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泉区の いま
（平成29年3月1日現在）

人　口 153,624 人
世帯数 61,257 世帯

泉区マスコット
キャラクター　いっずん

　緑園地区では、小学生作文コンクールを毎年開催しています。テーマは「わたくしたちのふるさとこのまちを  しっかりとみらいにつなげよう」
です。平成28年度は、第６回を迎え、応募総数849点の中から、審査の結果54点が入選しました。
　１月７日（土）、緑園四丁目西の街ホールにて表彰式が開催され、入選者に賞状及
び記念品が授与されました。
　入選作品は、緑園地域交流センターに展示され、また、入選作品集にも収められ
ています。
　このコンクールでは、緑園東小学校及び緑園西小学校の各学区の児童を対象
として募集しており、緑園連合の他、新橋、中川、戸塚区名瀬の各連合自治会
町内会の協力のもと行われています。
　作品では、緑園、新橋、岡津、名瀬の「まち」の中で感じたことや、「地域の人々」
との関わりを通じて、気付いたことなどが自分の言葉で表現されていました。
　また、自分でできることに取り組むことを通して、自分も「まち」の一員として
関わっていきたいという思いが伝わってくる作品も多くありました。

泉土木事務所では道路・河川・公園など皆さんの生活に欠かせない施設の維持管理を行っています
（一部を除く）。これらの施設を安全にご利用していただけるよう、皆さまのご協力をお願いします。

地域で取り組む小学生作文コンクール 緑園地区活性化委員会 委員長　長谷川  幹夫さん
は せ が わ み き お

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

泉土木事務所管理係　　800-2532　　800-2540

６71-3789

作文の朗読入選作品集

土木事務所からのお願い

公園利用マナー
犬は必ずリードでつなぎましょう。
ふんは必ず持ち帰りましょう。
他人にけがをさせる恐れのある
危険な遊びはやめましょう。

◆

道路への越境木
車や歩行者が通行する際の支障
となり、交通事故等の原因になり
ます。道路に樹木等が出ないよう
にしましょう。

◆

水路敷で耕作などをするの
はやめましょう
水路敷は、草刈りや清掃、点検な
ど、水路の維持管理作業を行うた
めのスペースです。
作業の支障となるため、水路敷
で耕作などをするのはやめま
しょう。

◆

土木事務所からのお知らせ
◆泉区内の公園でフジが見ごろを迎えます！

◆第33回全国都市緑化よこはまフェア開催中◆

　区内の公園では23の公園に藤棚
があり、ゴールデンウィーク前後に見
ごろを迎えます。一般的にフジと言わ
れるのはノダフジですが、ヤマフジが
咲く公園もあります。
　ぜひ近くの公園に足をお運びくだ
さい。

上飯田向ケ原公園

内林公園

　山下公園をはじめとする「みなとガーデン」
と、横浜動物の森公園植物公園予定地の「里
山ガーデン」を会場として6月4日（日）まで
開催しています。
　区内においても、よこはまフェアと連携し、
立場駅ロータリーや下飯田駅前、四ツ谷湧水の
花壇でよこはまフェアをＰＲしています。

立場駅ロータリー

四ツ谷湧水 下飯田駅前

環境創造局全国都市緑化フェア推進課

０５０-５５４８-８６８６（ＮＴＴハローダイヤル）

６６３-００２７

◆イベントについての問合せ

◆事業についての問合せ

水路に物を置くのはやめま
しょう
ゲリラ豪雨など、大雨の際に水路
機能を阻害する可能性があります
ので、物置やプランターなどを水
路内に置くのはやめましょう。

◆
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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

　「子育てに本を」も最終回となりました。子どもはだいたい５歳く
らいから、長い絵本でもお話を楽しめるようになります。また、身
近な自然や科学を紹介した絵本にも興味を示すようになります。

