
＊希望者は当日直接会場へお越しください。
＊駐車場の用意はありません。公共交通機関をご利用ください。
主催：よこはま西部ユースプラザ、共催：旭区役所
　 よこはま西部ユースプラザ  　744-8344  　744-8322

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

インターネットで確定申告しよう！
申告書は、国税庁ホームページで作成できます。
　 保土ケ谷税務署　　　331-1281

【日　時】　2月17日（月）～３月１６日(月) ※土･日･祝日を除く
　　　　　9時～11時30分、13時～16時
【会　場】　区役所新館２階大会議室
【持ち物】　・給与所得の源泉徴収票（確認後、返却します。）
　　　　　・給与所得者の銀行などの口座番号またはゆうちょ銀行の記号番号
　　　　　・給与所得者の印鑑（認め印）
　　　　　・支払った医療費の『医療費控除の明細書』または
　　　　　  『セルフメディケーション税制の明細書』
　　　　　・給与所得者のマイナンバーに係る本人確認書類
※ふるさと納税をした人が医療費控除をする場合は、区役所では受け
　付けできません。
※支払った医療費の領収書は、確定申告期限などから５年間、自宅で保
　管してください。
※代理人の場合は、給与所得者のマイナンバーに係る本人確認書類の
　写しをご持参ください。
　 市民税担当　　　954-6041～5 　　954-0948

　『旭区誕生５０周年記念誌』の販
売は２月末まで！ 売り切れ次第終
了ですので、お早めにお買い求め
ください！ （1冊税込700円）
＜販売場所＞
・区役所地下１階売店※２月２８日（金）まで
・旭区民文化センターサンハート
・区内地区センター旭区誕生５０周年

も
く
じ

旭区の昆虫ホタル
旭区の木
ドウダンツツジ

【区のデータ】（令和2年1月現在）
　 区の人口　　245,127人 　
　 区の世帯数　106,227世帯 旭区マスコットキャラクター

あさひくん
旭区の花
アサガオ

横浜市　旭区役所

旭区役所 〒２４１-００２２ 旭区鶴ケ峰１-４-１２
　 ９５４-６１６１（代表電話）　　９５５-２８５６
アクセスしよう！

広報よこはま　あさひ区版
２０20年

月
号

No.268
2 開庁日　月曜～金曜 ８時４５分～１７時　第２・４土曜 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。

　本来食べられるにもかかわらず、食べ残しや期限切れなどの理由
により廃棄されている食べ物を「食品ロス」といいます。横浜市全体
で年間約10万5,000トンの食品ロスが出ており、１人あたりに換算
すると約28キログラム、約22,000円分に相当します。家庭でできる
ひと工夫で「食品ロス」を減らしましょう！

　給与所得のみで年末調整済みの人が、医療費控除のみを受けるた
めの令和元年分還付申告の受け付けです。

　二俣川相鉄ライフの全館休館日
に伴い、休所します。
　 二俣川駅行政サービスコーナー
　 366-6615
※図書取次カウンターに関する問
い合わせ
　 中央図書館サービス課
　 262-0050

　 資源化推進担当　　954-6096 　　955-3341

みんなで減らそう！ 食品ロスみんなで減らそう！ 食品ロス

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
　「食品ロス」を減らしても、野菜の皮など食べられない部分がどうしても出てしまいます。そ
んな生ごみを捨てずに活用できるのが、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」です。やり方を実演で紹介します。
２月20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。

各種お知らせ……………………………………　　　 ・　

特 集 横浜子育てサポートシステムをご存知ですか？…   ・98

12～107～5

詳細は 確定申告
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①冷蔵庫を整理整頓しよう！
　「食品ロス」には、何も手を付けずに廃棄された「手付かず食品」が年間約２万トンも含まれて
います。定期的に整頓して、無駄に捨てられてしまう食材を減らしましょう。
②買い物メモを作ろう！
　買いすぎは手付かず食品の原因となります。買い物メモを活用して買いすぎを防ぎましょう。
③食べきれる量を作ろう！
　調理した食材は傷みやすくなりますので、食べきれる量を作りましょう。

