
いずみ中央駅

長後街道立場駅
ゆめが丘駅

下飯田駅 踊場駅

中田駅

泉区役所

JR東
海道
新幹
線

緑園都市駅

いずみ野駅 弥生台駅

相鉄いずみ野線

(協)いちょうマート

和泉商店会 立場中央商店会

中田中央商店会

なかだ商店会

緑園都市
相鉄ライフ商店会

横浜市営地下鉄
ブルーライン

踊場駅

　区内の5つの商店街をめぐって、スタート前に示された秘密のポイン
トを探索します。秘密のポイントを発見したら、デジタルカメラやカメ
ラ付き携帯電話などで撮影! ゴール地点でスタッフに写真を見せると、
お楽しみ抽選会に参加できます。

和泉中央北五丁目1番1号
（代表番号）泉 区役所 〒245-0024 区役所

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……………………

夏休み 親子で調べてみよう

5～12ページは泉区版です

特集
8・9泉区ってどんなところ？……………
5

6・7
10・11
12
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人口
世帯数

●

● 世帯
人

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

月号月号
2018

(平成30)年

トピックス

ウオーキングのマナーを守り、引率者の指示や交通ルールが守れる人を対象とします。
天候等の事情により、内容が変更または中止になる場合があります。
ペット同伴では参加できません。
デジタルカメラやカメラ付き携帯電話を持っていない人も参加できます。またポイント撮影は家族単位でも可能です。
当日の開催可否およびその他詳細は、泉スポーツセンターへ問い合わせてください。（　 813-7461）

注意事項

主催：泉区役所、泉スポーツセンター　協力：泉区商店街連合会

商店街にあるポイントを
探しながらゴールを目指す
約2時間のコースです

①10時20分集合
　10時30分スタート→12時30分解散予定
②10時40分集合
　10時50分スタート→12時50分解散予定
③11時集合
　11時10分スタート→13時10分解散予定

日　時

相鉄いずみ野線 いずみ中央駅
しらゆり集会所（しらゆり公園内）
各回先着30人
※小学生以下は保護者と一緒に参加してください
8月28日9時から電話か直接泉スポーツセンター
へ（泉スポーツセンター　 813-7461）

集合場所
解散場所
定　員

9月29日（土）※荒天中止

申込み

泉区の商店街

　泉区には8つの商
店街があり、地域に
密着したサービス
を行っています。

　今回のウオーキン
グラリーでは、８つ
の商店街のうち、長
後街道(県道横浜伊
勢原)沿いの5つの商
店街をめぐります。

(協)上飯田
ショッピングセンター

いずみ中央
相鉄ライフ商店会

いずみ
中央駅

立場駅
しらゆり集会所

ゴール

中田駅

和泉商店会
立場中央商店会

中田中央商店会
なかだ商店会

いずみ中央
相鉄ライフ商店会

スタート
いずみ
中央駅
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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

泉区マスコット
キャラクター いっずん

自分でできる!

　お腹周りが気になる、血糖値が高め、運動不足気味・・・。
健康のために、今からできることを始めてみませんか？体操実技を中
心に、メタボや歯周病のミニ知識も学べるコンパクトな講座です。

　身近なところからできる３Ｒ夢行動。リデュースを実践して３Ｒ夢
な暮らしを実現しませんか。

・知って得するメタボのミニ知識
・まずはこれだけ押さえよう、自宅でできる筋トレ
・今のうちに！歯周病予防のポイント

9月28日（金）10時～12時
泉区役所4階4ABC会議室
区内在住・在勤の20～60歳代の人
40人（要事前申込、先着順）
健康運動実践指導者 秋葉 直輝さん
あり（6か月～就学前　要事前申込　先着順）
飲料水、動きやすく素足になれる服装で
8月20日～9月20日までに区役所ホームページの申込
フォームかFAX（「9/28 筋力トレーニング」と書き、住所、
氏名、年齢、電話番号、保育の有無（子の年齢）を記入）にて

日　時
会　場
対　象
定　員
講　師
保　育
持ち物
申込み

9月5日（水）13時～14時（受付12時45分～）
泉区役所4階4ABC会議室
夢見亭わっぱ さん
100人

日　時
会　場
講　師
定　員

～落語で笑って楽しく詐欺防止～

ゆめみてい

※区役所駐車場は、有料です。

●当日直接、区役所４階４ABC会
　議室までお越しください。
●やむを得ない事情により講師・演
　題が変更になる場合があります。
　予めご了承ください。

●お買い物は、　
　お気に入りの
　マイバッグと
　ご一緒に

●マイボトルを
　持ち歩こう

●生ごみは
　しっかり
　水切り! 