　災害発生直後は、食料や水などの入手が困難になるため、あらかじめ非常食を備蓄しておくことが重要です。 
　備蓄方法の一つとしてローリングストック法があります。

区民事業担当　　　８００-2395　　　８００-2507

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

地域活動支援担当　　　800-2397　　　800-2507

戸籍課 2階201～204窓口　戸籍担当　　800-2341　　800-2508 保険係 2階205窓口　　　800-2428　　　800-2512

『はなのあなのはなし』
やぎゅうげんいちろう/さく　福音館書店

『ペレのあたらしいふく』
エルサ・ベスコフ/さく・え　福音館書店

毎月23日は市民読書の日 ～子育てに本を～ イーオといっずんの３Ｒ夢な暮らし
ス　  リ　　ム

　平成２８年の区内の交通事故件数は４０１件で、前年
から２１件減少しました。しかし、高齢者の事故は前年に
比べて増加しています。

　今月から、新入学児童・生徒、新入園児が学校や幼稚園・保育園に通い始めています。か
けがえのない命を守るため、まず大人が交通ルール・マナーを守り、子どものお手本になり
ましょう。

　住所異動や戸籍の届出の際、また、住民票や戸籍の証明書
などを請求するときは、手続をする人の本人確認資料の提示
が必要です。

　国民健康保険料は、６月から翌年３月まで、毎月納期限まで
に支払います。
　支払方法は、口座振替が原則です。
■口座振替の手続をされていない方へ

　口座からの引き落としは、口座振替手続後、１～２か月かかる場
合があります。今年度最初からの引き落としに間に合うように、早
目の手続をお願いします。

　平成28年10月から、ペイジー口座振替受付サービスが開始さ
れました。　
　区役所の窓口で依頼書を記入し、キャッシュカードを端末に読
み込ませ、暗証番号を入力するだけで手続が完了します。（この手
続では印鑑が不要となります）
　現在、手続ができる金融機関は、横浜銀行、ゆうちょ銀行、三菱
東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、横浜信
用金庫、川崎信用金庫です。

　なお、従来どおり各金融機関窓口や郵送
でも申し込むこともできますので、併せて
ご利用ください。

　混雑時には、１時間以上お待ちいただく場合があります。時
間に余裕をもってお越しください。

  「交通事故死ゼロを目指す日」「シートベルトの日」  「交通事故死ゼロを目指す日」「シートベルトの日」
平成28年交通事故件数

交　通　事　故
総　件　数

子ども（中学生以下）の事故
高齢者（65歳以上）の事故

件　数 前年比
４０１件 ２１件減少
３８件 ０
１５３件 ８件増加

死亡事故 ２件 １件減少

う　

ち

住所異動や戸籍の届出、
住民票などの請求には

本人確認資料をお持ちください

国民健康保険
保険料納付は口座振替で！

≪手続をする人の本人確認資料≫

「春「春の全国交通安全運動」期間全国交通安全運動」期間「春の全国交通安全運動」期間

証明書の種類 具体例 提示

A

B

C

官公署が発行
した、顔写真付
きの証明書

官公署が発行
した、顔写真な
しの証明書

官公署以外が
発行した顔写真
付きの証明書

自動車運転免許証、パスポート、
マイナンバーカード、住民基本
台帳カード、特別永住者証明書、
在留カードなど

健康保険証、年金手帳、介護保
険被保険者証など（民間企業等
が発行した健康保険証も可）

社員証、学生証など

いずれか一つ

次のいずれか

Ｂのいずれ
か二つ

ＢとＣの一つ
ずつ

口座振替のメリット
●納め忘れがない。
●金融機関等に出かける手間がかからない。

通帳またはカード、通帳届出印、国民健康保険証《手続に必要なもの》

○○ ○○
○様

『1ねん1くみの1にち』
川島敏生／写真・文　アリス館

　『はなのあなのはなし』は水に潜る動
物の鼻のしくみや、人間の鼻のしくみ、
鼻水や鼻クソ、鼻血の謎までとてもユー
モラスに説明してくれる絵本です。

　『ペレのあたらしいふく』は男の子の
ペレが、飼っている自分の子羊の毛か
ら、自分の服を作るお話です。羊の毛を
すいて糸にして布を織って・・・。小さな
ペレはどうやって服を作るのでしょう
か？

