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～マナーを守って、みんな、なかよく～

高齢者支援担当　　800-2434　　800-2513

認知症の人の見守りと対応のポイントを学ぶ
サポート連絡会、研修会や学習会で支える力になろう 中川連合町内会 会長　小泉 正彦さん

こいずみ まさ ひこ

活動拠点の新橋地域ケアプラザ（上）と
中川地区社会福祉協議会（下）

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

　中川連合町内会では、[認知症サポート]を地域課題として泉区役所、新橋地域ケアプラザと連携
して地域で支える活動に取り組んできました。
　地域での見守りや支援は、高齢者が安心して中川地区に住み続けるため、支援活動を一歩先に進
めるために地域、行政、施設が連携協働して行う協議会が認知症セミナーを実施し、「中川地区認知
症サポート連絡会」を設立しました。
　この認知症セミナーでは、①認知症の人の本人の不安や不快感等を解消するためにどう関わるか
②本人も家族も楽になる関わり方③認知症とその方の心を理解する方法を、生活維持向上倶楽部
｢扉｣山出貴宏講師から学び、新橋地域ケアプラザの石川生活支援コーディネーターを中心とする
「中川地区認知症サポート連絡会」に登録、支援活動します。連絡会の活動は、①認知症のことをもっ
と勉強する②自分が認知症にならない予防法を学ぶ③認知症の見守りのポイントを学ぶ④認知症
と思われる方に出会った時の対応を学ぶ等、研修会や学習会が中心の活動で、1月21日の連絡会で
は「地域で徘徊している方に出会った時の対応方法」を学び、質疑や意見交換を行いました。要援護者
が増加するなかで支える人が減っています。支えあう活動に多くの方が参加してほしいと思います。

やま  で たか

はい かい

ひろ いし かわ

判断能力に不安のある人を守るために

成成 年 後 見 制 度成 年 後 見 制 度

●地域包括支援センター（地域ケアプラザ）

802-8200
802-9920
805-1792

802-6800
802-9927
805-1798

801-2922
810-3261
800-0322

801-2923
813-3380
800-0324

上飯田地域包括支援センター
下和泉地域包括支援センター
いずみ中央地域包括支援センター

踊場地域包括支援センター
新橋地域包括支援センター
いずみ野地域包括支援センター 

電　話 FAX 電　話 FAX

●泉区社会福祉協議会  あんしんセンター 　　802-2295　　804-6042
●区福祉保健センター 2階209窓口

●成年後見制度ってどのような制度？
　成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が
不十分な人が、権利を守られ、安心して生活できるように法的に保護し
支援する制度です。成年後見人は、本人に代わって財産管理や福祉
サービス利用などに必要な手続を行います。

　ひとりで抱え込まずに、ご相談ください。
　このような方を見かけたときは、ご連絡ください。
　相談・連絡された方の個人情報は守られます。

●成年後見制度は２つの制度から成り立っています
判断能力が不十分な人が対象です。
家庭裁判所に審判の申立てをします。
判断能力に応じ類型があります。
判断能力があるうちに、「誰に」「どのような支援をし
てもらうか」などについて公正証書を作成して任意
後見契約を締結します。

法定後見制度

任意後見制度

ご相談は高齢者支援担当、または下記の地域包括支援センター(地
域ケアプラザ)へお電話ください。
※

＜例えばこんな場合･･･＞
認知症の家族を悪徳商法
の被害から守りたい

知的障害がある子どもの
ために、両親が亡くなった
後の生活や財産管理を任
せたい

将来、判断能力が低下し
た場合に備えたい

誰にも言えない･･･
一人で悩んでいませんか

こんなことはありませんか？こんなことはありませんか？こんなことはありませんか？
高齢の方
また怒られてしまった･･･。
思うようにできないだけで、迷惑かけるつもりはないのに･･･。
自分のお金なのに、子どもが全部管理して自由に使えない。
でも世話をしてもらっているのだから、こんなことを言っては
いけない。

地域の方
よそのうちのことだし、余計なお世話かもしれない･･･。でも、
様子が変だし気になるなあ。虐待なんて大げさかなあ･･･。

介護をし て いる方
がんばって介護しているのにどうしてうまくいかないの、
イライラする！
何度も同じことを言わないで！
また汚している。いい加減にしてよ･･･。
介護に疲れたなあ、いつまで続くのだろう･･･。

相談・連絡先

ご相談は、区福祉保健センター、または下記のお近くの地域包括支
援センター（地域ケアプラザ）、泉区社会福祉協議会あんしんセン
ターでお受けしています。お気軽にご相談ください。

※

ク　ラ　ブ
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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

　今回は、４~５歳のお子さんにおすすめの絵本を紹介します。
　想像力も豊かになり、楽しめる絵本の幅もますます広がります。いろ
いろなタイプの絵本を親子で楽しんでください。

