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樹木エリア
③樹木の剪定
④園名柱の更新

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

泉土木事務所下水道・公園係　　800-2536　　800-2540

きれいな団地めざして努力中 いちょう団地連合自治会副会長(広報担当)　小松 秋人さん
こまつ　　 あきと

　多くの国につながる人々が多く住むいちょう団地では清掃活動に工夫をしていて、春秋の大
掃除はボランティアが事前に草刈りし、当日は住民同士が親しくなる機会とするために多言語
による有線放送で参加を呼びかけています。
　正月と夏のクリーンキャンペーンでは団地と外周の清掃を行っています。
　正月は小・中学生にも呼びかけていて、今年は６８人が参加し、総勢２１３人で取り組みました。
　「いちょう団地まつり」２日目の早朝に行われるまつり会場周辺の一斉清掃は、連合自治会の
良き伝統として「使う前よりきれいに！」と続けられ、単位自治会では班持ち回りで１週間ごとに
棟周りの清掃作業が行われています。
　一方、収集日を守らないごみ、未分別ごみ、外から持ち込まれる大型ごみの不法投棄もありま
すが、いろいろな人々が住んでも「きれいな団地で子育ても！暮らしも！」出来る団地をめざして
います。

　泉中央公園は、泉区が誕生した昭和61年（1986年）に開園して以来、区民や近
隣の皆さまに親しまれてきました。開園から30年が経ち、施設が老朽化したこと
から、平成27年10月に再整備工事に着手し、平成28年3月に完成しました。

　公園には、開園当時から設置されている石の門（タイトルは『門』（みなとみらい２１彫刻展出
展作品））、横浜市地域史跡小次郎池（馬洗い池）、空堀・土塁など、特徴的な施設があります。今
回の工事では広場の拡張や、施設（トイレ、パーゴラ、園路など）の更新、樹木の剪定などを実施
し、より使いやすく明るい公園になりました。

私も参加しています

みんなで取り組み早く終りました

更新したトイレ

更新したパーゴラ

空堀エリア

⑫歴史案内板の新設

小次郎池エリア
⑦階段の更新
⑧柵の更新

広場
⑨トイレの更新
⑩広場の拡張
⑪パーゴラの更新

池を清掃し、柵を更新 広場を拡張し、健康遊具を移設

遊具広場
⑤井戸ポンプの更新
⑥流れの改修

エントランス
①舗装の更新
②花壇の新設

せんてい

小次郎池
広 場

広 場

広 場

人　口
世帯数
人　口
世帯数

　　　153,94４  人 
６０,８１２世帯

　　　153,94４  人 
６０,８１２世帯4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

※２７年国勢調査人口速報集計結果に
　よる推計です
※２７年国勢調査人口速報集計結果に
　よる推計です

⑫

出入口

出入口

出入口

③

⑩

⑨

④

①
②

⑥

⑧
⑦

⑤

⑪
いずみ
中央駅

地蔵原の
水辺

中和田
小学校

長福寺

相
鉄
い
ず
み
野
線

和
泉
川

泉中央
公園

N

いずみ中央駅から
徒歩 6分

近くにお越しの際にはぜひ
泉中央公園にお立ち寄りください。
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広告スペース 広告スペース

戸籍担当　　800-2341　　800-2508

戸籍課 ２階　201～204窓口

保険年金課　２階　２０５窓口

保険年金課　２階　２０７窓口

泉区役所掲示板

　１冊の本が図書館で何回くらい貸し出されていると思いますか。
　もちろん本によって違いますが、累積の貸出回数が250回とい
う人気がある本もあります。
　図書館の本は透明なフィルムでコーティングをしています。こ
のことで汚れにくくなり、本の耐久性も向上しています。
　しかし、何回も読まれるうちにページが取れたり、破れたりす
ることがあります。泉図書館では、修理ボランティアが専用の
のりと道具を使い、本を解体して糸でつづり直すなど、丁寧に修
理をしています。
　もし、借りた本に修理が必要な部
分があったときや本を汚してしまっ
たときは、図書館のカウンターにお
申し出ください。
　次に本を借りる人が気持ちよく読
めるように、皆さんの協力をお願い
します。

