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司法書士相談 司法書士毎月第１・３水曜不動産登記、遺産分割、
債務整理（140万円以下）など

　区役所では専門家による相談窓口を開設しています。日時や予約方法などをお確かめの上、お気軽にご利用ください。
すべて無料です。区役所１階１番窓口か電話でご予約ください。

毎週木曜　
第２・４火曜
奇数月第3火曜

１３時～１６時　予約受付▶実施日の２週間前（同曜日）
の日の８時４５分～（祝日の場合は直前の営業日）

１３時～１６時　予約受付▶実施日の１週間前（同曜日）
の日の８時４５分～（祝日の場合は直前の営業日）

９時～１２時、１３時～１６時　
受付時間▶９時～１５時３０分

４・５・１０・１１月
実施日などは広報よこはま あさひ区版でお知らせします

１３時～１６時　予約受付▶随時
 ※６・１２月は瀬谷区役所で開催　当日先着順　
 　 瀬谷区広報相談係 　 367-5636　

旭区役所の専門相談

相談の種類 内容 実施日 相談時間・受付方法 相談員

法律相談 弁護士

簡易裁判所

交通事故相談 市嘱託相談員

行政相談 行政相談委員

行政書士相談 行政書士
順
着
先
日
当

不動産、相隣関係、家族内トラブル、相
続、金銭などあらゆる法律問題の相談

公証相談 公証人毎月第２金曜公正証書、遺言、任意後見制度など

税務相談 税理士偶数月（2月除く）の
第４水曜所得税、相続税、贈与税など

民事調停
手続相談 調停委員

４・８・１０・２月の
第３月曜

毎月第２水曜
（４月を除く）

近隣トラブル、金銭貸借、敷金返還など

示談の方法、保険金請求など

１３時～１５時　受付時間▶１３時～１４時３０分毎月第１木曜国や独立行政法人などの仕事について
の苦情や提案など

国・県・市などへ提出する
書類の書き方など

予
約
制
（
１
枠
30
分
）

１３時～１５時　予約受付▶実施日の１週間前（同曜日）
の日の８時４５分～（祝日の場合は直前の営業日）

１３時～１６時　予約受付▶実施日の１週間前（同曜日）
の日の８時４５分～（祝日の場合は直前の営業日）

※予約制の相談は、１年度で１回のみのご利用となります（令和２年度は令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）。

　 広報相談係　　 ９５４-６０２２　　 ９５５-２８５６（Twitter、専門相談について）

日々の暮らしに、情報を。
旭区の魅力や防災・災害情報、
子育て情報などをお伝えします。

#桜

#癒し

#子育て #イベント

Twitterもチェック
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Twitterはじめました。Twitterはじめました。Twitterはじめました。
＠yokohama_as＠yokohama_as＠yokohama_as



　区役所１階ろびーぎゃらりーにて、区内在住・在勤・在学の個人又は団
体の作品を展示しています。ぜひお立ち寄りください。

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） ４月２２日、５月６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） ４月１５日・２９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） ４月２３日、５月７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

　金沢八景の地と伊藤博文別邸跡か
ら牡丹を愛で、歴史の道へ（約７．５キ
ロメートル 約１２，０００歩）
５月１６日（土）９時～９時３０分受付
※小雨決行、荒天時は中止◆金沢
八景駅→瀬戸神社→瀬戸橋→野島
橋→伊藤博文別邸跡→龍華寺→八
幡社→称名寺→金沢文庫（１３時頃
解散）◆抽選８０人※落選の人のみ
５月１１日までに電話連絡◆５００円
（保険料含む）◆　 ５月８日　 では
がきかＦＡＸ（参加者全員の　　　と
年齢、代表者名、コース名「金沢八
景の地と伊藤博文別邸跡から」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。
４月２３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）

　家庭で楽しくできる節電・省エネ
などの取組紹介やパネル展示、相談
会を行います。
４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

　行政に提出する書類の書き方や、
成年後見・会社設立・許認可・契約・
在留許可などの相談ができます。
４月14日（火）9時～12時・21日
（火）13時～16時◆当日直接区役
所１階１番窓口へ
　 広報相談係
　 ９５４-６０２2   　 ９５5-2856