　からすのパンやさんには、とてもすてきな変わった
形のおいしいパンがいっぱいあります。
　いちごパン、にわとりパン、ひこうきパンまでありま
すよ。他にもシリーズが４冊あります。

区民事業担当　　　８００-2395　　　８００-2507 地域活動支援担当　　　８００-2397　　　８００-2507保険係　　　８００-２425　　　８００-２５１2

いずみ区民活動支援センター　　　８００-２３９３　　　８００-２５１８ 『からすのパンやさん』
加古里子／絵・文　偕成社

毎月23日は市民読書の日 ～子育てに本を～
プロボノいずみ

泉区地域活動事例集

　小さないっすんぼうしが、大きな鬼を退治する活
躍に、子どもは勇気と安心感をもらいます。
　子どもの心を引き付け、はぐくむ昔話をたくさん
読んであげてください。

『いっすんぼうし』
いしいももこ／ぶん　あきのふく／え　福音館書店

　子どもにも身近な、毎日の家族の生活が丁寧に描
かれている絵本です。
　スモールさんは『カウボーイのスモールさん』など
シリーズがありますので、ぜひ読んでみてください。

『スモールさんはおとうさん』
ロイス・レンスキー／ぶん・え　童話館出版

プロボノいずみ
サポーターを
募集します！

プロボノサポーターのメリット

　なお、この返還金は新たに加入した健康保険にご自身で手続をす
れば還付を受けられる場合があります。
　保険証変更の手続を早めに行い、保険証は適正にご利用ください。

○各手続には、印鑑及び運転免許証やパスポート、障害者手帳等の本人確認ができるものが必要です。

　軽自動車税は、毎年４月１日の所有者に課税されます。4月2日以降に名
義を変更した場合は、譲り渡した人（前所有者）にその年度の納付義務が
あります。（月割課税制度はありません。）

　それぞれの手続で、上記以外にも委任状等が必要になる場合もあり
ますので、事前にお問い合わせください。

　125cc以下の原動機付自転車（バイク）を譲り受けたときは、区役
所で名義変更の手続が必要です。必要書類等は次のとおりです。

プロボノいずみとは
　プロボノとは『仕事で得たスキ
ルを社会的・公共的な目的のため
に活かすボランティア活動』です。
　プロボノいずみでは、いずみ区民活動支援センターが事務局となり、
泉区をより良くするために活動している地域団体の「してほしいこと」と、
プロボノサポーターの「できること」をマッチングします。
　サポーターでチームを組んで、それぞれのチームで団体の困りごとを
支援します（支援期間は6月の1か月間）。
　あなたの得意分野を活かし、地域貢献できるチャンス！ ジモト愛あふ
れるサポーターを募集します。

詳しくはホームページをご覧ください。

イラストが
得意

ブログやってます
Wordが
使える

原動機付自転車等を譲り受けたとき

① 区役所で手続する車両

　車両の種類ごとの手続先は、次のとおりです。
② 関東運輸局等で手続する車両

軽自動車税担当　　　８００-２353　　　８００-２509

廃車済みの場合
本人確認書類、印鑑、
譲渡証明書、
廃車申告受付書

廃車の届出をしていない場合
泉区ナンバーの
バイク

本人確認書類、印鑑、
譲渡証明書、
標識交付証明書

泉区以外の
ナンバーのバイク

本人確認書類、印鑑、
譲渡証明書、
ナンバープレート、
標識交付証明書

車両の種類 譲り受け等の手続 軽自動車税の申告

排気量が125cc
を超えるバイク

関東運輸局
神奈川運輸支局

神奈川県軽自動車協会

050-5540-2035
排気量が660cc
以下の三輪、
四輪の軽自動車

931-4290
軽自動車検査協会
神奈川事務所

神奈川県軽自動車協会
横浜支所

050-3816-3118 929-6888

健康保険の変更がある場合は届出が必要です 保険年金課　２階　２０５・２０６窓口

保険証の適正利用
　転出や就職などで、加入する健康保険が変更となった場合、それ
までの国民健康保険証を利用することはできません。利用された場
合は、保険者（横浜市）が医療機関へ支払った金額について返還し
ていただくことになります。

こんな場合は… 国民健康保険、
介護保険

後期高齢者医療制度、小児医療費助成事業、
重度障害者医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業

必要なもの

届出窓口

国民健康保険から
社会保険へ

社会保険から
国民健康保険へ

住所の変更

新旧両方の保険証

２０５窓口

健康保険資格
喪失証明書

２０５窓口 ２０５窓口 206窓口

保険証 保険証

発災時の児童・生徒等の預かり

　1月26日に開催された泉区地域協議会情報交換会において、各地区
で参考になる地域活動について、４地区から発表がありました。

　横浜市の市立学校等では、市内で震度５強以上の地震が観測された
時には、児童・生徒の安全保護のため、ただちに授業を打ち切り、保護者
が引取りに来るまで学校で預かります。
※あらかじめ各保護者や地域等との取決めにより、方面別の集団下
　校等、児童・生徒を安全に下校させる場合もあります。

