
　ソレイユフィルハーモニーによる０歳から楽しめるコンサートです。
リトミックなども織り交ぜた、大満足の1時間をお楽しみください。
【日　　時】３月１日（日）１０時３０分～１１時３０分（３０分前開場）
【会　　場】サンハート ※会場専用の駐車場はありません。
【定　　員】先着２５０人
【応募期間】１月１４日～２月２７日
【応募方法】横浜市電子申請システムまたは電話
※ベビーカー置き場は会場にあります。
　 横浜市旭区選挙管理委員会　
　 ９５４-６０１２   　 ９５１-３４０１

　往復はがきに、①分区園名（南本宿公園分区園）②利用代表者の　　　を
記入し下記へ。
※グループ利用は余白に「＊グループ利用」と明記し、他の利用者の名前も記入。
※家族利用とグループ利用の重複申し込みは受け付けできません。
【期　間】 １月１１日～２月１０日
【申込先】 〒２３２－８５８７ 南区唐沢１５ 横浜植木㈱造園部 南本宿公園分区園担当

　こども自然公園(観梅)と鎌倉古道
(中の道)を巡る（６．２キロメートル 約
９，６００歩）
２月２２日（土）８時３０分～９時受付※
小雨決行、荒天時は翌日に順延◆二
俣川駅→畠山重忠公遺烈碑→こど
も自然公園(弁財天・ちびっこ動物
園・梅林) →鎌倉・大山道追分→中
の道(庚申塔・中堀通り) →ふれあい
樹林→鎧の渡し緑道→鶴ケ峰駅（１２
時３０分頃解散）◆抽選８０人※落選
の人のみ２月１５日までに電話連絡◆
５００円（保険料含む）◆　 ２月１４日
　 ではがきかＦＡＸ（参加者全員の
　　　と年齢、代表者名、コース名
「こども自然公園(観梅)と鎌倉古道
（中の道)を巡る」を記入）

区・市役所から

区役所での手続き･健診が済むまで、お子さん（未就学児）をお預かりします。
１月～２月の開室日 　庶務係　　９５４-６００６　 　９５１-３４０１

区役所 3階

無料 予約不要

　　　 6 歳までの未就学児、
定員を超える場合は順番待ち
になります

対 象

2月 毎日開室（土日・祝をのぞく） ８時４５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）

1月
午前開室 ７日・１４日・２１日（各回火曜） ８時４５分～１２時１５分

（１２時受付終了）

午後開室 ９日（木）・10日（金）・
17日（金）・23日（木）・24日（金）

１２時１５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）

　旭区の新鮮な野菜や、旭区のお
いしいもの「あさひの逸品」を販売
します。同日に区役所食堂では旭区
でとれた新鮮な野菜を使った「あさ
ひくん」ランチ（１１時～１４時）を実
施します。
１月２３日（木）９時３０分～１２時３０分
◆区役所１階◆当日直接
　 生涯学習支援係
　 ９５４-６０９５   　 ９５５-３３４１

あさひの朝市（毎月第４木曜開催）

　プランターで土と生ごみを混ぜ、
土を培養土化する「土壌混合法」を
実演で紹介します。
１月１６日（木）１０時～１１時◆区役所
１階◆当日直接※既に取り組んでい
る人、具体的な実践例をお知らせく
ださい。※出前講座もあります。
　 資源化推進担当
　 ９５４-６０９6   　 ９５５-３３４１

ベランダでもできる！ 生ごみを
土に変える方法を実演します

２月１５日（土）１３時３０分～※荒天
時は２２日（土）に延期◆下川井町の
畑（程ヶ谷カントリークラブ前バス
停から徒歩５分※車での来場可）◆
市内在住のグループ（１人でも可）
◆抽選５０組◆３００円（約５本分、収
穫した分を買い取り）◆　 １月３１
日　 ではがきまたはＦＡＸ（　　　、
参加者全員の名前と年齢を記入）
　 都岡地区恵みの里運営協議会
事務局「ネギ収穫体験in都岡」係
〒２４１－００３１　今宿西町２８９
　 ９５５－５０５７
　 北部農政事務所
　 ９４８-２４８２   　 ９４８-２４８８

都岡地区恵みの里
「ネギ収穫体験in都岡」

　①輝く女性のマナー術・会話術
②女性のための金銭管理セミナー
③セカンドステージを素敵に楽しむ
ために
①１月３０日（木）②２月７日（金）③２
月２０日（木）１３時３０分～１６時◆み
なくる◆４０歳以上の女性◆抽選２４
人（３回参加者優先）◆　 １月２７日
　 で電話かＦＡＸ（　　　を記入）
　 旭区市民活動支援センターみな
くる
　 ３８２-１０００   　 ３８２-１００５

旭区誕生５０周年記念
４０代からの素敵なライフスタイル

　家庭で楽しくできる節電・省エネ
などの取り組み紹介やパネル展示、
相談会を行います。
１月１６日（木）１０時～１１時３０分◆区
役所１階◆当日直接
　 企画調整係
　 ９５４-６０２６   　 ９５１-３４０１

楽しくお家でエコ！ 実践講座

「あさひ散歩」ウオーキング
参加者募集

〒241-0022 鶴ケ峰2-82-1 ココ
ロット鶴ヶ峰４階 旭区市民活動支援
センター「みなくる」あさひ散歩係
　382-1005　（申し込み方法につ
いて）382-1000（電話申し込み不
可）　 asahi_guide@outlook.jp
主催：旭ガイドボランティアの会、共
催：旭区役所※内容・実施確認につ
いては、旭ガイドボランティアの会
事務局　 090-3698-1211（当日
７時～７時４５分） 　「みなくる」は、旭区の地域活動やボランティア活動を応援する交流拠点です。

