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泉区の いま
（平成28年5月1日現在）

※27年国勢調査人口速報集計結果
　による推計です。

人　口 153,955 人
世帯数 61,121 世帯
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次

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

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。

区役所
開庁日

　６月から７月の晴れ間や梅雨明け前後の急に蒸し暑くなった時は、体がま
だ暑さに慣れていないため、上手に汗をかくことができず、体温調節ができ
にくい状態です。室温調節や水分補給を行い、熱中症を防ぎましょう。

　市民の森は「横浜みどり税」を財源として、市内に残る貴重な緑地を、土地所有者の
皆さんのご理解・ご協力を得て、市が整備し、公開している森です。散策路や広場の清
掃・除草、巡回点検などは、地域の皆さんと市が協力して実施しています。近くの市民
の森を訪れてみませんか。

～ に気をつけよう～～　　　　に気をつけよう～

新橋市民の森

中田宮の台
市民の森
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西が岡
一丁目

徒歩5分

徒歩10分
　弥生台駅から歩いてすぐの場所にある市民の森
です。水田の跡地があり、貴重な湿地環境になって
います。
　平成27年1月に開園し、同年3月に「新橋市民の森
愛護会」が結成されました。

新橋市民の森（新橋町816他）
相鉄いずみ野線「弥生台駅」下車　徒歩5分

　周囲が草地になっており、木々を観察しながら散策
できるほか、雑木林の内部は平坦で気持ちよく散策
することができます。
　平成24年7月に開園し、同年10月に「中田宮の台市
民の森愛護会」が結成されました。

中田宮の台市民の森（中田北三丁目）
神奈川中央交通バス「西が岡一丁目」下車　徒歩10分

企画調整係　　800-2331　　800-2505

樹林地を守る
区内で２か所めの
市民の森です

区内初の
市民の森です

新橋市民の森散策路

健康づくり係　　800-2416　　800-2516
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泉区マスコットキャラクター　いっずん

熱中症予防のポイント

熱中症になってしまったら

暑い日は適切にエアコンを使用し、
気温が31度以上に
なる日は外出を
避けましょう。

乳幼児は、汗腺の発達が未
熟なため、うまく体温調節
をすることができず、短時
間で体温が上昇し、生命の
危険が出てきます。

高齢者は、加齢により体内
の水分量が少なくなるこ
と、暑さや喉の渇きを感じ
にくくなること、汗をあま
りかかなくなることなど
の理由で熱中症になりや
すくなります。

顔が赤く、汗をたくさんかいている
ときには、すぐに涼しい場所へ！

喉が渇かなくても、
水分をこまめにと
りましょう。
高齢者は1時間に
一口は飲むように
しましょう。

特に乳幼児や高齢者は
注意が必要です！

「冷やすこと」と「水分・塩分を摂取すること」が大事です。

＜意識がない・もうろうとしている場合＞ ＜意識がはっきりしている場合＞

周囲の人がすぐに救急車を呼びましょう！
体を冷やし、熱を下げることが必要です。
首の横や脇の下など太い血管のある部分
に、氷や濡れたタオルをあてて冷やします。

涼しくて風通しのよい場所に、あおむけに寝かせて衣服を緩めます。
首の横や脇の下など太い血管のある部分に、
氷や濡れたタオルをあてて冷やします。
水分・塩分補給のため、薄い食塩水や
スポーツドリンクなどを飲ませてください。

外出時には日陰を
上手に利用し、
帽子や日傘などを
活用しましょう。

3.3ヘクタール 1.3ヘクタール

散策路等の
清掃・除草、
巡回点検は
「市民の森愛
護会」が行っ
ています。

泉区版　／ 　　　　　　　 平成28（2016）年 6 月号　●5



氏名（ふりがな）　　電話（番号）　　ファクス（番号）　　〒・住所　　年齢　　行事名

Eメール（アドレス）　　費用　　ホームページ　　申込み　　問合せ泉区役所掲示板

民生委員･児童委員です民生委員･児童委員です民生委員･児童委員です
民生委員・児童委員ってどんな人？

地域の身近な相談相手

今年の夏は参議院議員選挙が行われます 赤坂橋が 6 月末に開通します！

福祉保健課　３階　３１２窓口

　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けたボランティアで、児童委
員も兼ねています。
　民生委員には一定の区域を担当する民生委員・児童委員と、児童に
関することを専門的に担当する主任児童委員がいます。
　任期は3年で、今年の12月に一斉改選があります。

