
　３月２９日（日）に里山ガーデンで旭区デーを開催！ 旭区誕
生５０周年のフィナーレとして、グッズのプレゼントや５０周年
記念展示を行います（里山ガーデンは市版2ページを参照）。
日　程 ： ３月２９日（日）（展示のみ４月３日（金）まで実施）
会　場 ： 里山ガーデン正面入口広場（上白根町１４２５‐４）
内　容 ： あさひくんグッズプレゼント企画、旭区誕生５０
　　　　 周年記念展示、花苗植付イベント※
※午前4回・午後3回、各回定員8人、当日会場にて整理券
　を配布します。時間などの詳細はホームページでご確
　認ください。

　 旭区市民活動生涯学習アドバイ
ザークラブ　黒田
〒２４１-００３２　今宿東町７２０-６
　 ０８０-３４８２-８６０７    ９５５-１２６６

　区内には、子どもが危険な目に遭いそうになった時に避難できる「こども
１１０番の家」が約１，６００件あり、玄関など分かりやすい位置に緑色の看板
が掲げられています。これから春休み、４月からは入園・入学とお子さんが1
人で出歩く機会が増えます。いざという時のために、日頃からお子さんと
一緒に身近な場所の「こども１１０番の家」を確認しておきましょう。

　「こども１１０番の家」は、子どもを実際に保護するだけでなく、地域防犯
の姿勢をアピールすることにより、犯罪抑止も期待できます。「こども１１０
番の家」として登録いただける人は、登録いただく家（場所）の通学区域内
の小学校ＰＴＡにご連絡ください。

　①リズム運動リトミック②発達段
階のキャリア教育～自分探しビンゴ
とお仕事マップ作り～
４月４日（土）①１３時３０分～１４時３０
分②１４時４０分～１６時（①②１５分前
受付）◆ぱれっと旭◆①小学生（2年
生以下は保護者同伴可）②小学５・６
年生◆①抽選25人②抽選15人※両
講座受講も可。落選のみ３月２７日ま
でに連絡◆１００円（１回分）◆　 ３月
１９日　 で郵送かＦＡＸ※詳細は区
役所２階２２番窓口・みなくるで３月２
日から配布する申込書参照◆主催：
旭区市民活動生涯学習アドバイ
ザークラブ、後援：旭区役所

　帷子川の治水・区境から渓谷・市
沢・小高・鶴ケ峰へ（約６．３キロメート
ル 約９，７００歩）
４月４日（土）８時３０分～９時受付※
小雨決行、荒天時中止◆鶴ケ峰駅
→帷子川・水道橋→帷子川親水緑
道→帷子川分水路→田原橋公園→
西川島町→陣ケ下渓谷→市沢町→
市沢地区センター→小高神明宮→
鶴ケ峰駅（１２時３０分頃解散）◆抽
選８０人※落選の人のみ３月３０日ま
でに電話連絡◆５００円（保険料含
む）◆　 ３月２７日　 ではがきかＦＡ
Ｘ（参加者全員の　　　と年齢、代表
者名、コース名「帷子川の治水・区境
から渓谷・市沢・小高・鶴ケ峰へ」を
記入）

区・市役所から

　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。
３月２６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）

　受講者には講座終了後にゴーヤ
の苗をプレゼント（当日欠席の場合
は対象外）。
５月９日（土）１０時３０分～１１時３０分
◆旭公会堂（区役所４階）◆先着１５０
人◆　 ３月３１日　 でＦＡＸかＥメー
ル（　　　を記入）※落選の人のみ
４月１０日までに電話連絡。　
　 企画調整係
　 ９５４－６０２６   　９５１-３４０１
　 as-ｋｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｙｏｋｏｈａｍａ．ｊｐ

緑のカーテン栽培講座
参加者募集

　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。
３月１９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

旭区生涯学習アドバイザーによる
子ども向けの春休み体験講座

〒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
3月18日（水）

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

☆生涯学習アドバイザー展示
　工作、フラワーアレンジメント、健康運動、ハワイアンフランダンス
☆みなくる利用登録団体の活動紹介
　旭古文書会、旭区食生活等改善推進委員会（ヘルスメイト）

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3 区役所への郵便物は
〒241-0022 鶴ケ峰1-4-12

こうしんとう

登録担当  　　９５４-６０３４　　９５５-４４１１

地域活動係　　９５４-６０９１　　９５５-３３４１

　　３月～４月は混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しください。

●手続きの際には本人確認資料をお持ちください。
※１　引っ越し予定日の１カ月前くらいから受け付けます。
※２　引っ越しが済んでから２週間以内に手続きをお願いします。
　　  マイナンバーカードまたは通知カードをお持ちの人はご持参ください。

　ホームページの「現在の戸籍課窓口の混雑状況」から
戸籍課窓口の待ち人数、待ち時間（目安）が確認できます。

春の引っ越しシーズンは窓口が大変混み合います

旭区誕生50周年

横浜市　コンビニ交付

【転出・転入・転居などの手続きについて（区役所９番窓口）】

転
出

引っ越し先

旭区内での転居※２

手続き

転
入 ※

２

横浜市外へ※１

市内の他区へ

横浜市外から

市内の他区から

旭区役所での手続きは不要
（新住所地の区役所で転入届が必要です※２）

転入届を提出
（前住所地からの転出証明書が必要です）

転入届を提出
（前住所地の区役所での転出届は不要です）

転出届を提出（郵送での手続きもできます）

転居届を提出

　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。
３月１９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

「こども１１０番の家」の活動について
　子どもが助けを求めて避難してきたときに一時的に保護し、保護
者への連絡、事態によっては警察へ通報します。

里山ガーデンで旭区デーを開催！

知って安心！「こども１１０番の家」

里山ガーデン
でお花を
植えよう!

