
▲ヒノデ第一交通㈱の皆さん

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。
7月～8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

毎日開室（土・日・祝日を除く） ８時４５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）8月

午前開室 2日・９日・２３日（各回火曜） ８時４５分～１２時１５分
（１２時受付終了）

午後開室 ５日（金）・１１日（木）・１２日（金）・
１８日（木）・２６日（金）

7月
１２時１５分～１５時４５分
（１５時３０分受付終了）

　昨年１０月に運行を廃止した「四季めぐり号」が６月３日（月）から運行を再開しました。運行は、ヒ
ノデ第一交通㈱が担当します。おでかけの際に、ぜひご利用ください！

運行区間：二俣川駅前　　　四季美台・今川町地区　　　二俣川駅前
※旭区役所付近は通りません

運行時間：９時台から１８時台まで
　　　　  １２便/１日（土休日・年末年始は運休）
運賃：一乗車３００円（未就学児は無料）※ICカード、敬老パスは使用不可
事業者:ヒノデ第一交通（株） 　３８１－０４０５
　まちづくり調整担当　　９５４-６０２６　　９５１-３４０１
　道路局企画課　　６７１-３８００　　６５１-６５２７

→約10分 →約10分

◀電子申請
　システムは
　こちら

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7 区役所への郵便物は
〒241-0022 鶴ケ峰1-4-12

　 食品衛生係　　
　 ９５４-６１６６　　９５２-１５０４

　地域行事での調理は、慣れない多数の料理を作ることと準備にかなりの時間がかかるため、
食品の取り扱いに十分注意が必要です。食中毒を予防して楽しいお祭りにしましょう。

お祭りでの食中毒を予防しましょう

ふやさない やっつける
当日現地で調理、すぐ食べる、
長時間常温で放置しない

中心部までしっかり加熱

もちこまない
ひろげないつけない

しっかり手洗い、盛り付けは使
い捨て手袋・トングなどを活用 下痢や嘔吐の症状があ

る人は調理しない、こま
めに手洗い

加熱をしたら大丈夫？それは間違いです！
お祭りで起きてしまった例を紹介します。
　冷蔵庫が無かったため、焼きそばに使う生麺を長時間常温で放置した結果、セレ
ウス菌が増殖して熱に強い毒素を作り、再加熱しても死滅せずに食中毒が発生して
しまいました。要冷蔵食品は「冷房の効いた部屋」ではなく「冷蔵庫」に保管し、必ず
当日に調理、喫食しましょう。

「行事開催届」提出の
お願い
　地域行事（お祭り・イベントな
ど）で食品を取り扱う際は、２週
間前までに「行事開催届」を食品
衛生係までご提出ください。

四季美台西 四季美の丘

明治牛乳前

郵便局前

二俣川駅前

自動車学校前 二俣川幼稚園前

第二公園前
親睦会中腹
親睦会山頂

本村坂上
ライスアサヒ前

保土ヶ谷バイパス

（

相鉄
本線

厚木
街道

公園

今年の夏は参議院選挙！
期日前投票
投票できる時間・期間が異なるのでご注意ください。

不在者投票
●出張・旅行先、入院先（指定された施設）
　で不在者投票ができます。
●身体に重度の障害のある人や要介護５の
　人で「郵便等投票証明書」をお持ちの人
　は、自宅などで不在者投票ができます。
　詳しくは、旭区選挙管理委員会にお問い
　合わせください。
　旭区選挙管理委員会
　９５４-６０１２ 　 ９５１-３４０１　

投票日については、「投票の
ご案内」やポスター掲示板な
どでご確認ください。

地域の皆様のお役に立てるよう
安全に運行してまいります！

横浜市選挙管理委員会
マスコットキャラクター「イコットJr」

　「投票のご案内」の裏面「請求書兼宣誓書」をご記入の上、お持
ちいただきますとスムーズに受け付けができます。
　（「投票のご案内」がなくても投票できます）

（公示日の翌日～投票日の前日）
・鶴ケ峰駅から 徒歩7分
・8時30分～20時

（投票日の８日前～投票日の前日）
・二俣川駅直結
・9時30分～20時

旭区役所1階ロビー 旭区民文化センター
サンハート

横浜市　旭区選挙管理委員会

四季めぐり号

　「ごみ収集車体験乗車」、「ペットボ
トルから繊維を作ろう！」など夏休みの
自由研究課題にも役立つエコ体験ツ
アー。参加者にエコグッズプレゼント。
８月８日（木）９時～１１時（１０分前集
合）◆資源循環局旭工場２階会議室