　『１ねん１くみの１にち』はある小学校の
１年１組の１日を紹介した写真絵本です。
　１年生になると、どんなことをするの
かな？学校ってどんなところ？この本を
読めば安心して１年生になれますね。

　この３冊は泉図書館に用意してあり
ます。もう一人で読めるかな？と思って
もぜひ一緒に読んでみてください。本
はきっと子育てを助けてくれると思い
ます。

非常食のローリングストックを !

資源化推進担当　　　800-2398　　　800-2507

せん定した草や枝は重くて、
ごみを出すことが大変だずん。
いい方法はない？

水分が減ることで、焼却時の
エネルギーも減って、環境に
も優しいね！

おすすめは、ビニール袋の
口を１か所留める方法だよ。
　　 十分に乾燥し、草木も
　　 飛びにくくなるよ！

せん定した草や木は袋の
口を開けて２日間乾燥さ
せることで、重量が
　　　 約40％も減少し
　　　 ごみ出しも楽に
　　　　　　なるよ！

草や枝には多くの水分が
含まれているから、重くなって
　　しまうよ。
　　そんな時のいい方法が
　　あるから覚えてね！

せん定直後
こんなに青々し
ていた葉が…

２日後
乾燥してこんな
に茶色に！

ローリングストック法

　普段から少し多めに食料を購入しておき、日常生活の中で消費し
たら、消費した分だけを新たに買い足していくことを繰り返し、常に一
定量の食料を家庭に備蓄しておく方法です。

●常に新しい非常食が備蓄されます。
●普段から食べているものを災害時にも食べられます。
●消費期限の短いものも非常食にでき、非常食の種類が増えます。

備蓄する量の目安は最低３日分です。
災害発生直後は、保存がきく非常食よりも先に、冷蔵庫にあるもの
から食べましょう。

●
●

メリット

ポイント

■４月６日から１５日までは、

■４月10日は、

「ヨコハマ3R夢」
マスコット  イーオ

①まとめて購入する。
　追加で購入する。

④先に購入した
　ものから
　使いましょう！

②少なくなったら

③追加して購入

ローリングストック
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特集

　自治会町内会では、「顔の見
える」関係づくりのきっかけや
「地域の親睦」を図るために、多
くのおまつりやイベントを
行っています。
　イベントの交通整理やごみ
の処理など、自治会町内会で細
部にわたり運営しています。

地域振興課　　800-2391　　800-2507

あなたの住む町の自治会町内会活動をご存知ですか？
　自分たちの住む町で快適に暮らしていくためには、お互いに地域のことを考え、協力していくことが大切です。特に災害などの「もしも」の時
に、ご近所同士お互いに知っている関係であれば、より円滑な助け合いにつながります。地域の問題解決や住民相互の親睦など、自治会町内会が
住みやすい町づくりを目指して行うさまざまな活動は、この『顔の見える関係』を築く、良いきっかけとなっています。
　自治会町内会活動に「あまり興味がない」「忙しくてとても参加できない」といった皆さんも、ぜひ、できる事から始めて、皆さんとの『顔の見え
る』関係づくりを始めてみませんか。

自治会町内会自治会町内会ってどんなことをしているの？ってどんなことをしているの？自治会町内会自治会町内会ってどんなことをしているの？ってどんなことをしているの？

防犯・防災
環境・美化

親　睦

●防犯パトロール
●交通安全対策
●防災訓練
●防犯灯の維持・管理
　など

●おまつり
●運動会、マラソン大会
●文化祭、サークル活動
　 　　　　　　　　など

＜防犯灯ＬＥＤ化への取組＞
　自治会町内会で維持管理している防犯灯のうち、一定の条件を満た
すものについて、横浜市では、ＬＥＤ灯への交換を進めています。交換
した防犯灯は横浜市が直接管理を行いますが、日常の点灯状況の確認
や、自治会町内会で所有する防犯灯については、引き続き維持管理をお
願いしています。