旭区誕生
５０周年！

（花苗植付イベントについて） 　 旭土木事務所　　 953-8801　 　952-1518
（旭区デーについて）　　　   　 企画調整係　　　 954-6027　 　951-3401

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明などの証明書は、行
　政サービスコーナーで取得することができます（二俣川駅行政サービ
　スコーナー[二俣川相鉄ライフ４階]ほか）。
※特に土曜開庁日の区役所証明発行窓口は大変な混雑が予想されます
　ので、行政サービスコーナーの利用をご検討ください。

●マイナンバーカードをお持ちの人はコンビニエンスストアでも取得で　
　きます。取得できる証明書・店舗・時間・手数料など、詳しくは市ホーム
　ページをご確認ください。

横浜市行政サービスコーナー
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  　　13時～１4時45分

　３月になりました。月末には令和初のお花見シーズン到来です。お花
見といえば「桜」ですが、皆さんは桜についてどの程度ご存知でしょうか。
今月は、桜に関する本を２冊ご紹介します。

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

です！旭図書館こんにちは

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） ３月１１日・２５日、4月8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） ３月１８日、４月１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） ３月１２日・２６日、4月9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

スポーツ

桜の科学

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。
３月２５日（水）１０時～１１時３０分◆初心者◆開催時間内随時受付

春休みおはなし会（こどもおはなし会）
　絵本の読み聞かせ・紙芝居など。
３月１５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。
３月５日・１２日・１９日、４月２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

勝木 俊雄／著　ＳＢクリエイティブ（２０１８年刊）

　桜の保全や分類に関する研究に２０年以上携わってきた著
者が、桜に関するさまざまなトピックスを、かなりマニアックな
ものも含めて紹介しています。「桜は１年中咲いている？」「“ソ
メイヨシノ”はひとつのクローン？」これを読めば、皆さんも桜
博士になれるかもしれません。

美味しい櫻　食べる桜・見る桜・知る桜
平出 眞／著　旭屋出版（２０１６年刊）

　桜を使ったさまざまなお菓子や料理、土産物を紹介。「桜と
ジャガ芋のポタージュ」「桜の鶏チャーシュー丼」など、自宅で
作れる桜料理のレシピも２０種類以上掲載しています。全国
の桜の名所や桜に関する基礎知識も載っており、まさに桜尽
くしの内容。桜を愛する人必読の１冊です。

今月の休館日

3月16日（月）

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。
3月～4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

4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）

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）

文化

　「ヨコハマさわやかスポーツ」は
"いつでも""どこでも""誰でも"をモッ
トーに運動経験や体力に自信がなく
ても楽しめます。「ストレッチ」と合
わせて健康づくりをしましょう!
５月～９月の毎月第２・４木曜①９時１
５分～１０時２５分②１０時３０分～１１時
４０分◆都岡地区センター◆１６歳～
◆①②抽選５５人◆３，０００円（１０回
分。保険料含む）◆　 ３月１３日～４
月１０日　 で、往復はがきに　　　
と性別・年齢を記入し　 へ送付（は
がき１枚１名）◆詳細は旭スポーツセ
ンター・区役所２階２２番窓口で配布
の要項を参照
　 旭区さわやかスポーツ普及委員会
　 080-4654-5185　 370-6416

4月２5日（土）・5月４日（月・祝）◆旭
スポーツセンター◆区内在住・在学
の小学生男子により編成されたチー
ム◆１チーム3,200円◆　 ３月16日
～４月4日　 ◆詳細は、旭区体育協
会・旭スポーツセンター・みなくる・
区役所２階２２番窓口で3月14日から
配布する要項・申込用紙参照◆［代
表者会議］４月18日（土）１５時30分
◆旭スポーツセンター
　 旭区体育協会バスケットボール
部事務局　
　 　 ３８１-５６４７（平日１９時～２３時）

さわやかスポーツ＆ストレッチ教室
（全10回）

旭区民ミニバスケットボール大会

　 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）

５月９日（土）～７月１９日（日）◆旭ス
ポーツセンター◆区内在住・在勤・
在学（高校生以上）により編成され
たチーム◆１チーム４，５００円◆　 ３
月２３日～４月１０日　 ◆詳細は、旭区
体育協会・旭スポーツセンター・みな
くる・区役所２階２２番窓口で3月19日
から配布する要項・申込用紙参照◆
［代表者会議］４月２５日（土）女子：１７
時３０分～、男女混合：１８時～、男子
１８時３０分～◆旭スポーツセンター
　 旭区体育協会バスケットボール
部事務局　
　 　 ３８１-５６４７（平日１９時～２３時）