3Ｒとは ごみ減量のキーワードである３つのＲ（頭文字）を
まとめたものです。

Ｒｅｄｕｃｅ
ごみそのものを

減らす

「ヨコハマ3R夢!」
マスコット イーオ

リデュース
Ｒｅｕｓｅ
何回も

繰り返し使う

リユース
Ｒｅｃｙｃｌｅ
分別して

再び資源として
利用する

リサイクル

発生抑制 再使用 再利用

　3Ｒによってさらなるごみ減量と脱温暖化の取組により、豊かな
環境を後世に引き継ぐことで、子どもたちが将来に「夢」を持つこと
ができるまち・横浜の実現を目指します。

結核は、過去の病気ではありません。今でも、日本では一日に50人
の新しい患者が発生している感染症です。結核の早期発見には胸部
レントゲン検査が有効です。症状がなくても年に１度は健診を受け
ましょう。

3Ｒ夢とは ？

ス リ ム

結核検診

9月11日（火）9時～10時30分
区役所1階一般健康相談室
65歳以上で、現在呼吸器疾患で通院していない人
先着30人
8月13日～8月31日までに電話で

日　時
会　場
対　象
定　員
申込み

結核健診のご案内

●出てしまったごみは
　きちんと分別して
　資源として使う! 

メタボ予防筋力トレーニング
＋

歯周病予防ミニ講座
メタボ予防筋力トレーニング

＋
歯周病予防ミニ講座

あきば なおき

健康づくり係　　800-2445　　800-2516

資源化推進担当　　800-2398　　800-2507

健康づくり係　　800-2445　　800-2516地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507
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泉消防署警防課救急係　　・ 　801-0119

横浜市救急受診ガイド

泉区　地域防災拠点訓練

お知らせ

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

「地域についてもっと関心をもって欲しいと思っています」
－自治会町内会活動を始めたきっかけは？―
　平成3年に岡津小学校のPTA会長を務めたのがきっかけです。ちょうど岡津小学校創立70周年にあたり、記念行事
などで、地域の方々に大変お世話になったので地域に恩返しがしたいという思いがありました。その後、PTA役員の
OB会（ゆずり葉の会）が立ち上がり、PTAと地域活動との結びつきを進めるなかで、町
内会や連合町内会活動にも携わるようになりました。

－中川地区の連合町内会長になって思ったことは？―
　地区連長候補の方のご都合が悪くなり、当時連合町内会の総務を担当していた自分
が思いもかけず、地区連長の重責を担うことになりました。総務の仕事とは違い、いろ
いろな場面で、人前に立って話すことが大変だったのを覚えています。

－力を入れている活動や今後の取組みを教えてください―
　子どもの頃から愛着のあるこの地域について、もっと関心をもってもらいたいと思っています。それには活動を積極
的にお知らせする必要があると考え、昨年の9月に中川連合町内会広報誌「中川の風」を創刊しました。この広報誌をと
おして、活発な自治会町内会活動をみんなの手で進めるきっかけにしていきたいと思っています。

　近年、救急出場件数が増加の一途をたどっています。
　中には、緊急性の低い救急出場も多く含まれており、救急搬送され医
療機関で「軽症」と診断される人が半数近くいるため、緊急性のある人へ
の救急車到着時間が遅れてしまう事態が発生しています。

急 受診の相談けがやな で をしたいときは…病気

年間傷病程度泉区内　救急件数

　泉消防署では、「現在の救急情勢」や「救急車適正利用」さらに「急
なケガや病気への対応方法」の周知のため「救急講座」を実施してい
ます。受講を希望する団体は、泉消防署警防課救急係まで問い合わ
せください。

急な病気やケガで病院に行くか、救急車を呼ぶか迷ったときには、
パソコンやスマートフォンで「横浜市救急受診ガイド」にアクセス
し、該当する症状を選択すると、緊急性や病院受診の必要性につ
いての判定結果を確認できます。

横浜市
救急受診
ガイド

　「本当に救急車を必要としている人が、１秒でも早く救急車を利
用できるようにするため」救急車を呼ぶ前に、緊急性の判断を行う
よう、ご協力をお願いいたします。

横浜市救急相談センター

小泉 正彦さん（中川連合町内会長 平成24年度～）
こいずみ まさひこ

泉区は12の地区連合自治会町内会があります。地域活動に精力的に取り
組んでいる各地区連合自治会町内会長（地区連長）にインタビューします。

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

―初期消火・応急救護―

▲「中川の風」第3号まで発行中

▲小泉 正彦会長

▲避難所の区割り訓練

自治会・町内会の訓練

消火器の使い方
三角巾の使い方
AEDの使い方、
心肺蘇生法の手順

●

●

●

●

●

●

―避難所の開設・運営―
地域防災拠点の訓練

避難者の受付、集計
生活場所の区割り、
非常用トイレの組立て
防災資機材の取扱い、
地下タンクからの給水

お住まいの地域の避難先や地域防災拠点訓練の日程は、
泉区ホームページで確認できます。

▲初期消火訓練

　地震発生直後は、自らの安全の確保（自助）と、地域での助け合い
（共助）が重要です。
　いざという時に備えて、地域で行われる防災訓練に参加して、防災
に関する知識や技術の習得、地域のつながりを築いていきましょう。
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　泉区は、水と緑が豊かでいいところだずん。
　今月は泉区についてもっと知ってもらうためにクイズを出すずん。
　クイズに答えれば、もっともっと泉区が好きになるずん！

