
アンケートに答えていただいた人の中から､
抽選でお年玉プレゼントが当たるチャンス!

■申込み先
〒240-0001 川辺町2-9 区役所広報相談係
｢お年玉アンケート｣宛

①キタムラ×ヨコハマ３R夢!
オリジナルマイバッグ
(ダークブルー、ベージュ、
レッド ※色は選べません）

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます(2月中に発送予定)。また、記入いただいた個人情報は、賞品発送の目的以外には使用しません。

③地域作業所食品詰め合わせ
(レトルト食品、クッキーなど)

④横濱001グッズ
(横浜和タオル、石けん、巾着セット)

⑤はまっ子どうしThe Water
TICAD 7ボトル(500ml×24本)

②クオカード3,000円分

お年玉プレゼント

5人

5人

5人

10人

広報よこはま ほどがや区版

■申込み方法
1月 31日必着ではがきか電子申請システム
〒住所･氏名･年代･電話番号･
アンケートの答え･希望のプレ
ゼント番号を明記

昨年の12月号から横浜国立大学の学生が紙面
作成をしています(12月号はP6、今月号はP11のコラム)｡
感想を聞かせてください｡

※飲食店でも物販店でも可｡
※区のインスタグラムや広報紙企画の参考にさせて
いただきます｡

A：良い　B：悪い

あなたの区内イチオシのお店を教えてください｡
A：店名　B：イチオシの理由　
C：所在地(町名や目印になるもの)

　で答えた理由をお聞かせください(自由記述)。

①～⑤の中から１つお選びください
プレゼント

※必ずすべての設問にお答えください｡
ス リ ム

9人

(応募は1人1回)

電子申請システムはこちら→

上菅田小学校 大矢 結菜 さん
おおや ゆな

富士見台小学校 川畑 優人 さん
かわばた ゆうと

初音が丘小学校 山中 莉緒奈さん
やまなか りおな

上星川小学校 岩﨑 功さん
いわさき たくみ

坂本小学校 村松 悠 さん
むらまつ ゆう

上菅田小学校 佐藤 夕聖 さん
さとう ゆうせい

星川小学校 石塚 佐和 さん
いしづか さわ

あけましておめでとうございます。
今月は新年ということで、区内在住･在学の小学６年生に将来の夢を聞いてみました｡
皆さんの夢は何ですか？目標を持ち実りある素敵な１年にしていきましょう｡

あけましておめでとうございます。
今月は新年ということで、区内在住･在学の小学６年生に将来の夢を聞いてみました｡
皆さんの夢は何ですか？目標を持ち実りある素敵な１年にしていきましょう｡

区役所広報相談係　　334-6221　　333-7945区役所広報相談係　　334-6221　　333-7945

➡ 

 205,730人
 95,349世帯 (30年12月1日現在）

区の人口
区の世帯数

ここから ページまではほどがや区版です ほどがや区版　／ 平成31（ ）年 1 月号　●52019
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7大地震発生 避難と備え

特集

…………………

…より良い保土ケ谷を一緒につくりましょう
ー保土ケ谷区民会議ー

No.No.255



地
域
の
つ
ど
い

分
科
会

区
民
の
つ
ど
い

区民会議の活動報告･
事例紹介や｢地域のつ
どい｣提言･要望に対す
る行政からの回答紹介
など｡

◆

◆

地域の課題解決に向けて､
区民が主体的に参加し
相互に話し合う場。

委員は分野別に､５つある分科会のいずれかに所属しています｡自主企画の勉強会や講習会､施設訪問などを通じて専門的な知識を高め､啓発･発信します｡

◆

◆

◆

提
言･

要
望

行政への提出･回答の受領
行政の回答は、区民会議から
区民へフィードバック｡

今年度さらに｢フード
ドライブ｣｢廃食油回
収｣を実施｡

区民会議と連合町内会の
共催で､区内6会場にて
年1回開催(30年度：721人参加)。

◆ 提出された意見を精査し、
提言・要望書としてまとめる。

◆
星川駅から区役所までの道に愛称｢か
るがも小径｣と名付け､区制90周年記念
の協働事業として案内サインを設置。
市道にはみ出していた樹木の剪定。
駅の歩道橋
に､行先案内
表示を掲出。

区の取組に反映された事例

環 境

災 害

未来へつなごう 水・緑・資源第22期
テーマ 我が家を防災拠点にしよう

教 育

福 祉

笑顔であいさつ 思いやりの心を育もう!

学び 考え 発信する福祉分科会

交 通 安全な道路交通をめざして

こみち

せんてい

区民会議委員に聞いてみました
委員になったきっかけは ?

今期の活動内容について

どんなときにやりがいを感じますか？

保土ケ谷区民会議代表 小林 由美子さん

　区民会議は、行政と区民のパイプ役として､連合町
内会や各種団体との連携を密にし、区民会議･地域･
行政で、住み良いまちづくりを目指して活動してい

ます｡また､保土ケ谷区では、地域課題の解決に向けて区役所と共に
取組を進めていくため､協働契約を締結しています。
今期は、110人の委員が活動しています。
　皆さんも区民会議委員になって、私たちと一緒に
より良い保土ケ谷をつくっていきませんか？

　2年前に｢地域のつどい｣に参加し、行政
への意見について回答がもらえるという
独自の仕組みに大変驚きました。区民会議
の取組に関心を持ち、委員になりました｡

　今期からHUG(避難所運営ゲーム)出
前講習会を始め､これまでに3地区で実

施しました｡また､横浜市総合防災訓練で区民会議として､ガラス飛散防止
フィルムの貼付体験ブースを出展しました｡

　HUG出前講習会では｢自分事とし
て捉えられたので､地域の防災訓練
でもぜひ取り入れたい｣という意見を
多くいただきました｡地域の方々の防
災意識がさらに高まり､有意義な取組
を発信できて良かったと感じました｡

委員になったきっかけは ?