　「わんわんパトロール隊」は、愛犬
と散歩する際にリード票を装着して
いただくものです。
　リード票を装着した愛犬との散
歩を通じて、視覚的に防犯意識の高
いまちをアピールできるため、まち
の防犯力向上につなげることがで
きます。

　登録を希望する人は、区役所３階
地域振興課（３１１窓口）までお越し
ください。
　申込みをした人には、「リード票」
と「認定書」をお渡しします。

　登録件数は、延べ690件です。
（平成28年12月末現在）
　安心して暮らせるまちづくりのために、
ご協力をお願いします。

　町内会の中に青年部をつくり、行事のサポートなどを行っています。　
また、個別の声掛けやマンション管理会社への働きかけなどによって、町
内会会員を増やす工夫をしています。

地域の活動事例報告
泉区地域協議会

「青年部で行事のサポート」（和泉中央地区）

　学校と地域とのつながりを大切にし、ＰＴＡ役員経験者やその人が持つ
ネットワークを通じ、地域活動を担う人材確保や、地域の中のつながり、
仲間づくりに努めています。

「仲間づくり」（中川地区）

　小中学校とのつながりの中から、学校外周への芝桜の植付けやグラウン
ドゴルフ、清掃活動等、子どもたちの地域活動への参加を促進しています。

「子どもたちの地域参加」（上飯田地区）

　坂道が多い地域で、高齢者の移動手
段としての周回バス運行を目指して、
住民アンケートを実施し、バス運行の
実証実験を行いました。

「交通手段の取組」（緑園地区）

＊詳しい活動内容を泉区ホームページに
掲載しています。 発表の様子

リード票（リードカバー）

地域力推進担当　　 800-2333　　　800-2505

ご紹介した絵本は、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。

　大規模地震発生時には、通信手段が不通となることが想定される
ため、学校と複数の手段(固定電話・携帯電話・メール等)で連絡でき
るようにしましょう。

●小学校・中学校・特別支援学校
　保護者が学校に引取りに来るまで学校で
預かります。
●高等学校
　あらかじめ保護者から、学校で預かるか
下校させるかの希望を聞き、原則それに従います。
　ただし、通学路の被害状況、発災時間等により、生徒が安全に下校
できないと判断される場合は保護者が学校に引取りに来るまで学校
で預かります。
●保育所
　保護者が引取りに来るまで保育を継
続するとともに、保育所で預かることと
しています。

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

「わんわんパトロール隊」募集！！
愛犬との散歩がパトロールに！

専門的な仕事の
知識がなくても

こんなスキルも
活かせるずん！

わんわんパトロール

　得意分野で地域に貢献でき、プロジェクト終了後には達成感を味わえます。
　またサポーター仲間や地域団体との新たなネットワークができます。
　さらにプロボノ経験がその後の仕事や生活に活かせ、社会的な視野を
広げることもできます。

い
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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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感染症

人と動物がともに暮らせるまちに
～マナーを守って、みんな、なかよく～

ペットを飼う前に･･･

災害に備えよう

平成29年度　犬の登録と狂犬病予防注射

　飼い猫が屋外へ出たり、迷子になって戻れなくなったり、捨てられたりして繁殖し増えたもの
です。地域の理解と協力のもと、不妊去勢手術、給餌、清掃などについて、ルールを決め、適正
な管理をしていくことで、飼い主のいない猫を減らしていきましょう。