〒241-0022　鶴ケ峰2-82-1　ココロット鶴ヶ峰4階
（鶴ケ峰駅南口直結。２階からエレベーターで４階へ）

今月の休館日
1月15日（水）

　 382-1000　 　382-1005　　as-manabi@city.yokohama.jp

☆生涯学習アドバイザー展示
　キラキラしゃぼん玉・ひょうたんの絵付け、手作り絵本・飛び出す絵本、健康
生きがいづくり、俳句
☆みなくる利用登録団体の活動紹介
　NPO法人横浜希望が丘コミュニティカフェ、横浜市アマチュア無線非常通
信協力会旭区支部

みなくる展示コーナーへどうぞ！

利用期間：１年間（４月１日～２０２１年３月３１日）
申し込み：２月１日～２９日までに直接
※申し込みには団体登録が必要です。 ※希望者多数の場合は抽選になります。
旭１８－○○の団体は、更新手続き完了後の申し込みになります。

貸ロッカー・貸レターケース利用申し込みのご案内

※展示についてのお問い合わせは「みなくる」受付まで。
※展示内容は変更になる場合があります。

旭区市民活動
支援センター

今月のおしらせ
●毎月１１日以降の記事を掲載しています。金額の記載のないものは原則無料です。 旭区マスコット

キャラクター
「あさひくん」

ファクス（番号）
ホームページ 
消印有効 
問い合わせ行事名・〒住所・名前（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面

電話（番号）
Ｅメール（アドレス）
必着  　 申し込み
講師または出演者

月1 区役所への郵便物は
〒241-0022 鶴ケ峰1-4-12

　利用申込者が募集区画数を超えた場合は、関係者立ち会いのもと公開抽選を
行い、利用者および区画選定順位を決定します（抽選結果順に区画を選ぶこと
ができます）。同時に補欠者の順位を決定します。また、申し込みが募集区画数に
満たない場合は全員当選とし、区画選定順位を公開抽選により決定します。
　 横浜市指定管理者　横浜植木㈱造園部　南本宿公園分区園担当
　 ２６２-７４１０
　 北部公園緑地事務所
　 ３５３-１１６６

南本宿公園分区園の利用者募集
　土と自然に親しむ機会と新しいコミュニティー形成の場として、公園の
一部を区画割りした分区園を、地域の皆さんに有料で貸し出します。

【場　所】 南本宿公園分区園（南本宿５８－２）  【区　画】 ３９区画（３０㎡・５０㎡）
【利用期間】 ４月１日から２０２１年３月３１日まで（希望者は１年間の期間延長が可能）
※４月１日～３日は区画整備のため利用不可。
【使 用 料】〔１区画の年額〕３０㎡：２７，０００円、５０㎡：４５，０００円
【対　象】 区内在住で徒歩で分区園を利用できる家族か８人以下のグループ
※駐車場がないため、自動車・オートバイなどでの来園はできません。

南本宿公園分区園の概要

申し込み方法

利用者および区画の決定方法

親子で楽しいクラシックコンサート
～みんなで選挙にイコット！～

▲電子申請
　システムはこちら
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　５月に開催される旭区民合唱祭の参加団体を募集します。
大きな舞台で、ハーモニーを奏でてみませんか。
（合唱祭当日は講評あり）
【募集用件】８人以上の団体で、演奏時間は8分以内とします。
【申込方法】１月３１日までに電話で下記へ

　旭区ゆかりの歴史上の人物といえば、何といっても鎌倉武将である畠
山重忠です。終焉の地、鶴ケ峰には史跡も豊富です。年始に地元の史跡巡
りなどはいかがでしょうか。

〒２４１-０００５ 白根４-６-２ 　 ９５３-１１６６　　 ９５３-１１７９

です！旭図書館こんにちは

巡回予定（荒天の場合は中止）

日　程 時　間場所（所在）

中沢町公園（中沢３-３７） １月１５日・２９日（各回水曜） １０時～１０時５０分

左近山ショッピングセンター
南側広場（左近山１６-１） １月２２日、２月５日（各回水曜） １０時～１１時

中希望が丘第五公園
（中希望が丘２０２-１８） １月１６日・３０日（各回木曜） １５時１５分～１６時

中央図書館サービス課　　２６２-００５０　移動図書館のご案内

中世武士畠山重忠　秩父平氏の嫡流

図書検索機使い方相談
　図書検索機の使い方を、市民ボランティア講師が個別にお教えします。
１月２２日（水）１０時～１１時３０分◆初心者◆開催時間内随時受付

第６回 旭・朗読を楽しむ会
２月２日（日）１４時～１５時３０分◆先着２５人◆　 朗読ボランティアの会
「旭・久・恵（あ・く・え）」◆当日直接

さむい日のおはなし会（こどもおはなし会）
　絵本の読み聞かせ・紙芝居など。
１月１９日（日）１１時～◆３歳以上（親子で参加可）◆当日直接

親子で楽しむおはなし会
　わらべうたと絵本の読み聞かせ。
１月１６日（木）・２６日（日）、２月６日（木）１０時３０分～◆３歳以下の乳幼
児とその保護者◆先着１２組◆当日直接