今期の活動内容について

どんなときにやりがいを感じますか？

　元々、地域活動をしていたのがきっ
かけで委員になりました｡

　障害者差別や認知症､介護に関す
る勉強会や施設見学を通じて､さま
ざまな知識を深めています｡また､

キャラバン･メイトとなり､小・中学校や希望があった自治会町内会で認知
症サポーター養成講座を開いています｡
　今年からヘルプマークの普及啓発として､区民まつりや区民のつどいで､
区民目線のわかりやすい発信に取り組んでいます｡見えない障害を抱えて
いる方に対する周りのサポートの必要性を強く感じ､できるだけ多くの方
に知ってほしいと思っています｡

　地域とつながり､そして地域を越えた
交流が増え､いろいろな方との結び付き
を感じながら楽しく活動しています｡

災害分科会　江口委員 福祉分科会　高橋委員

活動内容

区民会議事務局(区役所広報相談係内)　　334-6223　　333-7945

●10 　　　　　　　　平成31（ ）年 1 月号　／　ほどがや区版●6 2019

特集

平成31年4月1日～33年3月31日

30人程度(応募多数の場合は抽選）
区内在住･在勤で月1～2回程度(平日･日中)の活動ができる人

任 期

定 員

申込み

ぜひ知っていただきたい区の取組や区内の話題などをお知らせします

公募委員（第23期区民会議委員）を募集しています！ 1月31日必着ではがき･FAX･Eメール
〒住所･氏名(ふりがな）･年代･電話番号･応募動機を明記
〒240-0001 川辺町2-9 区役所広報相談係｢区民会議事務局」
　 334-6223　　 333-7945 
　 ho-kuminkaigi@city.yokohama.jp

▲手作りのヘルプマークタペストリー▲HUG出前講習会の様子
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特集 ぜひ知っていただきたい区の取組や区内の話題などをお知らせします

周
辺
の
状
況
を
確
認

自
宅
に
危
険
あ
り

近所に避難
の声掛け

大きな火災
の危険あり

広
域
避
難
場
所
に
避
難

危険がなくなった

大きな火災の危険
がなくなった

家
の
中
の
被
害
状
況
を
確
認

自宅で
生活
できる

自宅で
の生活
が困難

　いざというときに困らないよう､日ごろから備えておきましょう!

区内では9か所の広域避難場所と27か所の地域防災拠点が指定されています｡詳しくは「防災マップ」を
ご覧ください｡ ホームページのほか、区役所庶務係(本館2階20番)で配布

｢20万区民の自助･共助による減災運動｣推進大会を開催します。

入場無料

第一部：自助･共助による減災運動の取組事例の紹介

第二部：記念講演｢災害時のペット対策｣について考えましょう
平井 潤子 氏(特定非営利活動法人 ANICE代表)
細水 明 氏(保土ケ谷区獣医師会会長)

ペットを連れての入場はできません。

※直接会場へお越しください。

来場者に
クリアファイル
プレゼント

　 区役所庶務係　
　 　334-6203  　334-6390

□食料(3食/日)
□水(3L/日)
□トイレパック(5回/日)
□懐中電灯･ランタン
□医薬品･常用薬
□携帯ラジオ
□携帯用充電器
□紙皿･紙コップ

□マッチ･ライター
□ティッシュ･ウェットティッシュ
□トイレットペーパー･生理用品
□貴重品
□下着･着替え
□食品用ラップ
□ビニール袋

※家族の状況に合わせて追加しましょう｡
例 : ミルク･哺乳びん､紙おむつ､補助具の予備　など

◆ペット用非常時持出品の準備

□引き綱・首輪・ペット用靴
□ケージ・キャリーバッグ
□フード･水・常用薬
□食器･水入れ
□ワクチン接種証明書
□ペットシーツ・トイレ用品
□お手入れ用品
□新聞紙･タオル･ビニール袋
□お気に入りのおもちゃ
□家族とペットが写った写真

◆迷子になったとき､すぐに見つ
　けられるように準備しましょう

◆周囲に迷惑をかけないために
　しつけをしておきましょう
ケージやキャリーバッグに嫌が
らずに入ることができる
飼い主以外の人やほかの動物を
怖がらない
犬の場合｢マテ｣｢オスワリ｣｢オイデ｣
などの基本的な指示に従う
むやみに吠えない･鳴かない

　迷子札･鑑札･狂犬病予防注射
済票･マイクロチップなどを付け
ておく｡

　災害発生直後は､食料などの入手が
困難になります｡最低3日分は備蓄し
ましょう｡

　地域防災拠点では、人とペットは別々に生活します｡日ごろから避難に向
けた備えや､しつけをしておきましょう｡

避難

備え

いっとき避難場所に火災の危険あり

い
っ
と
き
避
難
場
所
に
避
難

ペットの飼い主の方へ

備蓄品･非常持出品の準備

など

2月16日(土)13時30分～15時(開場:13時)日 時

保土ケ谷公会堂会 場

内 容

先着599人定 員

講 師

「地域と要援護者施設との災害時の連携」 報告：川島第四町内会
　大規模災害発生時には､ペットを連れて
地域防災拠点へ避難することが想定されま
す｡そのため､ペットが苦手な避難者との住
み分けや､ペットの健康を守るための事前準
備などが必要です｡被災地の実例を交え、人
とペットのために必要な対策を説明します｡

保土ケ谷区　防災マップ 

いっとき
避難場所

　大地震発生時､さまざ
まな問題に対応できる
よう､避難の流れや日ご
ろの備えを確認しま
しょう｡

　地震がおさまったら､まず身の安全を確保し､周辺の状況を確認しましょう｡
　倒壊や火災により､自宅にいると危険な場合には､以下の流れで避難します｡自宅に危険がない
場合は､避難する必要はありません｡

自助･共助の取組、災害時のペット対策について考えてみませんか

区役所環境衛生係　
　334-6363　　333-6309

※地域防災拠点に用意はありません｡
　最低１週間分は備蓄しましょう。

〈大きな公園など〉〈大きな公園など〉

〈自治会で定めた
 近くの公園など〉
〈自治会で定めた
 近くの公園など〉

な
し 近所の被害がないことを確認

在宅避難

地域防災
拠点に避難

　慌てず行動できるよう､あらか
じめ家族で話し合い､決めておき
ましょう｡

避難場所､避難経路
家族間の連絡方法､集合場所
避難するときの役割分担

避難時の行動を確認
あわ
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　区内には、東海道保土ケ谷宿をはじめ、近代水道遺構や工場跡地、洋館などの歴史的で魅力ある建物や遺構が
数多く存在していることを知っていますか？
　魅力的な歴史スポットを巡り、地域の歴史や風土・文化を身近に感じることができる｢保土ケ谷歴史まちある
き2019｣を開催します｡ぜひご参加ください。