　大きな災害があった時、まず気になるのは家族の安否です。
　連絡方法や普段いる場所などについて確認しましょう。

　住所異動や戸籍の届出をするとき、住民票や戸籍の証明書など
を請求するときは、手続する人の本人確認資料の提示が必要です。
　手続・請求時には次の本人確認資料をお持ちください。
　※代理人が手続する場合は、代理人の本人確認資料のほかに、
　　本人からの委任状が必要です。

　国民健康保険料は、６月から３月まで、毎月納期限までに支払います。
　支払方法は、口座振替が原則です。

　口座からの引き落としは、口座振替手続後、１～２か月かかりま
すので、今から手続をすれば、今年度最初の引き落としに間に合
います。

　国民年金の学生納付特例は、在学期間中の保険料の支払いが
猶予され、社会人になってから支払うことができる制度で、毎年
度申請が必要です。
※保険料が未納になっていると、万一の時に障害基礎年金や遺族
　基礎年金が受けられないことがありますのでご注意ください。

　混雑時には1時間以上お待ちいただ
く場合があります。時間に余裕を持って
お越しください。

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507 危機管理担当　　800-2309　　800-2505

保険係　　800-2428　　800-2512

国民年金係　　800-2421　　800-2512 区民事業担当　　800-2396　　800-2507

年金手帳、学生証（コピーの場合は両
面必要）、印鑑

○窓口で

申請時に必要な書類

必要事項を記入した「学生納付特別
申請書」、学生証の両面コピー

○郵送で

● 納め忘れがない。
● 金融機関等に出かける手間がかからない。

口座振替のメリット

本人確認資料 「出前！　交通安全講習会」を開催してみませんか。

　災害発生時は移動や連絡の手段が限られるため、「場所」
「時間」「待ち合わせ場所の目印」など、できるだけ詳しく話し
合っておきましょう。

避難所の○○学校の、
体育館の入り口で10時
と３時に待ち合わせ！

家族の集合場所を決める。

　平日・昼間に市内で震度５強以上の地震が観測された時は
　●横浜市立学校等（小学校・中学校・特別支援学校）では、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。
　●保育所では、保護者の引き取りまで保育を継続します。

　保護者は、家の安全を確認してから引き取りに来てください。

　平成27年の泉区内交通事
故件数は422件で、前年より
も減少しました。これは過
去最少の件数です。
　今年も、地域の皆さんや
関係機関等と協力し、力を
合わせて、「安全・安心なま
ちづくり」を目指します。
　引き続きご協力ください。

　自治会町内会、高齢者サロン、子ども会、子育てサークルな
どの地域の人が参加する集まりに、交通安全講話、ＤＶＤ上映、
人形劇などによる交通安全講習会を開催しませんか？
　お気軽にご相談ください！