　「食品ロス」には、何も手を付けずに廃棄された「手付かず食品」が年間約２万トンも含まれて
います。定期的に整頓して、無駄に捨てられてしまう食材を減らしましょう。

　買いすぎは手付かず食品の原因となります。買い物メモを活用して買いすぎを防ぎましょう。

　調理した食材は傷みやすくなりますので、食べきれる量を作りましょう。

令和元年分「年末調整済み給与所得者」の
所得税医療費控除還付申告

二俣川駅行政
サービスコーナー
および
図書取次カウンターを
臨時休所します

鶴ケ峰地域ケアプラザ　　　　２月１８日（火） １０時～１１時３０分
白根地域ケアプラザ　　　　　２月１８日（火） １３時３０分～１５時
笹野台地域ケアプラザ　　　　２月１９日（水） １３時３０分～１５時
今宿地域ケアプラザ　　　　　２月２０日（木） １０時～１１時３０分
今宿西地域ケアプラザ　　　　２月２０日（木） １３時３０分～１５時
若葉台地域ケアプラザ　　　　２月２１日（金） １０時～１１時３０分
二俣川地域ケアプラザ　　　　２月２２日（土） １０時～１１時３０分
ひかりが丘地域ケアプラザ　　 ２月２３日（日） １３時３０分～１５時
左近山地域ケアプラザ　　　　２月２５日（火） １０時～１１時３０分
万騎が原地域ケアプラザ　　　２月２６日（水） １３時３０分～１５時
南希望が丘地域ケアプラザ　　２月２７日（木） １０時～１１時３０分
川井地域ケアプラザ　　　　　２月２７日（木） １３時３０分～１５時
上白根地域ケアプラザ　　　　２月２８日（金） １０時～１１時３０分

ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談

　不登校・ひきこもり状態など困難を抱える若者の状況や
支援について、関心のある人に向けたセミナーを開催しま
す。同時に、本人や家族からの個別相談会も実施します。

ひきこもり等の若者支援セミナー・相談会ひきこもり等の若者支援セミナー・相談会ひきこもり等の若者支援セミナー・相談会

休所日　2月19日（水）

会　　場 日　　時



(1) 市素案説明会　
日時：２月１３日(木)、１５日（土）１９時開始　会場：旭公会堂（区役所４階） ※当日直接
(2) 市素案縦覧(閲覧)
期間：２月１４日(金)～２８日(金) ※土・日・祝日を除く
縦覧場所：建築局都市計画課
閲覧場所：広報相談係(区役所1階1番窓口)、保土ケ谷区企画調整係でも実施
(3) 公聴会における公述の申出
２月２８日１７時１５分　 でホームページから電子申請、または公述申出書を都市
計画課まで郵送もしくは持参。10人を超えた場合は抽選。
(4) 公聴会(公述の申出があった場合に開催)
日時：３月27日(金)19時開始　会場：市素案説明会と同じ 
※傍聴は当日直接　※開催の有無は３月３日以降に市ホームページまたは都市
計画課に確認
（手続きおよび説明会の開催について）
　 建築局都市計画課　　 ６７１-２６５７   　 ５５０-４９１３
〒231-0012 中区相生町3-56-1 KDX横浜関内ビル14階
（事業計画について）
　 道路局建設課　　 ６７１-２７９２   　 ６５１-６５２７

【期間】 ４月～１２月
【場所】 鶴ケ峰２丁目３０－１（鶴ケ峰駅から徒歩３分）
【定員・対象】 抽選１２組・区内在住者（グループでの応募可）
【費用】 １区画の年額１０，０００円（種・苗代金、保険料含む）
【申し込み】 ２月２１日　  で電子申請かFAX
※詳細はホームページまたは、区役所２階２２番窓口で配布中の応募用紙参照。
　 生涯学習支援係　　９５４-６０９５   　 ９５５-３３４１

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） ２月１２日・２６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） ２月１９日、３月４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） ２月１３日・２７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

　今川公園・ふるさと尾根の自然散歩
（約８．０キロメートル　約12，3００歩）
3月２1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→古道脇の石仏群→今川
公園→十字路の道しるべ庚申塔→
今宿南町（原風景）→都岡地区セン
ター→ふるさと尾根道緑道（桜並木
観賞）→鶴ケ峰駅（１２時３０分頃解散）
◆抽選８０人※落選の人のみ３月１４
日までに電話連絡◆５００円（保険
料含む）◆　 ３月１３日　 ではがき
かＦＡＸ（参加者全員の　　　と年
齢、代表者名、コース名「今川公園・
ふるさと尾根の自然散歩」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。
2月～3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

3月 毎日開室（土日・祝日をのぞく） ８時４５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）

2月 毎日開室（土日・祝日をのぞく） ８時４５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。
２月２７日（木）９時３０分～１２時３０分
◆区役所１階
　 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）

　近隣トラブル、金銭貸借、不動産
トラブルなど。民事調停は訴訟より
手続きが簡単で費用が安い制度で
す。
２月１７日（月）１３時～１６時（１人３０
分）◆区役所１階◆先着６人◆　 直
接か電話で随時
　 広報相談係
　 ９５４-６０２２   　 ９５５-２８５６

