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泉区の いま
（平成28年6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 153,949 人
世帯数 61,142 世帯
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〒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

区政推進課　３階　３０７窓口

　泉区まちづくりみらい塾は、地域の魅力づくりや課題解決など、これからの地域
づくりに必要な知識を実践的に学ぶ講座です。
　受講生同士や卒業生とのつながり、仲間づくりも大切にしながら進めています。

　新橋連合自治会は、泉区の分区に先駆けて昭和61年４月に発足し、今年で30
周年を迎え、５月29日に「新橋連合自治会30周年記念式典」を開催しました。
　これまでの経過を振り返ってみると、上矢部・名瀬・岡津・新橋町の４つの町内
会で地域活動を共に行っていました。その後、新橋連合自治会が発足し、平成15
年には連合自治会館の建設、平成21年には新橋地域ケアプラザ・新橋コミュニ
ティハウスの開館等、地域の交流の場として定着してきました。また平成25年
には地域の歴史を含んだ曲「神奈川新橋音頭」の制作を行いました。
　これを機に今までの歩みを振り返り、「ぬくもりある町しんばし」を目指して
地域活動を行っていきます。

地域力推進担当　　８００-２３３３　　８００-２５０５

記念式典・祝賀会

グループワークの様子

活動現場訪問

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

◆辛島 直惠さん
（第４期卒業生、和泉中央地区社会福祉協議会事務局長）
　「地域見学や意見交換の中に、課題解決に向けて
のヒントがたくさんあり、参考になりました。」
◆久野 毅さん
（第４期卒業生、下和泉連合町内会会長）
　「いろいろなまちづくりの事例や立ち上げの苦労
談が、大変参考になりました。受講をお勧めします。」
◆横田 務さん
（第４期卒業生、中川連合町内会総務）
　「自他の活動の比較も学べ、非常に参考になりま
した。しかも無料。いず魅力に感謝の6か月でした。」
◆武井 麻衣子さん
（第３期卒業生、NPO法人総合教育サポート グレースファミリエ 代表） 
　「参加して、まちを知り、ニーズを知ったことで法
人化して一歩歩き出すことができました！」
◆服部 惠津子さん
（第３期卒業生、NPO法人だんだんの樹 代表）
　「現地見学会での諸先輩方の姿が、居場所オープ
ンに向けて大きな力となりました。」集募第 ５ 期 参 加 者

自治会町内会の役員、NPO、地域ボランティア
地域活動を行っている、またはしてみようと考えている人など
25人程度（定員を超過した場合は調整）
7月25日までに応募用紙に記入して郵送かＦＡＸ、Ｅメール、
地域力推進担当へ

＊応募用紙は、区役所のほか、区民活動支援センター、泉区内の地区センター、
　コミュニティハウス、地域ケアプラザにあります。

【対　象】

【定　員】
【申込み】

●８月27日（土）10時～15時 開講式・講義・ランチ交流
●９月10日（土）10時～15時 まち歩き・マップづくり
●10月15日（土）10時～15時 講義・区内現地見学
●11月26日（土）10時～15時 区外現地見学
●１月21日（土）9時30分～15時 講義・マイプランの作成
●３月11日（土）10時～15時 マイプランの発表・卒業式

年間行事予定

　実際に活動している現場を訪問し、
見て聞くことで実感として地域づくり
を学びます。

　地域活動者との交流を通して、活動
内容や仲間づくり、継続のコツなど
について学びます。
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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
　７月11日（月）から20日（水）は夏の交通事故防止運動期間です。
　夏のレジャーなどによる過労運転や夏特有の解放感による無謀な
運転に気をつけましょう！

　一般的に絵本の読み聞かせの効果は、繰り返し読むことによる
言語能力の発達、登場人物に共感することによる情操教育への効
果などがあると言われていますが、さらに親子の絆を深める効果
があります。一緒に絵本を読むことで、泣いたり笑ったりして親子
の時間を楽しんでください。
　６回にわたり年齢別おすすめ絵本を紹介します。今回は0歳から
１歳くらいの赤ちゃんにおすすめする２冊です。
　『いないいないばあ』は動物が「いないいない」と顔を
隠し、ページをめくると「ばあ」と顔を出します。
　『じゃあじゃあびりびり』は身近なものの音を再現
している絵本です。
　２冊とも泉図書館（　801-2251）に用意しています
ので、ぜひご来館ください。