　本市で昨年（平成28年度）実施した自治会町内会アンケートでは、運営上の課題と
して、「役員のなり手が少ない」（80.7%）、「会員の高齢化」(64.7%)などがあげられ
ています。これからの自治会町内会を担う若い世代の参加が求められています。

　泉区はとても住み良い町です。「泉区民ふれあいまつり」や「泉区駅伝大会」、自
治会町内会主催のおまつりなど、さまざまな行事が行われており、子どもたちも
一緒に楽しんで参加しています。この地で生まれ育った子
どもたちは、ここが「心のふるさと」となります。この泉区
が、どこにいても子どもたちにとって「懐かしく、誇らしく
伝え語られる郷土」になるように、地域の方々は努力してい
ます。私もこの地に住んで45年になりますが、引っ越され
て来た方がすぐにとけ込める温かさがあります。
　「出会いを大切に」し、自治会町内会に加入して、「安全で
安心に暮らせる町づくり」に一緒に取り組んでみませんか。

社会福祉活動

　自治会町内会では、民生委員・児童委員などと協力して、住み慣れた地
域で安心して暮らせるように、高齢者や児童の見守り活動などの社会福
祉活動を行っています。

●高齢者・児童見守り活動
●給食会、訪問活動
●健康増進活動、
　ウオーキング など

情報伝達

＜ホームページで情報発信＞
　泉区連合自治会町内会長会のホームページでは、現在、12連合と28
の自治会町内会が情報発信を行っています。お住いの地域の情報を探
してみてください。

●掲示板・回覧版による
　情報発信
●広報紙の作成　など

自治会町内会アンケートでは

調査報告書は下記ホームページでご覧いただけます。

自治会町内会加入に関するお問合せ先
泉区連合自治会町内会長会事務局
〒245-0016 横浜市泉区和泉町4636-2
（泉区役所地域振興課内）
泉区連合自治会町内会長会

平成28年度横浜市自治会町内会アンケート

0 20 40 60 80 100
（％）運営上の課題（平成28年度横浜市自治会町内会アンケートから）

役員のなり手が少ない

会員の高齢化

特定の会員しか運営、
行事に関わらない

行政からの依頼事項が多い

行事（まつり等）の参加者が少ない

未加入世帯の増加

その他

80.7%

64.7%

37.8%

32.7%

22.8%

18.3%

46.9%

自治会町内会への加入のススメ自治会町内会への加入のススメ自治会町内会への加入のススメ

泉区連合自治会町内会長会　日並　勇会長
ひなみ　　いさむ

※上記は活動の一例です。自治会町内会では、それぞれの実情に合わせてさまざまな活動を行っています。

＜泉区におけるごみ量の状況＞
　地域でのヨコハマ３Ｒ夢プランの取組により、平成27年度比較で、
ごみと資源の総排出量が一日あたり約1.5トン減量しています。
（平成28年11月現在）

み
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な
で
力
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域
を
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く
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防犯パトロールパトロロトロロートローローローールロールトロローールールールーールル

防犯パトロール
防犯パトロール

防犯パトロール

●地域清掃活動
●資源集団回収
●ごみ集積場所の維持・管理
●ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進

ス 　 リ 　 ム

など
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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

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

　２月１８日に行われた中田中学校地域防災拠点での講座では、土
曜日の夜にもかかわらず中田町会館に４町会の皆さんが集まり、関
心の高さがうかがえました。参加者からは、「避難所で目の前に障害
のある方がいたら、どう声をかけ、何をして良いのか分からずにい
たが、今日の話を聞いて、普段からご近所づきあいをしていれば、身構える必要もないし、
気軽に接することができますね。」と感想をいただきました。
　他の連合自治会の方も、大規模災害が来る前に、私たちの出前講座で、障害のある方との
避難所生活を考えてみませんか？