毎月23日は
市民読書の日 みんなの本を大切に

官公署が発行
した、顔写真
付きの証明書

いずれか一つ

次のいずれか

●Ｂのいずれか
　二つ

●ＢとＣの
　一つずつ

自動車運転免許証、パ
スポート、住民基本台
帳カード、マイナンバー
カード、特別永住者証
明書、在留カード

健康保険証、年金手帳、
介護保険被保険者証な
ど（民間企業等が発行
した健康保険証も可）

社員証、学生証など

官公署が発行
した、顔写真
なしの証明書

官公署以外が
発行した、顔
写真付きの証
明書

証明書の種類

A

B

C

具 体 例 提示するもの

●口座振替の手続をされていない人へ

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

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○学生証

▲▲大学

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

○
○○○○○○○○○○○

○

●●　●●

学生証

▲▲大学

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

○
○○○○○○○○○○○

○

●●　●●

〇〇　太郎　様 000　１２３４５６７

■■銀行

〇〇　太郎　様 000　１２３４５６７

■■銀行

健 康 保 健被保険者証

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

〇〇　太郎〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

健 康 保 健被保険者証

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

〇〇　太郎〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

太
郎
太
郎

〈手続に必要なもの〉
通帳又はカード、通帳届出印、
国民健康保険証
窓口　金融機関又は区役所

学校や保育所の対応

交通事故
総件数
死亡事故
子どもの事故 
高齢者の事故
（65歳以上）

件数
422件
３件
39件

145件

前年比
74件減少
１件増加
９件減少

４件減少

●交通事故発生件数●
（平成27年１月から12月まで）

う
ち

 ４月６日から15日までは
「春の全国交通安全運動」期間！
 ４月10日は
「交通事故死ゼロを目指す日」「シートベルトの日」！

 ４月６日から15日までは
「春の全国交通安全運動」期間！
 ４月10日は
「交通事故死ゼロを目指す日」「シートベルトの日」！

みんなで広げよう「交通安全の輪」！みんなで広げよう「交通安全の輪」！

　和泉川に架かる草木橋と四ツ谷橋の間に、いつもきれいな水
が湧く四ツ谷湧水があります。
　地元の人たちの努力で湧水の周りはいつもきれいですが、春
と秋には花壇にきれいな花が咲き、ひときわ華やかになります。
　まちの魅力づくりや子どもたちと地
域との交流などを目的に、花壇は下和
泉地区経営委員会の皆さんが整備し、
花植えはＰＴＡなどの協力を得て下和泉
小学校の３年生が毎回行っています。
　昨年は、春にはマリーゴールド、秋に
はビオラで、散歩やウオーキングをする
人たちの目を楽しませました。
　今年も５月頃に子どもたちが花を植え
る予定です。ぜひお立ち寄りください。

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505
地域の人との花植え

花でまちの魅力アップ

下和泉地区

届出、証明書請求時には
本人確認資料を
－住所異動・戸籍・住民票－

届出、証明書請求時には
本人確認資料を
－住所異動・戸籍・住民票－

国民健康保険
保険料納付は口座振替で！

国民健康保険
保険料納付は口座振替で！

学生納付特例は毎年度申請を学生納付特例は毎年度申請を

発災時の家族との集合防災知識の泉

日　本　国
旅　　　券

JAPAN
PASSPORT

日　本　国
旅　　　券

JAPAN
PASSPORT

○　○　　太　郎

神奈川県横浜市泉区
○○○-○○-○-○○

○
○　○　　太　郎

神奈川県横浜市泉区
○○○-○○-○-○○

○

マリーゴールド（春）

ビオラ（秋）
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 地域活動支援担当　　８００-２３９７　　８００-２５０７皆さんで泉区の犯罪被害を減らしましょう。

泉区の犯罪は減少していますが、さらに減らすために

犯罪は、皆さんのちょっとした
心がけで防ぐことができます。

「電話でお金はサギ！」電話でお金の話は詐欺を疑いましょう！
ポイント

ポイント

ポイント

鍵をしっかりかけましょう！

地域で子どもを見守りましょう！
事故

示談
警察

弁護士
還付金

〈振り込め詐欺〉 〈子どもに対する犯罪〉

〈窃 盗〉
　泉区の犯罪発生件数は、平成15年に約3,000件ありました。泉区では地
域、泉警察署、区役所、事業者などが協力して防犯対策に取り組むため、「泉
区地域防犯まちづくり推進協議会」を立ち上げて、さまざまな防犯活動に取
り組んできました。
　地道な防犯活動や区民の皆さんの協力もあって、平成２７年は６３３件と、
12年連続で犯罪発生件数は減少しましたが、さらに減らす取組が必要です。
　最近多発している振り込め詐欺、７割を占める窃盗、地域で防ぐ子どもに
対する犯罪を減らす取組を紹介します。

　犯罪発生件数は減少していますが、特に注意が必要な犯罪が振り込め詐欺です。
　振り込め詐欺の中には、オレオレ詐欺、還付金詐欺などがあり、息子や区役所などのふり
をして、あなたの大切なお金をだまし取ります。

　防犯指導員は年
金支給日に立場駅付
近で振り込め詐欺の防
止啓発活動を行っています。被害者
となることが多い高齢の女性を中
心に声をかけながら注意喚起をし
ています。
　振り込め詐欺の電話は泉区全域
でかかってきています。「私はだま
されない！」と思っている人が一番危
険なので、気をつけてください！

　犯罪発生件数の７割を占めるもの
が、自転車盗や空き巣などの窃盗です。

　子どもが被害にあう犯罪は、下校時から夕食までの時間帯に多く発生しています。
　下校時は、学校の先生や地域の皆さんなどの見守り協力を得られていますが、帰宅後、遊びに出てから夕食
に戻るまでの時間は、地域の目が届きづらい時間帯です。