　食料品、酒類禁止。
３月２9日（日）１１時～１５時※荒天中
止◆左近山ショッピングセンター◆
抽選15店舗◆１区画１，０００円◆　 
２月２１日　 ではがきかＦＡＸ（　　　
と出店品目、駐車場利用の有無を
記入）
　 資源化推進担当「左近山フリー
マーケット」係
　 ９５４-６０９６   　 ９５５-３３４１

左近山フリーマーケット
出店募集

　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。
２月２０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

民事調停手続相談 「あさひ散歩」ウオーキング
参加者募集

　旭区きらっとあさひ地域支援補
助金を受けている団体の活動発表
会を開催します。
３月５日（木）１４時～１６時（30分前
開場）◆旭公会堂（区役所４階）◆当
日直接
　 地域力推進担当
　 ９５４-６０２８   　 ９５１-３４０１

旭区きらっとあさひ
地域支援補助金活動発表会

〒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
2月19日（水）

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

☆生涯学習アドバイザー展示
　フラワーアレンジメント、絵画指導、健康運動、子ども・家庭・防犯など
☆みなくる利用登録団体の活動紹介
　旭エコキャンドル実行委員会、よこはま緑の推進団体旭区連絡会

みなくる展示コーナーへどうぞ！
※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2 区役所への郵便物は
〒241-0022 鶴ケ峰1-4-12

農業体験を一からやりませんか？
初めての野菜作り（4月～１２月）

　農業に詳しい人からの指導を受けながら、野菜を作りたい人を募集しま
す。土づくりから種まき、野菜の収穫まで一通りの体験ができます。

相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）の
都市計画決定について、説明会などを開催します

文化

１7ｔｈ　Ｂｅｌｌ　Ｆｌｏｗｅｒ
ハンドベルコンサート

　伝統ある名曲からポップスまで、さまざまなジャンルの曲目を聖なる
ベルの音でお届けします。
【日　　時】 ４月１９日（日）１４時～１６時（３０分前開場）
【会　　場】 サンハートホール　　【定　　員】 抽選３００人
【申込期間】 ２月２0日～２6日 　※受付期間外の申込無効
【申込方法】 往復はがきのみ（１通につき整理券２枚まで）
往復はがきの往信面に「整理券希望」、　　　、整理券希望枚数（2枚の場合
は2人分の名前）、返信面に返信先を記入し下記へ。
〒２４１-８７９９ 本村町４４-２横浜旭郵便局留 ベルフラワー・コンサート事務局
※整理券は３月中発送予定。 ※お子さん連れの人は周囲へのご配慮をお願いします。
主催：Ｂｅｌｌ Ｆｌｏｗｅｒ、共催：旭区文化振興会・旭区役所、後援：ＮＰＯ法人日本
ハンドベル連盟・旭区民文化センターサンハート
　 Ｂｅｌｌ Ｆｌｏｗｅｒ事務局　　 ３６６-９２８4　 　 ３６１-１２０９

詳細は 横浜市都市計画手続

▲ホームページは
　こちら

こうしんとう
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　昨年から、世界で民主主義の真価を問う運動、選挙が話題になってい
ます。香港での民主化運動や今年のアメリカ大統領選挙はどうなってい
くのでしょうか。今月は、国民に民主主義を根付かせるために著された２
冊をご紹介します。

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

です！旭図書館こんにちは

スポーツ

民主主義はだれのもの？

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。
２月２６日（水）１０時～１１時３０分◆初心者◆開催時間内随時受付

１日をげんきに！ 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。
２月１６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。
２月１３日・２０日、３月５日（各回木曜）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

プランテルグループ／文　マルタ・ピナ／絵　宇野 和美／訳　あかね書房（２０１９年刊）

　原作は、スペイン内戦後に３６年間続いたフランコ総統によ
る軍部独裁政権が終わり、民主化していく時期に刊行された
ものです。子どもたちに民主主義について考えてもらおうと
つくられました。今でもその内容は色あせていません。肝心
なのは、「ひとりひとりがよく考えて、えらぶこと」なのです。
「あしたのための本」というシリーズで、他にも３冊あります。

民主主義
文部省／著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2018年刊）

　原作は、第2次世界大戦後に日本の文部省が、「民主主義の
教科書」として刊行したものです。まず「民主主義とは何か」
を定義することが、繁栄と平和の第一歩だと書かれていま
す。単なる政治のやり方ではないのです。全ての人間を価値
あるものとして取り扱おうとする心が、民主主義の精神だ
と、この本は教えてくれます。

今月の休館日

2月17日（月）

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

　区内在住・在勤の音楽家による年に
一度の演奏会です。
３月8日（日）１４時３０分開演◆サン
ハート◆１，０００円（チケットはサン
ハート、区役所売店で販売中）◆主
催：コンセール２４１、共催：旭区文化
振興会・旭区役所
　 コンセール２４１　白波瀬
　 ０９０-６７９４-８３９８

