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泉区役所

泉区の いま
（平成28年8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 153,981 人
世帯数 61,191 世帯
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　上飯田連合自治会及び上飯田地区社会福祉協議会は、泉区が誕生した昭和61年11
月に設立し、今年で30周年を迎えました。「緑豊かな田園風情溢れる人情のまち上飯田・
みんな仲間のまち上飯田」をキャッチフレーズに地域活動を進めてまいりました。
　これまでを振り返ってみますと、上飯田地域ケアプラザ、上飯田西公園、上飯田地区セ
ンターの開館等がありました。また、「飯田八日会」、「お助けクラブ」、「ワイワイ仲間」な
どのボランティア団体が多数立ち上がり、福祉活動を積極的に展開しています。
　去る６月４日には、「上飯田連合自治会及び上飯田地区社会福祉協議会の設立３０周年
事業」を上飯田地区センターにて開催しました。当日は天気にも恵まれ、屋外での「餅つ
き」や記念公演として、「紙切り芸と落語」が披露され、多くの来場者で盛り上がりました。
これからも「みんな仲間のまち上飯田」に向け、地域全体で取組を進めてまいります。

記念式・祝賀式地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

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

上飯田連合自治会及び上飯田地区社会福祉協議会の設立30周年 上飯田連合自治会 会長  馬場　勝己
ば 　ば　　　　 か つ み

泉泉区体育協会設立
30周年イベント30周年イベント
泉区体育協会設立
30周年イベント30周年イベント
泉区体育協会設立
30周年イベント

事前申込み不要！
（一部プログラム除く）
直接会場へ
お越しください

泉区民

１０月１０日（祝･月）９時～17時

8時30分～17時15分

3種目体験で先着500人に景品をプレゼント！

8時45分 泉公会堂前集合
泉スポーツセンターまでウオー
キングを体験してみましょう！

■泉スポーツセンター

■老人福祉センター  横浜市泉寿荘

午前：テニス・バレー・卓球・バドミントン・剣道
午後：サッカー・少年野球・野球・バスケットボール・

軽スポーツ
多目的広場：ターゲットバードゴルフ
弓道場：弓道
ロビー：ゴルフ

ゲートボール広場：ゲートボール

※室内履きを持参し、動きやすい服装で参加
　してください

泉公会堂

泉区役所

中和田中学校至戸塚

至長後

いずみ中央駅
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９月はがん征圧月間
　がん検診を受けましょう！

　がんは市民の死因の第１位です。
　がんによる死亡率を減少させるためには、食生活や
運動など生活習慣の改善を通じたがん予防に加え、早期
発見が重要です。
　定期的にがん検診を受けましょう。 泉区マスコットキャラクター

いっずん

市がん検診
対象：市内在住の人で、職場等でがん検診を受ける機会のない人

横浜市けんしん専用ダイヤル

検診種別 対象者 受診間隔 受診者負担額検査内容
胃がん※1

肺がん
大腸がん
子宮がん

乳がん
前立腺がん

40歳以上

50歳以上

50歳以上

40歳以上

40歳以上

40歳以上
20歳以上

年度に1回

年度に1回
年度に1回

年度に1回

2年度に1回

2年度に1回

2年度に1回

胃部エックス線
検査

内視鏡検査※2

胸部エックス線検査
便検査
頸部細胞診検査
頸部細胞診検査
+体部検査※3

視触診+マンモグラフィ検査
血液検査

3,140円（医療機関）

3,140円（医療機関）

680円
600円
1,360円
2,620円

1,370円
1,000円

1,570円
（福祉保健センター・地域会場）

(PSA検査)

受付時間
（日曜・祝日・年末年始を除く）

664-2606       664-2828

泉区民泉泉区区民民

１０月１０日（祝･月）９時～17時
スポーツフェスティバルスポーツフェスティバル

さまざまなスポーツを体験してみよう！

健康ウオークも開催

お車でお越しの場合
は、西が岡小学校校
庭・近隣有料駐車場
をご利用ください。
駐車場の台数に限り
があります。なるべく
公共交通機関をご利
用ください。

※

※

当日、トレーニング室は無料開放されます。
実技発表会、パワーキック（当日受付：8時45分～）、
ピラティス、キッズダンス教室も開催。
13時以降は弓道、15時以降は、卓球・バドミントンの
個人利用が無料開放。
苦手克服！ 小学生かけっこ教室も開催。

●
●

●

●

検診を実施している医療機関等は、市ホームページ、または横浜市けんしん専
用ダイヤルで確認してください。また、希望される医療機関等に、受付方法等を
事前にお問い合わせください。
検診には、対象年齢、受診できる項目、受診間隔などの条件、注意事項がありま
す。また、条件を満たす人は費用が免除される場合があります。あらかじめ市
ホームページ、または横浜市けんしん専用ダイヤルでご確認ください。
　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/14594.html

