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平成27年9月1日現在

月号

人 口
世帯数

153,945 人
61,221世帯

フォトコンテスト
応募作品から

国勢調査中のため、
9月1日現在の数値を掲載

所得税

「自助」
「近助」
「共助」でつくる
̶家庭と地域の実践的防災対策̶

医療費控除の還付申告を
受け付けます
年末調整が済んでいる給与所得者の皆さんへ
給与所得以外に所得がなく、年末調整済の源泉徴収票を
持っている人について、下記日程で平成27年分所得税医療
費控除の還付申告を区役所で受け付けます。

日

時 3月16日
（水）14時〜16時

会

場 泉公会堂

講

師 防災・危機管理アドバイザー 山村 武彦さん

やまむら

たけひこ

日

時 2月16日
（火）
〜3月15日
（火）
9時〜11時30分、
13時〜16時30分
※土・日を除く、
最終日は15時まで

場

所 区役所3階税務課会議室
（生活衛生課隣）

講師プロフィール
防災システム研究所 所長。
「真実と教
訓は現場にあり」という現場主義を掲
げ、地震・津波・噴火・水害・竜巻・土砂災
害など、50年間にわたり200か所以上の
現地調査を行う。
現在、
執筆、
講演活動、
マスコミ出演等
を通じ、防災・危機管理意識の啓発に活
躍中。

申込み
２月12日から ・連絡先（電話番号など）
・参加人数を電話
かＦＡＸかＥメールで下記問合せ先へ。先着順。会場の定員を
超えた場合のみ連絡※一時保育（2歳〜未就学児）の申込み
は3月2日まで
（先着12人）

危機管理担当
８００-２３０９
８００-２５０５
iz-bousai@city.yokohama.jp

持ち物 ○平成27年分源泉徴収票
（原本）
○医療費の領収書
（集計等は事前に済ませてください）
○出産一時金、
高額療養費、
入院給付金などで
補てんされる金額が分かるもの
○印鑑
○本人名義の口座の、振込先金融機関名称・
支店名・口座番号

ご注意ください！
医療費控除を申告しようとする人で、他の控除の追加（ワ
ンストップ特例を申請した地方自治体への寄附金（ふるさと
納税）
を含む）
がある場合は、
区役所での受付はできませんの
で、
戸塚税務署で申告してください。

市民税担当

子どもたちと住みよい町づくり

８００-２３５１

上飯田連合自治会会長

８００-２５０９

ばば

かつみ

馬場 勝己 さん

共同作業で会話も生まれる美化活動

上飯田連合自治会の取組のひとつとして、青少年健全育成事業があります。
夏休みの初日と最終日に、14自治会・町内会と上飯田地区内の小学校、中学校とも連携して合
同パトロールを実施しています。
また、夏休み期間中の１５日間は、青少年の非行防止と見守り活動として、民間警備会社に委託
し、青色回転灯装備車による夜間パトロールを行っています。
これらのパトロールは、地域の防犯
や犯罪の抑止にも役立っています。
美化活動への取組としては、上飯田西公園や上飯田中学校と飯田北いちょう小学校の周辺の
清掃を地域住民と中学生、教員、
ＰＴＡが協力して行っています。100人もの中学生が参加して、汗
を流しながら取り組む姿勢はとても素晴らしいです。
中学生には、上飯田連合自治会の体育祭に競技役員として協力してもらうとともに、上飯田地
域福祉保健計画策定推進会議に参加してもらうことで、中学生の声を聴くことができました。
地域のさまざまな活動に子どもたちが参加することで、地域の活力となっています。
子どもは国の宝、地域の宝です。
これからもその思いで取り組んでいきます。

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

■区役所開庁日■

地域活動支援係

和気あいあいと、
「はい！カミイーだ」

800-2391

800-2507

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。
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区政推進課

泉区の土地利用の特徴
※

●市街化調整区域の割合は18区中最も高い。
（泉区：48.7％

市平均：24.0％）

平成20年

平成20年の時点では
●住宅地の割合が高く、32.0％を占める。
環状４号線

※計画的な市街地形成を図るため、市街化を抑制すべき区域

講師と一問一答の「繁盛店づくり講座」

商店街の活性化のためには、お客様が気兼ねなく入ってみよ
うと思う、魅力あるお店づくりから。
そこで、商店街加入店を対象に、店舗のレイアウト、陳列、POP
広告などの表示を題材にした講座を開催しました。
今年の「泉区制30周年」を盛り上げるために、各商店会で共通
の記念フラッグを掲げることにも取り組んでいます。
﹁泉区制 周年記念フラッグ﹂を
掲げる上飯田ショッピング
センターの皆さん

