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次亜塩素酸
ナトリウム

トピックス

　ノロウイルスはあらゆる年齢の人に急性胃腸炎を起こす感染力の強いウイルスです。ノロウイルスに感染すると、おおむね
1～2日後に下痢、嘔吐、発熱などの症状が見られ、体調は1～2日で回復します。健康な人は症状が出ないこともありますが、抵
抗力が弱い乳幼児や高齢者では、重症化したり、嘔吐物を気管に詰まらせたりすることもあるので注意が必要です。

　二枚貝などの食品の場合は中心部まで十分に加熱して
食べましょう。
　調理器具類は熱湯で1分程度の加熱が有効です。

　感染後、回復してから症状がなくなった後も1週間から1か月間はウイルスが便に含まれることがあるため、
この間は手洗い等をしっかり行いましょう。

　調理の前、トイレの後、汚れたものを触った後などは
せっけんで手を洗いましょう。

手洗いや消毒の方法など詳しくは
嘔吐物の処理方法は映像でも確認できます（保土ケ谷区作成）

　嘔吐物で汚れた食器や床
などは塩素系漂白剤（成分：
次亜塩素酸ナトリウム）で消
毒しましょう。

　下痢や嘔吐などの症状が
ある場合は、食品に直接触れ
る作業は避けましょう。

生活衛生係　　800-2451　　800-2516

横浜市保健所　ノロウイルス 検索
実践で学ぶ嘔吐物処理 検索

おう

！ 注 意

指輪、時計等ははずす

タオルの共用は
避けましょう

流水でぬらし、せっ
けんを泡立てる

指先、爪の間を洗う

手のひらと甲を
こする（指先まで）

手首を洗う 流水でよく流す

指の間を洗う 親指をねじるよう
に洗う

清潔なタオルなど
で水分を拭き取る

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507個性豊かな案山子

30周年記念式典

　富士見が丘連合自治会は、7つの自治会・町内会、約2,800世帯から構成されています。
　昨年、富士見が丘連合自治会は30周年を迎え、記念式典を開催し、地域活動に貢献された方に感謝状を贈
呈するなど、盛大にお祝いをしました。
　富士見が丘連合自治会では、家内安全・交通安全を願う昔ながらの「どんど焼き」、健康づくりの一環としての

「新春マラソン＆ウオーキング」、そして、「案山子コンテスト」など、多彩な
イベントを開催し、地域交流を図り、絆を深めています。
　さらに、天王森泉公園に代表される豊かな自然があります。自然を守る
ために、活動を始めて20年となる「和泉川の清掃」、「環状4号線ハマロード
活動」などを行っています。
　富士見が丘地区は、ゆめが丘周辺の開発や旧深谷通信所跡地利用計画により大きく変わろうとしています。
40周年を迎えるためにも、地域が一体となって支え、住みやすいまちづくりを推進していきたいと考えてい
ますので、まちづくりに関心がある方は、ぜひ、わが富士見が丘地区にお越しください。

“絆、自助・近助・共助、輪” を大切にし住みよく明るいまちづくりを目指します！　
富士見が丘連合自治会　会長　八木  勇喜さん
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〒245-0024 和泉中央北五丁目1番1号
※10月23日住居表示の実施により所在地の表記が
　新しくなっています。（建物は移転していません）800-2506 8時45分～17時

800-2323泉区役所 ※戸籍課、保険年金課、こども家庭支援課の
　一部業務を行っています。9時～12時
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※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

マークの
見方

区民事業担当　　800-2392　　800-2507

健康づくり係
800-2445　　800-2516

　子どもにとって「絵本を読んでもらうこと」「昔話を聞くこと」は大変貴重な体験です。
　大人も「児童文学を楽しむこと」により心が豊かになります。泉区にキャンパスがあるフェ
リス女学院大学 付属図書館長 藤本朝巳教授をお招きして、児童文学のおもしろさや大切さ
をわかりやすく語っていただきます。
　お子さん、お孫さんと一緒に児童文学を楽しみましょう。

　エイズを引き起こすのはHIV（ヒト免疫不全ウイルス）と呼ばれるウイルスです。
　HIVに感染して治療しないでいると、徐々に免疫力が弱くなり、さまざまな病気にかかりやすくなり
ます。そして、普段ならかからないような病気を発症することをエイズ発症といいます。

11/21（火）10時～11時30分
泉区役所4階4ABC会議室
抽選80人（泉区在住者優先）。落選時のみ連絡します。
お子さん連れでの参加もできます。ただし、お子さんの席はご用意できません
ので、保護者の方の膝に乗せてご参加ください。また、会場内には保育サポート
（2人）を配置します。
メール・電話・FAXにて、氏名及び電話番号をお伝えください。
11月17日12時まで
　　  区民事業担当へ
iz-dokusho@city.yokohama.jp　　