＊

＊

http://www.yspc.or.jp/izumi_sc_ysa/

胃がん検診は同一年度にエックス線検査と内視鏡検査の両方を受診することはできません。
検診の途中で確定診断のため病理検査を目的に粘膜片を採取する生検を行う場合があります。
この生検は保険診療となりますので別途費用がかかります。
子宮がん検診のうち体部検査は、医師が必要と判断した人が対象です。

※１
※2

※3※苦手克服！ 小学生かけっこ教室・キッズダンス教室は事前申込制。
※詳しくは泉スポーツセンターのホームページをご覧ください。
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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

区民事業担当　　８００-２395　　８００-２５07

子育て支援担当　　８００-２447　　８００-2513健康づくり係　　　800‐2445　　800-2516

地域活動支援担当　　　800‐2391　　800-2507

こども家庭係　　　800‐2413　　800-2513

結核は今でも注意しなければ
ならない病気の一つです
長引く咳は“風邪”･･･“結核”かも！？

乳幼児一時預かり事業とは・・・
　結核は、薬を飲めば完治できる時代になりましたが、国内では今で
も約2千人が亡くなっている重大な感染症です。毎年9月24日～30
日は「結核予防週間」として、結核に関する正しい知識の普及啓発を
図っています。

　用事を済ませたい、少しだけリフレッシュしたい、急に仕事が
入った・・・など、子育て中には誰かの手を借りて子どもをみてもら
うことが必要なときがあります。
　そんな時、理由を問わず、お子さんをお預かりし、身近な子育て
の応援者として力になります。

咳が出る時は「せきエチケット」を
　咳が出る時は結核菌以外でもウイルスや細
菌などが咳やくしゃみに混ざる可能性があるた
め、ティッシュなどで口や鼻を覆うか、マスクを
しましょう。

当日はサッカー教室以外にもさまざまなプログラムを予定しています。
他のプログラムについては、広報よこはま11月号に掲載予定です。

もしも不安になったら・・・ご相談ください
　区役所では、医療機関からの届出を受けて、患者の
服薬サポートや、家族など周囲の人の相談に対応し
ています。お気軽にお問い合わせください。

結核は、せきやくしゃみで感染します
　結核を発病した人が咳やくしゃみをすると、結核菌を含むしぶき
が空気中に飛び散ります。それを周りにいる人が直接吸いこみ、菌が
鼻、のど、気管支の働きで排出されず、肺まで侵入すると感染します
（空気感染）。

感染しても全員が発病するわけではありません
　結核に感染しても、必ず発病するわけではありません。通常は免
疫力により結核菌の増加を抑えていますが、その力が落ちると発病
します。

発病すると、こんな症状が出ます
　結核の初期症状は、かぜとよく似ており、咳や痰、微熱や寝汗、体
重減少や倦怠感などです。このような状態が2週間以上続いたら結
核かもしれません。迷わず受診しましょう。

2週間以上
咳が続く

2週間以上
微熱がある 体重が減少する 体がだるい

9月1日、いずみ野駅前にオープン！

乳幼児一時預かり施設が開所します！

11月27日（日）(荒天中止)
10時～12時
受付：９時から

水内　猛さん
（元浦和レッズFW）
臼井　幸平さん
（元湘南ベルマーレDF）

・サッカーボール
・運動靴（スパイクも可）

神奈川県サッカー協会フットボールセンター
（愛称：かもめパーク・泉区和泉町6505）

9月15日10時から電話でいずみ区民活動支援センターへ
（　 800-2393）　
受付時間：月曜日～金曜日 ８時４５分～１７時

第２・第４土曜日 ９時～１２時

先着50人
（小学生のみ対象・
初心者も大歓迎)

◆施設名◆

◆所在地◆

社会福祉法人はとの会　認可外保育施設

泉区和泉町6214-1（相鉄いずみ野駅北口ビル２階）

＜開所時間＞
月曜～金曜　7時30分～18時30分
※祝日・年末年始は休み

＜保育形態・利用料金＞

＜定　　員＞　15人

提供する保育サービス

「ともとものおうち」のキャラクター

水内 猛さん 臼井 幸平さん

一時預かり（300円／1時間）
※預ける時間帯によって別途、
おやつ代（100円／1回）が
かかる場合があります。

＜対　　象＞
生後57日～小学校入学前の子ども

＜利用方法＞
１か月前から利用２日前までに電話予約（事前登録制）
※キャンセル料金…利用２日前までのキャンセルは無料

＜予約・問合せ＞
　800-0301　　800-0302

泉区内
初の

元Ｊリーガーによる
サッカー教室を開催します！

泉区制30周年

※

日　時

場　所

講　師

持参品

申込み

定　員

みずうち

う す い こうへい

たけし

【 日 時 】
【 会 場 】
【 演 目 】

【チケット】

10月15日（土）・16日（日）13時開演（12時30分開場）
泉公会堂
三人吉三巴白浪～大川端庚申塚の場（こども歌舞伎）
忠臣蔵七段目　祇園一力茶屋の場
1,300円　９月12日から区役所１階売店ほかで販売