　横浜市では飼い主のいない猫を減らすために、不妊去勢手術費用の一部を補助しています。
　平成29年度の手続の詳細は3月27日以降お問合せください。

特 集

生活衛生課　（3階314窓口）　　800-2452　　800-2516

猫は不妊去勢手術と屋内飼育を

飼い主のいない猫は…

乳腺腫瘍や子宮の病気予防
と発情期の鳴き声の抑制
おしっこをかける
スプレー行為の改善

などの効果があります。
　性別にかかわらず、
不妊手術をしましょう。

生活衛生課で配布しているプレート

泉区獣医師会会長　小山　幸伸さん
（小山動物病院　院長）

こやま ゆきのぶ

猫の繁殖力 屋外は危険がいっ
ぱい

年に２～4回、１回につき4～8頭出産
生後、半年程度で繁殖できるように

1年後には20頭以上
　2年後には８０頭以上
　　3年後には2000頭以上に！

１頭のメス猫が…
ケンカ 迷子

近所からの苦情

エサ

命を見送るまで飼い続けることができますか？

動物を飼うことはその一生を預かるということ。
最期まで愛情と責任を持って飼いましょう。

どんな世話が必要？

特性は？

食費、医療費、
ワクチン代、ペット用品･･･

家族はみんな賛成？

ウサギ　5～15年
セキセイインコ
　　　　7～10年
犬　　 12～20年
猫　　 15～20年

寿命は？

鳴き声は？

万が一に備え、ペットを預けられる人、世話をしてくれる人を
みつけておきましょう。

飼える環境？

引っ越しの予定は？

費用は？

ペットは長生き

ライフスタイルの変化 飼い主が病気

□鑑札、注射済票、迷子札、マイクロチップの装着
□しつけ（ケージに慣らす、「まって」「ハウス」など）
□健康管理（ワクチンの接種、ノミの防止）
□預け先の確保
□避難グッズの備え
　ケージ・キャリーバック、
　ペットフードと水（最低5日分）、
　トイレ用品、安心手帳など

ペットの情報が書き込めます！
災害への備えについてまとめた
「ペットと飼い主さんの安心手帳」
を生活衛生課で配布しています。

生後91日以上
の犬には、登録
（生涯1回）と狂
犬病予防注射の
接種（毎年1回）
が法律で義務づ
けられています。

鑑札・注射済票を
つけましょう。

公園などの公共の場で犬を
放すことはやめましょう。

激しくほえて、近隣に迷惑を
かけることがあります。ほえ
るのには理由があります。
原因を取り除く工夫をしま
しょう。

生活衛生課に届出を！
また、犬が狂犬病にかかっ
ていないか獣医師による鑑
定が必要です。

犬の鳴き声に
耳を傾けましょう

飼い犬が人を
かんでしまったら

※予防注射は、動物病院または出張会場で受けることができます。
●出張日程・会場　午前：10時～12時、午後：13時30分～15時

【費用】登録済（更新）
3,600円（注射料金
3,050円、注射済票交
付手数料550円）、新規
6,600円（注射料金・
注射済票交付手数料に
加え、登録料3,000円）
【持ち物】「狂犬病予防
注射済票交付申請書」
（動物愛護センターから
送付したご案内）。区外
から転入された場合ま
たは譲渡犬の場合は
「犬鑑札」
●犬の体調により注射
が受けられない場合が
あります。
●雨天実施。ただし、午
前8時の時点で警報（大
雨、洪水、暴風、暴風雪、
大雪）が発令されている
時は中止。
＊会場には必ず犬を押
さえられる人が来てく
ださい。

月日

4/6（木）
午前
受付時間 会場名 所在地

和泉町７４１１－２★内林第二公園
(ひなた山第三自治会館横）

午後 上飯田町２７５１上飯田西公園

4/7（金）
午前 岡津町１４５２－１岡津町内会館

午後 新橋町１１５７新橋観音寺

4/17(月）
午前 中田町２９８９中田中央公園

(レストハウス側）
午後 中田東１－４１－１しらゆり集会所

（しらゆり公園） 

4/20（木）
午前 中田西３－１４★中田町第五公園

（中田西山百合中下自治会館横）
午後 領家１－７－２★領家クラブハウス壱番館

4/11（火）午前・午後 桂坂４－１中川地区センター

4/21（金） 午前 下和泉５－１５下和泉ふれあい公園

4/15（土）午前・午後 和泉町４６３６－２泉区総合庁舎（公会堂側）

★会場の変更について
ひなた山第三自治会館は、内林第二公園に変更。中田西山百合中下自治会館は、
中田町第五公園に変更。領家クラブハウス三番館は、領家クラブハウス壱番館に変更。

●市の委託を受けた動物病院で注射会場と同様に鑑札や注射済票の即日交付ができます。
　注射料金は動物病院によって異なりますので、詳しくは直接動物病院へお問合せください。

