
泉区民文化祭
10月13日(土)
　　～11月３日(祝･土)

泉区民ふれあいまつり アフリカと泉区の伝統音楽の共演
～聴いて・食べて・体感する～
アフリカ音楽フェスティバル

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。
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トピックス

月号月号
2018

(平成30)年

2018(平成30)年
9月1日現在

名称 日程 時間 会場

合唱祭

鎌倉彫展

工芸展

手芸展

写真展

演劇会

芸能大会

健康体操　

彫刻展

書作展

朗読と語りの発表会

華道展

器楽祭「輝きコンサート」

13時～16時

10時～12時、
13時～14時

11時30分～16時(開場11時）

13時～16時

9時～17時
(初日は13時から､最終日は16時まで）

9時～17時
(初日は13時から､最終日は16時まで）
9時～17時
(初日は10時から､最終日は16時まで）

9時～17時
(初日は13時から､最終日は16時まで）

9時～17時
(初日は13時から､最終日は16時まで）
9時～17時
(初日は13時から､最終日は16時まで）
9時～17時
(初日は12時から､最終日は16時まで）
27日：16時～
28日：11時～､15時～
27日：10時～17時
28日：11時～16時

泉公会堂

区役所1階1A会議室

区役所1階区民ホール

区役所1階区民ホール

シルバー健康体操、
太極拳

泉区民文化センターテアトル
フォンテ ギャラリー
泉区民文化センター
テアトルフォンテ

泉区民文化センター
テアトルフォンテ

泉公会堂

泉公会堂

泉区民文化センターテアトル
フォンテ ギャラリー

泉区　多文化共生

区民事業担当（３階309窓口）　
　800-2392　　800-2507
　iz-tabunka@city.yokohama.jp

11月3日（祝･土）9時30分～15時※荒天中止
和泉遊水地 3池・4池

日　時
場　所

11月11日（日）※荒天中止 区民広場（泉区役所正面）日　程 場　所

小学生以上(親子参加可）、抽選20人
10月31日までに電話か、　･　･　･　を記入してFAXかEメール
または区民事業担当窓口へ（抽選結果は11月4日までに郵送で連絡）

対象・定員
申込み

■ステージショー
　小中学校の吹奏楽、
　郷土芸能、ダンス、
　テレミン体操　ほか
■模擬店・バザー
　区内各団体等の出店

■西アフリカ音楽と泉区郷土芸能（太鼓・お囃子）の演奏＜当日入退場自由＞
　　　　　12時～14時頃
■ジャンベ体験会＜事前申込制＞
　　　　　14時15分～14時45分頃

■広報展示
　各機関ブース

■ふれあい広場
　エア遊具(ふわふわ)､
　ミニ動物園、
　ミニSL、昔あそび、
　軽スポーツコーナーほか

10月13日(土)
　　～11月３日(祝･土)

泉区民文化祭

泉区民ふれあいまつり
～聴いて・食べて・体感する～
アフリカ音楽フェスティバル

4池

3池

地蔵原の水辺

いずみ
中央駅

長後街道

相鉄
いず
み野
線

環状
4号
線

会場
和泉川

泉区役所

和泉遊水地

地蔵原の水辺

ジャンベは
西アフリカの太鼓です
ジャンベは
西アフリカの太鼓です

はやし

10月13日(土)

10月22日(月)～25日(木)

10月22日(月)～25日(木)

10月22日(月)～25日(木)

10月23日(火)～28日(日)

10月27日(土)・28日(日)

10月27日(土)・28日(日)

10月28日(日)

10月29日(月)～11月2日(金)

10月29日(月)～11月2日(金)

10月29日(月)・30日(火)

10月30日(火)～11月1日(木)

11月3日(祝･土)

第７回アフリカ開発会議横浜開催推進事業

アフリカ
郷土料理の
試食あり

※会場にて配布、なくなり次第終了。

地域振興課　　800-2392　　800-2507

泉区民ふれあいまつり実行委員会　事務局
　・　801-6008（泉区シニアクラブ連合会事務局）

演奏時間

時　間

アフリカの郷土料理である
カリマティ(ドーナツ)やバジア
(じゃがいもと豆のフライ)を
食べに来ませんか？

バジアバジア

〔主催〕泉区文化振興委員会　〔共催〕泉区役所・泉区民文化センターテアトルフォンテ・泉公会堂・Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 

区民事業担当　　800-2395　　800-2507
泉区民文化祭

区役所1階区民ホール

区役所1階区民ホール

区役所1階区民ホール



　がんは気づかないうちに進行するもので、初期の段
階で発見し、適切な治療を行うことで高い確率で治り
ます。健康だと思う今こそがん検診を受けましょう。

あなたはがん検診を受けていますか？
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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