　その前に、自己紹介！
　泉区マスコットキャラクター「いっずん」だずん！
　泉区の水辺に住んでるずん。語尾に「ずん」をつけるのが口癖だずん。

泉区ってどんなところ？
親子で調べてみよう

なつ やす
おや

いずみ

こんげつ

こた いずみく す

いずみく し だ

みず

まえ

いずみく

いずみく みずべ

ばんめ ひろ つづき

ねん まえ

みぎ ちず み かんがねん く

たんじょう しゅうねん

むか

へいせい

くく

ばんめ

した しゃしん

した しゃしん はな

さんこう かんが

ひろ みどり くく

くちぐせご びす

じこ しょうかい

みどり ゆたく

こ しら

いずみ く

いずみ中央駅
立場駅

ゆめが丘駅

下飯田駅

踊場駅

中田駅

泉区役所

泉図書館

阿
久
和
川JR東

海道
新幹
線

緑園都市駅

境
川

和
泉
川

宇
田
川（
村
岡
川
）

県道阿久和鎌倉
（かまくらみち）

いずみ野駅 弥生台駅

横浜市
営地

下
鉄
ブ
ル
ー
ライ

ン

第１問 泉区が誕生したのは
いつだずん？

第３問

2番目に広い区は都筑区で、
3番目に広い区は緑区だよ

第２問

昔の泉区ってどんなだった？

右の地図を見て考えてね

横浜市の区の中で1番広いよ。
農家の数は3番目に多いよ。

答 え

第５問

答 え
旭区、瀬谷区、戸塚区と隣り
合っているよ。

第４問

昭和35(1960)年頃から住宅や団地ができて､街並みが変化しました。
相鉄いずみ野線や市営地下鉄ブルーラインが通り、交通が便利になりました。

明治時代以降多くの農家で養蚕
業が営まれました。天王森泉館
は製糸場本館として建てられた
建物が移築されたものです

区内にはとれた
ての野菜や果物
などの直売所が
いっぱい

○泉区役所区民ホール
　8月13日（月）～8月17日（金）
　8時45分～17時
　(8月17日は16時まで）
○立場駅区民ギャラリー
　8月23日（木）～8月28日（火）
○中田駅区民ギャラリー
　8月30日（木）～9月4日（火）

