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泉区の いま
（平成29年1月1日現在）

人　口 153,690 人
世帯数 61,240 世帯

ち ふく

子育て支援担当　　800-2447　　800-2513

　泉区では子育てに関する活動を通して、人と人・各種団体・関係機関・地域と、いろいろな人や場がつながるように、
子育て支援ネットワーク連絡会を開催しています。

　身近な場所で“子育て”に関
するいろいろな取組をしていま
す。ぜひ気軽に足を運んでみて
ください。

泉区の“子育て支援”ネットワーク
誰かとつながっているという安心感や、支えてもらった経験は、循環していきます。

身近な場所で“子育て”に関

～お住まいの地域は～お住まいの地域は
　　　　どこですか？～　　　　どこですか？～
～お住まいの地域は～お住まいの地域は
　　　　どこですか？～　　　　どこですか？～
～お住まいの地域は
　　　　どこですか？～

地域の子育てを応援したい方、お手伝いしたい方、参加したい親子の皆さんはぜひご連絡ください。

　子育て支援に携わる関係機関が、年２回集まり、子育てに関する情
報共有や課題について話合いを重ねています。
　平成27年度は、子育て支援拠点や区役所を利用した子育て中の
世代を対象に、コミュニケーションに関する簡単な聞き取り調査を
行いました。その結果、“パートナーとのコミュニケーションは取れ
ている”という回答は多いものの、“本当に言いたいこと・して欲し
いこと・感謝の気持ちは伝えにくい傾向がある”ということがみえて
きました。そこで、平成28年度の第1回目は外部講師を招いて、“子
育て世代のコミュニケーション”に関する研修会を開催しました。

時代の流れが早い中で、“子育て”の
変わっていくもの・変わらないもの・大事にしたいものをみんなで共有しています。

子育てサロン
親子サークル
こんにちは赤ちゃん訪問員
赤ちゃん教室
民生委員児童委員協議会
泉区社会福祉協議会
地区社会福祉協議会
子育て支援者
保育園
幼稚園
杜の郷子ども家庭支援
センター
障害福祉自立支援協議会
地域ケアプラザ
親と子のつどいの広場
子育て支援拠点すきっぷ
地区センター
図書館
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以下の皆さんや機関も
ネットワークの一員です。

各地域のネットワークと
泉区全体のネットワークもつながっています。

各地域の【ネットワーク】の取組

こどものことを
「かわいいね！」と
言ってもらえると
うれしいです。

子育ても一段落し
たし、何かお手伝い
したいなぁ…

赤ちゃんやこどもたちの
元気な姿を見ると私たち
も元気をもらえます。

子育ての取組を
紹介するずん！

今年度は外遊びを2回開催しました。今年度は外遊びを2回開催しました。
芝生の上で段ボールすべりやシャボン芝生の上で段ボールすべりやシャボン
玉、ドングリ拾いなどを楽しみました。玉、ドングリ拾いなどを楽しみました。

今年度は外遊びを2回開催しました。
芝生の上で段ボールすべりやシャボン
玉、ドングリ拾いなどを楽しみました。

緑園なえば保育園の向田園長から「保緑園なえば保育園の向田園長から「保
育現場から見た赤ちゃんのこころとから育現場から見た赤ちゃんのこころとから
だの育ち」をテーマに話を聞きました。だの育ち」をテーマに話を聞きました。

緑園なえば保育園の向田園長から「保
育現場から見た赤ちゃんのこころとから
だの育ち」をテーマに話を聞きました。

泉が丘中学校で地域の親子と中学生泉が丘中学校で地域の親子と中学生
との交流会。地域の子育てサロンの皆との交流会。地域の子育てサロンの皆
さんや中学校の協力のもとで毎年楽さんや中学校の協力のもとで毎年楽
しく開催しています。しく開催しています。

泉が丘中学校で地域の親子と中学生
との交流会。地域の子育てサロンの皆
さんや中学校の協力のもとで毎年楽
しく開催しています。

秋の外遊びでは地域の皆さんが餅つ秋の外遊びでは地域の皆さんが餅つ
きを披露してくれました。きを披露してくれました。
秋の外遊びでは地域の皆さんが餅つ
きを披露してくれました。

いずみ台公園での「パパと遊ぼう」いずみ台公園での「パパと遊ぼう」
パパトークでは、普段ママに言えないパパトークでは、普段ママに言えない
気持ちや子育てのことなどの話がで気持ちや子育てのことなどの話がで
きました。きました。