　投票日に仕事やレジャーなどの用事で、投票所に行けないと見
込まれる人は、期日前投票制度をご利用ください。「投票のご案
内」が届いている場合は、自分の「投票のご案内」裏面を記入し、
お持ちください。窓口での受付が早くなります。
　泉区役所と立場バスターミナル内仮設投票所の２か所で期日
前投票ができます。期間・時間が異なりますのでご注意ください。

　萩丸交差点から湘南台方面へ向かうバス通りにある赤坂橋
（和泉川を横断する橋）は、平成18年に環状４号線が建設された
際に高低差ができ、通行できなくなったことから、これまで仮設
の橋でご利用いただいていました。
　泉区制30周年を迎える今年、いよ
いよ新しい橋が開通します。

　和泉中央地区では、住民どうしの交流促進や子どもたちのふる
さとづくりなどのため、さまざまな催しを行っています。
　7月に開催される「和泉川クリーンアップ」は、まちの清掃と子ど
もたちを中心とした住民の交流を目的として行われ、毎年200人
近い人が集まる行事です。
　参加者は、まず町内会ごとにそれぞれの地区から「地蔵原の水
辺」まで、ごみを拾いながら歩きます。
　その後、近くの泉中央公園に移り、子どもたちは焼きそば、綿菓
子などの模擬店や、割りばし鉄砲、輪投げ、魚釣りゲーム、ごみ分別
ＰＲなどのブースで楽しい時間を過ごします。
　この行事は、会場までまちの清掃をしながら来ることで、子ども
から大人まで多くの人が参加し、交流を通じて地域に愛着を感じ
ることができる催しとなっています。

清掃と併せて住民の交流もはかる
泉区選挙管理委員会　　800-2315　　800-2320

毎年６月は食育月間　毎月19日は食育の日
～　心ゆたかに楽しく食事を！　～

―和泉川クリーンアップ―

健康づくり係　　800-2445　　800-2516

泉土木事務所道路係　　800-2534　　800-2540

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

どのような活動をしているの？
　介護や子育てなど福祉に関するさまざまな相談に応じ、支援先につな
ぐパイプ役を担っています。地域のみなさんが相談しやすい関係づくり
を大切にして活動しています。

サロンや食事会への参加 子育て支援

　引きこもり防止、高齢者同士の親
睦などを目的とした食事会に参加し
ています。

　仲間づくりなどを目的とした子育て
支援事業の運営に協力しています。

イベントへの参加 研修への参加

　地区民生委員児童委員協議会で、
地域のおまつりなどに屋台を出店し
ています。

　泉区民生委員児童委員協議会で
「災害時の民生委員活動」をテーマ
に研修を実施しました。

※お住まいになっている地域の民生委員・児童委員についての紹介は運営企画係へ
　お問い合わせください。

平成29年に、民生委員制度創設
100周年を迎えます。

民生委員制度創設
100周年シンボルマーク

民生委員・児童委員には
守秘義務があり、相談した人の

秘密は守られます。
安心して、相談してください。

わたしたちは、
みなさんと福祉をつなぐ

パイプ役です。

泉区内には、１８５人
（平成２８年5月１日現在）の
民生委員・児童委員が
活動しています。

泉区民生委員児童委員協議会

会長  内藤　義幸さん
ない  とう よし  ゆき

　核家族化や少子化によって
地域のつながりが希薄となって
いる中、高齢者や障がいのある

人、子育てや介護をしている人などが、周囲に相談で
きずに孤立してしまうケースが増えています。そこ
で、地域の身近な相談相手として、必要な支援を行う
のが「民生委員・児童委員」です。誰もが安心して暮
らせる地域づくりを目指して、さまざまな活動を行っ
ている「民生委員・児童委員」についてぜひ知ってい
ただき、活動へのご理解とご協力をお願いします。

