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泉区役所 〒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

1010
泉区の いま

（平成28年9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 153,874 人
世帯数 61,192 世帯
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ベランダから転落 ベッドから転落

いすから転落

浴槽で溺れる

ドアに指をはさむ

沸騰中のやかんでやけど

調理中に指を切る
ものにつまずいて転倒

もちがのどにつまる

家の中で

泉消防署予防課予防係　　　　801-0119・

　救急車が必要になるような病気やけが等を、わずかな注意や心がけ
で防ぐ取組です。

　年代に関係なく、身近な場所でわずかな配慮をすることが、「けがの
予防」につながります。
　どのような時にどのような事故が起きるのか、想像力を働かせて
危険を想定し、事故を未然に防止するのが予防救急の考え方です。

　10月１日（土）、いずみ野駅前に区内で６館目の地域ケアプラザが新
たにオープンしました。
　地域ケアプラザは、誰もが住み慣れたまちで安心して暮らせるよう
に、地域の福祉・保健に関する活動の支援や、身近な相談の場として
整備している施設です。ぜひご利用ください。

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

１０月   8日（土）14時～
１０月15日（土）10時～

認知症に関する講演会
健康体力測定など

いずみ野地域ケアプラザがオープン！いずみ野地域ケアプラザがオープン！いずみ野地域ケアプラザがオープン！

いずみ野地域ケアプラザ

泉消防署からのお知らせ泉消防署からのお知らせ泉消防署からのお知らせ泉消防署からのお知らせ泉消防署からのお知らせ
「予防救急」とは？

横浜市救急相談センター

２２２－７１１９＃ 7 1 1 9
（携帯電話、PHS、プッシュ回線の固定電話） （すべての電話で利用できます。）

または

１０月１日（土）

開所記念イベントを開催します。 ぜひお越しください！！開所記念イベントを開催します。 ぜひお越しください！！開所記念イベントを開催します。 ぜひお越しください！！

※詳しくは、地域ケアプラザへお問い合わせください。

【住　　所】泉区和泉町6214-1（相鉄いずみ野駅北口ビル2階）
（相鉄いずみ野線　いずみ野駅下車）
800-0322 800-0324

【開館時間】
月～土曜 ９時～21時
日曜・祝日 ９時～17時
※年末年始、施設点検日（月１回）を除く

●地域の福祉活動、保健活動等の支援
●活動の交流のための施設の提供
●地域ケアプラザ主催の講習会、講座等の開催

●高齢者の介護、子育て、障害児・者の支援など福祉、保健等に
関する相談及び情報の提供
●福祉サービス、保健サービス等の提供に関する調整

【主な施設】
多目的ホール、調理室、地域ケアルーム、
ボランティアルーム、相談室

【指定管理者】
社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会
※施設の利用は申込制です。　詳しくは、地域ケアプラザまでお問い合わせください。

【いずみ野地域ケアプラザ】
　和泉町5000番地～5999番地（都市計画道路権太坂和泉線の北側）
　和泉町6000番地以降
【いずみ中央地域ケアプラザ】
　和泉町3300番地～4999番地
　和泉町5000番地～5999番地（都市計画道路権太坂和泉線の南側）
　和泉中央南の一部
※上飯田、下和泉、踊場、新橋の各地域ケアプラザの対象地域は、これまでと変更はありません。

いずみ野地域ケアプラザの開設により、次のとおり、担当地域が変更となります。

相鉄いずみ野線

いずみ野駅いずみ野駅いずみ野駅

泉図書館

泉警察署

交番
いずみ野
地域ケアプラザ

いずみ野地域ケアプラザでは･････

●地域の福祉活動 保健活動等の支援
地域の皆さんの活動をサポートします地域の皆さんの活動をサポートします

●高齢者の介護 子育て 障害児 者の支援など福祉 保健等に

身近な相談窓口として、地域に暮らす人たちの身近な相談窓口として、地域に暮らす人たちの
日々の暮らしをサポートします日々の暮らしをサポートします（地域包括支援センター）（地域包括支援センター）

地域の皆さんの活動をサポートします

●生活支援・介護予防に向けた既存活動の支援、担い手の養成、
新たな資源の開発等
●関係者間の情報共有、支援の主体となるさまざまな団体間の
連携体制づくり
●元気な高齢者が担い手として活躍でき、社会参加できる仕組
みづくり

●生活支援 介護予防に向けた既存活動の支援 担い手の養成
日常生活の支援の担い手づくりや、活動の支援を行います日常生活の支援の担い手づくりや、活動の支援を行います日常生活の支援の担い手づくりや、活動の支援を行います

身近な相談窓口として、地域に暮らす人たちの
日々の暮らしをサポートします（地域包括支援センター）

※デイサービスの機能はありません。

　いずみ野地域ケアプラザ所長の杉﨑真穂です。地域の皆さま
に信頼され親しみのあるケアプラザを目指していきたいと思い
ます。駅前で交通の便がいい場所にありますので、ぜひお越し
ください。
　また、職員一同、早く地域の皆さまに覚えていただけるよう、
地域に出向いて行きたいと思います。よろしくお願いします。