いずみ台公園での「パパと遊ぼう」
パパトークでは、普段ママに言えない
気持ちや子育てのことなどの話がで
きました。

いちょう団地・上飯田団地・上飯田 新橋・中川・緑園

下和泉・富士見が丘 中田・しらゆり和泉中央・和泉北部

泉区全体の【ネットワーク連絡会】

など
（順不同）

泉区  すきっぷ

メールマガジンに
登録するための
QRコード

登録する際は空メールを
送信してください。

子育て支援の本質の部分を
語り合うことができて
よかったです。子育ては
地域とのつながりが大
切であることを改めて
感じました。

遊ぶ場所がいっぱい！
泉区で大きくなるよ！

泉区マスコット
キャラクター  いっずん

泉区地域
子育て支援拠点
すきっぷでも

子育て支援情報を
メールマガジンで
発信しています。

活動内容を報告・情報
共有することで、同じ
思いや考えを持って
いることがわかり
ました。
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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
　古くは、鎌倉郡の中川村と中和田村と呼ばれていた今の泉区にあたる区域が、横浜市
へ編入されたのは昭和14年でした。その後、昭和61年11月3日に戸塚区から分区し、
泉区が誕生しました。写真を通じて、泉区の変遷の一部をご覧ください。写真で綴る泉区

つ  づ

アプリ

　３歳を過ぎると見るもの聞くものが新しい発見となって、想像し
たりごっこ遊びができるようになります。今回は好奇心旺盛な３～
４歳のお子さんにおすすめの絵本をご紹介します。

　給与所得以外に所得がなく、年末調整済の源泉徴収票を
持っている人について、下記日程で平成28年分所得税医療費
控除の還付申告を臨時に区役所でも受け付けます。

３冊とも泉図書館に用意していますので、ぜひご来館ください。

　三びきのやぎはどれも名前が「がらがらどん」。
三びきのやぎが力を合わせて大きなトロルを倒
すシーンは親子で一緒にはらはらドキドキと楽
しめます。ノルウェーの昔話です。

区民事業担当　　　８００-2395　　　８００-2507資源化推進担当　　　800-2398　　　800-2507企画調整係　　　　800-2331　　　800-2505

『三びきのやぎのがらがらどん』
マーシャ・ブラウン／え　せたていじ／やく　福音館書店

毎月23日は市民読書の日 ～子育てに本を～

現中和田南小付近（昭和23年頃撮影）
まだ耕運機がなく、牛で畑を耕していました。

白百合愛児園（昭和20から30年代頃撮影）
中田東にある保育所、白百合愛児園は昭和23年に
開設されました。

長後街道・現中田小入口付近（昭和30年代頃撮影）
戸塚交通安全協会中和田支部による全国交通安
全運動が実施されていました。

現立場交差点付近（昭和33年撮影）
農地の中に住宅が点在していました。

長後街道・現中田駅付近（昭和41年頃撮影）
ワンマンバスがバス停で止まり渋滞しています。

現和泉遊水地（昭和45年頃撮影）
昭和50から60年代にかけて整備され、平常時はス
ポーツ広場などとしても利用されています。

現領家地区（昭和59年頃撮影）
大規模な宅地造成が行われました。
（左白百合、右領家）

泉区役所（昭和61年撮影）
戸塚区からの分区に伴い、戸塚区中和田支所から
泉区役所へ看板を掛けかえています。

市営地下鉄中田駅周辺（平成11年撮影）
戸塚駅－湘南台駅間の開通を記念するイベントが
開催されました。

写真で綴る泉区

　この他にも、区民の皆さまからご提供いただいた写真と区役所が所蔵する
昔の写真を、泉区ホームページで公開しています。
　また昔の写真を使用したパネル（A2サイズ14枚）の貸出しを行っています。
詳細はお問合せください。

泉区防災講演会
『楽しみながらしっかり学ぶ
　　　　　新しい防災のカタチ』

～「イザ！カエルキャラバン！」や「地震ITSUMO講座」※を事例に～

2月13日から　・連絡先(電話番号など)、参加人数を電話かFAXかE
メールで下の問合せ先へ。先着順。会場の定員を超えた場合のみ連絡
※一時託児(２歳～未就学児)の申込みは、３月１日まで(先着12人)

申込み

危機管理担当　　　８００-２309　　　８００-２５05
市民税担当　　　８００-２351　　　８００-２５09iz-bousai@city.yokohama.jp

講師プロフィール
　2005年阪神・淡路大震災10周年事業で家族
が楽しみながら防災を学ぶプログラム「イザ！カエ
ルキャラバン！」を開発。2006年NPO法人プラ
ス・アーツ設立。現在、首都圏、関西圏など全国各
地及びインドネシア、タイ、フィリピン、中米、南米
など海外での防災教育普及に積極的に取り組む。
東京ガス、東京メトロ、三井不動産グループ、無印
良品、ＮＨＫなど企業・メディアの防災アドバイザー
も数多く務めている。TBS「情熱大陸」、日本テレビ
「世界一受けたい授業」などに出演。