運営企画係　　800-2401　　800-2516

投票時間：７時から２０時まで

期日前投票

　出張先・旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票がで
きます。また、身体に重度の障がいのある人や要介護５の人で
「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、郵便による不在者投票
ができます（平成28年４月現在）。詳しくは、泉区選挙管理委員
会にお問い合わせください。

　心身の健康を保ち、いきいきと暮らしていくために「食」はと
ても重要ですが、食生活等の変化により、栄養の偏りや生活習
慣病の増加などさまざまな問題が増えています。
　すべての人が「食」に関する知識や、「食」を選ぶ力を身につ
けて、健全な生活ができるような食育を推進するため、毎年６
月を食育月間、毎月19日を食育の日としています。
　この機会に食生活を見直すとともに、家族や身近な人と食育
について考えてみませんか。
　泉区では、「離乳食教室」「乳幼児
食生活健康相談」「食生活健康相
談」など、さまざまな取組を行って
います。
　食生活についてご心配な点があ
れば、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

不在者投票

期日前投票所 投票時間投票期間（土日を含む）

泉区役所
１階１Ａ会議室

立場バスターミナル内
仮設投票所

公示日の翌日から
投票日の前日まで

８時30分から
20時まで

投票日の８日前から
投票日の前日まで

９時30分から
20時まで

環状4号線整備前

橋の架設工事（平成27年12月時点） 平成28年5月末時点(中和田南小屋上から)

集めたごみを分別 模擬店に並びます

環状4号線整備後
(高低差が発生)

仮設の橋

環
状
４
号
線
仮設の橋

和
泉
川

中和田南
小学校

赤坂橋

瀬谷方面

湘南台方面
原宿・戸塚
方面

地域地域のちからちから地域地域のちからちから地域のちから 和泉中央地区

泉区制30周年

整備中の赤坂橋

萩丸交差点
方面

約2.5m

●　　　　　　　　平成28（2016）年 6 月号　／　泉区版6 泉区版　／ 　　　　　　　 平成28（2016）年 6 月号　●7



『風水害から身を守る』

横浜市防災情報　

区役所から発表される避難の情報

　近年、ゲリラ豪雨や台風など、大規模な風水害が増加しています。泉区でも平成26年10月の台風18号では総雨
量350ミリ以上、一時間に最大で74.5ミリの雨が降るなど、今までにない規模の降水がありました。
　梅雨の時期を迎え、災害を未然に防ぎ、被害を抑えるため、事前の準備や情報収集をしましょう。

泉区内で起きた崖崩れ

特集

　大雨や強風などによって災害が起こるお
それのあるときは「注意報」を、重大な災害
が起こるおそれのあるときは「警報」を、重
大な災害が起こるおそれが著しく大きいと
きは「特別警報」を気象庁が発表して注意
や警戒を呼びかけます。

家の周りの危険箇所に注意しましょう

危険を感じたら早期に避難さまざまな手段で情報収集しましょう

　気象警報の発表や解除、避難勧告等の情報などを随時、区ホームページ、
区twitterで発信します。

　横浜市からの緊急なお知らせや、気象警報や河川
水位が上昇した場合などに、登録した人へ防災情報を
Ｅメールで配信します。

　下のアドレスか右のQRコードのアドレスに空メー
ルを送信していただくと登録案内メールが届きます。

各種システムから送られるデータを随時反映する
ため、雨雲や河川水位、市内各地のこれまでの降水
量など、直近の時点での情報が確認できます。

entry-yokohama@bousai-mail.jp

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

家の周りに川や崖がないか確認しましょう。
坂の下や水路の近くなど、周囲より低くなって
いる土地は側溝などからの浸水(内水)が起き
る可能性があります。
大雨や台風の際に、川沿いや崖下を通って避
難することは危険です。安全に避難できるルー
トを日頃から確認しましょう。