横浜　がん検診

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

　横浜市の家庭から排出される燃やすごみの中には、手つかず食品
（安売りなどで大量に買ったが食べきれなった食品）がたくさん含ま
れています。
　横浜市では、年間１人当たり約５㎏、4人家族で約20㎏、横浜市民
全体で約２万トン もの手つかず食品が廃棄されています。

年間一人当たり約4,000円。４人家族で約16,000円分の
食品が捨てられている計算になります。

　家庭から排出される手つかず食品をなくすことにより、家計の節約に
もつながります。
　「手つかず食品」を出さないために、定期的に冷蔵庫の中にあるものを
確認する習慣を付けましょう！

　横浜市では、食品ロス削減の新たな取組として、家庭で余って
いる未使用食品を集めて福祉団体等に寄付する「フードドライブ
活動」の仕組みづくりを推進しており、11月3日開催の泉区民ふ
れあいまつりの資源循環局ブースでフードドライブを実施します。

スタンプラリーでお買い物券を当てよう!
泉区商店街連合会に加盟している区内８商店会では、お買物券が当たるスタンプラリーを実施しています。
スタンプラリーに参加している店舗で買い物をしてスタンプを３個集めるとその場で応募ができます。
11月３日（祝・土）開催の泉区民ふれあいまつりにおいて１等と２等の当選者を発表します。スタンプラリーは10月末まで。
詳しくは参加店舗で確認してください。

　実施医療機関に直
接予約して受診して
ください。実施医療
機関は専用ダイヤル
でご案内できます。

検診種類
胃がん
(X線) 年度に1回

年度に1回

2年度に1回

40歳以上

20歳以上

40歳以上

50歳以上

50歳以上

2年度に1回

年度に1回

3,140円

1,360円

1,000円

1,370円

680円

600円

胃がん
(内視鏡)

肺がん

大腸がん

子宮がん

乳がん

前立腺がん
(PSA検査)

受診回数 対象者 費用 検査項目

加入している健康保険など（職場の健康保険組合等）で制度がある

職場でお問い合わせ
ください

＊費用が免除される場合もあります。詳しくは横浜市けんしん専用ダイヤルに
　お問い合わせください。

横浜市がん検診
または、自費での検診

40歳以上

問診、胃部エックス線撮影
検査または胃部内視鏡検査
(エックス線検査と内視鏡
検査の両方を同一年度に受
診することはできません）

問診、胸部エックス線撮影
検査

問診、便潜血検査

問診、血液検査

問診、頸部細胞診検査

問診、視触診＋マンモグラ
フィ検査 （両方受診）

(前年度に受診
していない方)

(前年度に受診
していない方)

(男女)

(男女)

(男女)

(女性)

(女性)

(男性)

(視触診690円、
マンモグラフィ680円)

(頸部のみの場合)

健康だと思う がん検診!!今こそ

がん検診の問い合わせ先

横浜市けんしん専用ダイヤル
受付時間 ８時30分～17時15分

（日曜・祝日・年末年始除く）

664-2606　　664-2828
または横浜市ホームページ

健康づくり係　　　800-2445　　800-2516 資源化推進担当　　800-2398　　800-2507

横浜市がん検診の
受診について

3Ｒ夢 暮な らし

※

横浜市の燃やすごみに
含まれていた「手つかず食品」

「ヨコハマ３Ｒ夢！」
マスコット イーオ

11月3日（祝･土）9時30分～15時 ※荒天中止
和泉遊水地 3池・4池

未開封で常温保存のできる賞味期限まで２か月
以上ある缶詰のみとします。

日　時
場　所
集める食品

始めよう！
ス　 　リ　　 ム

3Ｒ夢 暮な らし
～手つかず食品をなくそう～

金額に換算すると・・・

参加店舗は
ポスターが
目印！

がん検診の受診方法

横浜市がん検診

（※ごみ組成調査結果等から推計）

泉区民ふれあいまつりへ家庭で余っている
未使用食品をお持ちください！
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①やめて欲しいことを教えましょう。
②して欲しいことを具体的に伝えて、一緒にしましょう。

子育て支援担当　　800-2447　　800-2513
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泉消防署予防課予防係　　・ 　801-0119

　火災件数は減少傾向にありますが、２つの事案とも住宅内で火災が発
生しています。

火を扱っているときはその場から離れない。
コンロの周りをきれいにしよう。
マフラーやコートを着用して調理をしない。
もしもの備えに、消火器を設置しよう。

　お子さんが成長していく姿はとても嬉しいものですね。
　1歳をすぎると行動範囲が拡がり、親からするとやめて欲しいこ
とや危ない場面が増えてきます。
　命にかかわることはダメなものはダメ、としっかり伝えましょう。
　それ以外のやめてほしい行動をしているときは、やめて欲しいこ
とを教えて、して欲しいことを具体的に伝えて、一緒にしましょう。