●日時　３月15日（水）14時～16時
●場所　泉公会堂
●講師　NPO法人プラス・アーツ理事長　永田　宏和さん

なが た ひろかず

イーオといっずんの３Ｒ夢な暮らし
ス　  リ　　ム

横浜市では、10分別
15品目の分別がされ
ていてリサイクルのた
めの取組がされている
よ。でもたくさんあって
ちゃんと覚えられるか
心配だずん…
簡単に調べること
ができればなぁ。

例えば「植木鉢」と調べると、このよ
うに出るよ！ 他にもアプリでは分け
方等のポイントも載っているよ！

大丈夫！横浜市ではミクショナ
リーという、分別辞典があって、
アプリや、インターネットで簡単
に調べられるよ！

資源循環局
ホームページ

「ミクショナリー」で
検索！

　空から落ちてきた真っ白な布で、うさぎの女
の子はワンピースを作ります。「ララララン　ロ
ロロロン　私に似合うかしら？」と口ずさみな
がらお散歩します。

『わたしのワンピース』
にしまきかやこ／え・ぶん　こぐま社

　くれよんのくろくんは、絵を描きたかったの
に仲間に入れてもらえません。でも、くろくん
の活躍で素晴らしい絵ができあがりました。

『くれよんのくろくん』
なかやみわ　／さく・え　童心社

所得税
医療費控除の還付申告を受け付けます
○年末調整が済んでいる給与所得者の皆さんへ

申告手続きにはマイナンバー（個人番号12桁）の記載と、本人確認
書類（マイナンバーカードまたはカードがない人は番号確認書類
と身元確認書類）の写しの添付が必要です。
医療費控除を申告しようとする人で、他の控除の追加（ワンストッ
プ特例を申請した地方自治体への寄附金(ふるさと納税)を含む）
がある場合は、区役所での受付はできませんので戸塚税務署で申
告してください。

❶

❷

ご 注 意 く だ さ い ！

2月16日（木）～3月15日（水）（※土・日を除く）
9時～11時30分、13時～16時30分
区役所3階税務課会議室（生活衛生課隣）
○平成28年分源泉徴収票（原本）
○医療費の領収書（集計等は事前に済ませてください）
○出産一時金、高額療養費、入院給付金などで補てんされる
　金額が分かるもの
○印鑑
○本人名義の口座の、振込先金融機関名称・支店名・口座番号

日　時

場　所
持ち物

「ヨコハマ3R夢」
マスコットイーオ

※地震ITSUMO講座とは・・・イラストを多用したスライドやクイズなど、分かりやす
く実用的な防災の知識や技を解説するセミナーです。

10分別15品目

燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶乾電池 プラスチック製
容器包装

小さな金属類 缶、ビン
ペットボトル 古布 粗大ごみ

ごみの分別品目・出し方など
の50音順一覧が載っている
冊子「ごみと資源物の分け
方・出し方」も区役所（3階
310窓口）で配布しています。

※

ありがとう！
これからは
分別に悩ま
なくて済む
ずん！

▼
パネルの
　一例です。

缶
ビン
ペットボトル

雑誌
新聞紙

段ボール
紙パック

古紙
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泉区マスコットキャラクター
いっずん
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　「孤食をなくし、安心して集える
居場所を」という思いのもとに、
去年8月にオープンした地区社会
福祉協議会主催の食堂です。手
作りの温かいご飯を食べながら
交流を深めています。

　泉区全域で活動している団体の日頃の活動発表と、講演では地域で活動することが
健康にどう影響するかなど、自分らしく活動を続ける意義についてお話しいただきます。

　推進の柱のひとつである「健やかに過ごせるまち」をテーマに
イベントを開催します。

　「いつも集まるのは同じ顔ぶれ」「イベントでは挨拶する程度」
　こうした地区の状況から、なるべく多くの人たちに関わってもらい、集え
る場をつくりたいということから始まりました。

地福の
ち ふ　く

ススメススメ

地区社会福祉協議会会長

石田  五十六さん
いし だ い  そ  む

きっかけは・・・

　ボランティア、食材を提供してくださる方など、地域をあげて応
援していただいています。もっと多くの子どもたちに気軽に利用し
てもらえるように、地域に根差した居場所にしていきたいです。

これからについて
　失敗してもいいじゃないか、まずはチャレンジしてみよう！
　みんなでつくり上げる過程も大事にしながら、結果だけを
求めず、焦らず一歩一歩進めています。

大事にしていること

特 集
地福とは

～第3期泉区地域福祉保健計画の取組について～

　　　　　　　地域福祉保健計画を略して、「ちふく」と呼びます。
　誰もが安心して自分らしく暮らせるよう、住民の皆さん・区役所・
区社会福祉協議会・地域ケアプラザ等が協力して、住みよいまち
にするための計画のことです。