行政書士相談

「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　（申込み方法につい
て）382-1000（電話申込み不可）　 
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30
分～8時30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
4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
　紙バンドエコクラフト、水引き工芸、マジック
☆みなくる利用登録団体の活動紹介
　旭区民合唱祭実行委員会、横浜菊花会

みなくる展示コーナーへどうぞ！
※展示についてのお問合わせは「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。

※都合により、展示時間や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  　 申込み
講師または出演者

月4 区役所への郵便物は
〒241-0022 鶴ケ峰1-4-12

文化

　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。
4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

区役所での手続･健診が済むまで、お子さん（未就学児）をお預かりします。
4月～5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・祝をのぞく） ８時４５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）

5月
午前開室 １２日・１９日（各回火曜） ８時４５分～１２時１５分

（１２時受付終了）

午後開室 8日（金）・14日（木）・
21日（木）・22日（金）

１２時１５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）

展示内容展示日

４月１４日（火）～２０日（月） １２時まで

４月２１日（火）～２７日（月） １２時まで

布夢彩画
ふむさいが

デザイン画

　 生涯学習支援係　 　954-６095　 　955-3341

のご案内今月の ろびーぎゃらりー

　 市民局地域施設課　　671-2086　　664-5295
　 予算調整係　　　　　954-6011　　951-3401

（所得税の確定申告について）
　 保土ケ谷税務署　　３３１-１２８１
（個人市民税・県民税の申告について）
　 市民税担当　　　　９５４-６０４１～５　　９５４-０９４８

全日　８時～18時

夜間　18時～8時

夜間最大料金
（全日 18時～8時）

当日最大料金
※土日祝のみ、24時切替

３０分 ２００円 ３０分 1００円

6０分 1００円 6０分 1００円

5００円 4００円

9００円 8００円

第一駐車場 第二駐車場

※手続・相談などで区役所に来庁した人は、一定時間無料で利用できます。

駐車場指定管理者
変更のお知らせ
駐車場指定管理者
変更のお知らせ
駐車場指定管理者
変更のお知らせ

掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性
がありますので、参加の際にはお問い合わせください。

掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性
がありますので、参加の際にはお問い合わせください。

しょうみょうじ

りゅうげじ

　４月から旭区総合庁舎駐車場の指定
管理者が、タイムズ24(株)連合体から
日本パーキング(株)に代わります。こ
れに伴い、駐車場の利用料金が一部変
更となります。４月からの利用料金は
次のとおりです。

税金の申告に関するお知らせ税金の申告に関するお知らせ税金の申告に関するお知らせ
　「所得税の確定申告」並びに「個人市民
税・県民税申告」の申告期限を４月１６日（木）
まで延長しています。
※３月１７日以降に申告した場合、令和２年度
当初の個人市民税・県民税の課税処理に間
に合わない場合があります。
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　エイプリルフールに、嘘、つきましたか？ 今月は、「嘘」にまつわる本を
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

スポーツ

嘘つきアーニャの真っ赤な真実

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。
４月２２日（水）１０時～１１時３０分◆初心者◆開催時間内随時受付

春のオープンガーデン「あさひくんの庭」
　屋上庭園「あさひくんの庭」の一般公開。
４月２５日（土）１０時～１５時（１２時～１３時は除く）※雨天中止◆当日直接

子ども読書の日「かみしばいの会」
　紙芝居ボランティア「としょくん」による紙芝居の実演。
４月２５日（土）①１１時～②１４時～◆幼児～小学生（親子で参加可）◆①②
先着２０人◆当日直接

子ども読書の日おはなし会（こどもおはなし会）
　絵本の読み聞かせ・紙芝居など。
４月２６日（日）①１０時３０分～②１１時３０分～③１４時～◆３歳～（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。
４月９日（木）・１６日（木）、５月１０日（日）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

米原 万里／著　角川書店（２００１年刊）

　著者は１９６０年代にチェコのソビエト学校へ通っていまし
たが、途中で日本に帰国します。当時の友人の消息が気に掛
かり、大人になってから再訪した著者は、昔は分からなかっ
た真実を知ることとなりました。表題作に登場するルーマニ
ア人のアーニャは、よく罪のない嘘をつく少女でした。なぜ
嘘をつく必要があったのか、だんだんと分かっていきます。