毎月23日は市民読書の日 ～子育てに本を～

泉区制30周年

健康づくり係　　８００-２４４５　　８００-２５１６

資源化推進担当　　８００-２398　　８００-２５07

区民事業担当　　８００-２395　　８００-２５07

「夏の交通事故防止運動」が始まります！

健康づくり係　　８００-２４４５　　８００-２５１６ 地域活動支援担当　　８００-2391　　８００-2507

食についていろいろな情報があふれてい
ます。栄養のこと、子どもの好き嫌いのこと
など、子どもたちに何をしてあげればいい
のか迷うこともあるのではないでしょうか。
食育＝「生きる力をつけること」にもつなが
ります。中田小学校出身の講師による、食
への想いや泉区の魅力など温かいメッ
セージを盛り込んだ講演会です。

会場：泉区民文化センター テアトルフォンテ

定員：当日先着  ２００人
※車での来場はご遠慮ください。公共交通機関をご利用ください。

講師
料理研究家 枝元 なほみさん

当日は『食育の取組
紹介』や、『レシピ入り
野菜Ｂｏｏｋ＆野菜の種』
のプレゼントも♪

メッ
による
かい

日時：９月30日（金） １０時～１２時
（開場　９時３０分）

泉区の揚げものを応援しよう！
毎年恒例の「ガチ！」シリーズ。

今年はガチあげ！ みなさまの投票で商店会を盛り上げて下さい。

やみつきメンチ
（協）上飯田ショッピングセンター
村井肉店
営業 9時～19時　月曜休
場所 上飯田町1331-6
電話 803-4529

小エビのフリッター
中田中央商店会
龍球飯店
営業 11時～15時・17時～21時 水曜休
場所 中田西2-7-3
電話 802-7107

（協）いちょうマート

（協）上飯田ショッピングセンター

いずみ中央相鉄ライフ商店会

緑園都市相鉄ライフ商店会

弥生台ショッピングプラザ商店会

なかだ商店会

立場中央商店会

中田中央商店会

目標は1日350グラムです。
もっと野菜を食べましょう！もっと野菜を食べましょう！もっと野菜を食べましょう！

　１日に必要な野菜の摂取目
安量は350グラム（成人）です
が、横浜市民が1 日に食べてい
る野菜の量の平均は270グラム程
度で、野菜のとり方が不足しているといわれています。
　ぜひ、毎日、野菜をたっぷり味わいましょう。
　野菜を使った夏のレシピの一例を紹介します。

サラダ風野菜の甘酢漬け
・プチトマト（8個…100グラム）　・きゅうり（１本…100グラム）
・にんじん（2分の1本…60グラム）・みょうが（2個…40グラム）
・Ａ…水（50ミリリットル）　　酢（25ミリリットル）
　　 砂糖（大さじ2分の1）　塩（小さじ2分の1）

＜材料（2人分）＞

＜作り方（2人分）＞
プチトマトはへたを取ります（湯むきした方がおいしい）。きゅうりとにんじんは短冊切り
に、みょうがはたて半分に切ります。
耐熱皿に１とＡを入れてラップをし、電子レンジ（500ワット）で1分30秒加熱します。その
まま冷やし、半日くらいおいて、味をしみこませます。

野菜にしっかり味をしみ込ませるため、ラップを野菜に密着するようにかぶせます。
お好みで、しょうが（薄切り2枚）と赤唐辛子（1本）を加えても。

1.

2.

ポイント

　外出先で大地震が発生すると、交通機関が運休し、帰宅が困難に
なります。安全に行動するためには、日頃からの備えが大切です。

帰宅困難者にならないために

～平成28年度泉区の目標～
もっと３R夢な暮らしへ

ス　　　リ　　　ム

ｇ

678
655 645

21年度
（基準年度）

27年度
（推移値）

28年度
（目標値） ※の数値は21年度比

1人１日当たりのゴミの量

「ヨコハマ３R夢！」
マスコットイーオ

生ごみを
ぎゅっと絞って
１０グラム減らそう！

　リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)の
３R行動を推進し、環境負荷の低減や資源・エネルギーの有効活用と
確保を目的とした「ヨコハマ3R夢プラン」を推進するため、泉区では
ごみと資源の総排出量を１日１人当たりで換算し、昨年度より１０グラ
ム削減した６45グラムを今年度の目標としました。