すぎざき  ま   ほ

まずはけがの予防から
～どこで・誰が・どんな事故？～

急な病気やけがで受診の相談をしたいとき…

意識がない、大量に出血している、今までと
様子が違う時などは119番通報を

授乳室もありますので、お子さんと一緒
にお気軽にお越しください。
※

いずみ野地域ケアプラザ

いろいろな場所でけがが発生しています。いろいろな場所でけがが発生しています。いろいろな場所でけがが発生しています。
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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

地域活動支援担当　　　800‐2397　　800-2507

こども家庭係（保育担当）　　　800‐2413　　800-2513

平成29年度平成29年度
保育所等の利用申請保育所等の利用申請が始まりますが始まります
平成29年度
保育所等の利用申請が始まります

11月4日から区役所で配布

『相鉄瓦版』泉区特集　発行

　こどもは、まだ言葉にできない思いを”指さし”で伝えようとし
ます。
　指さしには段階があり、こどもの成長に伴い、変化します。こ
どもが指さしで伝えたことに大人が応えることで、人との交流
を楽しいと感じ、心の安定やことばの育ちにつながります。
　こどもの成長には個人差がありますが、気がかりなことがあり
ましたら、子育て支援担当にご相談ください。

　泉区商店街連合会（区商連）に加盟している区内8商店会で、
お買物券が当たるスタンプラリーを実施しています。参加店舗
で買物をしてスタンプを３個集めるとその場で応募でき、11月３日
（祝・木）の泉区民ふれ
あいまつりの会場で、
１等及び２等の当選者
を発表します。
スタンプラリーは10月
末まで。

  電気を使わずに、自然の力を使って生ごみをリサイクルする方
法です。生ごみと土を混ぜ合わせることで、好気性の微生物が働
きはじめ、生ごみを分解し、土壌が豊かによみがえります！ また、
生ごみの削減にもなります！ 　毎年、この期間は「神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推

進条例」により、「安全・安心まちづくり旬間」と定められています。
　この期間中、区役所１階区民ホールで、防犯パネルと防犯器具
の展示等を行います（10月12日（水）～19日（水））。
　この機会に日頃の防犯の知識を確認し、犯罪から身を守りま
しょう。

　相鉄線各駅などで無料配布されている広
報誌『相鉄瓦版』の最新号が、区制30周年を
迎える泉区を特集して10月１日に発行されま
した。「ご近所お国自慢」と題して、地元に根
ざして活動している10人（組）が登場するな
ど、泉区の情報が満載です。今号（第239号）
のみ、区役所１階広報相談係でも配布します
（なくなり次第終了）。

　災害時に危険なもの、災害時に役立
つ地域資源（公園や消火栓など）や避難
場所などについて、あらかじめ話し合
い、まち歩きのルートを決めましょう。

　泉区のさまざまな魅力・地域資源を歩きながら体験していただ
くため、平成16年３月発行の泉区散策ガイド「水と緑と歴史の散
歩道」の改訂版を発行します。散策ガイドは区役所3階区民事業
担当､1階区民活動支援センター、広報相談係で配布します。ガイ
ドを片手に、区内の魅力を探しに、散策に出かけてみませんか。

子育てコラム（後編）  　 ～指さし～

子育て支援担当　　８００-２447　　８００-2513 地域活動支援担当　　８００-2391　　８００-2507

こども家庭支援課　2階　210番窓口

保育所等の利用申請ができるのは、保護者の状況が保育を必要とする場合です。
申請書の記入漏れや必要書類の添付忘れがないよう、利用案内を確認し期限内にお申込みください。
※現在（平成28年度）保留待機中の人、転園を希望する人も新たに申請が必要です。

興味があるものを指さして、お父
さんやお母さんを振り返って見る

「○○どれ？」と聞くと指さし
で教える

利用案内の配布 10月14日（金）から　　※雇用証明書は10月4日（火）から区役所で配布
（横浜市こども青少年局のホームページからダウンロードもできます）

配布場所（泉区版） 区役所こども家庭支援課窓口（2階210番）、区内認可保育所等、区内地域ケアプラザ、
行政サービスコーナー（戸塚・東戸塚・二俣川）、地域子育て支援拠点すきっぷ

申 請 方 法 郵送申請：10月14日（金）～11月4日（金）当日消印有効
窓口申請：11月7日（月）～11月18日（金）平日8時45分～17時（区役所2階210番）
※締切日（11月18日）後の申請は二次申請の取扱いとなります