（車での来場可）◆区内在住小学生
と保護者◆抽選20組◆　７月２４日
　で横浜市電子申請システムに参
加者全員の　　　、年齢を記入
　資源循環局旭事務所
　９５３-４８１１
　９５３-６６６９

「夏休み親子参加企画」ヨコハマ
３Ｒ夢！ まるごとエコ体験ツアー
スリ ム
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　ものづくり体験を親子で楽しめ
ます。
７月２７日（土）９時３０分～１５時３０分
◆ポリテクセンター関東◆小学生
◆当日直接
　関東職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター関東）南希望が
丘７８ 希望ヶ丘駅徒歩１０分
　３９１-２８１８　　３９１-9699

ものづくり体験フェア

　「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
7月17日（水）

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

☆生涯学習アドバイザー展示
　野菜ソムリエ、アドバイザークラブ、子ども夏休みスペシャル、子ども向け電
子工作教室
☆みなくる利用登録団体の活動紹介
　旭ジャズまつり実行委員会、水辺愛護会帷子川はふるさとの川の会

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

文化

　パネル展示コーナー、ハマロード
サポーターコーナー、ヨーヨー、輪
投げなど、こどもの遊び場コー
ナー、苗木・グッズ配布。
８月8日（木）１４時～１５時３０分（荒天
中止）◆二俣川駅前二俣川第二歩
道橋内◆区内在住者◆当日直接
　旭土木事務所
　９５３-８８０１　　９５２-１５１８

道の日キャンペーン

　旭図書館では旭区にお住まいのミステリー作家、青崎有吾先生の講
演会を７月27日（土）に行います。今月は青崎先生の著書とミステリー
に関する本を紹介します。

図書館の殺人

夏休みわくわくおはなし会（こどもおはなし会）
　絵本の読み聞かせ・紙芝居など。
７月３１日、８月７日（各回水曜）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。
７月２４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。
７月１１日・１８日、８月１日・８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

展示「夏休み、読んでみようこんな本！」
　図書館がおすすめする子どもの本を学年別に展示します。
７月１7日（水）～８月３１日（土）◆１階児童書コーナー

講演会「サイをしってくだサイ！」（TICAD7横浜開催推進事業）
ティカッド

　よこはま動物園ズーラシアで働く人とボランティアによる野生のサ
イの話。
８月２１日(水)１４時～１５時◆小学生～◆先着３０人◆　８月１日９時３０
分～直接または電話

旭図書館de YES！ 手回し発電機で挑戦 太陽光と勝負だ！
８月３日(土)１3時30分～１５時◆小学３～6年生（保護者見学不可）◆先
着１５人◆　 ７月１8日９時３０分～直接または電話◆主催：旭図書館、横
浜市温暖化対策統括本部

旭区在住ミステリー作家・青崎有吾先生講演会＆図書館ツアー
　『図書館の殺人』（東京創元社刊・旭図書館が舞台）作者による講演
会と、図書館ツアー。
７月２７日(土)１７時３０分～１９時３０分◆先着３０人◆　 ７月１１日９時３０
分～直接または電話

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

著者：青崎 有吾　発行：東京創元社（２０１６年刊）

　第２２回鮎川哲也賞受賞作となった『体育館の殺人』の裏
染天馬が活躍するミステリーシリーズです。本作の現場と
なった図書館のモデルはなんと旭図書館！ 実際の図書館と
比べて楽しむと面白さ倍増！

ミステリーの書き方
著者：日本推理作家協会　発行：幻冬舎（２０１０年刊）

　さまざまな推理小説家が「ミステリーの書き方」をテーマ
にインタビューに答えます。あの有名作家はどのように小説
を執筆しているのか、あの名作はどのようにして生まれたの
か、その秘密に迫る一冊です。

です！旭図書館こんにちは 今月の休館日
7月16日（火）

　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。
７月２５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）

　旭区生涯学習アドバイザーによ
る子ども向けの夏休み体験講座。
①リトミック、紙芝居、動物クイズ②
俳句・短歌作り、日本の歴史、科学。
①７月２７日（土）②８月２４日（土）９時
３０分～１２時（１５分前受付）◆旭区
市民活動支援センター「みなくる」
◆小学生（2年生以下保護者同伴）
◆①②抽選４０人（落選のみ7月23
日までに連絡）◆１００円（１回分）◆
　区役所2階22番窓口・みなくる・
地区センターなどで７月１０日から
配布する申込書（チラシ裏面）に記
入（申込用紙がない場合は　　　、
学年、参加希望日（両日も可）を記
入）し、７月２０日　で　へ郵送また
はFAX ◆後援：旭区役所
　 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