コンセール２４１ガラコンサート
Ｖｏｌ．２６

　区民が文化芸術に触れ合う機会を提供する、区民の意
欲的で創意豊かなイベントを募集します。開催に必要な
経費の一部補助や、事業PRなどの支援をします（審査あ
り）。
　新規団体のチャレンジを応援する補助を新設しまし
た。詳細は、区役所２階２２番窓口で2月3日から配布する応募用紙をご覧く
ださい。

　　　　　　 生涯学習支援係　　９５４-６０９５ 　　９５５-３３４１

令和２年度
旭区文化芸術イベントの募集

2月4日(火)～7日(金)・
17日(月)

休館日

３月４日（水）１０時開演（３０分前開場）
◆旭公会堂（区役所４階）◆参加費
３００円（初参加の人は歌集代別途
１,１００円）◆主催：旭区童謡・愛唱歌
を歌う会、共催：旭区文化振興会、旭
区役所
　 旭区童謡・愛唱歌を歌う会事務局
　 大矢
　 ９５３-８３６９
　http://www.asahiku-douyou.
com/

第５回旭区童謡・愛唱歌を歌う会

しらはせ

詳細は 旭スポーツセンター

当日受付教室日程 《全プログラムリニューアル！ 》
　タオル、上履き（種目により不要）、動きやすい服装　１５分前受付　　　　
　料金５5０円
　　　  参加する１８歳未満は、２３時までに帰宅できる人に限ります。夜間教室

カラダメンテナンス
3月2日・9日

１３時～１3時5０分 20人／16歳以上
20人／60歳以上

美尻のバレエエクササイズ １０時～１０時５０分
キュキュッと骨盤エクササイズ ９時～  ９時５０分

９時～  ９時５０分

ギガパワーヨガ

2月19日・26日、
3月4日

コアピラティス
ソフトパワーヨガ

２2人／１６歳以上

ファイティングフィットネス

リセットヨガ

2月20日・27日、
3月5日

１０時～１０時５０分

１０時～１０時５０分

１０時～１０時５０分
２０人／１６歳以上

9時～  9時5０分

9時～  9時5０分

4０人／１６歳以上

４０人／１６歳以上

２０人／１６歳以上

１1時～１1時5０分

１1時～１1時5０分

9時～  9時5０分
10時～10時5０分
１1時～１1時5０分

２０人／５０歳以上
13 ＺＵＭＢＡ
１４ ＺＵＭＢＡ

１３時～１３時4５分
１4時～１４時45分

９ ZUMBA

2月14日・21日・28日、
3月6日

40人／１６歳以上
ステップ! ステップ! ステップ! 35人／１６歳以上
ヒーリングヨガ

１２時～１2時50分

シェイプ! シェイプ! シェイプ!
2月15日・22日・29日、

３月7日

  ９時～  ９時５０分
４５人／１６歳以上

エンジョイ! バスケットタイム １９時１５分～２０時４５分

１4時１５分～15時 ５分

６０人／１６歳以上
ヘルシーボディヨガ 10時～1０時50分

１９ ZUMBA 2月18日・25日、
3月3日・10日 19時～19時5０分

カーディオキックMAX 20時～20時5０分

リズムボクシング
4０人／16歳以上

エトワールバレエ
リフレッシュヨガ

１9時～１9時5０分
20時～20時50分

スタイルピラティス ４０人／１６歳以上
陰ヨガ

Ｓimpleエアロビクス
19時～１9時５０分

教　室 開 催 日 時　間 定員／対象
ナイトヨガ
　火

月

火

水

木

金

土

水

土

　2月18日・25日、
3月3日・10日 ２１時15分～２２時１5分 ２０人／1６歳以上

フットサルタイム　 2月19日・26日、
3月4日 ２１時１５分～２２時４５分 ５０人／1６歳以上

Ｍorning 太極拳 2月15日・22日・29日、
３月7日 ７時４5分～  ８時45分 ４０人／小学生以上

夜間教室

夜間教室

4０人／16歳以上

デトックスリンパ

リズムミックボディケア

Let’ｓ 運動タイム １４時～１４時５０分

15人／１６歳以上

15人／１６歳以上
２０人／１６歳以上

詳細は 旭区野球連盟

　区内在住・在勤・在学者でスポー
ツの普及振興に貢献した人や、競技
会などで優秀な成績を収めた人を
表彰します。
３月８日（日）１０時４０分～◆旭公会堂
（区役所4階）◆当日直接