中川地区 ご近所で助け合えるまちを目指して 新橋地区 ぬくもりのある町しんばし

里山  夢  プロジェクト里山  夢  プロジェクト里山  夢  プロジェクト里山  夢  プロジェクト里山  夢  プロジェクト
みんなで  みんなの  ふるさとを！

今回は新たな取組に　　　　　している2地区をインタビュー！チャレンジチャレンジ

　第3期計画は平成28年度からスタートした5年間の計画で、３つの推進の柱「健やかに過ごせるまち」「人と人、活動と活動のつながり
があるまち」「地域活動への参加がすすむまち」に沿って取組を進め（　　　）ています。ススメススメ

福祉保健課　　800-2433　　800-2516

コミュニティコミュニティ
　　　しんばし食堂　　　しんばし食堂
コミュニティコミュニティ
　　　しんばし食堂　　　しんばし食堂
コミュニティ
　　　しんばし食堂

の一部を紹介します！ちふくの取組ちふくの取組

楽しく健康づくりをするきっかけとして、
無理のない効果的な歩き方をレッスン

区内の保育園・幼稚園・地域子育て支援
拠点の情報が一度に得られる「いずみっ
こひろば」

活動発表会

区民ホールイベ
ント

生きがいikigaiと健康
～自分らしく地域活動をするために～

2月20日（月）2月20日（月）
10時～12時10時～12時

区役所４階４ABC会議室区役所４階４ABC会議室

2月20日（月）
10時～12時

区役所４階４ABC会議室

２月２１日（火）～２３日（木）２月２１日（火）～２３日（木）
各日１０時～１５時各日１０時～１５時

２月２１日（火）～２３日（木）
各日１０時～１５時

当日先着１００人

「ほっと・カフェ」の
皆さんによる
いれたてコーヒーを
どうぞ

第１部　活動発表 第２部　講演会

おもちゃの病院ドクトルベアーズ

お話し会MAY

公益財団法人
ダイヤ高齢社会研究財団

澤岡  詩野さん
さわおか し　の

【講師】

区役所１階区民ホール区役所１階区民ホール区役所１階区民ホール

１２地区・関係機関の
パネル展示

＜体験コーナー＞
★手作りブース（２１日、２３日）
★足指力測定などの健康チェック（２２日）
★毛髪チェック、災害時のトイレの作り方など
※各日内容は異なります。 21日もお楽しみに♪

23日の一例です

アンケートにご協力いただいた方には　　　　　　　　　　　を差し上げます。プレゼント（数量限定）

旧深谷通信所跡地中央広場

ふなこし こ
地区社会福祉協議会会長

舩越  みさ子さん

私の健康のススメススメ

　いろいろな活動に参加することです。外出す
る時には歩くように心掛けています。仲間と楽
しく過ごすことで、元気でいられます！

私の健康のススメススメ

　回っているこまが倒れないように…と、活動を続
けながら、皆さんとお話しすることで元気をいただ
いています。それが健康でいられる理由かも。

　畑で野菜を作ることを通して、子どもから
高齢者まで幅広い世代が交流できるよう、
みんなの居場所づくりを目指して新たに立
ち上げたプロジェクトです。収穫した野菜で
みんなで芋煮会をしましょう！

新聞紙をちぎってはがき作り

　「子どもが食事をして安全に過ごせる場」からはじまって、一人暮らし
の高齢者や子育て中のお母さんなど、月一回、毎回多くの参加者でにぎ
わっています。

必要な人に届くように

吊るし飾りストラップ作り
つ
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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

2月12日(日)13時～17日(金)15時 泉つるし飾り展
2月21日(火)～ 第3期泉区地域福祉保健計画推進イベント 
　23日(木)10時～15時 （詳細は9ページに掲載）
2月27日(月）～3月3日（金） 春の火災予防運動の広報
3月6日(月)～17日（金） 泉区人財バンク活動ＰＲ展
 （詳細は上記に掲載）

■いずみ区民活動支援センター
利用登録団体募集
泉区を中心に活動している団体（3
人以上、政治・宗教・営利活動を除
く）。活動時、ミーティングルーム（定
員12人）利用可。レターケース利用
可（抽選45団体）。※現在登録して
いる団体も申込みが必要
　 3月10日までに申込用紙（申込先
で配布。ホームページからダウン
ロード可）をFAXかＥメールか窓口へ
　 いずみ区民活動支援センター
（区役所1階104窓口）
　 800-2393　　800-2518
　 iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

■平成29年度泉区民文化祭・区民
ホール 作品展示・発表者募集
＜泉区民文化祭＞区役所1階区民
ホール・泉公会堂・泉区民文化セン
ターでの作品展示・発表。10月23日
(月)～11月5日(日)予定
＜区民ホールイベント＞区役所１階
区民ホールでの作品展示、発表