旭区民バスケットボール春季大会

水墨画・墨彩画・南画（額・軸装ともに展示幅70センチメートル以内の未
発表作品）◆区内在住・在勤・在学の高校生以上◆１人１点まで◆出品
料３，０００円◆　 ４月２4日　 で区役所2階22番窓口・区内地区センター・
サンハートにて4月1日から配布する申込用紙を下記へ郵送

第２9回 旭区水墨画公募展 作品募集

　 旭区水墨画会事務局 水谷　　９５３-５６５９　〒２４１-０００４　中白根３-２８-１５

第２9回旭区水墨画公募展
【開催期間】５月２６日（火）～６月１日（月）
【会場】サンハート
主催：旭区水墨画会、共催：サンハート・旭区文化振興会・旭区役所

１３時１５分～１４時４５分

１３時～１3時４５分

※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。

【回数】
全8回～12回
【応募】
1次募集で空きがある教室につい
て、2次募集を3月10日14時～受け
付けます。料金、詳細などはお問い
合わせください。

春期定期教室【2次募集】
（2020年4月～6月開催）

曜
日 大人対象教室 時　間

健康マージャン
バドミントン
卓球（火）
ベーシックピラティス
フラダンス初級
こり改善ヨーガ
転倒骨折予防
ダンススポーツ
初心者～初級
ベリーダンス
キラっとはつらつ健康
フィットネスヴィーナス
ニコニコ機能体操
筋膜リリースピラティス
達筆への道（硬筆）
絵手紙

フィットピラティス
骨盤コンディショニング

卓球（金)
モリモリ健康力UP
いつまでも健康（金）
フラメンコ
フラダンス中級
チアダンエクササイズ
太極拳
陰ヨガ
ステップアップピラティス
フィットネスパワーヨガ

バレトン
いつまでも健康（木）
リセットヨガ
ダンススポーツ
初級～中級
タヒチアンダンス
グループＺＵＭＢＡ

いつまでも健康（土）土

９時～１０時４５分

１０時～１0時5０分

１０時～１0時5０分

１０時～１0時5０分

９時１５分～１０時１５分
１2時～１2時50分

１３時30分～１４時４５分

９時３０分～１1時

１１時15分～１2時３０分
９時３０分～１０時４５分

１１時30分～１3時

２０時～２０時５０分

１１時～１２時３０分

９時～  ９時５０分
９時１５分～１０時３０分

20時～2０時50分

１１時～１１時５０分
９時３０分～１０時４５分

９時３０分～１０時４５分

９時１５分～１０時１５分

１２時～１２時５０分

９時～１０時４５分

１１時５０分～１２時4０分

１4時15分～１5時  5分

１５時～１5時5０分

１2時～１2時50分
金

１3時～１4時

19時～19時５０分

  ９時～１０時４５分

水

木

１１時～１1時50分火

月

曜
日 子ども対象教室 時　間

火

月

金

土

１5時3０分～１6時10分

１5時3０分～１6時45分
１5時3０分～１6時45分

１7時2０分～１8時  5分
１8時15分～１9時

１6時～１６時50分
１7時～１7時50分

１7時～１８時45分
１7時～１7時50分
１8時～１8時５０分

１７時～１7時50分

１6時15分～１6時55分

１7時15分～１8時30分

水

木

１０時3０分～１1時3０分
15時20分～１6時  5分
16時1５分～１7時  5分

９時１５分～１０時３０分

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

旭スポーツセンター詳細は

放課後！発掘塾！
キッズフラダンス
チアダンス ジュピター
チアダンス マーキュリー
幼児ダンスちゃちゃ
キッズダンスねね
幼児フットサル
ジュニアフットサル
少年フットサル
こどもバレエ アナ
こどもバレエ エルサ
親子体操（金)
幼児体操
熱中！ マッとび箱
ヒップホップ ルビー
ヒップホップ サファィア
ベストキッズ

3月16日（月）
休館日

９時～  ９時５０分
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　いよいよ8月に東京２０２０パラリンピック競技大会が開催されます。そこで、旭区から世界で活躍するパラスポーツアスリート
や、競技を陰で支えるスペシャリストに、パラスポーツの魅力をたっぷり語っていただきました。また、区内で盛り上がりを見せてい
るホットなパラスポーツを紹介します。

みんなでパラスポーツを応援しよう！パラスポーツ

▲体の大きい相手でもスピードで圧倒します。
　（オーストラリア遠征＝２０１８年）

▲練習でも試合を想定して激しくぶつ
　かり合います。
　（日本代表合宿にて=2019年12月）

　小学校３年生の時、ミニバスケットチームに入っていた兄の練習を
見て自分もやりたいと思いました。チームのみんなと一緒にできるか
不安でしたが、チャレンジすることが大事だと思い、始めました。負け
ず嫌いの性格と家族の支えもあり、中学校の部活では障害に関係な
くチームのレギュラーでした。