トピックスほど
区役所企画調整係
　334-6228　　333-7945
　ho-kikaku@city.yokohama.jp

保土ケ谷区の注目情報をピックアップ

区役所高齢者支援担当　　334-6328　　331-6550
　保土ケ谷区では､いつまでも健康で､いきいきと暮らし続けるために､地域でシニアの健康づくりの活動を行っているグループを｢きらり☆シニア塾｣に
認定しています｡健康づくりの活動をしている地域のグループで､認定を受けませんか! (30年11月末現在の認定は85団体)

｢きらり☆シニア塾｣認定団体を紹介｢きらり☆シニア塾｣認定団体を紹介

きらり☆シニア塾
活動はホームページからもご覧いただけます。

No.43　ノルディック今井No.42　ときわステップ会

会　場
対象者

第１･3金曜 13時30分～15時
常盤台コミュニティハウス
どなたでも大歓迎

活動日時

▲スクエアステップをしている様子

　転倒予防､認知症予防､体力づくりに
効果があるといわれている｢スクエアス
テップ｣を行っています｡60歳代から
90歳代まで幅広い年齢層で､笑いが絶
えず楽しく活動をしています｡

　｢健康で人生を楽しく｣を合言葉に､月２
回のノルディックウォーキングのほか､隔月
に近郊の自然や歴史の散策巡りをしてい
ます｡仲間との会話を楽しみながら､心身の
健康アップを目標に活動しています｡

会　場 対象者

第１･３火曜 13時～16時※7･8月は休み
郊外散策:隔月第４火曜 ９時30分～16時
今井地域ケアプラザ周辺　　　　健康志向で自然を愛する人

活動日時

土ケ谷歴史あるまちあるき2019を開催します土ケ谷歴史まちあるき2019を開催します

は

ガイドツアー
時　間 午前の部　9時～12時のうち2時間程度

午後の部　13時～16時のうち2時間程度

かたびら・スペース・しばた。（帷子町2-58）
【Ａ】近代水道・保土ケ谷宿の遺構と中世かまくら道を巡る
【Ｂ】帷子川沿いの明治・大正・昭和の工場跡地を巡る
【Ｃ】丘の洋館を巡る

受付場所
内　容

コース ①午前A ②午後A ③午前B ④午後B ⑤午前C ⑥午後C
各10人程度(抽選)
１月25日必着ではがき･電話･FAX･Eメール
〒住所･氏名･電話番号･希望コース(①～⑥のうち第３希望まで）を明記
〒240-0001 川辺町2-9 区役所企画調整係 「歴史まちあるき2019」担当
※抽選結果は開催日1週間前までに発送します。

定　員
申込み

無料

各スポットに案内看板を設置していますので､自由に見学を
楽しめます｡一部の建物では内部見学も可能です｡詳しくは
1月28日以降に配布するパンフレット（企画調整係[区役所
本館２階22番]）をご覧ください｡区役所ホームページでも
ダウンロードできます。

歴史的建造物などの外観自由見学
開催日時 2月9日(土)～10日(日)9時30分～16時
※

無料

保土ケ谷カトリック教会 演奏会
時　間
会　場

内　容
費　用

問合せ

13時～14時（開場：12時30分）
保土ケ谷カトリック教会 聖堂(霞台8-41)
500円　　　　　 島根 朋史
バロックチェロ&ヴィオラ・ダ・ガンバによる
無伴奏演奏
岩間市民プラザ　　337-0011　　337-2500

ぐくみ塾発 区民企画型講座ぐくみ塾発 区民企画型講座
区役所生涯学習支援係
　334-6308　　332-7409　
　ho-manabi@city.yokohama.jp

無料

※12日は講座後の夜に地域猫活動に
　向けた体験(自由参加)あり

　学校生活に「悩み」をかかえた子どもが地域にいます。
そんな子どもたちを支援する人や場所について学べ
ます。

　　　　ほどがや市民活動センター アワーズ　　　　　各締切日までに､はがき･FAX･Eメール  〒住所･氏名(ふりがな)･電話番
号･年齢･講座名・応募動機(ポジティブ・ライフ保育希望者は子どもの名前(ふりがな)･性別･生年月日)を明記 〒240-0001川辺町2-9 区
役所生涯学習支援係 ※Eメールの場合は件名に｢ポジポジ｣･｢地域猫｣･｢紙ひこうき｣いずれかを明記してください｡
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開催日 2月9日(土)

※26日のみ10時～12時

※受付時間は、コースにより異なります。参加者決定後に個別に通知します。

▲旅籠本金子屋跡

東隧道▶
あずまずいどう

※⑤・⑥は、同時刻で2回実施します。

出　演

保土ケ谷歴史まちあるき2019

会　場 申込み

猫トラブルを減らせ‼「地域猫活動セミナー」
～猫に関わる問題を
　地域の力で解決していきましょう～

日　時

2月5日･12日･19日の火曜(全3回)
10時～12時

30人(抽選)
｢猫の生態を知る･学ぶ｣
｢地域で考えよう､猫の問題｣
｢自分たちでできること 〇〇発見!
 その後どうする?｣ など
1月25日必着
ほどニャン運営委員会

内　容

定　員

学校生活に悩める子どもたち
～考えてみよう！子どものきもち～

日　時 2月5日･12日･19日･26日の火曜(全4回)
14時～16時
30人(抽選)
｢学校生活に悩みをかかえた子どもの現状
を知る｣｢体験談｣｢学習支援ボラティアから
見た子ども達の姿｣｢身近にある子どもの
居場所の紹介｣ など
100円　　　　　1月21日必着
紙ひこうき運営委員会

内　容

費　用 申込み

定　員

申込み
主　催 主　催

保育あり
ポジティブ･ライフ講座
～脳を知って毎日をハッピーに♪～

日　時 2月7日･14日･21日･28日の木曜(全4回)
10時～12時
ポジティブになりたい人
（子育て･介護など） 15人(抽選)
｢脳のしくみとポジティブ･ライフ｣
｢脳とアロマの関係｣
｢思い込みを超える言葉の力｣ など
500円(アロマオイルのお土産付き)
有(6か月以上)
1月22日必着
ポジポジ運営委員会

内　容

費　用
保　育
申込み
主　催

対象・定員
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東京防災 家具転倒防止対策

保土ケ谷税務署 
〒240-8550 帷子町2-64
　331-1281

ベッドやふとんの上に家具が倒れてこないよう、
家具の配置場所を見直しましょう。

381-3753
333-1166
335-0939
335-0868
714-8856
352-0094
371-8158
332-3801
348-2805
374-0907
731-9080

