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開庁日
月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

8時45分～17時
第2・4土曜日
9時～12時

※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。

トピックス…………………………………
泉区役所掲示板………………………
泉区役所からのお知らせ ほか……
施設からのお知らせ……………………

平成30年度 泉区内で実施する主な事業…
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～「キャッシュカードを預かります」には気をつけて！～

子どものフッ素塗布と歯科相談
むし歯予防の話、
保護者の歯科健診も

　平成29年中に発生した振り込め詐欺被害では、お金を振り込ませたり、直接お金をだまし取ったりする手口だけでなく、言葉巧みに暗
証番号を聞き出し、キャッシュカードをだまし取る「キャッシュカード手渡し型」といった手口が急増しています。
　次のような不審電話がかかってきたときは、詐欺を疑い、必ず家族や警察に相談しましょう。(泉警察署　 805-0110)

警察官かたり 還付金名目デパートかたり

事前に申込みが必要な催し

14時～15時

対　象 歯が生えている未就学児、
抽選200人

申込み 5月30日（消印有効）までに、住所・保護者と子の名
前・子の年齢・電話番号を書いて往復はがき（1世帯
1通）か、ホームページの応募フォーム
から健康づくり係へ
泉区　健康づくり　子どものフッ素

●お薬・禁煙相談
●健康相談

当日参加が可能な催し
体験・情報コーナー

相談コーナー
6月5日(火)
　～6月7日(木)
8時45分～17時
（6月7日は15時まで）

パネル展示

●健康チェック
　①体組成計測　　10時～15時
　②血管年齢測定　10時～15時
　③肺年齢測定　　10時～12時、13時～15時
●歯科コーナー（口臭チェック、むし歯クイズ）
●野菜350グラム測定ゲーム
●野菜釣りゲーム（子ども向け）

健康づくり係　　800-2445　　800-2516泉区マスコットキャラクター
いっずん

（スマートフォン用）

泉区内の
平成29年中の
被害状況

約1億3,500万円（未遂2件） 被害額件数50件

銀行協会職員・金融庁職員・警察官などになりすまして訪問し、キャッシュカードをだまし取ります!

「詐欺グループを捕まえたら、持っていた
名簿にあなたの名前がありました」
「あなたのカードが偽造されて不正利用
されています」

「警察官」を装った 犯人 から

「還付金があります」
「今日が期限なので取引銀行を教えてください」
「銀行から連絡があります」

「役所の職員」を装った 犯人 から

「あなたのカードを使って買い物をしている人がいます」

「デパートの社員」を装った 犯人 から

区内の詐欺被害防止に向けて、泉区役所と泉警察署が連携しながら、区内70歳以上の
高齢者世帯（約２万世帯）に、電話機に貼付する手形POPを配付していきます。

うち、キャッシュカード
手渡し型の被害 約1,400万円件数13件 被害額

トピックス

「古いカードなので、手続ができません。
新しいカードに交換します」
「カードを渡していただければ、こちらで
手続します」
「手続に必要なので暗証番号を教えてください」

「金融機関の職員」
装った 犯人 から

を

「あなたのカードが被害にあっているようなので、再発行が必要です」
「古いカードは使えなくしますので、これから回収に伺います」
「手続に必要なので暗証番号を教えてください」

「銀行協会・金融庁職員」を装った 犯人 から

「あなたのカードが偽造されているようです」

「警察官」を装った 犯人 から

お知らせ の 地域活動支援担当　
　800-2397　　800-2507



市内在住で生後57日～小学校6年生の
お子さんのいる人

市内在住で子育てに理解がある健康な
20歳以上の人　（3日程度の研修有）

利用会員 409人

提供会員 100人

両方会員  43人

平成30年2月28日現在

両方会員とは

平　日 7時～19時　1時間800円

1時間900円
7時前、19時以降は1時間900円

土日祝日
　宿泊を伴う預かりや病児の預かりはできません。その他サポート活動の際に
発生した交通費・実費は別途かかります。

子育てサポートシステム泉区支部事務局
火～土曜　9時～17時　＊月曜が祝日の場合は翌日火曜日が休館
　 805-6789　　805-6122　　kosapo@skip-izumi.jp
（受付時間はすきっぷの開館日時と同じ）

横浜子育てサポートシステム横浜子育てサポートシステム
　地域ぐるみで子育て支援をしていく「有償のボランティア＊」の仕組みが子育てサポートシステムです。「こどもを預けたい人」が利用会員として「子
どもを預かる人」が提供会員として、会員相互の信頼関係のもとに行われる援助活動です。地域みんなの力で子育てを応援していきましょう。
（＊援助活動は仕事のように定期的にあるものではなく、収入を保証するものではありません。）

利用会員の条件 利用時間と料金

提供会員の条件

こどもを預けたり預かったりの両方をでき
る会員です。友達同士で会員になって支え
合ったり、子どもを連れて短い時間の送迎
活動を行っている両方会員もいます。

～家庭でできる蚊の対策～

蚊はメスだけが
吸血します

屋外に水がたまる入れ物や
ごみを置いたままにしない

受け皿の水は
週に一度は捨てる

こども家庭係　　800-2444　　800-2513

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

　幼虫（ボウフラ）は「水たまり」に発生し
ます。水たまりをなくし、水たまりの原因
となるものをかたづけましょう。

　成虫は草むらや風通しの
悪い樹木や、やぶの中にひ
そんでいます。定期的に草
刈りや剪定をしましょう。

蚊が発生する季節がやってきました。
蚊はさまざまな感染症を媒介します。
蚊の対策を行い快適に過ごしましょう。

★海外に行く前は厚生労働省の渡航情報を
　確認しましょう。
★海外の渡航先で蚊に刺され、帰国後高熱が
　出たら検疫所や医療機関に相談しましょう。
★泉区では駆除機材の貸出や蚊に関する
　ご相談に応じています。