アドバイザークラブ
自主企画夏休みスペシャル

　故人や家族の思いに沿った葬儀
やお墓選びをするために、最新情報
を踏まえてさまざまな疑問の解消
を手助けします。
７月１６日（火）１３時３０分～１５時３０
分（１３時開場）◆旭公会堂（区役所
４階）◆先着３００人◆　横山 美智
子さん（消費生活コンサルタント）
◆当日直接
　地域活動係
　９５４-６０９５　　９５５-３３４１

旭区消費者大学
「葬儀とお墓の基礎知識」

　旭警察署 生活安全課　　 ３６１-０１１０
　（注）地域の防犯に関することは、地域振興課　地域活動係　　９５４-６０９１

●遊びに行くときは、誰と何処に行くか、何時に帰るのかを必ず伝える。
●一人では遊ばない、知らない人について行かない。
●門限を守る。暗くならない時間に帰宅する。
●不審と思ったら、近くの大人に助けを求め、つかまれたりしたら大声で助けを呼ぶ。

子どもが犯罪に遭わないために防犯コラム

親から子どもへ以下のことを約束させましょう

●近所でのあいさつを欠かさないようにしてください。
●遅くまで外で遊んでいる子どもがいたら早く帰るように声を掛けてください。
●子どもの登下校時に見守り活動をお願いします。
　※子どもの見守り活動は子どもの不良行為の防止にも繋がります。

地域での取り組みのお願い

　夏は、子ども達だけで外出する機会が増えます。そのため子どもをター
ゲットとした犯罪が増加する傾向にあります。
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ＳＴＡＲ ＮＩＧＨＴピラティス
２5人

15人MORNING 太極拳 7時40分～  8時30分

ＳＴＡＲ ＮＩＧＨＴ ＹＯＧＡ 7月12日・19日・
26日・8月2日・9日

旭スポーツセンター
多目的広場

旭スポーツセンター
トレーニング室

　「旭区読書活動推進目標」が当初目標期間を終了したため、２度のワー
クショップなどで区民の皆さまの意見を踏まえたうえで、令和元年度から
５年間の目標を改定します。新しい目標は、読書を通じて「知る」「親しむ」
「つながる」ことを基本とし、皆さまが読書活動をより楽しんでいただけ
ることを目指しています。また、「旭区 本と出会える場所マップ」も作成
します。マップは完成次第、配布します。
【配布時期】７月末以降
【配布場所】区役所２階２２番窓口、旭図書館、区内各区民利用施設
　 生涯学習支援係　　９５４-６０９2　　９５５-３３４１

　未就学児歓迎、演奏中の出入り自
由。
７月２０日（土）１４時開演（３０分前開
場）◆サンハートホール◆５００円
（膝上無料、全席自由）◆　 Ｅメール

（　　　を記入）で予約またはサン
ハートにて発売中◆主催：ソレイユ
フィルハーモニーオーケストラ、共
催：旭区文化振興会・旭区役所
　ソレイユフィルハーモニーオーケ
ストラ 霜島
　 ０８０-９７７５-３７２３
　soleilphilharmonie@gmail.com

ソレイユフィルハーモニー
第６回チャリティーコンサート

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） 7月２4日、8月7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） ７月１７日・３１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） ７月１１日・２５日、８月８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

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、動きやすい服装　受付は１５分前から　料金５００円
　対象：16歳以上
※開催場所が異なりますので、会場欄をご確認ください。

パワーヨガ
ピラティス

ＳＴＲＥＥＴ ＺＵＭＢＡ
ＳＴＲＥＥＴ カーディオキック

肩甲骨ヨガ
リズムボクシング

9時20分～10時1０分
10時20分～11時1０分
11時20分～12時1０分

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

２5人

２0人いつでも健康 10時30分～11時30分

20時～20時5０分
19時～19時5０分

筋膜リリースピラティス 20時～20時５０分
19時～１9時５０分
20時～20時５０分

教　室 開 催 日 時　間 定員 会場

水

金

火

土

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

詳細は 旭スポーツセンター

詳細は 旭プール　ハマスポ

長期休館予定のお知らせ
７月１日～２０２０年１月末まで

※トレーニング室は部分営業しています（9時～21時）

第28回

【対　   象】
【作品の大きさ】
【出 品 料】
【作品搬入】
【 賞 】
【申 込 書】

区内在住・在勤・在学の高校生以上
６号～５０号
１人２点まで４，０００円（高校生のみ１，０００円）
１０月２6日（土）１０時～１７時
審査のうえ入選作品を展示、優秀作品には賞を授与
区役所２階２２番窓口、区内各地区センター、サンハートで配
布中