はぴねすぽっと　29年度　利用案内

泉区　保育所　申請

原則、郵送での申請に
なります

【次の場合は窓口で受け付けます（郵送申請不可）】
障害のあるお子さんの保育所等の利用を希望する人（※10月31日（月）までに区役所での相談が必要です）
平成29年2月3日までに出生予定のお子さんの産休明け保育（生後57日到達）を希望する人
（仮申請を受け付けます　※出生後2月7日までに正式申請が必要です）
市外の保育所等の利用を希望する人（希望先自治体の締切２週間前までに手続）
詳細は、泉区ホームページでご確認ください。

●
●

●

指さしの一例

ワンワン
どーれ？

にぎわい創出スタンプラリー2016にぎわい創出スタンプラリー2016にぎわい創出スタンプラリー2016
スタンプラリーでお買物券スタンプラリーでお買物券を当てよう！当てよう！スタンプラリーでお買物券スタンプラリーでお買物券を当てよう！当てよう！スタンプラリーでお買物券を当てよう！

「ヨコハマ3R夢」
マスコット イーオ

へら星人
ミーオ

まち歩きの様子

桜（弥生台駅）桜（弥桜（弥生台駅生台駅）） 天王森泉館天王森天王森泉館泉館せせらぎ緑道せせらせせらぎ緑道ぎ緑道

広報相談係　　800-2337　　８００-2506

区民事業担当　　８００-2395　　８００-2507

土壌混合法の実演講習会を行います

もっと知って3R夢のこと
ス リ ム

土壌混合法とは？

資源化推進担当　　８００-2398　　８００-2507
iz-shigen@city.yokohama.jp

土壌混合法実演講習会
日時 11月1７日（木）1４時～15時

対象 区内在住の人、先着50人（事前申込みが必要）

場所 区役所４階4ＡＢ会議室

内容 地域で土壌混合法を実践している人を講師に招き、土壌混
合法の実演とポイントの説明
講習会実施後、希望者に土壌混合法に必要なプランターを
プレゼント！ （※１家族１つまで　※プランターのみ（土はあ
りません））

申込 10月11日9時～31日17時までに、　・　・
　・プランターの希望の有無を書いてFAX
かEメールで、資源化推進担当へ

※参加の可否については、電話でご連絡しますのでつながりやすい
　電話番号を記入してください。

まち歩きをして
安全な避難ルートを確認しよう！

危機管理担当　　８００-２309　　８００-２５05

１０月１１日～２０日は１１０月１１日～２０日は１０月１１日～２０日は
間全・安心まちづくり旬安安 旬旬間間間間安安安安 心まちづくり全全全 ち 間間間間間間心まちづ全全安全 安安 まちづくり心まちづくり旬間間間間安心安安 安安安全 安心まちづくり旬安全 旬安

１０月１１日～２０日は１０月１１日～２０日は
安全・安心まちづくり旬間安全・安心まちづくり旬間
１０月１１日～２０日は

安全・安心まちづくり旬間

NO!
～詐欺によく使われる言葉～
   ・「携帯の電話番号が変わった」
   ・「今日中にお金が必要だ」
   ・「風邪をひいて声がおかしい」

　電話でお金の話がでたら、すぐに詐欺を疑いましょう！
ひとつでも当てはまれば詐欺を疑い泉警察署へ  　８０５－０１１０

１ まち歩きのルートを決める

　参加者で協力しながらポイントとなる
ところの記録・撮影などを行いましょう。

２ 実際にまちを歩いてみよう

○まち歩きでチェックするポイント（例）

□住宅地図　□ハザードマップ　□カメラ　□筆記用具
□付箋紙（気付いたことを地図上に貼っておくため）など

道路沿いで転倒・落下しそうなものがあ
るか
木造建築物が密集しているか
高いがけや古く壊れそうな塀があるか
近くに迂回できるルートがあるか
・その他気付いた問題を考えてみましょう

避難場所
（いっとき避難場所など）
消火施設
（消火栓、初期消火箱など）
医療施設
（病院、診療所など）

～災害時に危険なもの～ ～地域資源～
■ ■

■

■

■
■
■

○準備するもの

成
長
す
る
と･･･

泉区散策ガイド
水と緑と歴史の散歩道（改訂版）

　気が付いたところを話し合い、地図な
どにまとめて、地域で成果物を共有しま
しょう。

３ まち歩きが終わったら･･･

（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

なかだ商店会

立場中央商店会

中田中央商店会

和泉商店会

スタンプラリー
実施商店会

詳しくは各参加店舗で
確認してください。

プレゼントは写真と異なる場合があります

ほんとだね
お花だね

確認してください。確
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泉区マスコットキャラクター
いっずん



いずみ歌舞伎保存会泉郷土芸能保存会

区民事業担当　　800-2392　　800-2507

　区内には、伝統文化の継承を続けている泉伝統文化保存会があります。泉伝統文化保存会は、いずみ歌舞伎保存会、
泉郷土芸能保存会（太鼓・お囃子）、相模凧いずみ保存会の３つの団体が所属しています。このように多彩な伝統文化
の活動が続いていますが、次世代に引き継いでこその伝統文化です。次の世代へ素晴らしい伝統文化を引き継ぐため、
世代を問わず、仲間を募集しています。