問合せ　　電話番号　　ファクス番号
泉区マスコット
キャラクター いっずん

日　時
会　場
募　集

メール
申込み・問合せ先

申込方法
申込締切

■ HIVに感染してもすぐにエイズを発症するわけではありません

　HIV陽性者は感染の早期発見、治療の早期開始・継続によりエイズの発症を防ぐことができ、感染
していない人と同等の生活を送ることが期待できるようになりました。

横浜市のHIV（エイズ）検査・相談情報は、市の携帯サイトでも見ることができます。
※検査の実施場所については、横浜市ホームページでもご覧いただけます。

■ 治療薬・治療法は進歩しています

　皆さんがこのような情報を「UPDATE（更新）」して、HIV/エイズのイメージを現実に近づけてい
くことにより差別や偏見をなくし、より多くの人が検査や治療を受けることにつながるのです。

■ 改善している現状を「UPDATE！」

　HIVの検査は、無料・匿名で受けられます。
　感染の恐れがある日を特定できる場合は、その日から3か月経過してから検査を受けてください。

■ 大切なのは、感染の有無を知ることです

　11月は読書活動推進月間です。区役所１階区民ホール等にて、区内の図書貸出施設の紹介
や藤本教授が推薦する本の展示等を行います。展示日程及び展示内容や泉区の読書活動推進
事業については、泉区役所のホームページをご覧ください。

ふじ もと とも  み

テオドール・フォンターネ　文
ナニー・ホグロギアン　絵

藤本　朝巳　訳 【岩波書店　2006年】

レッドリボンは、
エイズに対する理解と
支援の象徴です

検査を
受けるずん！

フェリス女学院大学付属
図書館長　藤本 朝巳 教授

今年度のキャンペーンテーマ

泉区福祉保健センター
【要予約】

毎週月曜
9時～9時30分

健康づくり係
　 800-2445

● 結果は1週間後
● 希望者は、梅毒検査も受けられます。

会 場 日 時 申込み・問合せ 備 考

泉区　読書 検索

泉区　エイズ 検索

ア ッ プ デ ー ト
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泉土木事務所下水道・公園係　　800-2536　　800-2540

こども家庭係保育担当　　800-2413　　800-2513

泉消防署予防課　　・　 801-0119

［防災ライセンスリーダーについて］
危機管理担当　　800-2309　　800-2505
［消防団・家庭防災員について］
泉消防署　　・　801-0119

　皆さんに利用されるようになってから長い年月が経ち、施設の劣化
が見られる公園を対象に、リニューアル工事（遊具・舗装・ベンチの更新
改良や樹木の植え替え等）を実施しています。
　今年度は、いずみ台公園及び緑園須郷台公園で樹木や電気設備の更新
を含む再整備工事を行っているほか、和泉アカシア公園ほか4公園で
遊具等を更新する改良工事を実施する予定です。
　工事内容や公園が利用できない期間は、各公園に掲示しますのでご覧
ください。工事期間中はご不便をおかけしますが、安全で安心な公園に
するため、ご理解ご協力をお願いします。

※12時～13時は、長時間お待たせする場合があります
　ので、ご了承ください。

11月6日（月）まで
※当日消印有効（認定利用調整事務センター宛）
11月7日（火）～17日（金）平日8時45分～17時
（区役所2階210窓口）

◆認可保育所
　「泉の郷保育園なかだ」（新設） 中田南二丁目15街区内、定員62人
◆定員が増える園
　｢エンゼルおおぞら保育園｣　定員54人⇒80人　
◆認定こども園（幼保連携型）
　「泉ヶ丘幼稚園」　和泉が丘三丁目9-1
　「いづみ幼稚園」　和泉中央南四丁目17-36
　「なかよしこども園」　下和泉三丁目27-11
　｢明成幼稚園｣　上飯田町2422

●一次申請締切後は二次申請になります。
　　　　　　　　　平成30年1月4日(木)～2月9日(金)

詳しくは利用案内（区役所、区内認可保育所などで配布）、
区ホームページで

　地域では、町の防災組織の皆さんに日頃から防災・減災活動に取り組んで
もらっていますが、その他にも地域防災の担い手として、町の防災組織と連携
しながら、さまざまな立場で防災活動に取り組んでいる人たちがいます。
皆さんも防災の担い手となって、地域の防災活動に取り組んでみませんか。