スリ ム

いないいないばあ
松谷みよ子／文　瀬川康男／え
童心社

じゃあじゃあびりびり
まついのりこ／さく
偕成社　　　　

　体験型の学習で、今年は標識や防犯の勉強に加え、東京臨海
広域防災公園で防災について考えます。

“あんぜんゲット！  １日スクール”を開催します！

■日　　時　８月３日（水）９時30分～17時（昼食あり）
■場　　所　泉警察署（集合）、東京臨海広域防災公園
■対　　象　小学３～６年生
■募集人数　先着50人
■申 込 み　７月19日から電話かＦＡＸ、Ｅメールで泉交通安全協会へ
（主催：泉交通安全協会、泉警察署）　801-3700　　801-3800

　ankyo@izumi-ankyo.gr.jp

昨年の1日スクールの様子

大地震が発生して帰宅が困難になったら
被害状況や電車の運行状況など、正確な情報を収集し
ましょう。  　     　　 
むやみに移動しないで、職場や学校など安全な場所に
一時的にとどまるようにしましょう。 
災害時帰宅支援ステーション（水道水・トイレ・休憩場
所などの提供）を利用しましょう。 ※右のステッカーが
目印です。

家族や知人の安否確認
家族と連絡手段や集合場所について、事前に話し合っておきましょう。
災害用伝言ダイヤル『171』などで、家族や知人へ自分の安否を知らせ
ましょう。

日頃からの備え
歩いて帰宅する場合に備えて、職場に帰宅グッズを用意しましょう。

帰宅グッズの例 □携帯ラジオ
□地図
□動きやすい服・靴
□雨具　など

□携帯食料・飲料水
□携帯充電器
□懐中電灯

危機管理担当　　８００-２309　　８００-２５05

★食育講演会★

（プロフィール）　
オリジナリティあふれる料理、作り
やすいレシピ、穏やかな人柄で人気
を集めている料理家。
テレビ・雑誌で幅広く活躍。

～キッチンは人生応援団～』～』
『たくましく食べることは、たくましく生きること

『食育』って？

えだもと

泉区マスコットキャラクター
いっずん

※ヘルスメイトは地域で食生活を中心とした健康づくりの啓発活動を行っているボランティア団体です。

泉区ヘルスメイトのおすすめレシピ

▲10グラム

0

（▲4.9％）（▲4.9％）（▲4.9％）
※※

地域活動支援担当　　８００-２397　　８００-２５07

ガソリンスタンド

コンビニエンスストアなど

Biscuits Bar

泉区ヘルスメイトも30周年

※一時保育または親子席あり　若干名（※要予約）
保育を希望する人は７月１９日から電話で住所、子どもの名前、
年齢、電話番号を健康づくり係まで

和泉商店会
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特集1 ＮＨＫラジオ第１で
全国に生放送

（6時30分～6時40分）

来場者には
参加記念品を
差し上げます！

泉区制30周年記念泉区制30周年記念
夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

泉区制30周年記念
夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

健康づくり
の

健康づくり
の

きっかけにきっかけに
健康づくり

の

きっかけに

　中田小学校創立40周年と区制5周
年を記念して、平成3年8月に中田小
学校の校庭で夏期巡回ラジオ体操会
が開催されました。
  当日は晴天に恵まれ、多くの小学生
と地域の皆さんが、元気いっぱいにラ
ジオ体操を楽しんでいました。

中田小学校創立40周年記念誌「四十年の年輪」から

平成27年8月に都筑区で行われたラジオ体操の様子平成27年8月に都筑区で行われたラジオ体操の様子平成27年8月に都筑区で行われたラジオ体操の様子

当時の校庭での記念撮影

　夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会は、
毎年7月20日から8月31日まで全国43会場で
開催される夏休みの朝のラジオ体操です。
　今年は県内では唯一、区制30周年記念事業
のひとつとして中和田中学校でラジオ体操を
開催します。
　放送終了後には、ラジオ体操の習得を目的
としたポイントレッスンも実施します。
　朝のひととき、ぜひご参加ください。

