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「出火防止」 台所から火を出さない！/今年は泉消防団が誕生して30年を迎えました

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

庶務係　　800-2312　　800-2505

活気あふれる中田 中田連合自治会・中田連合地区経営委員会 総務　  森脇　晋さん
もり　わき　　   すすむ

　中田連合自治会は、昭和42年に中和田連合町内会から独立して、来年には50周年の節目を迎えます。現在、連合
自治会内には、30自治会・町内会、約12,000世帯、35,000人が生活しており、地方の市にも相当する規模の巨大連
合自治会となっています。地域では音楽活動が盛んで、中田小学校のマーチングバンドは全国大会の金賞受賞の
常連校ですし、今年度は東中田小学校のマーチングバンドも関東大会で金賞を受賞しています。中田中学校の吹
奏楽部も地域に根差しており、約300人の高齢者が集う「中田連合敬老会」では「水戸黄門のテーマ」など、高齢者
が喜ぶ選曲に、拍手喝采を浴びることが恒例となっています。中田連合自治会内にある御霊神社も地域に親しまれ
ており、しらゆり連合自治会も含めた35自治会・町内会をはじめとした地域住民が支える秋の例大祭は伝統行事
としてにぎわいを呈しています。
　中田連合自治会は、伝統と異世代交流が盛んであるばかりではなく、地域内に踊場、中田、立場の市営地下鉄３駅
がある利便性から、今も発展し続けています。こうした恵まれた環境下で、子育て世代から高齢者・障害者・ひとり
親・外国人などさまざまな人たちが集い、それぞれのライフスタイルで無意識のうちにさりげなく支え合い、活き
活きと生活できる活気あふれるまちなのです。

い

御霊神社秋の例大祭

中田連合敬老会

　岡津太鼓による太鼓演奏でオープニングを飾った記念式典は、いずみ歌舞
伎保存会による「開式の口上」で第一部の幕開けとなりました。
　主催者のあいさつ、来賓のご祝辞に続き、区制30周年を機に区政へ功労の

あった6団体と3人の皆さまに感謝状を贈呈しました。
　第二部では、泉区在住のジャズピアニスト今田 勝
さんを中心としたトリオによるジャズコンサートが
華やかに催されました。ジャズで聞くおなじみの曲
に会場全体が祝賀ムードに包まれました。

いま  だ   まさる

　現在は約60人が所属。
　「創作太鼓」も取り入れ、区外での
イベントにも出演しています。
　横浜港に入出港する外国客船歓送迎イベントでの演奏も多く、日本
文化を発信しています。

　高齢者の孤独化防止に見守りと支え合いの地域の活動拠
点として、45人のボランティアにより運営されています。
　赤ちゃんから高齢者まで幅広い利用者が立ち寄る泉区内
では地域で運営している唯一の常設サロンです。

泉区制30周年 記念式典を行いました！
平成28年11月３日（祝・木）　午前11時　　　　泉公会堂日時 場所

いこいの家
開設：平成21年

岡津太鼓

　泉保護司会長として更生保護活動に多大な貢献
をされたほか、泉交通安全協会や戸塚間税会などで
もご尽力いただいています。
　自ら操縦するヘリコプターからの撮影記録は、学
校や官公庁等に提供されるとともに地域情報誌など
を通じて、広く区民に親しまれています。

中丸 定昭さん

発足：平成９年

　地域のこども会の鼓笛隊から楽器の寄贈
を受け、特別音楽クラブ（鼓笛隊）として活動
を開始しました。11年連続でマーチング全国
大会・小学校大編成の部に出場し、平成27年
に10回目の金賞受賞。多くの地域行事への
参加を通じて、地域貢献に寄与しています。

中田小学校マーチングバンド
活動開始：昭和57年

元 泉区連合自治会町内会長会 会長（平成19年５月から平成23年５月）

　区制10周年を機に、泉区で活躍した農村歌舞伎を現代に蘇
らせようという地域住民の熱い思いから旗揚げしました。
　伝統芸能としての歌舞伎の保存・継承・普及に力を入れ、次
世代の育成にも取り組んでいます。

いずみ歌舞伎保存会
発足：平成７年

　音楽愛好家10人足らずで結成したアマチュア楽
団です。主に緑園地域交流センターで練習。平成9年、泉管弦楽団に改名しました。
　演奏者60人あまりの市民オーケストラとして年2回、泉公会堂で入場料500円の
定期演奏会を開催しています。

泉管弦楽団
平成6年、前身の泉室内合奏団として

　和泉小学校の６年生が、いずみ歌舞伎保存会の協力を得
て、泉区の伝統文化である「いずみ歌舞伎」の体験学習を行
うとともに、中和田中学校区チャリティーコンサートへの出演
を通じて、地域の伝統文化の保存・伝承に貢献しています。