11月24日（金）
13時30分～15時30分　(開場：13時)
泉区民文化センター テアトルフォンテ
(相鉄いずみ野線いずみ中央駅下車)
当日先着380人

■第一部　講演「男女共同参画の視点から考える地域の防災」
　　　　　講師　白藤 香織さん（（公財）横浜市男女共同参画推進協会）
■第二部　横浜市消防音楽隊の演奏

　地域防災拠点に備えている生活・
救助資機材の取扱講習を修了し、
「横浜防災ライセンス証」を取得
した人です。地域防災拠点での資
機材取扱いを始めとした防災活
動を担っています。

　仕事や学業、家事などをしながら、
災害その他の必要な時に活動する、
非常勤・特別職の地方公務員です。
平常時は、地域の皆さまへの防災
指導も行っています。市内に居住・
勤務・在学している満18歳以上の人
なら男女を問わず入団できます。

　自治会・町内会から推薦を受
け、防火・防災に関しての知識・技
術を身に付ける研修を受けた人
です。自ら、地域で行う防災活動
を企画するなど、地域防災の取組
を行っています。

明るく開放的になったいずみ台公園ログ
ハウス周辺。引き続き多目的広場などの
工事を実施します。

西洋風な雰囲気を漂わせる緑園須郷台
公園。石畳などこの公園の特徴を活か
したリニューアル工事を行っています。

昨年のいずみ防災講演会（消防音楽隊の演奏）の様子 横浜消防マスコット
キャラクター「ハマくん」

担い手 概  要

防災
ライセンス
リーダー

消防団員

家庭防災員

横浜市  泉消防団 検索

横浜市  家庭防災員 検索

横浜市  防災ライセンス 検索

平成30年度 保育所等利用申請の案内
一次申請期間

二次申請について

地域と事業所の

日　時
会　場

郵  送

窓  口

二次申請受付期間

定　員

しら ふじ か おり

演奏も聴きに
来てね！

新設、定員増、移行予定の保育所があります

泉区　保育所　申込み 検索
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子育て支援担当　　８００-２４４７　　８００-２５１３

　日々の子育てに悩みはつきものです。 子どもの個性はさまざまで、育っていく上でも「一人ひとりの道のり」があります。
　泉区ではどんな状況でも「孤立した子育て」にならないように、子育てを応援する仕組みを地域の皆さんとともにつくっています。
　妊娠に関することから18歳までの子どもの健やかな育ちを応援する泉区の仕組みの一部を紹介します。

　赤ちゃんを大切にしようという感情は、生まれな
がらのものではなく、赤ちゃんと実際に触れ合うこ
とで育っていくものだと分かってきました。泉区で
は赤ちゃんとのふれあい体験を進めています。

　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
人と場がつながるよう
に子育て支援ネット
ワーク連絡会を開催し
ています。

「泣きやまなくて嫌になってしまう。どうしたらいい？」
「子どもが言うことを聞かなくて、ついたたいてしまう。
やめようと思っているのに…」
「たたかれて育ってきたので、同じことを子どもにしてし
まうのではと心配」
「子育てを助けてくれる人がいなくて苦しい」　母子健康手帳をお渡しする時に「妊娠・出産・

子育てマイカレンダー」をお渡しして、妊娠中か
らの相談先や利用できるサービスを案内してい
ます。泉区の母子保健コーディネーター、助産
師、保健師がお話しさせていただきます。

　生後4か月ま
でに、地域の赤
ちゃん訪問員が
子育て情報を届
けます。

　助産師・保健師が赤ちゃんの生まれた家庭に訪問
します。赤ちゃんの体重測定、授乳や育児に関するこ
となどの相談・アドバイスを行います。

　お子さんの発育や発達を成長の節目で確認し、子育てを応援することが目的です。
育児に関する心配ごとの相談もお受けしています。受診できない人には電話などで
お子さんの様子を確認しています。

　初めての子育てをする保護者と
赤ちゃんのための集まりです。妊娠
中の人も参加できます。
　親子のふれあい遊び、保護者同
士の交流、子育てワンポイント講座
があります。

　就学前のお子さんの預け先に関する保護者の相談に応じ、保育サービス等についての情報を提供しています。

　乳幼児期から学齢期までのお子さんに関する相談を、教育相談員、学校カウンセラー、保育士、保健師等が
面接や電話でお受けします。（※学校カウンセラーへの相談は原則として予約制）

　ひとり親、障害のあるお子さん等の福祉に関する相談をケースワーカーがお受けします。また、女性福祉相談
では、配偶者や身近な人からの暴力、性暴力等の相談を専門の相談員がお受けします。

　妊娠中の人や赤ちゃんのお父さんが、妊娠・
出産・子育てについての基礎知識を学びます。
同じころに赤ちゃんが生ま
れる人が集まりますので、
同じ地域の友達をつくる
よいチャンスでもあります。