健康づくり係　　800-2416　　800-2516 生活衛生係　　800-2451　　800-2516

日時 ７月28日（木） 6時～7時30分

場所 中和田中学校グラウンド

6時 開会式・準備体操ほか
6時30分 ラジオ体操開始
6時40分～7時30分 ポイントレッスン

（雨天の場合は同中学校体育館）
※当日直接会場へお越しください。
※駐車場は用意していません。公共交通機関でお越しください。
※雨天の場合、体育館で実施するため入場を制限させていただく場合もあります。

よこはま健康ファミリィキャラクター

特集2

食中毒予防のポイント

　気温と湿度の上がる夏は、食中毒が増える季節です。
食材の購入から食べ終えるまでに気を付けるポイント
をまとめました。
　地域のおまつりや屋外イベント等で食品を調理する
場合にも参考にしてください。

買物のときは・・・ 保管するときは・・・

残ったら・・・

おまつり等のイベントで
食品を提供するときは

現地で加熱調理するメニューを選びましょう。
前日から調理をするのはやめましょう。
屋外などで近くに冷蔵庫がない場合は、保冷剤を入れたクーラー
ボックスを用意しましょう。
屋外などで近くに水道がない場合は、蛇口付きポリタンクなどで簡
易な手洗い場を用意しましょう。
家族も含めて下痢や吐き気があるときは調理を担当しないように
しましょう。

上記のポイントに加えて、さらに次の点に注意が必要です。

夏のレジャーでは

時間がたちすぎて時間がたちすぎて
いるものはいるものは

思い切って捨てる思い切って捨てる

時間がたちすぎて
いるものは

思い切って捨てる

入
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る
の
は
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れ
る
の
は

７
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に
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７
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！！！！！！

2 5 年 前 は中 田 小 学 校 で開催しました！

横浜市営地下鉄ブルーライン 立場駅から　徒歩5分

立場駅
相
鉄
い
ず
み
野
線

横浜
市営
地下
鉄

ブル
ーラ
イン

泉公会堂

泉区役所

交番

中和田
小学校

中和田中学校中和田中学校中和田中学校中和田中学校

開催場所
（
か
ま
く
ら
み
ち
）

県
道
阿
久
和
鎌
倉

至戸塚

至長後

和
泉
川

県道横浜伊勢原（長後街道）

いずみ中央駅

相鉄いずみ野線 いずみ中央駅から　徒歩15分

下準備のときは・・・ 調理のときは・・・

消費期限などの
表示をチェック！

肉や魚は汁がもれない
ように包む

帰ったらすぐに
冷蔵庫へ

寄
り
道
し
な
い
で

真
っ
す
ぐ
帰
ろ
う

肉類は中心部の
色が変わって
いるか確かめる

冷蔵庫で保管

加熱は十分に！

家庭でできる！

温めなおすときはよくかき混ぜ
ながら、十分に加熱しよう

清潔な器具で
盛り付け

食べるときは・・・

食事の前に手洗い
できあがったら
すぐ食べる

知らない野草、
キノコは食べない
ようにしましょう

冷凍品の解凍は
冷蔵庫で

サラダの調理は生肉
などからの汚染を防
ぐため、初めに調理し
て冷蔵庫で保管

生肉、生魚を切った器具は、
洗剤で洗って熱湯をかける
などの消毒を

おにぎりは
ラップを
使って作り
ましょう

生肉を扱うトングと生肉を扱うトングと
食べる時の箸を使い分けて、食べる時の箸を使い分けて、
よく焼きましょうよく焼きましょう

生肉を扱うトングと
食べる時の箸を使い分けて、
よく焼きましょう

まずは
手洗い

野菜も
よく洗う

こまめに手洗い
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区役所１階
区民ホールイベント情報

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

■学んで予防！ 脳卒中
「脳卒中と高血圧の深い関係」
8月4日（木）10時～12時。
区役所4階4ＡＢＣ会議室で。当日先
着100人。
講師：医療法人社団小林内科クリ
ニック院長　小林　英雄さん
　　  7月11日から電話かＦＡＸで
高齢者支援担当
　 800-2434
　 800-2513