緑園都市駅

●樹林地・農地は26.0％と、市平均15.4％と比較して高い状況にある。

大きな災害が起こり、被災地に連絡がつきにくいときは、災害
用伝言ダイヤルや災害用伝言板が開設されます。
家族や知人などの安否を確認する際にぜひご利用ください。
なお、毎月１日と15日に、それぞれ体験利用することができます。

3階307窓口

市では、昭和40年代の高度経済成長期に市街地が急速に拡大し、人口が急増しました。
51年に相鉄いずみ野線が二俣川駅からいずみ野駅まで開通し、沿線では区画整理事業による宅地化が進みました。
60年に市の人口は300万人に迫る規模となり、現在の泉区と栄区を含む戸塚区は、45万人を有するマンモス区となりました。
泉区は61年に戸塚区から分区して誕生しました。その後、いずみ野線のいずみ野駅から湘南台駅までの延伸、湘南台駅での市営
地下鉄線との乗り入れなど、交通利便性が向上し、泉区ではさらに宅地化が進みました。

線

野

み
ず
い

30

鉄

相

いずみ野駅

土地利用の変遷

弥生台駅

明治45年

昭和42年
横浜伊

勢原線

いずみ中央駅

立場駅

地域活動支援係

中田駅

ゆめが丘駅
下飯田駅

鉄
地下 イン
市営 ーラ
ル
ブ

企画調整係

図書館は学校を応援しています

800-2331

800-2505

地域振興課

3階311窓口

広告スペース

1

録音 「1」を入力⇒被災された人の固定電話番号を入力⇒
「1＃」を入力⇒「録音（30秒以内）」⇒「9＃」を入力
再生 「2」を入力⇒被災された人の固定電話番号を入力⇒
「1＃」を入力⇒再生
※録音や再生は携帯電話などから可能ですが、
携帯電話などの番号あてに録音することはで
きません。

●災害用伝言板（web171）
パソコンや携帯電話などから被災された人の安否情報を確認
https://www.web171.jp にアクセス⇒
被災された人の電話番号を入力⇒説明に従い登録／確認
※１登録100文字まで

危機管理担当

800-2507

??

「プラスチック製
容器包装」って、
どんなごみか
教えてずん。

2
商品を入れたもの（容器）や
包んだもの（包装）で商品（中身）を
取り出した（使った）あと、
不要になるものだよ。

800-2309

800-2505

新橋町の北部と池の谷にまたがった所に神明台処分地があります。
広大な敷地の一部は「神明台スポーツ施設」として開放され、グラウン
ドで野球やサッカーをしたり、芝生広場などで体を動かしたりして楽しむ
この施設を広く知ってもらうとともに、スポーツを通じて地域交流をは
かり、さらにごみの減量化をアピールする機会とするため、新橋地区と中

チューブ類

泉区マスコット
キャラクター いっずん

プラマークのあるものは
すべて対象となるよ！

ネット類

川地区が合同で「神明台のつどい・見学会」を毎年３月に開催しています。

「ヨコハマ３Ｒ夢」
マスコット イーオ

小学生の野球・サッカー大会や多世代が楽

4

プラスチック商品との
違いに注意するずん！

しめるスポーツ、ミニ電車、ごみ減量化の学
習コーナーなど、楽しく参加できるイベント
がたくさん行われ、毎年多くの人でにぎわっ

プラスチック商品
そのものは
「燃やすごみ」です
このマークを
確認してね。

800-2396

固定電話の番号を利用して伝言や安否の確認
「171」を入力

ことができます。

3

図書館では、教科書で紹介されている本や授業に使う本の相談を学校の先生からよく受けています。
そこで、小学校の授業で利用の多い伝記や米作りの本など31種類、計108セットを先生向けの貸出用
に用意しています。同じ本を何冊も用意したり、授業テーマに関連する本を用意したりすることにも対応
しています。
平成25年度から、小中学校に学校司書が配置され始めました。市立図書館でも積極的な支援を行って
います。
図書館は、興味を持ったことについて、より深くより広く学習できるよう、来館する子どもたちや学校
の先生を応援しています。調べものをする時に分からないことがあったら、気軽に声をかけてください。