泉区は地下水に恵まれ、湧き水
が多く見られます

阿久和川沿いには親水拠点とし
て五つの「まほろば」が整備され、
水辺を楽しむことができます

皆さんから寄せられた区の花「あやめ」
の写真を展示します

中和田南小学校付近

昭和23（1948）年頃

昔の弥生台駅

昭和63（1988）年

地下鉄工事中の中田駅付近

平成8（1996）年頃

立場交差点付近

昭和33（1958）年

緑園三丁目付近

昭和62（1987）年

青葉区

都筑区

緑区
鶴見区

神奈川区
旭区瀬谷区

保土ケ谷区
西区

中区南区

戸塚区
港南区

栄区

磯子区

金沢区

港北区

泉区

横浜市

答 え

下の写真を参考に考えてね

「あやめ」だよ。
区の木はサクラ、ハナミズキ、
キンモクセイ、アジサイ、モミ
ジ、コムラサキだよ。

下の写真の花だよ

①太鼓・お囃子、②横浜いずみ歌舞伎、③相模凧だよ。

答 え

① ② ③

区の花「あやめ」写真展

2年前の平成28
（2016）年に、区が
誕生して30周年
を迎えたよ

泉区と隣り合っている
区は何区だずん？

泉区の農地の面積は、横浜市の
区の中で何番目に広いずん？

泉区で盛んな伝統文化って
何だずん？

企画調整係　　800-2331　　800-2505

天王森泉館(和泉町）

天気の良い日には大
山、丹沢、箱根連山な
どが一望できます
冬の晴れた日には雪
をかぶった富士山も
くっきり

天王森泉館(和泉町）

わきみずの森(下和泉四丁目）

四ツ谷湧水（和泉町）

いずみ中央駅付近いずみ中央駅付近
上飯田町の農地上飯田町の農地

泉区の花って、何だずん？

？

答 え
今から32年前の、昭和61(1986）年11月3日
に戸塚区から分かれて誕生したよ。

いずみく のうち めんせき よこはまし

いずみく
いずみく

く なにく

とな あ
たんじょう

く なか

いずみ さか

なん

でんとう

いずみく はな なん

ぶんかく

なん ばん ひろめ

よこはまし

のうか かず ばんめ おお

なか ばん

いま

せやあさひ

むかし いずみく

むかし しゃしん だい こうかい

あ

くく とつか となく

ねん まえ しょうわ ねん がつ

とつか たんじょうく わ

か

ひろく

たいこ はやし よこはま かぶき

く き

さがみ だこ

？

一緒に活動する仲間を募集しています! 興味のある人は
地域振興課（　800-2395)へ問い合わせてね。

泉区ホームページ

いず魅力なび
〇泉区の歴史、文化など区の魅力については

区勢便覧｢IZUMI2018｣
〇泉区の年表、概要・人口などのデータ

写真で綴る泉区
〇泉区の昔の写真を見るには

いずみ自慢
〇泉区内の農産物直売所については

　泉図書館には、泉
区についての本や
資料を集めたコー
ナーがあり、区の歴
史や文化などを調べ
ることができるよ。
　また書庫にも古
い地図や学校の記
念誌などいろいろ
な資料があるので、カウンターで相談してみよう!
　毎月おはなし会なども開催! 詳しくは11ページ
を見てね。

和泉町6207-5　　801-2251
相鉄いずみ野線「いずみ野駅」または
バス停「いずみ野駅」から徒歩3分

泉図書館

まだまだ伝えきれないこと
がいっぱいあるずん。
図書館や泉区のホームペー
ジで調べてみてほしいずん。

区
てて
なな
いい

泉区の情報コーナー

四ツ谷湧水（和泉町）

わきみずの森(下和泉四丁目）

相鉄
いずみ野線

泉伝統文化保存会で、古くから泉区に伝わってきた泉郷土芸能（太鼓･
お囃子）､横浜いずみ歌舞伎、相模凧の文化を守り、受け継いでいます。

区の花「あやめ」という表現は、ハナショウブ、アヤメやカキツバタなど
アヤメ属アヤメ科全てを指しています。

五つの「まほろば」五つの「まほろば」
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の見方

健康・相談
■写真展を開催！
　「緑のカーテン」写真を募集
今年区内で栽培した緑のカーテンの写
真。応募写真は区役所や市営地下鉄立
場駅・中田駅で展示。
【応募部門】個人部門、団体部門
　・　 9月4日（火）までに写真、応募用
紙（区ホームページか区役所1階101
窓口ほかで配布）を郵送か企画調整係
（3階307窓口）へ、またはホームペー
ジ応募フォームで
　  800-2331　　800-2505

　子どもも大人もみんな集まれ！泉区役所で
本に親しもう。フェリス女学院大学の学生によ
る朗読や読み聞かせ、しおりやブックカバーづ
くりなど、楽しいイベントが盛りだくさん!

◆読み聞かせ　8月21日(火)、8月24日(金)いずれも10時30分～11時30分

★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）

※各演目については内容が変更になる場合があります。

8月13日(月)8時45分～17日(金)16時

8月20日（月）～24日(金)

8月30日(木)～9月5日（水）
9月10日(月)
9月11日(火)

・・・・・・・・・・・あやめ写真展
＊詳細はP９に記載あり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・読書イベント
＊詳細は右記イベントコーナーに記載あり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地震防災展

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朗読
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クラシックギター

泉区　緑のカーテン

いずみ区民活動支援センター
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イベント

■『知ってお得！大人のためのあんぜん
　パワーアップ講座』～自分を守る、
　子どもを守る、そして地域を守るコツ～
9月14日（金）10時～12時。区役所４階
４ABC会議室。自分で身を守るコツや
子どもと地域の安全に興味のある人。
50人。▶講師：うさぎママのパトロール
教室主宰 安全インストラクター 武田 
信彦さん　　・　 ホームページ応募
フォーム、電話にて申し込むか、　  ・　  ・
　  ・　  ・年代を記載してFAX・Eメール。
または、８月31日17時までにいずみ
区民活動支援センター窓口（1階104
窓口）へ（応募者多数の場合抽選・泉区
在住在勤在学優先・落選者のみ9月7
日までに通知します）　
　  800-2393　　  800-2518
　  iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

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

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

■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）

〈生活習慣相談〉
保健師･栄養士による健康相談､禁煙相談
8月24日(金)･9月6日(木)､9時～11時
　  ・　 健康づくり係へ
　  800-2445　　800-2516

■生活習慣改善相談（予約制）

10月2日(火)9時から、下和泉地域ケア
プラザで。40歳以上、40人、(年度に１
回)　　1,570円　　9月4日～25日
の9時～12時に電話で神奈川県結核予
防会へ　　251-2363 ＊受診料の減
免については健康づくり係へ
　  800-2445　　800-2516