　小学生・中学生・高校生自身の相談や保護者が
気になっている悩み・不安など学齢期の子育てに
関する相談をお受けします。（子ども・家庭支援相談）
　子どもの健やかな成長を一緒に考えていき
ましょう。

新生児人形を使って、赤ちゃんのお世話を体験
（泉区子どもアドベンチャーで）

身近な場所で子育てに関するさまざまな取組を
しています。足を運んでみてください。

赤ちゃんに会って元気をもらっています 

子どものことを
「かわいいね！」と
言ってもらえると
うれしいです。

赤ちゃんや子どもた
ちの元気な姿を見る
と私たちも元気づけ
られます。

子育ても一段落した
し、何かお手伝いし
たいなあ･･･。

遊ぶ場所がいっぱい！
泉区でおおきくなるよ！

　「大きくなったかな？」
からだの発育や健康の
状態、首のすわり、ものを
見る力などを確認します

お父さんの妊婦体験

11月は
児童虐待防止月間です

特集

保育・教育コンシェルジュの相談　　800-2413

子ども・家庭支援相談　　800-2465

福祉制度の紹介など　　 800-2419

（対象：0歳児、妊婦／11会場）

　指さしなどのコミュニ
ケーションの方法や歩行
の様子、行動面などを確
認します

　言葉の理解や会話、生
活習慣の自立や社会性
の発達などを確認します

●服装、顔、髪の毛や手足が不衛生
●怒鳴り声や泣き声が頻繁に聞こえる
●原因がはっきりしないけがをしている
●家に帰りたがらない

●しつけと称して厳しくあたる(暴力・暴言)
●子どもを家に置いたまま出かけている
●登園・登校をさせない
●子どもの目の前で配偶者等に暴力・暴言がある

● 乳幼児健診の後に保健師が家庭訪問することもあります。
  お子さんの育ちの様子を、保護者とともに確認しています。  
  お子さんへの関わり方なども、ともに考えていきます。
● 言葉の遅れ、落ち着きがない
  など、お子さんの発達に関し
  て気がかりなことがある時に
  発達相談員が相談をお受け
  します。（予約制）

◆泉区役所こども家庭支援課
　月～金 8時45分～17時
　(祝日・年末年始除く）
　　　　　　　　　　　800ｰ2465
◆西部児童相談所
　月～金 8時45分～17時15分
　(祝日・年末年始除く）
　　　　　　　　　　　331ｰ5471
◆よこはま子ども虐待ホットライン
　24時間365日　フリーダイヤル
　 　　　　　　　0120ｰ805ｰ240

区役所へお電話を

上記の
いずれかにお電話を

子どもが出すサイン

保護者が出すサイン

横浜市こども虐待防止
キャラクター「キャッピー」
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■福祉保健活動団体の
　区民利用施設優先利用
中途障害者支援団体、子育てサロン、
健康づくり団体など地域と連携して
いる福祉保健活動団体を対象に、区
内の地区センター、コミュニティハ
ウスの優先利用登録（平成30年4月
～平成31年3月利用分）
　・　 11月16日～12月8日に申請
書（申込み先で配布）を事業企画担当
（区役所3階312窓口）へ　
　 800-2433　　800-2516

■泉区新年祝賀会
1月5日（金）12時30分～14時。
JA横浜みなみ総合センターで（駐車
場はありません）。
先着500人（手話通訳あり）
　 2,500円

　・　 11月30日までに費用を添え
て新年祝賀会実行委員会事務局（区
役所3階305窓口 庶務係）へ
　 800-2311　　800-2505

■泉区人権啓発講演会
12月8日（金）14時～16時、泉公会堂
で。先着600人（筆記通訳あり、保育
（2歳以上）希望の場合は11月22日
までに連絡を）。講師▶菊地幸夫さん
（弁護士・タレント）
　・　 11月13日～12月7日に電話
か　・　を書いてFAX、ホームページ
か直接庶務係（3階305窓口 庶務係）へ
　 800-2312
　 800-2505

■いきいきシルバー講座「エンディング
　ノートについての講演」～「今とこれ
　から」を生きるための終活～
泉区版エンディングノート「わたし
の人生計画帳」を来場者全員に配布。
12月15日（金）14時～15時30分
（開場13時30分）、区役所4階4ABC
会議室で。先着80人。
講師▶テレビ・ラジオ等でご活躍の
井上康子さん
　・　 11月13日～12月14日に電
話か　・　・　・年代を書いてFAXで
高齢者支援担当へ
　 800-2480
　 800-2513

■生活習慣改善相談（予約制）
〈食生活健康相談（栄養士）〉
11月28日（火）、12月5日（火）9時
～11時・13時30分～15時30分
〈生活習慣相談（保健師・栄養士）〉
11月17日（金）9時～11時
　 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〉
11月21日（火）9時～11時。
乳幼児の保護者
〈離乳食教室〉
11月21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