＊横浜市動物愛護センターホームページも併せてご覧ください 横浜市動物愛護センター

動物のアレルギーが
ある人はいない？

頭頭頭頭ののののののメメメメメスススススススススス猫猫猫猫猫猫
交通事故

耳カットは
手術済のしるし

置いたままにするとネズミやカラスが集まったり
害虫の発生につながります。食べ終わったら片付けてね。

トイレの設置清掃

近隣へ
の

配慮を
忘れず

に

泉区獣医師会
下村　香弥子さん
（いずみ犬と猫のクリニック 院長）

しもむら か　や　こ

非常持出袋

犬を飼ったら

ペット禁止

万が一、飼えなくなったら・・・

予期せぬ繁殖

　人とペットが良い関係を築き、地域の中で気持ちよく
過ごせるよう、飼い方やマナーについて考えてみましょう。

メス

オス

上下運動の場

迷子札

トイレ

爪とぎ

ケージ
（安心できる隠れ場所）

猫のおもちゃ

（平均的な寿命です） 散歩の時は必ずリー
ドを

付けましょう

動物の遺棄・虐待は犯罪です（動物の愛護及び管理に関する法律第44条）、目撃したら警察に連絡を（泉警察署　  805-0110）

●　　　　　　　　平成29（2017）年 3 月号　／　泉区版10 泉区版　／ 　　　　　　　 平成29（2017）年 3 月号　●11



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

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

■「泉区農業応援隊」隊員募集
担い手不足などに悩む区内農家の
農作業を手伝うボランティアの一員
になりませんか？
作業内容は播種、定植、収穫、片付
け、除草など。
登録は随時受付。
　　  企画調整係
　 800-2331　　800-2505
■泉区農業応援隊「応援先農家」
募集
泉区農業応援隊に作業依頼を希望
する区内農家を募集しています。
登録は随時受付。
　　  企画調整係
　 800-2331　　800-2505

■区勢便覧「IZUMI　2017」
「人口」「区の年表」などのさまざま
な統計データをもとに、泉区の現状
をとりまとめています。泉区への関
心と理解を深めていただく統計資
料としてご活用ください。
3月中旬から　 でご覧になれます。

　 統計選挙係
　 800-2315　　800-2505

■和泉保育園で
【赤ちゃんコアラ】
ふれあい遊び、誕生会など。

▼持ち物：着替え、おむつ、タオル、
飲み物（保護者も）

≪ぴよぴよ≫
3月9日（木）10時～11時30分。６か月
までの子と保護者
≪きらきら≫
3月16日（木）10時～11時30分。7～12

か月の子と保護者
　　  申込みは当日直接和泉保育
園へ。
　 803-1483　　803-1137

健康・相談

募集・案内

子育て

■生活習慣改善相談（予約制）
＜食生活健康相談（栄養士）＞
3月21日（火）9時～11時、30日（木）
13時30分～15時30分
　 は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＞
3月14日（火）9時～11時。
乳幼児の保護者
＜離乳食教室＞
3月14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）
4月6日（木）9時～10時。区役所
で。40歳以上（年度に1回）、50人
　 680円　　3月14日～4月4日
8時45分～17時に電話で

■胃がん検診（エックス線撮影）
5月2日（火）9時～。区役所で。40
歳以上（年度に1回）、40人
　1,570円　　3月24日～4月13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
■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

※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≫3月22日の水曜
≪1歳6か月児≫3月15日、4月5日の
水曜
≪3歳児≫3月17日、4月7日の金曜
■乳幼児歯科相談（予約制）■
4月5日（水）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）

広報相談係　　800-2336　　800-2506

広報相談係　　800-2337　　800-2506

作業場にて

『天体の神秘』

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）。>
3月21日（火） 合唱
3月22日（水） 太極拳
3月23日（木） 舞踊
3月24日（金） ハーモニカ演奏
3月27日（月）～31日（金） 写真展

●
●
●
●
●

◆スクエアダンス
3月11日から毎週土曜10時～11
時30分。中和田コミュニティハウ
スほかで。対象は初心者。　　　
　 1,000円（1か月分）
　 泉アルカデア・スクエアダン
ス・クラブ　高井　　802-0067
◆泉区映画祭「愛を積むひと」
3月17日（金）10時30分・14時30分・
18時30分（開場は各回30分前）。
泉区民文化センターテアトル
フォンテで。各回先着300人（小
学生以下は保護者同伴）、当日9
時30分に各回の整理券を配布。
　 泉区映画祭実行委員会
小野　　801-6480
◆古文書を楽しむ
3月19日（日）13時30分～16時30
分。泉図書館。当日先着50人　　 
　 500円　　泉区歴史の会石井
　 814-3331
◆泉・朗読マラソン大会
3月27日（月）13時～17時。受付は
12時から。朗読は一人5分以内。
先着30人。泉ふれあいホームで。
　 3月13日～20日に電話か　・
　・　・作品名・朗読時間を書い
てＦＡＸで。　
　 泉・朗読と語りの会　清水
　　  812-5184
◆泉区ソフトテニスジュニア教室
4月2日～30年3月25日の日曜9時

