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旭区の昆虫ホタル
旭区の木
ドウダンツツジ

【区のデータ】（31年4月現在）
　 区の人口　　245,509人 　
　 区の世帯数　105,633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　あさひ区版広報よこはま　あさひ区版

▲最優秀賞 井上 太耀さんの作品

２０１9年

月
号

No.259
5

　企画調整係　 　954-6026　　951-3401

小学生絵画コンクールの
作品を見に行こう！
・ジョイナステラス二俣川イベント広場で全応
募作品（632点）を展示（６月１日～１０日まで）
・相鉄バス車内で入賞作品８点を紹介（6月
1日～30日まで）
・ホームページにも応募作品を掲載

　生涯学習係　 　954-6095　　955-3341

あさひくんが絵本になるよ!
詳しくは7月ごろホームページなどでお知らせします。

【会場】よこはま動物園ズーラシア
【対象】区内在住・在学の小学生と保護者
　　　（未就学児不可）各回抽選１０組
【申し込み】５月２０日～６月１０日　 に横浜
市電子申請システムかはがきにイベント名
「ズーラシアバックヤードツアー」と　　　と
小学生の学年を記入
当選者には6月20日までに
通知します。

　子ども向け木製遊具のあるキッズパーク、大人が森林浴を楽しめる巨大ウッド
デッキやハンモックのほか、キッチンカーの出店やワークショップ、ライブなどが
楽しめます。

旭区誕生５０周年

　Ｙｏｋｏｈａｍａ Ｎａｔｕｒｅ Ｗｅｅｋ実行委員会
　３１９-２２９１（平日９時～１８時）

詳細は

子どもと楽しむ大人の自然イベント
ヨコハマネイチャーウイーク２０１９

【主催】Ｙｏｋｏｈａｍａ　Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｅｅｋ
　　　 実行委員会（事務局：相鉄グループ）
【共催】旭区役所　【後援】横浜市環境創造局

交 

通
会 
場
こども自然公園
（大池町65－１）

日時：5月17日（金）～19日（日） １０時～１７時３０分

日時：7月6日（土）・13日（土）１３時～１５時※荒天中止

日時：6月8日（土）９時３０分～１４時（１５分前受付） 

入場
無料

二俣川駅南口から無料シャトルバス
（イベント期間中のみ運行）で約7分・徒歩約20分
南万騎が原駅から徒歩約7分

※飲食・ワークショップなどの一部は有料

※雨天時６月１５日（土）の同時刻に順延

　広報相談係　 　９５４-６０２２　　９５５-２８５６

　税務課収納担当　 　９５４-６０７１　　９５３-７３９９
　生涯学習支援係　 　９５４-６０９９　　９５５-３３４１
横浜市コールセンター（当日のみ）　 ６６４－２５２５

相鉄バスや相鉄線駅モニターで
旭区誕生50周年PR動画（15秒版）放映中！
通勤や通学、お出かけの際に、ぜひご覧ください！

普段は見ることができない、ズーラシアの
バックヤードと繁殖センタ―を見に行こう！

※放映期間は変更されることがあります。また、期間内でも放映されない場合が
　あります。
【放映場所】
相鉄バス(旭営業所の約120台）車内モニター、相鉄線駅モニター
（鶴ヶ峰駅、二俣川駅、希望ヶ丘駅、南万騎が原駅、三ツ境駅）
ＹｏｕＴｕｂｅ横浜市公式チャンネル「ＣｉｔｙＯｆＹｏｋｏｈａｍａ」など

放映期間:４月１日（月）～９月３０日（月）

旭区こども写生大会

【会場】よこはま動物園ズーラシア
【対象】区内在住の小学生（要保護者・同伴者）
【定員】先着3００人（保護者・同伴者は除く）
【参加費】参加者は無料（保護者・同伴者は入園料
　　　   640円が必要。高校生以下は無料）
　　　　※画用紙・クレヨンは受付で配布、画板は貸出
【申し込み】当日直接（ズーラシアロータリー横の噴水前で受付）
　　　　　※写生後は各自で解散
【展示】参加者の作品（スキャンしたもの）を７月９日～１２日に旭区役
　　　所１階で展示
【主催】旭区青少年指導員連絡協議会 
【共催】旭区役所

区誕生50周年事業を紹介します
　旭区は、２０１９年に区誕生５０周年を迎えます。
今回は５０周年をお祝いする取り組みの一部を紹介します。
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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。
5月～6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