区民事業係

800-2391

●災害用伝言ダイヤル

踊場駅

樹林地・農地
公園緑地
建物用地
低未利用地
道路・交通施設
水面・自然地
河川

田
畑
森林
樹林畑（桑畑）
建物利用
河川

毎月23日は
市民読書の日
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資源化推進担当

ＣＤ

洗面器

８００-２３９８

ています。

応援に熱が入る野球大会

４回目となる次回のつどいは、さらに多く
の人が参加できるようスポーツの種類を増
やして、3月26日にこの場所で開催する予定

歯ブラシ

です。

８００-２５０７

地域力推進担当

広告スペース

芝生広場でのイベント

800-2333

800-2505

8
●

平成28（2016）年 2月号

／

泉区版

泉区版

／

平成28（2016）年 2月号

5〜12ページは泉区版です

特集

5〜12ページは泉区版です

第３期泉区地域福祉保健計画

区計画

4月からスタート！

推進の柱１

推進の柱2

健やかに
過ごせるまち

取

●それぞれの年代に応じた
健康づくりを進めます。
●養育者が安心して子育て
ができるよう、適切な支
援につなげます。
健康ウオーキングの講座

中川地区
緑園地区
新橋地区

推進の柱3

組

取

●地域のさまざまな団体や
機関と協働しながら、い
ろいろな人たちとの交流
を進めます。

い

泉区では、12の連合自治会町内会単位での計画があります。
この地区別計画は、地域の皆さんが主体となって作成し、取り組んでいます。

人と人、活動と活動の 地域活動への
つながりがあるまち 参加がすすむまち

組

私たちの暮らしをとりまく環境は、
日々変わりつつあります。その中で、
誰もが住みよいまちになるよう、
「支え合い・助け合いが活きる！元気の出
るまち泉」を目指して、第３期（平成28〜32年度）の区計画と12地区別計
画の取組を進めます。

12地区別計画のキャッチコピー

泉区にお住まいの皆さん一人ひとりが、安心して暮ら
すことができるよう、泉区全体で取り組む計画です。

区計画、12地区別計画は、三つの柱に
沿って進めていきます！

取

9
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和泉北部地区
下和泉地区
富士見が丘地区

組

●地域の活動グループが交
流し、連 携 できるきっか
けをつくります。

上飯田地区
上飯田団地地区

ボランティアフォーラム

いちょう団地地区
しらゆり地区

道志の森カフェ２０１５

二つの 地 区にインタビュー！！
中田地区

放課後児童育成事業

ケアプラザのおまつり

このまちに住 んで
よかったと思うことは？

和泉中央地区

に
住んでいてよかったと思うまち
するため の活 動や取 組について

●人口は緩やかに減少（推計）
●1人世帯や2人世帯が増加
●20〜30歳代の転入・転出が多い

●高齢化率（65歳以上の人口の割合）
泉区

横浜市 ２２．
９％（平成27年１月１日現在）

（横浜市統計データから）

健康づくりに
意識して
取り組んでいる人

46.9％

自治会町内会活動など
地域のつながりが
深いと思う人

44.3％

（そう思う・どちらかと言えばそう思う）

（平成26年度泉区区民意識調査から）

２６．
３％
（18区中第3位）
（横浜市統計データから）
これが泉区の現状で、計
画はこれを踏まえて作ら
れているんだずん

地域活動に
参加している人

25.3％

議 会、
自治 会 町 内 会、地 区 社 会 福 祉 協
活動
民 生 委 員・児 童 委 員など地 域 で
している人 たち
このまちに住 んで
よかったと思うことは？
長後街道沿いの「いこいの家」
を
拠 点 に、住 民 同 士 が 触 れ 合 い、
ちょっとした困りごとのお手伝いを
する活動も根付いてきて、地域と
のつながりが深くなっているんで
すよ。子どもから高齢者まで、誰も
が受け入れられるまちになってい
るところがいいところです。