　下水道や水路からの浸水(内水)・河川はん濫
による浸水の想定区域を確認できます。

　崖崩れが発生した場合に被害を受ける恐れが
ある区域(土砂災害警戒区域)を確認できます。

浸水（内水・洪水）ハザードマップ 土砂災害ハザードマップ

区役所総務課（３階305窓口）で配布しています。

まち歩きなどで確認

泉区の防災マップで確認

気象情報などの確認

泉区ホームページ、twitter

レインアイよこはま、水防災情報、消防局雨量情報

防災情報Ｅメール

安全な場所への避難

避難準備情報

避難勧告

避難指示

屋内退避

近隣の丈夫な高い建物への避難（垂直避難）

公設の避難所への避難（水平避難）

避難マップ

崖崩れ崖崩れ崖崩れ×

避難場所

垂
直
避
難

水平避難

　風水害が発生した場合、または発生する恐れがある場合には、災害の規模・被災
状況に応じて小・中学校や地区センター等を避難場所として開放します。

　夜間や危険が差し迫っている場合な
ど、屋外へ避難するとかえって危険な場
合は屋内の安全な場所（崖の反対側の
高い位置）へ避難しましょう。

　人的被害が発生する可能性が高まっているため、避難に時間を要する人は
避難所等への避難を開始してください。

　人的被害が発生する可能性が明らかに高まっているため、避難できる人は
避難所等への避難を開始してください。

　非常に切迫した状態で人的被害が発生しそうな場合か、既に発生した際に
発令されます。直ちに避難し、生命を守るための行動をとってください。

　浸水や土砂災害から身
を守るため、堅固な建物の
２階以上や高い建物へ避難
しましょう。

　公立学校など最寄りの
避難所へ避難しましょう
（事前に開設されてい
る避難所を確認してく
ださい）。
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泉区役所泉区役所からのからの

お知らせお知らせ
泉区役所からの
お知らせ

区役所への郵便物の宛先は
〒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　
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。

氏名（ふりがな）　　電話（番号）　　ファクス（番号）　　〒・住所　　年齢　　行事名　　Eメール（アドレス）　　費用　　ホームページ　　申込み　　問合せ

６月19日(日)12時開演 （開場 11時30分）
泉区民文化センター テアトルフォンテ（いずみ中央駅下車）

■泉区子どもアドベンチャー
～参集せよ！泉区こども土木隊員！～
測量や公園遊具のデザインなどの
土木事務所の仕事を体験しよう！
8月17日(水)9時30分～12時。泉土
木事務所で。小学4～6年生、抽選
15人(保護者同伴可・未就学児同
伴不可）
　7月12日までに往復はがきに①
参加者全員の　、　(学年)②参加
者の連絡先（保護者など）の　・
　・　 ③引率者、同伴者の　、返
信用の　・　を書いて泉土木事務
所（〒245-0016泉区和泉町4623）へ
（消印有効）
※詳細はチラシ（広報相談係で配
布）かホームページ
（右のＱＲコードか
らも読み取れます）
で。
　 泉土木事務所
　 800-2532　　800-2540

■生活習慣改善相談（予約制）
≪食生活健康相談（栄養士）≫
6月17日(金)9時～11時、23日
(木)13時30分～15時30分、7月5
日(火)9時～11時・13時30分～
15時30分
≪生活習慣相談（保健師≫7月
5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

■乳幼児の食事相談（予約制）
6月14日(火)
≪食生活健康相談≫9時～11
時。保護者
≪離乳食教室≫13時30分～15
時。2回食頃の第1子

■寸劇フェスティバル出演団体募集
日常生活の中での課題や問題な
どを寸劇で演じる団体（補助金あ
り）。平成29年3月5日（日）13時開
演予定。泉区民文化センターテア
トルフォンテで。区内在住、在勤、
在学の人で構成された団体で、か
つ18歳以上の人が1人以上いるこ
とほか、詳しくは募集要項（区役所
1階101窓口かホームページ）で。　
　 6月20日～30日に専用の申込書
で郵送かＥメールか直接窓口へ　 
　 広報相談係
　 800-2335　　800-2506
　 iz-koho@city.yokohama.jp