午前開室 ４日・１８日（各回火曜） ８時４５分～１２時１５分
（１２時受付終了）

午後開室 ７日（金）・１３日（木）・
２１日（金）・２７日（木）

6月
１２時１５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）

午前開室 ７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）・
２３日（木）・２４日（金）

5月
１２時１５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）

　行政に提出する書類の書き方や、
相続・遺言などの相談。
５月１６日（木）１３時～１６時、２１日
（火）９時～１２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

　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（１１～１４時）を実施
します。
５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）

　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。
５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

　事業の概要や今後の手続きの進
め方などについて説明します。
５月２６日（日）・２８日（火）１９時～２０
時３０分◆旭公会堂（区役所４階）◆
当日直接
　 道路局建設課
　 671-2792　　 651-6527

「鶴ヶ峰駅付近連続立体交差事業」
事業説明会

　横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞
者によるコンサートを実施します。
１０月２３日（水）１４時～１５時（３０分
前開場）◆旭区民文化センター サ
ンハート◆　阪田 知樹さん（ピア
ニスト）◆２,５００円（指定席）◆　

〔市民先行発売〕５月１１日～３１日、
〔一般発売〕６月１日～に電話で横浜
音祭りチケットセンター（神奈川芸
術協会内）まで 　４５３-５０８０（平日
１０時～１８時、土曜１０時～１５時）
共催：横浜市
　横浜アーツフェスティバル実行委員会
　６63-1365　　６６３-１９２８

横浜音祭り２０１９
横浜１８区コンサート

　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。
５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

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5

区・市役所から

区役所への郵便物は
〒241-0022 鶴ケ峰1-4-12

　新治市民の森で、６月に田植え、秋
に稲刈り体験をします。
【日時】６月８日（土）９時３０分～１２時
【場所】にいはる里山交流センター
　　　（緑区新治町８８７）
【対象・人数】小学生以上
（小学生は保護者同伴）先着３０人
【料金】大人２，０００円、小学生１，０００円（2回分）
【申し込み】５月１２日9時からＦＡＸかメールで参加者全員の　　　、年
齢、ＦＡＸ番号またはメールアドレスを記入し、下記へ

　ウオークラリーは、「謎解き」をしながらゴールを目指す、子どもか
ら高齢者まで楽しめる野外レクリエーションゲームです。
　なお、今大会は、１１月に開催される「ねんりんピック紀の国わかやま
2019」の横浜市代表を選考する大会を兼ねています。

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） ５月２２日、６月５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） ５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） ５月２３日、６月６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

　「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
5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
　工作、クレイアート、書道、スポーツ吹き矢
☆みなくる利用登録団体の活動紹介
　横浜旭郵趣会、保育グループ「あさがお」

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

文化

「あさひ散歩」ウオーキング
参加者募集
　旧東海道の保土ヶ谷宿をたずねる
（約５．５キロメートル　約８,５００歩）
６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◆天
王町駅⇒旧帷子川橋跡⇒江戸方見
付跡⇒橘樹神社⇒旧古町橋跡⇒横
浜ビジネスパーク⇒神明社⇒香象院
⇒見光寺⇒旧中之橋跡⇒助郷会所
跡⇒問屋場跡⇒高札場跡⇒金沢横
丁の石碑⇒本陣跡⇒脇本陣跡⇒旅
籠本金子屋跡⇒上方見付跡⇒大仙
寺⇒遍照寺⇒大蓮寺⇒天徳院⇒天
王町駅（１２時３０分頃解散予定）◆抽
選８０人※落選の人のみ６月１５日ま
でに電話連絡◆５００円（保険料含む）
◆　 ＦＡＸかはがきかＥメールアドレ
スに参加者全員の　　　と年齢、代
表者名、コース名「旧東海道の保土ヶ
谷宿をたずねる」を記入し、６月１４日
　 で下記へ