いただいた個人情報は、当コーナー
以外の目的には使用しません。
当選者の発表は賞品の発送をもって
かえさせていただきます。

区内で文化活動をしている個人、
サークル、団体が対象
※詳細はちらし（区役所、区内各地区
センター等で配布）、区ホームページで
　 各3月31日までに、申込用紙（ちら
しに添付）を郵送かFAXで泉区文化
振興委員会事務局　葛原（〒245-0016
和泉町7408-3、　　 　302-5271）へ
　 区民事業担当
　 800-2392　　800-2507

■寸劇フェスティバル
区内の地域団体・区民・高校生が、
生活の中での課題や問題などを寸
劇を通して発信。3月5日（日）13時
（開場12時30分）からテアトルフォン
テで　▶出演団体：上飯田ワイワイ
仲間、中田・しらゆり子育てネット、
ハート・フル・ハート、横浜緑園総合
高等学校有志
　 広報相談係
　 800-2335　　800-2506

■医療情報講演会
2月12日（日）14時～16時。いずみ野
地域ケアプラザで。当日先着50人　
▶内容（講師）：骨粗しょう症の予防
と治療（藤井隆人さん（緑台クリ
ニック））、認知症の予防・治療・介護
（坂東邦秋さん（ばんどうクリニック））
　 高齢者支援担当
　 800-2434　　800-2513
（内容については、泉区在宅医療相
談室　 382-9810　　 382-9811へ）
■職場復帰のためのおしゃべり会
先輩ママの職場復帰時の課題、問
題解決の体験、アドバイスなど。2月
25日(土)10時～11時30分。区役所1
階福祉保健センターで。先着20人。
一時託児（先着15人）あり
　　  2月10日～22日に、電話でこど
も家庭係へ
　 800-2444　　800-2513
■認知症家族セミナー
認知症キャラバンメイトとの懇談
会。2月23日（木）13時～15時。いずみ
野地域ケアプラザで。認知症の人を

介護している家族、先着30人
　　  電話か　・　・　を書いてFAX
かＥメールで高齢者支援担当へ
　 800-2434　　800-2513
　 iz-ninchi@city.yokohama.jp

■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】
<ぴよぴよ>2月9日（木）10時～11時
30分。ふれあい遊び、誕生会など。6
か月までの子と保護者
<きらきら>2月16日（木）10時～11時
30分。歯科医師による離乳食と口腔
のはなし。7か月から12か月までの
子と保護者
【コアラひろば】
桃の節句を楽しもう　3月2日(木)10
時～11時15分。1歳～未就学児と保
護者　　　  2月20日からの9時30分
～15時に電話で和泉保育園へ（土・
日を除く）
　 803-1483　　803-1137

健康・相談

募集・案内

イベント

子育て

講演・講座

802-2150　　　804-6042

＜平成29年度  みんなでつくろう！福祉の泉助成金説明会＞
助成金を申請する団体は必ずいずれかの日程に参加してください。
泉ふれあいホームで

■3月15日（水）　15時～16時　
■3月17日（金）　17時～18時
■3月21日（火）　15時～16時

■生活習慣改善相談（予約制）
≪食生活健康相談（栄養士）≫
2月17日(金)9時～11時、23日(木)
13時30分～15時30分、3月7日(火)
9時～11時・13時30分～15時30分
≪生活習慣相談（保健師）≫3月7
日(火)9時～11時
　 各3日前(土･日を除く)まで
■乳幼児の食事相談（予約制）
2月14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2月13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＞2月22日､3月8日の水曜
＜1歳6か月児＞2月15日､3月1日
の水曜
＜3歳児＞2月17日､3月3日の金曜
■乳幼児歯科相談（予約制）
3月8日(水)、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
　　   こども家庭係へ
　 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）

泉区社会福祉協議会からのおしらせ

●

●

●

●

～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

上飯田ワイワイ仲間　石井  正文さん
いし　い まさ  ふみ

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

上飯田の水と緑の象徴「せせらぎ緑道」

上飯田ワイワイ仲間定例打合せの風景

　上飯田地区は、南北に長く緑豊かな所で、鎌倉、室町、戦国、江戸時代からの神社、仏閣、
古道が多数あり、ちょっと歩くだけでその名残を感じることができるまちです。今なお田畑
や緑地も多く、野菜やおいしい果物等の生産農家も多数存在しており、昔ながらの旧家と
新興住宅が混在している地域ですが、あいさつと笑顔があふれているまちです。
　ワイワイ仲間は、上飯田地区で、地域福祉のために何ができるかを皆でワイワイ話し合
いながら活動しているボランティアグループです。これまでさまざまな取組を行っていま
すが、地域の活動に小・中学生が参加できる機会を増やし、次代を担う青少年の意見や考
え方を取り入れる活動などもしています。
　毎年、上飯田地区地域福祉保健計画推進委員会に、上飯田中学校の生徒さんや先生方
に参加していただき、活発な意見交換をしています。特に「目指す五年後の上飯田の姿」に
は“上飯田の畑を活かして地産地消を行いたい”や“あいさつ運動を続け、異世代間の交流
がもっと盛んになるようにしたい”などの意見が中学生から出され、アクションプランに盛
り込んでいます。