蚊の予防対策は 泉区蚊対策

幼虫
対策

成虫
対策

殺虫剤を使うときは

蚊やボウフラが発生している場所をよく調べ、使用上
の注意に従い、適切な用法・用量を守りましょう。

事務局は地域子育て支援
拠点「すきっぷ」です。

１～2週間は水中で生活します

卵 ボウフラ

成虫 さなぎ

●肌の露出を避けましょう　
長袖、長ズボンの着用を！　

帽子をかぶる

タオルなどで首元を覆う

長袖・長ズボン

靴を履く（素足は避ける）

●忌避剤を正しく使用しましょう　
虫よけスプレー等の製品は使用上の
注意をよく確認してから使いましょう。

●蚊がいる場所を避けましょう
雑草の茂った場所や湿った風通しの
悪い場所でとどまることは控えましょう。

●蚊を家に入れないようにしましょう
網戸を設置したり、窓の開閉に注意しましょう！

提供会員の声

　預かったお子さんが孫のようで
かわいかったです。

利用者の声

　私が通院する時に子どもを預かっても
らい安心して受診できました。次はリフ
レッシュでも利用したいです。

　身内が近くにいないので、保育
園の送り迎えをお願いしました。

せん

この間の
駆除が
効果的です

蚊はメスだけが
吸血します
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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  　問合せマーク
の見方

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

クク

泉区マスコット
キャラクター いっずん

　お子さんがうちの子とも仲
良く遊んでいて、子どもたち
も大喜びでした。
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公園利用の

備蓄に対するハードルが低い
保管場所を忘れない
消費期限を切らすことが少ない
災害発生時でも、平時に近い
生活が送れる

■

■

■

■

■

■

■

■

使用順序を決めておく
災害時を想定して食品などを選ぶ
災害発生時限定で必要な物は
別途準備する
いろいろな食品を食してみて
家族の口に合うものを見つける

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

災害発生直後は、食料や日用品の購入が難しくなります。
家族構成を考えて、必要な備蓄をしておきましょう。
備蓄する量の目安は最低3日分です。

●ローリングストック（循環型備蓄）とは…
　日頃から自宅で利用しているものを少し多めに買い備えて、日常的に
消費しながら補充することでいざという時のために備える方法です。

マナーを
守りましょう

公園内でごみを
捨てないようにしましょう

６月11日（月）14時～16時
区役所４階４ABC会議室
「MCIの診断と対応について」
横浜市立大学附属病院
神経内科・脳卒中科　上木 英人さん
泉区在住の人、先着100人
５月11日9時から電話で　　

広場専用駐車場（20台程度）が
ありますが、バスのご利用が便利です。
（立場駅からおおよそ10分に1本運行）

泉区　旧深谷通信所

企画調整係　　800-2331　　800-2505

　公園で犬を放し飼いにすると、他
の公園利用者に迷惑になります。
　必ずリードをつけて散歩してく
ださい。
　また犬のフンは必ず持ち帰りま
しょう。

　公園は、多くの人が利用する施設
です。公園ではごみを出さないよう
に利用しましよう。公園で出たごみ
は必ず持ち帰り
ましょう。

泉土木事務所管理係　　800-2532　　800-2540

かまくらみち

中央広場

通信隊前
　バス停

駐車場

立場駅

　平成26年に日本に返還された旧深谷通信所跡地の空地を暫定的に
活用し、旧深谷通信所跡地中央広場として一般開放しています。
　走り回って遊んだり、のんびりとくつろいだりしながら、空の広さを
体感できる広場となっています。ぜひお越しください。

旧深谷通信所跡地中央広場

遊遊

　MCIは認知症の前段階と言われ、健常者と認知症の中間段階と考えられ
ています。診断はどうするのか？治療薬はあるのか？特に最近の研究で
明らかになってきた認知症発症のリスクとその予防を中心に解説します。
日　時

申込み
対　象

講　師
テーマ
会　場

ひでとじょうき

高齢者支援担当　　800-2435　　800-2513・

犬の放し飼いは
やめましょう

広場利用に
あたって

オープンは日の出から日没までです。
ルールを守って利用してください。
簡易仮設トイレを設置しています。
（バリアフリータイプではありません。）
水道はありません。
事故防止のため、広場以外には
立ち入らないでください。

　認知症を予防するにはMCIの段階で早期発見す
ることがとても重要であると考えられています。
　「学ぶ、体験する」「健康づくり活動を続ける」な
どが予防には大切と言われています。元気づくり
ステーション*などの地域活動に参加し認知症を
予防する生活習慣をつくりましょう。