清水 亮／著　　発行：吉川弘文館（２０１８年刊）

　平氏側であった畠山重忠は、いかにして源頼朝側につく
ことになり、頼朝の死後、北条時政により退けられたのか。謀
反の疑いをかけられ亡くなったのは、二俣川ほとりでの合戦
でした。本書はその流れを追いつつ、畠山氏のあり方に迫り
ます。重忠亡き後、残された妻は足利氏と再婚し、室町時代
へつながっていくのです。

特別展畠山重忠　横浜・二俣川に散った武蔵武士
横浜市歴史博物館／編　発行：横浜市ふるさと歴史財団（２０１２年刊）

　源義経の「ひよどり越えの逆落とし」で、愛馬を思いやって
担いでくだったという逸話のある重忠。義経に愛されていた
静御前が捕らえられ、頼朝の命で舞を舞わされたときは、重
忠が伴奏をしました。重忠についての史料と伝承を写真で示
しながら、その生涯と人物像に迫り、死後どのように描かれ、
利用されたかまでをたどる特別展の図録です。

今月の休館日

1月14日（火）

文化

国・県からのお知らせ

第３４回旭区民合唱祭 参加団体募集

　旭区民合唱祭実行委員会事務局　下田　　 ９５４-２０８０

旭区民合唱祭　５月１７日（日）１１時開演予定
　　　　　　　旭公会堂（区役所４階）
主催：旭区民合唱祭実行委員会、共催：旭区文化振興会・旭区役所

　広報よこはま あさひ区版１２月号５面の「特集１ あさひの逸品を食べ
に出かけてみませんか」において、「あさひの逸品」担当の問い合わせ
ファクス番号に誤りがありました。正しいファクス番号は次のとおりです。
【正】
ファクス（番号）９５５-３３４１
※企画調整係、地域活動係ともに同じファクス番号です。
市民の皆様に、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
「あさひの逸品」担当
　企画調整係　　 ９５４-６０２６　　 ９５５-３３４１
　地域活動係　　 ９５４-６０９５　　 ９５５-３３４１

２０１９（令和元）年１２月号の記載誤りについて

マークの凡例は7ページをご覧ください。
行事名・〒住所・名前（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面
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申告期限および納期限 振替納税の口座引落日

贈与税 ３月１６日（月） －

所得税 ３月１６日（月） ４月２１日（火）
個人事業者の消費税 ３月３１日（火） ４月２３日（木）

※当日の整理券(1日３００人程度)の配布は８時から行います（午後の分も配
　布します）。
※開場時間前から大変混雑が予想されます。また、混雑状況などにより、早め
　に受け付けを終了する場合があります。
※専用駐車場はありませんので公共交通機関をご利用ください。
※申告書の提出のみの受け付けは行っておりません。保土ケ谷税務署に直接
持参いただくか、郵送にてご提出ください。

　令和元年分から、年末調整をしていない給与所得や年金などの雑所得も
スマホで申告することができるようになりました。国税庁ホームページで申
告内容を入力して送信すれば手続きが完了します（確定申告期間中は２４時
間利用可能）。医療費控除やふるさと納税などの還付申告にもお勧めです。
書面で申告するより還付金を早期に受け取れます。
　利用には事前申請が必要です。運転免許証などの本人確認書類を持参し、
事前に税務署窓口でＩＤ・パスワードを申請してください（どの税務署でも申
請できます）。

　 保土ケ谷税務署　
〒２４０－８５５０　保土ケ谷区帷子町２-６４　　 ３３１-１２８１

　所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税
ならびに贈与税の申告書作成会場を、次のとおり開設します。
【会　　場】日石横浜ホール（中区桜木町１-１-８　日石横浜ビル１階）
【開設期間】 ２月１７日（月）～３月１６日（月）
※土・日・祝日を除く。ただし２月２４日（月・休）・３月１日（日）は開場します。
【受付時間】〔作成相談〕９時１５分～（受け付けは８時３０分～１６時）
※保土ケ谷税務署内に申告書作成会場は設置しておりません。
※作成済みの申告書の提出は、土・日・祝日を除き、保土ケ谷税務署で受け付
　けています。また、郵送にて提出することができます。
※会場の駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用ください。また、
　駐輪場もありません。
※会場および申告に関する問い合わせは、保土ケ谷税務署へ。

保 土 ケ 谷 税 務 署 か ら の お 知 ら せ

【対　　象】小規模納税者の所得税および復興特別所得税、消費税および
地方消費税、年金受給者や給与所得者の所得税および復興特
別所得税の申告（住宅借入金等特別控除を初めて受ける場合、土地・
建物および株式などの譲渡所得のある場合を除く。） 

税理士による無料申告相談

スマホやパソコンで自宅から確定申告ができます

会　場日　時(30分前開場）

１月２８日（火）９時３０分～１５時３０分※ 保土ケ谷公会堂（保土ケ谷区星川１-２-１）

１月２９日（水）～１月３１日（金）
９時３０分～１５時３０分※ 旭公会堂（区役所４階）　

２月４日（火）～６日（木）
９時３０分～１５時３０分※ 瀬谷公会堂（瀬谷区二ツ橋町１９０）

前年分の控えを含む確定申告書類、源泉徴収票、印鑑、筆記具などをお持ちください。



２月２２日（土）９時１５分～１０時４５分◆小学１～3年生◆先着４５人◆２，０００
円◆　 １月１５日～直接か電話

■くらサポサロン
　地域の憩いと交流の場となるお茶
飲みサロン（お茶とお茶菓子）。
１月１５日（水）１３時３０分～１５時◆
先着２０人◆２００円◆当日直接

■パソコン個人相談室
２月１０日（月）①１３時３０分～１４時
３０分②１４時４０分～１５時４０分◆
①②先着４人◆５００円（１回分）◆
　１月１１日９時～直接か電話