〒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）

旭区誕生50周年記念
よこはまウオークラリー参加者募集！

新治の谷戸で田んぼ体験

　 にいはる里山交流センター　　 ９３１-４９４７　 　９３７-０８９８
　 ｉｎｆｏ＠ｎｉｉｈａｒｕ.ｊｐ

　 横浜市レクリエーション連合　　　 832-4338
　 hatapan@mbh.nifty.com

【日時】６月９日（日）雨天決行
受付開始１０時～　１０時１５分順次スタート
【スタート・ゴール】こども自然公園（大池町65-1）
【対象】一般の部（個人または２～５人編成のチーム）、選手選考の部
（６０歳以上の５人編成のチーム）あわせて先着６０組
【料金】１チーム１,０００円、個人５００円
【申し込み】５月1１日～6月4日　で区役所1階1番窓口、旭区スポーツ
センター、地域ケアプラザなどで配布する申込書をＦＡＸまたはEメー
ルで送付
【主催】横浜市レクリエーション連合
【共催】旭区役所、横浜市体育協会
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第１回旭区童謡・愛唱歌を歌う会
５月１５日（水）１０時開演（３０分前開場）◆旭公会堂（区役所４階）◆
３００円（初参加の人は歌集代別途１，０８０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４０回旭区三曲演奏会
５月１９日（日）１０時３０分開演（３０分前開場）◆サンハートホール◆
主催：旭区三曲会、共催：旭区文化振興会・旭区役所
　 旭区三曲会事務局　山崎　　 ３６５-４４６８

第３３回旭区民合唱祭
５月１９日（日）１１時開演（２０分前開場）◆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
　 旭区民合唱祭実行委員会事務局　下田　　 ９５４-２０８０

旭区誕生50周年 第３２回あさひ茶花道協会いけ花展お茶会
５月２５日（土）・２６日（日）１０時～１７時（茶席は１５時受付終了）◆サ
ンハート（ホール・アートギャラリーほか）◆無料（茶席のみ５００円）
◆主催：あさひ茶花道協会、共催：旭区文化振興会・旭区役所・サンハート
　 あさひ茶花道協会事務局　植田　　 ９５１-０４４４

第２８回旭区水墨画公募展
５月２８日（火）～６月３日（月）１０時～１８時（初日は１３時から、最終日
は１６時まで）◆体験講座：６月２日（日）１０時～１２時、１３時～１５時◆
サンハートアートギャラリー◆主催：旭区水墨画会、共催：旭区文化振
興会・旭区役所・サンハート
　 旭区水墨画会事務局　水谷　　 ９５３-５６５９

　春は出会いの季節。新しい旭の楽しみを見つけに来ませんか。

　甘い物といえば洋菓子と和菓子がありますが、今回は和菓子に関する書
籍をご紹介します。

和菓子のアン

のりものおはなし会（こどもおはなし会）
　絵本の読み聞かせ・紙芝居など。
５月１９日（日）１１時～◆３歳以上（親子で参加可）◆当日直接

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。
５月２２日（水）１０時～１１時３０分◆初心者◆開催時間内随時受付

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。
５月１６日、６月６日（各回木曜）１０時３０分～◆３歳以下の乳幼児と保護
者◆先着１２組◆当日直接

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

著者：坂木 司　発行：光文社（２０１２年刊）
　デパ地下の和菓子店で働いている杏子を中心に、いろい
ろな人間模様が描かれている物語。和菓子にまつわる話ば
かりなので、読み進めていくと登場した和菓子が食べたくな
ります。続編に『アンと青春』があります。

事典和菓子の世界　増補改訂版
著者：中山 圭子　岩波書店（２０１８年刊）

　『和菓子のアン』の参考文献にも取り上げられている一冊。
名称編には伝統的な和菓子などが写真で紹介されていて、
モチーフ編には代表的なモチーフがイラストで紹介されて
います。歴史的背景や雑学的な内容もあり、興味深く読むこ
とができます。

です！旭図書館こんにちは 今月の休館日
5月20日（月）

スポーツ

　能力別に分かれて、初級からベテ
ランまでの講習会。
５月２５日（土）・２６日（日）、６月２日
（日）・１６日（日）、７月１３日（土）・２１
日（日）、８月１１日（日）・２５日（日）、９
月１５日（日）・２９日（日）、１０月５日
（土）・１３日（日）、１１月３日（日）・１７
日（日）9時～11時（11月3日のみ9
時～15時）◆今川公園テニスコート
◆区内在住・在勤・在クラブ者◆先
着４０人◆テニスシューズ、運動がで
きる服装（ラケットは貸出もあり）◆
一般３００円、小学生～高校生１００円
（１回）◆当日直接
　 旭区体育協会ソフトテニス部　
　 大跡
　 　３５２-２９２１

ソフトテニス（軟式庭球）を
やりませんか

　 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）

春の文化のご案内

　 生涯学習支援係　　 ９54-6095　 　９55-3341

当日開催教室の予定（５月１１日～６月１０日） 
　タオル、室内履き、動きやすい服装　受付は１５分前から　料金５００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