人はなぜ騙すのか　狡智の文化史
山本 幸司／著　岩波書店（２０１２年刊）

こうち

　人の「嘘」と「知性」は切っても切り離せない存在です。本書
では、日本や世界各地の昔話を紹介しつつ、人間の「騙す力」
がいかに発揮され、世間でどう受け止められてきたのかを明
らかにします。騙してその場を切り抜けていく、たくましい人
間像が見えてきます。

今月の休館日

4月20日（月）

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

4月20日(月)
休館日

詳細は 旭スポーツセンター

詳細は 旭区硬式テニス協会

当日受付教室 《ゴーゴープログラム!　1回 550円》  
　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　　　　
　　　  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
4月13日・27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

コアピラティス

4月15日・22日
10 ＺＵＭＢＡ
スタイリッシュヨガ

２2人／１６歳以上

２0人／１６歳以上

ファイティングスパーク

リズムミックボディケア 4月16日・23日・
30日、5月7日

１０時～１０時５０分

１０時～１０時５０分

１1時～１1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

２０人／５０歳以上
２０人／１６歳以上

１1時～１1時5０分

9時～  9時5０分
10時～10時5０分
１1時～１1時5０分

１４ ＺＵＭＢＡ １4時～１４時45分

９ ZUMBA

4月17日・24日、
5月1日・8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!
4月11日・18日・
25日、5月2日・9日

  ９時～  ９時５０分
４５人／１６歳以上

エンジョイ! バスケタイム １９時１５分～２０時４５分

１9時１0分～19時55分
20時  5分～20時50分

６０人／１６歳以上
ヘルシーボディヨガ 10時～1０時50分

１９ ZUMBA 4月14日・21日・
28日

19時～19時5０分
シャイニングカーディオキック 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
Ｂｏｄｙ レボリューション
20 ＺＵＭＢＡ

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

　4月14日・21日・
28日 ２１時15分～２２時１5分 ２０人／1６歳以上

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

Ｍorning 太極拳 4月18日・25日、
 5月2日・9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

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

５月９日（土）～６月１４日（日）までの
毎週水曜・土曜・日曜（５月３０日・３１
日を除く）１０時～１２時◆金が谷広
町公園弓道場◆区内及び近隣区在
住者（学生除く）◆先着１０人◆７，５００
円（１５回分）◆　 ４月１１日～５月７日
に電話
　 旭区弓道協会　清水
　 ９５１-７１９２（１０時～１２時）

初心者弓道教室（全１５回）

　 旭区スポーツ協会事務局　
 　３７０-６４１５　 　３７０-６４１６
（火曜１３時～１６時 木曜９時～１２時）

　①一般、②ベテラン（両者５０歳以
上）、③スーパーベテランの部（両者
６０歳以上）。
５月２４日（日）・３０日（土）・６月６日
（土）９時～◆今川公園テニスコー
ト・瀬谷本郷公園テニスコート◆区
内在住・在勤・在学の高校生以上で
編成されたチームと加盟登録団体
◆①～③抽選３２組◆１チーム５，０００
円◆　 ４月１１日～５月２日　 ◆詳細
は旭スポーツセンター・区役所２階２２
番窓口で配布、区内テニスクラブで
掲示する大会要項又はホームページ
を参照
　 旭区硬式テニス協会（亀の甲山
テニスクラブ内）
　 ０８０-２３７２-４７８６（１０時～１５時・木
曜定休）

第７回旭区民硬式テニス
ミックスダブルス大会

５月７日（木）～１0日（日）１０時～１７時
（初日は１３時から）◆サンハート◆
主催：横浜旭郵趣会、共催：旭区文
化振興会・旭区役所・サンハート、
後援：日本郵便株式会社・横浜旭郵
便局・旭区内郵便局
　 横浜旭郵趣会　大橋
　 　３９１-０４１２

横浜旭スタンペックス’20
第２3回世界の切手展

４月１５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、後援：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１回旭区童謡・愛唱歌を歌う会