■タイルアート
　タイルでオリジナルのペーパー
フォルダーを作る。
２月１３日（木）１０時～１２時◆先着
１０人◆１，１００円◆ １月１１日９時～
直接か電話

■初めてパソコン教室（全４回）
　パソコン貸し出しあり。
３月の毎週火曜（１０日を除く）１０
時～１２時◆先着１５人◆２，０００円
（４回分）◆  １月１１日９時～直接
か電話

■１０歳若く見える方法（全６回）
　輝く毎日を過ごすための配色美
人になりましょう。
３月３日（火）・１７日（火）、４月７日
（火）・２１日（火）、５月７日（木）・１９
日（火）１０時～１1時30分◆先着１0
人◆4，０００円（６回分）◆  １月１１
日９時～直接か電話

スポーツ

■アロマ教室F
　お楽しみアロマクラフト。
３月１３日（金）１０時３０分～１２時◆
１６歳以上の初心者◆抽選１０人◆
２，０００円◆  １月３１日～２月１４日  
　で往復はがきに　　　・Ｅメール
アドレス・性別・年齢（学年）を記入し
センターへ（  からも申し込み可）

■あったかエコキャンプ
　エコを意識した野外料理や自然観
察、野外ゲームなど。
３月１４日（土）１３時～１５日（日）
１４時３０分（１泊２日）※荒天中止
◆小学生◆抽選４８人◆６，５００円
◆  １月２９日～２月１２日  で往復は
がきに　　　・Ｅメールアドレス・性
別・年齢（学年）を記入しセンターへ
（  からも申し込み可）

■女性のためのパソコン講座　
　エクセル中級（全２回）
２月２２日（土）・２３日（日）１０時～
１５時３０分◆女性◆先着１２人◆
１１，０００円（２回分）◆  １月１５日９時
～  か電話（  862-4496）

■糸引きこまに絵を描こう
１月１８日（土）１０時～１２時◆幼児～
小学生（幼児は保護者同伴）◆先着
１５人◆当日直接

■豆まき
　参加者にお菓子プレゼント。
２月３日（月）１０時３０分～１２時◆幼
児～小学生（幼児は保護者同伴）◆
当日直接

■サンハート読み聞かせ
　サポーターによるおはなしかい
　絵本の読み聞かせや手遊び歌など。
１月１５日（水）１０時３０分～１１時◆
０～２歳児と保護者◆  詳細はサ
ンハートへ

■第６８回あさひ亭まねき寄席
　未就学児不可。お楽しみ抽選会あり。
１月１９日（日）１４時開演◆先着３００
人◆前売り一般２，０００円、中学生
以下１，０００円（当日２００円増し）、
ペア券３，５００円（前売りのみ）※全
席指定◆   詳細はサンハートへ

■あさひ名画座第２０弾「この道」
　未就学児不可。
１月２６日（日）１３時３０分上映開始
◆先着２００人◆前売り一般700円
（当日１００円増し）◆  詳細はサン
ハートへ

■杉本 正と横浜弦楽五重奏団
　バレンタインコンサート
　未就学児不可。
２月１１日（火・祝）１４時開演◆先着
３００人◆前売り一般２，０００円、高
校生以下１，０００円（当日２００円増
し）、ペア券３，５００円（前売りのみ）
※全席指定◆  詳細はサンハートへ

区民利用施設 休館日の表示は原則です。表示の無い施設や年末年始
などの休館は、各施設に直接お問い合わせください。

こども自然公園
青少年野外活動センター
〒２４１-０８３４ 大池町６５-１　
　８１１-８４４４　　８１２-５７７８
　 http://www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa/

こどもログハウス おおいけらんど
〒２４１-０００１ 上白根町９１０-３
　 ９５１-８１２７　　465-6246
休館　第３月曜（祝日は翌日）

■今川公園野鳥観察会
１月１９日（日）１０時～１２時◆先着１０
人◆  １月１１日～１８日に電話

今川公園
〒２４１-００３３ 今川町９６-２
　 　 ３６６-９２９０

旭区民文化センター サンハート
〒241-0821 二俣川1-3二俣川ライフ5階
　364-3810　　391-6930
　sunheart@sunheart.info

〒２４4-0816 戸塚区上倉田町435-1
    862-5052　　 865-4671
　 https://www.women.city.yokohama.