和泉っ子歌舞伎（和泉小学校）
活動開始：平成13年

なか  まる さだ  あき

　開港150周年記念事業の実施、泉区民ふれあいま
つりの立ち上げ、深谷通信所の返還対策協議会設立
など、長年にわたり区政の発展に寄与し多大なご尽
力をいただいています。

西ヶ谷 保秀さん
にし　 が　 や やす  ひで

　外国籍住民が多数居住する県営いちょう団地で、
日本語教室や学習補習教室の運営、生活相談などの
活動を行っています。
　外国籍の人の居場所をつくりだし、地域に新たな
つながりをつくりだしています。

早川 秀樹さん
はや  かわ ひで   き

元 泉区社会福祉協議会 会長（平成18年５月から平成27年５月）
　

多文化まちづくり工房 代表　設立：平成12年

区政功労者のご紹介

よみがえ
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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

年末は交通事故が増加、せわしない時期だからこそ落ち着いて安全確認を!!

防災情報の新たな入手方法
泉区防災ポータルサイト運用開始！

泉区防災ライセンス講習会を実施します

危機管理担当　　８００-２309　　８００-２５05　　iz-bousai@city.yokohama.jp

泉区防災ポータル

“年末の交通事故防止運動”“年末の交通事故防止運動”“年末の交通事故防止運動”が始まります！

さらに、今月は“飲酒運転根絶強化月間”“飲酒運転根絶強化月間”“飲酒運転根絶強化月間”

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

<歩行中>
歩道のある道路は、歩道を通行。
ドライバー等から見えやすい
よう、明るい服装を着用。
暗くなったら反射材も有効。
道路の横断は、横断歩道を
通行。斜め横断はダメ。
信号が点滅し始めたら、次の「青」 まで待つ。
携帯電話やスマートフォンを見ながらの歩行は危険。

●
●

●

●
●

<自転車の走行中>
自転車安全利用５則を守りましょう。　●

<自動車等の運転中>
暗くなり始めたら、早めのライト点灯。
歩行者等が横断歩道などを通行中は、
一時停止し、渡り終わるのを待つ。歩行
者の間をすり抜けるような走行は、ダメ。

●
●

12月11日（日）～20日（火）

自転車・オートバイ盗・・・233件 振り込め詐欺被害・・・18件
被害額　約2,850万円

　年末は、気が急くものですが、時間と心にゆとりを
もって運転してください。多少スピードを出したからと
いって、到着時間はほとんど変わりません。

◆飲酒運転　◆ニ人乗り　◆並進　◆無灯火　◆携帯電話等を手で持って
通話等しながらの運転　◆ヘッドホンやイヤホン等を使用し、周囲の音声が
聞こえない状態での運転　◆傘差し運転　◆右側通行

自転車は、車道が原則、歩道は例外
（＊13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者等は歩道を通行可）
車道は左側を通行　
（＊進行方向の道路右側の路側帯は通行禁止）
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
安全ルールを守る
・夜間はライトを点灯、車体側面にも反射材
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
子どもはヘルメットを着用

1.

2.

3.
4.

5.

違反・
禁止行為

平成28年度
交通安全スローガンコンクール
全応募作品を展示します！

　区内の小学生の全応募作品と泉ヶ丘幼稚園、平
和幼稚園の園児が描いた交通安全「ぬり絵」を展示
します。

12月９日（金）13時～
　　12月16日（金）15時

区役所１階区民ホール

期間

場所

広報よこはま泉区版１月号でスローガンコン
クール入賞作品を紹介します。

※

身近な犯罪への対策を 年末年始を安全・安心に迎えるために
区内の犯罪発生件数（10月末時点）

短い時間でも必ず をかける！
付属の のほか、ワイヤー錠
などで複数の をかける！

対策
常に留守番電話設定にする！
電話でお金の話がでたら、周囲に
相談する！

対策

怪しいと感じたらすぐ警察へ！！　泉警察署　  805-0110まで

ちょっとした防犯意識が犯罪を減らします。犯罪のない、安全・安心な泉区をつくりましょう。

　泉区まちづくりみらい塾は、地域活動の実践者やこれから始
めたい人などが、他地区との交流などを通じて地域活動を学ぶ
講座です。毎年7月に受講生を募集し、今年で5年目になります。
　10月15日は、みらい塾卒業生などが運営する地域の居場所を
訪問しました。
　 「サロンおあしす」（富士見が丘地区）は、自宅の１階を開放し
て個人で始めた子育てサロンですが、いまでは地域の多くの人
が協力し、人のつながりが広がっています。
　 「コミュニティだんだん」（中川地区）は、地域の皆さんが立ち
上げた認定NPO法人が「介護予防・健康づくり活動」「お互いさ
まの助け合い」のために、食事や健康づくりなどで、だれもが交
流できる場を提供し、継続的な活動を目指しています。
 「いこいの家」（和泉中央地区）は、地区社会福祉協議会や地区連
合などが、気軽に立ち寄れてほっとできる場所を設け、さまざま
な人の交流や見守り、助け合いの拠点となっています。
  このたびの訪問で、塾参加者は地域で活躍する人たちの生の
声を聞き、頑張りや熱意を肌で感じることができました。