　試合に勝った時に仲間と喜びを分かち合えるのがとても楽しいで
す。シュートが決まった時も楽しいです！

　バスケットボールは連携プレーが大事なので、アイコンタクトでコ
ミュニケーションを取るのが難しいです。

　まずは２０２０年の全国障害者スポーツ大会（鹿児島県開催）で優勝したい！
そして次のＩＮＡＳグローバルゲームズ＊でも金メダルを獲得したいです。
日本チームは体は小さいけれど、技術とスピードでは負けません！

夢や目標を聞かせてください

バスケットボールを始めたきっかけはQ

Q

Q

Q

団体競技ならではの難しさはありますか

どんなところが楽しいですか

鶴ケ峰本町在住　２６歳

白川原 飛鳥さ
ん

知的障害者バスケットボール女子日本代表
２０１１年ＩＮＡＳグローバルゲームズ＊（開催国

イタリア）に日本代表として初出場し銀メダル、
２０１５年の同大会（開催国エクアドル）でも銀メ
ダルを獲得。

　中学まではずっと野球をやっていたのですが、高校に野球部がなかった
のでバスケ部に入りました。リバウンドを取るのが楽しくて、努力を重ねる
うちに上達していきました。いつもは中区内の小・中学校や、横浜ラポール
でよく練習します。走ったり筋トレもしています。

　チームが勝つと楽しいです！ 試合では状況が次々に変わるので、他の選
手とのコミュニケーションが難しいです。

　２０２１年のワールドカップに出場してメダルを取りたいです！

　バスケットボールをたくさん応援してほしいです。パラスポーツで旭区が
盛り上がってくれると嬉しいです。

バスケットボールを始めたきっかけはQ

Q

夢や目標を聞かせてくださいQ

区民のみなさんへ一言Q

楽しいところ、難しいところは

左近山在住　２９歳

髙山 晃
た か や ま あ き ら

し ら か わ は ら あ す か

さ
ん

知的障害者バスケットボール男子日本代表
１９歳で日本代表に初召集後、代表に選ばれ

続けている。
２０１１年、２０１５年のＩＮＡＳグローバルゲーム

ズ＊に日本代表として出場。

国際知的障害者スポーツ連盟（INAS）が主催する知的障害のあるトップアスリートが参加する４年に一度の国際総合スポーツ競技大会。
(注) 知的障害者バスケットボールは東京2020パラリンピック競技大会の正式競技にはなっていません。＊INAS(アイナス)グローバルゲームズ

仲間と喜びを分かち合えるのがとても楽しい

パラスポーツで旭区を盛り上げる

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。

■骨盤底筋体操
３月１８日～４月の第１・３水曜１４時～
１５時１５分◆女性◆先着２０人◆６００
円（１回分）◆動きやすい服装・飲み
物◆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

※　 ３月１６日～３０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）

■ファミリークッキングＡ・Ｂ ＢＢＱ
Ⓐ４月２６日（日）・Ⓑ２９日(水・祝)１０
時～１４時◆８人以内の家族・グルー

プ◆ⒶⒷ抽選１５組◆中学生以上
２，３００円、小学生１，９００円、４歳～未
就学児１，０００円、３歳以下１００円※

■ほのぼのファミリーキャンプ春
　自然遊び、フィールドゲーム、ク
ラフトなど。
５月５日（火・祝）１３時～６日（水・
休）１５時（１泊２日）◆保護者を含
む８人以内の家族・グループ◆抽選
１８組◆中学生以上５，８００円、小学
生５，３００円、４歳～未就学児３，７００
円、３歳以下５００円※

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/

■大人のリラックス･ストレッチ
３月１８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）。
３月１８日（水）１３時３０分～１５時◆先

分②１４時４０分～１５時４０分◆①②
先着４人◆５００円（１回分）◆　 3月
１１日９時～直接か電話

着２０人◆２００円◆当日直接

■さくら祭り
　サークル発表会、フリーマーケット
など。
３月２８日（土）１０時～１５時◆当日直接

■脳を鍛える！ インナーマッスル体操
４月２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
４月６日（月）①１３時３０分～１４時３０

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）

8 2020（令和2）年 3月号 ／ あさひ区版

マークの凡例は
6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



■輪投げ大会
３月２０日（金・祝）９時３０分～１２時◆
先着２１人◆３００円◆　 ３月１１日～
電話

　障害者支援担当　　 ９５４-６１４５　　 ９５５-２６７５

　本村スポーツ会館　　 ３６５-１８２０　　４４２-７９２０

ボッチャってなに？
　２チームに分かれて、最初に投げた白
いボールに、赤・青のそれぞれ６球ずつ
のボールを近づけ得点を競うスポーツ
です。
　障害や性別、年齢の区別なくみんな
が楽しめるスポーツです。

参加するには？
　本村スポーツ会館では２０１９年２月から毎月ボッチャ体験交流会を開催しています。
　その他の施設でもボッチャに関するイベントを開催している場合がありますの
で、広報よこはまあさひ区版区民利用施設からのお知らせをご覧ください。

　本村スポーツ会館ではあさひボッチャ（※）の体験交流会をきっかけ
に、障害者地域活動支援ホームふたまたがわとの交流が始まりました。
　通所者と地域住民が一緒に試合をしたり、「こどもフリーデー」には
近所の小学生が集まるなど、あさひボッチャがつなぐ地域の輪は、ます
ます広がりそうです。

