会 石井 右介
13,900メートル 5区間
◆泉区ふれあいウオーク2016
④小学生の部
区役所〜弥生台〜マホロバ〜戸
10,500メートル5区間
塚駅（解散）の10キロ。2月11日
1チーム①4,000円 ②〜④
（祝・木）8時30分〜9時受付、12
3,000円
1月5日〜20日ま
時終了予定
でに区役所、公会堂、各地区セン
区内在住の人、当日先着150人
ター、スポーツセンターで配布
200円（小学生以上、含保険
の大会要項で
料）、参加賞あり
泉区レクリ
泉区陸上競技協会 尾中
エーション協会 遠藤
804-0858

民生委員・児童委員って
どんな人？

地域の身近な相談相手 です！
親の介護のこと、子育ての不安、ひとり暮らしの不安

他にも「ひとり暮らし高齢者の見守り活動」や
高齢者のお食事会、子育てサロンなど、地域
のさまざまな活動を行っています。

れの区域を担当して活動を行っています。
民生委員・児童委員の中でも、子どもや子育てに関する
支援を専門に担当するのが、
「主任児童委員」です。

800-2513

泉区社会福祉協議会からのお知らせ
８０２-２１５０

８０４-６０４２

泉区移動情報センターがスタート！ 1月18日から
障害のある人の外出に関する相談対応・情報提供ほか
受付：月〜金曜、9時〜17時（祝日・年末年始を除く）
泉区移動情報センター（社会福祉協議会内）
804-6042

検 索

現在、泉区には、187人の民生委員・児童委員が、それぞ

【販売場所：区役所１階売店】

７１９-５２２０

掲載基準

生労働大臣から委嘱されている特別職の地方公務員です。

きさです。1セット150円です。

草取りをしているライフサポート隊

掲載については広報相談係へ 泉区あやめ通信
800-2335
800-2506

地域の住民の中から自治会および町内会の推薦を受けて、厚

します。表示シールを冷蔵庫と玄関ドアの内側

800-2430

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。

民生委員・児童委員は、任期３年間のボランティアですが、

蔵庫に保管して、万一の場合に救急隊等が利用

高齢・障害係

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

生活の中での悩みごと…

５００ミリリットルのペットボトルとほぼ同じ大

電球・蛍光灯の交換、粗大ごみの搬出、室内やお風呂場の清掃、家具の移動や庭の草取り、
庭木の枝切りなどの困りごとに、登録している地域のボランティアの人がそのお手伝いを
しています。
「ライフサポート隊」の取組がスタートして約半年になりますが、おかげさまで地域の皆
さんから多くの依頼をいただいています。
そのほか、地域の皆さんが気軽に集まることができる子育て中の親子や高齢者を対象と
したサロン活動やサークル活動を行っています。
いつまでも若々しくいられるように、岡津町及び弥生台において健康体操教室の取組な
ども行っています。
これからもご近所で助け合いの活動が広がるような取組を進めていきます。

■乳幼児歯科相談（予約制）
電話で神奈川県結核予防会
1月15日（金）13時30分〜14時、 （ 251-2363）へ
2月10日（水）9時30分〜10時
※受診料減免の詳細は健康づくり係へ
・ 電話でこども家庭係へ
800-2445
800-2516
800-2444
800-2513
■エイズ検査（予約制）
■乳幼児食事相談（予約制）
匿名制、エイズに関する相談も。毎
1月19日（火）、2月9日（火）
週月曜、9時〜9時30分。受付随時
《乳幼児食生活健康相談》
・ 電話で健康づくり係へ
9時〜11時。乳幼児の保護者
800-2445
800-2516
《離乳食教室》
■横浜市健康診査
13時30分〜15時。2回食ころの第1子 75歳以上。年度に１回。市内医療機
・ 各4日前（土・日・祝日を除く） 関で※糖尿病などの生活習慣病で
までに健康づくり係まで
治療中の人は対象外
800-2445
800-2516
健康づくり係