　今年のいずみ歌舞伎公演は、10 月 15 日（土）・16 日（日）の両日、13 時（12 時 30 分開場）から泉公会堂で
行います。チケットも区役所 1階売店などで販売中！みなさんぜひいらしてください！
　演目は以下の通りです。

　端午の節句に子どものすこやかな成長と五穀豊穣を願い、大
凧をあげる伝統文化です。
　今年の５月５日に行われた、「第７回いずみ相模凧揚げ会」は、
見物客が見守る中、適度な風を待ち、引手が息を合わせ何度か
チャレンジした結果、見事に凧が大空に舞い上がり、
大きな拍手が沸き起こりました。

いずみ歌舞伎保存会 相模凧いずみ保存会いずみ歌舞伎保存会

泉区民文化祭
［主催］泉区文化振興委員会
［共催］泉区役所・泉区民文化センターテアトルフォンテ・泉公会堂

　太鼓の活動を続ける６団体と、お囃子の活動を続ける４団体が所属し
ています。
　曲調なども団体によりさまざまで、地域のイベントをはじめ、福祉施
設などのいろいろな場面で演奏を披露しています。
　また、毎年６月には日々の稽古の成果を発表する場として、合同の発
表会を開催しています。今年も６月 19 日に「第 14 回　泉区太鼓・お囃
子フェスティバル」が盛大に行われました。

泉区民文化センター テアトルフォンテ （ホール）

《作品展示》　開館時間：9時～17時

《ステージプログラム》第30回

１０月24日（月）～１1月6日（日）

10月24日（月）12時～28日（金）16時

区役所 （1階区民ホール）

彫刻展～能面・狂言面・バードカービング～
見る角度によって表情が変わる不思議

書作展
書道、一筆入魂

10月24日（月）13時～27日（木）16時鎌倉彫展
和の伝統と気品漂う工芸品が登場

10月29日（土）10時～18時

泉公会堂

舞踊・吟剣舞・カラオケ・フラダンス
豪華な衣装も必見　10団体・個人の発表

※タイムスケジュールについてはホームページをご覧ください。

10月30日（日）

区役所 （1階区民ホール）

健康体操
ゆっくり体を動かして、充実生活をいきいきと

10月31日（月）12時30分～14時
14時30分～16時

泉区民文化センター テアトルフォンテ （ホール）

朗読と語り
声に出して届けたい物語があります。

10月31日（月）14時～14時30分手話ダンス
なつかしい唄の心を手話にのせて

10月28日（金）11時～31日（月）16時

泉区民文化センター テアトルフォンテ （ギャラリー）

泉区民文化センター テアトルフォンテ （ギャラリー）

写真展
美しき一瞬をあなたにも見せたい

10月31日（月）13時～11月2日（水）16時

区役所 （1階区民ホール）

華道展
いけるのは、花ではなく、心。10流派による華麗な祭典。

区役所 （1階区民ホール）

工芸展　～ひょうたん工芸・焼き絵・トールペイント・水引工芸・キネティックアート～
珍しい工芸作品に出合えるチャンス

11月3日（祝・木）13時～5日（土）16時
手芸展
ハンドメイドの作品が勢ぞろい

当日受付当日受付当日受付
ひょうたん絵付け　体験会
11月5日（土）10時～。小学生と保護者、当日先着30組

高齢者健康体操　10時～12時
太極拳の演武　　13時～14時

11月1日（火）9時～17時
11月2日（水）9時30分～17時

泉区民文化センター テアトルフォンテ （ホール）

ステージも客席も一緒に歌います。

11月5日（土）13時～16時

泉公会堂

合唱祭
総勢200人がステージへ　9団体によるコーラス発表

11月6日（日）11時30分～17時

泉公会堂

器楽まつり
楽器の饗宴。和太鼓、管・弦楽器、ハーモニカなど

※タイムスケジュールについてはホームページをご覧ください。

※タイムスケジュールについてはホームページをご覧ください。

第 回

０ 2 （ ） 6（

　区民の手づくりでありながら本格歌舞伎を披露するいずみ歌舞伎保存会は、区制 10 周年の旗揚げから、
毎年公演を行っています。
　今年も公演を間近に控え、練習も大詰めです。ぜひご覧になってください。
　いずみ歌舞伎保存会は、役者だけでなく衣裳・小道具・大道具づくりなどの裏方、当日のスタッフな
どの多くの会員の力で成り立っており、一緒に活動する仲間の募集もしています。

いしょう

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
演  目

はやし

歌謡祭

総勢1,900人がステージで、作品で、魅せます。
泉区の文化の祭典、今年も開催！

み
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区役所１階
区民ホールイベント情報区民ホールイベント情報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