泉区の秋の風物詩、区民手作りの本格歌舞伎
「いずみ歌舞伎」

※写真は昨年のいずみ歌舞伎公演の様子です。

さんにんきちさともえのしらなみ おおかわばた こうしんづか ば

ばちゅうしんぐら しちだんめ ぎおん いちりきぢゃや

　ことばの育ちにはまず、“規則正しい生活”や“十分に体を動かすこ
と”が大切です。
　赤ちゃんはことばを話す以前から、泣くなどの方法で周囲に自分
の思いを伝えています。大人が、赤ちゃんの発した声や表情、動作に
対して丁寧に応えること（大人が赤ちゃんの声をまねたりするなど）
がことばの発達につながります。

子育てコラム（前編）  ～ことばの育ち～

　いちょう団地地区には、地区の行事などの手助けをする、サポート
クラブという組織があります。建築や土木、電気、看護、水道などの技
術を持った人が、その技術を活かして設営や運営に加わったり、でき
ることを手伝ったり、その人によってさまざまですが、みんながより
良い地域をつくりたいという気持ちで活動しています。
　活躍の場は、クリーンキャンペーンや団地祭り、イルミネーション
の飾り付け、樹木の消毒など、一年を通じて多岐にわたり、クラブが
縁の下の力持ちとなっています。
　登録者は現在43人で、25～26人が常時活動しています。活動者
にとっては、技術を活かすことでやりがいが生まれ、家にこもらず外
に出る機会が増えるなど、良い面が多くあります。
　この取組は、手伝う側にも手伝ってもらう側にも、さらには地域に
とっても大変有益な活動となっています。

団地まつりでごみの整理 草刈り機の操作練習

地域活動の助っ人
―いちょう団地サポートクラブ―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

いちょう団地地区

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

規則正しい生活

十分に体を動かす

赤ちゃんに声をかける 赤ちゃんが見ているものに
大人も興味を向ける

赤ちゃんの
働きかけに
応える

ことば

おむつを
替えると
気持ちが
いいね

ワンワンだね！

けんたいかん

鳩の森愛の詩 ともとものおうち

い
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地域地域の防災訓練防災訓練に
　参加しましょう！　参加しましょう！
地域地域の防災訓練防災訓練に
　参加しましょう！　参加しましょう！
地域の防災訓練に
　参加しましょう！

　東日本大震災など過去の大地震から、事前に備えることで
被害を少なくする「減災」の重要性を学びました。災害の発
生自体を防ぐことは不可能ですが、地域の助け合い（共助）に
より被害を減らすことはできます。
　そこで、減災へとつながる知識の習得や、ご近所との顔の
見える関係づくりのため、地域の防災訓練に参加しましょう。

自治会・町内会の訓練日程などについては、お住まいの地域の
自治会・町内会の役員などにご確認ください。

地域防災拠点の訓練日程については、泉区のホームページ
からご覧いただけます。

※

※

泉区　地域防災拠点訓練日程

地域防災拠点の訓練　～避難所での助け合い～ 自治会・町内会の訓練　～地域での助け合い～
～地域防災拠点の訓練とは？～

～地域防災拠点の主な訓練の取組～ ～自治会・町内会の主な訓練の取組～

　住民が安全かつ秩序ある避難生活を送ることができるよう、地域・
学校・行政の三者が連携して、効果的な避難所の開設・運営のために
行う訓練です。

～自治会・町内会の訓練とは？～
　自治会・町内会が中心となり、初期消火、応急救護や隣近所の助け
合い（共助）を学ぶために行う訓練です。
　訓練を通じて、ご近所との顔の見える関係づくりにもつながります。

　災害時、特に避難生活や避難所の運営は、地域のみんなの協力がないと成り立ちません。
防災訓練に参加することで、いざというときの知識が身につくほか、近所の人と知り合いに
なることもできます。ぜひ訓練に参加してください。

◆災害時を想定した医療機関等の「災害時のぼり旗掲出訓練」を行います◆

◆乳幼児のための災害時の備えはできていますか？◆

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

子育て支援担当　　800-2447　　800-2513

避難者受入訓練
　避難者を円滑に受け入れるための訓練
です。適切に受け入れることで、避難者の
所在や状況の確認などが行えるようになり
ます。
受付の設置、避難者の誘導、避難者カー
ド記入など