■泉区３Ｒ夢キャンペーン
～ヨコハマ３Ｒ夢プランってなーに？～
ごみの分別や３Ｒ（リユース、リデュー
ス、リサイクル）行動をゲームなどを
通じて楽しく学ぶ。
分別釣りゲーム、ごみの分別相談
窓口、ふろしき活用コーナー（数
量限定）など。
6月15日(水)～17日(金)9時～15時
区役所区民ホールで。
　 資源化推進担当
　 800-2398　　800-2507

■泉区・戸塚区若年性認知症家族
のつどい
認知症の人と家族の会神奈川県
支部の相談員を講師に迎えての懇
談会。情報提供、相談・助言など。

7月5日(火)13時～15時。区役所1階
母子健康相談室で。若年性認知
症の人の家族、当日先着20人
　 高齢者支援担当
　 800-2434　　800-2513

■泉区脳と体の若返り教室
いつまでもはつらつと若々しく過ご
すための介護予防の取組について。
6月22日(水)都健康長寿医療セン
ター研究所研究員による講義、6月
29日(水)・7月6日(水)運動指導士
による体験など。各10時～12時。
下和泉住宅自治会館で。おおむね
65歳以上の区内在住の人。各回先
着40人｡(1回のみでも連続でも
可)　6月13日から電話で。
　　  高齢者支援担当
　 800-2435　　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】
＜きらきら＞
誕生会、ふれあい遊びなど。
6月16日(木)10時～11時30分。
7か月～12か月の子と保護者。
【②コアラひろば】
七夕飾りをつくろう。
7月4日(月)10時～11時15分。 
1歳～未就学児と保護者
　 ①当日直接。②6月20日から平
日9時30分～15時に電話で
　 和泉保育園
　 803-1483　　803-1137

募集・案内

健康・相談

イベント

講演・講座

　　  健康づくり係へ
　 800-2445　　800-2516

■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

■胃がん検診（エックス線撮影）
8月2日(火)9時～、JA横浜中川
支店で。40歳以上、40人（年度
に１回）　　1,570円
　 7月1日～21日の9時～12時
に電話で神奈川県結核予防会へ
　 251-2363
※受診料減免の詳細は健康づ
くり係へ
　 800-2445　　800-2516

■結核検診
7月7日(木)9時～11時30分　65
歳以上の現在呼吸器疾患で通
院していない人、先着30人
　 6月13日8時45分から電話で
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＞6月22日の水曜
＜1歳6か月児＞6月15日、7月6日
の水曜
＜3歳児＞6月17日、7月8日の金
曜
　　  こども家庭係
　 800-2444　　800-2513

■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）

あやめあやめ通信通信あやめ通信区民活動情報
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。

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

◆バスで行く「三浦方面史跡探訪」
6月21日（火）。いずみ中央駅前（7
時30分）か立場駅前(7時40分)か
弥生台駅前（7時50分）から乗車。
先着50人　　6,000円（昼食込）　
　　  6月14日までに電話で泉区
歴史の会　石井へ　　814-3331
◆泉区高齢者囲碁将棋大会
7月22日(金)9時10分～15時。区役
所4階4ABC会議室で。区内在住・
在勤の60歳以上　　1,200円（軽
食代込）

　　  6月30日までの平日9時～15
時に費用と専用申込書（申込先で
配布）を泉区シニアクラブ連合会
事務局へ　　  　801-6008
◆泉区・栄区区制30周年記念
　洋舞フェスティバル
11月19日（土）～20日（日）に戸塚区
民文化センターさくらプラザで開
催。出演者、団体の募集
　 １分間1,500円
　　  6月30日までに電話で泉・洋
舞連盟星野へ
　 090-9006-7870へ

　猫は生後４～６か月で発情し、年２～３回出産します。一度に
４～６匹生まれるので、あっという間に増えてしまいます。
　市では、社会の中で、人間と動物がそれぞれ気持ちよく暮ら
すために、飼育される見込みのない猫が増えないよう、市内の
猫の不妊去勢手術費用の一部助成を行っています。不妊去勢
手術は繁殖を防ぐだけでなく、尿の臭いが軽減し、性格が穏や