　パソコンやスマートフォンか
ら、いつでもどこでもその時点で
の最新の情報を得ることができ
る「泉区防災ポータルサイト」を
運用開始しました。
　身近な防災情報を収集する手
段として活用してください。

　地域防災拠点に備蓄している生活・救助資機材の取扱いにつ
いて学ぶことができる「防災ライセンス講習会」を実施します。
　受講後は、地域の資機材取扱いのリーダー役として地域防災拠
点の活動に参加し、講習で身につけた能力を地域防災力の向上に
役立てることができます。ぜひご参加ください。
●開催日 2月4日(土)　
●場　所 中和田小学校（和泉中央南４－９－１）
●スケジュール 2種類の講習を午前午後に分けて行います

泉区まちづくりみらい塾
～地域の居場所を訪問

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505 資源化推進担当　　800-2398　　800-2507

サロンおあしす コミュニティだんだん いこいの家

イーオといっずんの３Ｒ夢な暮らし
ス　  リ　　ム

いっずん！ 横浜市では
年間２万トンもの『手
つかず食品』※が捨て
られているよ！

例えばパンやお菓子、
いたんだ野菜が捨て
られているよ。

 ※平成26年度調査時点

そんなにもずん！？

どうしたらいいんだずん？

食
品
ロ
ス
を
減
ら
す

工
夫
を
紹
介
す
る
よ
。

買物
・買物リストをつくる
・食べきれる量を買う
・誘惑に負けない

保存
・冷蔵庫を整理整頓
・賞味期限・消費期限を正しく理解
・食品に期限を大きく書く

調理
・料理は食べきれる量だけ作る
・食材を無駄なく使う
・食べきれなかったときは、
 冷蔵・冷凍で保存

「ヨコハマ3R夢」マスコットイーオ

(1)緊急情報
(2)風水害情報
(3)地震情報
(4)ライフライン情報
(5)ハザードマップ
(6)避難所情報

【生活資機材講習】
・仮設トイレ　・移動式炊飯器
・応急給水栓

●定　員 各回４８人（先着順）
午前・午後両方に参加いただくことも可能です。
総務局の実施している横浜防災ライセンス講習会と同様で、終了後、ライセ
ンス証を交付します。

※
※

9時～
　12時

13時～
　16時

【救助資機材講習】
・エンジンカッター　・レスキュージャッキ
・発電機＋投光器

ライセンス講習会の様子

申込み 12月12日から１月20日までに電話か、　・連絡先(電話番号など)を
書いてFAXかEメールで危機管理担当へ

せ

ただい
ま

留守に
して

おりま
す。

【掲載項目】

燃やすごみの中
から見つかった 

▲

『手つかず食品』
の一例

危険

例外

例外

原則

＊万が一の交通事故に備えて、大人もヘルメットをかぶりましょう！

1

3

2

（土曜は9時～12時、日曜除く）

付属の

ワイヤー錠

●　　　　　　　　平成28（2016）年 12 月号　／　泉区版8 泉区版　／ 　　　　　　　 平成28（2016）年 12 月号　●9

泉区マスコットキャラクター
いっずん



どのような職業の人が消防団員として
活動していますか？

　会社員や自営業をは
じめ、学生や主婦その
他、職種・性別を問わず
さまざまな消防団員が
います。
　地域を守りたいとい
う気持ちさえあれば、
誰でも活動できる場が
あります。

女性の消防団員もいますか？

　泉区では平成28年1月から10月までの間に30件の火災が発生しています。出火原因は第1位がこんろ、
第2位は放火（疑いを含む）、第3位は火遊びです。
　「こんろ」による火災は昨年の２件に対して、今年は10月末時点ですでに6件と増加しています。
　こんろによる火災は、調理中に鍋を火にかけたまま、その場を離れてしまい、火災が発生するケースが大半
です。また衣類への着火にも注意が必要です。
　これから年末年始を迎え、「火を取り扱う」ことが多く
なりますが、「ちょっとした注意で」台所のこんろから発
生する火災を未然に防ぐことができます。

台所からの出火例

台所のチェックポイント

★調理中にその場を離れた ★衣服に火がついた★近くに燃えやすいものを
　置いた

★台所から出火し居室内も

★傷んだガスホースから
　ガスが漏れた

★調理中はその場を離れないようにする
★こんろ周りは整理整頓し、燃えやすいものを置かない
★グリル内はこまめに手入れをして、油かすなどをためないようにする
★ガスホースのゴムが劣化していないか確認する
★安全装置（Ｓiセンサー）がついている器具を使用する
★袖などが広がっている服装での調理を避ける・防炎性能を備えた衣類や
　エプロンなどの製品を利用する