水と緑と歴史と人情 そして“みんな仲間のまち 上飯田”

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）>

ふじ   い

ばんどう くにあき

たかんど

　広報よこはまをお読みいただき、ありがとうございます。 よりよい紙面を作るため、皆さんのご意見をお聞かせください。
　アンケート回答者の中から抽選で10人に図書カード（1,000円分）をプレゼントします。

＜設問・回答用紙＞
毎月読んでいますか？
（ 読んでいる ・ 時々読む ・ ほとんど読まない ）
必ず読む記事を右側の記事一覧から選んで丸を付
けてください（複数回答可）。
（ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ）
どの記事が皆さんの生活に役立っていると思いますか。
右側の記事一覧から選んで丸を付けてください（複数
回答可）。
（ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ）
重要だと思う記事を順番に右側の記事一覧から選
んでください（第1位から第5位を左から）。
（　・　・　・　・　）
今後、掲載してほしい記事内容は？

ア　トピックス（５ページ）
イ　わがまちＩＺＵＭＩ（不定期・掲載する月は５ページ）　
ウ　泉区役所掲示板（６・7ページ）　　
エ　特集（８・９ページ）
オ　泉区役所からのお知らせ（10ページ）　
カ　元気の出るまち泉（10ページ）
キ　囲み記事（11ページの囲み記事）　
ク　あやめ通信（不定期・掲載する月は11ページ）　
ケ　区民ホールイベント情報（11ページ）　　
コ　施設からのお知らせ（12ページ）

住所　〒245-　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　横浜市泉区

名前　　　　　　　　　　　　　　　

年代　～10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代～

広報よこはま泉区版紙面アンケート

＜記事一覧＞

※

※ ご協力を
お願いします。

2月28日（当日消印有効）までにはがきに回答用紙を貼り付けて
郵送か、回答用紙をＦＡＸか直接広報相談係へ
（区役所１階101窓口、　  800-2335　　800-2506）

いずみ区民活動支援センター　　800-239３　　800-2518　詳しくはホームページで

泉区人財バンク活動ＰＲ展泉区人財バンク春の体験講座　参加者募集
　泉区人財バンクに登録をしている団体・個人の方々が、
発表や作品展示、ちらし展示で日頃の活動をＰＲします。

　泉区人財バンクに登録している講師による体験講座です。

○会場　区役所１階 いずみ区民活動支援センター ミーティングルーム
○会場　区役所１階　区民ホール
<発表>12時から13時

<作品展示>開庁時間内
3月6日（月）～10日（金）
　押し花、写真、書道、布おもちゃ、フラワーアレンジメントなど
3月13日（月）～17日（金）
　絵葉書、スクラップブッキング、ちぎり絵、和風小物など

<ちらし展示>開庁時間内
3月6日（月）～11日（土）、3月13日（月）～17日（金）
囲碁、居場所づくり、スクエアダンス、吹奏楽、太極拳、認知症
予防、脳トレ、ボランティア、農業支援など

6日（月）
7日（火）
8日（水）
9日（木）
10日（金）
13日（月）
14日（火）
15日（水）
16日（木）
17日（金）

3月 アシノ・マンドリン・アンサンブル
女声コーラス　コール・フォンティーヌ
横浜市レク・フラダンス市民の会
NPO法人  日本ステッピング協会（踏み台上り下り運動）
泉大正琴サークル
響サークル（童謡・唱歌）
団塊世代バンドＪ＆Ｂ
弥生クラブ（ギターとハーモニカ）
沖縄三線の会　やーるーず
いずみ吟詠会

いずみ区民活動支援センター

第31回泉区民文化祭

　 2月13日8時45分から電話か問合せ先へ（先着順）
※持ち物がある講座もあります。詳しくはお問合せください。

“花と遊ぶ”押し花（全3回）

住まいと防災を考える（全4回）

川柳でつなぐ子育て講座（全2回）

ボールペン字講座（全4回）

能役者が語る能の醍醐味（全3回）

10

10

8

8

8

8

8

10

8

8

8

2,000円

なし　

なし　

なし　

なし　

なし　

600円

3,000円

1,800円

200円

100円

技術者として生涯現役に生き抜く
「自分史の実例と作成方法」（全2回）

天気予報はなぜ外れるの？ 積乱雲は
危ない！ ほか（全４回）

3月10･24日､4月7日の金曜
10:00～12:00
3月17･31日､4月14･28日の金曜
13:00～14:00
3月13･27日の月曜
13:00～15:00
3月15･29日､4月12･26日の水曜
13:30～15:00
4月5･19日の水曜
10:00～11:30
3月7･21日の火曜
10:00～11:30
3月9･23日､4月6･20日の木曜
10:00～12:00
3月10･24日､4月7日の金曜
13:00～15:00
3月16･30日､ 4月13･27日の木曜
13:00～15:00
3月7･21日の火曜
13:00～14:00
3月8日､4月5･19日の水曜
13:30～14:30