かになるなど多くのメリットがあります。
飼い猫に限らず飼い主のいない猫も助
成の対象になります。

　助成制度についてご不明な点がありましたら、横浜市動物愛
護センターのホームページにてご確認いただくか、生活衛生係
にお問い合わせください。

　大小の和太鼓を、独自のアイデアを加えてさまざまな音とリズムで打ち鳴
らす、躍動感あふれる「太鼓」、獅子舞やおかめひょっとこの舞に、古くから
口伝される音とリズムの「お囃子」。それぞれの伝統を伝える、区内の約10
団体がそろいます。

　脳卒中の危険因子には、高血圧、糖尿病、心臓病、不整脈、高
脂血症、喫煙などさまざまなものがあげられますが、最大の危険
因子は「高血圧」です。血圧が高いと血管を傷めます。動脈硬化
を進行させ、また血管ももろくなります。

　8月に「脳卒中と高血圧の深い関係」について講演会を行
います。詳細は7月号に掲載します。ぜひご参加

ください。高血圧について知り、脳卒中な
どを予防しましょう。

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

区民事業担当　　800-2395　　800-2507

子育て

区役所１階

●6月15日(水)～17日(金) ３Ｒ夢キャンペーン
●6月22日(水)～24日(金) 華道展
●6月28日(火) 芸能発表
●6月29日(水) ボサ・ノバ
●7月1日(金) フルート・ギター
●7月5日(火)～8日(金) 工芸・手芸展

発表会は１２時～１３時に行われます。
展示は初日と最終日の時間帯が変更になる場合があります。
<公共交通機関をご利用ください（駐車場は有料です）。>

区民ホールイベント情報 泉区社会福祉協議会からのおしらせ
802-2150　　　804-6042

＜善意銀行＞
○ＪＡ横浜和泉農友会　○中川地区センター地域ふれあい
イベント実行委員会ダンス部　○上飯田幼稚園
○泉すずらん会　○泉区チャリティー芸能大会実行委員会
○いずみ歌舞伎保存会　○山城泰子　○（有）市川不動産
○中川・緑園都市支店農業まつり実行委員会　ほか４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。

不妊去勢手術を行いましょう不妊去勢手術を行いましょう不妊去勢手術を行いましょう猫に

実施頭数 全市で6,300頭程度

助成金額 １頭につき上限5,000円

手術実施動物病院 横浜市登録動物病院

横浜市動物愛護センター

※申請方法

立場駅コンコースで猫のマナーキャンペーンを
開催します。

横浜市動物適正飼育推進員
による相談も実施します。
どうぞ、お越しください。

猫は屋内で
飼いましょう。

6月13日（月） 13時～16時

卒卒卒卒中中中中中中中中中中中と 血圧圧圧圧のの いいいいいいいいいととととととととととと 血 の深いいいいいいいいいいいいいい中中中中中中とととととととととととと 血血 ののの いいいいいい脳卒中と高血圧の深い関係

高齢者支援担当
800-2435　　800-2513

脳卒中による死亡危険度
（循環器疾患基礎調査の追跡研究（男性）） こんなに危険こんなに危険こんなに危険

マイクロチップ装着（費用の一部助成あり）、首輪
と迷子札などの所有者明示をしましょう。

飼い主募集中の猫も
参加するにゃん。
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5倍以上至適血圧者の死亡危険度を
１とした場合
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至適血圧
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Ⅰ度高血圧

160～179
Ⅱ度高血圧

180～
Ⅲ度高血圧

120～139 収縮期血圧（mmHg)

※至適血圧とは：脳梗塞等をおこしにくい理想的な血圧値

　高血圧は、遺伝素因に加えて、肥満、塩分のとり過ぎ、運動不
足、お酒の飲み過ぎなどの環境要因が加わることによって発症
するといわれています。高血圧の原因となる生活習慣を整える
ことと、高血圧を管理することが重要です。日頃から血圧を測定
し、高い場合はきちんと治療し、放置しないようにしましょう。
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主催：泉郷土芸能保存会、泉伝統文化保存会　共催：泉区役所