■生活習慣改善相談（予約制）
＜食生活健康相談（栄養士）＞
7月14日（木）9時～11時、28日（木）
13時30分～15時30分、8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）＞
8月2日（火）9時～11時
　 は各3日前（土・日・祝日を除く）
まで
■乳幼児の食事相談（予約制）
＜食生活健康相談＞
7月26日（火）9時～11時。
乳幼児の保護者
＜離乳食教室＞
7月26日（火）13時30分～15時。
2回食頃の第1子
　 は各4日前（土・日・祝日を除く）
まで
■肺がん検診（エックス線撮影）
8月4日（木）9時～10時。区役所
で。40歳以上（年度に1回）、50人

■和泉保育園で
【赤ちゃんコアラ】
誕生会、ふれあい遊びなど。
▶持ち物：着替え、おむつ、タオル、
飲み物
＜ぴよぴよ＞
7月14日（木）10時～11時30分
6か月までの子と保護者
＜きらきら＞
7月21日（木）10時～11時30分
7～12か月までの子と保護者
【プール解放】
7月11日（月）・19日（火）・25日（月）、

8月2日（火）11時30分～12時10分
（受付は11時20分）
1歳6か月～未就学児と保護者
※おむつのとれている子は大型
プール、とれていない子はビニー
ルプールで。
▶持ち物：プールバッグ、水着、帽
子、バスタオル、お尻洗い用タオ
ル、着替え、ビニール袋、飲み物
　　  直接保育園へ
和泉保育園
　 803-1483　　803-1137
■北上飯田保育園で
【交流保育「みずあそび」】
7月27日（水）9時45分～11時

未就学児と保護者
▶持ち物：着替え、タオル、飲み物
　 7月11日～26日の平日9時から
15時に電話で
【プール解放】
7月26日（火）・28日（木）、8月2日
（火）・4日（木）11時～12時
未就学児と保護者
▶持ち物：水着、タオル、飲み物
　 直接保育園へ
北上飯田保育園
　 803-7889
　 803-7942

健康・相談

講演・講座

　 680円　　  7月11日～8月2日
8時45分～17時に電話で
■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　　 は電話で
■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
■胃がん検診（エックス線撮影）
9月13日（火）9時から。区役所で。
40歳以上（年度に1回）、40人
　 1,570円　　 8月10日～9月6日
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
り係へ問合せを
※ここまでの申込み・問合せ先
　 　 健康づくり係
　 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≫7月13日・27日、8月10日
の水曜
≪1歳6か月児≫7月20日、8月3日の
水曜
≪3歳児≫7月22日、8月5日の金曜

■乳幼児歯科相談（予約制）
7月13日、8月10日の水曜9時30分
～10時　　は電話で
※ここまでの申込み・問合せ先
　 　 こども家庭係
　 800-2444　　800-2513

■もの忘れ相談（予約制）
認知症など専門医が相談。
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）

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

◆歴史講座「寺子屋から学校へ」
7月30日（土）13時30分～16時、
泉図書館で。当日先着50人　
　 500円　　　泉区歴史の会　
山形　　 804-2953

◆子ども水泳教室
8月3日（水）～7日（日）9時30分～
11時30分。※荒天中止
中田小学校プールで。区内在住の
小学2～6年生。抽選100人
　 3,000円
　 7月17日11時30分～12時に中田
小学校体育館前へ

　 中田地区スポーツ推進委員連
絡協議会　渡部へ 
　 090-2442-5847

◆泉区高齢者カラオケ大会
9月7日（水）12時30分～15時30分。
泉公会堂で。区内在住・在勤でシ
ニアクラブ未加入の60歳以上、先
着5人　　1,000円　
　 7月11日～27日の平日に泉ふれ
あいホームに費用を添えて
　 泉区シニアクラブ連合会
　　  801-6008