詳細は 旭プール

●屋内プール営業再開について

旭プールからのお知らせ 
〒241-0005 白根2-33-1　　９５３-５０１０  　９５３-５０１2

　屋内プールは、天井改修工事のため２０１９年１０月１日から全館休館して
いましたが、工事完了に伴い、４月１8日（土）から営業を再開します。
※変更の可能性あり。

掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性
がありますので、参加の際にはお問い合わせください。

今月の休館日
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■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。
４月１２日～５月１０日の毎週日曜９時～
１６時◆未就学児と保護者◆当日直接

■ツルコミ 健康マージャンサロン
４月１２日～５月１０日の毎週日曜９時
～１5時30分◆当日直接

■おはなしランド
　児童図書室でわらべうたや絵本
のおはなし会。
４月１３日（月）１０時３０分～１１時◆幼
児と保護者◆当日直接

■母の日のプレゼント作り
　フラワーマグネットやクリップを作
り、マグネットボードに飾ります。
５月１０日（日）１３時３０分～１５時３０
分◆小学生◆先着１５人◆500円
◆　 ４月１１日９時～直接（電話は１０
時～）

■母の日のプレゼント～写真立て～
５月９日（土）１０時～１１時４５分◆小
学生◆先着１６人◆５００円◆ 　４月
１１日９時～３０日に直接（電話は10
時～）

■アメリカンポップスを楽しもう
　（全６回）
５月～７月の第２・４火曜１０時～１１
時３０分◆先着１５人◆２，４００円（6
回分）◆ 　４月１４日９時～５月９日に
直接（電話は10時～）
■古布で小物づくり（全２回）
　夏向けのストールを作りましょう。
５月１８日・２５日（各回月曜）９時３０分
～１１時３０分◆先着１６人◆１，０００
円（２回分）◆ 　４月１１日９時～５月
９日に直接（電話は10時～）
■おやすみ前のソフトヨガ（全６回）
５月１９日～７月の第１・３・５火曜１８
時２０分～１９時２０分◆先着１５人
◆２，４００円（6回分）◆ 　４月１４日
９時～５月１０日に直接（電話は10時～）
■白根工房
　～パスケース＆バッグチャーム～
５月２２日（金）１０時～１３時◆先着１０
人◆１，２００円◆ 　４月１７日９時～５
月１０日に直接（電話は10時～）

■大人のリラックス・ストレッチ
４月１５日（水）１０時～１２時◆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）。
４月１５日（水）１３時３０分～１５時◆
先着２０人◆２００円◆当日直接

■ソープフラワーアレンジ
４月２２日（水）１０時～１2時◆先着
１０人◆１，５００円◆  ４月１１日９時～
直接か電話

■フリーアドバイス バドミントン
４月１９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
４月２５日（土）１２時２０分～１４時４0
分◆小学生～◆先着16人◆上履
き、ラケット◆１００円◆当日直接
■家庭で簡単フレンチ料理
　（全２回）
５月１５日、６月１２日（各回金曜）１０時～
１３時◆先着１２人◆２，４００円（２回
分）◆ 　４月１７日９時１５分～直接
（電話は翌日～）

■脳を鍛える！
　インナーマッスル体操
５月７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
５月１１日（月）①１３時３０分～１４時
３０分②１４時４０分～１５時４０分◆①
②先着４人◆５００円（１回分）◆  4
月１１日９時～直接か電話

■第１１回 子どもカーニバル
５月６日（水・休）９時３０分～１２時
１５分◆①小学生②未就学児と保
護者◆先着①６０人②２０組◆１００
円◆  ４月１５日１０時～２９日に直接
（電話は翌日～）

■初めての折り紙アート
５月１５日（金）１０時～１２時◆先着
１０人◆５００円◆  ４月２４日１０時～
５月８日に直接（電話は翌日～）

■パッチワークでトートバック
５月１６日（土）１３時～１５時◆小学
生と保護者◆先着８組◆１，０００円
◆  ４月２５日１０時～５月９日に直接
（電話は翌日～）

■大人の散歩～ふた駅散歩～
　仲町台駅からセンター北駅間の
遺跡、お寺、公園を散歩（約６キロ
メートル）。
５月２８日（木）９時～１５時（二俣川駅
集合・解散）◆先着２０人◆５００円
（交通費など別）◆  ５月７日１０時
～２１日に直接（電話は翌日～）