男女共同参画センター横浜
「フォーラム」

jp/y

上白根コミュニティハウス
〒241-0001 上白根町233-6　
　954-1691　　954-1692
休館　第３月曜（祝日は翌日）

旭スポーツセンター
〒241-0011 川島町1983 371-6105 382-8044

1月20日（月）
休館日

1月11日、
18日、25日

旭スポーツセンター外部出張事業（当日受付教室）
　タオル、上履き（種目により不要）、動きやすい服装　受け付けは１５分前から
　料金５００円　対象：16歳以上

※駐車場は限りがありますので、バイク、自転車または公共交通機関をご利用ください。

リズムボクシング 19時～１9時５０分

ボディアタックシェイプ   ９時20分～ 10時1０分
２0人

２0人

いつでも健康 10時30分～11時30分

筋膜リリースピラティス 20時～20時５０分

教　室 開 催 日 時　間 定員 会場

水

土

詳細は 旭スポーツセンター

長期休館・施設再開日のお知らせ
 休館：2月７日（金）まで（２月４日（火）～７日（金）は全館閉館）

※トレーニング室は2月3日（月）まで部分営業しています（9時～ 21時）。
施設再開日：２月８日（土）７時３０分～

1月15日、
22日、29日

左近山
コミュニティハウス

左近山
コミュニティハウス

横浜Ｆ・マリノス「ふれあいサッカー教室」

２月２２日（土）１５時～１７時◆先着６人◆　 １月２１日～直接か電話
スポーツ医事相談　整形外科

今宿地区センター
〒241-0813 今宿町2647-2 　
　392-1500　　392-1501
休館　第２月曜（祝日は翌日）

■フリーアドバイス バドミントン
１月１９日（日）①９時１５分～１０時
１５分②１０時１５分～１１時４５分◆
①初心者・初級②中・上級◆①②先
着２０人◆上履き、ラケット◆１００円
◆当日直接
■フリーアドバイス 卓球
１月２５日（土）①１２時２０分～１３時
５０分②１３時５０分～１４時４５分（①
②１０分前受付）◆①中学生以上②
小学生（保護者含む）◆先着①１４人
②１０人◆上履き、ラケット◆１００円
◆当日直接
■季節の和菓子作り～冬～
　いちご大福と道明寺の桜もち。
１月３０日（木）１０時～１３時◆先着１２
人◆１，２００円◆  １月１１日９時１５分
～直接
■バドミントン交流大会
　初心者から中級クラスまでの
リーグ戦。
２月１６日（日）１０時～１６時◆①
中学生以上②小学生◆先着①２８
人②１２人◆上履き、ラケット◆①
１,0００円②500円◆   １月１９日９時
１５分～直接（電話は翌日～）
■韓国家庭料理～白菜キムチ～
２月１７日（月）１０時～１３時◆先着
１２人◆１，０００円◆　１月２７日９
時１５分～直接（電話は翌日～）

■お節句の食器作り
２月４日（火）１０時～１２時◆先着１２人
◆１，２００円◆  １月１４日１０時～２８
日に直接（電話は翌日～）

市沢地区センター
〒241-0014 市沢町9
　371-6662　　371-6663
休館　第4月曜（祝日は翌日）

■６０歳代から始められる健康ヨーガ
　冬期講座（全２回）
２月６日・20日（各回木曜）１０時３０分
～１２時◆先着１５人◆７００円（２回
分）◆  １月１６日１０時～直接

横浜わかば学園コミュニティハウス
〒241-0801 若葉台2-1-1　
　　 922-3221
休館　火・金曜

■囲碁・将棋・麻雀サロン
１月１２日～２月９日の毎週日曜９時～
１５時３０分◆当日直接

■ちびっこランド
　～みんなのゆったりスペース～
　和室で手作りのおもちゃやゲー
ムでゆったり遊べます。
１月１２日～２月９日の毎週日曜９時
～１６時◆未就学児と保護者◆当日
直接

マー ジャン

鶴ケ峰コミュニティハウス
〒241-0021 鶴ケ峰本町1-16-1　
　953-2313 　  489-5966
休館　第３月曜（祝日は翌日）
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■さわやかスポーツ
　ボッチャ・インディアカなど。
１月２１日（火）９時３０分～１１時３０分
◆50円◆動きやすい服装、上履き、
汗拭き、飲み物◆当日直接
■おはなし会
　演目：「豆まき」ほか。
１月２５日（土）１０時３０分～１１時１０
分◆幼児～小学生（幼児は保護者
同伴）◆　○△□（まるさんかくし
かく）◆当日直接
■ロビーコンサート
　弦楽四重奏。
１月２６日（日）１３時３０分～１４時３０
分◆当日直接
■おやすみ前のソフトヨガ（全５回）
２月４日・１８日、３月３日・１７日・２４日
（各回火曜）１8時20分～１9時20分
◆先着１５人◆飲み物、バスタオル、
汗拭き◆１,７００円（5回分）◆　１月
１１日９時～３１日に直接（電話は１０
時～）
■はじめてのピラティス（全３回）
２月１２日～２６日の毎週水曜１０時～
１１時◆先着１６人◆動きやすい服
装、飲み物、バスタオル、汗拭き◆
１，２００円（３回分）◆　１月１５日９
時～２月５日に直接（電話は１０時
～）
■にっこりブレッド
　～カフェショコラ～
２月１2日（水）１０時～１3時◆先着8
人◆１，0００円◆　１月１6日９時～
２月1日に直接（電話は１０時～）
■老後の不安解消セミナー
　個別相談あり（申込制）。
２月１５日（土）１０時～１５時◆先着
３０人◆　１月１８日９時～２月８日に
直接（電話は１０時～）
■風邪予防フレッシュナーづくり
２月２５日（火）１０時３０分～１１時４５
分◆先着１６人◆１，０００円◆　１月
２１日９時～２月１８日に直接（電話は
１０時～）

■初心者のためのパソコン相談塾
１月２３日（木）①１３時３０分～１４時
３０分②１４時４０分～１５時４０分◆成
人◆①②先着４人◆５００円（１回分）
　１月１１日９時～直接（電話は翌日
～）