■胃がん検診（エックス線撮影）

75歳以上。年度に1回。市内医療機関で
　 健康づくり係
　 800-2445　　800-2516

■横浜市健康診査

講演・講座

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

区民事業担当　　800-2395　　800-2507

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 しらゆり地区社会福祉協議会顧問　早乙女 賢一さん

さおとめ けんいち

■膝・腰痛予防講演会 
痛みの発生機序や治療、対応等
9月3日(月)13時～14時30分。いずみ
野地域ケアプラザで。区民先着50人。
講師：理学療法士・整体師みらい堂整体
院 院長進藤 隆さん
　 ・　 8月10日９時から電話で高齢者
支援担当へ　 　800-2435

■日本語を話せない人のための
　日本語教室(全20回) 
９月６日～１月31日の木曜日10時～
12時。区役所１階。先着12人。
日本語教室を受けられない場合はご
連絡します。　　3,000円
　・　 ８月13日から電話（日本語対応）、
もしくは区役所窓口かホームページで
入手した申込用紙（日本語・英語・中国
語・ベトナム語)を郵送・FAX・Eメール
か直接、区役所窓口（区民事業担当３
階309窓口）へ
　  800-2395　　800-2507
　  iz-tabunka@city.yokohama.jp

子ども 本大人も も に

みんなでますますパワーアップ ～すこやかくらぶ21～

　しらゆり地区社会福祉協議会は、民生委員の皆さんにご協力いただき、平成19年12月に「すこやかくらぶ21」を立ち上げました。このくらぶ
は、毎月第一土曜日に開催し、65歳以上の高齢者を対象に、次の内容で行っています。
　初めに童謡、唱歌をみんなで合唱し、次に体操（現在は、ハマちゃん体操）、さらに少し高度な体操・マスゲームの
グループと脳トレ麻雀のグループとに別れて楽しみ、最後は全員で机を囲んでお茶を飲み、お喋りをして終了！
　「お喋り」の時間には、振り込め詐欺や防災、防犯、交通事故、健康問題など、高齢者に関わりの深いテーマに
ついてもみんなで話しています。くらぶの時間は、約2時間と決めています。
　立ち上げ時より、地域ケアプラザのしらゆり地区担当の方にお手伝いいただき、体操などの指導を受けてい
ます。当初は10人くらいの参加者でしたが、徐々に増え現在では30人前後の方が参加しています。

８月20日(月)から８月24日(金)まで
泉区役所１階　区民ホール
泉区役所　　　　　フェリス女学院大学・泉図書館

日　時
会　場
主　催 共　催

「11ぴきのねこ」著・絵：馬場 のぼる　　　　　　　　　　　　　　
「おだんごぱん」ロシア民話　絵：わきた かず　訳：せた ていじ
「はらぺこあおむし」著：エリック・カール　訳：もり ひさし
「スイミー」著・絵：レオ・レオニ　訳：谷川 俊太郎
「おおきなかぶ」著：A・トルストイ　絵：佐藤 忠良ほか

◆ブックカバーづくり　8月24日(金)13時～15時(先着順30人)
◆展示　８月20日(月)～８月24日(金)

演 

目

しんどう たかし

たけだ

のぶひこ

◆しおりづくり　8月21日(火)13時30分～15時

「ふたりはともだち」著・絵：アーノルド・ローベル　訳：三木 卓
「注文の多い料理店」著：宮沢 賢治
「ちいちゃんのかげおくり」著：あまん きみこ

◆朗読　８月22日(水)14時～15時

演 

目

親しむウィーク

にほんご

にほんご ぜん かい

がつ

じ くやくしょ

にほんご

れんらく えん

がつ にち でんわ

くやくしょ

にゅうしゅ

ご ごべとなむ ゆうそう めーる

ちょくせつ くやくしょ まどぐち くみん じぎょう たんとう

かい まどぐち

もうしこみ ようし にほんご えいご ちゅうごく

まどぐち ほーむぺーじ

にほんご たいおう

きょうしつ う ばあい

かい せんちゃく にん

むいか がつ にち もくようび じ

きょうしつ

はな ひと

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時までに電話で健康づくり係へ   
　 800-2445　　800-2516

■エイズ検査・梅毒検査（予約制）
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■乳幼児の食事相談（予約制）

　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

すきっぷ　泉区

◆小田原北条氏の関東制覇と泉区

掲載については
へ

区役所 から

≪食生活健康相談≫
8月21日(火)9時～11時。乳幼児の
保護者　　電話で健康づくり係へ
≪離乳食教室≫
8月21日(火)13時30分～15時。
2回食頃(7～8か月頃)の第1子。試
食用のスプーン、赤ちゃん用エプロ
ン、お手ふきを持参　　･ 　電話か､
件名に「8月離乳食教室」、本文に参加
者と子どもの　・月齢・　を書いてＥ
メールで健康づくり係へ　　健康づく
り係　　800-2445　　800-2516
　iz-kenko@city.yokohama.jp