■全く初心者向けスペイン語入門
　（全８回）
４月２３日、５月～７月の第１・３・５木
曜１８時１５分～１９時４５分◆先着
１２人◆４，０００円（８回分）◆  ４月
１１日９時～直接（電話は翌日～）

■アールグレイのシフォンケーキ作り
５月８日（金）①１０時～１２時４５分
②１３時４５分～１６時３０分◆①②
先着８人◆１，２００円（1回分）◆  ４
月１１日９時～直接（電話は翌日～）

■コーヒーのおいしい入れ方
５月１２日（火）１０時～１２時◆先着８
人◆５００円◆  ４月１１日９時～直接
（電話は翌日～）

■フルーツを使ってシフォンケーキ
　作り
５月１４日（木）①１０時～１２時４５分
②１３時４５分～１６時３０分◆①②８
人◆１，２００円（1回分）◆  ４月１１
日９時～直接（電話は翌日～）

■初めてのデッサン（全４回）
５月１９日～６月１６日の火曜（６月２
日除く）１８時～２０時◆先着１６人◆
４，０００円（４回分）◆  ４月１１日９
時～直接（電話は翌日～）

■春夏のリラックスヨガ（全７回）
４月２１日、５月１２日・１９日、６月２
日・１６日、７月７日・２１日（各回火
曜）①１０時１５分～１１時１５分②１１
時３０分～１２時３０分◆①②先着１２
人◆３，５００円（７回分）◆  ４月１１
日９時～直接（電話は翌日～）

■初心者のための味噌作り
　1人４キログラム持ち帰ります。
４月２３日（木）１０時～１２時◆先着
１６人◆３，８００円◆  ４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
４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）
◆  ４月１１日９時～直接（電話は翌
日～）

男女共同参画センター横浜
「フォーラム」
〒２４4-0816 戸塚区上倉田町435-1
    862-5052　　865-4671
休館　第４木曜

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）

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

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）

■ボッチャを楽しもう
　先着３０人に参加賞あり。
４月１２日（日）１３時～１５時◆幼児～
中学生（幼児は保護者同伴）◆当日
直接

■こどもの日工作
　コルクを使ったミニこいのぼりや
お菓子釣りゲーム。
５月３日（日）１３時３０分～１５時◆幼
児～小学生（幼児は保護者同伴）◆
当日直接

■母の日にカードを贈ろう
５月８日（金）～１０日（日）9時～１７時
（8日は10時～17時）◆幼児～中学
生（幼児は保護者同伴）◆先着４０人
◆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
４月１３日（月）１０時３０分～◆未就学
児と保護者◆当日直接

■職場の人間関係・
　ハラスメント相談
　女性の相談員が対応。秘密厳守。
匿名で申込み可。
５月２３日（土）①１３時３０分～１４時
３０分②１４時３０分～１５時３０分③
１５時３０分～１６時３０分◆女性◆①～
③先着１人◆  ４月１１日９時～直
接か電話

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）

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）

■『バランス健康体操』
　２０２０春の教室（全３回）
５月１３日～２７日の毎週水曜１１時～
１２時◆先着１５人◆１，2００円（３回分）
◆　 ４月１５日１０時～直接
■手作り味噌体験講習会
５月１７日（日）１１時～13時◆先着
２０人◆１，２００円◆　 ４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

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）

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）

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）
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マークの凡例は6ページをご覧ください。
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掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性がありますので、参加の際にはお問い合わせください。



■バレリーナヨガティス（全６回）
５月～７月の第１・３木曜１９時～２０時
◆先着３０人◆３，０００円（６回分）
◆  ４月１１日～３０日に直接

■母の日のプレゼント
　プードルアレンジを贈ろう。
５月１０日（日）１０時～１２時◆小・中
学生◆先着１６人◆５００円◆  ４
月１１日～３０日に直接

■卓球教室（全６回）
５月～７月の第２・４月曜９時１５分～
１２時◆先着２０人◆１，８００円（６回
分）◆  ４月１１日～３０日に直接

■パステルシャインアート（全６回）
５月～７月の第２・４火曜１０時～１２
時◆先着１６人◆成人◆３，０００円
（６回分）◆  ４月１１日～３０日に直接

■ボッチャを楽しもう（全４回）
５月２８日、６月２５日、７月９日・２３日
（各回木曜）１５時～１７時（７月２３日
のみ９時３０分～１２時）◆先着５０人
◆  ４月１１日～５月２５日に直接か
電話