※あさひボッチャとは、誰もが共に楽しめるようにボッチャのルールを簡単にしたものです。

病院に勤務をしていた際、たまたま昼休みにリ
ハビリ患者が車いすバスケをしている場面に出
会い、リハビリ中で辛いはずの彼らから逆に励ま
され、その姿を写真に残すようになりました。
その後勤務先がチェアスキーの開発をしてい
た関係で、１９９４年に冬季リレハンメルパラリン
ピックへカメラマンとして同行したのがパラリン
ピックとの出会いです。それから１３大会続けて
撮影しています。

その人らしい一瞬や、ドラマがあるところですね。
ある砲丸投げの選手は、元々マグロ漁船に
乗っていましたが、船が座礁したときに脊椎を損
傷する大ケガをして、パラスポーツの選手になり
ました。応援席に地元の大応援団の大漁旗がは
ためいていたのを見て胸が熱くなる思いでした。

シドニーパラリンピックの車いすバスケットボール（オラン
ダ対ドイツ戦）で、キャットウォークから撮った写真です。関係
者に頼み込み、わずか10分だけ認められ奇跡的に撮れた1枚
です。

予選会から観客席を満員にしてほしいです。どんな競技で
もよいので、一つ好きな競技を見つけてファンになってくださ
い。本物を見て触れて、ぜひ魅力を肌で感じてください。感動
を共有しましょう！

パラリンピックに向けての思い、そして区民の
みなさんへのメッセージをお願いします

パラスポーツ写真家となった
きっかけはQ

Q

Q

Q

とっておきの1枚を教えてください

パラスポーツの魅力は
どんなところでしょうか

し み ず か ず じ

あさひボッチャがつなぐふれあいの輪パラリンピック正式種目の
ボッチャをやってみよう

パラスポーツを支える
プロフェッショナル

白根在住 パラスポーツ写真家

清水 一二さ
ん

フォトサービス・ワン所属
（社）日本写真家協力会員（JPS）
（社）日本スポーツプレス協力会員（ＡJPS）
パラリンピック長野大会（１９９８年）、シドニー大会（２０００年）で

は国際パラリンピック委員会のメディアスタッフとして活動。

■大人のリラックス･ストレッチ
３月１８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）。
３月１８日（水）１３時３０分～１５時◆先

分②１４時４０分～１５時４０分◆①②
先着４人◆５００円（１回分）◆　 3月
１１日９時～直接か電話

３月１５日～４月５日の毎週日曜９時
～１６時◆未就学児と保護者◆当日
直接

■生活お役立ち講座④
　包丁の砥ぎ方講座
　包丁は2本まで。
３月２２日（日）１０時～１２時◆先着１６
人◆３００円◆エプロン◆　 ３月１１日
９時～20日に直接※

■囲碁・将棋・麻雀サロン
３月２２日～４月５日の毎週日曜９時～
１5時30分◆当日直接

着２０人◆２００円◆当日直接

■さくら祭り
　サークル発表会、フリーマーケット
など。
３月２８日（土）１０時～１５時◆当日直接

■脳を鍛える！ インナーマッスル体操
４月２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
４月６日（月）①１３時３０分～１４時３０

左近山コミュニティハウス
〒241-0831 左近山1011
　351-2686 　  489-6270
休館　火・金曜

※電話は１０時～
■サークル一斉見学会
　会員募集中サークルの一斉見学会。
３月１１日（水）～３１日（火）◆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。

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）

障害者地域活動ホーム
ふたまたがわ
廣岡さん
ひろおか

本村スポーツ会館
関田さん

利用者と地域の人たちが和気あいあい
とプレーしています。みんなが笑顔！ 関田
さん、誘ってくれてありがとうございます！

障害や年齢に関係なく楽しめるス
ポーツがあったらいいなと探して
ボッチャにたどり着きました。

2020年度
旭区スポーツ祭
でも実施します！

車いすフェンシング

車いすバスケットボール 馬術

トライアスロン

せきた
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※電話は１０時～
■フリーアドバイス バドミントン
３月１５日（日）①９時１５分～１０時１５
分②１０時１５分～１１時４５分（①②
１５分前受付）◆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
３月２８日（土）①１２時２０分～１３時５０
分②１３時５０分～１４時４５分（①②１０
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
■からだスッキリ！ 骨盤調整体操①
　（全12回）
４月～９月の第１・３月曜１０時～１１時
３０分◆先着７０人◆４，０００円（１２
回分）◆  ３月１６日９時１５分～直
接※
■ボディシェイプ骨盤調整①（全８回）
４月～７月の第２・４土曜（６月は第１・
３土曜）１８時３０分～２０時◆先着５０
人◆３，２００円（８回分）◆  ３月２１
日９時１５分～直接※
■カラオケ教室（全４回）
４月１８日、５月２日・１６日・３０日（各回
土曜）１５時３０分～１７時３０分◆先着
１０人◆１，５００円（４回分）◆  ３月
２８日９時１５分～直接※