　緑園都市コミュニティ協会（ＲＣＡ）では、毎週火・木曜日
の小学生の下校時間にあわせて、青パト（青色防犯パトロー
ル）を実施しています。青パトでは必ず学校周辺や公園など
を回り、子どもたちの見守りを行っています。青パトの活動
を始めてからは犯罪被害などもなく、これからも子どもた
ちを見守っていきます。

●乗り物盗
　○自動車盗、オートバイ盗、自転車盗などの被害の多くは、鍵をかけていません。
　○自宅敷地内の自転車や５分程度の短い時間駐車した車なども盗まれています。
　→自宅敷地内や短い時間であってもしっかりと鍵をかける！

●空き巣
　○窓ガラスを割り、侵入され、金品を盗まれるという手口が多く発生しています。
　→補助錠を取り付けて、侵入しづらくする！
　→ごみ捨てなどの短い間でも必ず鍵をかける！
　→長期間留守にする場合は新聞の配達を休止するなど
　　不在であることが分からないように工夫する！

→不審な人や車を見かけたら警察に通報をお願いします。
　（同じところを往復している、車の中から子どもに声をかけているなど）
→放課後の時間帯に、一人で遊んでいる子どもがいたら、
　見守りなどをお願いします。
→子どもが遊びに出かける時には、「誰と、どこで遊ぶか、
　何時頃帰ってくるか」を確認しましょう！

●オレオレ詐欺の手口
　電話で、息子や孫を名乗り、「電車に重要な書類
（小切手など）の入ったかばんを忘れてしまった」な
どと語り、お金をだまし取る手口です。

●還付金詐欺の手口
　区役所などを名乗り、払いすぎた医療費や保険料
などの還付があると持ちかけ、ＡＴＭの操作を指示し
て、犯人の口座に振り込ませる手口です。

○振り込め詐欺の多くは、自宅の固定電話にかかってきます。
　→犯人は自分の声を録音されることを嫌うため、常に留守番電話設定にする！
　→合言葉を決めておいて、息子や孫から電話があったら本人か確かめる！
　→電話番号が変わったと言われたら、元の電話番号へかけ直す！
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（泉警察署から）区内の犯罪発生件数

ピーク

詐欺！

110番

空き巣
3２件

オートバイ盗
５１件

自転車盗
１２８件

自販機ねらい ４件

ひったくり ７件

忍び込み ３件
出店荒らし １３件

自動車盗 ２７件

その他の窃盗
１２６件

その他
１５０件

万引
５０件

車上
ねらい
４２件

泉警察署生活安全課から

泉防犯指導員会長　萩原勝彦さん
はぎわら   かつひこ

緑園都市コミュニティ協会緑園地区防犯パトロール協議会　上島義博さん
うえしま   よしひろ

街頭での啓発活動

青パトで巡回中

　泉区はこれまで住民の皆さんや区役所、警察
署などが連携してさまざまな防犯対策をしてき
ました。
　その効果が出て、昨年1年間の犯罪発生件数
は、平成15年当時の4分の1以下になりました。
　今年も防犯の手を緩めずに、より安全で安心
して暮らせる泉区の実現に向けて、引き続きご協
力をよろしくお願いします。

　和泉中央連合自治会では「自分たちの町は、自分たち
で守る！」を合言葉に防犯活動を行っており、最も力を入
れているのは防犯パトロールです。和泉中央連合自治会
内の多くの自治会町内会でパトロール活動を行っていま
す。防犯活動は続けていくことが大切です。
　今後も地域でできることを続けて、地域を守っていきます。

和泉中央連合自治会防犯部理事　斉木仁郎さん
さいき　　じろう 連合での防犯パトロール

平成27年
犯罪発生件数
633件
（泉警察署から）

特集

　泉区内の犯罪発生件数や犯罪の手口、
地域防犯の取組、被害に遭わないた
めに心がけてほしいことなど
について紹介します。

みなさんで
安全で安心なまち
泉区をつくろう！

○○くんと公
園で

遊んでくるよ
。

○時にかえる
ね。

親子かしら？
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資源化推進担当　　800-2398　　800-2507