■飾り巻き寿司
　バラの飾り巻き寿司。
５月２９日（金）９時３０分～１２時◆先
着１２人◆１，０００円◆  ４月１１日～
３０日に直接

■卓球・バドミントン教室
４月１１日、５月９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

■ロビーコンサート
　バイオリン演奏（飲み物付き）。
４月１８日（土）１３時～１４時◆先着
４０人◆１００円◆　 ４月１１日10時～
直接

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

■看護師による健康相談
４月１６日（木）１３時～１４時◆６０歳～
◆当日直接
■歌声ひろば
４月２３日（木）１０時～１１時１５分◆
６０歳～◆先着３０人◆当日直接

■ゲームをしながら楽しく
　脳トレーニング
５月３日（日）１３時３０分～１５時３０分
◆６０歳～◆先着１５人◆当日直接
■健康アップ体操（全１０回）
①５月～２０２１年３月の第１月曜②
５月～２０２１年２月の第３月曜１５時
～１６時１５分◆６０歳～◆①②抽選
３０人◆５００円（１０回分）◆　 ４月
１１日～１７日　 で直接か往復はが
き（　　　と年齢を記入）
■イスを使ってストレッチ
５月５日（火・祝）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」
５月５日（火・祝）１３時～１４時３０分◆
おおむね７０歳～◆先着２０人◆１００
円◆当日直接
■フェルデンクライスメソッド
　（全１０回）
５月～９月の第２・４金曜９時３０分～
１１時３０分◆６０歳～◆抽選１８人◆
５００円（１０回分）◆　 ４月１１日～２０
日　 で直接か往復はがき（　　　
と年齢を記入）
■教養講座
　「今飲んでいる薬は大丈夫？」
５月１０日（日）１３時～１４時◆６０
歳～◆先着６０人◆　 薬剤師◆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
４月２４日（金）１０時30分～１１時◆
未就学児と保護者◆先着２０組◆当
日直接

■南インドの家庭料理教室
　プーリ、マサラを作ります。
４月２５日（土）１０時～１３時◆先着
１２人◆５００円◆　 ４月１１日10時～
直接

■健康のカギは筋力アップ！
　健康のための運動セミナー
５月８日（金）１３時３０分～１５時３０分
◆先着３０人◆　 ４月１８日10時～
直接か電話

■こども化学講座　炭酸ガスロケット
５月１７日（日）１０時～１１時３０分◆
小学生（低学年は要保護者同伴）
◆先着１２人◆５００円◆　 ４月２６
日10時～直接

■マタニティ＆ベビーピラティス
５月２１日（木）１０時３０分～１１時３０
分◆安定期の妊婦、生後１か月～１
歳未満の赤ちゃんと保護者◆先着８
組◆５００円◆　 ４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）

６月４日（木）１３時～１４時◆区役所３
階◆区内在住でコンクール開催日ま
でに満７０歳以上、自分の歯が２０本以
上ある人※平成３０・令和元年度に参
加した人は対象外◆先着３０人◆　 
４月１１日～５月１５日までに旭区歯科
医師会会員の歯科医院で一次審査
（無料）を受けてください。一次審査
実施歯科医院については下記へ。
　 よしえ歯科医院
　 ９５３-３３３８（休診：木曜・土曜午後・
日曜・祝日）
　 健康づくり係
　 ９５４-６１４６　　 ９５３-７７１３

旭区８０２０高齢者
よい歯のコンクール

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。
今宿西地域ケアプラザ、神奈川県理
容生活衛生同業組合旭支部（敬称略）

■善意銀行（１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

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）
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福祉保健 掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性がありますので、参加の際にはお問い合わせください。