スクエア
ステップ

元気づくりステーションの様子
＊元気づくりステーションとは
　地域住民と横浜市が協働で行う健康
　づくり（介護予防）グループです。

認知症予防として今年度泉区では
そろばん学習講座を開催予定です。

ＭＣＩ（軽度認知障害）ってご存知ですか

通信隊前

中央広場

倉
鎌
和
久
阿
道
県

）
ち
み
ら
く
ま
か
（

旧深谷
通信所跡地

横浜
市営
地下
鉄

泉区役所
立場

いずみ中央
相
鉄

い
ず
み
野
線

ゆ
め
が
丘

中田

下飯田

①まとめて購入する
　追加で購入する

②少なくなったら

④先に購入したものから
　使いましょう

③追加して購入



いずみ中央駅央駅

立場駅立

ゆめが丘駅

下飯田駅田下下

踊場駅踊場駅踊場駅

中田駅

泉公会堂いずみ中央地域地いず
ケアプラザケア

相鉄
いず
み野
線

相鉄相

線線

泉図書館館

泉区役所

阿
久
和
川

環
状
４
号
線

JR東
海道
新幹
線

上飯田
地区センター

緑園都市駅

上飯田地域
ケアプラザ

泉区民
文化センター
（テアトルフォンテ）

境
川

和
泉
川

立場
地区センター

宇
田
川（
村
岡
川
）

県道阿久和鎌倉
（かまくらみち）

県
道
横
浜
伊
勢
原

（
長
後
街
道
）

いずみ野
地域ケアプラザ

中川
地区センター

権太坂和泉線
いずみ野駅

弥生台駅
新橋地域
ケアプラザ

横浜市
営地

下
鉄
ブ
ル
ー
ライ

ン

深谷通信所跡地

県
道
瀬
谷
柏
尾

老人福祉センター
泉寿荘

泉スポーツ
センター

中
田
さ
ち
が
丘
線

踊場地域
ケアプラザ
踊場地域
ケアプラザ

下和泉地区センター
下和泉地域ケアプラザ

企画調整係　　800-2331　　800-2505

災害用ハマッコトイレの整備
（領家中学校）

和泉川河川改修

公園改良

　地域協議会を運営し、地域の声を区政に生かします。また、自治会町
内会やスポーツ・多文化共生を含めた地域活動の継続・充実に向け、活
動支援、担い手支援に取り組み、地域のつながりづくりを推進します。

　区民が安全に安心して暮らせるよう、防災体制の整備・強化や地域防
災の担い手支援などの防災・減災対策、防犯・交通安全対策、食とくらし
の安全などの取組を推進します。

平成29年2月に策定した「深谷通信所跡地利用
基本計画」に基づき、跡地利用の具体化を推進
また、利用者の利便性向上のため、公衆トイレ
の設置に向けた設計を行うとともに、広域避難
場所としての防災機能強化に資する取組を実施

深谷通信所跡地利用

妊婦や養育者の不安や負担軽減を図ることを目的に、区こども家庭支援課
に「母子保健コーディネーター」を配置し、主に妊娠届出時から産後４か月
までの継続した相談対応や母子保健サービスの利用紹介等を実施

母子保健コーディネーターの配置

跡地利用

暫定利用
・通路等の整備を実施
・区民が利用できる区域を広場として開放するとともに、広場利用を促進
　する取組を実施

基本目標

道路拡幅工事等の実施

市道宮沢第306号線（その2）
歩道設置

緑園義務教育学校の設置（平成
34年4月開校予定）に向けた実
施設計の実施

小中一貫校設置

地域ケアプラザ整備

領家中学校圏域における福祉保
健の活動拠点として岡津地域ケ
アプラザ（仮称）の新築工事を着
工（平成31年度開所予定）

道路拡幅工事等の実施

市道上飯田第354号線
（東中田小学校通学路）道路改良

道路拡幅工事の実施

県道阿久和鎌倉
（萩丸交差点）道路改良

30年度は、宅地、調整池、道路等の整
備を実施

護岸工事等の実施
（新幹線交差部）

護岸工事等の実施
（慶林橋付近）

阿久和川河川改修

老朽化した遊具
の更新等の実施
（緑園東公園など）

ガーデンシティ事業

更新された遊具（イメージ）更新された遊具（イメージ）

泉ゆめが丘地区土地区画整理事業

旧水道局戸塚・泉地域サービスセンター
の跡地を泉区休日急患診療所・南西部
夜間急病センター（平成32年移転予定）
及び街区公園として活用するため、予定
地にある既存建物の解体を実施

初期救急医療対策・公園整備

ゆめが丘駅、下飯田駅周辺の約23.9ha
において、計画人口を5,200人とする
土地区画整理事業を実施（施行期間：
平成26～32年度（予定）、組合施行）
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平成30年度　泉区運営方針

　泉区は、自治会、団体等による地域活動がたいへん盛んです。この強みを生かし、平成30年度は、
次の6つの施策により取組を進めていきます。
　地域力支援、地域包括ケア推進、定住・転入促進など、事業によっては施策の枠を超え、横断的に取り組みます。

　平成30年度の区政運営にあたって、泉区役所として目指す方向性を関係するすべての皆さまにお示しし、ご理解を
いただけるよう「泉区運営方針」を策定しました。
　私は、多くの皆さまに泉区に住みたい、今後も住み続けたいと思っていただけるよう、元気の出る泉区づくりを進めて
いきたいと考えています。
　「共感と信頼」を礎に、区民の皆さまと一緒に考え、ともに歩む区役所をつくっていきます。
　どうぞ皆さまのお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