市立保育園 から
■和泉保育園で

泉区地域子育て支援拠点すきっぷ から

【コアラひろば】 身体を動かして遊ぼう
9月4日(火)10時～11時15分 。1歳～未就学児と保護者
　8月20日からの9時30分～15時に電話で（土日を除く）
　和泉保育園 　803-1483　　803-1137

■プレママ・プレパパ向け見学会
すきっぷの見学、ミルクづくり体験
8月25日（土）10時30分～11時
15分｡プレママ・プレパパ（おひとり
でも可）

■助産師による相談
助産師がひろばで相談を受けます。
8月21日(火)10時～11時30分。妊
娠中の人、乳幼児を子育て中の人。当
日受付にて申込み

8月19日(日)13時30分～。泉図書
館で。当日先着40人　　500円　
　 泉区歴史の会石井　
　 814-3331

9月12日（水）・13日（木）19時～
21時、立場ゴルフで。雨天実施。区
内在住・在勤の各先着15人。
　 ボール代　　・　 8月11日～9月
10日までに電話か 　・　 ・　 ・生年
月日を書いてFAX。区ゴルフ協会
事務局 横山へ　　804-0003　
　 804-0026

◆泉区秋季囲碁大会

◆区民初心者ゴルフ教室

クラス別対抗戦。市大会予選を兼
ねる。9月9日(日)9時30分受付。
泉公会堂で。　　1,500円、学生
800円。昼食代別300円　　泉区
囲碁連盟　　806-7228

◆泉区民テニス大会
ミックスダブルス ①一般②110
歳以上（男女合計年齢110歳以上・
男性55才以上、女性50才以上）。9
月24日（祝月）、10月6日(土)・8日
（祝月）・21日（日）。各8時45分集

■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〉8月22日の水曜
〈1歳6か月児〉8月15日、9月5日の水曜
〈3歳児〉8月17日､9月7日の金曜

■乳幼児歯科相談（予約制）
8月8日(水)9時15分～9時45分。
区役所1階福祉保健センターで
　 ･ 　電話でこども家庭係へ
　 800-2444　　800-2513

　 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）

〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209　　805-6111　　805-6122

　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

視覚障がいの理解　～誰もが暮らしやすい地域を考える～
視覚障がい等の理解や関わり方についての講義、活動者による体験談
  9月15日（土）10時～12時「点字体験と支援のお話し」
10月13日（土）10時～12時「誘導体験と支援のお話し」

踊場地域ケアプラザ
泉区社会福祉協議会内にある専用申込書か、　・　・　・
　（izumiku01@yokohamashakyo.jp）にて

平成30年度下期「福祉の泉助成金」説明会開催
おおむね年末年始期間に、住民や団体が実施する地域の助けあい
活動に助成します。
9月18日(火)14時～15時。泉ふれあいホームにて。

場　所
申込み

●泉区三曲会 ●アマリリス ●渡辺楊子（敬称略）その他５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。

善意銀行善意銀行

合。東俣野中央公園。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
ルに所属している人。①先着48組
②先着24組　　4,000円/組
　 ・　 8月24日・25日11時～18時
に参加費を添えて、とつかテニス
クラブ内ヴィヴァへ
　 804-7850

から

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

◆0･1･2･3歳のおはなし会

　泉図書館では毎月、「開館30周年」に関連する10のテーマで、
図書の展示を行っています。
　8月のテーマは「人工衛星」。図書館の開館と同じ日(平成元年
2月22日)に、「あけぼの」という人工衛星が打ち上げられたこと
にちなんだ展示です。そこから１冊をご紹介します。

8月29日（水）10時45分～。0歳～3歳児
とその保護者､先着10組　　8月22日9時
30分から電話または窓口へ

　本書はまず、人工衛星とは？という話
題から始まっています。以前に大きく取
り上げられた小惑星探査機「はやぶさ」
や宇宙ステーションも、人工衛星の一種
だそうです。
　打ち上げの場所や方法、製作の作業工
程や材料、宇宙空間での「仕事」や軌道に
ついてなどが説明されています。

◆大人のためのおはなし会
9月12日（水）、10時30分
～12時。
泉図書館2階会議室で
一般の方、先着30人。
語り手：おはなしクーゲル
　 8月22日、9時30分か
ら電話または窓口へ