主催：旭美術協会　共催：サンハート、旭区文化振興会、旭区役所

　洋画（油彩、水彩、アクリル、パステル）・日本画・水墨画・版画作品を公募
します。特に高校生の出品作品を募集しております。

　旭美術協会事務局　佐藤　　３６３-７２６７

【会期】
【会場】

１０月３０日（水）～１１月３日（日）１０時～１８時（最終日は１６時まで）
サンハート（ホール、ギャラリー）

作品募集第28回

主催：旭区書道家協会　共催：サンハート、旭区文化振興会、旭区役所

　書道作品を公募します。幅広い世代の皆さまのご応募お待ちしております。

　旭区書道家協会事務局　腰塚
　 〒２４０-００５１　保土ケ谷区上菅田町７７５　　３８１-７３６４

名寶 古筆大手鑑
めいほう　こひつ おおてかがみ

【会期】
【会場】

９月２7日（金）～30日（月）１０時～１８時（最終日は１６時まで）
サンハートアートギャラリー

【対　   象】
【作　   品】

【出 品 料】
【応募方法】

【募集規定】

区内在住・在勤・在学の高校生以上
種類：漢字、仮名、近代詩、刻字（１人１点）
体裁：未表装のもの 
※表装（額・枠・軸）は指定業者に一括依頼します。
寸法：半切、半切２分の１、半切３分の１（縦横自由）
５，５００円
7月3１日～8月4日 　で出品票・作品（未表装のもの）・定額
小為替（出品料５，５００円分、郵便局で発行）を同封し下記へ
郵送（現金書留による送付も可）
区役所２階２２番窓口、区内各地区センター、サンハートで配布中

作品募集第 28回

第28回

旭

旭区読書活動推進目標を改定します！旭区読書活動推進目標を改定します！旭区読書活動推進目標を改定します！

 ＊お得な回数券をご利用ください。
 ＊バイク・車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場がありません）　　
[指定管理者]オーエンスグループ  　０３-３５４４-１５５１　　０３-３５４４-１５６０

オ ー プ ン

※水温・気温が低い場合はお休みをすることがあります。

大貫谷公園プール
若葉台４-３５
　９２２-４１５３（プール営業期間のみ）
「星槎中学高校前」バス停から徒歩１分
または「若葉台中央」バス停から徒歩５分

鶴ケ峰本町公園プール
鶴ケ峰本町１-１６
　９５４-１８２７（プール営業期間のみ）
鶴ケ峰駅から徒歩１５分

営業期間
7月13日（土）～9月1日（日）

期間中無休

※１年生以下の児童、幼児は原則として利用できません。
ただし水着着用の保護者（１８歳以上）１人につき１人の児童、幼児の利用ができます。

営 業 時 間 利用できる人料金／１時間プールの種類

２５ｍプール ９時～１８時
（水浴は１７時５０分まで） 小学２年生以上100円

※未就学児は水着着用の保護者(１８歳以上）１人につき２人の入場・利用ができます。
※オムツが取れていない幼児は水浴ができません。

営 業 時 間 利用できる人料金／１時間プールの種類

子ども用プール ９時～１６時
（水浴は１５時５０分まで） 幼児～小学１年生６０円

お お ぬきだに

●屋内プール休館および屋外プール夏季営業について

　市民局スポーツ振興課　　671-3288　　664-0669

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

　屋内プールは、天井改修工事を実施予定のため、令和元年１０月１日～令
和２年３月まで、全館休館させていただきます。
　屋外プールは、現在漏水調査を実施中です。夏季営業の詳細については
７月中旬までに施設内掲示・旭プールホームページに掲載します。
※夏季期間中も９月までは屋内プールをご利用いただけます。

7月17日・
31日・
8月7日

7月23日・30日・
8月6日

7月17日・24日・
31日・8月7日

7月13日・20日・
27日・8月３日

左近山
コミュニティ
ハウス

旭スポーツセンター
裏側通路

左近山
コミュニティ
ハウス

7月１6日（火）
休館日
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〔上記４講座共通〕
小学生（３年生以下保護者同伴）
◆抽選２０人◆３００円◆ ７月１１
日～７月２１日　で往復はがきに
　　　・性別・学年を記入