特集

平成30年度 泉区運営方針を策定しました

共感と信頼の泉区政　区民とつくる元気の出る泉区

泉区長　額田 樹子

運営方針とは、組織の基本目標及び目標達成に向けた施策や組織運営の方向性を明らかにし、組織一丸となって目標達成に取り組むために策定するものです。

地域活動の支援 安全・安心なまちづくり

　地域の中で安心して子育てができるよう、保育施設・地域団体等との
協働・連携による子育て支援や情報発信を進めます。また、学校・家庭・
地域が連携した青少年の健全育成などを推進します。

　いつまでも住み慣れた地域で元気に暮らせるよう地域と連携し、健
康づくりや高齢者・障害者の支援、地域包括ケアの推進に取り組み、誰
でも安心して暮らせる地域づくりを推進します。

次世代の担い手づくり 健康と福祉のまちづくり

　泉区ならではの、水と緑、農業や伝統文化等の地域特性を生かしたま
ちづくりを進めます。また、居住地として選ばれるための要因を分析
し、泉区の魅力を発信します。

　区庁舎の環境整備を進めるとともに、区民ボランティアによる細や
かで分かりやすい案内を行います。また、区民に対し、さまざまな情報
を的確に提供・発信します。

区の地域特性と環境に配慮したまちづくり 利用しやすく親しみやすい区役所づくり

泉区地域協議会 スポーツ活動の支援 防災対策 交通安全の推進

子育て支援 青少年の健全育成 地域包括ケアの推進 障害児・者の社会参加促進

農の活動推進 いずみ文化振興 窓口案内ボランティア 広報

① ②

③ ④

⑤ ⑥

平成30年度
予算額

94,129千円

◆詳しくは、区政推進課企画調整係（３階307番）で配布する資料か、泉区ホームページをご覧ください。

特特特特特集集集集集
　皆さんに泉区に住みたい、今後も住み
続けたいと思っていただけるように、元気
の出る泉区づくりを進めていきます!!

平成30年度

泉区内で実施する主な事業泉区内で実施する主な事業

ぬ か た み き こ

予算調整係　　800-2313　　800-2505

※元号の変更が予定されていますが、現在新元号が決まっていないため、来年度以降も平成と表記しています。
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区役所と市役所が連携・協力して、取り組む事業