～12時。横浜緑園総合高等学校
ほかで。
5歳～小学生、先着50人　　未就
学児8,800円、小学生20,800円　
　　  3月12日から電話かFAXで
　・　・　・　・　を書いて泉区ソ
フトテニス協会藤原へ
　 090-6014-6401　　812-4714
　 yokohamaizumijunia@gmail.com
◆泉区民春季囲碁大会
クラス別対抗戦。市大会予選を
兼ねる。
4月9日（日）9時30分受付。泉公会
堂で。　 1,500円（学生は800円）、
昼食代別300円
　 泉区囲碁連盟　　806-7228
◆泉区民テニス大会
男子・女子ダブルス（予選はリー
グ戦、本選はトーナメント方式）
5月7日（日）・13日（土）・21日
（日）、6月4日（日）・18日（日）8時
45分集合。東俣野中央公園で。
区内在住・在勤・在学か区内のテ
ニスクラブ・スクール・協会に登
録しているサークルに所属の
人、各先着56組。
　 1組4,000円　　　　4月7日・8
日11時～18時に費用を添えて
ヴィヴァ（とつかテニスクラブ
内）へ　　 804-7850

802-2150　　　804-6042
善意銀行
○JA横浜和泉農友会○泉すずらん会○JA横浜中川支店・緑園都
市支店農業まつり実行委員会○第29回泉区チャリティー芸能大会
○中川地区センター地域ふれあいイベント実行委員会ダンス部○
第8回泉区福祉チャリティーコンサート実行委員会○いずみ歌舞伎
保存会○泉区文化振興委員会芸能部会○泉区チャリティー実行委
員会○中田地区民生委員児童委員協議会（敬称略）
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。

泉区社会福祉協議会からのおしらせ泉区在住の「横浜マイスター」をご紹介します

泉区在住の「横浜マイスター」の一人、山村助成さん（染織）○横浜マイスター事業とは

○泉区には4人の「横浜マイスター」がいます

　横浜市が平成8年度から行っている
事業で、市民の生活・文化に寄与する優
れた技能職者を「横浜マイスター」に選
定しています。

　この事業は横浜マイスターが行う後継者育成、貴
重な技能・技術の継承及び普及活動などを通して、
技能職の振興を図ることを目的としています。

　染織の山村助成さん、美容師の新田景子さん、
平成28年度に新たに選定された型枠大工の髙橋豊
さん、洋服裁縫師の田中利明さんの4人です。
　今回は平成17年度に選定された山村助成さんを
ご紹介します。

　泉区で生まれ、現在も泉区に在住。
　山村染織工芸代表。
　100年以上の伝統を誇る横浜の特産品「横浜ス
カーフ」をはじめ、さまざまな生地の染色を手掛け
てきた山村さん。
　機械で大量生産されることが多い業界の中で、
手描きによる大量生産に取り組んでいます。

　開発した染織の技法は100種を超え、独創性のある作
品は横浜ブランドとして「ヨコハマ・グッズ横濱001」にも
認定されました。
　その山村さんが「30年先を見据えていろいろなアイデア
を考え、その時代に合った作品や時代を先取りした新作を
世に送り出してきました。」と語られていたのが印象に残り
ました。

やまむらすけなり

たなか としあき

たかはしゆたか

にった けいこ

　泉区内の公共施設や医療機関、行政情報などを掲載した冊子の
平成29年度版を発行します。バスマップは取り外して持ち運ぶこと
もできます。どうぞ、ご活用ください。
●主な掲載内容
　泉区の概要、区役所のご案内、区内おでかけスポッ
ト、医療機関、災害への備え、自治会町内会、区民利
用施設、バスマップ、公共機関、保育園・幼稚園・子育
て支援施設・学校、各種施設、区役所周辺地図など
●入手方法
　４月３日（月）から区役所１階101窓口で配布、区
ホームページでもダウンロード可

『泉区生活便利帳』の新版を発行

引っ越しシーズン到来！！

～住所の表示で暮らしやすいまちに～

　転出（引っ越し）先によって手続の方法が
異なります。

①区内の引っ越し
引っ越しが済んだら、区役所で転居手続をしてください。
②泉区から横浜市内の他区への引っ越し
引っ越した後、引っ越し先の区役所で転入手続をしてください。
泉区役所での手続は不要です。
③泉区から横浜市外への引っ越し
区役所で転出手続をした後、引っ越し先の市区町村で転入手続をして
ください。

　初めての場所を訪問するときになかなかたどり着けず困った
ことや、訪ねてくる友人が迷ってしまった、という経験はありま
せんか？ そんな時、現在地の住所がすぐに目に付くと便利です。
　電柱や建物などに住所が表示されていると、訪問者や郵便配
達、また救急車や消防車などの緊急車両が目的地に行きやすく
なります。また、地域の活動や日ごろの助け合いの際にも役に立
ちます。

　住所をわかりやすくする方法の一つに「住居表示」があります。
　「住居表示」は、住所に土地の地番を使用していることから同番地が
複数あるなど、住所がわかりにくかった地域について実施
されているもので、住所は写真のような表示板※で表示さ
れています。

運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード等
の本人確認資料をお持ちください。
代理人が手続する場合は、委任状と代理人の本人確認資料が必要です。
手続の際は、住所異動届書等に必要事項を記入してから、窓口にお越しください。
3月、4月の窓口は特に混み合い、1時間以上待つ場合がありますので、時間に余
裕をもって来庁してください。