まずは、
「行動すること」です。活
動する中で、仲間も増えますし、お
互いに気にかけて交流も生まれま
す。
これからも活動が継続できるよ
うに次の人に引き継いでいきたい
と思います。

活 動や取 組を 進めていくために
必 要なことは？
一人ひとりが生き生きと楽しく
活動することは、元気の源となり、
活動が継続する力になります。
自治
会町内会での活動から、人と人とが
つながり、自治会町内会・地区社会
福祉協議会・民生委員児童委員協
議会が一体となって協力し合うこ
とも大事です。

地域福祉保健計画は、地域の皆さんが主役です。泉区に住んでよかったと思えるように、皆さんと一緒に取り組んでいきます！

中田コミュニティハウスや地区セ
ンター、子育てサロン、公園など、遊
ぶ場所がたくさんあって、困った時
に身近に相談できる場があるんです
よ。そういう場に参加すると友だち
もできるし、まちで会うこともよく
あります。

に
住んでいてよかったと思うまち
するため の活 動や取 組について
子育てサークルでいつもお世話
になっているので、子どもが大きく
なったら、お手伝いしたいですね。
今後サークルを卒業しても、公園
遊びのお手伝いや地域のボランティ
アなどができるよう、情報提供をし
ていきます。

子育 てサークル のリーダー の
お母さんたち
活 動や取 組を 進めていくために
必 要なことは？
親同士や子どもの年齢に応じた交流
の場や機会があることですね。あとは
親の活動している姿を子どもに見せて
いくことも大切なことだと感じていま
す。思いやり、支え合いの気持ちも大事
で す。子 育 て は一 人 で はできない の
で、
まち全体で、みんなで支え合って子
育てができればと思います。

詳しくは３月頃に全戸配布する区計画概要版と地区別計画を
ご覧ください。

福祉保健課

８００-２４３３

８００-２５１６
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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。

地域活動支援係
800-2391
800-2507

マークはよこはま健康スタンプラリー対象事業です。

てじま まさひろ

▶講師 手島正大さん（関内メンタ
ルクリニック理事長）
■いずみ区民活動支援センター
・ 2月12日から、電話かFAXかE
利用登録団体
メールで健康づくり係へ
泉区を中心に活動している団体（政 ■消費生活情報展
800-2445
800-2516
治・宗 教・営 利 活 動を除く）。ミー 消費生活推進員の活動報告パネル
iz-kenko@city.yokohama.jp
ティングルーム利用可。レターケー 展示ほか。区役所4階4ABC会議室
ス利用可、抽選45団体※現在登録 で。2月25日（木）10時〜12時、26日
している団体も申込み要
（金）10時〜14時30分
■生活習慣改善相談（予約制）
・ 3月14日までに申込用紙（申 【特別講演】悪質商法防止落語ほか。 《食生活健康相談（栄養士）》
込先で配布。ホームページからダウ 26日（金）13時〜14時30分
2月19日（金）
・24日（水）
９時〜11
ンロード可）をFAXかEメールかい
地域活動支援係
時、3月1日（火）9時〜11時・13時
ずみ区民活動支援センター
800-2391
800-2507
30分〜15時30分
（1階104窓口）へ
《生活習慣相談（保健師）》
800-2393
800-2518
2月24日（水）9時〜11時
iz-siennsenter@city.yokohama.jp ■若年性認知症家族の集い
・ 各３日前（土・日・祝日除く）ま
介護の体験談、
情報提供、
相談、
助言
■こんにちは赤ちゃん訪問員
でに健康づくり係へ
も。
2月17日
（水）
13時〜15時。
区役
月数件、生後４か月までの赤ちゃん
800-2445
800-2516
所4階4A会議室で。
若年性認知症の
がいる家庭を訪問、子育て情報や相
■エイズ検査（予約制）
家族、
当日先着20人
談窓口を紹介。謝金あり（交通費程
匿名制。エイズに関する相談も。毎
たかの しずこ
高野静子さん
（認知症の人
▶講師
度）。欠員地域のみ募集。研修あり
週月曜、9時〜9時30分。受付随時
神奈川県支部相談員）
と家族の会
・ 2月19日までに電話で子育て
・ 電話で健康づくり係へ
高齢者支援担当
支援担当へ
800-2445
800-2516
800-2434
800-2513
800-2488
800-2513
■横浜市健康診査
■平成28年度泉区民文化祭・区民 ■職場復帰のためのおしゃべり会
75歳以上。年度に１回。市内医療機
先輩ママの職場復帰時の課題、
問題
ホールイベント参加者
関で ※糖尿病などの生活習慣病
解決の体験、
アドバイスなど。
2月27
区内で活動する文化団体、個人
で治療中の人は対象外
日
（土）
10時〜11時30分。
区役所1
〈泉区民文化祭〉活動の発表・展示。
健康づくり係
階福祉保健センターで。
先着20人。
10月24日（月）〜11月6日（日）予定
800-2445
800-2516
保育あり、
先着15人
〈区民ホールイベント〉区役所１階区
民ホールでの発表、展示。5月〜3月 ・ 2月12日〜24日に、電話でこど
の指定する日※詳細はちらし（区役 も家庭係へ
■乳幼児の食事相談（予約制）
800-2444
800-2513
所、区内各地区センター等で配布）で
《食生活健康相談》3月8日（火）9時
「体とこころにやさしい睡眠」
■講演
3月31日までに、申込用紙（ちら
〜11時。乳幼児の保護者
しに添付）を泉区文化振興委員会 睡眠から考える健康的な生活スタイ 《離乳食教室》3月8日（火）13時30
事務局 葛原（〒245-0016和泉町 ル。3月24日（木）10時〜11時30 分〜15時。2回食ころの第１子
7408-3、 ・ 302-5271）へFAX 分。区役所4階4ABC会議室で。先着
・ 各4日前（土・日・祝日除く）ま
70人。保育あり、未就学児（若干名）
か送付
でに健康づくり係へ