避難場所割り振り訓練
　避難生活を送るためのスペースを適切に
配置できるようにするための訓練です。

資機材取扱訓練
　防災備蓄庫に備蓄されている資機材を
使って応急活動ができるようになるための
訓練です。

組立式トイレ、炊飯器またはガスかまど、
発電機、エンジンカッター、無線機など

初期消火訓練
　火が小さいうちに、近くにいる人が消火
器などの初期消火用の器具を使い消火活
動を行うことで、火災による被害を最小限
に抑えるための訓練です。

煙体験
　屋内で火災が発生したことを想定し、避難
する際に障害となる煙を体験して、火災から
の避難を学ぶ訓練です。

応急救護訓練
　突然のけがや病気に対して、家庭や職場
でできる応急手当を学ぶための訓練です。

救急車が到着するまでの間、居合わせた人が
応急手当をすることで、傷病者の症状の悪化
を防いだり、命が助かる可能性が高まります。

　災害時には乳幼児のための備えが必要です。大人は我慢できても、乳児や小さな子どもは
どうにもならないこともあります。また、子どもを連れて地域防災拠点などの避難場所に避
難する場合には、避難後の生活を想定して持ち出す物を準備しておくことが大切です。
　こども家庭支援課では、小さな子どものいる家庭向けに「災害時の備え」のリーフレットを
配布していますので、ぜひご活用ください。

　地震の時、大切なお子さんの身を守る
ために、「だんごむしのポーズ」をぜひ覚
えましょう。お子さんとの普段の遊びの中
などで、親子で一緒にポーズをとって覚え
ておけば、いざという時のための備えにな
ります。

のぼり旗は震災時に診療している医療機関の目印

緑園東小学校地域防災拠点運営委員長
大関　智久さん

●「災害時の備え」リーフレットを配布しています

●「だんごむしのポーズ」を覚えましょう

乳幼児健診、こども家庭支援課
（2階211窓口）で配布しています
持ち出す物や備蓄品のリストなど災害
時に役立つ情報が掲載されています。
母子健康手帳と同じサイズなので中に
はさんで保管しましょう。

おなかのあたりに赤ちゃん
の頭を置き、赤ちゃんのお
しりを抱きかかえるように
体を丸めます

両手を頭の上にのせて頭を
守るようにして、体を前にか
がめます

特集

心肺蘇生法、AEDや三角巾の取扱い、止
血法など

※

初期消火活動は、安全を確保してから行って
ください。

※

火災の煙は、見通しが悪く恐怖感を与えるとと
もに有毒ガスを含んでいます。また煙の上昇
速度は人が階段を上がるよりはるかに速く、
毎秒３～５メートルです。

※

　市では、震度6弱以上の大規模地震が発生した時、被災を免れ、診療などが可
能な医療機関は、その目印として「診療中」(薬局は「開局中」）と記載されたの
ぼり旗を掲げることとしています。
　9月26日（月）～28日（水）の3日間で、協力いただける診療所等において、
「災害時のぼり旗掲出訓練」を旭区・瀬谷区と合同で実施します。
　この期間に医療機関の近くをお通りの際には、ぜひのぼり旗をご確認ください。
またいざという時に備えて地域にある医療機関を調べておきましょう。

赤ちゃんと一緒に・・・

お子さんひとりで・・・

メジャーやテープなどを使ったスペースの区
割り（１人あたり２平方メートルを目安）
生活スペース以外にも、女性や乳幼児に配慮
した場所の確保を行い、安全かつ公平に生活
を送る場所を確保します。

※

※

おおぜき  ともひさ
　泉区には区内外にあわせて24の地域防災拠点がありますが、今回はそのうちの一つ
緑園東小学校地域防災拠点運営委員長の大関智久さんにコメントをいただきました。
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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

昨年の「二輪車競技会」の様子

■泉区人財バンク登録団体体験会
10月１日(土)スクエアダンス、俳句／２
日(日)太極拳／３日(月)囲碁／4日(火)
写真／5日（水）脳トレ／6日（木）ヨガ、
骨盤体操、社交ダンス、稲刈り体験と
自然観察（雨天順延）、百人一首、和
太鼓／7日（金）フラダンス、パソコン
相談／8日(土)詩吟、おもちゃ修理、男
性料理教室、スポーツ吹矢、農業体験
（雨天順延）／11日（火）写真、和泉川
清掃（雨天順延）／15日（土）フラワー
アレンジメント、大正琴、農業支援、書
道／17日（月）人形劇体験／18日（火）
パソコン、フラワーアレンジメント／
20日（木）マンドリン、布おもちゃ作
り、合唱／21日（金）絵手紙、多言語／
23日（日）居合道／24日（月）オカリナ
／25日（火）子育てサロン／28日（金）
人形劇体験　※日程は変更になる場
合があります。
各先着。開催時間・場所・募集人数な
ど詳しくはホームページで

　　   9月12日8時45分から電話か
ＦＡＸかいずみ区民活動支援セン
ター（1階104窓口）へ
　 800-2393　　800-2518

■平成28年度食品衛生責任者講習会
9月26日（月）、10月12日（水）、各回14
時～15時30分、泉公会堂第一会議
室で
※食品衛生責任者本人が受講
各回先着60人  ▶持ち物：食品衛生

責任者証、筆記具
　　   9月12日から電話か生活衛生
係（区役所３階314窓口）へ
　 800-2451　　800-2516

■認知症家族セミナー
9月29日（木）13時～15時。いずみ中
央地域ケアプラザで。認知症の人を
介護している家族、先着30人
 　電話かＦＡＸかＥメールで
　 高齢者支援担当
　 800-2434　　800-2513
　 iz-ninchi@city.yokohama.jp