　Ａ・Ｂブロックトーナメント戦。
３月～７月の日曜・祝日◆今川公園野
球場・こども自然公園野球場ほか◆
区内在住・在勤者で結成されたチー
ム◆１チーム１８，０００円◆　 ２月１３
日～２９日　 ◆詳細は旭スポーツ
店、グリーンスポーツ店、陣スポーツ
店で配布する要項・申込用紙参照 
◆［主将会議］３月５日（木）１9時～（３０
分前受付）◆旭公会堂（区役所４階）
　 旭区野球連盟　
　 ０８０-３２４０-５０６４

旭区スポーツ人の集い旭区春季軟式野球大会

　 旭区体育協会事務局　
 　３７０-６４１５　 　３７０-６４１６
（火曜１３時～１６時 木曜９時～１２時）

■ひなまつり
　つるし雛を作って、ログに飾ろう！
３月１日（日）～３日（火）１０時～１7時
（１日のみ９時～）◆幼児～小学生
（幼児は保護者同伴）◆当日直接

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）

■かわいい「ひな人形」作り
２月２２日（土）１０時～１２時◆小学３年
生～◆先着１０人◆500円◆  ２月１１
日～１８日に電話

今川公園
〒２４１-００３３ 今川町９６-２
　 　 ３６６-９２９０

応募締切  ２月２１日
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※　 2月１１日９時～直接（電話は翌
日～）

■はじめての「子ども日本舞踊」（全４回）
２月２３日（日）・２９日（土）、３月８日（日）・
１５日（日）①１０時～１０時４５分②１１時
～１１時４５分◆①女子幼児（年中・年
少）②女子小学生◆①②先着８人◆２，
０００円（4回分）※

■初心者のためのパソコン相談塾
２月２７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）※

■ダンスの集い
３月７日（土）１３時～１６時◆先着１００
人◆５００円※

■親子でジャガイモ種芋植え付け会
　参加者は、ジャガイモ収穫祭に優
先参加できます。
３月１４日（土）１３時３０分～１５時◆
親子◆先着３０組※

■大人のリラックス･ストレッチ
２月１９日（水）１０時～１１時３０分◆先
着１５人◆動きやすい服装、上履き、
タオル、飲み物◆４００円◆当日直接

■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）。
２月１９日（水）１３時３０分～１５時◆先
着２０人◆２００円◆当日直接

■脳を鍛える！ インナーマッスル体操
３月５日（木）１３時３０分～１５時◆先着
２０人◆動きやすい服装、上履き、タオ
ル、飲み物◆４００円◆当日直接

■パソコン個人相談室
３月９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）◆　 ２月
１１日９時～直接か電話

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）

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）

※　 詳細はサンハートへ

■「セロ弾きのゴーシュ」朗読会＆
　上映会
　未就学児不可。
２月２９日（土）１３時３０分開演◆先
着２００人◆前売り一般１,０００円、高
校生以下５００円（当日各２００円増
し）※全席自由※

■ＪＡＺＺスタンダードスペシャル
　未就学児不可。
３月７日（土）１６時開演◆先着３００人
◆前売り一般３，０００円、高校生以下
２，０００円（当日各５００円増し）、ペア券
５，０００円（前売りのみ）※全席指定※

■サンハート読み聞かせ
　サポーターによるおはなしかい
３月１２日（木）１０時３０分～１１時◆
０～２歳児と保護者※

■０歳からのワンコインコンサート 
　Ｖｏｌ.１２
３月１５日（日）１３時３０分開演◆先
着３００人◆５００円※２歳以下膝上
無料※

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

■私のしごと・手しごとマルシェ
　手作り作品の販売や体験コー
ナー、おいしいカレーなど。
２月２２日（土）１０時～１５時◆当日直接

〒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

※　 ２月２４日～３月９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（ホームページからも申し込
み可）

■自然を写そう！ デジカメテクニックＡ
４月４日（土）９時３０分～１２時◆小
学５年生～◆抽選１０人◆１，０００円※

■ヨガ＆ボディチューンⅢ（全１０回）
４月７日・１４日・２１日、５月１２日・１９日・
２６日、６月２日、７月７日・１４日・２１日
（各回火曜）１０時～１１時３０分◆１６
歳～◆抽選３０人◆５，７００円（１０回
分）※定員に満たない場合、当日参
加６００円※

■おひさまクラブⅠ（全６回）
　幼児と保護者の自然遊び教室（自
然観察・野外ゲーム・クラフト・おやつ
作りなど）。
４月８日・１５日・２２日、５月１３日・２７日、
６月３日（各回水曜）１４時～１６時◆４
歳以上の未就学児と保護者◆抽選
２４組◆１組６，６００円（６回分。保険料含む。
追加は大人３，５００円、子ども２，５００円）※