広報相談係　　800-2335　　800-2506

資源化推進担当　　800-2398　　800-2507

横浜FC　　372‐5212　　372-5211

保険係　　800-2425　　800-2512

しらゆり公園プール管理者　丸誠・フクシ・エンタープライズグループ

子育て

●7月25日(月) 朗読
●7月26日(火) 男声合唱
●7月27日(水) 健康体操（太極拳）
●7月28日(木) マンドリン演奏
●8月9日(火) 合唱

発表会は１２時～１３時に行われます。
<公共交通機関をご利用ください（区役所駐車場は有料です）。>

泉区社会福祉協議会からのおしらせ
802-2150　　　804-6042

＜善意銀行＞
○中和田カトリック教会○泉区シニアクラブ連合会ファッション
セミナー実行委員会○泉区福祉チャリティーコンサート実行委
員会○横浜修悠館高等学校○上飯田団地第9自治会10円会
○中田地区民生委員児童委員協議会○中川地区センター作品
実技発表会喫茶室地域ふれあいイベント○渡辺 楊子○小島 
真理子（敬称略）他7人
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。

こばやし ひで  お

　小児医療証、ひとり親医療証、重度障害者医療証など、医療費
助成のための医療証を持っている人は、加入する健康保険、住所、
氏名などに変更があった場合、届出が必要です。
　届出の際には、医療証、健康保険証及び印鑑（朱肉を使うもの）を
お持ちください。
　変更の手続が遅れると、医療費の助成が受けられないことがあり
ますので注意してください。

医療費助成の医療証を持っている人へ ２階　206窓口

しらゆり公園プール

夏はプールで涼しく
健康的に過ごしませんか！

プールの種類 営業時間 料金／１時間 利用できる人

２５ｍプール 100円 小学2年生以上9時～18時
（水浴は17時50分まで）

プールの種類 営業時間 料金／１時間 利用できる人

こども用プール 60円 幼児～小学1年生9時～16時
（水浴は15時50分まで）

※小学1年生以下でも水着着用の保護者（18歳以上）が1人につき1人利用できます。

※各種イベントもあります。詳細は

※水着着用の保護者（18歳以上）1人につき2人の幼児の入場・利用が
　できます。
※おむつがとれていない幼児は水浴ができません（ビニールプールを
　ご利用ください）。

7月9日（土）～9月4日（日） ＜期間中無休＞　中田東１－４１
市営地下鉄中田駅又は中田バス停から徒歩5分

●駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
●水温・気温が低い場合は営業しない場合があります。事前にご確認ください。

注
意

横浜市公園プール ハマスポ

803-2061 （上記期間外　　664-1102）

横浜FCホームゲームに
泉区民限定ご招待！

8月11日(祝・木) 18時キックオフ
※チケット引換開始15時15分/開場16時
ニッパツ三ツ沢球技場(神奈川区三ツ沢西町3-1)
区内在住の人

区民の皆さんを横浜ＦＣの
ホームゲームに
ご招待します。

日時

会場
対象
対戦相手 北海道コンサドーレ札幌

申込方法

　7月1日から下記QRコードまたは【　ku16@m.msgs.jp】
に空メールを送信し、返信メールに記載されたURLから事前
申込み手続をしてください。当日は手続完了後に送られてく
る「事前申込み完了メール」の画面(印刷したものでも可)と、
区内在住を証明できるものをお持ちください。
※混雑緩和のため、事前申込みにご協力ください。

　また、事前申込み完了メールのアドレス
【entry@yokohamafc.com】からの
受信許可設定をお願いします。

※車椅子席には数に限りがあるため、8月4日までに
　横浜ＦＣにご相談ください。

横浜FCの選手のみなさん　©YOKOHAMA FC

＜バスで＞
横浜駅西口から市営バスまたは相鉄バスで
「三ツ沢総合グランド入口」下車、徒歩5分
＜電車で＞
市営地下鉄ブルーラインで横浜駅から
三ツ沢上町駅下車、徒歩15分

球技場には駐車場がありませんので、バスや
電車などの公共交通機関でお越しください。

会場までの交通機関

「クリーンタウンいずみ「クリーンタウンいずみ
推進功労者」表彰推進功労者」表彰

「クリーンタウンいずみ「クリーンタウンいずみ
推進功労者」表彰推進功労者」表彰

「クリーンタウンいずみ
推進功労者」表彰

　泉区内の美化活動や緑化活動、３Ｒ夢推進活動に
功績のあった皆さんが表彰されました。

スリ ム

《表彰された皆さん》順不同・敬称略
＜清潔できれいな街づくり>
今野 裕美、伊与部 清子、三浦 貞子、森 二男、
大丸西町内会、中田地区３Ｒ夢活動委員会

<ヨコハマ３Ｒ夢プランの推進>
本間 希洪、安齊 厚子、渡邉 直子

こんの ひろみ

ほんま きこう あつこ わたなべ なおこあんざい

いよべ きよこ みうら ていこ もり ふたお

・

・・

・

・

・

ニッパツ三ツ沢球技場に集まろう！

横浜FC
オフィシャルマスコット

「フリ丸」

後援：横浜市市民局

・
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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 