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

災害拠点病院

　10月22日（月）～10月24日（水）の3日間で、協力いただける医
療機関等において、「災害時のぼり旗掲出訓練」を保土ケ谷区、旭区、
緑区、瀬谷区と合同で実施します。
　この期間に医療機関等の近くをお通りの際には、ぜひのぼり旗を
ご確認ください。また、いざという時に備えて、地域にある医療機関
等を調べておきましょう。

　毎年、この期間は「神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条
例」により「安全・安心まちづくり旬間」と定められています。
　この期間中は、10月12日（金）から10月18日（木）に泉区役所１階
区民ホールにおいて、防犯パネルと防犯ツールの展示等を行います。
この機会に日頃の防犯に関する知識を習得して、犯罪から身を守りま
しょう。

　泉区内などで振り込め詐欺が発生しています。息子や孫を装って
お金を要求する「電話はサギ」と疑いましょう。
　また、最近では、公的機関を名乗り還付金
等をATMで受け取れると偽ってお金をだ
まし取る詐欺やキャッシュカード受け取り
型詐欺が増えています。
　相手が公的機関であると名乗っても安心
せず、必ず該当する会社などに電話し確認
するなど、十分注意しましょう。

５区（泉区・保土ケ谷区・旭区・緑区・瀬谷区）合同で
のぼり旗掲出訓練を行います

　横浜市では、震度６弱以上の地震発生時等に、被災を免れ、診療な
どが可能な医療機関と薬局は、その目印として「診療中」（薬局は「開
局中」）と記載された「のぼり旗」を掲げることとしています。

重症・重篤な傷病者を受け入れる病院
(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病
院等市内13病院）

安全・安心まちづくり旬間

災害時に診療可能な医療機関・薬局の目印「のぼり旗」

薬局

怪しい電話があったらすぐに警察へ！怪しい電話があったらすぐに警察へ！

10月11日～20日は
安全・安心まちづくり旬間

　火災は空気が乾燥する秋や冬に多くなる傾向があります。これからの
季節は火災への注意が必要です。ご心配な点やご相談がありましたら、
お問い合わせ下さい。

災害時救急病院・診療所（一般、歯科）
中等度の傷病者等を受け入れる病院や
軽症者を受け入れる診療所(区内５か
所の病院、ご協力いただける診療所）
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　区民の手作りですが、役者はもちろん、衣裳や小道具・大道具も
すべてプロの指導を受けています。
　本格的な歌舞伎公演は、舞台では見ることができないところで頑
張っている人たちの力によって、つくられています。
　今年も10月20日(土)、21日(日)の公演に向けて、横浜いずみ歌
舞伎保存会は頑張っています。
　稽古は、４～10月の毎週土曜13時～18時にいずみ中央駅付近の
施設で行っています。見学は、下記の問合せ先まで連絡してください。

　泉伝統文化保存会を構成する三つの団体「横浜い
ずみ歌舞伎保存会」「相模凧いずみ保存会」「泉郷土
芸能保存会」では区内に伝わる伝統文化を継承し、
次の世代へ伝えています。今月は、三つの団体が私
たちに活動の成果を披露するまでに、どのような準
備を行っているのか、その舞台裏をお伝えします。

泉郷土芸能保存会

相模凧いずみ保存会
　端午の節句に子どものすこやかな成長と五穀豊穣を願って大凧を揚げる伝統文化です。大きな凧はみんなで
絵を描きます。写真のように大きな凧でも、とても細かい作業があります。
　その他の保存会の公演などでの展示も行っており、
会場の雰囲気を盛り上げています。

※横浜いずみ歌舞伎保存会の
　情報はこちらから

やってみたい！興味がある！見学したい！という人は地域振興課区民事業担当へ連絡くださいずん！

横浜いずみ歌舞伎保存会

相模凧いずみ保存会

横浜いずみ歌舞伎保存会
　太鼓６団体と、お囃子４団体が所属しています。曲調も団体によりさまざまで、写真のように、地域のおまつりやイベントを
はじめ、福祉施設や大さん橋での大型客船の歓送演奏など、あらゆる場所やイベントで披露しています。
　毎年６月(平成30年度は７月に実施)には日々の稽古の成果を発表する場として、
「太鼓・お囃子フェスティバル」を泉区民文化センター テアトルフォンテで開催しています。

和泉三家囃子保存会

岡津囃子連

上和泉囃子連

中田囃子保存会

泉郷土芸能保存会

お囃子お囃子

各 団 体 の 稽 古 の 日 時
見学等を希望する人は地域振興課へ連絡してください。

いずみ さんや はやし

はやし

はやし

おかづ

かみいずみ

ほうじょう

なかだ ばやし

いしょう はやし

区民事業担当　　800-2395　　800-2507　　iz-chishin@city.yokohama.jp 泉伝統文化保存会
※泉伝統文化保存会について詳しくはホームページで