NEC「人工衛星」プロジェクトチーム/著　アーク出版

泉図書館は、
平成31年2月22日に
開館30周年を迎えます。

開館30周年記念　テーマ展示「人工衛星」（一般書）

　巡回バスで本の貸出・返却・予約サービスをします。
　　　
　　　緑園東公園　
日 時
場 所

移動図書館
はまかぜ号

『人工衛星の“なぜ”を科学する
 だれもが抱く素朴な疑問にズバリ答える!』　

◆土曜おはなし会

◆日曜おはなし会
9月9日（日）14時～。4歳以上。保護者同伴可

9月1日（土）14時～。5歳以上。保護者同伴可

8月14日（火）、8月28日（火）15時10分～16時

　 横浜市中央図書館サービス課 　 262-0050

いずみっこひろば
「幼稚園・保育園・認定こども園ってどんなところ？」
各施設の違い・園生活紹介のほか、子育て情報も満載！
手作りおもちゃコーナー、手遊び・パネルシアター、栄養士による離
乳食・おやつの紹介、各園のパネル展示、看護師による子どもの健康
相談、保育・教育コンシェルジュによる個別相談ほか。

9月7日（金）10時～15時、9月8日(土)10時～13時
泉区役所１階区民ホール

日　時
会　場

こども家庭係　　800-2444　　800-2513



◆秋期定期教室参加者募集
スポーツの秋! 体を動かし、心も体もリ
フレッシュ。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
　 8月6日～8月25日（抽選）､詳細は問
合せを

◆クラフトバンドで作る秋の食卓3点セット
　(箸置き､コースター､ランチョンマット)（全2回）
9月6日(木)･7日(金)13時～16時。先
着18人。5～6cmの洗濯ばさみ10個
程度持参　　600円　　8月16日9
時から費用を添えて窓口へ
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泉 区役所 ウェブページで情報配信中! 横浜市泉区役所 泉区版は
ここまでです

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

そ の 他

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

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
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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

◆こども自然公園青少年野外活動センター
〈自然を写そう! デジカメテクニック E〉 
10月6日(土)9時30分～12時。小学5年
生以上､抽選10人　　1,000円　　 8月
24日～9月7日｡詳細は電話か 　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

◆落語を楽しむ会「搗屋幸兵衛」「一人
　酒盛」「お化け長屋」
8月29日(水)13時～15時。当日先着80人

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

老人福祉センター 横浜市泉寿荘

◆ラジオ体操～継続は力なり～
年末年始(12月29日～1月3日)を除
く毎日。8時40分～8時50分

◆趣味の教室 (日程の詳細は問合せを)
《①健康詩吟（全12回）》10月5日～3月
15日の金曜10時～12時。抽選15人　　
　 500円　《②初心者のための将棋教
室（全12回）》10月～3月の第2・第4火
曜13時～15時。抽選15人　　 500円
《③ズンバ®ゴールド(全11回）》10月
～3月の第1・第3土曜13時45分～
14時45分。抽選20人　　 300円　
《④ノルディックウオーキング（全12回）》
10月10日～3月27日の水曜13時～15
時。抽選30人  　300円　《⑤優しい
ヨガ(全11回）》10月～3月の第2・第
4水曜14時45分～16時。抽選20人
　 300円　《⑥健康体操（全20回）》
10月11日～3月14日の木曜13時～14
時25分。抽選20人　  400円　　9
月1日～9月15日までに、①②は往復
はがきに 　、　、　、　、　 を書いて送
付かはがきを持参して窓口へ③～⑥
ははがきを持参して窓口へ

◆秋のウオーキング・栗ひろい体験
弥生台駅周辺の自然、史跡を楽しむ
9月24日（祝・月）9時～12時。雨天中
止。抽選20人（小学3年生以下は保護
者同伴）　　100円　　8月13日～
8月31日に電話か窓口へ

◆マイカップを作りましょう
9月12日（水）10時～12時。抽選20人
　 600円　　8月29日9時30分～9
時45分に費用とともに窓口へ

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11
　 ・　 814-4050

◆体の衰え度チェックと健康ミニ講座
女性向け 8月15日（水）9時～13時

泉スポーツセンター

◆親子リトミックと読み聞かせ
9月8日（土）13時～14時30分。未就学
児と保護者。上履き持参

◆本格プログラミング教室
文字を入力し、ゲームを作成　
10月14日（日）10時～16時30分。小学
5年生～中学生､先着10人　　2,500
円　　8月11日からちらし（窓口など
で入手可）裏面の申込書をFAXか費用
を添えて窓口へ

◆黒色すみれコンサート
11月17日（土）①11時～11時40分（親
子で楽しめるベビーコンサート）乳幼児
と保護者②14時～15時（ウイズ・ミュー
ズコンサート）③18時30分～20時（ゲ
スト：カラーポワント）　　①1組500
円（乳幼児2人目から1人300円）②泉
区民700円③3,500円　　各8月18
日から電話か費用を添えて窓口へ