※電話は10時～

■初めてのスマホ教室
　「シニア向け安心・安全講座」
　１人１台アンドロイドスマホを貸与します。
４月６日（月）１０時～１２時◆スマホ
初心者のシニア◆先着２０人◆  ３
月１１日９時～直接※

■ゼロから始める健康マージャン教室(全６回)
４月～６月の第２・４火曜１０時～１２時
◆先着２０人◆２，０００円（６回分）◆
　 ３月１１日９時～直接※

※電話は翌日～

■初心者のためのパソコン相談塾
３月１９日（木）①１３時３０分～１４時３０分
②１４時４０分～１５時４０分◆成人◆①
②先着４人◆５００円（１回分）◆  ３月
１１日９時～直接※

■地元人間講演会
　「アニメの世界のお話」
３月２２日（日）１４時～１５時◆先着
５０人◆  ３月１１日９時～直接※

■ハッピースイーツ
　「フルーツロールケーキ作り」
３月２３日（月）１０時～１２時４５分◆先
着１６人◆１，２００円◆  ３月１１日９
時～直接※

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）

※電話は翌日～

■パッチワーク「６月の花」（全３回）
４月６日～２０日の毎週月曜１３時～１５
時３０分◆先着１２人◆１，５００円（３回
分）◆  ３月１６日１０時～３０日に直接※

■写真講座（全６回）
４月～９月の第２土曜１０時～１２時◆
先着１０人◆３，０００円（６回分）◆  ３
月２１日１０時～４月４日に直接※

■ポーセリンアート「５月のお節句」
４月１８日（土）１3時～１5時◆小学生
以上（小学３年生以下は保護者同
伴）◆先着１２人◆１，２００円◆  ３月
２８日１０時～４月１１日に直接※

■母の日のプリザーブドフラワー
４月２９日（水・祝）１０時～１２時◆
小・中学生◆先着１０人◆８００円◆  ４
月８日１０時～２２日に直接※

■能をたのしむ（全６回）
　能の知識を事前に教わり、実際
に能楽堂で２回鑑賞。
４月２０日(月)、５月５日(火・祝)・１８日
(月)、６月１５日（月）、７月１３日（月）・１９
日(日)１３時～１４時３０分（５月５日は
１３時３０分～、７月１９日は１４時～）◆
先着１０人◆７，０００円（６回分）◆　 
３月３０日１０時～４月１３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）

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）

※電話は１０時～

■おはなし会
　演目：「はらぺこあおむし」ほか。
３月１４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

■さわやかスポーツ
　ボッチャ・インディアカなど。
３月１７日（火）９時３０分～１１時３０分
◆５０円◆動きやすい服装、上履き、
タオル、飲み物◆当日直接
■白根ふれあいロビーコンサート
３月２２日（日）１３時３０分～１４時３０
分◆当日直接
■ナイトリラックス体操（全８回）
４月～７月の第１・３木曜１８時３０分
～１９時３０分◆先着１０人◆３，２００
円（８回分）◆　 ３月１２日９時～28
日に直接※
■リラックス健康体操（全８回）
４月～７月の第２・４木曜①９時３０分
～１０時３０分②１０時４５分～１１時４５
分◆①②先着１８人◆３，２００円（８回
分）◆　 ３月１２日９時～３１日に直
接※
■ぷれひっぷほっぷだんす(全７回)
４月～７月９日の第２・４木曜①１５時
３０分～１６時②１６時～１６時３０分
◆未就学児（年長・年中）◆①②抽
選１２人◆２，８００円（７回分）◆　 
３月１１日９時～２５日に直接
■ヒップホップダンス（全７回）
４月～７月９日の第２・４木曜①１６時３０
分～１７時３０分②１７時３０分～１８
時３０分◆小学生◆①②抽選１７人
◆２，８００円（７回分）◆　 ３月１１日
９時～２５日に直接

■骨盤矯正体操（全８回）
４月～７月の第2・4月曜１０時～１１
時３０分◆先着７０人◆３，２００円（８回
分）◆  ３月１１日９時～直接※

■全く初めての人向け中国語入門
　（全８回）
４月１０日・１７日・２４日、５月８日・１５
日・２２日、６月５日・１９日（各回金曜）
１８時１５分～１９時４５分◆先着１２人
◆４，０００円（８回分）◆  ３月１１日９
時～直接

■シェイプアップヨガ（全７回）
４月～７月10日の第２・４金曜１２時
３０分～１３時４５分◆先着６０人◆
２，８００円（７回分）◆　 ３月１３日９時
～３１日に直接※
■元気いっぱい！ 親子体操（全７回）
４月２０日～７月の第１・３月曜（６月は
第３・５月曜）１０時～１１時◆２歳以上
の未就園児と保護者◆先着２０組◆
２，８００円（７回分）◆　 ３月１６日９時
～４月１０日に直接※

※往復はがきに　　　とＦＡＸ番
号・年齢・性別を記入し郵送

■ベーシックヨガ（全１１回）
４月１日・１５日、５月２０日、６月３日・１７
日、７月１５日・２９日、８月５日・１９日、９
月２日・１６日（各回水曜）①１２時４０分
～１３時４０分②１３時５０分～１４時５０
分◆①②抽選１５人◆５，０００円（１１回
分）◆　 ３月１１日～２５日　 ※