2/2(土)10時30分～
2/2(土)10時～､2/16(土)14時～
2/2(土)10時～､2/9(土)14時～
2/2(土)15時～
随時対応 ※申込み締切1/18

2/16(土)14時30分～※要予約

1/12(土)14時～､2/9(土)14時～
2/2(土)14時～
1/19(土)10時～※要予約

2/9(土)14時～､2/23(土)14時～
2/2(土)11時～､14時～

上菅田町1500 笹山団地集会所２階
明神台44-1 明神台団地自治会館１階
天王町1-31-15 メグミビル301
宮田町2-158-19 荒井ビル1階･2階
狩場町41
新桜ケ丘2-24-20
西谷町882
和田2-5-9 宮野ビル4階
初音ケ丘36-26
旭区市沢町85-7
南区南太田4-36-23

学童保育たけのこクラブ
明神台学童保育所
帷子学童クラブ
峯学童クラブ
狩場学童クラブ
保土ケ谷西部学童保育センター
学童保育スクラム
ときわ学童クラブ
(学)初音丘学園アフタースクールはつねっ子
市沢学童クラブ
夢学童保育

上菅田小･笹山小
星川小･桜台小
帷子小･保土ケ谷小
峯小･浅間台小･宮谷小
岩崎小･瀬戸ケ谷小
今井小･仏向小・藤塚小
川島小･上菅田小･上星川小
常盤台小･仏向小･星川小
初音が丘小･権太坂小･瀬戸ケ谷小
市沢小・川島小
富士見台小・永田小・南太田小

1月29日(火)
1月30日(水)～2月1日(金)
2月5日(火)～7日(木)

保土ケ谷公会堂(星川1-2-1)
旭公会堂(旭区鶴ケ峰1-4-12)
瀬谷公会堂(瀬谷区二ツ橋町190)

身近な防災情報や､いざというときに役立つ情報をお伝えします｡ 区役所庶務係
　334‐6203　　334-6390

地震の被害から身を守るために
　地震に対する備えでは､家具の転倒防止も重要です｡地震による負傷者の3～5割は家具類の転倒･落下が原因と言
われています｡また、けがをしなかったとしても、倒れた家具で出入口をふさがれたり、室内に物が散乱するなど避難
の妨げにもなります。家の中を確認して、地震に強い室内対策をしましょう。

家具の配置も工夫しましょう

確定

保土ケ谷区の注目情報をピックアップ
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定申告書作成についてのお知らせ

区役所学校連携･こども担当 
　334-6322　　333-6309放課

日　時

会　場

内　容

申告・納付
期限

2月18日(月)～3月15日(金)の平日  
※2月24日と3月3日の日曜は開場します。
　申告相談は9時15分開始(受付:8時30分～16時）
日石横浜ホール(中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル1階)
所得税・復興特別所得税､
個人事業者の消費税･地方消費税､贈与税
所得税･復興特別所得税、贈与税:3月15日(金) 
個人事業者の消費税・地方消費税:4月1日(月)

会　場 各クラブ ※直接会場へ(「保土ケ谷西部学童保育センター」と｢(学)初音丘学園アフタースクールはつねっ子｣は要予約)
※詳しい内容は､各クラブにお問い合わせください｡

時　間

対象者

持ち物

9時30分～15時30分(開場:9時) 
※当日の整理券配布は８時から行います｡
※相談は1日300人程度を予定しています｡
※混雑状況などにより､早めに受付を終了する場合があります｡

※保土ケ谷税務署に申告書作成会場はありません｡
※作成済みの申告書提出は､平日のみ税務署の総合窓口で受付｡
※郵送する場合は保土ケ谷税務署へ｡

※次の①か②のどちらかが必要です。
　①マイナンバーカード ②番号確認書類(通知カードなど)と身元確認書類(運転免許証など)

申告書作成会場

※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります｡

医療費控除について
　29年分の確定申告から､領収書提出の代わりに「医療費控除の明細書」
の添付が必要となりました｡事前に作成してから持参してください｡
　なお､「医療費控除の明細書」の様式と記載例は､国税庁ホーム
ページに掲載されています｡

年金受給者､給与所得者および小規模納税者  
所得税等および消費税の確定申告書を作成して提出できます
(住宅借入金等特別控除等を初めて受ける場合､土地・建物
および株式などの譲渡所得がある場合を除く)｡

確定申告書類(前年の控え､｢確定申告のお知らせ｣のはがき
又は通知書)､源泉徴収票など申告に必要な書類､筆記用具､
計算器具､印鑑など

※小規模納税者とは､事業所得･不動産所得又は公的年金以外の雑所
得がある者のうち､平成29年分の所得金額が300万円以下の人､消費
税の課税事業者である場合には､基準期間の課税売上高が3,000万円
以下の人です。

税理士による無料申告相談　
～申告書を作成できます～

マイナンバーの記載について
　所得税・復興特別所得税､消費税・地方消費税､贈与税の申告書には､税
務署へ提出するつど、マイナンバーの記載と本人確認書類　の提示又は
写しの添付が必要です｡

国税庁　確定申告医療費控除

※

課後児童クラブ入所説明会を開催します
　入所を希望する人は､各放課後児童クラブが開催する説明会に参加してください｡

クラブ名 所在地 電話番号 利用児童の主な小学校 説明会日時

日程 会場

いずれの会場も､専用駐車場はありません｡
公共交通機関をご利用ください｡

※

◆Ｌ字金具
　家具を壁にネジで
　直接固定する

◆粘着マット
　粘着性のマットで家具の底面を
　接着させて固定する

◆ポール式
　家具と天井の間に
　設置して固定する

◆ストッパー式
　家具の前面下側に挟み込み、
　壁側に傾斜させる

家具転倒対策器具は正しく取り付けないと効果がありません。　●家具の転倒防止参考HP

室内の安全対策

家具転倒対策器具

ドアの前にも置かないようにします。



　 4月1日～32年3月31日　 仏向原ふれ
あい公園(仏向町1252-1)　 区内在住で
徒歩･自転車で分区園を利用できる①8人ま
での家族･グループ 45組(抽選)②9人以
上の団体 2組(抽選)　 ①18,000円/年
（1区画：12㎡）②60,000円/年（1区画：40㎡）
　 　1月25日必着で往復はがき 往信面
に代表者の〒住所･利用者全員の氏名･電話
番号･公園名､返信面に〒住所･氏名を明記
※団体で利用する場合､｢グループ名もしく
は団体名｣を明記｡家族利用とグループ利用
の重複申込みは不可｡〒232-8587 南区唐
沢15 横浜植木(株)造園部仏向原ふれあい公
園分区園担当　 262-7410､環境創造局公
園緑地管理課　 671-2643　 664-2588