要チェック もし万一火災が発生したら
消火器で初期消火
119番に電話し、火災が発生したこと、火災
現場の住所、火災の状況などを通報
同居の家族や近隣者に火事が発生したこと
を知らせる

平成29年3月31日（金）まで
泉消防署と各消防出張所で応募用紙を入手（ホームページでもダウンロード
できます。）してください。

■
■

■

※自宅に住宅用火災警報器や消火器は設置して
　ありますか？

横浜市民防災センター泉区民来館記念キャンペーン実施中
～楽しく学んでしっかりと備えることができる体験型施設～

みんなで災害を「体験」しよう！
実施期間
参加方法

横浜市民防災センター来館時に応募用紙にスタンプを押した人にオリジナルグッズをプレゼントします。
プレゼントは泉消防署または各消防出張所で平日9時～17時にお配りします（先着250人）。

問合せ・応募用紙配布場所
泉消防署予防課予防係 　801-0119
中田消防出張所 　803-0119
緑園消防出張所 　814-0119

岡津消防出張所 　813-0119
いずみ野消防出張所 　804-0119

12月20日（火）～1月４日（水）
年末年始消防特別警備を
実施します。

横浜消防マスコットキャラクター
「ハマくん」

▲平成28年4月に配置された３５ｍ級ドイツマギルス社製泉はしご車

泉消防団の組織について教えてください
　泉消防団は団本部と分団で組織されていて団員は416人
（平成28年11月1日現在）、団本部は団長1人、副団長2人、本
部部長5人で構成されており、分団はそれぞれ分団本部と３つ
以上の班によって組織されています。
　泉消防団には５つの分団と19の班があります。

どのような活動をしていますか？
　火災を中心に、地域で発生した災害に消防署と協力して対
応します。平時にはさまざまな災害に対応するための訓練だ
けでなく、防災指導や救命指導などを行い、地域の防災リー
ダーとして活躍しています。

　泉消防団には現在
37人の女性消防団員
がさまざまな場面で活
動しています。オリジナ
ルの減災体操「ＪＫＧ体
操」を通じて、地域の皆
さんに自助・共助の大
切さを知っていただい
ています。

消防団の階級章をご紹介します
団　長 副団長 分団長 副分団長 部　長 班　長 団　員

消防団の入団等に関する問合せ　泉消防署消防団係　　　　801-0119・

泉消防署予防課　　　　　801-0119・

泉消防署庶務課　　　　　801-0119・

平成29年1月5日（木）
10時～12時15分

泉公会堂、和泉遊水地多目的
広場、泉消防署ガレージ前

日　時：

会　場：

内　容： 式典、横浜市消防音楽隊による演奏、
消防団車両分列行進、救助隊・消防団及
び救助犬による救助演技、消防隊及び消
防団による一斉放水演技、車両展示及び
起震車による震度体験

平成29年 泉区消防出初式
で　　ぞめ

いずみ
中央駅

和泉遊水地和泉遊水地和泉遊水地

泉区役所泉区役所泉区役所
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

会場

4池4池

3池3池

泉公会堂泉公会堂

4池

3池

泉公会堂

泉消防署泉消防署泉消防署

相
鉄
い
ず
み
野
線

環状
4号
線

県道横浜伊勢原

（長後街道）

歩道橋歩道橋歩道橋

沢渡中央公園沢渡中央公園沢渡中央公園

相鉄ジョイナス地下街相鉄ジョイナス地下街相鉄ジョイナス地下街

横浜駅

南12出口 鶴屋町三丁目
交差点

首
都
高
速
神
奈
川
２
号
線

ホテル横浜ホテル横浜
キャメロットキャメロット
ジャパンジャパン

ヨドバシカメラヨドバシカメラ横浜ベイシェラトン横浜ベイシェラトン
ホテルホテル

横浜髙島屋横浜髙島屋

ホテル横浜
キャメロット
ジャパン

横浜天理ビル横浜天理ビル横浜天理ビル

ヨドバシカメラ

西口

横浜駅西口から徒歩約10分

横浜ベイシェラトン
ホテル

横浜髙島屋

横浜市民
防災センター

至桜木町
至東京

区内で発生した平成28年1月から10月末までの火災件数（30件）

0

5
こんろ以外の火災

※9月は無火災

こんろによる火災

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

★

★

★

★

※「JKG」は自助・共助・減災の
　ことです。

エンジンカッターを使って訓練中 泉消防団の女性団員

団長 石井正志さん
いしい　まさし

副団長 小島義昭さん
こじま よしあき

副団長 露木政幸さん
つゆき まさゆき

本部部長 小菅正彦さん
こすげ まさひこ

本部部長 高橋久美子さん
たかはし　く  み  こ

本部部長
金子健一さん
かねこ けんいち

第一分団長
奥津直行さん
おくつ なおゆき

第四分団長
持田義一さん
もちだ  よしかず

第五分団長
鈴木啓正さん
すずき ひろまさ

第三分団長
石川清志さん
いしかわ きよし

第二分団長
鈴木浩さん
すずき ひろし

本部部長
渋谷丈治さん
しぶや じょうじ

本部部長
浦田武美さん
うらた　たけみ

泉消防団分団長泉消防団本部

（件）
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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