■アクティブシニア体操教室（全１２回）
４月～９月の第１・３木曜１０時～１１時
◆抽選４０人◆５，０００円（１２回分）◆
　 ３月１2日～２6日　 ※

■リラックスヨガ（全１１回）
４月８日・２２日、５月１３日・２７日、６月１０
日・２４日、７月８日・２２日、８月２６日、９
月９日・３０日（各回水曜）①９時３０分
～１０時３０分②１０時４０分～１１時４０
分◆①②抽選５０人◆５，０００円（１１
回分）◆　 ３月１１日～２５日　 ※

■ステップアップ・ヨガ（全１１回）
４月８日・２２日、５月１３日・２７日、６月１０
日・２４日、７月８日・２２日、８月２６日、９
月９日・３０日（各回水曜）１２時１５分
～１３時１５分◆抽選１５人◆５，０００円
（１１回分）◆　 ３月１１日～２５日　 ※

■ナイトヨガ（全１２回）
４月～９月の第２・４金曜１９時～２０時
◆抽選４０人◆５，０００円（１２回分）
◆　 ３月１３日～２８日　 ※

■和ちぎり絵
４月２８日（火）１０時～１２時◆先着１０人
◆８００円◆　  ３月１１日～３１日に直接

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）

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）

■「６０歳代から始められる健康
　 ヨーガ」春期講座（全２回）
４月２日・１６日（各回木曜）１０時３０分
～１２時◆先着１５人◆７００円（２回分）
◆　 ３月１２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
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※１０時～直接

■卓球・バドミントン教室
３月１４日（土）１５時～１７時（１５分前
受付）◆小学生～◆各２０人◆１００
円（１回分）◆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
３月２７日（金）１０時30分～１１時◆
未就学児と保護者◆先着２０組◆当
日直接

■リフレッシュ体操中級コース（全９回）
４月６日・１３日・２０日、５月１１日・１８
日、６月１日・８日・１５日・２９日（各回月
曜）１３時３０分～１５時◆先着７０人◆
３，８００円（９回分）◆　 ３月１２日※

■初心者・女性限定！ 健康マージャン
　（全６回）
４月～６月の第１・３火曜９時３０分～
１１時３０分◆初心者の女性◆先着
３５人◆３，０００円（６回分）◆　 ３月
１８日※

横浜市けんしん専用ダイヤル　　 ６６４‐２６０６（日曜・祝日・年末年始を除く８時３０分～１７時１５分）
　 健康づくり係　　 ９５４-６１４７　 　 ９５３-７７１３

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

■保健師による健康相談
３月１９日（木）１３時～１４時◆６０歳～
◆当日直接

■ゲームで楽しく脳をトレーニング
４月５日（日）１３時３０分～１５時３０分◆６０
歳～◆先着１５人◆１００円◆当日直接
■イスを使ってストレッチ
４月7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」
４月７日（火）１３時～１４時３０分◆お
おむね７０歳～◆先着２０人◆１００円
◆当日直接
■誰でもできるヨガ（全１０回）
４月～８月の第２・４月曜１５時～１６時
１５分◆６０歳～◆抽選３５人◆５００円
（１０回分。保険料含む）◆　 ３月１１
日～１８日　で直接か往復はがき
（　　　と年齢を記入）

４０歳～７４歳までの
横浜市国民健康保険加入者

特定健診
問診、身長・体重、ＢＭＩ、腹囲、尿検
査、身体診察、血圧、血液検査（脂質・
血糖・肝機能・腎機能）

理学的検査（視診、胸部聴打診、腹部触
診）、身長・体重、血圧、尿検査、血液
検査（脂質・肝機能・腎機能・尿酸・血糖）

通常
約１０，０００円の
検査が無料

種類 対象 検査項目 費用

横浜市
健康診査

①後期高齢者医療被保険者②４０歳以上の
生活保護受給者③４０歳以上の中国残留邦
人支援者給付制度適用の人

■はじめてのＨＩＰ ＨＯＰ（全１２回）
４月～９月の第１・３火曜（５月は第２・
３火曜）１６時～１７時◆5歳～12歳◆
先着１５人◆４，８００円（１２回分）◆　 
３月１７日※

■楽楽ヨーガ 第１期（全１０回）
４月～８月の第２・４水曜１０時～１１時
３０分◆先着１５人◆５，０００円（１０回
分）◆　 ３月１７日※

■ヨガ（６０歳以上向け）（全６回）
４月１５日、５月２０日、６月３日・１７日、７
月１５日・２９日（各回水曜）①９時45
分～１０時35分②１０時45分～１１時
35分◆①②先着１７人◆３，０００円
（６回分）◆　 ３月２４日※

■マタニティ＆ベビーピラティス
４月１６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◆　 ３月１９日※

■男の料理教室～初級から中級編～
　第１期（全５回）
４月～８月の第３木曜１０時～１３時
◆男性◆先着１６人◆４，５００円（５
回分）◆　 ３月２６日※

　情報交換、お花見（当日の天候に
よっては中止）。
４月２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」