古布を使った和袋制作
“狐のお婿さん、お嫁さんの袋”（全4回）

タイトル 日時参加費(全回分） 定員(人)

学びと実践 医療費・介護費の減らし方
（全2回）

アールヌーボー風ガラスペンダントを
創ろう！（全3回）

問1

問2

問3

問4

問5

・

・ ・ ・

・

・

・

・

・

観世流・能と謡い
“謡い”ってなぁに？（全2回）

うた

だい ご

さん しん
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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
2月12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
2月22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
　 2月15日9時30分から電話か窓口へ
◆土曜おはなし会
3月4日(土)14時。5歳以上（保護者同伴可）
◆つくって楽しいおはなし会
読んだ本にちなんだものを作ります。
3月8日(水)15時30分。3～6歳（未就学
児は保護者同伴可）、先着10組
　 3月1日9時30分から電話か窓口へ

◆春期定期教室
4月から始まる新しい教室のご紹介
【16歳以上】フラダンス、姿勢デザイン
【子ども向け（種目によって対象年齢
が異なります）】ジュニアサッカー、わ
くわくジュニア、その他30以上の教室
を開催しています！
　 詳細は泉スポーツセンターへ

◆親子リトミックと読み聞かせ
2月11日、3月4日の土曜13時～14時30分
未就学児と保護者、上履持参
◆さわやかサマーハット作り（全2回）
3月10日・17日の金曜12時15分～15
時。先着10人　持ち物：かぎ針6号　
　 2,000円　
　 2月15日9時～28日に費用を添えて
窓口へ

◆吊るし雛飾り展
2月18日（土）～3月3日（金）9時～17時
（最終日は14時まで）
◆スプリングフェスティバル
茶席・喫茶・カレー・野菜即売会も
2月25日（土）・26日（日）9時30分～16時
（26日は15時まで）。
ヤングフェスタ：25日13時30分～15時30
分　演技発表会：26日11時30分～15時
◆スポーツ吹矢（全2回）
3月8日・22日の水曜12時～14時30分。
先着8人　　600円
　 2月22日10時から電話か窓口へ

◆立場地区センターまつり
＜実技発表＞2月11日（祝・土）10時～16
時40分　＜作品展＞11日（祝・土）10時
～16時、12日（日）10時～14時

＜イベント＞12日（日）10時～12時30分
中和田中学校吹奏楽部、中和田小学
校マーチングバンド、中田囃子、中田
小学校マーチングバンド、櫻井悦代ソ
プラノコンサート
＜お茶会＞11日（祝・土）10時～15時
　 300円（お茶会のみ）
◆行政書士相談（相続・契約等）
2月18日（土）9時30分～11時30分。
◆絵本だいすき！　読み聞かせ
2月23日（木）11時～11時40分。幼児と
保護者

◆おはなし会
2月14日（火）・24日（金）11時～。
◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
2月19日(日)14時～15時15分、先着70
人 　 2月11日から、詳しくは問合せを
◆作品実技発表会
3月4日(土)・5日（日）10時～14時30分。
羊毛フェルトなどの体験会も。
※実技発表は5日（日）のみ
◆つまみ細工ブローチ作り
3月11日（土）9時30分～11時30分。
小学生（4年生以下は保護者同伴）、抽
選20人　　400円　
　 2月25日10時15分に費用とともに
窓口へ

◆みんなで楽しむ囲碁・将棋
2月14日・21日・28日、3月7日の火曜15
時30分～17時。
◆おはなし会
2月28日（火）、3月9日（木）11時～11時
30分。幼児と保護者
◆音読を楽しみましょう
3月10日（金）13時30分～15時。当日先
着10人
◆キッズヒップホップ（全6回）
3月16日・23日・30日、4月6日・13日・20
日の木曜15時15分～15時45分。3歳以
上の未就学児、抽選10人　　1,800円
　 3月2日10時～10時15分に窓口へ

◆中田コミュニティハウスまつり
2月25日（土）10時～16時、26日（日）10
時～14時30分。
＜作品展示＞絵画、鎌倉彫、絵手紙ほ
か＜実技発表＞26日：フラダンス、コー
ラスほか＜イベント＞25日：昔遊び体
験・回転備蓄料理紹介ほか　26日：読
み聞かせ　※時間は問合せを