■泉区制30周年記念生涯学習講座
【Ⅰ】“おいしい”いずみ学～秋の地場
野菜たっぷり！ ヘルシー料理教室～
①10月5日（水）中川地区センター
②11月25日（金）立場地区センター
両日とも10時～13時、在住・在学・在
勤の人、各抽選20人
　 300円、一時託児あり
　 ①9月12日～27日、②9月12日～
11月10日に電話かＦＡＸかＥメール
かいずみ区民活動支援センター
（1階104窓口）へ
【Ⅱ】いずみ学～泉区を見る・知る・
学ぶ～（全3回）
第1回　10月11日（火）「泉区の中世
武士と鎌倉道」
第2回　10月18日（火）「相鉄いずみ
野線の延伸と沿線まちづくりの過
去・現在・未来」
第3回　10月25日（火）「多文化が生
きるまちづくり」
第1・3回は10時～12時、第2回は10時
～11時30分、区役所4階4ABC会議室
で。泉区在住・在学・在勤の人、抽選
80人、一時託児あり

　 9月27日までに電話かＦＡＸかＥ
メールかいずみ区民活動支援セン
ター（1階104窓口）へ
　 800-2393　　800-2518
　 iz-siennsenter@city.yokohama.jp

■農作業体験講座（落花生の収穫体験）
10月22日（土）10時30分～12時
※雨天時は10月23日（日）に順延
場所：相鉄いずみ野線いずみ中央
駅から徒歩10分、先着30人
　 500円（5月の植付け体験に参加
した人は200円）
　 9月20日9時から電話か　・　・　
と参加人数を書いてＦＡＸで企画調
整係へ
　　　800-2331　　800-2505

■いきいきシルバー講座
10月29日（土）13時30分～15時（開場
13時）。成年後見制度、エンディング
ノートをテーマに寸劇と講座。
15時から行政書士による個別相談
会。区役所4階4ＡＢＣ会議室で。先着
80人（個別相談会は先着20人）。
　 9月15日～10月28日に電話か 　・
　 ・　 を書いてＦＡＸで
高齢者支援担当
　 800-2480　　800-2513

■和泉保育園で
【①赤ちゃんコアラ（きらきら）】
誕生会、ふれあい遊びなど。
9月15日（木）10時～11時30分
7～12か月までの子と保護者
▶持ち物：着替え、おむつ、タオル、
飲み物

【②コアラひろば】
ミニ運動会を楽しもう
10月17日（月）10時～11時15分
1歳～未就学の子と保護者
▶持ち物：帽子、着替え、おむつ、タ
オル、飲み物
親子ともに動きやすい服装で
　　  ①当日直接和泉保育園へ
②10月3日から平日9時30分～15時
に電話で
和泉保育園
　 803-1483　　803-1137

■北上飯田保育園で
【交流保育「リズムあそび」】
9月15日（木）10時～11時
2歳～未就学の子と保護者、先着5組
▶持ち物：着替え、タオル、飲み物
親子ともに動きやすい服装で
　 9月12日～14日の9時30分～16時
30分に電話で
【交流保育（運動会ごっこ）】
10月19日（水）9時45分～11時（雨天
中止）、2歳～未就学の子と保護者、
先着10組
▶持ち物：着替え、タオル、飲み物
履きなれた靴と動きやすい服装で
　 10月3日～18日平日9時30分～16
時30分に電話で
北上飯田保育園
　 803-7889　　803-7942

健康・相談

イベント

子育て
講演・講座

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

◆野外でアイスクリーム作り
9月17日（土）9時30分弥生台駅集合
　 300円　　　 　9月15日までに
自然の学校野遊び塾翠川へ
　　   803-9969

◆みんなの手話ダンス発表会
つなごう『手』と『手』
音楽の歌詞を手話で表現し、ス
テップを踏んでダンスをします。
9月17日(土)12時30分～15時（12時
開場）。戸塚公会堂で。　　
　 みんなの手話ダンス　中村
　 080-5437-6430

◆親と子のコンサート
親子向けの歌とバイオリン、フ
ルート、ピアノの演奏。
9月19日（祝・月）10時30分～12時。
泉公会堂で。当日先着600人　　
　 300円　
　　   9月11日～18日に電話か　 ・
　・　・必要枚数を書いてＦＡＸで
泉区ボランティアネットワーク舩越
（　 090-3092-5409  　 812-7879）へ

◆歴史探訪「保土ケ谷宿を歩く」
9月25日（日）10時～。横須賀線
保土ケ谷駅改札口集合。当日先着
50人　　500円　　　泉区歴史の
会小林　　802-2808

◆双子ちゃん集まれ‼
双子を子育て中の両親や妊婦さ
んとの交流会。
日頃の子育てについて話をし、ス
トレスや不安を解消しましょう。
10月6日（木）10時～11時30分。
受付は9時45分から。
区役所1階福祉保健センターで。
　 泉区双子サークルみどふぁど
齋藤　　804-3095