■29年度泉区人財バンク冊子の
配布
泉区で活動している講師やサーク
ルの情報を掲載。4月21日からいず
み区民活動支援センターで配布。
　 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

■公証相談(予約制)の開催日変更
4月から月1回に。公証人が法的効力
のある文書（公正証書）作成をアド
バイス（遺言、遺産分割協議書、離婚
協議書、任意後見契約など）　毎月
第２火曜日13時～16時（1人30分ま
で）。区内在住・在勤の人先着6人　
　 電話か窓口へ　　広報相談係
（区役所１階101窓口）
　 800-2337　　800-2506

　４月上旬に送付する「固定資産税・都市計画税（土地・家屋）
納税通知書」に、課税明細書が添付されています。
　この明細書では、課税されている土地・家屋の所在・地番・価格
などを確認できますので、ぜひご覧ください。

※区内に保有する資産が多い場合は、課税明細書のみを別に郵送して
　います。

■いずみ相模凧揚げ会
子どもの健やかな成長を願って。5
月5日(祝・金)14時～16時。天王森
泉館付近の田んぼで。見学可、凧揚
げ体験あり　※雨天、強風時中止
※駐車場なし　※当日の連絡は相
模凧いずみ保存会（　777-4156）へ
　 区民事業担当
　 800-2395　　800-2507

■農作業体験講座（落花生の植付け）
泉区の農への理解を深めてもらうた
め、援農ボランティアのサポートにより
区内の畑（いずみ中央駅から徒歩15
分）で植付け体験を実施。秋には収穫
作業も予定。（収穫は別途参加者募集）
5月20日（土）（雨天時は21日（日）に
順延）10時～12時。先着30人　　 
　 300円　

健康・相談

募集・案内 イベント

講演・講座

子育て

■生活習慣改善相談（予約制）
≪食生活健康相談（栄養士）≫
4月25日(火)9時～11時、13時30分
～15時30分≪生活習慣相談（保健
師）≫4月14日(金) 13時30分～15
時30分、5月9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）
4月18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4月17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。
　前の週の金曜16時までに電話で

■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＞
4月12日､4月26日の水曜
＜1歳6か月児＞
4月19日､5月10日の水曜
＜3歳児＞
4月21日（金）
※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）

～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

中田連合地区経営委員会 福祉保健検討部会 障がい者施設交流班 班長     牧  信宏さん
まき のぶ  ひろ

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

　中田連合地区経営委員会　福祉保健検討部会　障がい者施設交流班は、地域の方と障害のある方との
共生を検討してきました。今年度は、地域防災拠点を中心に、大規模災害時に地域の方と障害のある方が
少しでも安心して避難所生活を送れるよう、障害特性や関わり方の理解を深めるため出前講座を始めまし
た。講座は、作業所等の通所者やその家族、職員が担い手となり行いました。各防災拠点に出向き、コミュニ
ケーションボードの活用方法や、障害のある方等で「配慮が必要な人」は黄色、「支援できる人」は緑のもの
を身に着けようという取組をスライドを使いながら、分かりやすく説明しています。

地域防災拠点を中心に出前講座を開催

固定資産税・都市計画税
～課税明細書の確認を～

泉消防署からのお知らせ

　　  4月17日９時から電話かＦＡＸ
で企画調整係へ
　 800-2331　　800-2505

■和泉保育園で
【コアラひろば】
おもちゃづくりを楽しもう　5月

8日(月)10時～11時15分。1歳～未
就学児と保護者
　　  4月24日からの9時30分～15
時に電話で和泉保育園へ（土・日・
祝日を除く）
　 803-1483　　803-1137

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

4月14日(金)8時45分～17時 市民防災の日ＰＲ

802-2150　　　804-6042
＜善意銀行＞
○イトーヨーカドー労働組合立場支部（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