■ハッピースイーツ
　「チョコロールケーキ作り」
１月２７日（月）１０時～１２時４５分◆
先着１６人◆１，２００円◆　１月１１
日９時～直接（電話は翌日～）

■もちつき大会
２月９日（日）１０時～１１時３０分◆幼
児～小学生（幼児は保護者同伴）◆
当日直接

■大好き！ 台湾料理「中華包作り」
２月１０日（月）１０時～１２時４５分◆
先着１６人◆１，２００円◆  １月１１日
９時～直接（電話は翌日～）

■バレンタインのチョコを使った　
　お菓子作り
２月１４日（金）１０時～１２時４５分◆
先着１６人◆１，２００円◆  １月１１日９
時～直接（電話は翌日～）

■卓球・バドミントン教室
１月１１日、２月８日（各回土曜）１５時
～１７時（１５分前受付）◆小学生～
◆先着各２０人◆１００円（１回分）◆
当日直接

■チョットヨッテミテ座
　笑って元気寄席
　横浜市職員落語愛好会による手
品と寄席。
１月１８日（土）１３時３０分～１４時３０分
◆中学生～◆先着２０人◆当日直接

■人の話をよく聞く子を育てる!
　わかば読み聞かせ隊
１月２４日（金）１０時３０分～１１時◆
未就学児と保護者◆先着２０人◆当
日直接

■新春将棋大会
２月２日（日）９時３０分～１６時◆小学
生～◆先着４０人◆８００円◆　１月
１２日１０時～24日に直接

■新春囲碁大会
２月９日（日）９時３０分～１６時◆小学
生～◆先着４８人◆８００円◆　１月
１２日１０時～31日に直接

■バレンタインレッスン
　アイスコーンケーキ
２月１１日（火・祝）１０時～１２時◆小
学生◆先着１２人◆５００円◆　１月
25日１０時～直接

■こども化学教室第４弾
　おせんべいに落書き
２月１６日（日）１０時～１１時３０分◆
小学生（低学年は保護者同伴）◆先
着１２人◆５００円◆　１月２６日１０時
～直接

■ママヨガ 保育付き事業
２月１９日（水）１０時１０分～１１時１０
分◆先着12人◆５００円（保育１人
３００円）◆　１月３０日１０時～直接

■マタニティ＆ベビーピラティス
２月２０日（木）１０時３０分～１１時３０
分◆安定期の妊婦、生後１カ月～１
歳未満の赤ちゃんと保護者◆先着８
組◆５００円◆　１月１６日１０時～直
接

若葉台地区センター
〒241-0801 若葉台3-4-2　
　921-2213　   921-2225
休館　第４月曜（祝日は翌日）

■絵画展示
［川井小学校］１月１７日（金）～３０日
（木）９時～２１時（日曜・祝日１７時ま
で）◆当日直接

■親子で挑戦！
　キャラクタークッキーを作ろう！
２月２日（日）１０時～１２時３０分◆４歳
以上の未就学児と保護者◆先着８
組◆８００円◆　１月１１日～２５日に
直接

■大人のバレンタイン
　心を込めてチョコレートケーキを
贈りませんか。
２月１２日（水）１０時～１２時◆先着１２
人◆１，２００円◆　１月１１日～２５日
に直接

■第１２回ハーモニーコンサート
２月１３日（木）１０時３０分～１３時◆当
日直接

■つるし雛まつり
２月１３日（木）１０時～１６時・１４日（金）
９時～１５時◆当日直接

都岡地区センター
〒241-0031 今宿西町292-2　
　953-7211　　953-7209
休館　第３月曜（祝日は翌日）

希望が丘地区センター
〒241-0825 中希望が丘145-4　
　361-0424　　361-0437
休館　第３月曜（祝日は翌日）

白根地区センター
〒241-0005 白根4-6-1　
　953-4428　　953-4461
休館　第2月曜（祝日は翌日）
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　講習と施設見学（後日ケアプラザで
個別実習あり）。
２月２７日（木）９時１５分～１７時◆区役
所３階カンファレンスルーム◆就労予
定のあるケアマネジャー有資格者、
区内を事業範囲とする事務所の新任
ケアマネジャー（就労１年未満）◆先
着１５人◆　１月１１日９時～３１日１７時
にＦＡＸ（　　　を記入）
　 鶴ケ峰地域ケアプラザ
　 ３８２-６０７３　　 ３８２-６０７１

毎月第２・４木曜日１３時３０分～１６時
３０分（１回約５０分）◆区役所３階３３番
窓口◆市内在住の１５歳～３９歳の人と
家族◆　 電話で下記へ（※予約に空
きがあれば当日も可）
　 子ども・家庭支援相談
　 ９５４-６１６０　　 ９５１-４６８３

　お口のケア～よく噛むこと、むせ込
み予防～
２月６日（木）１３時３０分～１５時３０分
（荒天中止）◆外部特別会議室２
（アーバン１２８ビル３階）◆患者と家
族◆　 歯科衛生士◆当日直接※初
めて参加する人のみ要事前連絡
　 障害者支援担当
　 ９５４-６１２７　　 ９５５-２６７５

就労予定・新任ケアマネジャー研修

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談

神経系難病患者交流会
「あした会」

　童謡・唱歌・懐メロを皆さんで一緒
に歌いましょう。
２月１２日（水）１３時～１５時３０分◆旭公
会堂（区役所４階）◆区内在住のおお
むね60歳～◆先着５０人◆５００円◆後
援：旭区役所◆　１月１１日～３１日に
直接または電話（平日１０時～１６時）
　 旭区老人クラブ連合会事務局
　 ３６０-５０５６　　 ４５９-５３１３