<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）。>

●10月12日(水)～19日(水)（土・日除く） 防犯パネル展

●10月24日(月)～11月5日(土) 区民文化祭（詳細は8･9ページに掲載）

●11月7日（月）～15日（火） 防火ポスター展（区内小学生の作品展）

■多文化交流会
ベトナム・カンボジア出身の人との
交流・料理試食。
12月4日(日)10時～12時。いずみ野地
域ケアプラザで。先着30人。
　 10月11日～11月22日に電話か、　・
　・年代を書いてFAXかＥメールか窓
口(３階309)へ
　 区民事業担当　
　 800-2395　　800-2507　
　 iz-chishin@city.yokohama.jp

■衣類のリユース
不要になった衣類の受入れ、譲渡。区
役所1階区民ホールで。駐車場有料。
＜受入れ＞染みやほころびがないも
の。11月17日（木）10時～13時、18日
（金）10時～11時。車での搬入は区役
所と公会堂の間へ　＜譲渡＞11月18
日（金）10時～13時30分。持ち帰り用
の袋は各自で用意
　 地域活動支援担当
　 800-2391　　800-2507

■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
すための介護予防について。
11月2日（水）東京都健康長寿医療セ
ンター研究所研究員による講義。
11月15日（火）、11月29日（火）運動指
導士による体験など。
いずれも13時30分～15時30分。JA横
浜みなみ総合センターで。おおむね
65歳以上の区内在住の人、各先着50
人（1回のみでも連続でも可）。
　　  10月12日から電話で高齢者支
援担当へ
　 800-2435　　800-2513

■高齢犬との暮らし方講座
高齢犬の病気や介護への心構えや世
話の仕方など（犬の参加不可）。11月5
日（土）14時～15時30分。区役所4階
4ＡＢＣ会議室で。先着100人。▶講
師：渡辺靖浩さん（泉区獣医師会 
アニマル・ライフ・サポート院長）
　　   10月11日から電話か、　・　・

参加人数を書いてFAXかEメールで
生活衛生係へ
　 800-2452　　800-2516
　 iz-eisei@city.yokohama.jp

■発達障害児者サポートセミナー      
「発達障害がある人が地域で生きる
ために」　11月15日（火）10時～12時。
区役所4階4ABC会議室で。障害児者
の家族・親族または関心がある人、先
着100人　▶講師　明石洋子さん
（一般社団法人川崎市自閉症協会代
表理事）　▶保育　1歳～未就学児、
先着10人（区民優先）
　　  10月11日～31日に電話で子育
て支援担当へ
　 800-2447　　800-2513

■和泉保育園で
【①赤ちゃんコアラ】
各10時～11時30分。ふれあい遊び、誕
生会など。
<ぴよぴよ>10月13日（木）6か月まで

の子と保護者
<きらきら>10月20日（木）7か月～12
か月までの子と保護者
【②コアラひろば】
自然と遊ぼう　11月7日(月)10時～
11時15分。1歳～未就学児と保護者
【③育児講座】
離乳食を試食しよう　11月24日（木）
11時～12時。3か月～8か月までの子
と保護者
▶持ち物：①②着替え、おむつ、タオ
ル、水分補給用飲み物
　　   ①当日直接和泉保育園へ
②10月24日からの平日9時30分～15
時に電話で③10月27日からの平日9
時30分～15時に電話で
　 803-1483　　803-1137

■北上飯田保育園で
【育児講座】
親子でふれあって遊ぼう
11月16日（水）10時～11時。おおむね
1～3歳の子と保護者
　　   11月1日からの平日9時30分～
16時30分に電話で
　 803-7889　　803-7942

健康・相談

イベント 講演・講座

子育て

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

◆草木染(玉ネギの皮･栗のイガで)
10月15日（土）9時30分。弥生台駅
集合、荒天中止  ▶持ち物：米0.5合
　 300円
　　  自然の学校野遊び塾　翠川
　　　803-9969
◆泉区・栄区制30周年記念
泉区・栄区を結んで歩こう
10月23日(日)9時。地蔵原の水辺集
合、雨天決行。記念品あり　
▶コース：①7キロ②14キロ、地蔵
原の水辺→天王森泉公園→東俣
野中央公園（7キロコース解散）→
小雀公園→栄区役所　　200円
（小学生以下100円）
　 堀沢　　080-1373-6552
◆歴史探訪「田谷洞窟と周辺を歩く」
10月23日(日)10時。JR大船駅南改
札口集合、荒天中止。当日先着50
人　 　500円（別途拝観料400円）
　 泉区歴史の会 石井　  802-7384
◆マミーとあそぼう
「ハッピーハロウィーン」
10月28日(金)10時～11時20分。1歳
以上の未就学児とその保護者、当
日先着40組。泉区福祉保健セン
ター１階で。　　100円
　 泉区保育ボランティアグループ
マミー　　080-6723-2027
◆泉区民マラソン大会
11月13日（日）8時30分。和泉遊水地