■和泉保育園で
【コアラひろば】
「クリスマスグッズを作ろう」
12月11日（月）10時～11時15分。
1歳～未就学児の子と保護者
▶持ち物：着替え、おむつ、タオル、
飲み物
　・　 11月27日から平日9時30分
～15時に電話で和泉保育園へ
　 803-1483　　803-1137

■肺がん検診（エックス線撮影）
12月7日（木）9時～10時。区役所で。
40歳以上（年度に1回）、50人
　 680円　　11月14日～12月5
日8時45分～17時に電話で

■胃がん検診（エックス線撮影）
1月9日（火）9時～。区役所で。40歳
以上（年度に1回）、40人　 1,570円
　 11月30日～12月21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。
　 前の週の金曜16時までに電話で

　いちょう団地地区では「みんな笑顔で支えあうまち」を目標に、
　「みんなが地域を知り、みんなで支えあっているまち」
　「みんなが活動の場に参加できるまち」
　「多文化が共生しているまち」
をめざして第3期泉区地域福祉保健計画を推進しています。
　近年、団地内では高齢化に伴い独居の家庭が年々増えてきています。
　いちょう団地地区社会福祉協議会は連合自治会や単位自治会及び各団体と
連携して、近所同士の支え合い、助け合い活動に重点を置き「孤立しない、さ
せない」地域づくりを進めていきたいと考えています。
　11月には、講演会と、いちょう団地地区で活動している団体の活動発表会
を予定しており、いちょう団地にお住まいの皆さまに福祉に関する情報提供
を計画しています。
　今後も、普段から向こう三軒両隣の話し合いができ、いざという時に助け
合えるような地域をめざして交流の場づくりなど、日々活動をすすめていきた
いと考えています。

■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〉11月15日の水曜、12月1日の金曜
〈1歳6か月児〉11月22日、12月6日の水曜
〈3歳児〉11月24日、12月8日の金曜

※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。11月30日（木）。
　・　 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）

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

泉区　人権尊重 検索

きく  ち ゆき  お

いのうえやす  こ

「みんな笑顔で支えあうまち」
いちょう団地

こんにちは Xin chao
ニイ  ハオ

（中国語） （ベトナム語）

シン　　　　シャオ

いちょう団地地区社会福祉協議会
会長　高野　淳さん

「いちょうサロン」
での小物作り

「福祉まつり」での
健康チェック

井上康子さん

元気の出るまち泉元気の出るまち泉
第3期泉区地域福祉保健計画

たか   の じゅん

募集・案内

健康・相談

講演・講座

子育て

●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

泉区役所からの
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

〒245-0024 和泉中央北5-1-1 泉区役所 ○○○係
※往復はがきでの申込みは、返信先も記載

マークの
見方 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
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乳幼児と保護者。　　100円
　 泉区子育てサロン運営委員会  矢田
　 kosodate_salon@yahoo.co.jp

◆泉睦会泉区中途障害者文化祭
11月20日（月）13時～22日（水）
15時。区役所1階区民ホールで。
　 泉睦会　石川　　801-8823

◆泉区ふれあいスポーツ
　ぷらっと気軽に！ファミリー
　バドミントン体験
バドミントンのルールや、ラケット
などをアレンジしたニュースポーツ
体験会。お一人での参加も歓迎。
12月3日（日）10時～14時。泉ス
ポーツセンターで。対象は区内在住・
在勤・在学の小学4年生以上。　　
　 区役所地域振興課内
泉区スポーツ推進委員連絡協議会
事務局
　 800-2395　　800-2507

◆瀬谷、大和のサバ神社を歩く
11月19日（日）10時～。相鉄線瀬
谷駅改札口集合。当日先着40人　
　 500円　　泉区歴史の会　石井
　 814-3331

◆泉区民弓道大会（和弓、男女別）
11月23日（祝・木）9時から受付。
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する人
。　1,000円（昼食代込）
　 11月15日までにはがきに　・
　・　・性別・段位を書いて泉区弓道
協会事務局（〒245-0004泉区領
家4-7-1）かＥメールで　　
　 　813-0230
 　izumikyudo@gmail.com

◆子育てサロン～いずみ中央会場～
毎月第2火曜。10時～11時30分。
泉ふれあいホームで。

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。詳細は各主催者へ問い合わせてください。

◆日曜おはなし会
11月12（日）14時～。4歳以上、
保護者同伴可

◆0・1・2・3歳のおはなし会
11月22日（水）①10時45分～11
時10分　
②11時20分～11時45分
0歳～3歳児とその保護者。各先着
10組
　 11月15日9時30分から電話
か窓口へ