かがやきクラブ旭「うたごえ広場」

旭区社会福祉協議会
〒２４１-0022 鶴ケ峰１-６-３５「ぱれっと旭」内
　３９２-１１２３　　３９２-０２２２

次の皆さまから寄付をいただきました。
荻窪 邦昭、北村 勝利、一般社団法人
保土ケ谷青色申告会、匿名１件（敬称略）

■善意銀行（１０月１日～３１日）

老人福祉センター横浜市福寿荘
〒２４１-０００５ 白根２-３３-２
　９５３-５３１５　　９５３-５３１７
休館　毎月最終火曜

■保健師による健康相談
1月16日（木）１３時～１４時◆６０歳～
◆当日直接
■ゲームで楽しく脳を鍛えよう（スリーＡ）
２月２日（日）１３時３０分～１５時３０
分◆６０歳～◆先着１５人◆１００円
（保険料）◆タオル、動きやすい服
装、飲み物◆当日直接
■イスを使ってストレッチ
２月４日（火）１１時１５分～１２時１５分
◆６０歳～◆先着２０人◆当日直接
■ふれあいサロン「福寿の会」
２月４日（火）１３時～１４時３０分◆
おおむね７０歳～◆先着２０人◆１００
円◆当日直接

■よこはまシニアボランティア
　ポイント登録研修会
　身近な地域でボランティア活動を
しながらポイントがたまるシニアの
ための研修会。
２月４日（火）１０時～１2時３０分◆６５
歳以上の横浜市介護保険被保険者
◆先着２０人◆　１月１１日～２月３日
に直接か電話

上白根地域ケアプラザ
　　　　〒241-０００１ 上白根町１１２　
　951-3967　　951-3971
休館　第3日曜・年末年始
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　精神科医として３０年以上「心」に向き
合ってきた香山 リカさんから、大切な人を
支えがんばるあなたにメッセージを届け
ます。
【日　時】３月１３日（金）１４時～１５時４５分
　　　　（１時間前開場）
【会　場】旭公会堂（区役所４階）　
【定　員】抽選４００人
【講　師】香山 リカさん（精神科医・立教大学教授）　
【申し込み方法】
　横浜市電子申請システムまたは往復はがきに①　　　②同行者の名前
（同一家族1人まで）③手話通訳・要約筆記の希望有無④車イス使用の有
無⑤介助者の名前（家族以外のみ）⑥講師への質問（④～⑥は任意）を記
入し１月２４日　で　へ送付
※当落の結果は申込者全員に２月２８日ごろに連絡予定
　 障害者支援担当　
　 ９５４-６128　　 ９５5-2675

【日　時】２月８日（土）１３時～１６時
　　　  （３０分前開場）
【会　場】旭公会堂（区役所４階）
【定　員】先着４５０人
【内　容】
第１部　［オープニングアクト］
　　　　放課後等児童デイサービス鶴ヶ峰もえぎさくら利用者によるダンス
　　　  ［表彰式典］社会福祉功労の顕彰ならびに受賞者の活動紹介
第２部　［報告］きらっとあさひプラン第３期振り返りと第４期策定に向けて
　　　  ［実践報告］  テーマ:「一人ひとりに向き合う地域づくり」
　　　  　　　　　　   発表：神奈川区羽沢地区
　　        コーディネーター:　 平野 友康さん（横浜創英大学講師）
※ロビーにて展示発表、地域作業所の自主製品販売、喫茶コーナーもあります（１２時～１６時）。
※１月８日(水）～１５日（水）区役所１階にて、きらっとあさひプランのパネル展示を実施します。

【主　催】旭区社会福祉協議会・旭区連合自治会町内会連絡協議会・旭区役所
　 旭区社会福祉協議会　　３９２-１１２３　　３９２-０２２２
　 事業企画担当　　９５４-６１４３　　９５３-７７１３

福祉保健

旭区自殺対策講演会　2020

　『きらっとあさひプラン（旭区地域福祉保健計画）』の振り返りと今後
の方向性について報告するとともに、先駆的な地域の福祉保健活動を紹
介します。

第９回 きらっとあさひ福祉大会第９回 きらっとあさひ福祉大会第９回 きらっとあさひ福祉大会

旭区自殺対策講演会
～大丈夫、あなたはいるだけで力になれる～

旭区自殺対策講演会
～大丈夫、あなたはいるだけで力になれる～

旭区自殺対策講演会
～大丈夫、あなたはいるだけで力になれる～

▲香山 リカさん

▲電子申請
　システムはこちら



　動物たちにバレンタインにちなんだ特別なプレ
ゼントをします。
２月８日（土）・９日（日）

ハッピーバレンタインinズーラシア

〒241-0001　
上白根町1175-1

１月～２月１０日の休園
毎週火曜

（総合案内所）959-1000

アフリカタテガミヤマアラシ
その

　アフリカタテガミヤマアラシは、主
にアフリカ中北部のサバンナ、森林、
ステップなどに住んでいる齧歯目に
分類されるネズミの仲間です。背中
に長く硬い針がたくさん生えてい
て、一見怖そうに見えますが、普段は
温厚な動物です。背中の針は毛が変
化したもので、肉食動物などの外敵
に襲われそうになると逆立てて身を
守り、追いつめられると自分から突
進して攻撃します。
　ズーラシアには、ベテランのクリス（メス）と、若いネイロ（オ
ス）の2頭のアフリカタテガミヤマアラシがいます。本来は夜
行性の動物ですが、2頭は日中カサカサと針を鳴らしながら歩
き回ったり、穴を掘ったり、木の枝をかじったりしています。時
には驚いて針を逆立てている姿も見ることができます。