◆消費者住宅セミナー「家づくり・
リフォームの不安をなくす基礎知識」
10月15日（土）13時30分～16時30分
横浜市消費生活総合センター5階
（上大岡駅下車）、先着25人
　 500円（１家族）※障がい者は無料
　　   9月20日から電話かFAXで
NPO法人消費者のための住宅塾へ
　 803-5604　　803-6521

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

●泉区の歴史探検と竹巻寿司作り体験
10月29日（土）9時30分～13時30分
小学生以上、先着40人　　100円
　 9月12日～10月10日までに電話かFAXで

●9月12日（月） ギター合奏
●9月14日（水） 介護職応援フェア
●9月20日（火）12時～21日（水）、23日（金）～24日（土）12時、
　26日（月）～27日（火）16時 どうぶつ絵画展
●9月28日（水）～30日（金） 緑のカーテン写真展
●10月3日（月）～6日（木） いずみ歌舞伎衣裳・小道具展

■生活習慣改善相談（予約制）
＜食生活健康相談（栄養士）＞
9月23日（金）9時～11時、29日（木）
13時30分～15時30分、10月4日（火）
9時～11時・13時30分～15時30分
＜生活習慣相談（保健師）＞
10月4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＞
9月13日（火）9時～11時。
乳幼児の保護者
＜離乳食教室＞
9月13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）
10月13日（木）9時～10時。区役所
で。40歳以上（年度に1回）、50人
　 680円　　9月20日～10月11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）
11月8日（火）9時から。区役所で。
40歳以上（年度に1回）、40人
　 1,570円　　10月6日～26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

■泉歯科医師会口腔がん検診
10月2日（日）9時～12時、区役所1階
福祉保健センターで。40歳以上、
抽選18人
　 9月21日（必着）までに　・　・
　 ・　 を書いてはがきで〒245-0013
中田東2-1-5　鈴木ビル201　くず

のぐち歯科クリニック内「泉歯科医
師会地域保健委員会」へ
抽選結果は9月27日までに郵送し
ます。
　 泉歯科医師会地域保健委員会 
佐藤・　  803-2111へ
※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≫9月14日・28日の水曜
≪1歳6か月児≫9月21日、10月5日
の水曜
≪3歳児≫9月23日、10月7日の金曜

■乳幼児歯科相談（予約制）
9月16日（金）13時30分～14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）

泉区制３０周年記念
旧深谷通信所跡地中央広場オープン記念イベント

きて！みて！あそんで！ きて！みて！あそんで！ 
はらっぱで空の広さを体感しよう！！はらっぱで空の広さを体感しよう！！

　平成２６年6月末に日本に返還された旧深谷通信所跡地に、空地を
暫定的に利用した「旧深谷通信所跡地中央広場」をオープンします。
　広場のオープンと泉区制３０周年を記念し、広々としたはらっぱを活
用したイベントを開催します。
　幼稚園・保育園、小・中学校、地域団体等によるステージイベント
のほか、地域団体・企業等によるＰＲブースを出展したり、飲食ブー
スを出店したりします。
　ぜひお越しください！

１０月２日（日）１０時～１５時 （荒天中止）

詳しくは区役所ホームページ、または９月中旬以降に配布する
プログラムをご覧ください。

市営地下鉄ブルーライン立場駅
ターミナルから神奈中バス（大船
駅西口行、戸塚バスセンター行）
で約5分乗車
通信隊前バス停下車徒歩７分

ご来場は公共交通機関の
ご利用をお願いします！
　駐車場の台数が限られている
ため、早い時間での満車が予想さ
れ、入場できない恐れがあります。
（道路上での入場待ちは禁止され
ています。）
　周辺道路の混雑防止のために
も、公共交通機関のご利用をぜひ
お願いします。

※おおよそ10分に１本運行しています。

企画調整係　　800-2331　　800-2505

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

9月２1日（水）～30日（金）

泉ヤングライダーフェア
二輪車競技会 今年も開催！今年も開催！今年も開催！

　一本橋やスラロームのある特設コースで、いかに安全に運転でき
るかを競う大会です。さらに白バイ隊員によるワンポイントアドバイ
ス、講習も行います。この機会に原付バイク・自動二輪車の運転技術
の向上を目指しましょう！

日　時

場　所

主　催

9月22日（祝・木）10時～12時
戸塚自動車学校（泉区新橋町2138）
泉青少年交通安全連絡協議会・泉警察署

泉警察署交通課交通総務係　　　　805-0110申込み・問合せ

　9月30日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。秋が深まり、日
没も徐々に早くなっていきます。
　暗くなり始めたら、事故防止のため、自転車・自動車などは、早
めにライトを点灯させましょう！  歩行者は明るい色の服を着た
り、反射材をつけるなどして、自分の存在を自動車を運転する人
などにアピールしましょう！