◆土曜おはなし会
12月2日（土）14時～。5歳以上、
保護者同伴可

◆泉区読み聞かせ
　ボランティア交流会
12月6日（水）10時～12時
区内施設で読み聞かせや、読書関連
のボランティアをしている人。先着
20人
　 11月16日9時30分から電話
か窓口へ

　夏休みの時期を中心に、さまざまな行事を行いました。「夏休み連続お
はなし会」や「図書館探検隊」、「大人のためのおはなし会」など、多くの人
にご参加いただきました。
　このような参加型の行事のほかに、区民の皆さまの課題解決につながる
ようなテーマについて本を展示紹介し、貸出しも行っています。11月か
ら12月にかけての展示をご紹介します。

①「ハマに技あり 横浜マイスター」11月3日（祝・金）～11月26日（日）
　市民の生活・文化に寄与する優れた技能を持つ「横浜マイスター」と、横
浜発祥の職業や横浜の伝統工芸を紹介します。
②第45回「ヨコハマ・四季の緑」
　フォトコンテスト 受賞作品巡回展示
　12月1日（金）～12月14日（木）
　花と緑があふれる横浜の風景を捉えた
17作品のパネル展示です。
（（公財）横浜市緑の協会主催）
　泉図書館の1階ロビーで展示しますので、
お気軽にお越しください。

　2014年から開催している「スマートイルミネーションいずみ」。今年
のテーマは「光の森」。地蔵原の水辺に、毎年恒例となった「ひかりの実」を
はじめ、参加体験型のアート作品が集結します。

■開催日時
　12月2日（土）16時30分～19時30分
　※荒天の場合、翌3日（日）に順延
　※「ひかりの実」のみ12月6日（水）まで展示します。

■会場
　地蔵原の水辺（相鉄いずみ野線「いずみ中央駅」前）
■参加アーティスト
　髙橋匡太、Kino Iglu、食とものづくりスタジオ FERMENTほか

※天候により変更・中止する場合があります。
※実施の可否は横浜市コールセンターに当日午前8時以降
　にお問い合わせください。（　 664-2525）
※会場には駐車場・駐輪場がありません。公共交通機関を
　ご利用いただくか、近隣の有料駐車場・駐輪場をご利用
　ください。

泉図書館 〒245-0016 和泉町6207-5　 801-2251　 801-2256

移動図書館はまかぜ号
　巡回バスで本の貸出・返却・予約サービスをします。
　　　11月21日（火）、12月5日（火）　15時10分～16時
　　　緑園東公園　
　  横浜市中央図書館サービス課 　 262-0050

日時
場所

プログラム内容

★発表会は12時～13時に行われます。
★展示・イベント等の日時について特に記載のないものは、開庁日の開庁時間
　内に開催します。〈公共交通機関をご利用ください（駐車場は有料です）。〉

★11月16日（木）・17日（金）

★11月24日（金）
★12月4日（月）
★12月5日（火）

衣類のリユース
（受入れ）16日（木）10時～13時
　　　　17日（金）10時～11時
（配布）17日（金）10時～13時30分
読書活動紹介・展示、ハーモニカ演奏
朗読
ボサノバ演奏

区役所1階

ベーリックホール（中区）での
フォトコンテスト展示の様子

　802-2150 　 804-6042
泉区社会福祉協議会からのお知らせ泉区社会福祉協議会からのお知らせ

〈善意銀行〉
●泉区民謡連合会　●粕谷文雅　●キャンドル歌仲間愛好会　●泉区
シニアクラブ連合会女性委員会　●和泉中央地区社会福祉協議会（敬称
略）その他1人
　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。

スマートイルミネーションいずみスマートイルミネーションいずみ

泉区の子どもたちが描いた
笑顔が実る「ひかりの実」

光をあてるとしゃべりだす
「おしゃべりな森のきのこ」

★その他、体験型のアート作品が盛りだくさん★

詳しくはこちら

その場で描いた絵が
池の水面に映りこむ
「ふしぎの森の光る池」

photo：Reiko Kawaguchi

たか はしきょうた キ ノ ・ イ グ ル ー フ ァ ー メ ン ト

企画調整係　　800-2331　　800-2505

掲載については広報相談係へ
　800-2335　 800-2506

泉区あやめ通信 掲載基準 検索
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◆冬期定期教室
冬から体づくりを！大人向け23教
室、子ども向け12教室を開催
　 11月6日～25日、詳細は問合せを