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）

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）

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才代から始められる
　健康ヨガ」夏の講座（全2回）
８月１日・１５日（各回木曜）１０時３０分
～１２時◆先着１５人◆７００円（２回分）
◆　７月１７日１０時～直接

■夏休みお楽しみこども館
①スイッチバックカー
８月１日（木）１０時～１２時

②カップｏｒプレート
８月６日（火）１０時～１２時

③スライム作り
８月１７日（土）１０時～１２時

④フォトフレーム作り
８月２２日（木）１０時～１２時

■サンハートオープンデー２０１９
８月４日（日）◆一部有料◆　詳
細はサンハートへ

①ＪＡＺＺ ＦＯＲ ＫＩＤＳ
１１時～◆０歳から入場可
②アイルランドの風コンサート
１２時４５分～◆未就学児入場不可

③Ｓｉｎｇ ｉｎ Ｃｈｏｒｕｓ
１4時～
④サマーコンサート
１５時３０分～◆未就学児入場不可

※９時１５分～直接（電話は翌日～）

■フリーアドバイス　バドミントン
７月２１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◆上履
き、ラケット◆１００円◆当日直接

■フリーアドバイス　卓球
７月２７日（土）①１２時２０分～１３時
５０分②１３時５０分～１４時４５分（１０
分前受付）◆①中学生～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

■きらきらシャボン玉作り
７月２９日（月）①１３時～１３時４５分
②１４時～１４時４５分◆小学生（１
～２年生は保護者同伴）◆①②先
着５人◆３００円◆　 ７月１３日※

■キッズ！ お菓子教室
８月６日（火）１０時～１３時◆小学
生◆先着１２人◆７００円◆　７月
２１日※

■ボディシェイプ骨盤調整（全８回）
８月１０日・２４日、９月７日・２１日、１０月
１２日・２６日、１１月２日・３０日（各回土
曜）１８時３０分～２０時◆先着５０人◆
３，２００円（８回分）◆　７月２０日※

■作ってみようアイスクリーム
７月２５日（木）１０時～１２時３０分◆小
学３年生～◆先着１６人◆３００円※

■初心者のためのパソコン相談塾
７月２５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※

■夏休みキッズチアダンス（全３回）
７月３１日（水）、８月２日（金）・３日
（土）①１０時１５分～１１時１５分②１１
時３０分～１２時３０分◆３歳４か月～
６歳までの未就学児◆①②先着１６
人◆１，５００円（３回分）※

■クラフトバック作り（全４回）
８月８日・２２日・２９日、９月５日（各回
木曜）１３時３０分～１５時３０分◆先着
１２人◆１，２００円（４回分）※

■夏休み子ども将棋教室（全３回）
８月９日（金）～１１日（日）①初心者
コース１０時～１０時５０分②対局者コ
ース１１時～１１時５０分◆小・中学生
◆①②先着１０人◆３００円（３回分）※

■夏休み工作教室（潜望鏡を作ろう）
８月２０日（火）１０時～１１時３０分◆
小学３年生～◆先着１６人◆３００円※

■少しだけ勉強した人の
　中国語入門②（全８回）
８月～１１月の第２・第４金曜日１８時
１５分～１９時４５分◆先着１２人◆
４，０００円（８回分）※

■夏の工作　風鈴を作ろう
８月３日（土）１０時～１１時３０分◆幼
児（保護者同伴）～中学生◆先着１５
人◆当日直接

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）

■マジック体験教室（全４回）
８月２９日、９月５日・１９日、１０月３日（各
回木曜）１０時～１２時◆先着２０人◆
２，０００円（４回分）◆　８月１日１０時
～２２日に直接（電話は翌日～）

今川公園
〒２４１-００３３ 今川町９６-２
　　 ３６６-９２９０

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
７月１４日～８月４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。
７月１４日～８月４日の毎週日曜９時
～１６時◆未就学児と保護者◆当日
直接

■ツルコミこども夏まつり
７月２８日（日）１３時～１６時◆中学生
以下（未就学児は保護者同伴）◆当
日直接

■小学生夏休み将棋教室(全３回）
８月５日（月）～７日（水）①初心者コ
ース１０時～１０時５０分②対局コース
１１時～１１時５０分◆小学生◆①②
先着１０人◆５００円（３回分）◆　７
月１１日９時～直接（電話は１０時～）