バランスコーディネーション
５月１３日・２７日、
６月３日・１０日 １３時～１3時5０分 15人／16歳以上

バレエエクササイズ10 １０時～１０時５０分
骨盤エクササイズ ９時～  ９時５０分

パワーヨガＭＡＸ

５月１５日・２２日・
２９日、6月5日

マッスルコアピラティス
パワーヨガビギナー

２2人／１６歳以上

肩甲骨ヨガ

リンパデトックス

５月１６日・２３日・
３０日、６月６日

１０時～１０時５０分 ２０人／１６歳以上
  ９時３０分～１０時３０分 6０人／１６歳以上

１０時50分～１１時４0分 ４０人／１６歳以上

35人／１６歳以上ストレッチポール＆
のびのびヨガ １1時50分～１2時４0分

２０人／１６歳以上

リズムでボディケア １1時～１1時5０分

9時～  9時5０分
10時～10時5０分
１1時～１1時5０分
１2時～１2時5０分

２０人／５０歳以上

ＺＵＭＢＡ１３
ＺＵＭＢＡ１４

１３時１０分～１３時５５分
１4時  ５分～１４時50分

ステップエアロビクス
５月１7日・２4日・
31日、６月7日

  ９時１５分～１０時１５分 ３５人／１６歳以上
アロマヒーリングヨガ １０時３０分～１１時３０分 ４０人／１６歳以上
ピラティススタイル １２時～１2時50分 2０人／１６歳以上
ボディアタックシェイプ ５月１１日・１８日・

２５日、６月１日・８日

５月１１日・１８日・２５日

  ９時～  ９時５０分
４５人／１６歳以上

バスケットボールタイム １９時１５分～２０時４５分 ６０人／１６歳以上
フィットネスヨガ 10時～1０時50分

カーディオキック
５月１４日・２１日・
２８日、６月４日 20時～20時5０分

ＺＵＭＢＡ１９ 19時～１9時５０分
4０人／16歳以上

大人のバレエエクササイズ
リフレッシュパワーヨガ

１9時～１9時5０分
20時～20時50分

リズムボクシング 19時～１9時５０分

教　室 開 催 日 時　間 定員／対象
Good! ナイトヨガ
　火

月

火

水

木

金

土

水

土

５月１４日・２１日・
２８日、６月４日 ２１時15分～２２時１5分 ２０人／1６歳以上

ナイトフットサルタイム
　

５月１５日・
２２日・２９日 ２１時１５分～２２時４５分 ５０人／1６歳以上

おはよう太極拳 ５月１１日・１８日・２５日、
６月１日・８日 ７時４０分～  ８時５０分 ４０人／

小学生以上

夜間教室

夜間教室

4０人／16歳以上
ベーシックエアロ

骨盤リセットヨガ

エンジョイ！ 運動タイム １４時～１４時５０分 20人／60歳以上

２０人／１６歳以上

15人／１６歳以上
２０人／１６歳以上

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

5月20日（月）
休館日

詳細は 旭スポーツセンター

長期休館予定のお知らせ
２０１９年７月１日～２０２０年１月中（第１体育室は２０１９年６月１日～）
※工事進捗状況により、一部先行利用可能になる場合があります。
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上記６講座の申込
　 ５月１１日９時～直接（電話は翌
日～）

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）

■バドミントン教室（全６回）
６月１０日・２４日、７月８日・２２日、８月5
日・２6日（各回月曜）９時３０分～１１
時３０分◆先着２０人◆１，８００円（６
回分）◆　 ５月１１日～２５日に直接
■脳全体を活性～大人のぬりえ
　から始める色鉛筆画～（全６回）
６月１１日・２５日、７月９日・２３日、８月
13日・２7日（各回火曜）１５時～１７
時◆先着２０人◆２，０００円（６回分）
◆ 　５月１１日～２５日に直接

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）

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）

５月３０日（木）１０時～１３時◆先着１２
人◆１，０００円◆　 ５月１４日９時～
２６日に直接（電話は１０時～）

■さわやかスポーツ
　ソフトバレー・インディアカなど。
5月21日（火）９時３０分～１１時３０分
◆動きやすい服装、室内履き、タオ
ル、飲み物◆当日直接
■おはなし会
　演目：「はらぺこあおむし」ほか。
５月２５日（土）１０時３０分～１１時１０
分◆　 ○△□（まるさんかくしか
く）◆当日直接
■幸せなお菓子作り
　シフォンケーキ＆グラノーラのクッキー