太鼓・お囃子フェスティバル
は や し ※
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当月11日～翌月10日を目安にお知らせしています

●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　●凡例については6ページ参照
●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。

泉区版は
ここまでです。泉区役所 ウェブページで情報配信中 横浜市泉区役所

＠izumi_yokohama 

◆日曜おはなし会
6月12日、7月10日の日曜14時。4歳
以上、保護者同伴可
◆泉区制30周年記念  BOOK福袋
おすすめ本3冊入り福袋の貸出し。
6月21日（火）～27日（月）。当日先着
10セット（平日）、当日先着25セット
（土日）
◆0・1・2・3歳のおはなし会
6月22日（水）①10時45分～11時10
分、②11時20分～11時45分。0歳～
3歳と保護者。各先着10組
　 6月15日9時30分から電話か窓口へ
◆大人のためのおはなし会
7月12日（火）10時30分～12時。先着
30人　 　6月14日9時30分から電話
か窓口へ

◆ボールタイムのご案内
運動できる服装、室内履きの靴で。
タオル、飲み物持参
①＜バスケット＞月曜日
②＜フットサル＞水曜日
①②ともに19時～21時、16歳以上、
当日各先着30人　　300円
詳しくは電話、窓口かホームページで
http://www.yspc.or.jp/izumi_sc_ysa/

◆親子リトミックと読み聞かせ
6月11日、7月9日の土曜13時～14時
30分未就学児と保護者 

▲

持ち物：
上履き
◆初心者ウクレレ教室（全3回）
6月19日・26日、7月3日の日曜12時30
分～14時30分、先着10人　 

▲

持ち
物：ウクレレ（持っていない人は要
相談）　　500円
　 6月11日から費用を添えて窓口へ
◆子ども囲碁教室（全3回）
7月2日・9日・16日の土曜12時30分
～14時30分、小学生～中学生（保
護者同伴可）、先着8人　　200円
　 6月11日9時から費用を添えて窓口へ
◆ゆかた着付け教室（全2回）
7月2日・9日の土曜10時～11時30分
中学生以上、先着10人　　500円▲

持ち物：浴衣、帯ほか（貸出しあり）。
　 6月18日9時から費用を添えて窓口へ

◆相続セミナー「大切な資産の残
し方」
6月24日(金)13時30分～15時。先着
40人

　 6月11日10時から電話か窓口へ
◆わんぱくフェスティバル
カレーライスなどで楽しい一日を
7月9日（土）9時30分～12時30分、お
みやげあり。先着250人（幼児は保
護者同伴）

▲

持ち物：上履き
　 6月25日10時から電話か窓口へ
◆モダンすみ絵教室（全7回）
7月12日・26日、8月9日、9月13日・27
日、10月11日・25日の火曜9時30分
～11時30分、先着15人　　2,800円
　 6月21日10時から電話か費用と
ともに窓口へ

◆行政書士による無料相談会
契約、相続、許認可手続ほか。
6月11日（土）9時30分～11時30分
◆お茶を楽しむ会
6月11日(土)10時～15時。　  300円
◆絵本だいすき！　読み聞かせ
6月23日（木）11時～11時40分。幼児
と保護者
◆茶箱とポットでかんたん茶道（全10回）
7月1日～29年2月3日の金曜12時30
分～14時30分、先着10人　　3,000
円　　 6月11日～26日に電話か費
用を添えて窓口へ

◆クラシックコンサートと音楽アラ
カルト
6月18日（土）14時～15時15分、先着
70人、　は6月11日から、詳しくは問
合せを
◆脳トレ体操（全8回）
7月8日・15日・22日、8月19日・26日、9
月9日・16日・23日の金曜10時～11
時30分、13時～14時30分　各抽選
25人　　1,900円
　 6月24日9時30分から費用ととも
に窓口へ
◆英語で歌おう！アメリカンポップス
（全6回）
7月11日、8月8日、9月12日、10月10
日、11月14日、12月12日の月曜13時
15分～14時45分、抽選20人　　　
　 3,000円
　 6月27日10時15分から費用とと
もに窓口へ
◆リユースマーケット
7月24日（日）10時～13時、抽選30区画
　 500円（一区画）
　 6月26日10時15分から費用とと
もに窓口へ