■脳を鍛える！
インナーマッスル体操
８月１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

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）

■大人のリラックス･ストレッチ
７月１７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･交流の場となるお茶
のみサロン(お茶とお菓子)。
７月１７日（水）１３時３０分～１５時◆
先着２０人◆２００円◆当日直接

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）

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。

※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）

■ヨガ＆ボディチューンⅡ（全１５回）
８月２７日～１２月１７日の毎週火曜（９
月３日、１０月２２日を除く）１０時～１１
時３０分◆１６歳～◆抽選３０人◆８，２５０
円（１５回分）定員に満たない場合は
当日参加あり（６００円）◆　７月１９日
～８月２日 　※

■ピラティス＆有酸素運動Ⅱ（全１５回）
８月２８日～１２月１８日の毎週水曜（９
月４日、１０月２３日を除く）１０時～１１
時３０分◆１６歳～◆抽選３０人◆８，２５０円
（１５回分）定員に満たない場合は当
日参加あり（６００円）◆　７月１９日～
８月２日　 ※

■自然を写そう！ デジカメテクニックＣ
８月３１日（土）９時３０分～１２時◆小
学５年生～◆抽選１０人◆１，０００円
◆　７月２２日～８月５日　 ※

■アウトドアクラブⅡ（全６回）
９月７日・２１日、１０月１２日・２６日、１１月
９日・３０日（各回土曜）１０時～１２時◆
小学生と保護者◆抽選１２組◆小学
生以上４，５００円、４歳～未就学児２，０００
円、３歳以下５００円（６回分）◆　 ７月
２６日～８月９日 　※

■おひさまクラブⅡ（全７回）
　自然観察・野外ゲーム・クラフト・お
やつ作りなど。
９月１１日～１０月３０日の毎週水曜（１０
月２３日を除く）１４時～１６時◆４歳以
上の未就学児と保護者◆抽選２４組◆
１組７，35０円（７回分）追加：大人４，０００
円、子供３，０００円、３歳以下３００円◆
　 ７月２２日～８月５日　 ※

■今川公園夏休み昆虫観察会
８月６日（火）１０時～１２時◆先着１５人
◆筆記用具、虫眼鏡◆当日直接

■夏休み竹細工教室
８月９日（金）１０時～１２時◆小学３
年生～◆先着１０人◆５００円◆　７
月１１日～２５日に電話

■再就職・転職のための
　パソコン講座（全５回）
８月２１日（水）・２３日（金）・２６日（月）
・２７日（火）・２８日（水）１０時～１５時
３０分◆女性◆先着１２人◆１９，５００
円（５回分）◆　 ７月１６日９時～　か
電話（　 ８６２-４４９６）

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

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/

〒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

今宿南小学校コミュニティハウス
〒241-0034 今宿南町１８７９-２　
　９５１-６１４１ 　  ９５１-６１４９
休館　火・金曜

■旭区誕生５０周年記念事業
　「みんなで手話ダンス！」（全4回）
８月１７日、９月１４日、１０月１２日・19日
（各回土曜）１０時～１２時◆先着２０
人◆　 ７月１３日～８月１０日に直接

■夏休み工作～土偶を作ろう～
８月２１日（水）9時30分～１2時◆小
学4年生～◆先着２０人◆２００円◆
　 ７月２７日～８月１０日に直接

※　 ７月１１日９時～直接（電話は翌日～）

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

ジャズ フォー キッズ

シング イン コーラス
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■小・中学校絵画展示
①今宿中学校：７月１５日（月・祝）～
２８日（日）②今宿南小学校：８月５日
（月）～１８日（日）◆当日直接

■第１４回都岡地区センター
　ミニバスケットボール大会
　都岡地区センターで活動してい
るチームの大会。観戦自由。
７月２０日（土）・２１日（日）９時～１７時
◆当日直接

　７月下旬に案内を送付予定です。案
内にある必要書類（８月１日以降の日
付のもの）をご提出ください。ＪＲ通勤
定期割引に関する特定者資格証明書
の有効期限が切れる人は、児童扶養
手当証書の有効期限までに、必ず特
定資格証明書の更新をしてください。                                                                                       
８月１３日（火）～１６日（金）９時３０分
～１１時３０分、１３時３０分～１６時◆区
役所新館２階大会議室◆児童扶養手
当認定中の人（支給停止を含む）
　 子育て支援担当
　 ９５４-６１１７ 　　９５１-４６８３