　残ったおかずでケーキを作ろう。
６月２０日（木）１０時～１３時◆先着１２
人◆５００円◆　 ５月２３日９時～６月
９日に直接（電話は１０時～）

■残り食材でアレンジクッキング

５月24日（金）１０時～１３時◆先着１６
人◆２，０００円◆　 ５月11日９時～
２0日に直接（電話は１０時～）

■あこがれのカルトナージュ

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
５月１９日（日）①初心者・初級９時１５
分～１０時１５分②中・上級１０時１５
分～１１時４５分◆①②先着２０人◆
室内履き、ラケット◆１００円（１回
分）◆当日直接

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）

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）

■ツルコミ春の映画祭り
　「家族はつらいよⅢ」
６月８日（土）１３時３０分上映開始（３０
分前開場）◆先着４５人◆　 5月15
日9時～直接（電話は10時～）

■ツルコミあさひボッチャ体験会
５月１９日（日）１３時３０分～１５時◆
動きやすい服装◆当日直接

■囲碁・将棋・麻雀サロン
５月１２日・１９日・２６日、６月２日・９日
（各回日曜）９時～１５時３０分◆当日
直接

マー ジャン

さ

■ちびっこランド
　～みんなのゆったりスペース～
　ふわふわおもちゃで遊ぼう。
５月１２日・１９日・２６日、６月２日・９日
（各回日曜）９時～１６時◆未就学児
と保護者◆当日直接

■季節の花を描こう（全３回）
　墨彩画（墨で描いて色を付ける）
で季節の花を描きます。
５月３０日、６月２０日、７月１８日（各回
木曜）１３時～１４時４５分◆先着１０
人◆１，５００円（３回分）◆　 ５月１１
日～２５日に直接（電話は翌日～）
■ママのためのママヨガ（全３回）
　子どもを連れて参加できます。
６月３日・１０日・１７日（各回月曜）１０時３０
分～１１時３０分◆子育て中の母親◆先
着１０人◆１，５００円（３回分）◆　 ５月１3
日～２６日に直接（電話は翌日～）

■花のパッチワーク「夏」（全３回）
６月１７日、７月１日・８日（各回月曜）１３
時～１５時３０分◆先着１２人◆１，４００
円（３回分）◆　 ５月２８日～６月１０日に
直接（電話は翌日～）
■シニアのための
　はじめてのヨガ（全３回）
６月２０日、７月４日・１８日（各回木曜）
１０時～１１時３０分◆６０歳以上◆先
着１０人◆１,５００円（３回分）◆　 ５月３０
日～６月１３日に直接（電話は翌日～）

■フリーアドバイス　卓球
５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◆室内履き、ラケット◆
１００円◆当日直接

■父の日に親子で飾り巻き寿司
６月９日（日）１０時～１３時◆小学生
以上と保護者◆先着１１組◆７００
円◆　 ５月１９日９時１５分に直接
（電話は翌日～）
■韓国家庭料理
　チャプチェと豆もやしスープ
６月２４日（月）１０時～１３時◆先着
１２人◆１，０００円◆　 ５月２７日９
時１５分に直接（電話は翌日～）

■ボッチャ体験会
５月１８日・２５日、６月１５日・２２日（各回
土曜）１５時３０分～１７時３０分◆小学生
以上◆各回先着２０人

■大好き！台湾料理
　「海老蒸し餃子と中華油飯」
５月２７日（月）１０時～１２時４５分◆先
着１６人◆１，２００円

■親子でジャガイモ収穫祭
　３月１０日のジャガイモ種イモ植付
け会に参加した人を優先受付。
６月１６日（日）１３時３０分～１５時※雨
天は23日（日）に順延◆親子◆先着
３０組◆３００円
■住まいのクリニック
　「網戸の張替え」
　幅1m以内の網戸2枚持ち込み可。
６月１６日（日）１０時～１２時◆先着１５
人◆５００円

■初心者のためのパソコン相談塾
５月２３日（木）①１３時３０分～１４時３０
分②１４時４０分～１５時４０分◆①②
先着４人◆５００円
■住まいのクリニック
　「包丁の研ぎ方」
　包丁２丁まで持ち込み可。
５月２５日（土）１０時～１２時◆先着１５
人◆５００円

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。

５月１６日（木）、６月４日（火）１０時３０分～
◆未就学児と保護者◆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

　未就学児入場不可。
６月２日（日）１３時３０分上映開始◆前売
り一般７００円（当日１００円増し）◆ 　 
詳細はサンハートへ

■あさひ名画座
　第17弾「錆びたナイフ」

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

　アーユルヴェーダ（インドの伝統
医学）の知恵を活かしたセルフケア
とヨガのワークショップ。
６月4日・１8日（各回火曜）１０時～１１
時３０分◆産後の女性と赤ちゃん◆
先着１５組◆２，３００円（２回分）◆　 
５月１１日９時～ホームページか電話