●

<公共交通機関をご利用ください（駐車場は有料です）>

◆野草の天ぷら作り
4月15日(土)９時30分弥生台駅集
合（荒天中止）　▼持ち物　ビ
ニール袋、米0.5カップ　　300円
　　  4月14日までに、電話かFAX
で自然の学校野遊び塾　翠川へ
　　  803-9969
◆着付けの教室（全24回）
お手持ちの着物で基礎から  4月
21日からの金曜（月2回）9時45分
～11時45分。泉公会堂で。先着
10人　　1か月1,000円
　　  4月11日から電話で着物サー
クル  福田へ　 　871-7194（夜間）
◆歴史と潮風の街・浦賀を訪ねる
4月23日(日)10時京急浦賀駅改札
口集合、雨天中止。当日先着50人
　 500円      泉区歴史の会  石井 
　 814-3331
◆春季バスケットボール大会
（全5回）
（一般の部）（シニアの部）
4月30日（日）から5月末まで。泉
スポーツセンターほかで。先着
40組　　8,000円　　4月15日ま
でに　・　・　・チーム名を書い

てFAXでバスケット協会鈴木へ
　 電話で申込先へ
　　   851-7960
◆泉区民弓道教室（全12回）
5月13日～7月29日の土曜、9時～
12時（7月15日・22日は11時～13
時）。泉スポーツセンターで。区
内在住・在勤・在学か、区内道場
に所属している人、抽選16人程
度　　5,000円
　　   5月5日までに、　・　・　・
年齢・性別・職業を書いて、往復
はがきかＥメールで、泉区弓道協
会事務局（〒245-0004泉区領家
4-7-1）へ　　813-0230　
　 izumikyudo@gmail.com
◆泉区健康ウオーク
三島散策（三島大社等）後、沼津
港へ。5月14日(日)6時45分区役所
集合、雨天決行（往復バス利用）。
先着80人　　5,500円　　4月22
日9時～10時に費用を添えて区
役所1階ロビーへ　　泉区レクリ
エーション協会　小野　
　 090-3008-5933

住所に変更がある場合又は名前の表記が違う場合
年内に土地の利用状況を変更した場合又はその予定が
ある場合
年内に家屋の取壊し、新築、増築をした場合又はその予
定がある場合

●
●

●

納税通知書 課税明細書

市救急出場件数は 187,491件で 過去最多
過去最多の平成27年より9,147件（5.1％）増加

搬送人員も163,814人で過去最多
前年と比べて8,606人増加
１日あたりの平均出場件数は512件で前年比23件増加
２分49秒に１回救急車が出場
（平成27年は２分57秒に１回出場）
※泉区の救急出場件数も6,789件と前年より113件増加

●

●

●
●

　市救急出場件数は、平成29年2月22日現在30,214件、
昨年同期は27,729件と2,485件（9%）増加しています。
　特に月曜日の午前中の救急出場が急増しています。

予防救急とは、救急事故等の原因を分析し、その予防対策を皆さんにお知らせすることにより、けがの予防や、事故の未然防止につなげ
ていただくことです。
＊

平成29年も横浜市救急出場件数急増中！！

横浜消防マスコットキャラクター
「ハマくん」
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出場件数 搬送人員