相
鉄

い
ず
み
野
線

泉区役所

会場

県
道
阿
久
和
鎌
倉

　
（
か
ま
く
ら
み
ち
）

横
浜
市
営地下鉄

いずみ中央

ゆ
め
が
丘

立場

中田

下飯田

通信隊前

旧深谷
通信所跡地

いずみ区民活動支援センター

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。

「秋の全国交通安全運動」期間を
迎えます！えます！

いしょう

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

横浜18区
ショートフィルム＆コンサート
清水和音ピアノリサイタル
別所哲也プロデュース

©Ｋ.Miura
ピアニスト　清水和音さん

日時：10月4日（火）
　　　14時開演（13時30分開場）
場所：泉区民文化センターテアトル

フォンテ
チケット：一般2,000円（全席指定）
ヨコオトチケットセンター　　453-5080

し　みず　かず　 ね

べっしょ  てつや
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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
9月11日、10月9日の日曜14時。4歳以上
（保護者同伴可）
◆0・1・2・3歳のおはなし会
9月28日(水)①10時45分②11時20分。0～3
歳児と保護者､各先着10組  　　9月21日
9時30分から電話か窓口へ
◆土曜おはなし会
10月1日(土)14時。5歳以上（保護者同伴可）
◆テントのなかのおはなし会
10月5日（水）15時30分。3歳～小学生（保
護者同伴可）、先着10組  　　9月28日9時
30分から電話か窓口へ

◆ズンバ教室
ラテンの音楽に合わせて踊るエクササイ
ズ。運動できる服装、室内シューズで。タ
オル、飲み物持参。木曜日10時～10時50
分。16歳以上、当日先着55人  　　410円
　

◆親子リトミックと読み聞かせ
上履き持参。10月1日（土）13時～14時30
分。未就学児と保護者
◆ハロウィーン小物入れを作ろう
クラフトバンドで。10月16日(日)10時～12
時。小学生（低学年は保護者同伴）以上、
先着10組  　　250円  　　9月25日9時か
ら費用を添えて窓口へ
◆木目込み教室（全2回）
来年の干支の酉を作成。10月7日、14日の
金曜12時15分～15時。先着8人　　4,000
円（ケース別500円）　   9月12日9時～18
日に費用を添えて窓口へ

◆百人一首｢恋歌｣を詠み解く(全3回)
10月6日・20日・27日の木曜10時30分～12
時。抽選30人　　 900円　　 9月22日10
時に電話か費用とともに窓口へ
◆相続の前に知っておくべきこと
10月13日（木）13時～14時30分。抽選25人
　  9月29日10時に電話か窓口へ
◆テーブル茶道（全5回）
10月～2月の第3木曜12時～14時45分。抽
選15人　　 2,500円　　  10月6日10時に
電話か費用とともに窓口へ

◆パパと遊ぼう！ リトミック運動会
9月11日(日)9時30分～10時30分。4～6歳
の未就学児と父親、当日先着30組
◆横浜ヨコハマ×コアラモード． 笑って
歌って地区センツアー
9月22日（祝・木）13時～13時45分。

◆キッズフェスタ
9月24日(土)9時30分～11時（①③④⑤は
各先着）≪①人形すくい≫100人　 1回50
円≪②マグネット作り≫≪③子どもお茶会
≫12人　 100円≪④射的・工作コーナー≫
50人≪⑤ピザづくり≫24人　    100円
　 ①②④当日直接。③⑤9月11日～18日
に電話か費用を添えて窓口へ※各催し
の開催時間・対象は問合せを
◆ゆうさんの紙芝居＆マジックショー
9月24日(土)11時30分～12時20分

◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
9月17日（土）14時～15時15分。先着70人
　  9月11日から、詳しくは問合せを
◆地域ふれあいコーラスの集い
9月25日（日）13時～15時
◆つまみ細工で花かんざし（全2回）
9月29日、10月6日の木曜12時30分～14時
30分。抽選12人　　 2,000円　　 9月15日
10時15分に費用とともに窓口へ
◆ハツラツ健康体操（全10回）
10月8日～2月18日の土曜（詳細は問合せ
を）9時15分～10時30分。先着50人　　  
　  3,000円　　  9月17日10時30分から費
用を添えて窓口へ
◆なかがわ寄席（桂歌助出演）
10月19日（水）13時～14時30分。先着50人
　  500円（当日600円） 　  9月18日から電話で
◆脳トレ体操（各全8回）
10月21日～12月23日の金曜（詳細は問合
せを）①10時～11時30分②13時～14時30
分。各抽選25人　　 1,900円　　 9月23日
9時30分に費用とともに窓口へ

◆第20回文化祭及びスポーツフェスタ
《作品展示発表》10月1日（土）11時～16時・2
日（日）10時～15時《演技発表》10月2日（日）
9時30分～13時《スポーツフェスタ》10月2日
(日)10時～12時　※喫茶コーナーあり
◆ベビーマッサージ（全3回）
10月17日・31日、11月21日の月曜11時～12
時。0歳児とその親、先着10組　　 500円
　  10月3日～10月12日に電話か窓口へ
◆講演「鎌倉歴史の隠れた魅力」
義経ゆかりの女性物語。　10月20日（木）
10時30分～12時。20歳以上、先着20人　  
　  9月17日～10月5日に電話か窓口へ