800-2445
800-2516
■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〉2月24日、3月9日の水曜
〈1歳6か月児〉
2月17日、3月2日の水曜
〈3歳児〉
2月19日、3月4日の金曜
こども家庭係
800-2444
800-2513
■乳幼児歯科相談（予約制）
3月9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へ
800-2444
800-2513
■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】10時〜11時30
分 〈ぴよぴよ〉ふれあい遊び、おも
ちゃ作りほか。2月18日（木）。6か月
までの子と保護者 〈きらきら〉離乳
食と口腔の話（歯科医師）。2月25日
（木）。7か月〜12か月の子と保護者
【②コアラひろば「桃の節句を楽し
もう」】3月1日（火）10時〜11時15
分。
１歳〜未就学児と保護者
①当日直接。②2月22日から、平
日9時30分〜15時に電話で
和泉保育園
803-1483
803-1137

40歳を過ぎたら、毎年必ず大腸がん検診を受けましょう！
■女性福祉相談
（祝日は除く）
８時45分〜17時
家族や身近な人からの暴力など。月 ・ 電話で子育て支援担当へ
〜金曜（祝日は除く）
９時30分〜16
800-2447
800-2513
時30分
■よこはま子ども虐待ホットライン
子育て支援担当
児童相談所
800-2419
800-2513
0120-805-240（24時間受付）
■女性の健康相談（予約制）
助産師による健康相談。月〜金曜

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。

元気の出るまち 泉

■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

緑園地区社会福祉協議会

緑園地区社会福祉協議会では、福祉保健計画の主な活動の目標を「地域交流の拡
充とこどもと高齢者の居場所づくり」
「 障がい者についての理解」
「 健康づくり」とし
ています。
「子どもから高齢者まで元気で生き生きと暮らし、気軽に交流できるま
ち」が目指すまちの姿です。
現在は「健康づくり」を自治会、各種団体、行政、ケアプラザと協働で取り組んでい
ます。
主な活動に、地区社協とスポーツ文化クラブで行っている「健康体操とヨガ教室」
があります。毎月４回地域交流センターなどで行っていて、いつも満員で盛況です。
また、高齢者団体の緑園シニア連合会や自治会ではウオーキングを定例開催して
います。地区社協とスポーツ推進委員協議会が行う、60歳以上が参加できるシル
バーウオーキングもあります。
保健活動推進員が進める「健康チェック」行事も人気で、今後高齢化が進む中、健
康で長寿を目指す活動を進めていきます。