■ベビーヨガ＆産後の
　アーユルヴェーダ（全２回）

■リンパマッサージ
 リンパの流れを良くし、体調を整える
ためのセルフマッサージ。
６月２０日（木）１０時～１１時３０分◆先着
２０人◆２００円◆　 ６月２日～１６日に直
接（電話は翌日～）

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/

　ちびっこ動物園の飼育体験、野外
炊事場など。
Ⓐ７月２３日（火）１０時～２４日（水）１１
時３０分、Ⓑ８月６日（火）１０時～７日
（水）１１時３０分、Ⓒ８月２０日（火）１０
時～２１日（水）１１時３０分（１泊２日）
◆小学４～６年生◆ⒶⒷⒸ抽選２０人
◆６，３００円◆　 ６月１０日～６月２４
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）

■動物お手伝いキャンプＡ・Ｂ・Ｃ

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）

５月１５日（水）１０時～１１時３０分◆先
着１５人◆動きやすい服装、室内履
き、タオル、飲み物◆４００円◆当日
直接

■大人のリラックス・ストレッチ

　パソコン持込み可。
６月１０日（月）①１３時３０分～１４時３
０分②１４時４０分～１５時４０分◆①
②先着４人◆５００円（１回分）◆　 ５
月１１日９時～直接か電話

■パソコン個人相談室

　地域の憩い＆交流の場となるお
茶飲みサロン（お茶とお茶菓子）。
５月１５日（水）１３時３０分～１５時◆
先着２０人◆２００円◆当日直接

■くらサポサロン
　（毎月第３水曜開催）

６月６日（木）１３時～１５時◆先着２０人
◆動きやすい服装、室内履き、タオ
ル、飲み物◆４００円◆当日直接

■脳を鍛える！ インナーマッスル体操

今川公園
〒２４１-００３３ 今川町９６-２
　　 ３６６-９２９０

５月１２日（日）１０時～１２時※雨天中
止◆筆記用具、虫眼鏡◆当日直接

■今川公園春の自然観察会

東希小コミュニティハウス
〒241-0826 東希望が丘１５５
　363-2889　   489-3102
休館　火・金曜

〒２４4-0816 戸塚区上倉田町435-1
    862-5052　 　 862-3101
　 https://www.women.city.yokohama.

男女共同参画センター横浜
「フォーラム」

jp/y

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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■ボッチャ予選会
　（旭区誕生５０周年記念事業）
７月２８日（日）９時～１５時◆小学生
以上の３～６人のチーム◆先着１０組
◆　 ５月１１日～6月１０日に直接

　楽しい歌、ダンス、バルーンアート
などの音楽バラエティーショー※車
での来場はご遠慮ください。ベビー
カー置き場は会場にあります。
６月７日（金）１１時～１２時（４５分前受
付）◆旭公会堂（区役所４階）◆乳幼
児と保護者◆当日直接◆主催：旭区
民生委員児童委員協議会、旭区主任
児童委員連絡会、共催:旭区役所
　 福祉保健係
　 ９５４-６１０１  　９５３-７７１３

　旭区歯科医師会会員による無料
歯科相談、旭区薬剤師会会員による
無料お薬相談など。
６月６日（木）１０時～１５時◆区役所１
階◆当日直接◆共催：旭区歯科医師
会・旭区薬剤師会・旭区役所
　 健康づくり係
　 ９５４-６１４６　　 ９５３-７７１３

５月１１日、６月８日（各回土曜）１５時
～１７時（１５分前受付）◆小学生以
上◆先着各２０人◆室内履き、ラ
ケット◆１００円（１回分）◆当日直接

■卓球・バドミントン教室

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）

福祉保健

歯と口の健康週間行事

　身体の調子と運動～体の動かし
方の工夫～。
６月６日（木）１３時３０分～１５時３０分
◆外部特別会議室（アーバン１２８ビ
ル３階）◆患者と家族◆　理学療法
士◆動きやすい服装◆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

神経系難病患者交流会
「あした会」

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歳から３９歳
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