小道具 衣裳

役者 大道具

（三家自治会館、毎週日曜20時～22時）

（三島神社集会場、金曜18時30分～20時30分）

（並木谷戸新町内会館、４月～11月の金曜･月２回､
 19時30分～21時30分）

（御霊神社中田囃子稽古所、日曜・木曜19時～21時）

いずみ中央駅
立場駅

ゆめが丘駅

下飯田駅

踊場駅

中田駅

JR東
海道
新幹
線

緑園都市駅

いずみ野駅 弥生台駅

横浜
市営
地下

鉄ブ
ルー
ライ
ン

相鉄
いずみ野線

緑園東小学校
キッズクラブ

はとのもり
キッズ太鼓

岡津太鼓

宮古太鼓

如月太鼓

岡津囃子連

中田囃子保存会

上和泉囃子連

ホームページは
こちらから▶

ホームページはこちらから▶
相州 泉美野太鼓
ホームページはこちらから▶

お囃子団体

太鼓団体

和泉三家囃子保存会

岡津太鼓（岡津中学校、火曜･土曜18時～20時30分）
如月太鼓（県立横浜ひなたやま支援学校体育館、水曜19時～21時・
土曜14時～17時）
相州 泉美野太鼓（緑園東小学校体育館、木曜18時～21時）
はとのもりキッズ太鼓（新橋小学校体育館、月曜・月２回､16時～
17時30分）
宮古太鼓（社会福祉法人ぴぐれっと「ぴぐれっと２」、日曜、子ども
17時30分～19時、大人20時～21時）
緑園東小学校キッズクラブ（緑園東小学校体育館、木曜の放課後）

太鼓太鼓
おかづ だいこ

だいこ

だいこ

たいこ

だいこ

きさらぎ

みやこ

りょくえんひがし

そうしゅう いずみの

泉伝統文化保存会
ロゴマーク
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の見方

健康・相談
■衣服のリユース
不要になった衣類の受入れおよび配
布・区役所1階区民ホールにて。
〈受入れ〉染みやほころびがないもの。
11月15日(木)10時～13時、16日(金)
10時～11時。車での搬入は区役所と
公会堂の間。〈配布〉11月16日(金)10
時～13時30分。持ち帰り用の袋は各
自で用意してください。※区役所地下
駐車場は有料です。
　 地域活動支援担当（3階310窓口）
　 800-2391　　800-2507

■『情報発信にはこれが必須! SNS講座
　～チラシ半分、インターネット半分～
　“つづきはWebで” を始めませんか』講座
11月27日(火)14時～16時。区役所４
階4ABC会議室。団体活動に興味があ
る人、自治会町内会、サークルなどで既
に活動している人、団体の魅力を伝え
る方法を学びたい人。先着30人。
　 10月11日から　 ・年代・　 ・　 と、あ
れば　・所属団体名を記載して、FAX・
Eメール・　 応募フォームまたは電話・
区民活動支援センター（１階104窓口）
へ　　 800-2393　　800-2518
　 iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp
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イベント

家族や身近な人からの暴力など。
月～金曜（祝休日は除く）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

■女性福祉相談

■女性の健康相談（予約制）

10月28日(日)9時30分～12時30分。
区役所１階福祉保健センターで。抽選20人。
　 10月19日(必着)までにはがきに　 ・
　 ・　 ・　 ・を書いて、〒245-0013
中田東2-1-5鈴木ビル201くずのぐち
歯科クリニック内泉区歯科医師会地域保
健委員会へ　　泉区歯科医師会地域保
健委員会 佐藤　　803-2111　※抽
選結果は10月23日までに郵送で連絡。

■泉区歯科医師会口腔がん検診〈食生活健康相談〉
栄養士による食事相談
10月30日(火)９時～11時、13時30
分～15時30分。

■生活習慣改善相談（予約制）

11月27日(火)9時から、泉区役所。40歳
以上、40人、(年度に１回)　　1,570円
　 10月26日～11月15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（有料）（予約制）

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

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）

講演・講座
■地域で考える～若者の今とこれから～
子どもや若者の置かれている現状や今
後について知るとともに横浜市の若者
支援の取り組みを知って、今後の地域
について考えます。
10月31日(水)10時～11時30分。区役
所4階４ABC会議室。　▶講師：よこは
ま西部ユースプラザ　　334-3040
　学校連携・こども担当　　800-2339

■日本語ボランティアフォローアップ講座
10月29日～11月26日までの毎週月曜
（ただし、11月12日は休み）。９時45分～
11時45分。泉公会堂第２会議室。先着
12人。日本語ボランティア初心者向け。
　 10月11日から　・　を記載して
FAXかEメールまたは電話か窓口へ
　 区民事業担当
　 800-2395　　800-2507
　 iz-tabunka＠city.yokohama.jp