区 役 所 から

施 設 から
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アイコン凡例 日時・期間　　 会場　　 対象・定員　　 費用 　　内容 　　持ち物 　　申込み 　　問合せ 　　電話(番号) 　　ファクス(番号)
Eメール(アドレス) ホームページ　　 休館日 　　無料 保育 　　要予約
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　 2月2日(土)10時～13時　 西谷地
区センター(西谷町918)　 区内在住･
在勤 先着20人　 500円　 ブルガリア
料理の調理､ブルガリアの紹介など　 
　 1月19日10時から西谷地区センター
に電話(　 371-3794)　 区役所生涯学
習支援係　 334-6305　 332-7409

ブルガリア料理教室

区民ギャラリー･アーバンアートほどがや
平成31年度作品展示者募集

　 区内在住･在勤･在学か､活動拠点が
区内の個人･団体　 区民ギャラリー(区
役所本館1階)､アーバンアートほどがや
(JR保土ケ谷駅ビル3階)　　 1月31日
必着で申込書を持参か郵送｡出展要項･申
込書は区役所（本館2階23番）･区内地区
センターで配布 〒240-0001 川辺町2-9
区役所生涯学習支援係｢区民ギャラリー
担当｣　 334-6307　 332-7409

｢こんにちは赤ちゃん訪問事業｣
訪問員追加募集

　 市内在住で､区内で子育て支援に従
事した経験がある人※担当地区は問合
せ 若干名 　　1月31日までに電話 こ
ども家庭係　 334-6323　 333-6309

2月6日(水)①10時～､②11時～
先着 各回10人　 1月15日9時30分か
ら窓口(電話は翌日から)2月2日(土)17時30分～19時30分

小学生以上 先着20人　 300円
星空や星座･宇宙天文情報についての学
び　 1月15日9時30分から窓口か電話

■今井★星空さんぽ 冬

　 2月8日(金)14時～16時　 区役所会
議室　 市内在住のベーチェット病患者
と家族 先着50人　 専門医による疾患や
治療に関する解説､療養生活の注意点に
ついて　 　1月15日から電話かFAX 〒
住所･氏名･電話番号･講演会名を明記 高齢
者支援担当　 334-6327　 331-6550

難病医療講演会｢ベーチェット病｣

　 4月1日～32年3月31日　 今井の丘公
園(新桜ケ丘一丁目)　 区内在住で徒歩･自
転車で分区園を利用できる家族･グループ 
70組(抽選)　 4,000円/年（1区画：10㎡）
　 　1月25日必着で往復はがき 往信面
に代表者の〒住所･利用者全員の氏名･電
話番号･公園名､返信面に〒住所･氏名を
明記※グループで利用する場合､｢グルー
プ利用｣と明記｡家族利用とグループ利用
の重複申込みは不可｡ 〒234-0055 港南
区日野南4-3-5 アライグリーン(株)分区
園担当　 844-5528､環境創造局公園緑
地管理課　 671-2643　 664-2588

今井の丘公園(分区園)の利用者募集

都岡地区恵みの里
｢ネギ収穫体験in都岡｣

　 2月16日(土)(荒天の場合は17日(日)
に延期)13時30分～　 旭区下川井町の
畑　 市内在住の家族 50組(抽選)※単
身可　 300円/約5本(収穫した分を買い
取り)　 1月31日必着ではがきかFAX 
〒住所･電話番号･参加者全員の氏名･
年齢を明記 〒241-0031 旭区今宿西
町289 都岡地区恵みの里運営協議会
事務局｢ネギ収穫体験in都岡｣係　 
090-7733-8532　 955-5057　 北部
農政事務所 　948-2482　 948-2488

仏向原ふれあい公園(分区園)の
利用者募集～4月1日に開園!～

初音が丘地区センター
〒240-0031　藤塚町15-1

352-3992 442-3559　 1/21(月)

■カナリア･アンサンブル
｢親子リトミック＆コンサート｣
2月23日(土)11時～12時　 未就学児と

保護者 先着30組　 200円　 1月15日9時
30分から窓口(電話は仮予約で翌日から)

■初音が丘サロンコンサート
～マリンバと歌とキーボード～
2月23日(土)14時～15時　 小学生以

上 先着30人　 200円　 1月15日9時30
分から窓口(電話は仮予約で翌日から)

■くつろぎのひととき“レコードcafé初音”
1月18日(金)14時～16時（出入り自由） 
200円（スイーツ付き）　  直接会場へ

今井地区センター
〒240-0035　今井町412-8

352-1183 352-1196　 1/29(火)

1月26日(土)10時～15時　 工作､紙
芝居､本の譲渡会､模擬店など※一部申
込制　 直接会場へ

■地区センターにいこう！ ファミリーDAY

2月18日(月)18時30分～19時30分
成人 先着12人　 500円　 1月15日

9時30分から窓口か電話

■体験講座 ボイストレーニング

2月14日(木)10時～11時30分　 未
就学児と保護者 先着20組　 1月15日
から窓口か電話

■バームクーヘンの楽しいひなまつり

■みんなで作ろう!! ジャンボ恵方巻き
2月2日(土)10時～12時　 先着20人
500円　 1月15日から窓口か電話

常盤台コミュニティハウス
1/28(月)

〒240-0067　常盤台53-2
348-8277 348-8288

ほどがや地区センター
〒240-0003　天王町1-21

333-0064 520-1650 1/21(月)

■幼児のおやつ～忙しいママでも簡単に
作れる栄養バランスのとれたおやつを
栄養士の先生と一緒に作りましょう～

2月24日(日)10時～13時　 18歳以
上 先着20人　 900円　 1月15日9時
30分から窓口(電話は翌日から)

■国際交流の料理～イタリア料理を
学びながら､ご一緒にイタリアの
街へ食の旅に出ましょう！～

　野菜・果物・花などを即売します｡(主
催：横浜中部地区市民朝市出店者会)
 2月3日(日)7時30分～8時30分　 保土

ケ谷公園ミニ運動広場※直接会場へ　 北
部農政事務所　 948-2481　 948-2488

横浜中部地区市民朝市

まちなか農家さんの“ほどがや朝市”
～旬な“ほどがや野菜”を直売します～

　 1月26日(土)9時30分～(売り切れ次
第終了)　 区役所前広場(天候などによ
り中止する場合があります｡マイバッ
グを持参)※直接会場へ　 地域力推進
担当　 334-6380　 333-7945