至戸塚→

中和田
中学校

立場地区
センター

←至長後

↑
至
阿
久
和

泉区休日
急患診療所

立場

立場駅
至
原
宿宿
↓

至
原
宿
↓

発表会は12時～13時に行われます。
展示日時について特に記載のないものは、開庁日の開庁時間内に展示し
ています。
<公共交通機関をご利用ください（駐車場は有料です）。>

12月9日(金)13時～16日(金)15時 交通安全スローガンコンクール作品展示
12月19日(月)  朗読
12月21日（水） 手話ダンス
12月22日（木） ハーモニカ演奏
1月10日(火)～13日(金) 書作展示

■いずみ区民活動支援センター嘱
託員募集
生涯学習や市民活動に関する相談・
助言、講座等の企画、運営ほか。選考
1人。書類選考（小論文）、面接（2月上
旬予定）　▶採用決定 2月中旬　
▶採用 4月1日　▶募集期間　12月
12日～1月6日
※詳細は募集要項（問合せ先かいず
み区民活動支援センター、区内地区
センター、区ホームページ）で
　 区民事業担当
　 800-2395　　800-2507

■区役所窓口案内ボランティア募集
窓口案内、業務改善提案など。区内
在住、在勤、在学の18歳以上で、窓口
案内ボランティア未経験者。選考10
人程度。書類選考と面接
▶採用　4月1日から2年間。月3～4回
程度、半日（2時間30分）※１回につき
1,000円支給
　　   1月30日（必着）までに応募用

紙（区ホームページか窓口で）を郵
送かＦＡＸかＥメールまたは広報相談
係（区役所1階101窓口）へ
　 800-2337　　800-2506
　 iz-kusei@city.yokohama.jp

■泉つるし飾り展出展作品募集
個人、グループを問わず出展可。子ど
もの作品も大募集。応募作品は全て
展示。＜展示＞2月12日（日）13時～17日
（金）15時。区役所1階区民ホールで　
※打合せ会あり。1月13日（金）10時か
ら区役所4階4Ｄ会議室で。
　 　 12月26日までに電話か、作品数、
　 、　、　を書いてＦＡＸか区民事業
担当（区役所3階309窓口）へ
　 800-2392　　800-2507
詳細は

■新しい「生活・防災マップ」配布
「和泉中央北一丁目～三丁目」の住
居表示に対応。12月1日から広報相談
係（区役所1階101窓口）で配布中
　 広報相談係
　 800-2337　　800-2506

■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。
1月19日（木）10時～12時。東京都健康
長寿医療センター研究所研究員によ
る認知症予防等の講義。
１月24日、31日の火曜各13時30分～15
時30分。運動指導士による運動体験
など。
いずれもいずみ野地域ケアプラザ
で。おおむね65歳以上の区内在住の
人、各先着40人（1回のみでも連続で
も可）。
　　  12月19日から電話で高齢者支
援担当へ
　 800-2435　　800-2513

■和泉保育園で
▶持ち物：着替え、おむつ、タオル、水
分補給用飲み物
【赤ちゃんコアラ】
<きらきら>12月15日（木）10時～11時
30分。ふれあい遊び、誕生会など。7か
月から12か月までの子と保護者
【コアラひろば】
お正月遊びを楽しもう　1月10日(火)
10時～11時15分。1歳～未就学児と保
護者　　　  12月19日からの9時30分
～15時に電話で和泉保育園へ（土・
日・祝日・年末年始を除く）
　 803-1483　　803-1137
■北上飯田保育園で
▶持ち物：着替え、水分補給用飲み
物、必要な場合はおむつ
【交流保育】お正月遊び
1月18日（水）9時50分～11時。2歳～未
就学児と保護者先着10組
　　  12月19日～1月17日（土・日・祝
日・年末年始を除く）9時～16時30分
に電話で北上飯田保育園へ
　 803-7889　　803-7942

健康・相談

募集・案内 子育て

講演・講座

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

◆マミーとあそぼう
「ひと足早いクリスマス」
12月12日(月)10時～11時30分（受
付9時45分～）。6か月以上の未就
学児とその保護者、当日先着30
組。泉ふれあいホームで。　
　 100円
　 泉区保育ボランティアグルー
プマミー 　　080-6723-2027
◆アウトドアクッキング
薫製づくりと芋煮。　12月17日
（土）9時30分弥生台駅集合、荒天
中止　　300円　　　 電話かＦＡ
Ｘで自然の学校野遊び塾　翠川
　　  803-9969
◆歴史探訪「岡津八景を歩く」
12月18日(日)10時相鉄いずみ野
線南万騎が原駅改札口集合、荒
天中止。当日先着50人　　500円
　 泉区歴史の会　北村
　 811-9355