集合、雨天決行。区内在住・在勤・
在学の人。【コース】和泉遊水地～
いずみ野駅周辺　5600メートル
（男子、36歳以上男子、50歳以上男
子）、4200メートル（中学生男子、女
子、40歳以上女子）、2000メートル
（小学生男子、小学生女子、ファミ
リー）。詳細は区役所、公会堂、地
区センター、スポーツセンターな
どで配布する大会要項・申込用紙
で　　1,200円、中学生700円、小学
生600円、ファミリー1,200円
　 10月25日までに振込用紙で
　 泉区陸上競技協会　尾中
　 804-0858
◆映画鑑賞会「あん」
11月18日（金）13時、先着50人。
泉公会堂で。　　600円
　　  10月11日から費用を添えて泉
区シニアクラブ連合会へ（平日9時30
分～15時30分）　　      801-6008
◆泉区ゴルフ大会
新ぺリアで。11月24日(木)、小田急
藤沢ゴルフクラブで。区内在住・在
勤の人、先着32人　　21,550円　
　　  10月11日～11月10日に、電話
か　・　・　・生年月日を書いてＦ
ＡＸで泉区ゴルフ協会事務局へ
　 804-0003　　804-0026

802-2150　　　804-6042
＜高齢者介助入門講座～車いすでの介助のポイント～＞
11月18日（金）14時～15時30分  泉ふれあいホームで  先着10人
　 10月11日～11月11日に電話か、　・　・　・　を書いてFAX
かＥメールで（　 izumiku01@yokohamashakyo.jp）

■生活習慣改善相談（予約制）
≪食生活健康相談（栄養士）≫10
月21日(金)9時～11時、27日(木)13
時30分～15時30分、11月1日(火)9
時～11時・13時30分～15時30分
≪生活習慣相談（保健師）≫11月
1日(火)9時～11時
　 各3日前（土・日・祝日除く）まで

■乳幼児の食事相談（予約制）
10月25日(火)
≪食生活健康相談≫9時～11時。
乳幼児の保護者
≪離乳食教室≫13時30分～15時。
2回食頃の第1子
　 各10月19日まで

■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　　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

※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＞10月12日、10月26日、

11月9日の水曜
＜1歳6か月児＞10月19日、11月2日
の水曜
＜3歳児＞10月21日、11月4日の金曜

■乳幼児歯科相談（予約制）
10月12日、11月2日の水曜、9時30
分～10時。区役所１階福祉保健セ
ンターで。　　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）
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）

企画調整係　　800-2331　　800-2505

地域振興課　　800-2392　　800-2507

671-2657　　664-7707

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。

泉区社会福祉協議会からのおしらせ

泉ゆめが丘地区に関する
都市計画決定等について

●市素案説明会
11月９日(水)19時から。（会場：泉公会堂）
●市素案縦覧(閲覧)
10月25日(火)～11月22日(火)　平日8時45分～17時15分（区役所は
17時まで）
建築局都市計画課(〒231-0017 中区相生町３-56-１ＪＮビル14階)か区
役所区政推進課(３階307窓口)で。
●公聴会における公述の申出
縦覧(閲覧)期間中、建築局都市計画課で受付。ホームページから電子申
請、郵送または持参で。受付最終日17時15分までに申請手続完了または
必着。
●公聴会(公述の申出があった場合のみ開催)
平成29年１月11日(水)19時から。（会場：区役所4階4ＡＢＣ会議室）

※開催の有無は、11月25日(金)以降に都市計画課ホームページまたは電話で確認
※公述申出多数の場合は、抽選(10人)

　泉ゆめが丘地区に関する都市計画決定等について、公聴会
における公述申出を受け付けるため、その内容について市素
案説明会を開催するとともに、市素案縦覧(閲覧)を行います。