区役所や区内公共施設の事業やイベントなどをご案内します

くぬぎ台小学校コミュニティハウス
〒240-0045　川島町1374-1

371-7611 火・金曜

■いっしょに､元気に歌いましょう! Ⅵ
2月16日(土)10時～12時　 成人 先

着20人 　1月16日から窓口･電話･FAX 
〒住所･氏名･電話番号を明記

権太坂コミュニティハウス
〒240-0026 権太坂3-1-1 権太坂スクエアA-1
 713-6625 713-6695

■ごんたカフェ
1月12日･26日の土曜 13時30分～15時

30分　 65歳以上　 100円/回　 12日:和
風新年会､26日:ゲーム　 直接会場へ
■認知症サポーター講座

2月23日(土)10時～11時30分　 成
人 先着30人　 認知症の人のサポート
方法　 1月15日から窓口か電話

1/21(月)

■みんなで歌うなつかしの歌
1月28日､2月4日の月曜 9時30分～

11時30分　 成人 先着20人　 300円/
回　 1月15日10時から電話
■ふれあい西谷寄席

2月2日(土)10時30分～11時30分
小学生以上 先着30人　 1月15日10

時から電話かHP

西谷地区センター
〒240-0052　西谷町918

371-3794 　 370-3161 　1/21(月)
nishiya.hodogaya-kumin.com

■草花を楽しもう!～押し花をアレンジ～
2月21日(木)9時30分～11時30分
成人 先着15人　 1,000円　 2月3

日10時から電話かHP

岩崎地域ケアプラザ
1/28(月)

〒240-0015　岩崎町37-5
334-1551 334-1500

■認知症サポーター養成講座
2月24日(日)10時30分～12時　 ソ

ラスト保土ケ谷（岩井町123-2 保土ケ
谷駅前ハイツ2号棟）　 先着50人　 2
月1日から窓口か電話

　 1月24日(木)13時30分～15時30分
(受付:13時)　 保土ケ谷公会堂　 市内
在住･在勤･在学 先着100人　 講師:終
活カウンセラー協会 武藤頼胡　 直接
会場へ　 地域活動係　 334-6302　 
332-7409

消費生活教室 トラブルを回避するため
の終活を考える～元気なうちに始める、
暮らしの総点検～

よりこ

　 2月5日(火)14時～16時　 区役所会議
室　 20人（抽選）　 1,000円　 季節の花
の寄せ植えプランターの作成　 1月18日必
着ではがき･FAX･Eメール 〒住所･氏名･電話
番号を明記 〒240-0001 川辺町2-9 区役所
資源化推進担当　 334-6304　 332-7409
　 ho-shigen@city.yokohama.jp

花の寄せ植え教室参加者募集
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桜ケ丘コミュニティハウス
〒240-0015　岩崎町15-30

331-5368 331-8990 1/21(月)

■｢夜のヨガ｣で体も心もリフレッシュ
2月13日～3月13日の水曜(全5回)19時

～20時　 成人 先着10人　 3,000円　 1
月16日9時30分から窓口(電話は翌日から)
■春ごはんをつくりましょ！

2月28日(木)10時～13時　 成人 先
着8人(保育は先着3人)　 800円(保育は
別途600円)　 1月16日9時30分から窓
口(電話は翌日から)
■桜ケ丘チャリティコンサート vol.18

3月3日(日)14時～15時　 先着45人
1月16日9時30分から窓口(電話は翌日から)

浅間コミュニティハウス
〒220-0072　西区浅間町5-375-1-2F
311-6085 311-6050 1/21(月)

■バレンタインフラワーアレンジメント
2月11日(月･祝)10時～12時　 小

学生と保護者 先着6組　 800円　 1月
15日から費用持参で窓口(電話は3日
以内に窓口手続き)
■親子のおはなし会

2月21日(木)11時～11時30分　 3
歳未満の乳幼児と保護者 先着7組　 1
月17日から窓口か電話

■図書館deYES 温暖化防止月間
タペストリー展示
1月16日(水)～31日(木)　 直接会場へ

■定例おはなし会
1月16日､2月6日の水曜 15時30分～

16時　 一人で話を聞ける子ども　 絵本､
紙芝居の読み聞かせなど　 直接会場へ
■親子おはなし会

1月17日(木)①10時30分～､②11時
～※各回同一内容　 2歳以下の乳幼児
と保護者　 わらべ歌､絵本の読み聞か
せなど　 直接会場へ

保土ケ谷図書館
〒240-0006　星川1-2-1

335-0421333-1336 1/15(火)

■子どもの勉強会
1月12日･19日･26日､2月2日･9日の

土曜 10時～12時　 日本語を母語とし
ない小･中学生

■異文化理解講座
2月16日(土)10時30分～12時

500円（お茶菓子付き）　 テーマ：コロンビ
ア 1月19日10時から窓口･電話･Eメール

ほどがや国際交流ラウンジ
〒240-0004　岩間町1-7-15 岩間市民プラザ1階 
337-0012　　337-0013 　1/15(火)
toiawase@hodogaya-kokusai.com

■日本語教室
1月11日～2月9日の木曜夜､金曜午

前､土曜午後　 外国人

■親子で楽しむ春の草木染め
3月3日(日)10時～12時　 3歳～小学

生と保護者 10組(抽選) 　1,000円　 2
月17日必着

こども植物園
〒232-0066　南区六ツ川3-122
741-1015 　 742-7604 　 1/21(月)
www.hama-midorinokyokai.or.jp/kodomo