■ピラティス＆有酸素運動Ⅰ（全9回）
４月８日・１５日・２２日、５月１３日・２７日、
６月３日、７月８日・１５日・２２日（各回水
曜）１０時～１１時３０分◆１６歳～◆抽
選３０人◆５，１３０円（９回分）※定員
に満たない場合、当日参加６００円※

■アウトドアクラブⅠ（全６回）
４月１１日・２５日、５月１６日・３０日、６月
１３日・２７日（各回土曜）１０時～１２時
◆小学生と保護者◆抽選１２組◆1人
４，６００円（６回分）※

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/

※電話は翌日～

■写真講座ガイダンス
３月７日（土）１０時～１2時◆先着１0人
◆  ２月１５日１０時～２９日に直接※

■季節の野菜でおもてなし料理Ⅳ
３月１０日（火）１０時～１３時◆先着１２
人◆１，２００円◆  ２月１８日１０時～３
月３日に直接※

■第４回 お楽しみ麻雀大会
３月１１日（水）９時～１６時◆先着
２０人◆７００円◆　 ２月１９日１０時～
３月４日に直接※

■映画鑑賞会Ⅱ
　「こんな夜更けにバナナかよ」
３月１４日（土）１０時～１２時◆先着
５０人◆　 ２月２９日１０時～３月１３日
に直接※

■江戸の名園めぐり
　肥後細川庭園、椿山荘、小石川後
楽園を散策。
３月２７日（金）９時～１６時30分
（二俣川駅集合・解散）◆先着２０
人◆５００円（交通費・入園料別途）
◆　 ３月６日１０時～２０日に直接※

■ドローン体験会
３月２８日（土）１０時～１１時３０分◆
小学生～（小学３年生以下は保護者
同伴）◆先着１６人◆３００円◆　 ３月
７日１０時～２１日に直接※

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）

■第１８回サークル発表会
　～であい・ふれあい・まなびあい～
　ステージ発表、作品展示、喫茶
コーナーなど。
２月２9日（土）、3月1日（日）９時３０分～
１７時（最終日は１５時まで）◆当日直接

■囲碁・将棋・麻雀サロン
２月１６日～３月８日の毎週日曜９時～
１５時３０分（3月1日を除く）◆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。
２月１６日～３月８日の毎週日曜９時～
１６時（3月1日を除く）◆未就学児と保
護者◆当日直接

マー ジャン

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）

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 卓球
２月２２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

※電話は１０時～

■人形劇
　「おさるのゆきあそび」ほか。
２月１５日（土）１０時３０分～１１時１０
分◆幼児～小学生（幼児は保護者同
伴）◆　 人形劇団げんき村◆当日
直接

■さわやかスポーツ
　ボッチャ・インディアカなど。
２月１８日（火）９時３０分～１１時３０分
◆動きやすい服装、上履き、タオル、
飲み物◆５０円◆当日直接

■おひな様の巻きずしをつくろう
２月２８日（金）１０時～１３時◆先着１６
人◆１，０００円◆　 ２月１１日９時～
２２日に直接※
■韓国の家庭料理
　トッポギほか。
３月２日（月）１０時～１３時◆先着１２
人◆１，５００円◆　 ２月１２日９時～
２４日に直接※
■雑穀＆米粉のヘルシーレシピ
３月１１日（水）１０時～１３時◆先着
１２人◆１，５００円◆　 ２月１３日９時
～３月３日に直接※
■しあわせなお菓子づくり
　～もも大福・すあま～
３月１２日（木）１０時～１３時◆先着
１２人◆１，０００円◆　 ２月１３日９
時～３月５日に直接※
■こども化学講座 人工イクラづくり
３月２１日（土）１０時～１２時◆小学
生と保護者◆先着１２組◆５００円
◆　 ２月１５日９時～３月８日に直接※

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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　 健康づくり係　　９５４-６１48　　９５3-7713

※１０時～直接

■ぱぴプレミュージック
２月２３日（日）１１時～１１時４０分◆先
着５０人◆1家族100円◆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
２月２８日（金）１０時30分～１１時◆
未就学児と保護者◆先着２０人◆当
日直接

■大人のおはなし会
　-心に響く絵本をあなたに-
３月２日（月）１０時15分～１１時３０分
◆先着３０人◆当日直接

■10歳若返るスパイス講座
　スパイスの効能を学びチャイを
作ろう。
３月１６日（月）１０時～１１時３０分◆先
着１５人◆5００円◆　 ２月２４日※

■ママヨガ　保育付き事業
３月１８日（水）１０時１０分～１１時１０
分◆子育て中の母親◆先着１２人
◆５００円（保育１人３００円）◆　 ２
月１９日※

■マタニティ＆ベビーピラティス
３月１９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◆　 ２月２０日※