【都市計画の手続に関すること】
　建築局都市計画課

【都市計画の内容(地区計画等)に関すること】
　都市整備局市街地整備推進課　   671-2720　　664-7694

横浜市　都市計画課

１1月3日（祝・木）　9時30分～15時　※荒天中止
和泉遊水地 3池・4池

泉区民
ふれあいまつり
泉区民
ふれあいまつり

わたなべ やすひろ

あかし ようこ

～第3期泉区地域福祉保健計画～～第3期泉区地域福祉保健計画画～
元気の出るまち元気の出るまち泉元気の出るまち泉 みんなで歌ってふれあい交流の場

緑園地区社会福祉協議会　　会長　菅野　英夫さん
すげ　の つね　お

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

春の 「福祉ふれあいフェスティバル」

秋に開催の 「緑園芸能祭」

　緑園地区の第３期地域福祉保健計画では、「健やかに過ごせるまち」「人と人、活動と活動のつなが
りのあるまち」を目指して活動しています。そして「気軽にふれあい交流ができるまちづくり」に取り
組んでいます。
　今回ご紹介するのは、緑園地区社会福祉協議会が春に開催する「緑園福祉ふれあいフェスティバ
ル」と緑園シニアクラブ連合会が秋に開催する「緑園芸能祭」です。
　いずれも日頃から取り組んでいるカラオケ・ハーモニカ・踊り・ダンス等１００組以上の参加があり、
熱演が披露されます。会場では焼きそばや飲料も提供され、あちこちで歌や踊りを楽しみながら、ふ
れあい交流の場が見られます。出演者は、それぞれ健康づくりや人とのつながりで活動している方々
で、発表の場でもあることから、衣装も立派にそろえて出演しています。
　福祉ふれあいフェスティバルでは、収益の一部をチャリティーとして泉区社会福祉協議会を通じて
日本赤十字社に寄附しています。今後も春・秋に開催し、ふれあい交流の場を継続して「健やかに過
ごせるまち」を目指します。

昨年の泉区民
ふれあいまつ
りの様子

いずみ
中央駅

相鉄
いず
み野
線環状

4号
線

4池

3池
和泉遊水地和泉遊水地和泉遊水地

泉区役所

泉区総合庁舎前

和泉坂上

泉区総合庁舎東側
地蔵原の水辺地蔵原の水辺地蔵原の水辺

和泉
川

日 時
会 場

ステージショー 小中学校の吹奏楽、郷土芸能、ダンス、
神奈川県警察音楽隊・カラーガード　ほか

ふれあい広場 エア遊具（フアフア）、ミニ動物園、ミニＳＬ、
昔あそび、軽スポーツコーナー　ほか

模擬店・バザー 区内各団体等の出店

広報展示 各機関ブース

泉区民ふれあいまつり実行委員会 事務局　　　　801-6008・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
・

・

・

　10月17日(月)に、住居表示が実施され、和泉町の一部が
「和泉中央北一丁目」～「和泉中央北三丁目」に変わります。

市営地下鉄
ブルーライン

〒

中和田
中学校

和泉小学校 横浜泉
郵便局

県道横浜伊勢原
　（長後街道）

県
道
阿
久
和
鎌
倉
（
か
ま
く
ら
み
ち
）

和泉中央北
一丁目

和
泉
中
央
北

二
丁
目

和
泉
中
央
北

三
丁
目

和泉小学校入口

和泉三ツ俣

和泉交番前 立場

和泉団地
入口

（土曜は9時～12時、日曜除く）

会場県道横浜伊勢原

（長後街道）
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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 

◆0・1・2・3歳のおはなし会
10月26日（水）①10時45分～11時10分、②
11時20分～11時45分。3歳までの子と保
護者。各先着10組
　 10月19日9時30分から電話か窓口へ
◆土曜おはなし会
11月5日（土）14時。5歳以上、保護者同伴可
◆いずみ講演会「泉区の産業史話」
11月6日（日）10時～12時。先着30人
　 10月13日9時30分から電話か窓口へ
◆大人のためのおはなし会
11月8日(火)10時30分～12時。先着30人
　 10月18日9時30分から電話か窓口へ
◆つくって楽しいおはなし会
11月16日（水）15時30分～。3歳～6歳（未
就学児は保護者同伴可）、先着10組
　 11月9日9時30分から電話か窓口へ

◆姿勢測定イベント
スカート不可。
11月21日（月）13時～15時。
16歳以上、先着20人　　1,000円
　 10月20日から、詳しくは電話、窓口か
ホームページで
　 http://www.yspc.or.jp/izumi_sc_ysa/

◆もみじまつり
模擬店・演芸・作品発表
10月29日（土）10時～15時、30日（日）10時
～14時30分
◆刃物研ぎ教室
11月14日（月）9時30分～11時、先着20人
　 300円　▶持ち物　一人2本まで
　 10月31日9時から費用を添えて窓口へ
◆ワンコインコンサート
～クラシックギターの調べ～
11月19日（土）13時15分～14時30分
先着30人　　500円
　 11月5日9時から費用を添えて窓口へ

◆卓球大会参加者募集
3人チーム男女混合ダブルス団体戦　11
月20日（日）9時～17時。中学生以上、先
着72人　　中学生200円、一般500円　
　 10月11日10時～11月1日に電話か費
用を添えて窓口へ
◆磁器粘土で作る干支の壁掛け（全4回）
10月28日、11月11日・25日、12月9日の金曜
12時30分～14時45分、先着10人  　2,300円
　 10月14日10時から電話か費用を添え
て窓口へ
◆カラオケ歌のつどい
地元野菜の販売も。

10月30日（日）10時～15時、観覧自由

◆切り絵で作るハロウィーンハット
10月23日（日）10時～11時45分
小学生以下（未就学児は保護者同伴）、
先着15人
　 10月12日～20日に電話か窓口へ
◆シンプルレザーのカードケース作り
10月27日（木）9時30分～11時30分、先着7
人　　1,000円　　10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
10月27日（木）11時～11時40分。幼児と保
護者
◆おもちゃの病院
11月19日（土）10時～15時。先着20人　
　 10月12日～11月18日に電話か窓口へ