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。
鶴ヶ峰自治会資源回収団（敬称略）

■善意銀行（２月１日～２８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

５月１６日（木）１３時～１４時◆６０歳以
上◆当日直接

■保健師による健康相談

６月２日（日）１３時３０分～１５時３０分
◆６０歳以上◆先着１５人◆動きや
すい服装、タオル、飲み物◆１００円
◆当日直接

■ゲームで楽しく脳を鍛えよう
　（スリーＡ）

（１日目）歯周ポケットの検査・だ液検
査など（２日目）歯周病と全身の健康
についての講演・歯磨き実習あり。
６月１３日（木）１０時～１２時、７月４日
（木）１３時３０分～１５時３０分◆区役
所３階第１診察室◆２日とも参加でき
る２０歳以上の区民◆先着２０人◆　 
５月１３日～電話かＦＡＸ（　　　を記
入）
　健康づくり係　　 
　９５４-６１４６　　９５３-７７１３ 

歯周病予防教室（全２回）

■ガラスフィージング
　ベネチアンガラスのミルフィオリ
を使ってオリジナルネックレス＆キン
フォルダーを２つ作ります。
６月１４日（金）１０時～１５時◆先着１０
人◆１，５００円◆　 ５月１１日～２５日
に直接

　横浜市落語愛好会による落語。
６月８日（土）１３時３０分～１４時３０
分◆中学生以上◆先着３０人◆当
日直接

■チョットヨッテミテ座
　笑って元気寄席！

６月１9日（水）１０時１０分～１１時１０
分◆子育て中の母親◆先着１２人
◆５００円（保育は１人３００円）◆　 
５月１５日１０時～直接

■ママヨガ　保育付

６月２０日（木）１０時３０分～１１時３０
分◆安定期以降の妊婦または生後
１か月～１歳未満の赤ちゃんと保護
者◆先着８組◆５００円◆　 ５月１６
日１０時～直接

■マタニティ＆ベビーピラティス

６月～１０月の第１水曜①９時２０分
～１０時１０分②１０時２０分～１１時
１０分◆①②先着１７人◆２，５００円
（５回分）◆　 ５月１４日１０時～直接

■６０歳以上の人向けヨガ
　前期（全５回）

受動喫煙を防ごう！
　たばこから出てくる煙や吐き出された煙
を吸わされることを受動喫煙といいます。た
ばこの煙には多くの有害物質が含まれてお
り、たばこを吸っている人だけでなく周囲に
いる人の健康にも影響を及ぼします。
　また、近年急速に普及している電子たばこ
や加熱式たばこは煙が目に見えにくいもの
の、ニコチンなどのさまざまな有害物質が含
まれているため、紙巻きたばこ同様、受動喫
煙への注意が必要です。

〔パネル展示〕　５月２７日（月）～３１日（金）◆区役所１階◆当日直接
〔たばこクイズ、呼気ＣＯ測定〕
　呼気ＣＯ測定では、たばこの有害物質である一酸化炭素をどのくら
い体内に取り込んでいるかを測定します。　
５月３１日（金）１０時～１２時、１３時３０分～１５時◆区役所１階

　 健康づくり係　　 ９５４-６１４7　　 ９５３-７７１３

ゆかいなコンサート
２０１９

　生活習慣病予防のための食生活、
運動など実践的な講習会。８回以上
出席したら食生活等改善推進員（ヘ
ルスメイト）になれます。
７月１９日（金）、８月１日（木）、９月３日
（火）、１０月１日（火）・１６日（水）、１１月
２６日（火）、１２月２日（月）〔全市合同
研修会〕、2020年１月２８日（火）、２月
２５日（火）１３時３０分～１６時◆未受
講の区民◆先着３０人◆１，２００円程
度（テキスト代）◆　 ５月１５日～電話
またはＦＡＸ（　　　を記入）
　健康づくり係　　 
　９５４-６１４8　　９５３-７７１３

食生活等改善推進員
養成講座（全９回）

７月～１２月の第１・３火曜９時３０分
～１１時３０分◆６０歳以上◆抽選１６
人◆3，7００円※顔彩・筆洗いのあ
る人は2，000円（１２回分）◆　 ５月
２９日～６月１１日　 に直接