過去10年間の横浜市救急出場件数の推移

平成28年中救急状況

急病
交通事故
一般負傷
その他

187,491
126,944
11,486
32,603
16,458

178,344
119,394
11,584
30,977
16,389

9,147
7,550
△ 98
1,626
69

6,789
4,650
413
1,141
585

6,676
4,443
464
1,125
644

113
207
△ 51
16

△ 59

平成28年 平成27年 増  △減 平成28年 平成27年 増  △減
救急件数

種　

別

横浜市 泉　区
平成28年1月1日～平成28年12月31日

区分（件）
年

救急車を呼ぶか迷ったら･･･

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

医療従事者が相談に応じます

緊急に救急車が必要なときは
年 中 無 休
2 4 時 間 対応

泉消防署予防課　　　    　801-0119・

♯ 7 1 1 9

1 1 9
中田中学校地域防災拠点での出前講座

コミュニケーションボード

～障害者理解を広めるために～

次の場合は、同封の  変更届出  用紙で連絡してください

救急件数増大中!! 平成28年の横浜市救急出場件数・搬送人員が過去最多に

泉消防署は、予防救急を推進します

シャープ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

土地担当 　　800-2363
家屋担当 　　800-2365　　　

800-2509

●　　　　　　　　平成29（2017）年 4月号　／　泉区版10 泉区版　／ 　　　　　　　 平成29（2017）年 4 月号　●11

救急車？

　　病院？

たこ



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
4月26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
　 4月19日9時30分から電話か窓
口へ
◆土曜おはなし会
5月6日(土)14時。5歳以上（保護者同
伴可）
◆大人のためのおはなし会
5月9日（火）10時30分～12時。先着30
人。
　 4月19日9時30分から電話か窓
口へ
◆親子で楽しむわらべうた（全5回）
5月19日～10月20日の第3金曜（8月
を除く）10時30分～11時。1歳6か月
までの子と保護者、先着10組
　 4月28日9時30分から電話か窓口へ

◆4月から始まる新しい当日受付教室
ボディバランスヨガ（月曜）10時～10
時50分
ボディシェイプ＆リラックス（火曜）10
時～10時50分
ピラティス（金曜）10時～10時50分
カラダすっきりパワーヨガ（土曜）12
時～12時50分
　 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
4月15日（土）13時～14時30分
未就学児と保護者、上履持参
◆健康ウオーキング講座
4月22日（土）9時30分～10時45分。先
着40人、室内履きと運動しやすい服
装を　
　 4月11日9時から電話か窓口へ
◆ハワイアンコンサート
4月30日（日）12時30分～14時。先着
30人（小学生同伴可）　　200円（同
伴する小学生は無料）
　 4月15日9時から費用を添えて窓
口へ
◆初めての茶道教室（全2回）
5月6日・20日の土曜9時30分～11時
30分。先着10人　　1,000円
▷持ち物：靴下、ふくさ、扇子（持って
いる人）
　 4月29日9時から費用を添えて窓
口へ
◆初心者そば打ち教室
5月14日（日）9時30分～13時30分。先
着10人　　1,200円
▷持ち物：タオル、エプロン他
　 4月30日9時から費用を添えて窓
口へ

◆子どもと大人の書道教室（全6回）
4月25日、5月9日・23日、6月13日・27
日、7月11日の火曜15時30分～17時。
先着15人　　1,800円
　 4月11日10時から電話か窓口へ
◆スローエアロビックと筋力アップ
（全8回）
4月26日、5月10日・24日、6月14日・28
日、7月12日・26日、8月9日の水曜10時
～11時15分。先着20人　　2,400円
　 4月12日10時から電話か窓口へ

◆男のイタリアン「手ごね本格生パスタ」
4月22日（土）10時～12時40分、男性、
先着12人　　1,800円
　 4月11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
4月27日（木）11時～11時40分。幼児
と保護者
◆「ママありがとう」プリザーブドフラワー
5月7日（日）10時～11時30分。小・中
学生、先着20人　　800円
　 4月11日～30日に電話か費用を
添えて窓口へ
◆親子でリトミック（前期・全5回）
5月16日～9月19日の第3火曜9時30
分～10時30分。平成26年1月～27年9
月に生まれた子と保護者、抽選35組
　 200円　　4月28日（必着）まで
に・　・　・親子の名（子のふりがな
も）と子の生年月日・性別を書いて
往復はがきで
◆おもちゃの病院
5月20日（土）10時～15時。先着20人
　 4月11日～5月19日に電話か窓口へ