800-2433

800-2516

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

会長

訪問診療、訪問看護、訪問リハビリなどの在宅医療を必要とし
ている人の相談を受け付け、医療機関や介護サービス事業者
などと調整を行います。

●泉区在宅医療相談室
中田北１-９-８ 泉区医師会館内
382-9810
382-9811
月〜金曜日（祝日、12/29〜1/3を除く）、9時〜17時
医療局がん・疾病対策課
高齢・障害支援課

671-2444
800-2434

664-3851
800-2513

「横浜市都市計画マスタープラン泉区プラン」
改定原案への意見を募集
8月に募集した改定素案への意見を踏まえ、改定原案をとり
まとめました。この原案への意見をお寄せください。

◆居合道奉納演武会
2月11日（祝・木）10時〜12時。
御霊神社境内で

相談名・受付

区政推進課（区役所3階307窓口）、区内各地区センター、泉
図書館、市民情報センター（市役所1階）、都市整備局地域ま
検 索

内

つねお

月曜日、
第１・３水曜日
13時〜16時
（30分まで）

行政相談
当日先着順

国や特殊法人の仕事に関する質
問・苦情・要望のアドバイス
相談員：行政相談員
相談例：国道の改修依頼など

交通事故相談
当日先着順

示談の手続、被害者。加害者それ
ぞれへのアドバイス
相談員：交通事故相談員
相談例：示談方法、賠償金の適

第２水曜日
9時〜12時
（受付 9時〜
11時30分）

第３木曜日
13時〜16時

第４火曜日
9時〜12時、
13時〜16時

正額など

※所定の書式はありません。※個別回答はしません。
※いただいたご意見は個人情報を除いて公表することがあります。

泉区社会福祉協議会からのお知らせ
802-2150

804-6042

●平成28年度みんなでつくろう！福祉の泉助成金説明会

3月16日（水）
・22日（火）14時〜15時30分、18日（金）18時〜19時30分。
泉ふれあいホームで

善意銀行

予約をキャンセルする場合は速やかにご連絡ください。
無断でキャンセルされた場合は以降の予約をお断りします。
そのほかの相談（当日先着順）
●中国語相談：木曜日 10時〜12時、13時〜16時
●ベトナム語相談：金曜日 9時〜12時、13時〜17時
（通訳は10時〜12時、13時〜16時）
▶対象

泉区在住・在勤

・ 広報相談係

▶場所

区役所１階101窓口

800-2337

800-2506

水道局
戸塚・泉地域サービスセンターが移転
●移転先 瀬谷区二ツ橋町５５３番地

○オセアン太陽ホールディングス㈱ ○イトーヨーカドー労働

●相模鉄道三ツ境駅北口から徒歩15分

組合立場支部 ○アマリリス歌唱グループ ○神奈川県土建一

●敷地内の駐車場は台数に限りがあります。

般労働組合横浜戸塚支部 ○理容組合泉区女性部 ○橋本妙子
「ふまねっと」で楽しみながら健康チェック

（休日、年末年始を除く）

行政書士相談
当日先着順

からでも可

企画調整係
800-2331
800-2505
iz-machirule@city.yokohama.jp

いつも満員で盛況な「健康体操」

実施日時

容

官公署に提出する書類や各種契
約書の作成、アドバイス
相談員：行政書士
相談例：遺産分割協議書、各種
契約書の作成など

企画調整係へ
すげの

無料

法的効力のある文書（公正証書）
作成のアドバイス
第２・４火曜日
公証人相談
相談員：公証人
13時〜16時
※予約制
相談例：遺言、任意後見契約、賃 （30分まで）
（電話か窓口へ）
貸契約など