区役所が地域の特性を踏まえて独自に企画し、取り組む事業

※事業等の位置はおおむねの場所を
　示しています。

プールなど
から送水

下水管

災害用ハマッコトイレの整備
（旧いちょう小学校）

花壇の設置、地域やイベン
トとの連携により、区民が
花や緑に親しむ機会を増
やす取組を実施

橋梁の補修
工事等の実
施

災害時において、既存の水洗トイレが使用
できない場合でも、プール等に貯めた水を
利用し、直接下水道に流すことで、衛生的に
使用できる災害用ハマッコトイレを整備

第三和泉原橋補修・補強

トイレは
発災時に
組立て

りょう



16時40分～17時50分
（幼児～小5）

6月6日(水）

泉区ヒッポ
ファミリークラブ

プアマナ
フラクラブ

おもちゃの病院
ドクトル・ベアーズ

泉区子育てサロン
運営委員会

パソコン
（簡単なチラシ作り）

いろいろな外国
語で親子ゲーム

いずみ野地域
ケアプラザ

じゃがいもの
収穫体験

介護ボラン
ティア体験

大矢養鶏場 介護老人保健施設
「きららの里」

上飯田地域
ケアプラザ

上飯田町
中村町内会館

寿石囲碁クラブ
（中田東）

下和泉地域
ケアプラザ

中和田コミュ
ニティハウス

上飯田地区センター

日程
時間 13時～15時

6月20日(水）
13時～15時

6月5日(火）
10時～12時

6月7日(木）
9時30分～11時

6月7日(木）
10時～11時15分

6月8日(金）
9時45分～11時45分

6月8日(金）
10時30分～12時

6月15日(金） 6月9日(土）
10時～12時

6月12日(火）
10時～11時30分18時15分～19時45分

6月14日（木）日程
時間 9時30分～12時

6月16日（土）
9時～12時

6月21日（木）
10時～12時

6月20日（水）
9時30分～11時30分

6月1日（金）
13時10分～15時

6月8日(金）
12時～14時45分

6月15日（金）
13時～14時45分

6月13日（水） 6月3日（日） 6月14日（木）

泉区PC友の会 チャクラ

ヨーガ気象説明 実験

骨盤体操教室

骨盤体操 着つけ フラダンス おもちゃ修理 子育てサロン
体験

フラワー
アレンジメント

着つけサークル“お天気あれこれ”
お気軽サークル※1

※1

ローズフラワー
※2

中村体操クラブ
※1

※4※3

いずみ区民活動支援センター 泉公会堂 泉ふれあいホーム

10時～12時 12時30分～16時30分

6月4日（月）日程
時間 10時～12時

6月11日（月）
10時～12時

6月12日（火）
9時30分～11時45分

6月12日（火）
13時～14時

6月23日（土）
12時～14時

6月12日（火）
13時～15時30分

6月4日（月）
13時～16時

6月8日（金） 6月11日（月） 6月11日（月）
13時15分～14時45分15時～16時 9時～13時

泉区農業応援隊 ナルク横浜 貯筋クラブ ヨーガ・カヨ 四季の会 フォトいずみ 寿石囲碁クラブ フェアリーキッズ音声訳ボラン
ティアいずみ

泉中川吹矢
同好会 ※5

緑園ウクレレ
クラブ

フォトクラブ
それいゆ

フォトサークル
オーロラ 泉吟道会 喰っキング 中川ポップス

音声訳 転倒防止体操 水彩画 写真 転倒防止体操 囲碁 キッズダンス初心者向け
ヨーガ

泉ふれあい
ホーム

ハワイアン
バンド演奏 ストレッチ

中屋敷自治会館

6月22日（金）日程
時間 12時～15時

6月23日（土）
12時～15時

6月5日（火）
13時30分～15時

6月3日（日）
13時～14時30分

6月12日（火）
9時30分～12時

6月6日（水）
10時～12時

6月6日（水）
13時～15時

6月10日（日）

※4

14時～16時

アロハ・サウンズ ストレッチの会 泉居合道会気功健康体操

健康体操 居合道 脳トレ ダンス 太極拳剣詩舞

新橋地域
ケアプラザ 立場地区センター 戸塚苑自治会館 中川地区センター西が岡コミュ

ニティハウス
白百合パーク
ハイム

手形アート＆アルバム
教室Cropgirls     

泉大正琴
サークル いずみ吟詠会

大正琴 詩吟 スポーツ吹矢 調理・会食 英語歌
（ポップス）

手形アートまたは
アルバムの制作 ウクレレ演奏 写真 写真 詩吟

新日本剣詩舞
現代舞踊

脳いきいき
中屋敷教室    

中和田カント
リーダンス 泉太極拳クラブ

中川地区センター 中田コミュ
ニティハウス 中田中学校 中田根下会館 中和田中学校

いずみ区民活動支援センター　　800-2393　　800-2518

1

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

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  　問合せマーク
の見方

募集・案内

健康・相談

■緑のカーテン用種の無料配布
ゴーヤ、西洋アサガオ。
区役所1階正面入り口、
地区センター・地域ケ
アプラザで。なくなり
次第終了。　　企画調
整係　　800-2331
　 800-2505

■日本語ボランティア入門講座（全4回）
6月4日・18日・25日、7月2日の月曜
9時45分～11時45分。泉公会堂で。
先着12人。　　5月11日8時45分か
ら電話か 　・ 　を書いてFAXかE
メールか、直接窓口（3階309窓口）
へ。定員に達して受講できない場合の
み連絡します。　　 ・　 区民事業担当
　 800-2395　　800-2507
　 iz-tabunka@city.yokohama.jp

■「コミュニティカフェの魅力を
　感じてみよう」講座 受講者募集
第1回 「多彩なコミュニティカフェに学
ぶ15の事例」　6月23日（土）10時～
12時30分。区役所4階4ABC会議室で。
第2回 「コミュニティカフェを始める
７つのツボ」　7月7日（土）10時～12
時。区役所1階1A会議室で。
コミュニティカフェに興味のある人や
団体、先着30人。（泉区在住・在勤の人
優先、どちらか一方の参加も可能です
が、第1回・第2回とも受講する人を優
先します。）　
　 5月11日8時45分から電話か　 ・
日中連絡のとれる　 または　 ・　 ・年
代、（あれば）所属団体名を書いてホー
ムページ応募フォーム、FAX、Eメー
ルか直接窓口へ　 　いずみ区民活動
　

■おまつりでの食中毒予防講習会
6月5日（火）14時～15時30分。区役
所4階4ABC会議室で。先着80人。
　  5月11日～6月4日に電話か団体名・
代表者名・　 ・参加人数を書いてFAX
かEメール、または直接窓口へ。
　  生活衛生係（3階314窓口）
　 800-2451　　800-2516
　 iz-eisei@city.yokohama.jp

6月14日（木）9時～10時。区役所で。
40歳以上（年度に1回）、50人　　680
円　　5月22日～6月12日8時45分
～17時に電話で

①6月19日（火）9時～。和泉第一町内会
館で。②7月10日（火）9時～。区役所で。
　

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

各40歳以上（年度に1回）、各40人　 
　 各1,570円　　①5月18日～6月
7日　②6月8日～28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

75歳以上。年度に１回。市内医療機関で

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

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

※ここまでの申込み・問合せ先
　 ・　 健康づくり係
　 800-2445　　800-2516

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

イベント
■衣類のリユース
不要になった衣類の受入れ、配布。区
役所１階区民ホールで。
〈受入れ〉染みやほころびがないもの。
6月28日（木）10時～13時、29日（金）10時～
11時。 車での搬入は区役所と公会堂の間へ
〈配布〉6月29日（金）10時～13時30分。
持ち帰り用の袋は各自で用意。
※区役所地下駐車場は有料です
　 地域活動支援担当
　 800-2397　　800-2507

■「脳卒中予防～生活習慣病との関係～」
6月21日（木）10時～12時。区役所４階
４ABC会議室で。区内在住の人、先着
100人。　講師：医療法人社団緑台クリ
ニック理事長医学博士　