〈生活習慣相談〉
保健師による健康相談､禁煙相談
10月12日(金)、30日(火)の９時～11時。
　  ・　 電話で健康づくり係へ
　  800-2445　　800-2516

　保育所等の利用申請ができるのは、保護者の状況が保育を必要とす
る場合です。申請書の記入漏れや必要書類の添付忘れがないよう、利
用案内を確認し期間内にお申込みください。
※現在(平成30年度)保留待機中の方、転園を希望する方も新たに申請が必要です。

◆利用案内の配布　10月12日(金)から
※就業(予定)証明書は10月1日(月)から区役所で配布
(横浜市こども青少年局のホームページからダウンロードもできます)

◆配布場所（泉区版）
 ・区役所こども家庭支援課窓口（2階210番）　・区内認可保育所等　
 ・区内地域ケアプラザ　・行政サービスコーナー（戸塚・東戸塚・二俣川）
 ・地域子育て支援拠点 すきっぷ

※12時～13時は、長時間お待たせしてしまう場合がありますので、
　ご了承ください。
※締切日(11月16日)後の申請は、二次申請の取扱いとなります。

郵送申請：
窓口申請：

◆申請方法

●障害のあるお子さんの保育所等の利用を希望する人
   （10月31日(水)までに区役所での相談が必要です）
●平成31年2月3日(日)までに出生予定のお子さんの産休明け保育　
　（生後57日到達）を希望する人
　（仮申請を受け付けます ※出生後に別途正式申請が必要です）
●市外の保育所等の利用を希望する人（希望先自治体の締切２週間前
　までに手続）詳細は泉区ホームページでご確認ください。　

いずみ区民活動支援センター

はぴねすぽっと　31年度　利用案内

泉区　保育所　申込

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

月～金曜（祝休日は除く）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）

※原則、郵送での申込になります
10月12日(金)～11月5日(月）当日消印有効
11月6日(火)～11月16日(金）（土日を除く）
8時45分～17時までに区役所2階210番へ

【次の場合は窓口で申請してください（郵送申請不可）】

こども家庭係(保育担当)　　800-2413　　800-2513
区政推進課 企画調整係　　800-2331（イベント全体について）

　平成28年10月に旧深谷通信所跡地内に設置した「旧深谷通信所跡地中
央広場」で、防災やスポーツを身近に体験できるイベントを開催します。
　イベントには、はしご車もやってきて「はしご車搭乗体験」を行います。
はしご車搭乗体験は事前申込みで行いますので、ご希望の方は、下記のと
おり、お申し込みをお願いいたします。(応募者多数の場合は抽選)

イベント開催概要

11月17（土）10時～15時
旧深谷通信所跡地中央広場

日　時
会　場

11月2日（消印有効）までに往復はがきで、往信裏面に①搭乗希望
者氏名・年齢・学年、②連絡先（保護者など）の住所・氏名・電話番
号、を書いて泉消防署庶務係（〒245-0024和泉中央北5-1-1）
へ（返信表面には返信先の住所・氏名を記載）　　　　　

応募方法

問合せ

・小学生以下（保護者も同乗可能）
・はしご車のバスケットにひとりで立ち、つかまって搭乗できるお子様

対　象
【はしご車搭乗体験　事前申込み方法】

※当選ハガキ１枚につき、２名まで搭乗できます。
※ひとりでも多くの方に搭乗していただくため、おひとりで搭乗される
　場合は、他のお子様と同乗になります。

※搭乗希望時間帯の指定はできません。複数申込みは無効。
※集合時間などは、返信はがきでお知らせします。
※災害発生時、強風時等は中止になる場合があります。

イベントの詳細については次号でお知らせします

 保育所等の
利用申請が始まります

平成
31年度

 保育所等の
利用申請が始まります

泉消防署庶務課庶務係　　801-0119（はしご車搭乗体験について）

当イベントは、防災やスポーツに関連した多
数のブースを出展します。はしご車搭乗体験
以外は、すべて当日参加可能なブースとなり
ますので、是非お気軽にお越しください。
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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

◆行くたびに発見がある
　“鎌倉史跡巡り”

掲載については
へ

区役所 から

≪食生活健康相談≫
10月16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≫
10月16日(火)13時30分～15時。
2回食頃の第1子。試食用スプーン、
赤ちゃん用エプロン、お手拭きを持参。
　 10月11日から電話か､件名に
「10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

■マタニティさん、あつまれ♪
おもちゃの手作り、乳幼児とのふれ
あいなど
10月27日（土）13時30分～15時
30分。妊娠中の人とそのご家族。（保
育の希望がある場合はご相談くだ
さい）
　 10月11日から電話または来館に
て。