■絵手紙体験教室（全１２回）

６月４日（火）１１時１５分～１２時１５分
◆６０歳以上◆先着２０人◆当日直
接

■椅子を使ってストレッチ

６月４日（火）１３時～１４時30分◆概
ね７０歳以上◆先着２０人◆１００円
◆当日直接

■ふれあいサロン「福寿の会」

５月３１日は世界禁煙デー

左近山保育園　 ３５１-１９２９
川井宿保育園 ９５１-２８７７
ひかりが丘保育園 ９５３-２０８１

今宿保育園　　   ９５３-２３０６
白根保育園　　   ９５３-１００７
柏保育園　　   　３６１-８８８７

保育園 日時（１５分前集合） 内容 対 象・定 員 申 し 込 み

６月２６日（水）
１０時～１１時

トイレットトレーニング
「おしっこでたよ」

乳幼児と保護者
先着１５組柏

６月20日（木）
１０時～１１時

からだをつかって
あそぼう

乳幼児と保護者
先着1０組

ひかりが丘
５月１３日～電話

６月13日（木）
１０時～１１時

からだをつかって
あそぼう川井宿

６月１３日（木）
１０時～１１時

トイレットトレーニング
「おしっこでたよ」

乳幼児と保護者
先着12組左近山

　なお、このほかにも各保育園で育児相談・園庭開放を実施しています。
詳しくは各保育園にお問い合わせください。（受付時間…９時３０分～１６時）

保育園の育児講座

旭区　保育園・認定こども園

■父の日のプレゼント
　香り付きせっけんを使ってメッ
セージ付き写真たてを作ります。
６月１６日（日）１０時～１２時◆小学生
◆先着１０人◆６００円◆　 ５月１１日
～２５日に直接
■本格的カステラ作り＆デザート
６月１８日（火）９時３０分～１２時３０分
◆先着１２人◆１，２００円◆　 ５月１２
日～３１日に直接
■輪投げ大会
　（旭区誕生５０周年記念事業）
７月７日（日）９時～１５時◆小学生以上
◆先着１００人◆　 ５月１１日～６月１０
日に直接
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　動物へ餌やおもちゃをプレゼントする
特別ガイドを、２０周年にちなんで２０回
実施します。
５月１２日・１９日・２６日（各回日曜）
◆該当動物展示場◆当日直接　

動物たちにプレゼント

〒241-0001　
上白根町1175-1

５月～６月１０日の休園
５月7日・１４日・
２１日・２８日、
６月４日（各日火曜）

（総合案内所）959-1000

インドゾウ
その

　インドゾウは、２０年
前である開園当初から
飼育しています。３頭
の子どものゾウの愛称
は、ラスクマル（オス）、
チャメリー（メス）、シュ
リー（メス）で、それぞ
れ現地の言葉で、「王子
様」「ジャスミンの花」
「女神様」という意味です。３頭は、来園者と飼育員に見守
られ、すくすくと成長し、立派な大人になりました。ズーラ
シア正門から入って最初に出会える人気の動物です。２０
年間で最も多くの来園者を出迎えてくれたのではないで
しょうか。
　チャメリーは繁殖を目指すために、２０１６年９月にズー
ラシアを離れました。現在、野生でも、そして国内の動物園
でも、ゾウの数は減少し、絶滅の危機に瀕しています。今
後、地球上からゾウを絶滅させないためにも、繁殖は重要
な課題であり、ラスクマルとシュリーの間にも赤ちゃんが
宿ることを願うばかりです。

ズーラシア

Vol.137 2019.5

出　張
ひろば

お誕生日会

６月７日（金） 
１０時～１１時３０分　

５月２１日（火）
１０時～１１時３０分　

５月２４日（金）１１時３０分～◆当日直接

みなまき
ラボ

5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5月入会説明
　子育ての援助をしたい人と受けたい人が対象です。
５月１４日（火）１０時～１１時　 　４４２-３０３８（要事前連絡）

■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。
    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

５月２３日（木）
１３時３０分～１５時３０分助産師

心理士 ５月２２日（水）
１０時～１１時３０分

管理栄養士 ５月２８日（火）
１０時～１１時３０分

公園
遊び

10時～11時30分５月１７日（金）本村町第一公園

６月５日（水）マインコーポ

※雨天中止（９時
以降ホームペー
ジをご確認くださ
い）

月の

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。
５月１６日（木）・２８日（火）
10時～11時30分※雨天中止
◆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？

ゾウのぬいぐるみ

現在のインドゾウ (左ラスクマル、右がシュリー)

●原則として5月１１日～6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

むし歯予防の話・歯みがき実習など【対象】２０１８年4月～8月生まれの
お子さんと保護者【定員】先着２０組【申し込み】５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】５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【申し込み】５月１３日～

６月５日（水）

６月２０日（木）

５月２４日（金）

９時～１１時

１３時３０分～
１５時

９時～１１時
区役所３階

種　　類 会　場 内容・費用・持ち物など日　　時

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）

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

５月２４日、６月７日
（各回金曜）

５月２１日、６月４日
（各回火曜）

５月２３日（木）

５月１４日、６月２５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　

１３時～１５時６月４日（火）

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

6月4日（火）・１1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
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