◆区民射初め会
1月7日(土)9時30分（受付9時～）。
泉スポーツセンターで。区内在
住、在勤、在学、区内道場に所属
している人　　　 12月25日まで
に、　・　（フリガナ）・　・段位を
書いてFAXかEメールで泉区弓道
協会事務局へ　　　   813-0230
　 izumikyudo@gmail.com
◆泉区さわやかスポーツ
グラウンドゴルフ大会
2月19日(日)8時45分～13時。和泉
遊水地３・４池で、雨天中止。中学
生以上、抽選32チーム
　 1,000円　　　 12月15日～1月
20日に、往復はがきに　・　・　・
　・　・チーム名・メンバー氏名を
書いて、泉区さわやかスポーツ普
及委員会（〒245-0006西が岡3-11
泉スポーツセンター内）へ
　 080-4654-5186 　　813-7463

■生活習慣改善相談（予約制）
≪食生活健康相談（栄養士）≫12
月16日(金)9時～11時、22日(木)13
時30分～15時30分、1月10日(火)9
時～11時・13時30分～15時30分
≪生活習慣相談（保健師≫1月10
日(火)9時～11時
　 各3日前(土･日･祝日を除く)まで
■乳幼児の食事相談（予約制）
12月13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12月12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
■胃がん検診（エックス線撮影）
1月17日(火)9時から。区役所で。
40歳以上、40人（年度に１回）
 　1,570円　　12月16日～1月4日
（土・日・祝日・年末年始を除く）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
■肺がん検診（エックス線撮影）
1月26日（木）9時～10時。区役所
で。40歳以上（年度に1回）、50人
 　680円　　1月4日～24日（土・日・
祝日を除く）8時45分～17時に電話で

■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＞12月21日(水)、1月6日（金）
＜1歳6か月児＞12月14日（水）
＜3歳児＞12月16日（金）
　 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・年末年始は除く）
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・年末年始は除く）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）

「横浜市都市計画マスタープラン
泉区プラン」を改定しました！

「明るい選挙」実現のために「明るい選挙」実現のために「明るい選挙」実現のために
　泉区では、選挙が公正かつ適正に行われることや、有権者の積極
的な投票参加などを推進するため、泉区明るい選挙推進協議会を
設置しています。協議会の主な活動は次のとおりです。

　平成29年3月から開催される「第33回全国都市緑化よこはまフェア」を盛り上
げるため、市内18区で関連事業を実施しています。泉区でも10月から市営地下
鉄ブルーライン立場駅前バスターミナルにおいて花壇を活用したＰＲを行って
います。季節に応じた花の植え替えも行います。ぜひ一度ご覧ください！
「第33回全国都市緑化よこはまフェア」の概要
期間　平成29年3月25日（土）～6月4日（日）      
会場　みなとガーデン（山下公園/グランモール公園/港の見える丘公園/
　　　横浜公園/日本大通り/象の鼻パーク/新港中央広場/運河パーク）
　　　里山ガーデン（横浜動物の森公園植物公園予定地（よこはま動物園
　　　ズーラシア隣接））

●資源回収ボックスは利用できません
　区役所、地区センター、コミュニティハウスなどに設置し
ている資源回収ボックスは各施設の年末年始休館期間は
利用できません。この期間に資源物を持ち込まないようご
協力をお願いします。

●日曜・祝日・年末年始の急病
泉区休日急患診療所【内科・小児科】
中田北1-9-8　　801-2280
診療日時：日曜、祝日、
　　　　 年末年始（12月30日 ～1月3日)　
　　　　 10時～16時（受付は9時45分～）

　平成25年度から「横浜市都市計画マス
タープラン泉区プラン」の改定作業を進
めてきましたが、２回の市民意見募集を
経て、11月15日に改定版泉区プランを
公表しました。
　改定にあたっては、区民の皆さんから
多数のご意見をいただき、ありがとうご
ざいました。
　今後は、泉区プランの実現に向けて、
区民、事業者、行政が連携し、まちづくり
を推進していきます。

●きれいな選挙の推進
三ない運動（贈らない、求めない、受け取らない）の推進。
※政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることや、有権者が寄附を求
　めることは、法律で禁止されています。
●積極的な投票参加に向けた啓発活動
選挙が行われる際の投票の呼び掛け、泉区民ふれあいまつりへの参加
や、わいわいファミリーフォーラム開催などの啓発活動を行っています。●