◆押し花作品展示
6月25日（土）～7月18日（祝・月）

◆おはなし会
6月28日（火）11時～11時30分。幼児
と保護者
◆音読を楽しみましょう
7月8日（金）13時30分～15時。当日
先着10人
◆カラーワイヤで作るミニ・チェア
7月13日（水）10時～12時。抽選8人
　 500円（含材料費）　　6月29日
10時から費用とともに窓口へ

◆知って得する！電力自由化講座
6月29日（水）14時～16時。先着30人
　 6月11日から電話か窓口へ
◆今からはじめる老い支度
＜介護保険制度の仕組み＞
制度の内容や申請方法など。
7月1日（金）10時～11時30分。
＜いろいろな施設の役割「あなたの
暮らす場所はどこ？」＞
入所手続や在宅支援などをアドバイス。
7月15日（金）10時～11時30分。
＜弁護士に聞く「相続と遺言」＞
7月29日（金）10時～11時30分。
各回先着30人
　 6月11日から電話か窓口へ

◆ステンドグラス教室（全6回）
7月4日・18日、8月1日・15日、9月5日・
19日の月曜、13時30分～15時30分。
抽選10人　　3,000円　　6月20日
10時～10時15分に費用とともに窓口へ

◆「鎌倉歴史さんぽ」～大仏切通しを歩く～
6月27日（月）9時30分に市営地下鉄
下飯田駅集合（13時30分現地解散）、
雨天中止。先着15人、昼食持参（交
通費、拝観料は自己負担）
　 6月11日10時から電話か窓口へ

◆ホールでグランドピアノをひいて
みませんか？
①7月12日（火）②13日（水）③14日（木）
①は10時～21時、②③は9時～21時
　 1枠1,800円（1時間）、2枠3,000円
（2時間）　　6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
◆「ふぉんて狂言会」
茂山千五郎家による狂言会。
10月16日（日）15時～17時。フォンテ
チケット　　2,700円　　6月11日か
ら電話か窓口へ

◆七夕まつり「短冊に願いを書こう」
6月19日（日）～27日（月）10時～16時。
（短冊、輪飾りがなくなり次第終了）
幼児（保護者同伴）と小学生

※各60歳以上対象
◆みんなで歩こう－ノルディックウ
オーキング－
6月18日（土）9時30分～12時。抽選
30人　　100円 　 電話か窓口へ
◆歴史を楽しむ
「時代の先端を駆けた新島八重」
6月21日（火）13時30分～15時。抽選
30人　　100円　　6月1日～14日
に電話か窓口へ
◆歌声ひろば
6月27日（月）13時30分～15時30分。
当日先着80人　
◆落語を楽しむ会
「粗忽の釘」、「王子の狐」、「淀五郎」
6月29日（水）13時～15時。当日先着
80人

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
6月14日（火）、7月5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
◆夏休み親子で水源バスツアー
8月5日（金）7時15分戸塚駅集合
※荒天時中止
子と保護者、抽選45人　　一人
1,000円（昼食代）　　6月24日まで
に　 と全員の　・　・　を書いては
がきで水道局サービス推進課
（〒231-0023中区山下町23 日土地
山下町ビル）へ
　 633-0163　　664-6779
◆こども自然公園青少年野外活動
センターで
＜動物園お手伝いキャンプＡＢＣ＞
（Ａ）7月26日（火）10時～27日（水）
11時30分
（Ｂ）8月2日（火）10時～3日（水）11
時30分
（Ｃ）8月16日（火）10時～17日（水）
11時30分
小学4～6年生、各抽選20人。
　 5,300円　 　6月13日～27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/

そこつ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

泉図書館
〒245-0016　和泉町6207-5
　801-2251　　801-2256

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

そ　の　他
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