■リフレッシュ体操上級コース（全13回）
４月～６月の毎週金曜１０時３０分～
１２時◆先着７０人◆５，５００円（１３
回分）◆　 ３月１０日※

※電話は１０時～

■人形劇
　「おさるのゆきあそび」ほか。
２月１５日（土）１０時３０分～１１時１０
分◆幼児～小学生（幼児は保護者同
伴）◆　 人形劇団げんき村◆当日
直接

■さわやかスポーツ
　ボッチャ・インディアカなど。
２月１８日（火）９時３０分～１１時３０分
◆動きやすい服装、上履き、タオル、
飲み物◆５０円◆当日直接

■おひな様の巻きずしをつくろう
２月２８日（金）１０時～１３時◆先着１６
人◆１，０００円◆　 ２月１１日９時～
２２日に直接※
■韓国の家庭料理
　トッポギほか。
３月２日（月）１０時～１３時◆先着１２
人◆１，５００円◆　 ２月１２日９時～
２４日に直接※
■雑穀＆米粉のヘルシーレシピ
３月１１日（水）１０時～１３時◆先着
１２人◆１，５００円◆　 ２月１３日９時
～３月３日に直接※
■しあわせなお菓子づくり
　～もも大福・すあま～
３月１２日（木）１０時～１３時◆先着
１２人◆１，０００円◆　 ２月１３日９
時～３月５日に直接※
■こども化学講座 人工イクラづくり
３月２１日（土）１０時～１２時◆小学
生と保護者◆先着１２組◆５００円
◆　 ２月１５日９時～３月８日に直接※

　情報交換・交流。
３月５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◆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

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）

神経系難病患者交流会
「あした会」

　チェックシートを活用しよう。
２月１９日（水）１３時３０分～１５時◆旭公
会堂（区役所４階）◆先着４００人◆　
熊谷 修さん（全国食支援活動協力会
理事）◆当日直接
　 健康づくり係
　 ９５４-６１48　　 ９５3-7713

食育講演会
「老化を早めるシニア世代の栄養失調」

　お口のケア～歯周病予防・ドライ
マウス対策～　
２月２０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

旭区膠原病系難病患者
交流会「みずきの会」

　精神障害のある人が、住み慣れた
地域で生きがいを感じて生活するに
はどのようなことが必要か、参加者と
一緒に考えます。
２月２２日（土）１３時～１５時５0分（３０分
前開場）◆旭公会堂（区役所４階）◆
　 蔭山 正子さん(大阪大学大学院准
教授)◆当日直接◆主催：旭区役所・
ＮＰＯ法人共に歩む市民の会
　 障害者支援担当
　 ９５４-６１４５　　 ９５５-２６７５　
　 旭区地域生活支援センターほっとぽっと
　 ９５３-６７２７　　 ９５３-６７６２

　生活習慣病のひとつとして有
名な”糖尿病”。尿糖が出るだけ
ではなく、血液中のブドウ糖が
増え、血管を傷つけて全身にさ
まざまな合併症を引き起こす可
能性がある恐ろしい病気です。
　糖尿病の判断基準の血糖値
とHbA1cの値をチェックしてみ
ましょう。生活習慣の改善、早期
発見・早期治療に取り組むこと
が大切です。

HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー）とは過去１～２カ月の血糖の平均値です。この値が
高い状態が続いていると、糖尿病が進行している可能性があります（基準値5.6%未満）。

第２１回旭区精神保健福祉セミナー

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。
横浜市旭区老人クラブ連合会女性委
員会、（公社）神奈川県LPガス協会 
横浜旭保土ケ谷支部、旭区障害児者
団体連絡会、北村 勝利、神奈川県理
容生活衛生同業組合旭支部、匿名１
件（敬称略）

■善意銀行（１1月１日～３０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
２月２０日（木）１３時～１４時◆６０歳～
◆当日直接
■イスを使ってストレッチ
３月３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」
３月３日（火）１３時～１４時３０分◆お
おむね７０歳～◆先着２０人◆１００円
◆当日直接

■イスを使ってダンス（全10回）
４月～２０２１年１月の毎月第２木曜９
時３０分～１１時３０分◆６０歳～◆抽
選１８人◆５００円（１０回分）◆　３
月３日～１２日　で直接または往復
はがき（　　　と年齢を記入）