■楽･楽家庭菜園～春夏野菜編～
3月1日(金)13時30分～15時30分

成人 20人(抽選)　 500円　 2月15日必着

　 各締切日までに窓口・はがき・FAX・
HP 〒住所・氏名(フリガナ)・電話番号・
事業名（草木染めは子どもの年齢）を明記

■鉄板祭りF･G
F:3月23日(土)､G:24日(日)10時～14

時　 家族･グループ 各80人(抽選)
中学生以上:2,200円､小学生:1,800円､4
歳～未就学児:1,000円､3歳以下:100円

三ツ沢公園青少年野外活動センター
〒221-0855　神奈川区三ツ沢西町3-1

314-7726　  311-6444
www.yspc.or.jp/mitsuzawa_yc_ysa/

■わんぱくおてんば春探検隊
3月21日(木･祝)9時30分～15時30分
小学1～3年生 48人(抽選)　 3,000円

　 1月30日までに往復はがき（消印有
効）かHP 〒住所･氏名(フリガナ)･電話
番号･年齢(学年)･事業名を明記

　 区役所広報相談係　   334-6221　  333-7945

所在地

営業時間
アクセス

■あったかエコキャンプ
3月16日(土)13時～17日(日)14時

小学生 50人（抽選）　 6,500円　 エコ
を意識した野外炊飯､ゲーム､クラフト､キ
ャンドルファイヤーほか　 2月12日必着

こども自然公園青少年野外活動センター
〒241-0834　旭区大池町65-1

811-8444 　 812-5778
www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa

■自然を写そう!デジカメテクニックH
3月2日(土)9時30分～12時　 小学5年

生以上 10人(抽選)　 1,000円　 デジカメ
の基本操作と自然をきれいに撮るテクニ
ック/講師:写真家 鈴木清美　 2月4日必着

　 各締切日までに往復はがきかHP 
〒住所・氏名(フリガナ)・電話番号・年齢
(学年)・生年月日・性別・事業名・Eメール
アドレスを明記

区役所や区内公共施設の事業やイベントなどをご案内します

1月31日(木)9時30分～11時30分
立ち座りが無理なくできる人(区内在住
優先) 先着20人　 400円　 正しい姿勢
や歩き方､肩こり腰痛の予防･解消など
 1月16日10時から窓口か電話

■リンパマッサージ＆ストレッチ

星川地域ケアプラザ
〒240-0001　川辺町5-11

333-9500 340-2100 1/28(月)

2月8日(金)18時30分～20時 　先着10人
500円　 1月15日10時から窓口か電話

■ナイトヨガ～和みのヨーガ～

2月15日(金)13時～14時30分　 先着
30人　 糖尿病/講師:くぬぎ台診療所 
青柳祥夫　 1月15日9時から窓口か電話

今井地域ケアプラザ
〒240-0035　今井町412-8
351-8812 351-8814

■知っておきたい医療知識

2月21日(木)13時30分～　 全席指定
800円※会員制　 秋田から上京し､住み込
みで働く女の物語/監督:田坂具隆､出演:左
幸子､伊庭輝夫ほか　 1月17日から予約開始

岩間市民プラザ
〒240-0004　岩間町1-7-15

337-2500　  337-0011 1/15(火)

■岩間シネクラブ第140回｢女中ッ子｣

3月23日(土)11時10分～　 全席指定1,000
円　 曲目:リベルタンゴ､わが母の教えし歌､
無言歌など　 1月20日からチケット発売

■午前の音楽会vol.114 熟達のホルン
大和田浩明

■みんなのひろば｢保土ケ谷の環境を次世
代に残すために私たちが出来ること｣
2月8日(金)18時30分～20時30分　 区

内で環境活動をしている団体･個人､環境に興
味がある人 30人(抽選)　 自然環境の保全・
管理について考える/講師:横浜国立大学大学
院環境情報研究院 准教授 森章　 1月31日
必着で窓口･はがき･FAX･Eメール 〒住所･氏
名･年代･電話番号･Eメールアドレス･環境に
関する活動をしている場合は活動内容を明記

ほどがや市民活動センター アワーズ
〒240-0006　星川1-2-1

 334-6306　  339-5120　  1/21(月)
 toiawase@hodogaya-ours.jp

■女性のためのパソコン講座｢セキュリ
ティの基本とパスワード管理｣
2月24日(日)10時～15時30分　 女

性 先着12人　 5,500円　 1月15日か
ら電話(　 862-4496)かHP

男女共同参画センター横浜
〒244-0816　戸塚区上倉田町435-1
862-5052 　862-3101 　1/24(木)
www.women.city.yokohama.jp

※保育は1歳6か月～未就学児、予約
制、有料　 子どもの部屋　 862-4750

川島町公園こどもログハウス
〒240-0045　川島町825-1

373-8566 1/21(月)

■新春おたのしみタイム
～川島囃子の｢獅子舞｣～
1月20日(日)14時～15時　 中学生以

下　 直接会場へ

hodogaya-ours.jp

2月15日(金)～3月15日(金)　 地区セ
ンター､コミュニティハウス、アワーズ

講座ごと 各先着　 各講座ごと無料
～500円　 開催日・講座内容などはHP
を確認　 1月22日から電話･Eメール

■ほどがや街の学習応援隊 ちょっと体験講座

かわしまばやし

Mr.YNU(横国大)2018グランプリ
熊本 皓太さん
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　 2月8日(金)9時～11時　 区役所本館3階母子相談室　 妊娠中・産後1年以
内の方　 母子健康手帳

■妊産婦健康相談

　 区役所本館3階　 問診票､母子健康手帳､おむつ・パンツの予備､バスタオル
(4か月児)､ナイロン歯ブラシ(1歳6か月児､3歳児)､尿・尿検査申込書(3歳児)

対象 日程 受付時間
4か月児

12時45分～13時30分1歳6か月児
3歳児

■乳幼児健康診査　  ※予約不要

1月23日､2月6日の水曜

1月17日･31日の木曜

こども家庭係 334-6323 333-6309

1月30日(水)､2月7日(木)

　 2月21日(木)13時30分～14時45分　 区役所本館3階母子相談室　 未就
学児 　ナイロン歯ブラシ､母子健康手帳

■乳幼児歯科相談 334-6297

〒240-0001　川辺町2-5 パークタワー横濱星川1階　 　
　 332-3190　340-0013 日･月曜(月曜祝日の場合は火曜)

地域子育て支援拠点 こっころからのお知らせ

■絵本作家 保科琢音と12人のお父さん達～お父さんと笑おう「おとわらの日」～
　1月19日(土)10時30分～11時30分　 未就学児と保護者　 絵本作家と保土
ケ谷のお父さん達の面白い話＆絵本と紙芝居の読み笑わせなど　 直接会場へ
■横浜子育てサポートシステムの入会説明会
　子どもを預けたい方と子育てを応援したい方(預かる方)を対象とした説
明会です｡お気軽にご参加ください｡同室保育もあります｡
　2月23日(土)10時30分～11時30分 　子ども(生後57日～小学6年生)
を預けたい方､預かる方(市内在住の成人で健康な方) 先着15人　 　 1月
16日から窓口か電話　 333-3885