【赤ちゃんコアラ】 
ふれあい遊び、誕生会など。11月は
講師による講座です。（11月の講座
のみ要申込み）　　10月11日から。
<ぴよぴよ>
10月18日（木）10時～11時30分。6
か月までの子と保護者
<きらきら>
10月25日、11月29日「離乳食と口腔
のはなし」(各木曜)10時～11時30分。
7か月～12か月の子と保護者

【育児講座】
「保育園の離乳食を試食しよう」
11月20日(火)11時～12時。
3か月～８か月までの子と保護者
　 10月15日から

　 ･ 　いずれも和泉保育園へ
9時30分～15時に電話で。
　 803-1483　　803-1137

■孫育て講座
①今どきの子育て事情を知る
11月6日（火）10時～11時30分。
②おもちゃの手作りなど　
11月14日(水)13時～14時30分。
これから孫を迎える人、未就学児の
孫がいる人。
　 ①、②ともに10月16日から電話ま
たは来館にて。

10月18日(木)10時～14時30
分。JR鎌倉駅西口改札集合。当日先
着40人　　500円　　 泉区歴史
の会石井　　814-3331

◆第32回泉区民マラソン大会
11月11日(日)8時30分和泉遊水
地集合。雨天決行。区内在住・在勤・

◆泉区オープンバドミントン大会
11月4日(日)。泉スポーツセンター
で。男女ダブルス個人戦。年齢別・
クラス別。　　男性1,500円、女性
1,200円、中学生800円（各一人）
先着108組。申込み詳細や集合時
間は　 で確認を。
　泉区バドミントン協会　服部
　izumi_bado@googlegroups.com

■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〉10月24日の水曜、11月
2日の金曜
〈1歳6か月児〉10月17日、11月7日の水曜
〈3歳児〉10月19日､11月9日の金曜

〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209　　805-6111　　805-6122
日・月・祝 休館

　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

◆親子で楽しむわらべうた（全5回）
11月16日～3月15日の各毎月第３金曜
日。10時30分～11時。０歳～1歳６か月
児とその保護者で全て出席できる方。先
着10組。　　11月１日9時30分から
電話か窓口へ　【講師】阪口 道子さん

10月23日（火）、11月6日（火）15時10分～16時。

　 横浜市中央図書館サービス課 　 262-0050

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

■乳幼児歯科相談（予約制）
11月9日(金)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）

公共交通機関で来館してください

★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）

10月12日(金)～18日（木）
10月22日（月）～11月2日(金)

・・安全・安心まちづくり旬間＊詳細はP7に記載あり
・・・・・・・泉区民文化祭＊詳細はP5に記載あり

◆泉・洋舞フェスティバル2018
フラ·モダン·バレエ·ヒップホップ
等、様々なジャンルが一堂に会し
て発表します。
11月10日(土)14時開演、11日(日)
12時開演、開場はいずれも開演の
30分前。泉区民文化センターテア
トルフォンテにて。 　　泉·洋舞連
盟 星野　　090-9006-7870

11月21日(水)13時から。泉公会
堂にて。　　600円　
　・　10月11日から平日の9時
30分～15時に泉区シニアクラブ
連合会（泉区社会福祉協議会内）窓
口へ　　801-6008

◆映画鑑賞会「海よりもまだ深く」
　（是枝裕和監督作品）

◆あつめてわくわくおはなし会
おはなし会に参加してスタンプ
を集めてプレゼントをもらおう！
11月7日（水）15時30分から。

◆泉区読み聞かせボランティア交流会
新しい絵本の紹介や、ボランティア同
士の情報交換を行います。
11月14日（水）10時～12時。先着20人
　 10月12日9時30分から電話か窓口へ◆土曜おはなし会

11月3日（祝・土）14時～。5歳
以上保護者同伴可

【コアラひろば】
「自然と遊ぼう」　
11月6日(火)10時～11時15分。
１歳～未就学の子と保護者
　10月23日から

　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

高齢者への介助入門講座　車いす体験編
～高齢者の心理や特徴を理解して接し方を学ぶ～

11月14日（水）14時～16時
「講座」老化に伴う心と体の変化
「体験」車いすの操作方法と乗車体験
泉ふれあいホーム　多目的研修室
先着20人
10月11日から、　・　・　（izumiku01@yokohamashakyo.jp）
で泉区社会福祉協議会まで

日　時
内　容

場　所
定　員
申込み

●緑園地区社会福祉協議会(敬称略)
以上の方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

11月30日（金）。小田急藤沢ゴルフ
クラブで。区内在住・在勤の先着
24人。　　21,600円
　・　10月11日～11月10日までに
電話かFAX（　・　・　・生年月日）
を書いて区ゴルフ協会事務局横山へ
　804-0003　　804-0026