※　 ２月１１日～２３日に直接

■第１８回春のこどもまつり
３月７日（土）１０時～１５時◆当日直接

■クリスタルクレイでアクセサリー作り
３月３日（火）１０時～１２時◆先着１０
人◆１，２００円※

■フランス伝統のカルトナージュ
　厚紙工芸で、お薬手帳・缶を作ります。
３月５日（木）１０時～１２時◆先着１０
人◆２，０００円※

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）

●受講期間 ４月～９月 ●対象 ６０歳以上の市内在住者 ●申し込み 往復はがきに
　　　と性別・年齢・生年月日、希望する講座（１つ）を記入して送付 ●申込期間 
２月１１日～２６日 ※受講したことのある講座は申し込みできません。

※応募は１人につき１教室のみ、はがき１枚につき１人のみ。

■２０２０年度前期「趣味の教室」受講者募集

16人

教室名

日時

定員

費用

ボイストレー
ニング（全６回）

第３火曜
９時３０分～
１１時３０分

7００円

遊書を楽しむ
（全６回）

第１火曜
１２時～１４時

3,00０円

16人

タオルストレッチ
（全１２回）

第２・４水曜
１２時３０分～１４時

60０円

18人

折り紙で楽しく脳を
トレーニング（全６回）

第１月曜
９時３０分～
１１時３０分

70０円

16人3０人

徳川将軍の謎と
江戸文化（全１２回）

第２・４水曜
９時３０分～
１１時３０分

１,5００円

16人

枕草子を読む
（全１２回）

第１・３木曜
１２時～１４時

500円

16人

認知症、脳梗塞網膜症

心筋梗塞、動脈硬化

腎不全

足のしびれ・壊死

歯周病
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糖尿病ってどんな病気？糖尿病ってどんな病気？糖尿病ってどんな病気？

福祉保健



　動物園の裏側見学や給餌体験ができます！ ２月は①ゴールデ
ンターキン②ライオン（アフリカのサバンナ）
毎週日曜13時30分～14時（受付9時30分～正門前）◆該当動物
舎前◆４歳～◆①②先着20人◆５００円（入園料別）◆当日直接

わくわく裏側ウォッチング

〒241-0001　
上白根町1175-1

２月～３月１０日の休園
２月１２日（水）、１８日（火）、

２５日（火）、
３月３日（火）、１０日（火）

（総合案内所）959-1000

モルモット・パンダマウス
その

　モルモットの原種は南米の
テンジクネズミといわれてお
り、家畜として飼ったり、儀式
に使われたりしていたのが起
源といわれています。その後、
広く世界中で飼われるように
なり、短毛や長毛、巻き毛やつ
むじがあるものなど多種多様な品種が生まれました。
　パンダマウスは、ハツカネズミの一種で、その名の通り白黒
模様が特徴です。とても体が小さく、頭から尻尾の先まで入れ
ても13センチメートル程で、体重も20グラム程しかありませ
ん。実は、江戸時代に日本で飼われていた「豆ぶち」という愛
玩用のネズミが起源だといわれています。
　ズーラシアでは、このモルモットやパンダマウスと触れ合う
ことができます（整理券制）。子年の今年、ぜひ遊びにきてく
ださい。

ズーラシア
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もちもちもるもっと

●原則として2月１１日～3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

２月２１日、３月６日
（各回金曜）

２月１８日、３月３日
（各回火曜）

２月２０日、３月５日
（各回木曜）

３月２４日（火）

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　　954-6160　　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

３月３日・１０日・１７日
（各回火曜） １４時～１６時母親教室（全3回）【予約制】

子育て支援担当　　954-6150　　951-4683
区役所
３階

むし歯予防の話・歯みがき実習など【対象】２０１9年１月～5月
生まれのお子さんと保護者【定員】先着２０組【申し込み】２月１２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】２月１２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】２月１２日～

３月４日（水）

３月１０日（火）

２月２０日（木） 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）

とても小さなパンダマウス

３月３日（火） 13時～１5時
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出　張
ひろば

お誕生日会

３月６日（金）  
１０時～１１時３０分　

２月１８日（火）
１０時～１１時３０分　

１０月１１日(金) 、１１月８日（水）

２月２８日（金）１１時３０分～◆当日直接

みなまきラボ

2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
　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
を実施しています。詳細は8・9ページをご覧ください。

■１０周年記念イベント劇団かかし座による「ぶんぶくちゃがま」
３月７日(土)１０時１５分～１１時３０分（３０分前開場）◆　  ２月１３
日９時３０分～直接

■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

２月２７日（木）
１３時３０分～１５時３０分助産師

心理士 ２月１４日（金）、１９日（水）
１０時～１１時３０分

管理栄養士 ２月２６日（水）
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）

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。
２月２０日（木）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？

万騎が原公園
笹野台北公園
本村町第１公園
マインコーポ公園

２月１２日(水)
２月１４日(金)
２月２１日(金) 
３月４日(水) 