に貼っておいてください。

中川地区では、住み慣れたまちで楽しく、安心して暮らすことができるよう、さまざまな
世代の住民がお互いに助け合い、支え合うことのできるまちを目指して、平成27年6月から
「ライフサポート隊」の活動を始めました。

800-2433

「安全は あなたのやさしい 気持ちから」
（過去の泉区交通安全スローガンコンクール最優秀賞作品から）

マークはよこはま健康スタンプラリー対象事業です。

・ 1月12日〜22日までに電話で ■子犬の飼い方セミナー
2月27日（土）10時〜11時30分。区
こども家庭係へ
■介護保険事務嘱託員募集
役所4階4ＡＢＣ会議室で。犬を飼う
800-2444
800-2513
介護保険事務における事務補助、窓
予定か、生後1年以内の犬を飼って
■健康スタイル講座
口対応など。
いる人、先着100人
・ 1月12日
ゆがみ改善などで美しい姿勢を。
平成28年4月1日時点で45〜64歳、 ■泉区人財バンク登録団体
2月2日（火）13時30分〜15時30 〜2月26日に電話か ・ ・人数・犬
健康で簡単なパソコン操作ができ
活動紹介パネル展・発表会
分。区役所1階福祉保健センターで。 の飼育の有無、犬種を書いてＦＡＸか
る人。選考1人。書類審査（筆記及び 〈パネル展〉①1月13日（水）〜2月4 30〜50代、先着30人、保育有り
生活衛生係（3階314窓口）へ
小論文）、面接（2月予定）
日（木）中田駅・立場駅区民ギャラ ・ 1月29日までに電話で健康づ
800-2452
800-2516
▷採用 4月1日 ▷募集期間 1月4 リーで②2月6日（土）13時〜16時 くり係へ
日〜15日 詳細は募集要項（問合 30分、泉公会堂で
800-2445
800-2516
せ先かホームページ）で
〈発表会〉2月6日（土）13時〜16時 ■講演会「認知症予防に取り組む」 ■和泉保育園で
・ 介護保険担当
30分、泉公会堂で
2月9日（火）13時30分〜15時30分 【①赤ちゃんコアラ】
（区役所2階215窓口）
いずみ区民活動支援センター
（13時から受付）。泉公会堂で。当日 ふれあい遊び。10時〜11時30分
800-2436
800-2513
800-2393
800-2518
先着600人 ▷講師 国立長寿医療 ▶持ち物 着替え、おむつ、タオル、飲み物
しまだ
ひろゆき
■要介護認定調査員（嘱託員）募集 ■「チョコレートドーナツ」上映会
研究センター 部長 島田 裕之さん 《ぴよぴよ》1月14日（木）。
６か月ま
介護保険の要介護認定訪問調査な 実話にもとづいた児童虐待防止啓発。 高齢者支援担当
での子と保護者（講師によるタッチ
ど。平成28年4月1日時点で40〜59 1月15日（金）9時45分〜11時45分（9
800-2435
800-2513
ケア、要バスタオル）
歳、介護支援専門員と同程度の知 時30分開場）。泉区民文化センターテ ■ＮＰＯ法人入門講座
《きらきら》1月21日（木）。7〜12か
識と経験があり、健康で自転車・自 アトルフォンテで。当日先着300人