◆おはなし会
4月11日（火）・21日（金）、5月9日（火）
11時～。
◆クラシックコンサートと音楽アラ
カルト
4月22日(土)14時～15時15分、先着
70人
▷チケット　ドリンク付、1,000円（当
日券1,200円）、中学生300円（当日券
500円）
　 4月11日から窓口で
◆こどもの日の集い
4月29日(祝・土)10時～12時。小学生
までの子。先着200人
　 4月15日10時から窓口へ
◆ホタル観察隊（全2回）
5月14日（日）10時～11時30分、6月10
日（土）19時～20時（保護者同伴）、
小学生、先着30人。
　 4月29日10時から窓口へ
◆こども用品のリユースマーケット
5月28日（日）10時～13時、抽選30区
画。　　１区画500円
　 4月28日10時15分から窓口へ

◆母の日のアートフラワーバスケット
5月13日（土）13時30分～14時30分。
小学生、先着15人　　500円
▷持ち物：作品を入れるための紙袋
　 4月16日～30日に電話か窓口へ

◆おはなし会
4月13日（木）11時～11時30分。幼児
と保護者
◆俳句ロビー展示
4月19日（水）～5月14日（日）
◆初心者向け書道教室（全6回）
4月25日、5月9日・23日、6月13日・27
日、7月11日の火曜14時～15時30分。
抽選16人　　2,000円
　 4月18日10時～10時15分に窓口へ
◆子ども折り紙教室
5月6日（土）15時～17時。当日先着20人

◆親子遊びと友だちづくりのサロン
4月21日～平成30年3月16日の第3金
曜10時30分～11時30分。各先着40組。
　 各1組100円
　 費用を添えて窓口へ
◆中学英語入門教室（全47回）
4月15日～平成30年3月24日の土曜
（休館日・館行事日・年末年始を除く）
10時～11時30分。小学5・6年生（保護
者の同意書が必要）、先着12人。
　 各回100円
　 4月11日から窓口へ

◆ベビーマッサージ＆産後ママケア
（全2回）
5月18日、6月15日の木曜10時～11
時。2～7か月の子と母親、先着12組
　 4月12日から電話か窓口へ

◆絵手紙教室（全6回）
5月8日～10月9日の第2月曜10時～
11時30分。初心者、抽選10人　　　
　 2,000円（筆希望者は別途実費）
　 4月24日10時～10時15分に費用
とともに窓口へ

◆あそびつくそう！フォンテ・フェス
タ2017
4月29日（祝・土）10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？
①5月11日（木）②12日（金）③29日
（月）④30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）　　4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
◆お笑いふぉんて
7月12日（水）14時～15時。フォンテ
チケット　　700円　
　 電話か窓口へ

各60歳以上が対象
◆なごみの広場～ギター・ハーモニ
カ演奏～
4月13日（木）10時～11時30分。　　
　 100円
◆日曜日は楽しく筋力アップ！
4月23日（ヒップホップ）、5月7日（ファ
ミリーバドミントン）、5月14日（コ
ア・コンディショニング）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「舟徳」「野ざらし」「時そば」
4月26日（水）13時～15時。当日先着
80人
◆みんなで歩こう～ノルディックウ
オーキング～
5月20日（土）9時30分～12時。抽選30人
　 100円
　 5月1日～17日に電話か窓口へ

◆春の野鳥観察会
5月14日（日）9時30分～12時。　
▷持ち物：持っている人は双眼鏡・
望遠鏡など
　 4月29日から電話で

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。
4月18日（火）、5月2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
＜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。保護者を含む8人以内の家
族やグループ、抽選18組（70人程度）。
　 0～2歳500円、3歳～未就学児
3,300円、小学生4,800円、中学生以上
5,400円　　 4月3日～17日
＜アロマ教室＞
5月19日（金）10時30分～12時。
16歳以上の女性、抽選10人。
　 2,000円　　4月17日～5月1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
こども自然公園青少年

泉スポーツセンター

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・

〒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

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