◆夏休み図書館探検
①7月28日（木）10時～12時。小学1～
2年生、②8月4日（木）10時～12時。小
学3～6年生、各先着12人　　 7月14
日9時30分から電話か窓口へ
◆夏休み連続おはなし会
参加者にはプレゼントあり。　　　
7月27日～8月24日の毎週水曜日。各
11時～11時30分
◆0・1・2・3歳のおはなし会
7月20日(水)①10時45分②11時20分
(各25分間)。0歳～3歳児と保護者､各
先着10組　　7月13日9時30分から
電話か窓口へ

 

◆夜ヨガ教室
運動できる服装で。タオル、飲み物
持参。　①＜ナイトヨガ＞木曜日20
時10分～21時。16歳以上、当日先着
50人　②＜アロマヨガ＞金曜日19時
～19時50分。16歳以上、当日先着20
人　①②ともに　　410円　

◆親子リトミックと読み聞かせ
上履き持参。　8月6日（土）13時～14
時30分。未就学児と保護者
◆夏休み工作体験
＜帆かけ自動車とストローとんぼづくり＞
7月30日(土)9時30分～11時30分。小
学1～4年生、先着10人　　100円　
＜焼き絵体験教室＞8月11日(祝・木)
13時～15時。小学3～6年生、先着8人
　 300円
＜ホバークラフトづくり＞8月15日
(月)13時～17時。小学5年生～中学
生、先着8人。

▲

持ち物：単三乾電池
（マンガン）2本持参　　600円
　 各7月18日9時から費用を添えて
窓口へ
◆フリーマーケット出店者募集
9月25日(日)10時～15時。出店品に制
限あり。1区画2メートル×2メートル、
計30区画。複数区画申込み可、先着
順　　1区画1,500円　　 8月2日9時
から費用を添えて窓口へ

◆工作と手作り人形劇「つるの恩が
えし」体験教室
7月16日、23日、30日の土曜9時30分～
11時30分。小学生、先着15人　　 7月
11日10時から電話か窓口へ
◆理科工作「スイッチバックカー」
7月28日（木）9時30分～11時30分。小
学生（低学年は保護者同伴）、先着25
人　　500円　　7月11日10時から

電話か費用を添えて窓口へ
◆キッズダンス（全4回）
7月27日（水）～30日(土)15時15分～
16時45分。幼児～小学生、先着20人
　 800円　　7月16日10時から電話
か費用を添えて窓口へ
◆銅板でアート
7月30日（土）9時30分～11時30分。小
学生以上（低学年は保護者同伴）、先
着15人　　500円　　7月16日10時
から電話か費用を添えて窓口へ
◆ネイチャーアート
8月1日（月）9時30分～11時30分。小
学生、先着15人　　100円　　7月16
日10時から電話か費用を添えて窓口へ

◆クイズラリー
全問正解者にプレゼントも。7月23日
(土)～8月20日(土)9時30分～18時（日
曜・祝日は16時）。小・中学生
◆珪藻粘土で壁飾りをつくろう
7月31日（日）10時～11時30分。小学
生、先着15人　　500円　　7月13日
～23日に電話か費用を添えて窓口へ
◆パステルシャインアート
8月5日（金）10時～12時、13時～15時。
小学生、各先着12人。　　各500円
　 7月15日～31日に電話か費用を添
えて窓口へ
◆苦手克服！スポーツチャレンジ
8月2日(火)逆上がり、3日(水)なわと
び、4日(木)かけっこ、5日(金)ボール
投げ、6日(土)身体能力向上。各9時30
分～10時30分、小学生、各先着25人。
　 各300円　　7月12日～24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
7月28日（木）11時～11時40分。幼児
と保護者