◆初めてのハーモニカ教室（全4回）
3月1日・8日・15日・22日の水曜13時～
15時。先着15人　　1,200円　持ち物：
複音ハーモニカ（21穴C調）
　 2月22日10時から電話か窓口へ

◆育メン講座
2月18日（土）10時30分～12時。
先着20人　　100円
　 2月11日から電話か窓口へ
◆想いを伝える、遺言・相続講座
3月9日（木）13時30分～15時30分。
先着40人。個別相談あり
　 2月11日から電話か窓口へ

◆相続・遺言のミニ講座と個別相談会
3月26日（日）9時30分～12時。
先着20人、個別相談は先着4組　
　 2月11日～3月25日に電話か窓口へ

◆Acoustic Sound Organizationによる
ウクレレコンサート
5月10日（水）14時～15時。先着100人
フォンテチケット　 700円
　 3月1日から電話か窓口へ
◆中川ひろたか 絵本とうたのコン
サート
5月21日（日）14時～16時。フォンテチ
ケット　　1,800円　
　 2月26日から電話か窓口へ

◆折り紙で遊ぼう
2月10日（金）～12日（日）10時～16時。
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！
2月12日・26日、3月5日の日曜14時15分
～15時30分。各先着20人　　各100円
　 各当日12時までに電話か窓口へ
◆落語「引越の夢」「お若伊之助」「蛇
含草」
2月21日（火）13時～15時。当日先着
80人
◆紅茶を楽しむ会
2月26日（日）10時～12時。　抽選20人
　 500円　
　 2月7日～18日に電話か窓口へ
◆なごみの広場
3月9日（木）10時～11時30分。　 100円
◆歴史を学ぶ～木戸孝允～
3月14日（火）10時～12時。抽選30人　 
　 100円　講師：福田嘉文さん
　 3月1日～11日に電話か窓口へ

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
2月21日（火）、3月7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

◆里親制度説明会
さまざまな事情により家庭で生活で
きない子どもを家族として迎え入れ、
子育てする制度。短期養育可。
2月25日（土）10時～11時30分。保土ケ
谷区役所301・302会議室で。
　 電話で西部児童相談所里親担当へ。
　 331-5471　　 333-6082

◆戸塚税務署から
2月19日・26日の日曜は確定申告書配
布、作成指導、受付（受付時間：8時30
分～17時、相談は9時15分から）を行
います。混雑時は受付を早めに締め
切る場合があります。駐車場は3月15
日（水）まで使用できません。
平成28年分から所得税、贈与税など
の申告書にはマイナンバー（個人番
号）の記載が必要です。申告書の提出
の際、本人確認資料を提示または写
しを添付してください。
　 戸塚税務署　　 863-0011

◆「泉が丘公園（分区園）」利用者募集
徒歩で分区園を利用できる区民で①
家族または8人までのグループ（12㎡
25区画）②9人以上のグループ（24㎡2
区画）。抽選、①②の重複申込み不可。
場所：和泉が丘3-6。利用期間：4月1日
～平成30年3月31日（1年間延長可）、
年額（1区画）①4,800円②9,600円、自
動車等での来場不可。
　 2月26日（必着）までに往復はがき
に代表者の　・　・　・全利用者の　・
①②の別、②は団体名・代表者名を書
いて㈱田澤園分区園担当（〒232-0066
南区六ツ川4-1234、　　823-2121）へ
　 南部公園緑地事務所　　831-8484

◆中高年英語入門教室（全36回）
4月～平成30年3月の水曜15時～16時
45分。松本ビル（戸塚駅下車）で。40歳
以上。抽選20人。
　 各回1,400円、年会費1,200円
　 2月11日～3月10日に電話か　・　・
　・　・　を書いてはがきかＦＡＸかＥ
メールで横浜市シルバー人材セン
ター戸塚事務所（〒244-0002戸塚区矢
部町1286-4）へ
　 881-3412　　881-6221
　 ysctotuka@eagle.ocn.ne.jp

◆こども自然公園青少年野外活動セ
ンターで
＜あったかエコキャンプ＞
3月25日（土）10時～26日（日）13時。
小学生、抽選50人。　 6,400円
　 2月6日～20日
＜アロマ教室＞
3月23日（木）10時30分～11時50分
16歳以上の女性、抽選10人。　 1,800円
　 2月6日～20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

びな

なか がわ

き　 ど

さくらい えつ よ

たかよし

ふく だ よしふみ

泉スポーツセンター

こども自然公園青少年

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

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

いずみ野地域ケアプラザ
〒245-0016　和泉町6214-1
　800-0322　　800-0324

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

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