〔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。

旭区 ひなたぼっこ

出  張
ひろば

お誕生日会

５月１日（金）  
１０時～１１時３０分　

４月２１日（火）
１０時～１１時３０分　

１０月１１日(金) 、１１月８日（水）

４月２４日（金）１１時３０分～◆当日直接

みなまきラボ

４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

イベント名 日 時・内 容・申 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：４月１４日(火)１０時～１１時　場所：ひなたぼっこ
※要電話申込み 　　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

４月１６日（木）
１３時３０分～１５時３０分助産師

心理士 ４月２２日（水）
１０時～１１時３０分

公園
遊び

専門
相談

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）

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？

本村第1公園 ４月１７日(金)

笹野台北公園 ５月８日(金)



新しいオリジナルぬいぐるみ
「フランソワルトン親子」

●原則として4月１１日～5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
●掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性がありますので、参加の際にはお問い合わせください

健診などのご案内
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

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。
【申込み】随時

５月１２日・１９日・２６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3月～7月生まれの
お子さんと保護者【定員】先着２０組【申込み】４月１３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）
【申込み】随時

匿名検査【申込み】前日までに電話か直接
結果は翌週以降水曜（祝・休日を除く）９時３０分～１０時にご本人に限りお渡しします。
※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）
【申込み】４月１３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【申込み】４月１３日～

５月１３日（水）

５月２８日（木）

４月２３日（木）、
５月８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】

ＨＩＶ・梅毒検査【予約制】 毎週水曜
（祝・休日を除く） ９時～９時３０分

【対象】４０歳以上【定員】５５人【費用】６８０円（Ｘ線）【申込み】５月１日～２5日肺がん検診【予約制】
※１※２※３ ６月４日（木） 午前（時間は予約

時に説明）

１０時～１１時
（受付９時４０分～
 ９時５５分）

シューズとタビー

※１市内の実施医療機関でも、横浜市がん検診（肺・胃・大腸・乳・子宮・前立腺〔ＰＳＡ検査〕）を行っています。　※２他で受診機会のない人が対象です。
※３料金が無料になる人（持参するもの）…①２０２１年４月１日時点で７０歳以上の人（保険証）②後期高齢者医療制度被保険者（後期高齢者医療被保険者証）③生活保護受給者（休日・夜間等診療依頼証）④受診日の属する年度の、前年度の
市県民税が非課税世帯〔同一世帯の全員が非課税〕または均等割のみの世帯の人は事前に健康づくり係で手続きが必要です。その他の無料になる人の条件は、広報よこはまあさひ区版 ３月号 保存版 福祉保健センターからのお知らせに掲載。

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【申込み】随時

４月２４日、５月８日
（各回金曜）

４月１４日・２１日
（各回火曜）

４月２３日（木）

４月１４日、５月１２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

種　　類 会　場 内容・費用・持ち物など日　　時
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〒241-0001　
上白根町1175-1

4月～5月１０日の休園
無休

（総合案内所）959-1000
ズーラシア

エランド
その 月の

4月1日（水）～６月１日（月）◆ホッキョクグマ水中
ビュー◆ズーラシアにいる動物のうんちを展示し
ます。

　４月１９日の「飼育の日」にちなんで、飼育員がみ
なさまからの質問にお答えしたパネルをアマゾン
センターで展示します。
４月１日（水）～５月１１日（月）◆アマゾンセンター
◆当日直接
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　エランドは、アフリカ
の東部から南部の主に
サバンナや開けた森林
などで大きな群れを作
り、アカシアなどの枝葉
や草を食べて暮らして
います。また、オスもメ
スも持っているねじれ
た角が特徴的ですが、
エランドはシカの仲間
ではなくウシの仲間で、
角は落ちずに伸び続け
ます。
　よこはま動物園では、昨年１２月にシューズがオス
の赤ちゃんを産みました。赤ちゃんの愛称は「タビー」
で、母親の愛称が由来です。タビーは、生後1か月ほど
で角も生え始め、お乳だけでなく草や葉もしっかり食
べて元気に成長しています。
　今後は、暖かくなる春頃に展示場に出られるように
馴らしていく予定です。大きくなったタビーに会える
のを、ぜひ楽しみにしていてください。

飼育の日イベント

大うんち展

な
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開園・イベントの実施状況は、変
更となる可能性がありますので、
来場の際にはお問い合わせくだ
さい。