●

●

●

●

企画調整係　　800-2331　　800-2505

統計選挙係　　800-2315　　800-2505

泉区プラン
ホームページは

～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～
元気の出るまち元気の出るまち泉元気の出るまち泉

上飯田団地地域福祉保健計画推進員会 委員長　佐野 瞳さん
さ　の ひとみ

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

サロン「陽だまりの会」

高齢者食事会

　上飯田団地地区では「安心して暮らし続ける町」をめざして、第3期泉区地域福祉保健計画では「人
と人とのつながりを大切にし、温かい人の輪を広げていく」ことを目標に活動をすすめています。

　区内で高齢化が一番進んでいる地域のため、毎日の見守り活動は特別な人が行うのではなく、地区
内で日頃から声を掛け、連絡を密にとるようにしています。
　参加を通じて交流が図られるように、サロンや食事会を多く開催し、居場所をつくり、気軽に参加で
きるように心がけています。

支え合い、安心して暮らし続けることができる上飯田暖地
だん ち

泉つるし飾り展

●定期清掃や階段単位での日頃の見守り活動の継続
●明るいあいさつ・声掛けを行います
●高齢者の居場所づくりやおまつりなどの継続
●「見守り会議」の継続

2017年夏は「横浜市長選挙」
～　投票にイコット！！　～

～豊かな水と緑を大切にした 誰もが安心して快適に
　　　　　　　　　　　　住み続けられるまちづくり～

泉区プラン
策　定

泉区プラン
改　定

改定検討
泉区地域協議会
泉区区民意識調査

改定素案公表
市民意見募集
改定原案公表
市民意見募集

平成17年2月 平成25年度～平成26年度 平成27年度 平成28年11月

改定版泉区プランはホームページのほか、次の場所で配布しています。
●泉区役所区政推進課（区役所3階307番窓口）　
●市民情報センター（横浜市庁舎１階）
●都市整備局地域まちづくり課（横浜市庁舎6階）
●泉区内各地区センター　　　
●泉図書館

年末年始の年末年始の
業務案内業務案内
年末年始の
業務案内

横浜市コールセンター（8時～21時）
６６４-２５２５　　６６４-２８２８

立場駅前バスターミナルで花壇を活用した
「第33回全国都市緑化よこはまフェア」のPRを行っています！

よこはまフェア詳しくは、

＜問合せ先＞
■立場駅前バスターミナル花壇に
　ついて
泉土木事務所
　 800-2534　　800-2540
■よこはまフェアについて
第33回全国都市緑化よこはまフェ
ア実行委員会事務局
（環境創造局全国都市緑化フェア推進課）
　 671-3789　　663-0027

横浜市選挙管理
委員会のマスコット
イコットJr.（ジュニア）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

（夜間急病センター（南西部）が併設されています。
夜間急病センターの詳細や、その他の年末年始医
療機関については20ページに掲載しています。）
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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８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
12月11日(日)14時。4歳以上（保護者
同伴可）
◆0・1・2・3歳のおはなし会
12月21日（水）①10時45分～11時10
分、②11時20分～11時45分。3歳まで
の子と保護者。各先着10組
　 12月14日9時30分から電話か窓口へ
◆クリスマスおはなし会
小学生以下にはプレゼントも（先着
20人）
12月22日(木)15時30分。3歳以上（保
護者同伴可）
◆小学生向け冬休みおはなし会
小学生以下にはプレゼントも（先着
20人）
1月6日(金)15時30分。小学生（保護
者同伴可）
◆土曜おはなし会
1月7日（土）14時。5歳以上、保護者同
伴可

◆初めての“みそ作り”教室（全2回）
1月24日（火）15時～16時（豆洗い）、
25日（水）9時～13時（みそ作り）。先
着12人　　3,200円
　 12月14日9時から費用を添えて窓
口へ
◆お正月用フラワーアレンジメント
教室
12月26日（月）10時～11時30分、先着
10人　　2,200円　
　 12月12日9時から費用を添えて窓口へ
◆親子リトミックと読み聞かせ
1月7日（土）13時～14時30分
未就学児と保護者、上履持参

◆ゆめが丘農園のいちごで作る
クリスマスケーキ教室
12月23日（祝・金）9時30分～12時30分。
小学4年生～中学生、先着16組
　 1,000円
　 12月11日～19日に費用を添えて
窓口へ
◆しも地区新春囲碁大会
1月14日（土）10時～15時。①有段者
②級位者　各先着32人　　700円
　 12月15日10時から電話か費用を
添えて窓口へ
◆健康落語で初笑い
1月31日（火）13時30分～14時30分。
先着30人。出演：湊家波馬さんほか。
　 1月10日から電話か窓口へ

◆絵本だいすき！　読み聞かせ
12月15日（木）11時～11時40分。幼児
と保護者

◆上映会『母と暮せば』
12月18日（日）13時30分～15時40分
先着50人
　 12月11日から電話か窓口へ
◆人形劇団ポポロ『てぶくろ』
12月26日（月）14時～14時50分。
◆おもちゃの病院
1月21日（土）10時～15時。先着20人
　 12月13日～1月20日に電話か窓口へ