　 福祉保健係　　 ９５４-６１０１　 　 ９５３-７７１３

　地域課題の解決に向けた区民の新
たな取り組みを支援するための補助
金説明会。
３月２６日（木）１４時～１５時３０分◆旭
公会堂（区役所４階）◆当日直接
　 事業企画担当
　 ９５４-６１４４　　 ９５３-７７１３

旭区きらっとあさひ地域支援
補助金説明会

　身近な薬草の名前を調べながら
ウォーキングします。
４月２６日（日）９時３０分～１２時３０分※
雨天中止、小雨決行◆四季の森公園
◆抽選５０人◆５００円◆　３月１１日
～４月６日　でホームページかＦＡＸ
（　　　と年齢・性別を記入）◆主催：
横浜市薬剤師会、共催：横浜市
　 横浜市薬剤師会事務局
　 761-7840　　 754-3000
　 http://www.hamayaku.or.jp/

薬草探索健康ウォーキング横浜

　情報交換・交流。
３月１９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

旭区膠原病系難病患者
「みずきの会」

　高血圧や糖尿病をはじめとする生活習慣病は、発症すると一生付き合ってい
かなければならず、受診にはお金も時間もかかります。年に１回は必ず健診を受
けて、今の自分の健康や生活習慣を振り返りましょう。

　「親子で歩こう」をコンセプトとしたお散歩マップ『歩っ
歩でＭＡＰ（ぽっぽでまっぷ）』を作成しました。マップに
は、コースの見どころだけではなく、おむつ替えスペース
や授乳室などの位置も掲載しています。手のひらサイズ
に折りたためて、あさひくんのシールも付いています。
　マップは区役所３階３１番窓口や地域ケ
アプラザ、ひなたぼっこなどで配布中。ホー
ムページからもダウンロードできます。

ひきこもり等の困難を
抱える若者の専門相談

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。
都岡町内会チャリティ餅つき大会、ヨ
ガサークル ロータス、ヘアーメイク 
ファンジョン、伊藤 志壽江（敬称略）

■善意銀行（１２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

ホームページはこちら▲
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新年度は健診でスタート！新年度は健診でスタート！新年度は健診でスタート！

お散歩マップを作成しましたお散歩マップを作成しましたお散歩マップを作成しました

福祉保健



　お花見をしながら、飲食・休憩ができます。
３月２８日（土）～４月５日（日）◆ころころ広場・ころこ
ロッジ◆当日直接

ズーラシアガーデンパーティー

〒241-0001　
上白根町1175-1

3月～4月１０日の休園
３月１７日（火）・24日（火）

（総合案内所）959-1000

アカアシドゥクラングール
その

　アカアシドゥクラングールは、
ベトナムやラオス、カンボジアの
熱帯雨林に１０頭ほどの群れを
作って生活しています。リーフ
イーターと呼ばれる、木の葉を
主食とするサルの仲間で、柔ら
かい葉を好んで食べるなど、食
に対するこだわりがとても強い動物です。ベトナム戦争の際、米軍
によって散布された枯葉剤によって生息地の大半を失って数が激
減したと言われており、絶滅危惧種にも指定されています。
　ズーラシアでは２０１９年９月２１日にオスの赤ちゃんが誕生
し、愛称は「モイ」に決まりました。生息地のベトナムの言葉で
「新しい」という意味があり、新しい元号となって最初に生ま
れたことから付けられました。モイは群れの仲間に見守られ
ながら元気にすくすく成長しています。生後半年を迎えるモイ
がどれだけ大きく成長したか、ぜひ会いに来てください。

ズーラシア
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ズーラシアで人気Ｎｏ．１
お菓子「オカピサブレ」

●原則として3月１１日～4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

３月２７日、４月３日・
１０日（各回金曜）

３月１７日、４月７日
（各回火曜）

３月１９日、４月２日
（各回木曜）

３月２４日、４月14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　　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

４月７日・１４日・２１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2月～6月生まれの
お子さんと保護者【定員】先着２０組【申し込み】３月１１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】3月１1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】3月１1日～

４月８日（水）

４月１７日（金）

３月１９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】

ＨＩＶ・梅毒検査【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）

生後2カ月のモイ

※写真はイメージです

４月７日（火） 13時～１5時
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出　張
ひろば

お誕生日会

４月３日（金）  
１０時～１１時３０分　

３月１７日（火）
１０時～１１時３０分　

１０月１１日(金) 、１１月８日（水）

３月２７日（金）１１時３０分～◆当日直接

双子の会
多胎児育児ならではの喜び、悩みを共感し合える
人たちとおしゃべりをしにきませんか？
３月２８日（土）１０時３０分～１１時３０分

みなまきラボ

3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…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：３月１９日(木)１０時～１１時　場所：ひなたぼっこ
※要電話申し込み 　　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

３月２６日（木）
１３時３０分～１５時３０分助産師

心理士 ３月１３日（金）、２５日（水）
１０時～１１時３０分

管理栄養士 ３月２４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）

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。
３月１９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 ３月１１日(水)
笹野台北公園 ３月１３日(金)