ズーラシア
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オカピバス（ズッピ）チョロQ

ゲッシ

●原則として1月１１日～2月１０日の健診などを掲載しています ●有料表示の無いものは原則無料です ●詳しくは電話でお問い合わせください
●市外居住者は受診できませんのでご注意ください  ●【予約制】の予約開始時間は８時４５分です健診などのご案内

種　　類 会　場 内容・費用・持ち物など日　　時

種　　類 会　場 内容・費用・持ち物など日　　時

健康づくり係　　954-6146　　953-7713

こども家庭係　　954-6151　　951-4683

詳細は個別通知をご覧ください。

【乳幼児】０歳児～未就学児の歯科健診、歯科相談、歯磨きのアドバイスなど　
【妊産婦（妊娠中・産後１年未満の人）】歯科相談【申し込み】随時

１月１７日・２４日、
２月７日
（各回金曜）

１月１４日・２１日、
２月４日
（各回火曜）

１月２３日、２月６日
（各回木曜）

１月１４日、２月４日
（各回火曜）

９時～１０時
受付

13時～１4時
受付

受付
１2時３0分～１3時30分

13時3０分～１4時45分

区役所
３階

乳幼児健診

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談【予約制】

４か月児

１歳
６か月児

３歳児

子どもについての相談は「子ども・家庭支援相談」へ　 保健師、学校カウンセラー、保育士など　

妊娠・出産・育児の学習を行います。※原則として初産婦を対象。
【申し込み】随時

２月４日（火）・
１８日（火）・２2日（土）

平日：１４時～１６時
土曜：9時30分～１1時30分母親教室（全3回）【予約制】

子ども・家庭支援相談　　954-6160　　951-4683
区役所
３階

むし歯予防の話・歯みがき実習など【対象】２０１８年１２月～２０１９年４月
生まれのお子さんと保護者【定員】先着２０組【申し込み】１月１４日～

【食生活健康相談】…高血圧、糖尿病などの予防のための食生活相談
【生活習慣病・メタボリックシンドローム相談】…保健師による個別相談（３０分）
【禁煙相談】…希望者には肺年齢や呼気中の一酸化炭素濃度の測定を実施（３０分）
【申し込み】随時

匿名検査【申し込み】随時
結果は翌週以降水曜（祝・休日を除く）９時３０分～１０時にご本人にお渡しします。
※感染の可能性のあった日から3か月後でなければ、正しい結果が出ない可能性があります。

子どもの食生活に関する相談（３０分～１時間）
【申し込み】１月１４日～

栄養士の話と試食【対象】７～８か月児と初めて育児をする保護者
【定員】先着２５組【申し込み】１月１４日～

２月５日（水）

２月２７日（木）

１月１７日（金） ９時～１１時

９時～１１時

１３時３０分～
１５時

区役所３階

乳幼児食生活健康相談
【予約制】

離乳食教室【予約制】

ピカピカ１歳児☆
歯みがき教室【予約制】

生活習慣病予防相談
【予約制】

希望者には梅毒検査も併せて
行います。

ＨＩＶ（エイズ）検査【予約制】 毎週水曜
（祝・休日を除く） ９時～９時３０分

１０時～１１時
（受付９時４０分～
 ９時５５分）

上：クリス　下：ネイロ

２月４日（火） 13時～１5時
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出　張
ひろば

お誕生日会

２月７日（金）  
１０時～１１時３０分　

１月２１日（火）
１０時～１１時３０分　

１０月１１日(金) 、１１月８日（水）

２月５日(水) 

１月１７日(金)  

１月２４日（金）１１時３０分～◆当日直接

みなまき
ラボ

１月生まれのお友だち集まれ！
※お誕生月のお子さんは１１時１５分までにお越しください。

左近山地域
ケアプラザ

〔休館日〕　毎週日曜･月曜･祝日（月曜が祝日の場合は火曜休館）

〒241-0821　二俣川1-67-4
　442-3886　　442-3896

ひなたぼっこは親子で自由に遊べる広場です。毎月イベントを開催しています。

イベント名 日 時・内 容・申 し 込 み※予約不要

■横浜子育てサポートシステム
入会説明会…子育ての援助をしたい人と受けたい人を対象とした入会説明会。
日時：１月３１日(金)、２月８日(土)１０：００～１１：００　場所：ひなたぼっこ
    ４４２-３０３８
■横浜子育てパートナー
　子育て期の悩み事の相談や、子育てに関する情報を提供します。電話で
も受け付けています。　   ４８９-６１７0 月～土曜（木曜除く）９時３０分～１６時

旭区 ひなたぼっこ

門
談

専
相

１月２３日（木）
１３時３０分～１５時３０分助産師

心理士 １月２２日（水）
１０時～１１時３０分

管理栄養士 １月２８日（火）
１０時～１１時３０分

公園
遊び

10時～11時30分
※雨天中止（９時以降ホーム
ページをご確認ください）マインコーポ

公園

本村町
第１公園

朝採れ！
おやさいの直売
※雨天中止

地元農家が新鮮な野菜を届けてくれます。
調理法なども教えてくれます。
１月１６日（木）・２８日（火）１０時30分～１１時３０分
◆ひなたぼっこ自転車置き場奥◆当日直接

普段気になっ
ているちょっ
とした心配事
をお話しして
みませんか？

みんなでおもちゃ
で遊んだり、お
しゃべりしたりし
ませんか？