◆おはなし会
10月11日（火）・21日（金）11時～。
◆しんぜん院外教室
「正しく知りたい、白内障、緑内障」
10月14日(金)10時～11時30分、当日先着
100人
◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
10月29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）
　 10月11日から窓口へ
◆イラストタイルで鍋敷きを作ろう！
11月7日（月）9時30分～11時30分。抽選16
人　　1,800円　
　 10月24日10時15分に費用とともに窓
口へ
◆バリスタと作るラテアート
11月12日（土）14時30分～16時30分、抽選
24人　　1,000円（ケーキ付）
　 10月29日10時15分から費用とともに
窓口へ
◆ダンスの集い（バンドによる演奏）
12月4日（日）12時～15時。　　500円（当
日券600円）
　 11月2日から電話か費用を添えて窓口へ

◆おはなし会
10月13日（木）・25日（火）11時～11時30
分。幼児と保護者
◆書道作品展示
10月14日（金）～11月9日（水）
◆講演会「冷蔵庫整理活用術」
10月26日（水）10時30分～11時30分。先着
50人　
　 10月12日10時から窓口へ
◆大人の折り紙教室（のし鶴と連鶴）
11月12日（土）13時～15時。
抽選15人。　　500円

　 10月22日10時～10時15分に窓口へ

◆中田おひさまサロン
人形劇ダンデライオン
10月21日（金）10時30分～11時30分　幼
児と保護者、当日先着40組
◆簡単！上履デコ講座
11月12日（土）10時～12時。
先着10人。　　300円
　 10月11日から電話か窓口へ

◆中和田コミュニティハウス文化祭
＜作品展示＞10月22日（土）～23日（日）9
時30分～15時、本館で。
＜演技発表＞22日（土）9時～12時、中和田
小学校体育館で。

◆西が岡作品・実技発表会
＜作品展＞10月22日（土）～23日（日）9時
～15時＜実技発表＞22日（土）10時～14時
30分。
◆フラメンコの祭典
10月23日（日）11時～12時、当日先着60人
◆初めての中国語（全6回）
11月9日・23日、12月14日、1月11日・25日、2
月8日の水曜13時30分～15時。初心者が
対象。抽選10人　　1,000円
　 10月26日10時～10時15分に費用とと
もに窓口へ

◆みなみ文化祭・郷土資料室公開
11月5日（土）・6日（日）9時～16時。
ミニコンサート、地元野菜販売、コーヒー
サロンは5日（土）10時～12時。
演技発表は6日（日）13時～15時30分。

◆ホールでグランドピアノをひいてみま
せんか？
①11月7日（月）②8日（火）③21日（月）
④22日（火）①③は10時～21時、②④は
9時～21時
　 1枠1,800円（1時間）、2枠3,000円（2時
間）　　 10月15日までに専用申込書（窓
口ほかで配布。）をＦＡＸか窓口へ
◆高崎将充津軽三味線コンサート
1月11日（水）14時～15時。先着100人　　
フォンテチケット　　　700円　
　  11月1日から電話か費用を添えて窓
口へ

◆げんきっこハロウィーン
仮装フォトコーナーとクイズ
10月30日（日）10時～16時。
幼児（保護者同伴）と小学生
◆クリスマスリースを作ろう！
11月20日（日）10時～12時。
5歳～小学生（未就学児は保護者同伴）、
先着20人　　200円　
　 11月1日から費用を添えて窓口へ

◆なごみの広場「懐かしいコマーシャル」
10月13日（木）10時～11時30分。60歳以
上  　　100円
◆せんじゅまつり
作品展示、体験コーナー、演芸発表など
10月15日（土）・16日（日）9時30分～15時
30分。　
◆日曜日は楽しく筋力アップ！
10月23日（日）ヒップホップで有酸素運動
11月6日(日)初めてのスポーツに挑戦！
ラダーゲッター
各14時15分～15時30分
60歳以上　各先着20人　　各100円
　 各当日12時までに電話か窓口へ
◆落語「真二つ」「品川心中」「浜野矩随」
10月31日（月）13時～15時、60歳以上

◆新そば打ちまつり
10月23日（日）11時～。
先着50人　ざるそば　  300円

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
10月11日（火）・25日（火）、11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
◆こども自然公園青少年野外活動セン
ターで
＜アロマ教室＞
11月24日（木）10時30分～11時50分
16歳以上の女性、抽選10人。　　1,800円
　 10月10日～24日
＜クリスマスツリー、リースをつくろう＞
12月4日（日）9時30分～11時30分
小学3年生以上、抽選20人。　　800円
　 10月17日～31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/

たかさき まさみつ

え　と

はまの  のりゆき

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

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

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

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

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