※

※
※
※

登録担当　　800-2345　　800-2508

神明台のつどい・見学会神明台のつどい・見学会神明台のつどい・見学会

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

※「住居表示地区の表示板」
街区表示板（電柱などに掲出）と、住居番号表示板（建物に
掲出）があります。
住居番号表示板は住居表示実施の際、横浜市から配布し
ています。また、建物の新築や建て替えの際には区役所
戸籍課窓口でお渡ししています。
（戸籍課登録担当
  　800-2345　　800-2508）

0 0 神明台処分地スポーツ施設（泉区新橋町1553）
相鉄線三ツ境駅またはJR東海道本線戸塚駅東口より神奈
中バス（戸１７）で湘南泉病院バス停下車3分（駐車場はあり
ますが、できる限り公共交通機関をご利用ください。）

３月２５日（土） ９時～１５時（雨天中止）
場所

駐車場

階段

駐輪場
駐車場

駐車場

第２
軟式野球場

第１
軟式野球場

芝生広場 ミニ
サッカー場

サッカー場

多目的広場
（芝生）

自動販売機

自動販売機

至 湘南泉病院
入口信号

至 隼人高校 至 神明台処分地入口

湘南泉病院
バス停

湘南泉病院

ドングリの森
遊水池

高塚配水池

神明台
処分地

スポーツ施設
正面入口

スポーツ施設入口
（徒歩のみ） スポーツ施設

新橋側入口

管理事務所

神明台スポーツ施設エリア

会場
案内図

≪プログラム≫
みんなで考えるストップ！地球温暖化
ヨコハマ３R夢（分別釣りゲームなど）
リユースカップPRコーナーで飲み物を配布
少年サッカー・少年野球交流戦、グラウンドゴルフや小
学生が対象のタグラグビー体験などの体験コーナー、
ミニ電車、模擬店あり♪

住居番号表示板

街区表示板

・

・

・

・

・

・

・

区勢便覧「IZUMI 2017」

・

・

・

転居・転入手続の際にはマイナンバー通知カードとマイナンバーカード
（お持ちの方のみ）をお持ちください。
○

ス リ ム
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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
3月12日、4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
3月29日(水)①10時45分～11時10分
②11時20分～11時45分。0～3歳児と
保護者､各先着10組　　3月22日9時
30分から電話か窓口へ
◆小学生向け春休みおはなし会
3月30日（木）、4月5日（水）15時30分。
小学生（保護者同伴可）
◆土曜おはなし会
4月1日（土）14時。5歳以上（保護者同
伴可）

◆アロマヨガ教室
1日の終わりに、アロマを使って
ゆっくりとしたヨガでリラックス　
運動できる服装で。タオル、飲み物
持参。金曜日19時～19時50分。16歳
以上当日先着20人　　410円　

◆春からプレ弁当作り「おにぎらず
とボリュームサンドイッチ」
3月26日（日）9時30分～12時30分。小
学4年生～中学生先着20人　　500円
　 3月18日10時から電話か費用を
添えて窓口へ
◆ヨガでリラックス
3月29日(水)13時～14時。先着20人
　200円　　3月15日10時から電話
か費用を添えて窓口へ
◆吊るし雛をつくりましょう（全8回）
4月～12月の第4土曜（8月を除く）9
時30分～11時30分。初めて参加する
人抽選15人　　6,000円　　4月8日
10時に費用とともに窓口へ

◆行政書士相談（相続・契約等）
3月11日（土）9時30分 ～11時30分
◆お茶を楽しむ会
初心者も気軽に茶道を体験できます
3月11日（土）10時 ～15時　　300円
◆おもちゃの病院
目の前で壊れたおもちゃを分解、か
らくりを見せながら修理　3月18日
(土)10時 ～15時　　電話か直接窓
口へ
◆絵本だいすき！読み聞かせ
3月23日（木）11時 ～11時40分。幼児
と保護者
◆春休み映画館「ペット」
4月1日（土）10時30分～12時。小中学
生先着50人　　3月11日から電話か
直接窓口へ

◆おはなし会
3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
3月25日（土)14時～15時15分、先着
70人　　3月11日から、詳しくは問
合せを
◆ハツラツ健康体操（全10回）
4月8・22日、5月13・20日、6月3･17日、
7月8・22日、9月2・16日の土曜9時15
分～10時30分。先着50人  　3,000円
　3月18日10時30分から費用を添え
て窓口へ
◆脳トレ体操（各全8回）
4月14・21・28日、5月19・26日、6月9・
16・23日の金曜①10時～11時30分②
13時～14時30分。各抽選25人　　
　各1,900円　　各3月24日9時30分
に費用とともに窓口へ
◆親子でクッキング「おにぎらず」を
つくりましょう
4月15日（土）10時30分～13時30分。
小学生親子抽選12組　　500円　
　4月1日10時15分に費用とともに
窓口へ