土地担当　　800-2363　　800-2509家屋担当　　800-2365

もっと知って、３Ｒ夢のこともっと知って、３Ｒ夢のこと
ス　　　リ　　　ム

「古紙」のリサイクルにご協力を！

○古紙の分別は品目ごとに
●新聞

紙袋

包装紙

お菓子などの
紙箱

シュレッダーで
裁断した紙

トイレット
ペーパーの芯

においの
ついた紙

汚れた紙

　せん定枝や刈り草を出すときは、２日間程度乾燥
させると約40パーセント減量できます。

●雑誌

※紙袋か半透明の袋にいれる

※それぞれひもで縛る

●段ボール ●紙パック

洗剤

PIZZ
A

【例】

５㎏ ３㎏

－２㎏

庭のお手入れの時期です

なんで品目ごとに分けて出すの？Q
品目ごとにリサイクルされる工場が
違うからだよ。

〈リサイクルの一例〉

新聞、雑誌など

新聞は
雑誌・

その他の紙は 紙パックは

「ヨコハマ3R夢！」
マスコット　イーオ

A

「燃やすごみ」へ

「その他の紙」が
燃やすごみの中に
まだまだ混入しているよ！

トイレット
ペーパーなど

段ボールは

段ボール、
紙筒など

ボール紙、
絵本など

裏側が銀色の
紙パック、紙など

例えば

例えば

袋に入れて口を

縛らないだけで

も、十分乾燥す

るよ！

リサイクルで
きない紙、
リサイクルに
向かない紙は

●その他の紙

「その他の紙」には分別しないもの

区内在住・在勤・在学か、区内道
場に所属している人、抽選16人
程度　　5,000円
　・　4月27日までに、　・　・
　・　・性別・職業を書いて、往
復はがきかＥメールで、泉区弓
道協会　中村（〒245-0004泉区
領家4-7-1）へ
　813-0230
　izumikyudo@gmail.com
■泉区健康ウオーク
東京ドイツ村でお花畑をウオー
キング。往復バス利用。5月15日
（日）。6時40分区役所集合、18
時30分解散予定。先着80人程
度　▶持ち物　弁当　　5,200
円（バス代、入園料込、保険代）
　4月23日9時～10時に費用を
添えて区役所1Ａ会議室へ
　泉区レクリエーション協会　
小野
　090-3008-5933

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）

相 談

■梅林で野草の天ぷら作り
4月23日(土)。９時30分、弥生台
駅集合　▶持ち物　ビニール
袋、米0.5カップ　　300円
　・　4月20日までに、電話かＦＡ
Ｘで自然の学校野遊び塾　翠川へ
　・　803-9969
■民謡・舞踊発表会
抽選会あり。５月３日（祝・火）10
時30分～16時。泉公会堂で
　民謡・舞踊普及会事務局　大沢
　801-8373
■着付けの基本（全2回）
名古屋帯で。5月6日・20日の金
曜、9時30分～11時30分。泉公
会堂和室で。先着10人
　1,000円
　・　4月11日から電話で着付
けサークル　福田へ
　871-7194
■泉区民弓道教室（全12回）
5月7日～7月23日の土曜、9時
～12時。泉スポーツセンターで。

元気の出るまち 泉
～第３期泉区地域福祉保健計画～

　和泉北部地区は駅周辺のマンション群、古くからの農業地域、戸建中心の地域など
で構成されていて、住民同士の交流を重視した取組を行っています。
　例えば、いずみ野夏祭りに併せた福祉バザー、地区全体での｢敬老のつどい｣、食事
会に高齢者を招き交流を深める取組に加え、サロン活動なども活発に行っています。
　また、地区内約20団体のボランテイアの皆さんに集まってもらい、年１回程度、
テーマを決めた意見交換会も開催しています。
　年末には民生委員が担当地域を重点的に回り、一人暮らし高齢者や障がいのある
人たちの見守りを行っています。
　今年は念願のいずみ野地域ケアプラザが開設されることから、今期の地域福祉保
健計画では、｢ふれあい｣に｢健康｣も加えた明るいまちづくりを目指します。