講演・講座

いずみ区民活動支援センター

■生活習慣改善相談（予約制）
〈食生活健康相談（栄養士）〉
5月22日、6月5日の火曜9時～11時・
13時30分～15時30分
〈生活習慣相談（保健師）〉
5月22日、6月5日の火曜9時～11時
　 は3日前（土・日・祝日を除く）まで

■肺がん検診（エックス線撮影）

■胃がん検診（エックス線撮影）

■エイズ検査・梅毒検査（予約制）

■横浜市健康診査

■もの忘れ相談（予約制）

■女性福祉相談

■女性の健康相談（予約制）

2

●日程・会場は変更になる場合
　があります。詳しくはお問い
　合わせください。
●電話、FAXかいずみ区民活動
　支援センター（1階104窓口）へ。
●ご希望の講座、名前、電話番号、
　年代をお知らせください。

　 5月11日9時から電話で。        　
　 高齢者支援担当　　800-2435
　 800-2513

支援センター（区役所1階104窓口）
　 800-2393　　800-2518
　 iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp
いずみ区民活動支援センター

ふじい たかんど

泉区人財バンク体験会 参加者募集！
★表の見方　　サークル名　　内容　　会場
★費用　※1は300円、※2は1,000円、※3は手形アートが300円・アルバ
　ムが460円、※4は100円、※5は1,000円以内　記載のないものは無料

1 2 3
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あなたの家の
すぐそばで開催 ！ 5月11日（金）8時45分から先着順で受付！
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■乳幼児の食事相談（予約制）
◆日曜おはなし会

　巡回バスで本の貸出・返却・予約サービスをします。
　　　5月15日・29日の火曜　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

　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。

広報相談係 　800-2335　 800-2506

子育て 情 報

泉区あやめ通信 掲載基準

◆草木染め

〒245-0016 和泉町6207-5 801-2251　 801-2256

掲載については
へ

健康・相談

〈食生活健康相談〉
5月15日（火）9時～11時。
乳幼児の保護者
〈離乳食教室〉
5月15日（火）13時30分～15時。
2回食頃の第1子
　 は各3日前（土・日・祝日を除く）まで。
電話か件名に「5月離乳食教室」、本文
に参加者と子の　 ・月齢・　 を書い
てEメールで
　 iz-kenko@city.yokohama.jp
　・　 健康づくり係
　 800-2445　　800-2516

和泉保育園 から

地域子育て支援拠点すきっぷ から

【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≫
5月17日（木）10時～11時30分。
６か月までの子と保護者
≪きらきら≫
5月24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。 

■プレママ・プレパパ向けすきっぷ見学会
5月12日（土）13時30分～。すきっぷの見学、ミ
ルク作り体験など。対象は区内在住のプレママ、
プレパパ　 　805-6111　　805-6122

5月19日（土）9時30分～12時。弥
生台駅9時30分集合。先着20人。
持ち物：米0.5合　　300円　　5
月17日までに電話かFAXで自然
の学校野遊び塾翠川へ　
　・　 803-9969

◆泉区民弓道大会（和弓、男女別）
6月10日（日）9時30分（9時受付）。
泉スポーツセンターで。区内在住・
在勤・在学または区内道場に所属
している人。　　1,000円（昼食代
込）　　・　 5月31日までに 　・　 ・
　・性別・段位を書いてはがき
（〒245-0004領家4-7-1）かＥメー
ルで泉区弓道協会事務局中村へ   
　 izumikyudo@gmail.com

◆泉区陸上競技選手権大会
7月28日（土）9時～（雨天決行）。三
ツ沢公園陸上競技場で。区内在住、
在勤、在学の小学5年生以上。種目等
詳細については問合せを　　1種
目小・中学生500円、一般・リレー
チーム800円。　　 5月7日～6月
8日に振込用紙に必要事項を記入
し振込。申込書は区役所、各地区セ
ンターなどで配布　　泉区陸上競
技協会　岡本　　803-2637

◆「洋舞フェスティバル2018」
　出演者募集
11月10日（土）・11日（日）に開催され
るフェスティバルに出演する団体・
個人の募集。　　1分2,000円　 　5
月31日までに電話で。　　泉・洋舞
連盟　星野　　090-9006-7870

◆泉区三曲会チャリティー演奏会
5月20日（日）13時30分～（13時
開場）。泉公会堂で。　　泉区三曲
会　安西　　080-4056-3227

◆スキルアップ講座「あそびの玉手箱」
子育て支援活動に生かせる実技研修
6月5日（火）10時～12時。泉ふれ
あいホームで。子育て支援活動をし
ている人、先着20人　　500円
　・　 Eメールで子育てサロン運営
委員会　矢田　　・　 814-6789
　 kosodate_salon@yahoo.co.jp

◆泉区保育ボランティア養成講座（全4回）
5月22日（火）、6月8日（金）・25日
（月）、7月9日（月）10時～12時。泉
ふれあいホームで。　　500円
　・　 5月18日までに電話か 　・  
　・　 ・　 を書いてEメールで泉区
保育ボランティアグループ「マミー」
　 080-6723-2027
　 hoiku_mammy@yahoo.co.jp