ほしな  たくお

健康づくり係 334-6345～7 333-6309

※体調不良や都合の悪いときは次回以降の日程にお越しください｡
※転入された方にはご案内が届かない場合がありますので、お問い合わせください｡

　毎週火曜(閉庁日を除く) 〈受付〉9時～9時15分　 区役所本館3階　 結果
を翌週以降の火曜(閉庁日を除く)に説明 〈受付〉8時45分～9時

■エイズ･梅毒検査　　 　匿名での検査 　 334-6347

■食と生活の健康相談　　 　  334-6346

　1月25日(金)9時～､10時～､11時～　 区役所本館3階栄養相談室　 0～
18歳の食事の相談　 母子健康手帳

■子どもの食生活相談　　 　  334-6346

　1月25日(金)13時30分～15時　 区役所本館3階会議室　 生後7～8か月
児(離乳食1日2回程度) 先着30人　 離乳食の話､調理実演､ 試食､
個別相談　 離乳食用スプーン､タオル､スタイ､母子健康手帳

■離乳食教室　　 　  334-6346

※スマートフォンでの申込みはこちらから→

　糖尿病・脂質異常症・高血圧・肥満などの食生活、運動、禁煙の相談
　①1月22日(火)13時30分～､14時30分～、15時30分～②2月14日(木)9
時～､10時～､11時～ 　区役所本館3階栄養相談室

　2月6日(水)9時45分～11時15分 〈予約〉1月15日～　 区役所本館
3階　 30年1月～3月生まれ 先着30人　 ナイロン歯ブラシ(親子と
も)､母子健康手帳

■歯っぴいいきいき1歳児　　 　  334-6347

　内容などの詳細は、広報ほどがや区版30年5月号｢保存版保健だより｣に掲載
■肺がん・胃がん・子宮がん・乳がん・大腸がん・前立腺がん検診､横浜市健康診査

　 334-0462 　yume-toys@e-hodogaya.org 　 
ほどがや地域活動ホームゆめ 

　1月23日(水)10時～12時　 3歳くらいまでの乳幼児と保護者(保護者のみの参加
可) 先着10組　 1月15日から電話･FAX･Eメール 名前・子どもの年齢・連絡先を明記

〒240-0005　神戸町140-2 　 340-3360

■ママとも･ほっとサークル｢きらきら｣～お子さんの発達に不安があるママたちのお話会～

土・日曜、祝日

区体育協会事務局(保土ケ谷スポーツセンター内)
　 332-1130(月～金曜の13時～17時) ※申込書は事務局で配布区民大会

大会名 費用 申込み・問合せ先会場日程(申込締切)
2/3(日)
(1/25必着) 1,200円/人第161回 バドミントン大会

(一般･シニア 男女別シングル個人)
泰良 利治
　 715-0332

3/3(日)
(2/9必着) 無料第13回ほどがやボッチャ 体育協会 泰良

　 332-1130

大会名 費用 対象・定員日程
1月～2月の木曜(1月3日は除く)

11時45分～12時45分 500円/人ファジーテニス
タイム

清水ケ丘公園屋内プール 〒232-0007 南区清水ケ丘87-2
　243-2131  　243-2206

　 2月14日～3月12日の火曜･木曜(全8回)①9時30分～11時､②11時～12時30
分　 各35人(抽選)　 6,100円　 1月24日までに窓口

■初級水泳教室 第6期
2/4(月)

■当日受付教室

動きやすい服装､室内シューズ､タオル､飲み物など　　直接会場へ

平沼記念体育館 〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1　　 1/21(月)
　311-6186　 316-8521　 www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

すみれ通信～区民の情報広場～ ※区民が主催する
　活動を掲載

■親と子のつどいの広場マムマム

区社会福祉協議会からのお知らせ 〒240-0001 
川辺町5-11 かるがも3階

■一緒に学ぼう! ～精神障害ってなぁに？～
　精神障害について一緒に考えてみませんか? 身近にあることなどを
気軽に話し合える場です｡
　 2月28日(木)14時～16時　 かるがも3階 福祉保健活動拠点　 先着30人
　 精神障害について知るための話､グループワーク　 筆記用具　 1月21
日から電話･FAX･Eメール お住いの町名･氏名･電話番号を明記

■善意銀行
　諏訪隆三様､健康クラブ80様､かもめ会様､吉野流 吉野都茂恵様､一般社団
法人神奈川県LPガス協会横浜旭･保土ヶ谷支部様､横浜ケーブルビジョン
株式会社様､匿名2名様から寄付がありました｡ありがとうございました｡

341-9876　  334-5805　　ｈ@shakyohodogaya.jp

　横浜市補助事業 親と子のつどいの広場マムマムがオープンしました｡
お気軽に遊びに来てください｡
　月･火･木･金曜 9時30分～15時　 狩場町301-56 アルカディア壱番館102
　NPO法人 パオパオの木　 517-0834

16歳以上 
先着24人

1月～2月の水曜(1月2日は除く)
21時～22時40分 700円/人水曜フットサル

タイム
18歳以上 
先着40人

1月～2月の金曜(1月4日は除く)
21時～22時40分

個人:500円
チーム:2,000円
※チームは５人以上

金曜フットサル
クリニック

18歳以上 
先着20人

保土ケ谷
スポーツセンター

●粘土のお花展
●版画カレンダー原画展

区民ギャラリー(区役所1階ロビー)　　 334-6305

アーバンアートほどがや（JR保土ケ谷駅ビル3階）　　334-6305

1月16日(水)～24日(木)
1月28日(月)～2月1日(金)
2月5日(火)～12日(火)

1月18日(金)～29日(火)
1月31日(木)～2月9日(土)

●津軽こぎん刺し 藍の語らい展
●自治会町内会活動紹介パネル展
●第47回子ども新春書初め展

一人で悩まず､話してください
～子ども･家庭支援相談～

　泣いてばかりで眠れない､子育てに
自信がない､子どもにイライラする…｡
　いつも泣き声が聞こえる…｡

子育てに不安や悩みが
あるときは…
心配な親子を見掛けたら…
夜間や休日の相談は…

●

●
●

区役所子ども･家庭支援相談
　334-6396

よこはま子ども虐待ホットライン
　0120-805-240 ※24時間365日

区役所や区内公共施設の事業やイベントなどをご案内します

※スマートフォンでの申込みはこちらから→
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