◆第39回泉区ゴルフ大会

在学の人。　〈コース〉和泉遊水地～
いずみ野駅周辺。5,600M(男子、36
歳以上男子)4,200M(中学生男子、女
子、50歳以上男子、40歳以上女子)、
2,000M（小学生男子・小学生女子・
ファミリー）。大会要項・申込用紙は区
役所、公会堂、地区センター、スポーツ
センターなどで配布。　　1,200円
（中学生700円、小学生600円、ファ
ミリー1,200円）　　10月11日～
25日までに振込用紙で　　泉区陸
上競技協会 岡本　　803-2637

◆日曜おはなし会
10月14日（日）14時～。4歳以
上保護者同伴可

◆0・1・2・3歳のおはなし会
10月31日（水）10時45分～
11時15分。0～3歳児とその保
護者。先着10組。　　10月24
日9時30分から電話か窓口へ

11月13日（火）10時30分～12時。先着
30人　　10月23日9時30分から電話
か窓口へ　【語り手】おはなしのいずみの会

◆大人のためのおはなし会

さかぐち みちこ
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上飯田地区センター
〒245-0018 上飯田町3913-1
　 805-5188　　805-5189

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

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

泉公会堂

横浜市　子ども・子育て　計画

<横浜元気!スポーツ･レクリエーション
フェスティバル2018>10月28日(日)
10時～15時30分　　 各プログラム
150円から、<アロマ教室Ｄ>11月15日
(木)10時30分～12時｡16歳以上の初心
者､抽選10人　 　2,000円　　10月10
日～24日、<自然を写そう! デジカメテ
クニックＦ>12月1日(土)9時30分～12
時。小学5年生以上､抽選10人　　1,000
円　　10月22日～11月5日 ＊申込方法
は　 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

そ の 他
◆中田中央公園 花と防災フェスティバル
花・野菜販売、消防車･起震車の展示な
ど　10月20日（土）10時～14時。雨
天中止　　中田中央公園管理事務所
　・ 　805-0511

◆三浦半島～城ケ島ウオーキング
10月29日(月)10時(京急三崎口駅改
札集合)～15時｡50歳以上の区内在住･
在勤の男性､抽選20人　　100円　
　10月20日までに電話か、　･　･　･
　･　を書いてEメールか、窓口へ
　 izumichuo-hp@hama-wel.or.jp
◆転ばないための生活の知恵
11月27日(火)10時～11時30分｡
JA横浜みなみ総合センターで｡先着
50人　　 ・　 10月15日9時から電話
かFAXでいずみ野地域ケアプラザへ
（　 800-0322　　800-0324）

※駐車場の用意はありません。

◆げんきっこハロウィーン（プレゼントあり）
10月28日(日)10時～16時。幼児(保
護者同伴)と小学生､先着100人

◆西が岡作品・実技発表会
＜作品展＞10月27日(土)･28日(日)9
時～15時､＜実技発表＞10月27日(土)
9時45分～14時
◆フラメンコの祭典Ⅲ
10月28日(日)11時～12時。当日先着60人

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

泉スポーツセンター

◆歌のつどい　10月28日(日)10時～15時

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

◆気軽におもてなし料理～簡単で豪華に～
ミートローフのパイ包み他。10月29日
(月)10時～13時｡先着20人　　1,000円
　 10月15日10時から電話か窓口へ

◆ママヨガ＆ベビーマッサージ(全5回）
11月～3月の第3金曜10時30分～11
時15分｡3か月～2歳児と保護者先着
12組　　1組2,300円　　11月1日
10時から電話か窓口へ

◆手形アート かわいい動物にデコレーション
10月29日(月)9時30分～11時30分。
0歳～未就学児と保護者10組　　1組
300円　　 10月15日10時から電話
か窓口へ

◆お茶を楽しむ会（茶道　裏千家）
10月13日(土)10時 ～15時　　300円

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

◆親子料理教室(餃子作り)
11月18日(日)10時～13時。2歳～小
学生と保護者､先着30人。持ち物は問
合せを　　200円　　10月11日10
時～31日までに電話か窓口へ

◆みなみ文化祭
＜作品展示・郷土資料室公開＞11月
10日(土)･11日(日)9時～15時30分、
＜ビオリラコンサート＞11月10日
（土）11時～12時、＜演技発表＞11
月11日(日)13時～15時30分

◆タオルで簡単筋力体操
11月4日､12月9日､1月6日､2月10日､3
月31日の日曜10時30分～11時30分。抽
選20人　　1,000円　　10月21日9時
30分～9時45分に費用とともに窓口へ

◆折り紙でかわいい部屋飾り
10月18日(木)9時30分～11時。先
着10人　　 300円　　10月11日
10時から電話か窓口へ

◆行政書士相談（契約・相続等）
10月13日(土)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　羊毛フェルト作品
11月2日(金)～12月6日(木)
◆羊毛フェルトで作る愛犬・愛猫ポート
　レート（全2回）
11月22日･29日の木曜10時～12時。
抽選10人　　2,000円　　11月8日
10時～10時15分に窓口へ