保護者　　 5月21日からの平日9時
30分～15時に電話で
【育児講座「親子のふれあいタッチケア」】
6月11日（月）10時～11時30分。
0歳の子と保護者　　5月7日から電話で
【育児講座「すくすく保健講座」】
6月14日（木）10時～11時。
0歳から未就学児の子と保護者
　 5月14日から電話で
【育児講座「離乳食と口腔のはなし」】
7月12日（木）10時～11時30分。
0歳の子と保護者　　6月7日から電
話で各平日の9時30分～15時に
　 803-1483　　803-1137

【コアラひろば】
新聞紙で遊ぼう。　6月5日（火）10時
～11時15分、1歳～未就学児の子と

■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≫5月16日・30日の水曜
≪1歳6か月児≫5月23日、6月6日の水曜
≪3歳児≫5月11日・25日、6月8日の金曜
　・　こども家庭係
　 800-2444　　800-2513

■乳幼児歯科相談（予約制）
5月16日（水）9時15分～9時45分
　 は電話で
　・　 こども家庭係
　 800-2444　　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）

5月13日、6月10日の日曜14
時～。4歳～（保護者同伴可）。　

◆あつめてわくわくおはなし会
スタンプを集めてプレゼント
をもらおう！
5月16日（水）15時30分～。3歳～
6歳の未就学児（保護者同伴可）。

◆０・１・２・３歳のおはなし会
5月30日（水）10時45分～11時10分。
0歳～3歳児とその保護者。先着10組　
　 5月23日9時30分から電話か窓口へ

◆大人のためのおはなし会
6月12日（火）10時30分～12時。先着30人
　 5月22日9時30分から電話か窓口へ

泉図書館

　802-2150 　 804-6042〒245-0023 和泉中央南5-4-13
泉区社会福祉協議会からのお知らせ

●イトーヨーカドー労働組合立場支部 ●いずみコール ●上飯田団地
第9自治会10円会 ●第9回泉区福祉チャリティーコンサート実行委
員会（敬称略）その他４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。

★発表会は12時～13時に行われます。
★展示日時については特に記載のないものは
　開庁日の開庁時間内に開催しています。
公共交通機関を利用してください（駐車場は有料です）

5月15日（火）13時～17日（木）16時
5月21日（月）
5月2４日（木）
５月29日（火）9時～6月1日（金）16時
６月5日（火）～７日（木）15時

・・・・・・・・・・・・・・・・・華道展
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朗読
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マンドリン演奏

・・・・・・・・・・さつき盆栽展
・・・・・・・・・・・・健康づくりパネル展

　泉区内で咲いている「あやめ」の写真
　※ハナショウブ、カキツバタ等アヤメ属アヤメ科の植物であれば可ヤアアメ属ヤメアヤメ メ であれあれば物で ばば可可ば可

　応募用紙（区ホームページか区役所3階307窓口ほかで配布）と写真
（データもしくは印刷したもの）を6月29日
までにＥメールか直接企画調整係へ
※詳しくは、応募用紙をご覧ください。

iz-kusei@city.yokohama.jp
　

　区制5周年記念事業
のひとつとして、平成
４年に泉区の水と緑の
イメージから区の花
「あやめ」が制定されま
した。

善意銀行善意銀行

移動図書館
はまかぜ号

　区内在住・在勤・在学の人

応募者全員に記念品をプレゼント

企画調整係　　800-2331　　800-2505区の花　あやめ

　区内で撮影したあやめの写真を募集します。
　８月頃には、区役所等で写真展の開催も予定しています。
　泉区の花「あやめ」を探しに、区内散歩に出かけてみませんか。



◆夏期定期教室参加者募集
中高年におすすめのコツコツ体操をは
じめ、大人向け25教室、子ども向け12
教室を開催。当日受付教室も多数あり
　5月7日～26日､詳細は問合せを

◆絵本だいすき！読み聞かせ
5月24日（木）11時～11時40分。幼児
と保護者

◆磁器にデザインできる
　ポーセラーツ体験講座
シール感覚の転写紙を使って、カッ
プ＆ソーサーをオリジナル作品に
5月29日（火）13時～15時。先着15
人　　1,500円　　5月11日～22
日に電話か費用を添えて窓口へ

◆食べて運動！健康ダイエット（全3回）
ストレス解消もできる運動と、健康
的なダイエットのための身近な情報
6月12日･19日･26日の火曜13時
30分～15時。先着15人
　5月11日から電話か直接窓口へ

◆しんぜん院外健康教室
　「昨今の腰痛事情について」
5月18日（金）10時～11時30分
当日先着100人

◆クラシックコンサートと
　音楽アラカルト
5月26日（土)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）
    5月11日から、詳細は問合せを
◆オリンピックまでに話そう
　初心者英会話（全6回）
6月～8月の第1･3土曜15時10分
～16時40分。中学生以上抽選10人
　3,000円　　5月19日10時15分
に費用とともに窓口へ

◆講演会「目からウロコの片づけ方法
　第2弾・実践編」
5月30日（水）10時30分～12時。先着
50人　　5月16日10時から窓口へ

◆ロビー展示　バードカービング作品
5月12日（土）～6月7日（木）

◆親子料理教室
みんなで楽しくよもぎ団子作り
6月17日(日)10時～13時。2歳～小
学生と保護者､先着40人　　200円   
　6月1日～10日までに電話で