◆ロビー展示「ヴィオーラ水彩の会」
9月15日（木）～10月11日（火）
◆おはなし会
9月27日（火）11時～11時30分。幼児（保護
者同伴）
◆ハロウィーンボード作り（全2回）
チョークアートで。9月30日、10月14日の金
曜10時～12時。抽選10人  　 800円
　  9月16日10時～10時15分に窓口へ

◆体調すっきりエクササイズ
9月～3月の第3木曜19時30分～20時45
分。各当日先着10人　　 300円
◆口腔ケア　めざせ８０２０！ 講座
10月4日（火）10時～11時30分。先着30人
　  9月11日から電話か窓口へ

◆トールペイント教室（全6回）
10月～12月の第１･3水曜13時30分～15時
30分｡抽選20人　　3,900円（筆不要の場
合2,500円） 　  9月21日10時～10時15分
に費用とともに窓口へ

◆初めての般若心経(全3回)
10月6日・20日・27日の木曜13時30分～15
時。抽選20人　　9月22日10時に電話か
窓口へ
◆初めてのデジカメ教室(全5回)
10月8日・22日、11月12日・26日、12月10日
の土曜10時～12時。抽選10人　　500円
　  9月24日10時に電話か窓口へ

◆子育て仲間｢ぽんぽこパート2｣(全5回）
10月～2月の第2木曜、10時～12時。1歳6か
月～3歳児と保護者先着35組　　500円
　  9月11日～21日に電話か直接窓口へ
◆異世代交流ウオーキング（泉区巡り）
9月19日（祝・月）9時～12時30分。小学4年
生以上、先着20人 　  100円　    9月11日
～17日に電話か直接窓口へ

◆ホールでグランドピアノをひいてみま
せんか？
10月11日（火）～13日（木）。詳細は　 で
　 http://www.theatre-fonte.com/
◆クリスマススペシャルコンサート
12月11日（日）14時～15時　▽フォンテチ
ケット　　 700円　　 10月1日から電話
か費用を添えて窓口へ
◆フォンテドリームジャズライブ2017 
1月22日（日）15時～17時　▽フォンテチ
ケット　　 2,700円　　 9月28日から電話
か費用を添えて窓口へ

◆遊ぶ！学ぶ！交通安全
パトカー・白バイ展示、ビンゴゲーム。
9月24日（土）10時30分～11時30分。幼児
（保護者同伴）と小学生

※各60歳以上対象
◆日曜日は楽しく筋力アップ
9月11日・25日、10月2日の日曜14時15分～
15時30分。各先着20人　　各100円
　  当日12時までに電話か直接窓口へ
◆歌声ひろば
9月26日（月）13時30分～15時30分。当日
先着80人
◆映画鑑賞会「旅情」
9月29日(木)13時～15時。当日先着80人　
◆趣味の教室
各抽選　≪①パステル画（全12回）≫10月
～3月の第1・3金曜13時～15時。16人
　 2,500円　≪②ペン習字（全11回）≫10
月～3月の第1・3水曜、10時～12時。20人
　 1,500円　≪③英会話（全12回）≫10月
～3月の第1・3木曜、10時～12時。16人　
　  500円　　9月17日までに、往復はがき
に　 ・　 ・　 ・　 ・　 を書いて郵送か
はがきを持参して窓口へ　※そのほかヨ
ガ、健康体操、ノルディックウオーキング
の講座も開講。詳細は問合せを

◆お月見ライブ（篠笛と琴）
9月18日(日)15時～16時（14時から野だて  
　 200円）
◆館寄席　立川志の八独演会
10月16日（日）13時30分。先着45人
　  500円　　9月18日から費用を添えて
窓口へ

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
9月13日、27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
◆こども自然公園青少年野外活動センターで
＜ほのぼのファミリーキャンプ秋＞
10月22日（土）～23日(日)。抽選18組
＜おひさまクラブ3（全7回）＞
11月2日～12月21日の祝日を除く水曜。
抽選25組
＜デジカメ入門3（全3回）＞
11月5日・19日、12月3日の土曜。抽選10組
＜どきどきデイキャンプ（全3回）＞
11月13日、1月15日、3月12日の日曜、抽選
48人　
※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/
◆横浜地方法務局の登記相談
10月3日（月）から予約制に変更。
　  不動産登記：戸塚出張所（戸塚区戸塚
町2833　　 871-3912　　 871-3914）
会社法人登記：法人登記部門（中区北仲
通5-57　　 641-7956　　 641-7489）

かつらうたすけ

たてかわ し はち

え　と とり

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

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

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・

〒245-0014　中田南5-15-1
　　 805-0487・

　野コミュニティハウス

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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