ちづくり課（市役所6階）で
※ホームページ 泉区プラン

検 索

※雨天時JAみなみ総合センター
泉居合道会 中嶋
802-8454

相談内容に応じた法律の一般的
な説明、対処のアドバイス
法律相談
相談員：弁護士
※予約制
相談例：不動産、離婚、金銭など
（電話か窓口へ）
のトラブル

●「改定原案」及び「改定素案に対する意見募集結果」の閲覧

2月10日（水）〜24日（水）に、郵送かFAXかEメールで下記

菅野 英夫 さん

掲載基準

● 費用の記載がない場合は無料 ●

2月1日（月）〜24日（水）

体操やウオーキングで健康づくり

〜第 2 期泉区地域福祉保健計画〜

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

泉区在宅医療相談室を開設 1/29㊎ 区役所特別相談

●改定原案への意見募集

事業企画担当

11
●

○泉シニアクラブ連合会女性委員会 他２人 （敬称略）
以上の皆さまから寄附をいただきました。ありがとうございます。

●移転先での業務開始日時 ２月29日（月）8時45分
水道局お客さまサービスセンター
847-6262
848-4281 ※かけ間違いにご注意ください。

12
●

平成28（2016）年 2 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/

※2月15日（月）〜2月21日（日）は休館
（返却ポストは利用可）。2月8日（月）〜
3月11日（金）はエレベーター使用不可
◆日曜おはなし会
2月14日（日）14時。4歳以上。保護者同伴可
◆土曜おはなし会
3月5日（土）14時。5歳以上。保護者同伴可

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

◆28年度学習室生徒募集
4月〜平成29年3月の水・土曜19時〜
21時、新中学１〜3年生、各8人、月謝
その他詳細は上飯田地区センターへ
2月11日から窓口へ
◆卵不使用のメロンパンクッキー作り
2月21日（日）10時〜12時。3歳以上
（小学3年生以下は要保護者）、先着
7組、持ち物は要問合せ
200円
2月14日9時から費用を添えて窓口へ

下和泉地区センター

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。

◆絵本だいすき！ 読み聞かせ
2月25日（木）11時〜11時40分。幼
児と保護者
◆おもちゃの病院
3月19日（土）10時〜15時、先着20人
2月11日〜3月18日に電話か窓口へ

者でノートパソコンを持っている
人、抽選8人
500円
2月22
日10時15分に費用とともに窓口へ

中川地区センター

◆講演「今、楽しく生きること」
2月23日（火）10時30分〜12時、先着
せきみず としみち
30人 ▶講師 関水俊道さん（東泉寺
2月11日10時から電話で
住職）

〒245-0007 桂坂4-1
813-3984
813-3986

◆おはなし会
2月19日（金）、3月8日（火）11時
◆ボールペン習字（全4回）
2月25日、3月10日・31日、4月14日
の木曜15時30分〜17時30分、先着
20人
1,000円
2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
2月28日（日）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）。2月11日から窓口へ
◆作品実技発表会
3月5日（土）、6日（日）10時〜14時30
分（実技発表は6日のみ）、体験コー
ナー（羊毛フェルト、パッチワークなど）

新橋コミュニティハウス

〒245-0022 和泉が丘1-26-1
805-0026
805-0028

◆歌ったり、三味線・独唱を
聴いたりする「歌声広場」
2月16日（火）10時30分〜12時。先着30人
2月11日10時から電話か窓口へ
からだ
◆講演「ヨガで身体のゆがみを改善」
3月7日（月）13時〜14時30分。先
着30人
100円
2月15日10
時から電話か窓口へ
◆スプリング・フェスティバル
茶席、喫茶、カレー、地元野菜即売
会も。2月27日（土）
・28日（日）〈作
品展示〉27日9時30分〜16時、28日
9時30分〜15時 〈ヤングフェスタ〉
27日13時〜15時 〈演技発表〉28日
10時〜15時

立場地区センター

〒245-0009 新橋町33-1
392-5538
392-5548

◆おはなし会
2月11日（祝・木）
・23日（火）11時〜
11時30分。幼児と保護者
◆音読を楽しみましょう
2月12日（金）13時30分〜15時。当
日先着10人
◆アートフラワーで作るプチアレンジメント
2月25日（木）10時〜12時。先着15人
1,200円
2月11日10時から
窓口へ
◆書道作品展示
3月9日（水）〜4月11日（月）