◆ペットボトルで雲をつくる！
7月27日（水）10時～11時30分。小学
生、抽選30人　　100円　　7月13日
10時15分から費用とともに窓口へ
◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
7月30日（土）14時～15時15分、先着
70人　　7月11日から、詳しくは問合
せを
◆珪藻粘土工作
8月25日（木）12時～13時30分。小学
生、抽選20人　　500円　　7月31日
10時15分から費用とともに窓口へ
◆こどもサイエンス工作
8月27日（土）各抽選30人①＜からく
りメリーゴーラウンド＞11時～13時、
小学1～4年生　　 100円　②＜アク
セルごま＞14時～16時、小学4～6年
生　 　400円　　各7月30日10時15
分から費用とともに窓口へ
◆おはなし会
7月12日（火）､22日（金）11時

◆おはなし会
7月26日（火）11時～11時30分。幼児
（保護者同伴）
◆ミニ縁日　ゲームと模擬店
7月29日（金）11時～13時。幼児(保護
者同伴)と小学生、先着150人
　 7月16日10時から窓口へ
◆電子工作教室
8月6日（土）10時～12時。小学生（1～
3年生は保護者同伴）、抽選20人
　 100円　　7月23日10時～10時15
分に窓口へ

◆果物から電気をつくろう！
夏休みの小学校高学年の自由研究
にぴったり。8月18日（木）10時～12時。
小学5･6年生、先着15人　　500円　
　 7月11日から電話か窓口へ

◆おもしろ科学実験室
7月28日（木）10時～12時。小学生、先
着40人　　7月14日10時から電話か
窓口へ

◆湘南台文化センター子ども館で
観望会体験
7月23日（土）18時。みなみコミュニ
ティハウス集合。小学生と保護者30組
　 7月20日までに電話か窓口へ

◆ホールでグランドピアノをひいて
みませんか？
①8月29日（月）②30日（火）③31日
（水）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）　　7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ＦＡ
Ｘか窓口へ
◆フォンテオープンデー2016
一日遊べる楽しいイベント。　8月6
日（土）10時～16時
◆アイルランドの伝統音楽とバロック音楽
10月5日（水）14時～15時　 ▽フォン
テチケット　　700円　　8月1日か
ら電話か費用を添えて窓口へ

◆マーブリングでうちわづくり
7月23日（土）10時～12時。幼児（保護

者同伴）と小学生、当日先着30人。
汚れてもいい服装で。

※各60歳以上対象
◆なごみの広場
遺言の作り方ほか。　7月14日（木）
10時～11時30分　　100円
◆歴史を楽しむ
江戸川柳　名句百選。7月19日（火）
13時30分～15時。抽選30人  　100円 
　 7月15日までに電話か窓口へ
◆日曜日は楽しく筋力アップ
7月24日、8月7日・14日の日曜14時15
分～15時30分　　各100円　　各回
当日12時までに電話か直接窓口へ
◆映画鑑賞会「羅生門」
7月29日(金)13時～15時。当日先着
80人　
◆紅茶を楽しむ会(ハーブティー)
7月31日（日）10時～12時。抽選20人
　 500円　　7月11日～23日に電話
か窓口へ

◆水辺で遊ぼう　生き物観察会
8月7日(日)9時30分、境川遊水地公園
情報センター集合。濡れてもいい服
装で。着替え・水中用スニーカー持
参。5歳以上（小学3年生以下は保護
者同伴）、先着15組　　7月23日から
電話で

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
7月19日（火）、8月2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
◆こども自然公園青少年野外活動
センターで
＜アウトドアクラブⅡ＞（全6回）
9月17日、10月1日・15日・29日、11月12
日・26日の土曜9時30分～11時30分。
小学生と保護者、抽選12組。
　 1人3,500円 　　7月25日～8月8日
＜おひさまクラブⅡ＞（全7回）
9月14日・21日・28日、10月5日・12日・
19日・26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　 　7月18日～8月1日
＜おひさまちびっこクラブ＞（全3回）
9月8日・22日、10月6日の木曜10時～
11時30分。3･4歳児と保護者、抽選10
組　　1組3,000円　　7月18日～8月
1日
※詳しくは　 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/

けいそう

けいそう

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

天王森泉館
〒245-0016　和泉町300
　　 804-5133・

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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