｢健やかで明るい、ふれあいのあるまち｣を目指して
和泉北部地区社会福祉協議会　会長　成澤　誠さん

なりさわ　　まこと

いずみ小学校体育館での福祉バザー

全てボランテイアの手作りによる食事会

固定資産税・都市計画税
課税明細書の確認を

固定資産税・都市計画税
課税明細書の確認を

　４月上旬に送付する「固定資産税・都市計画税（土地・家屋）
納税通知書」に、課税明細書が添付されています。
　この明細書では、課税されている土地・家屋の所在・地番・価
格などを確認できますので、是非ご覧ください。
※区内に保有する資産が多い場合は、課税明細書のみを別に郵送

次の場合は同封の「変更届出用紙」で連絡してください。
　●住所に変更がある場合又は名前の表記が違う場合
　●年内に土地の利用状況を変更した場合
　　又はその予定がある場合
　●年内に家屋の取壊し、新築、増築をした場合
　　又はその予定がある場合

■生活習慣改善相談（予約制）
《食生活健康相談（栄養士）》4月15
日（金）13時30分～15時30分、21
日（木）９時～11時、5月10日（火）9
時～11時・13時30分～15時30分

健 康

■泉区農業応援隊
区内登録農家の農作業の手伝い。
播種、定植、収穫、片付け、除草な
ど。無報酬。登録随時
　・　企画調整係
　800-2331　　800-2505
■泉区生活便利帳を発行
平成28年度版泉区生活便利帳。区
役所１階広報相談係（101窓口）で
配布中
　広報相談係
　800-2337　　800-2506
■散策マップ配布中
第３弾「弥生台駅から中川、新橋地
区方面」。区役所１階いずみ区民活
動支援センター（104窓口）・広報相
談係（101窓口）、3階区民事業担当
（309窓口）で配布中　※第１弾「和
泉川南部から下飯田方面」、第２弾
「和泉川北部から踊場方面」も同時
配布中　※なくなり次第終了
　区民事業担当
　800-2395　　800-2507

募 集・案 内

■いずみ相模凧揚げ会
子どもの健やかな成長を願って。5
月5日(祝・木)14時～16時。天王森
泉館付近の田んぼで。〈試し揚げ〉3
日（祝・火）・4日（祝・水）。見学可　
※雨天、強風時中止　※駐車場な
し　※当日の連絡は相模凧いずみ
保存会（　777-4156）へ
　区民事業担当
　800-2395　　800-2507

イ ベ ン ト

■農作業体験
農業応援隊のサポートで落花生の
植付け。秋には収穫作業も。5月21
日(土)10時～12時。先着30人
　300円　▶場所　いずみ中央駅か
ら徒歩10分
　・　4月25日から電話かＦＡＸで企
画調整係へ
　800-2331　　800-2505
■愛犬と備える防災講座
犬のストレスを減らし、迷惑をかけ
ない方法。犬の参加不可。6月4日
（土）10時～11時30分。区役所4階
4ＡＢＣ会議室で。先着100人　▶講
師　遠藤エマさん（ドッグトレーナー）
　4月11日から、　・　・人数を、電
話かＦＡＸかEメールで生活衛生係
（3階314窓口）へ
　800-2452　　800-2516
　iz-eisei@city.yokohama.jp
■食生活等改善推進員セミナー（全8回）
食生活等改善推進員（ヘルスメイ
ト）養成講座。6月～2月の第3木曜、
9時30分～12時。区役所１階福祉保
健センターで。終了後、地域で健康
づくり活動に参加できる人、先着30
人　　1,200円
　・　4月11日から、電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516

講 演 ・ 講 座

えんどう

掲載については広報相談係へ
　800-2335　　800-2506

検 索泉区あやめ通信　掲載基準

■乳幼児の食事相談（予約制）
《食生活健康相談》4月19日（火）9
時～11時。乳幼児の保護者
《離乳食教室》4月19日（火）13時
30分～15時。2回食ころの第１子
　・　各4日前（土・日・祝日除く）ま
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