◆おはなし会
5月17日（木）、6月1日（金）11時～
11時30分。幼児（保護者同伴）

◆おはなし会
5月18日（金）11時　

◆鎌倉33観音めぐりとうまい物
5月24日（木）9時～13時（市営地下
鉄下飯田駅9時集合）。先着15人。2
時間程度の散策。交通費・食事代・拝
観料自己負担　　 5月11日10時か
ら電話か窓口へ

◆「若い世代向け健康プログラム」　
　チェンジ ザ ライフ（全3回）
自宅でもできる筋トレやストレッチなど
5月27日、6月3日・10日の日曜10時
～11時30分（6月3日は13時30分
～15時）。区内在住・在勤の20歳～
65歳、抽選20人　　1,500円
　5月17日まで 　 、 　、 　、 　、 　
を書いてＥメールか、電話か窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

◆親子リトミックと読み聞かせ
5月19日(土)13時～14時30分
未就学児と保護者。上履き持参
◆英会話初めて教室（全4回）
5月30日､6月6日･20日､7月4日の水曜。
13時～14時30分。先着8人 　 500円
　5月16日9時から費用を添えて窓口へ
◆子ども書道教室（全6回）
6月～12月（8月を除く）の第3土曜9
時～11時30分。小・中学生、先着10
人。書道道具持参　　1,200円　　5
月26日9時から費用を添えて窓口へ

◆英語リトミック（全6回）
5月27日､6月3日･24日､7月1日･
15日･29日の日曜10時～10時40
分。4･5歳児先着15人　　3,000円
　 5月13日10時から電話か窓口へ
◆英語フォニックス（全6回）
5月27日､6月3日･24日､7月1日･
15日･29日の日曜11時～12時。小学
1～3年生､先着15人　　3,000円
　5月13日10時から電話か窓口へ

◆作ろう「ハーバリウム」
5月30日（水）10時～11時30分。先
着10人　　1本1,500円　　5月16
日10時から電話か窓口へ

◆地域を知る「通信隊ができるまで」
泉区歴史の会会長　石井茂さん
6月15日（金）10時～11時30分。先着50
人　　5月31日10時から電話か窓口へ

◆七夕まつり
　ヨーヨー世界チャンピオンと遊ぼう
6月17日（日）10時～11時30分。先着
200人。笹と飾りのみやげあり
　6月1日10時から　 ･参加人数・こ
どもの　 を書いてFAXか、窓口へ

泉スポーツセンター

◆ホールでグランドピアノをひいて
　みませんか？
①6月4日（月）②5日（火）③28日（木）
④29日（金）①③は10時～21時、②④

いしい しげる

※駐車場の用意はありません
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◆行政書士相談（契約・相続等）
5月12日､6月9日の土曜9時30分～
11時30分

上飯田地区センター

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987
　 ・　 805-3339

〒245-0018 上飯田町3913-1
　 805-5188　　805-5189

下和泉地区センター

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

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

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

〒245-0022　和泉が丘1-26-1
　 805-0026　　805-0028 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

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

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

◆行楽弁当を楽しく(5)
　大人気キャラクターのデコ巻き寿司
6月23日（土）10時～11時30分。小
学生以上、抽選15人（小学3年生以下
は保護者同伴）　　500円　
　6月9日10時15分に費用ととも
に窓口へ

◆げんきっこまつり
おえかき､ゲーム(参加賞あり）など
5月20日（日）13時～15時30分（受
付は15時まで）。小学生以下（未就学
児は保護者同伴）当日先着120人

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1
　 ・　 803-2270

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

施設 お知らせからの
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
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。

泉区内の公共施設の情報は
泉区ホームページで確認できます

マーク
の見方

こども自然公園青少年

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

◆こども自然公園青少年野外活動
　センターで
〈自然を写そう！デジカメテクニックＣ〉 
7月7日（土）9時30分～12時。小学
5年生以上、抽選10人　　1,000円 
　5月25日～6月8日。詳細は 　か
　 で確認してください
　 こども自然公園青少年野外活動セン
ター　　811-8444　　812-5778

◆お茶を楽しむ会（茶道）
5月12日､6月9日の土曜10時～15
時　　300円

◆子ども折紙教室
6月2日（土）15時～17時。小学生以
下当日先着20人（幼児は保護者同伴）

◆歴史を学ぶ「天下分け目の戦いの
　舞台裏　関ヶ原の戦い」
5月15日（火）10時～12時。抽選30
人　　100円
　5月1日～14日に電話か窓口へ

◆～正しい歩き方で～
　ノルディックウオーキング
5月16日(水)13時～15時。抽選30
人　　100円
　5月1日～15日に電話か窓口へ
◆歌声ひろば
5月28日(月)13時～15時。当日先
着80人
◆映画鑑賞会「南太平洋」
5月29日(火)13時～15時30分。当
日先着80人

◆春の野鳥観察会
5月26日（土）9時15分～。双眼鏡・
望遠鏡（持っている場合）持参
　5月11日から電話で

天王森泉館

〒245-0006 西が岡3-11
　 813-0861　　813-0862

〒245-0016 和泉町300
　 ・　 804-5133

老人福祉センター 横浜市泉寿荘

※各60歳以上対象

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

は9時～21時　　1枠1,800円（1時
間）、2枠3,000円（2時間）
　5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

◆古布（浴衣）でつくる布草履
6月6日､13日､20日の水曜13時～
15時。先着15人　　600円
　5月23日10時から電話か窓口へ