◆絵本作家垂石眞子さんと愉快な
　お話作り＆工作
8月24日(金)10時～11時30分。先着
15人　　8月11日10時から電話か窓口へ

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

◆基本から楽しく 茶の湯入門（表千
　家）（全10回）
9月20日～2月7日の木曜(詳細は問合
せを)。9時30分～11時30分。先着10人 
　3,000円　　8月18日～9月8日に
電話か費用を添えて窓口へ

◆親子でおやつクッキング
ウインナーパン､桃のパンナコッタ他
8月25日（土）10時～12時30分。幼児～
小学生と保護者先着20組　　1組500
円　　8月11日10時から電話か窓口へ

◆一人で踊る簡単サルサ（全6回）
9月8日･22日､10月13日･27日､11月24
日､12月1日の土曜10時30分～11時30
分。抽選15人　　2,000円　　8月25
日10時～10時15分に費用とともに窓口へ

◆卓球の極意を学ぶ
陳莉莉コーチのワンポイントレッスン
8月25日（土）13時～15時。先着40
人　　400円　　8月11日11時か
ら電話か窓口へ
◆育てよう! オリジナル苔玉
8月26日（日）10時～11時30分。小
学生先着10人　　300円　　8月
12日10時から電話か窓口へ

◆小学生将棋教室（全4回）
9月13日･20日･27日､10月4日の木曜
15時30分～17時。小学生､先着10人
　 400円　　9月6日10時から費用
を添えて窓口へ

◆今田勝トリオジャズフェスタ
9月29日（土）14時～15時30分。先着
200人　　大人800円、中学生300
円（詳細は問合せを）　　8月18日9時
から費用を添えて窓口へ

◆とっておきのハロウィーンリース
9月20日（木）10時～12時。先着10人
　 2,000円　　9月5日10時～9月
15日に費用を添えて窓口へ

◆ちゅーりっぷファミリーコンサート
言葉遊びや演奏など親子で楽しむコ
ンサート。おみやげあり　
9月29日（土）13時～14時30分。西公
会堂で。未就学児と保護者、先着20組　
　 8月15日13時から電話か窓口へ

◆おでかけに役立つ簡単行楽弁当
9月3日（月）10時～13時。先着20人　　800
円　　8月20日10時から電話か窓口へ

◆シェフ直伝 うれしいおいしい
　カジュアルフレンチ
8月30日（木）10時～13時。先着20人
　1,200円　　8月13日10時から電
話か窓口へ

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

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

◆おもちゃの病院
からくりを見せながら修理
9月15日（土）10時～15時。先着20組
　8月14日～9月14日に電話か窓口へ

◆夏休みおりがみ教室
簡単な折り方から難しい作品に挑戦
8月21日(火)10時～12時。当日先着30人

～15時30分。抽選15人　　3,500円
　 8月28日10時～10時15分に窓口へ

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

◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
8月26日（日）14時～15時15分。先着
70人　　大人1,000円、中学生300
円（詳細は問合せを）　　8月11日9
時から費用を添えて窓口へ

たるいし

いまだ まさる

まこ

ちん り　り

葛野コミュニティハウス
〒245-0014 中田南5-15-1
　 ・　 805-0487

こくしょく

◆行政書士相談（契約・相続等）
8月11日､9月8日の土曜9時30分～11時30分

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

◆ロビー展示　俳句作品
8月22日（水）～9月10日（月）

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

◆子ども工作「カラーワイヤーで作る
　スクラップボード」
8月21日（火）9時30分～12時。小学
生、先着15人　　500円　　8月11
日10時から窓口へ

◆親子料理教室 (うどん作り )
8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、手拭きタオ
ル、上履き、飲み物持参　　200円　 　8
月11日9時～8月15日に電話か窓口へ

◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか？
①9月13日（木）②14日（金）③26日（水）④
27日（木）①③10時～21時、②④9時～21
時　　1枠1,800円（1時間）、2枠3,000円
（2時間）　　8月15日までに専用申込書
（窓口または　 から入手可）をFAXか窓口へ

※駐車場の用意はありません。

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

つきや こうべえ

◆ストレス解消！女性限定ボクシング
　deエクササイズ（全8回）
9月～12月の第1･第3木曜13時30分～
14時30分。女性､抽選20人　　 4,000円
　 8月23日10時～10時15分に窓口へ

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

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300
　 ・　 804-5133

◆案山子コンテスト
9月2日（日）～10月14日（日）。天王森
泉公園前の田んぼのあぜ道で

かかし

◆初めてのハワイアンキルト・トート
　バッグ作り（全4回）
9月～10月の第2･第4火曜13時30分

◆上映会「家族はつらいよ2」
9月9日（日）13時30分～15時30分。
先着50人　　8月11日から電話か窓口へ

こけ

※各60歳以上対象

テアトルフォンテ
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