子 育 て

《生活習慣相談（保健師）》
5月10日（火）9時～11時
　・　各３日前（土・日・祝日除く）ま
でに健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
■胃がん検診（エックス線撮影）
①5月17日（火）9時から区役所で。
②6月7日(火)9時から和泉第一町内
会館で。各40歳以上、先着40人（年
度に1回）　　1,570円
　①4月18日～5月11日②5月6日
～25日、9時～12時に電話で神奈
川県結核予防会へ
　251-2363　　800-2516
※受診料減免の詳細は健康づくり
係へ　　800-2445
■エイズ検査・梅毒検査（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

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〉4月27日(水)、５月6日(金)
〈1歳6か月児〉4月20日(水)
〈3歳児〉4月22日(金)
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513
■和泉保育園で
【園庭・施設開放】4月11日（月）か
ら。月～金曜日、9時45分～14時45
分　※変更の場合有り
【コアラひろば】おもちゃ作りを楽し
もう。5月9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
　・　4月25日から、電話で（平日9
時30分～15時）和泉保育園へ
　803-1483　　803-1137

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

〒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。

息切れ、咳、痰 放置すると恐ろしい COPD（慢性閉塞性肺疾患）　禁煙で治療・予防を

泉区社会福祉協議会からのお知らせ
　802-2150　　804-6042

○泉区カラオケ協会 ○緑園地区社会福祉協議会 ○中和田中学校区

学校家庭地域連携事業実行委員会 ○泉区民謡連合会 ○キャンドル

歌仲間愛好会 ○粕谷文雄 ○斉藤義晴 ○泉区コーディネーター連絡会 

○イトーヨーカドー労働組合立場支部 ○國井百合 ほか３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。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。

善意銀行善意銀行

● 費用の記載がない場合は無料 ●
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※各60歳以上対象
◆なごみの広場 
4月14日（木）10時～11時30分　
　100円
◆落語を楽しむ会
「紙入れ」「三年目」ほか。
4月28日（木）13時～15時、先着80人
◆歴史を学ぶー江戸学入門̶
5月17日（火）13時30分～15時　
抽選30人　　100円　　5月1日～
10日に電話か窓口へ

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

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

◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか？
①5月12日（木）②13日（金）③26
日（木）④27日（金）。①③は10時～

◆テントのなかのおはなし会
4月20日（水）15時30分。3歳～小学
生（保護者同伴可）。先着10組
　4月13日9時30分から電話か窓口へ
◆0・1・2・3歳のおはなし会
4月27日（水）10時45分～11時10
分、11時20分～11時45分。0歳～3
歳と保護者。各先着10組
　4月20日9時30分から電話か窓口へ
◆土曜おはなし会
5月7日（土）14時。5歳以上。保護者同伴可
◆日曜おはなし会
5月8日（日）14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/

◆おはなし会
4月12日（火）・22日（金）、5月10日
（火）。各11時
◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
4月23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）。4月11日か
ら窓口へ
◆子どもの集い
子どもにお餅の配布も。
4月29日（祝・金）10時～12時、先着
200人　　4月16日10時から窓口へ
◆ホタル観察隊（全2回）
①5月14日（土）10時～11時30分、
②6月11日（土）19時～20時。小学
生（②は保護者同伴）、先着30人
　5月7日10時から窓口へ

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

◆おはなし会
4月14日（木）・26日（火）11時～11
時30分。幼児と保護者
◆俳句作品展示
4月20日（水）～5月15日（日）
◆親子で楽しくリトミック（全6回）
4月25日～7月4日の月曜11時15分
～12時。1歳～3歳の子と保護者、
先着15組　　2,000円
　4月11日10時から費用を添えて
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

◆春の野鳥観察会
5月1日（日）9時30分～11時30分
▷持ち物　双眼鏡、望遠鏡など
　4月16日から電話で

天王森泉館
〒245-0016　和泉町300
　・　804-5133

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

◆ピアノ・三味線de歌ごえ広場
4月19日（火）10時30分～12時。先着30人
　4月11日10時から電話か窓口へ
◆初めてのオカリナ教室（全６回）
5月10日・24日、6月14日・28日、7月
12日・２６日の火曜12時30分～14時
30分、先着20人　　１,200円（楽器
代別、4,600円）　　4月26日10時
から電話か費用を添えて窓口へ
◆親子でエアロビクス（全7回）
5月11日～9月14日の第2・第4水曜
10時～11時30分。未就園児と保護
者。先着20組　　2,100円　　4月
16日10時から電話か費用を添えて窓口へ