2月15日（月）9時30分〜12時。区役 月までの子と保護者
動車の運転、簡単なパソコン操作が
子育て支援担当
所1階1Ａ会議室で。区内在住、在勤、【②コアラひろば】
「節分を楽しもう」
できる人。選考1人。書類審査（小論
800-2419
800-2513
在学の人、抽選30人
2月1日（月）10時〜11時15分。1歳
文）、面接（2月中旬予定）
■明るい選挙のわいわいファミリーフォーラム ・ 2月5日までに電話か ・ ・ ・ 〜未就学児 ▶持ち物 着替え、お
いっぱつ
▷採用 4月1日 ▷募集期間 1月 映画「怪盗グル̶のミニオン危機一発」 所属団体名・保育（抽選5人）希望の有
むつ、タオル、飲み物
12日〜22日 詳細は募集要項（問 2月28日（日）午前の部10時30分〜12 無を書いてＦＡＸかＥメールかいずみ区
・ ①当日直接。②1月18日から
合せ先かホームページ）で
時30分、午後の部14時〜16時（開場は 民活動支援センター（1階104窓口）へ 平日9時30分〜15時に電話で和泉
・ 介護保険担当（区役所2階215窓口） 各30分前）。泉公会堂で。各先着600人
800-2393
800-2518
保育園へ
800-2436
800-2513
・ 1月12日〜2月25日に電話か
iz-siennsenter@city.yokohama.jp
803-1483
803-1137
■区役所ご案内ボランティア募集
・ ・人数・午前・午後の別を書いて ■じょうずな話し合いの進め方講座 ■乳幼児健康診査
窓口案内、業務改善提案など。区内 Eメールで統計選挙係へ
3月1日（火）9時30分〜12時。区役 各12時30分〜13時30分受付。
在住、在勤、在学の18歳以上で、ご
800-2315
800-2505
所4階4ＡＢＣ会議室で。自治会町内 区役所1階福祉保健センターで。詳
案内ボランティア未経験者。選考10
iz-senkyo@city.yokohama.jp 会やサークル、ボランティアなどで 細は個別通知で確認を
人程度。書類選考と面接
団体活動をしている人、抽選30人
《4か月児》
▷活動開始 4月1日から2年間。月
・ 2月12日までに電話か ・ ・ 1月13日・27日、2月10日の水曜
3〜4回程度、半日（2時間30分）
■泉区保育士等就労支援講座
・所属団体名・保育（抽選5人）希望の 《1歳6か月児》
※１回につき1,000円支給
1月26日（火）10時〜12時。和泉保 有無を書いてＦＡＸかＥメールかいずみ区 1月20日、2月3日の水曜
・ 1月29日（必着）までに応募用 育園で。保育の仕事に関心がある 民活動支援センター（1階104窓口）へ
《3歳児》1月22日、2月5日の金曜
紙（ホームページか窓口で）を郵送 人、先着20人、保育は要相談。詳細
800-2393
800-2518
こども家庭係
かＦＡＸかＥメールまたは広報相談 はホームページで
iz-siennsenter@city.yokohama.jp
800-2444
800-2513