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

◆中田コミュニティハウスまつり
2 月2 7日（ 土 ）9 時 〜 1 7 時 、2 8日
（日）9時〜14時30分
◆立場地区センターまつり
〈作品展示〉
絵画、鎌倉彫、絵手紙ほ
2月13日（土）
・14日（日）
か 〈実技発表〉28日10時〜12時
〈実技発表会〉13日10時〜16時
〈作品展〉13日10時〜16時、14日 30分フラダンス、コーラスほか
10時〜14時 〈お茶会〉13日10時 〈イベント〉27日：昔遊び、バザーお
とみおか そうわ
もしろ理科実験、28日：読み聞かせ
〜15時（表千家 冨岡宗和さん）
300円 〈イベント〉14日10時〜 ※時間は問合せを
12時20分。中田中学校吹奏楽部、和 西が岡コミュニティハウス
泉小学校合唱、東中田小学校マーチ
〒245-0006 西が岡3-12-11
ひびき
・ 814-4050
ングバンド、響あゆみ演歌コンサート
◆初めてのパソコン講座Part3（全2回）
◆行政書士による無料相談会
ワードで連絡網をつくる。3月14日・
契約、相続、許認可手続ほか。
2月20日（土）9時30分〜11時30分 28日の月曜、9時30分〜12時。初心

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

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

◆介護者のつどい
2月25日（木）13時30分〜15時
2月11日から電話か窓口へ
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

◆みんなあつまれ！かみしばい 冬
きつねの恩返し、阿久和村物語ほ
か。2月20日（土）13時15分〜14時
◆フォンテミュージカル2016
この街で〜イリスと愉快な仲間たち〜。
2月27日（土）15時〜16時30分、28
日（日）11時〜12時30分、15時〜
16時30分 ▷チケット 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？
①3月1日（火）②2日（水）③22日
（火）④23日（水）。①③10時〜21
1枠1,800円
時、②④9時〜21時
（1時間）、2枠3,000円（2時間）
2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

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1
803-2270

◆工作の先生と作って遊ぼう！
2月13日（土）10時・11時。幼児（要
保護者）と小学生、当日各先着10人

天王森泉館

〒245-0012 中田北1-9-14
801-5201
805-1954

泉区役所
横浜市泉区役所

ウェブページで情報配信中！
検索

@izumi̲yokohama

〒245-0016 和泉町300
・ 804-5133
つ

びな

◆吊るし雛展
2月13日（土）〜3月6日（日）9時30
分〜16時30分
◆節句祝餅
2月28日（日）11時。つきたて餅パッ
ク300円、お汁粉・甘酒各100円

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。
2月23日（火）、3月8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
◆戸塚税務署から
①2月21日・28日の日曜は申告用紙
配布、作成指導、申告書受付（受付
時間：8時30分〜17時）を行います。
※電話での相談はできません。
②駐車場は3月15日（火）まで使用不可。
③価額の合計額が5,000万円を超
える国外財産を有する人は3月15日
（火）までに「国外財産調書」の提出
が必要です。
④便利な電子申告（e‐Ｔａｘ）の利用
を。詳しくは国税庁の で
戸塚税務署
863-0011
◆里親制度説明会
さまざまな事情により家庭で生活で
きない子どもを家族の一員として
迎え入れ、子育てする制度。短期養
育可。2月20日（土）13時30分〜15
時。旭公会堂（相鉄鶴ヶ峰駅下車）
で。市内在住で子育てが可能な人
電話で西部児童相談所 里親担当へ
331-5471
333-6082
◆中高年英語入門教室（全36回）
4月〜平成29年3月（各月3回）10時
〜11時45分。松本ビル（戸塚駅下
車）で。40歳以上、抽選20人
各回1,400円、年会費1,200円
3月11日までに電話か ・ ・ を
書いてはがきかＦＡＸかＥメールで
横浜市シルバー人材センター戸塚
事務所（〒244-0002戸塚区矢部町
1286-4）へ
881-3412
881-6221
ysctotuka@eagle.ocn.ne.jp
◆こども自然公園青少年野外活動センターで
〈あったかエコキャンプ〉
3月19日（土）10時〜20日（日）13
時。小学１〜6年生、抽選50人
6,200円
2月8日〜22日
〈アウトドアクラブ（全6回）〉
4月30日〜7月9日の隔週土曜9時
30分〜11時30分。小学生と保護
者、抽選12組。
3,500円（1人）
2月15日〜29日
〈おひさまクラブ（全7回）〉
4月6日〜5月25日の水曜、14時〜
16時。未就学児と保護者、抽選25組。
1組7,000円
2月15日〜29日
※各詳細、申込方法は電話か 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/kodomo̲yc̲ysa/

マイナンバーについて、区役所が電話で皆さんの情報を聞
くことはありません。不審な電話や手紙、訪問には応じない
ようにしましょう。