◆おはなし会
12月13日（火）・23日（祝・金）11時～。
◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
12月17日(土)14時～15時15分、先着
70人　　12月11日から、詳しくは問
合せを
◆手作りの注連縄飾り
12月25日(日)9時30分～12時。抽選18人
（初心者優先）　　1,500円
　 12月11日10時15分に費用ととも
に窓口へ
◆脳トレ体操（全8回）
1月13日・20日・27日、2月10日・17日・
24日、3月17日・24日の金曜。①10時
～11時30分②13時～14時30分。各抽
選25人（初心者優先）　　1,900円　
　 12月23日9時30分に費用とともに
窓口へ
◆初めてのそば打ち
1月21日（土）9時～12時30分、抽選10
人（初心者優先）　　1,000円
　 1月7日10時15分から費用ととも
に窓口へ
◆麹屋さんの教える味　作り
1月22日（日）13時～15時。抽選24人
　 3,500円　　1月8日10時15分から
費用を添えて窓口へ

◆みんなで楽しむ囲碁・将棋
12月13日・20日・27日（火）15時30分
～17時。
◆「手作りカードLeaf」作品展示
12月17日（土）～1月19日（木）
◆子ども折り紙教室
12月17日（土）15時～17時。当日先着
20人
◆おはなし会
12月27日（火）11時～11時30分。幼児
と保護者

◆やさしい英語脳トレ！（全5回）
1月18日～2月15日の水曜10時～12時。
先着8人　　1,000円
　 12月11日から電話か窓口へ

◆親子リトミック（全2回）
1月21日、2月18日の土曜10時～11時。

2～3歳児と保護者、先着15組　
　 12月15日から電話か窓口へ

◆手話を学ぼう（全6回）
1月12日～3月23日の第2・第4木曜14時
～16時。初心者、抽選20人　　1,000円
　 12月22日10時～10時15分に窓口へ
◆初めてのスペイン語（全6回）
1月14日～3月25日の第2・第4土曜14時
～15時30分。小学生以上の初心者。抽
選10人　　1,000円　　12月24日10時
～10時15分に費用とともに窓口へ

◆親子で小学生の立体折り紙教室
1月7日（土）10時～11時30分。
抽選10組　　50円
　 12月24日10時から電話か窓口へ

◆介護者のつどい
12月22日（木）13時30分～15時。
　 は電話か窓口へ

◆震災から学ぶ地域の支え合い
1月30日（月）10時～12時。先着50人
　 12月11日～1月29日に電話かＦＡＸで

◆ホールでグランドピアノをひいて
みませんか？
1月12日（木）・13日（金）・23日（月）・24
日（火）、詳細は　 で
　 http://www.theatre-fonte.com/
◆フォルクローレコンサート「アン
デスの風」
3月8日（水）14時～15時。フォンテチ
ケット　　700円　
　 12月1日から電話か費用を添え
て窓口へ

◆クリスマス会人形劇「赤ずきん」・
ビンゴゲーム
12月11日（日）14時～15時30分（開場
13時40分）。幼児（保護者同伴）と小
学生、先着120人
◆お正月遊び
かるたやすごろくなど
1月4日（水）～9日（祝・月）10時～16時
15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！
12月11日・25日、1月8日の日曜14時
15分～15時30分。各先着20人
　 100円
　 各当日12時までに電話か窓口へ
◆歌声ひろば
12月19日（月）13時30分～15時30分。
当日先着80人　
◆落語「鹿政談」「親子酒」「掛取万歳」
12月22日（木）13時～15時。
◆「お正月をお花で華やかに」
フラワーアレンジメント教室
12月27日（火）10時～12時。抽選12人
　 2,500円　　12月5日～17日に窓
口か　・　・　・　・　を書いて往復
はがきで

◆天王森もちつき
12月18日（日）11時～。
つきたて餅　　200円（3個入り）
◆百人一首かるた遊び
1月9日（祝・月）10時～12時。
　 12月18日から

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
12月20日（火）、1月10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
＜ヨガ教室（全9回）＞
1月10日～3月21日の火曜10時～11
時30分。
16歳以上、抽選25人。　　4,500円
　 12月5日～19日
＜おひさまクラブ（全7回）＞
1月11日～2月22日の水曜14時～16時。
5、6歳の未就学児と保護者、抽選25
組。　　1組7,000円（保護者4,000円、
5歳以上の未就学児3,000円、4歳以
下の未就学児500円）
　 12月12日～26日
＜ピラティス&有酸素運動（全9回）＞
1月11日～3月22日の水曜10時～11
時30分
16歳以上、抽選25人。　　4,500円
　 12月5日～19日
＜アロマ教室＞
1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　　12月12日～26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/

しめ なわ

こうじ

みなとやはーばー

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

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

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

新橋地域ケアプラザ
〒245-0009　新橋町33-1
　813-3877　　813-3380

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・

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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