事業企画担当
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お気軽にご相談ください。

（※守秘義務が課されていますので、安心してご相談ください。）

運営企画係

８００−２４０１

８００−２５１６

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。

12
●

平成28（2016）年 1 月号

／

泉区版

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

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

※工事のため2月8日(月)〜3月11
日(金)はエレベーター使用不可
◆赤ちゃんとたのしむおはなし会
1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
1月19日9時30分から
電話か窓口へ
◆土曜おはなし会
2月6日（土）14時。5歳以上。保護者同伴可

上飯田地区センター

泉区版はここまでです

当月11日〜翌月10日を ●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
目安にお知らせしています ●施設では休業日があります。事前にご確認ください。

◆俳句入門（全5回）
俳人の指導で。1月25日〜3月の第
2・4月曜、10時〜11時30分。先着
18人
2,000円
1月11日10
時から窓口へ
◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
1月30日(土)14時〜15時15分
▷チケット（ドリンク付き） 800円
（当日券1,000円）、中学生300円（当
日券500円）。1月11日から窓口で
◆初めての押し花「春の訪れ」
2月19日(金)9時30分〜11時30分。
抽選15人
1,100円
2月5日
10時15分に窓口へ

葛野コミュニティハウス

〒245-0018 上飯田町3913-1
805-5188
805-5189

◆親子リトミックと読み聞かせ
2月6日(土)13時〜14時30分。未就
学児と保護者 ▶持ち物 上履き

〒245-0014 中田南5-15-1
・ 805-0487

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

◆ＤＩＹこども工作教室
自分だけの木工品を。2月11日（祝・
木）13時〜15時。小学生、抽選20人
2月1日までに電話か窓口へ

新橋地域ケアプラザ
〒245-0009 新橋町33-1
813-3877
813-3380

◆命の授業
終末期医療−満足いく「死」を迎え
る。2月17日（水）14時30分〜16時
30分。先着50人
1月11日から電話かＦＡＸで
泉区民文化センター

テアトルフォンテ

◆新春キッズフェスタ
〒245-0023 和泉中央南5-4-13
腹 話 術 、むかしあ そ び 。1 月2 4日
805-4000
805-4100
（日）10時30分〜12時。4歳以上、
先着30人（未就学児は保護者同伴） ◆ワンデイ・ジャズ・フェスティバル！
下和泉地区センター
今田勝トリオ、エバーグレイズほか。
〒245-0022 和泉が丘1-26-1
1月11日〜20日に電話か窓口へ
805-0026
805-0028
1月17日（日）15時30分〜18時30
新橋コミュニティハウス
◆ワンパクホリデー人形劇
分 ▷フォンテチケット 3,150円
〒245-0009 新橋町33-1
「雪の女王」
（人形劇団 夢〜）。
◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか
392-5538
392-5548
1月16日（土）10時〜10時45分
2月1日（月）
・17日（水）10時〜21
◆皆で楽しむ囲碁・将棋
◆基礎からの硬筆（全5回）
時、2日（火）
・18日（木）9時〜21
1月12日・19日・26日の火曜。各15
1月18日〜3月21日の第1･3月曜13時
時。抽選
1時間1,800円、2時間
時30分〜17時
〜14時30分。先着15人
2,000円
1月4日〜15日に、申込
3,000円
◆おはなし会
1月11日10時から電話か窓口へ
書（区役所ほかで配布。ホームページ
1月14日（木）
・26日（火）、各11時
◆和菓子でおもてなし
からダウンロード可）をＦＡＸか窓口へ
〜11時30分。幼児（保護者同伴）
「はなびらもち」。1月22日(金)10時
◆ロビー展示「羊毛フェルト作品」
老人福祉センター 横浜市泉寿荘
〜12時30分。先着20人
1,000
2月5日（金）〜3月2日（水）
〒245-0006 西が岡3-11
円（お土産付）
1月15日10時か
813-0861
813-0862
中田コミュニティハウス
ら電話か窓口へ
◆なごみの広場
〒245-0014 中田南4-4-28
802-2244
802-4960

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

◆おもちゃの病院
壊れたおもちゃの修理。1月16日
（土）10時〜15時
1月15日までに電話か窓口へ
◆新春 ほのぼのコンサート
ワンドリンク付き 《一部》沖縄三
線、童謡 《二部》フォークソングコ
ンサート（Ｋ＆Ｋ）。1月23日（土）13
時30分〜15時30分。先着50人
100円
1月11日から電話か費
用を添えて窓口へ
◆絵本だいすき！読み聞かせ
1月28日(木)11時〜11時40分。幼
児と保護者