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

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
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

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。
たかはし書道教室、アイメイトあさひ、
匿名１件（敬称略）

■善意銀行（4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
７月１８日（木）１３時～１４時◆６０歳
以上◆当日直接

■福寿荘歌声ひろば
①バンドに合わせて歌おう
７月２１日（日）１３時～１４時３０分◆
当日直接

②民謡サロン
７月２７日（土）１３時～１４時３０分◆
当日直接

③三線演奏
７月２８日（日）１３時４５分～１４時４５
分◆当日直接

■ゲームで楽しく脳を鍛えよう（スリーＡ）
８月４日（日）１３時３０分～１５時３０分
◆６０歳～◆先着１５人◆動きやすい
服装、タオル、飲み物◆１００円◆当
日直接

■椅子を使ってストレッチ
８月６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」
８月６日（火）１３時～１４時30分◆概
ね７０歳～◆先着２０人◆１００円◆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）

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）

■さあ始めよう骨盤矯正体操
　（全８回）
８月～１１月の第２・第４月曜日１０時～
１１時３０分◆先着７０人◆３，２００円（８
回分）※

■夏秋のリラックス・ヨガ（全７回）
８月２０日、９月３日・１０日、１０月８日・
１５日、１１月５日・１９日（各回火曜）①
１０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）※

■さわやかスポーツ
　ソフトバレー・インディアカなど。
７月１６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

■おはなし会
　演目：紙芝居「かりゆしの海」ほか。
７月２７日（土）１０時３０分～１１時１０
分◆　○△□（まるさんかくしかく）
◆当日直接

■竹細工教室
８月3日（土）１０時～１２時◆当日直接

■夏休みワンパクフェア
　わたあめ販売・射的など。
８月３日（土）１０時～１５時◆当日直接

■人形劇
　演目：「おばけだぞー」ほか。
８月３日（土）１０時３０分～１１時１０分
◆ 　げんき村◆当日直接

■夏休み企画
　～おもしろ化学捜査体験
８月１０日（土）１０時～１２時◆小学生
（1・2年生は保護者同伴）◆先着１２
組◆５００円◆  ７月１４日9時～２７日
に直接（電話は１０時～）

■アイスクリームをつくっちゃおう
８月26日（月）１０時～１２時◆小学生
◆先着２０人◆３００円◆ 　７月１３日
9時～8月3日に直接（電話は１０時～）

■卓球・バドミントン教室
７月１３日、８月１０日（各回土曜）１５時
～１７時（１５分前受付）◆小学生～◆
各回先着２０人◆ラケット、上履き◆
１００円（1回分）◆当日直接

■映画上映会「ボス・ベイビー」
７月２５日（木）１０時～１２時◆先着１００
人◆　７月１４日１０時～直接

■人の話をよく聞く子を育てる!
　わかば読み聞かせ隊
７月２６日（金）１０時３０分～１１時◆
未就学児と保護者◆先着２０人◆当
日直接

■ＤＩＹこども工作教室
７月３０日（火）９時３０分～１１時３０分
◆小学生◆先着２０人◆５００円◆　
７月１３日１０時～直接

■真夏の！ ひまわりケーキ
７月３１日（水）１０時～１３時◆小学生
◆先着１２人◆５００円◆　７月１３日
１０時～直接

■はじめてのＨＩＰＨＯＰ（全３回）
８月１日（木）～３日（土）１０時～１１時
◆5歳～小学生◆先着１０人◆１，０００
円（３回分）◆　 ７月１３日１０時～直接

■こども化学教室
　わたあめ器作りに挑戦！
８月４日（日）１０時～１１時３０分◆小
学生と保護者◆先着１２組◆５００円
◆　７月１３日１０時～直接

■ママヨガ 保育付
８月２１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）◆　 ７月
３１日１０時～直接

■簡単ミルクシャーベット＆
　アジサイゼリー
８月１日（木）１０時～１２時◆小学生
◆先着１０人◆３００円◆　７月１１日
～２５日に直接

■片栗粉でスライム体験
８月８日（木）１０時～１１時◆小学生
◆先着１０人◆　 ７月１１日～２５日に
直接

　栄養と食事の工夫～楽しくおいし
く食べやすく～。
８月１日（木）１３時３０分～１５時３０分◆
外部特別会議室２（アーバン１２８ビル
３階）◆患者と家族◆　 管理栄養士
◆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