◆親子リトミックと読み聞かせ
11月18日･12月9日の土曜13時～
14時。未就学児と保護者。上履き持参
◆子ども書道教室
12月17日（日）13時～16時。小学
生先着12人。汚れてもいい服装で。書道
道具、新聞紙持参　　200円　　12月
2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（火）10時～12時。先着
10人　　2,200円　　12月10日
9時から費用を添えて窓口へ

◆自分史の書き方教室（全3回）
11月25日、12月9日･16日の土曜。
10時～11時45分。先着15人
　 1,000円　　11月11日10時か
ら電話か費用を添えて窓口へ
◆バイオリンとピアノの姉妹デュオ
遠藤香奈子さん（東京都交響楽団首席
第2バイオリン）と遠藤和歌子さん
（ピアノ）の演奏　12月1日（金）10時
～11時。先着80人　　500円（日本赤
十字社へ全額寄附）　　11月17日
10時から電話か費用を添えて窓口へ
◆手作りみそ教室（全2回）
12月9日（土）14時～15時（豆洗
い）・10日（日）9時～13時。先着25
人　　3,200円　　11月25日10
時から費用を添えて窓口へ

◆行政書士相談（契約・相続等）
11月11日､12月9日の土曜9時30
分～11時30分
◆お茶を楽しむ会（茶道）
初心者も気軽に参加を　11月11日､12
月9日の土曜10時 ～15時　　各300円
◆絵本だいすき！パパも読み聞かせ
11月23日（祝・木）11時～11時40
分。幼児と保護者
◆おもちゃの病院
11月18日（土）10時～15時
　 11月17日までに電話か窓口へ
◆クリスマスから正月へ
　お得な着せ替えフラワーリース
11月25日（土）10時～12時。先着
15人　　2,200円　　11月11日～
20日に電話か費用を添えて窓口へ
◆クリスマスメニュー「りんごカラ
　メルソースのハンバーグ他4品」
12月2日（土）10時～12時50分。先
着15人　　1,500円　　11月12日
～25日に電話か費用を添えて窓口へ

◆ロビー展示 書道サークル作品
11月10日（金）～12月7日（木）
◆クリスマス☆スワッグ（壁飾り）作り
11月30日（木）10時～12時。抽選
15人　　2,000円　　11月16日
10時～10時15分に窓口へ
◆わくわく電子工作教室
LEDランプのキラキラデコレーション
ポット作り
12月2日（土）10時～11時30分。小
学生（低学年は保護者同伴）抽選20
人　　200円　　11月18日10時
～10時15分に窓口へ
◆ありがとうまつり
作品展示、体験コーナー。12月9日
（土）・10日（日）10時～14時。10日
は実技発表・模擬店も

◆人形劇ダンデライオン公演
6つの物語を公演
11月17日（金）10時30分～11時
30分。当日先着40組　
◆お楽しみクリスマス会・ビンゴ
　朗読劇「ジャックと豆の木」
12月9日（土）10時30分～13時。当日
先着40人（3歳未満は保護者同伴）　

◆おはなし会
11月14日（火）・17日（金）11時
◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
11月26日（日）14時～15時15分。
先着70人　　大人1,000円、中学生
300円（ドリンク付き）　　11月11日
から費用を添えて窓口へ。詳細は問合せを
◆クリスマス会「楽しいコンサート」
子どもにプレゼントあり。12月2日
（土）13時～14時30分。3歳～小学
4年生、当日先着200人。
◆カラオケ歌の祭典
12月4日（月）10時40分～15時。
◆ベビーとママのためのヨガ（全6回）
12月5日･19日､1月9日･23日､2月
6日・20日の火曜、10時～10時50
分。5か月～2歳6か月までの子と保護
者抽選8組　　3,000円　　11月21
日9時45分に費用とともに窓口へ
◆アートフラワーでクリスマスアレンジ
12月10日（日）10時～12時。抽選
15人　　3,000円　　11月19日
10時15分に費用とともに窓口へ
◆干支（戌）切り絵教室
12月12日（火）12時30分～15時。
抽選10人　　500円　　11月28
日10時15分に費用とともに窓口へ

◆げんきっこクリスマス
人形劇（ジャックと豆の木）、ビンゴ
12月10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、当日先着120人

※各60歳以上対象
◆歴史を学ぶ  坂本龍馬暗殺事件の謎
11月21日（火）10時～12時。抽選
30人　　100円　　11月6日～
18日に電話か窓口へ
◆歌声ひろば （当日先着80人）
11月27日（月）13時～15時。
◆映画鑑賞会「細雪」 （当日先着80人）
11月29日（水）13時～15時。
◆美人冷蔵庫 冷蔵庫の食材を食べきろう
11月30日（木）13時。抽選50人
　 100円　　11月6日～26日に電
話か窓口へ