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

◆講演会 目からウロコの片づけ方法･解決編
10月31日(水)10時30分～12時｡先着
50人　　10月17日10時から窓口へ

◆絵本だいすき！読み聞かせ
10月25日(木)11時 ～11時40分。幼児と保護者
◆キッズシネマ 怪盗グルーのミニオン大脱走
10月28日(日)10時～11時30分。先着
50人　　 10月11日から電話か窓口へ
◆着付けと和装のマナー
11月7日･21日､12月5日･19日､1月16
日･30日の水曜9時30分～11時30分。
先着15人　　1,500円　　 10月12日
～31日に電話か費用を添えて窓口へ

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

◆上映会 東京家族(山田洋二監督)
11月4日(日)10時～12時。先着50人
　 10月11日から電話か窓口へ

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

◆戸塚税務署から
事業所向け年末調整等説明会　
＜用紙配布＞11月9日(金)13時～13時30
分､＜説明会＞13時30分～15時45分。
泉公会堂で　　戸塚税務署源泉所得税
担当　　863-0011（内線314～315）
◆泉公会堂全館休館のお知らせ
講堂の天井工事実施に伴い全館休館｡
休館期間：2019年4月～2020年3月。
詳細は問合せを　　泉公会堂
　800-2470　　800-2514

◆おはなし会
10月11日(木)･12日(金)､11月2日(金)･8
日(木)11時～11時30分。幼児と保護者

◆キラ☆キラ三日月型スワッグ(壁飾り)
11月15日(木)10時～12時。抽選15人
　 3,000円　　10月25日10時～
10時15分に費用とともに窓口へ

◆眼科医を迎え～キッズ･アイすこやか講座
講演後にディスカッションも　
11月1日(木)10時30分～12時｡成人､
先着15人(乳幼児同伴可､一時託児なし)
　 10月13日10時～24日に電話か窓口へ

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

◆お正月のデコ餅（富士山）
11月17日(土)10時～12時｡幼児･小
学生と保護者、抽選15組
　 1組600円　　10月27日10時～
10時15分に費用とともに窓口へ
◆地域ふれあいダンスの集い
12月2日(日)12時～15時。　
　 前売り500円　　11月3日から電
話か費用を添えて窓口へ

◆中和田コミュニティハウス文化祭
＜作品展示＞10月27日(土)13時～
16時、10月28日(日)10時～15時

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

◆かんたんエアロ教室
シンプルな動きで初心者も気軽に参加可
能。10月16日～12月18日の火曜10時10
分～11時。各16歳以上、当日先着55人
　 各410円 ＊日程など詳細は電話か 　
で確認を

◆上飯田地区センターもみじ祭り
模擬店･演芸･作品発表。10月27日(土)
10時～15時･28日(日)10時～14時30分
◆大人の「銅板レリーフ教室」
11月1日(木)13時～17時。先着8人　
　 800円　　10月11日9時～20日
に費用を添えて電話か窓口へ
◆料理人が教える本格中華
皮から作る水餃子、油林鶏。11月11日
(日)10時～15時。先着12人。エプロン他持
参(詳細は問合せを)　　800円　　10
月21日9時から費用を添えて窓口へ

◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
10月20日(土)14時～15時15分､
16時～17時15分｡各先着75人　　 
　 前売り1,500円　　10月11日か
ら電話か窓口へ

◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか？
①11月14日(水)②15日(木)③19日(月)④
21日(水)①③10時～21時､②④9時～21
時　￥1枠1,800円(1時間)､2枠3,000円
(2時間)　　10月15日までに専用申込書
(窓口､　などで入手可)をFAXか窓口へ

◆こども自然公園青少年野外活動センター

ユーリンチー

中和田コミュニティハウス
〒245-0023 和泉中央南4-9-1
　 ・　 805-1401

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

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

〒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

◆せんじゅまつり
作品展示・販売、コーラス、ウクレレ、演
芸発表､模擬店など　10月20日(土)･
21日(日)9時30分～15時30分
◆落語を楽しむ会 真打登場「三遊亭
楽之介独演会」（60歳以上対象）
11月7日(水)13時～14時30分。当日
先着80人

らくのすけ

さんゆうてい

テアトルフォンテ

◆グループトーク みんなで話そう!
　横浜の子育て
次期｢横浜市子ども･子育て支援事業計
画｣の策定に生かします。　11月1日(木)
10時～12時。区役所4階4ABC会議室
で。子育て中の人等、先着30人　　10月
25日までにこども青少年局　 の申込み
フォームで　　こども青少年局企画調
整課　　671-4281　　663-8061

◆フォンテドリームジャズ今田勝ライブ
1月20日(日)15時～17時　　泉区民
2,700円　　10月11日から電話か費用を
添えて窓口へ

いまだ まさる
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