神経系難病患者交流会
「あした会」

９月１２日（木）１３時～１６時（詳細は当
選はがきに記載）◆区役所３階◆区内
在住者◆抽選３０人◆ 　７月３１日　  
で往復はがきに　　　 と生年月日を
記入し　へ◆主催：旭区歯科医師
会、協力：旭区福祉保健センター
　 健康づくり係「口腔がん検診」担当 
　 ９５４-６１４6　　 ９５３-７７１３

口腔がん検診のお知らせ

児童扶養手当現況届のお知らせ

 

環境衛生係　　９５４-６１６８　　９５２-１５０４

蚊、マダニにご注意ください！
　蚊やマダニはさまざまな感染症を媒介します。夏場は、
キャンプやハイキングなど、野外での活動が増え、薄着にな
る機会も多い季節です。感染予防のための対策を心がけま
しょう。
①蚊を増やさない
・ボウフラは小さな水たまりでも発生します。植木鉢の受
皿などに溜まった水は、こまめに捨て、空き缶などのごみ
は放置せずに片付けましょう。
・蚊は草むらや、やぶの中など湿った風通しの悪いところに
います。剪定や草むしりをして風通しをよくしましょう。

②蚊に刺されない・ダニに噛まれない
・長袖・長ズボンを着用し、肌の露出は避けましょう。
・虫よけスプレーは使用上の注意をよく確認して使いま
しょう。
・ドアや窓は開けっ放しにせず、網戸を閉めましょう。
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９月～２０２０年３月までの毎月第
３土曜１３時～１５時◆小学４～６
年生◆抽選３０人◆1,000円（7
回分）◆　７月16日～８月16日
　で往復はがきに　　　を記
入しズーラシアへ◆詳細はＨＰへ

　ドライミストで真夏の
動物園を涼しく過ごそう！
～９月３０日（月）

クールビＺＯＯ

ズーラシアスクール（全7回）

〒241-0001　
上白根町1175-1

７月～８月１０日の休園
毎週火曜

（総合案内所）959-1000

テングザル
その

　ボルネオ島のみに生
息し、大きなてんぐの
ような鼻が特徴のテン
グザル。日本では、ズー
ラシアでのみ飼育して
おり、２０１９年１月１５
日に雄の赤ちゃんが誕
生しました。今回出産
した母親は１５歳のキ
ナンティーで、今回が３回目の子育てとなります。キナン
ティーと、父親のゲンキは初めてのペアでしたが、まるで昔
からパートナーであったかのような仲むつまじさを見せて
くれました。
　今回生まれた赤ちゃんの愛称は「ココ」に決まり、みんな
にかわいがられて、絆の強い家族がより一層にぎやかにな
りました。ぜひ、家族間の子育てを目の前でご覧ください。

ズーラシア

Vol.139 2019.7

出　張
ひろば

お誕生日会

８月２日（金）  
１０時～１１時３０分　

７月１６日（火）
１０時～１１時３０分　

７月２６日（金）１１時３０分～◆当日直接

みなまき
ラボ

7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）、8月10日（土）

〒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が対象です。
７月１１日（木）、８月９日（金）１０時～１1時
　 ４４２-３０３８（要事前予約）
■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

７月２５日（木）
１３時３０分～１５時３０分助産師

心理士 ７月１２日（金）・２４日（水）
１０時～１１時３０分

管理栄養士 ７月２３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）

７月１２日（金）笹野台北公園
７月１９日（金）本村町第一公園

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。
７月９日（火）・１８日（木）
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？

キナンティーとココ

●原則として7月１１日～8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6月～10月生まれの
お子さんと保護者【定員】先着２０組【申し込み】7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】７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】７月１1日～

８月７日（水）

８月２９日（木）

７月１８日（木）

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

７月１２日・２６日、８月９日
（各回金曜）

７月２３日、８月６日
（各回火曜）

７月１１日・１８日、８月８日
（各回木曜）

７月２３日、８月２０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　

8月９日（金）

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

８月６日・２０日・２７日
（各回火曜） 平日 １４時～１６時母親教室（全3回）【予約制】

子ども・家庭支援相談　　954-6160　　951-4683
区役所
３階

９月２４日（火） 【対象】４０歳以上【定員】55人【費用】680円（X線）
【申し込み】8月１日～

肺がん【予約制】
※１※２※３

午前（時間は
予約時に説明）　

※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）…①７０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（運転免許証など写真付きの本人確認書類）。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。
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