◆天王森まつり
11月19日（日）10時から。天王森
鍋、焼き鳥ほか模擬店、抹茶席（200円）
◆春の七草竹鉢作り
12月17日（日）9時30分。先着20人
　 500円　　12月1日から窓口へ

◆松風まつり
模擬店、クイズラリーほか。11月12
日（日）10時～14時30分（模擬店は
13時30分まで）※公共交通機関の
利用を　　横浜市松風学園
　 802-0441　　803-4963
◆こども自然公園青少年
　野外活動センターで
〈クリスマスクラフト（ツリーまたは
リースを作ろう）〉12月3日（日）9時
30分～11時30分、13時～15時。各小
学3年生以上、抽選20人　　各800円
　 11月6日～20日　〈ファミリー
クッキング　餅つきA〉12月16日
（土）9時30分～13時。家族・グルー
プ抽選12組（50人）　　小学生以上
1,500円、3歳～未就学児1,100円、2
歳以下300円　　11月13日～27日
※各詳細、申込み方法は電話かホー
ムページで確認を
　 こども自然公園 青少年野外活動
センター　　811-8444　 812-5778

◆戸塚税務署から
【①事業者向け消費税の軽減税率制度
説明会】11月29日（水）10時30分～
12時、14時～15時30分。戸塚公会
堂（戸塚区戸塚町127）で　【②個人
事業者の決算説明会】12月7日（木）
13時30分～16時。泉区役所4階
4ABC会議室で 　  戸塚税務署　  863-
0011 ①軽減税率制度担当（内線
311）②個人課税第1部門（内線414）
【③税理士会による税務相談】11月
15日（水）10時～16時。JR戸塚駅地
下改札前特設会場　  東京地方税理
士会戸塚支部　 864-3300
◆県立境川遊水地公園で
　10周年記念 スタンプラリー
11月23 日（祝・木）～26日（日）9 
時 ～17時（26日は15時15分まで）
　 境川遊水地情報センター
　 805-0223　　805-3917

◆木目込み人形教室（全2回）　
12月2日･9日の土曜13時30分～
16時｡抽選10人　　3,000円
　 11月18日10時～10時15分に
費用とともに窓口へ

◆初めてのスマホ講座
11月29日（水）13時～14時30分。
先着20人　　11月15日10時から
電話か窓口へ
◆クリスマス会
人形劇団♪とんとん出演。プレゼントも
12月16日（土）10時～12時。先着
60人　　12月2日10時～11日に
電話か窓口へ

◆そよ風フェスタ
模擬店、展示、舞台発表、縁日ほか。
12月3日（日）9時50分～15時

※駐車場の用意はありません
◆スナッグルズ
　～お話ししてみませんか？～
主に発達障害があるお子さんの保護者
が悩みを分かち合ったり情報交換を
行う場　毎月第3木曜10時～12時
◆親子料理教室（餃子づくり）
11月19日（日）10時～13時。2歳～
小学生と保護者、先着15組。エプロン､
三角巾､手拭きタオル､上履き､飲み
物持参　　1人200円　　11月11
日～15日に電話か窓口へ

◆みんなあつまれ！かみしばい 秋
11月19日（日）11時～11時45分
◆ホールでグランドピアノを
　ひいてみませんか？
①12月11日（月）②12日（火）③13
日（水）①は10時～21時、②③は9時
～21時　　1枠1,800円（1時間）、
2枠3,000円（2時間）　　11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

◆オカリナアンサンブル
　「ラ カラファ」コンサート
3月8日（木）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

泉スポーツセンター 検索

こども自然公園青少年 検索

えんどう  か   な   こ

えんどう   わ    か    こ

え　 と いぬ

泉区 テアトルフォンテ 検索

ささめ

泉スポーツセンター
〒245-0006 西が岡3-11
　 813-7461　　813-7463

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1
　 813-3984　　813-3986

上飯田地域ケアプラザ
〒245-0018 上飯田町1338-1
　 802-8200　　802-6800

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

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

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

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300
　 ・　 804-5133

上飯田地区センター
〒245-0018 上飯田町3913-1
　 805-5188　　805-5189

●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
●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。施設からのお知らせ施設からのお知らせ

当月11日～翌月10日を目安にお知らせしています

ウェブページで情報配信中！泉区役所 横浜市泉区役所 検索

マークの
見方 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

そ の 他

新橋コミュニティハウス
〒245-0009 新橋町33-1
　 392-5538　　392-5548

いずみ中央地域ケアプラザ
〒245-0024 和泉中央北5-14-1
　 805-1700　　805-1798

中田コミュニティハウス
〒245-0014 中田南4-4-28
　 802-2244　　802-4960

下和泉地区センター
〒245-0022　和泉が丘1-26-1
　 805-0026　　805-0028

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