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

◆おはなし会
1月12日(火)・22日（金）、2月9日
（火）。各日11時から

泉区役所
横浜市泉区役所

保存食レシピ、フルート演奏会。1月
◆簡単かぎ針スヌード教室（全2回） 14日（木）10時〜11時30分。60歳
100円
筒状ネックウオーマー。2月5日・12 以上
◆しんぜん院外健康教室「脳卒中」
日の金曜、10時〜12時。先着15人
当
200円 ▶持ち物 毛糸・かぎ針 1月19日（火）10時〜11時30分。
いいだ ひでお
日先着80人 ▶講師 飯田秀夫さ
1月11日から窓口へ
ん（国際親善病院 副院長）ほか
中和田コミュニティハウス ◆映画鑑賞会
〒245-0023 和泉中央南4-9-1
「めし」
（1951年）。1月29日（金）13時
・ 805-1401
〜15時30分。60歳以上、当日先着80人
◆食卓を折り紙でおもてなし
◆新春演芸発表会
2月6日(土)13時〜16時。先着10人
1月31日（日）9時30分〜15時30分
100円
1月11日から電話か窓口へ
◆親子リトミック（全2回）
天王森泉館
2月20日・3月19日の土曜、10時〜
〒245-0016 和泉町300
・ 804-5133
11時。2・3歳児と保護者、先着15組
◆節分・豆まき
1月20日から電話か窓口へ
2月3日（水）11時
みなみコミュニティハウス
◆しいたけ菌打ち体験
〒245-0016 和泉町987
2月7日（日）9時30分
600円（1人2
・ 805-3339
本まで） 1月16日〜31日に電話で
◆座談会「マラソンの魅力」
1月26日(火)10時30分〜12時。先 ◆冬の野鳥観察会
2月14日（日）9時30分〜11時30分
着30人
100円（コーヒー代）
▶持ち物 双眼鏡・望遠鏡（持って
1月11日10時から電話で
いる場合）
1月23日から電話で

ウェブページで情報配信中！
検索

@izumi̲yokohama

その他のお知らせ
◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。

1月12日・26日、2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
◆戸塚税務署から
【確定申告書作成会場開設期間】
2月8日（月）〜3月15日（火）
【税理士による確定申告無料相談】
1月27日（水）〜29日（金）9時30分
〜12時、13時〜15時。泉公会堂で
▶持ち物 確定申告書類、前年控
え、印鑑ほか ※申告書等の提出の
みは直接税務署へ（郵送可） ※混
雑状況により受付を早めに終了す
る場合あり ※車での来場はご遠
慮を ※譲渡所得など所得計算が
複雑な人はご遠慮を 【国税庁ホー
ムページでの申告書の作成】
「確定
申告書等作成コーナー」
（www.nta.go.jp）
戸塚税務署
863-0011
◆泉区地域子育て支援拠点すきっぷ
「孫育て講座（全２回）」
今どきの育児の話、手作りプレゼン
トの製作。2月16日（火）
・24日（水）
10時〜11時30分。先着20人
・ 1月13日〜2月6日に電話か窓口へ
805-6111
805-6122
◆こども自然公園青少年野外活動
センターから
〈①わくわくキャンプ〉野外遊び、野
外 炊 事 、クラフトほ か 。2 月2 0 日
（土）10時〜21日（日）11時。小学3
年生〜6年生、抽選48人 〈②ファ
ミリークッキング〉牛 肉 の バ ー ベ
キュ−。3月12日（土）9時30分〜14
時。抽選48人
往復はがきに参
加者 ・性別・ （学年）
・ ・ を書
いて、①1月11日〜25日②1月25日
〜2月8日にこども自然公園青少年
野外活動センターへ
※詳細はホームページか電話で
811-8444
812-5778
www.yspc.or.jp/kodomo̲yc̲ysa
◆和泉アカシア公園分区園
（パーク菜園）利用者募集
2 4 区 画 分（ 1 区 画 3 0 平 方 メート
ル）。抽選。徒歩で来園できる、公園
近隣に住んでいる家族かグループ
※自動車・オートバイでの来園不可
※複数区画申込不可 ※「家族」
「グループ」の重複申込み不可
▶場所 下和泉1丁目8番地 ▶利
用期間 28年4月1日〜29年3月31
日※1年間延長可
年間12,000円
・ 1月14日〜2月14日（消印有
効 ）に 、往 復 は が きに「 パ ーク菜
園」、代表者の ・ ・ 、
グループ利
用は全員の名を書いて、
（公財）横
浜市緑の協会 俣野事業所分区園
担当（〒245-0066戸塚区俣野町
1367-1）へ
・ 853-2400