◆講演「最近の宇宙のようす」
　工作「星座早見表を作ろう」
5月７日（土）10時～12時、小学生と
保護者、先着30組
　4月23日10時から電話か窓口へ
◆デコパージュをしてみませんか
好きな模様の紙を使って。
5月15日（日）10時～13時、小学生
以上、先着40人　　4月16日10時
から電話か窓口へ

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

◆初めてのスマートフォン講座
4月25日（月）10時～12時。スマート
フォンを持っている人、抽選20人
　4月17日までに電話か窓口へ

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

◆中学英語入門教室
4月15日～平成29年3月24日の金
曜16時～17時、小学5・6年生、先着
12人　　各回100円
　4月11日から窓口へ
◆初心者向け吊るしびな講座（全3回）
5月9日～23日の月曜10時～12時、
先着10人　▷持ち物  裁縫道具
　2,500円　　4月11日～29日に
電話か窓口へ

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

◆木目込み人形で作るミニかぶと（全2回）
4月23日・30日の土曜9時30分～11

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

◆リニューアルしたトレーニング室の利用
事前申込み、入会金不要。１回３００円
（３時間まで）。運動ができる服装、室
内運動用シューズで。専門スタッフが
常駐。小学生以下、19時以降の中学
生の利用時は保護者同伴

泉スポーツセンター
〒245-0006　西が岡3-11
　813-7461　　813-7463

◆爽やかクラリネットアンサンブル
5月15日（日）13時15分～14時30
分（開場13時）。小学生以上（小学
生は保護者同伴）、先着30人
　100円（高校生以下無料）
　4月15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 ◆移動図書館はまかぜ号

巡回バスで本の貸出・返却・予約。
4月19日（火）、5月3日（祝・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
◆境川遊水地見学会
境川遊水地の機能や役割紹介など。
5月7日（土）10時～12時※雨天中止
小学生以上（小学生は保護者同伴）、
先着20人　　4月16日から電話か
窓口へ
　県立境川遊水地公園
　805-0223
◆こども自然公園青少年野外活動センターで
〈デジカメ入門（全３回）〉
5月21日、6月4日・18日の土曜9時
30分～12時。①小学4年生～中学
生と保護者②16歳以上、各抽選10
人　　3,000円（①は保護者も一人
につき3,000円）
　4月11日～25日
〈アロマ教室〉
5月26日（木）10時30分～11時50
分。16歳以上の女性、抽選10人
　1,800円　　4月18日～5月2日
※各詳細、申込方法はＴかHP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

◆ベビーマッサージ＆ママケア（全2回）
5月19日、6月16日の木曜10時～11
時、２～７か月の子と保護者、先着10
組　　4月18日から電話か窓口へ

中和田コミュニティハウス
〒245-0023　和泉中央南4-9-1
　・　805-1401

◆盆踊りを楽しもう（全4回）
5月～8月の第1日曜9時30分～11
時30分。抽選20人　　500円（小学
生以下無料）　　4月17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

時30分、先着8人   　2,800円
　4月12日～19日に電話か費用を
添えて窓口へ
◆絵本だいすき！ 読み聞かせ
4月28日（木）11時～11時40分。幼
児と保護者
◆スクエアステップで脳と体の
　エクササイズ（全5回）
5月11日～7月13日の水曜13時～
14時30分、先着21人　　2,000円
　4月15日～30日に電話か費用を
添えて窓口へ
◆親子でリトミック（前期・全5回）
5月17日～9月20日の第3火曜9時
30分～10時30分、平成25年4月～
26年12月に生まれた子と保護者、
抽選35組　　２00円
　4月25日までに　・　・親子の　
（ふりがな）、子の生年月日・性別・　
を書いて往復はがきを送付
◆おもちゃの病院
5月21日（土）10時～15時、先着20人
　4月12日～5月20日に電話か窓口へ

21時、②④は9時～21時
　1枠1,800円（1時間）、2枠3,000円
（2時間）　　4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

●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

　今年は泉区が誕生して３０年目の記念の年です。今月号では泉
中央公園の再整備を取り上げましたが、今後も新しい施設のオー
プンやイベントなどさまざまな記念事業を紹介していきます。
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