◆ロビー展示
バードカービングサークル作品展示
3月11日（土）～4月13日（木）
◆子ども折り紙教室
3月11日（土）15時～17時。当日先着
20人（幼児は保護者同伴）
◆春休み子どもオセロ大会
3月30日（木）10時～13時。小学生以
下（一人でオセロができる子）先着
40人。※昼食・参加賞あり　　3月11
日10時から窓口へ

◆春休みゲーム大会
ストラックアウト、ボーリングゲーム
ほか。3月25日（土）10時～12時。当日
先着30人（3歳未満は保護者同伴）
◆ワクワク老後らくらく介護・相続
高齢者の財産管理、任意後見、公正証
書遺言の作り方・使い方・節税など。
講座後予約制の個別相談会あり。4
月27日（木）10時～11時30分。先着30
人　　3月11日午前9時から電話か
直接窓口へ

◆オペラを楽しむ
地元発掘：オペラ歌手沢崎恵美さん
4月10日（月）13時～13時40分。先着
50人　　3月23日午前10時から電話
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？
①4月10日（月）②11日（火）③24日
（月）④25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）　　3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ＦＡＸか窓口へ
◆フォンテ・ブラス 
金管アンサンブルによるコンサート
6月17日（土）14時～15時30分　
▽フォンテチケット　　1,800円　
　3月23日から電話か費用を添えて
窓口へ

◆キラキラテープでくるくるレイン
ボーを作ろう
3月11日（土）10時～12時　小学生以
下（未就学児は保護者同伴）先着20
人　　当日9時50分から窓口へ

※各60歳以上対象
◆日曜日は楽しく筋力アップ
3月12日（コア・コンディショニン
グ）・26日（ヒップホップ）、4月2日
（ファミリーバドミントン）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
電話か直接窓口へ
◆歌声ひろば
懐かしい歌、青春の歌を大きな声で
歌いましょう　3月27日(月)13時～
15時。当日先着80人
◆映画鑑賞会「伊豆の踊子」（昭和49年）
3月29日(水)13時～15時。当日先着
80人　
◆4月開講　趣味の教室
各抽選　
≪①重ね煮料理とお茶の会（全6回）≫
4月～9月の第1火曜13時～15時。8人
　 3,000円　
≪②男声コーラス（全12回）≫
4月～9月の第2・4木曜、13～15時。16
人　　500円
≪③トーンチャイム（全11回）≫
4月～9月の第2・4木曜、13時～14時
30分。16人　　500円
≪④陶芸教室（全12回）≫
4月～9月の第1・3土曜9時30分～15
時。16人　　1か月3,000円　
≪⑤優しいヨガ(全12回)≫
4月～9月の第2･4月曜15時15分～16
時30分。20人　　300円
≪⑥健康体操（全19回）≫
4月～9月の木曜（詳細は問合せを）
13時～14時30分。20人　　 　 
　 400円

≪⑦初心者のための卓球教室（全22回）≫
4月～9月の金曜（詳細は問合せを）
11時30分～13時30分。20人
　 800円
　 3月18日までに、①～④は往復は
がきに　・　・　・　・　を書いて送
付か返信用のはがきを持参して窓
口へ、⑤～⑦は返信用のはがきを持
参して窓口へ

◆竹の子まつり
4月9日（日）
＜竹の子掘り体験＞
9時30分から。小学生以下の子と家
族、先着20組　　1家族300円　
　 3月26日から電話で
＜竹の子・竹の子汁販売＞
10時30分から

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
3月21日、4月4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
各抽選
＜①ヨガ教室１（全10回）＞4月4日～
7月11日の火曜10時～11時30分。16
歳以上25人　　5,500円
＜②ピラティス＆有酸素運動1（全8
回）＞4月5日～7月12日の水曜10時～
11時30分。16歳以上25人　　4,400円
＜③おひさまクラブ１（全6回）＞4月5
日～5月17日の水曜14時～16時。3歳
以上の未就学児と保護者25組　　  
　 1組7,000円
＜④アウトドアクラブ１（全6回）＞4月
15日～6月24日の隔週の土曜10時～
12時。小学生と保護者12組　
　 1組6,000円
＜⑤ほのぼのファミリーキャンプ春＞
5月3日(祝・水)10時～4日(祝・木)11
時30分。8人以内の家族・グループ18
組　　5,400円、小学生4,800円、3歳
～未就学児3,300円、2歳まで500円
　 ①②③3月6日～20日、④3月13日
～3月27日、⑤4月3日～17日
※各日程等の詳細、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

さわざき めぐみ

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

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

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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