
私たちほっとなまちづくり探検隊が
まちの中で実践されている、地域の特性を生かした
つながり支えあいの取組を探してみました！

裏面に､登録番号･地域ケアプラザの
電話番号などを記載(登録料：300円)｡
登録は自治会町内会で行っています。

　｢まごころホルダー(見守りキーホルダー)｣を身に着けた人が､道に迷った
り倒れたりした場合､対応した警察や救急隊などが地域ケアプラザに登録照
会し､地域ケアプラザが緊急連絡先へ連絡をとります｡地区に住む皆さんが
作り上げた独自の取組です。

　地域の誰でも参加でき､手作りのカレーを食べながら交流
できる場になっています｡
　地域の中で顔の見える関係を築くことができ､子どもから
大人までほっとできる居場所となっています｡

保土ケ谷ほっとなまちづくり
さまざまな人や団体がつながり支えあうことで､
安心していきいきと暮らせる地域にしていこうとす
る区の地域福祉保健計画の愛称です｡

区役所事業企画担当　　334-6343　　333-6309　

毎月第3水曜(原則)に
｢みんなの食堂｣を開催

まごころホルダーは「いざというときの安心」と
「地域の中でのつながりづくり」を目指しています。

➡ 

ど や
 205,577人
 95,306世帯 (31年1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 2 月号　●52019
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特集

……

…ほどほど介護 がんばりすぎていませんか？

No.

2
No.2 65

アワーズはあなたの
“何かやりたい気持ち”に応えます！

岩井町原地区
で

発見！
岩井町原地区

で
発見！

高齢者や障害のある人を見守り､
支えあう取組を始めています

岩間地区で
発見！

岩間地区で
発見！

　まずは「趣味・特技」、「やってみたいこと」についての住民
アンケートを実施。多くの住民が楽しみながら支えあえる
仕組みづくりを目指しています。

地域の課題解決に向けて
話し合いや取組が進んでいます

川島原地区で
発見！

川島原地区で
発見！

　保土ケ谷ほっとなまちづくりは､地域のみんなを対象に､地域のみんなで進めることを大切にしています｡
今回紹介した活動以外にも､皆さんの身近に｢つながり支えあい｣の取組がたくさんあります。事例集も発行しています。

★計画書･事例集はホームページをご覧いただくか､以下の場所で配架しています。
　区役所事業企画担当(本館3階33番)、区社会福祉協議会、区内地域ケアプラザなど　 保土ケ谷ほっとなまちづくり



　｢認知症は病気だと分かっているけれど対応が大変｣、｢イライラす
る｣、｢周りの人が分かってくれない｣と感じることはありませんか?
　がんばりすぎて､介護のストレスをそのままにすると､鬱の
きっかけになることもあります｡また､介護者が体調を崩す
ことで日々の介護にも支障が出てきます｡

介護者のあなた､もしくは介護している
身近な人にこんなサインはありませんか?

認知症を知り､悩みや思いを共有しましょう

　ヨガなどのプログラムのほか､介護をしている人
との情報交換や話し合いができます｡

※詳細はお問い合わせください｡

□介護は自分一人でやっていると思っている
□介護生活の先行きが見えずに不安になる
□趣味や友だちとの時間が取れなくなった
□疲れているのに眠れない
□体がだるくて食欲がない

　認知症や介護に関する情報を得たり､悩みや不安を
話して交流できる場です｡

参加者の声 参加者の声

認知症の人でも安心して
過ごせる雰囲気です｡

みかんカフェ
レモンカフェ
ゆったりサロン
プラザカフェ千丸台
プラザカフェ笹山
えがおの会
やきいもの会
ゆうづる
常盤台オレンジカフェ
仏向レコードカフェ
男性介護者の集い
ホッとする会
ネーブル倶楽部
ひまわりの会

第 2木曜
3の倍数月第 4火曜
第 3または第 4木曜
第 2･4 水曜
第 4火曜
不定期
隔月第 3火曜
年 6回
不定期
第 4土曜
第 4または第 5水曜
第 3土曜
偶数月第 3日曜
不定期

名称 実施日 時間 会場･問合せ
14時～16時
10時～11時
13時15分～14時45分
13時～14時
10時～15時
13時30分～15時
13時30分～15時
13時30分～15時
10時～12時
14時～16時
11時～12時
14時～16時
10時～11時30分
13時30分～15時

今井地域ケアプラザ

認知症カフェ 介護者のつどい

351-8812

334-1551

371-3831

370-1550

339-5701

336-1565

333-9500

334-6328

岩崎地域ケアプラザ

上菅田地域ケアプラザ

川島地域ケアプラザ

常盤台地域ケアプラザ

仏向地域ケアプラザ

星川地域ケアプラザ

区役所高齢者支援担当

認知症の人を介護しているあなたへ

一人で悩まず､
まずは相談してください｡

平成28年 国民生活基礎調査
（性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの有無の構成割合）

区内認知症カフェ･介護者のつどい

介護のヒント

　区では､認知症の人への対
応の工夫や福祉制度の窓口
などをまとめたパンフレット
を発行しています｡
　ぜひご活用ください｡

介護経験者の話が聞けて､
とても参考になりました｡

話を聞くと､自分だけじゃ
ないということが分かり､
安心しました｡

～がんばりすぎない
　　　　介護のすすめ～

同居介護者の悩みやストレスの有無

女性

ある ない
0％ 50％ 100％

男性

総数

不詳

認知症の人､その家族､
地域の人

対象 介護者対象

夫婦一緒に参加できて嬉
しいです｡介護の悩みも共
有できて良かったです｡

　認知症をよく知り､思いを共有することで､気持ちが楽になったり､対応の
ヒントを得ることができます｡
　区内には､認知症の人やその家族､地域の人など､誰もが参加でき､介護の
悩みや日ごろの思いなどを共有できる場があります｡一人で抱え込まずに､
思いを話してみませんか?

一つでも当てはまる場合は､介護をがんばりすぎているかもしれません｡

を心掛けましょう

【配布場所】
区役所高齢･障害支援課窓口
(別館2階)

同居介護者の約7割が､日常
生活での悩みやストレスが
｢ある｣と答えています｡

うつ

を心掛けましょうがんばりすぎない介護がんばりすぎない介護

認知症の人を介護しているあなたへ
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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

区役所高齢者支援担当　
　334-6328　　331-6550　
区役所高齢者支援担当　
　334-6328　　331-6550　

72.4 ％

68.9 ％

62％
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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

歴史が好きだから
保土ケ谷のことを
調べてみようかな

何もやることが
ないな

近所の人も知らないし
外出するのが嫌だな

自分にできることって
何だろう？

ちょっと
出かけて
みようかな

一人で行動
することが
多い

こだわりが
強いほうだ

からだを
動かすことが
好き

いろんな人と
知り合いたい

健康が
気になる

自分の時間を
大切にしたい

どちらかと
いうと
アウトドア派だ

趣味を
持っている

人と話す
ことが好き

食べる
ことが好き

五感で感動を
味わいたい

おススメは おススメは

スタート

保土ケ谷さん

消防署 区役所

相鉄線 横浜

公会堂・図書館

帷子川

星川駅
二俣川

散策 集まり 食 芸術

はい

いいえ

いいえ

はい

おススメは おススメは

保土ケ谷の
史跡を歩くのは
いかが？

同じ趣味の仲間と
話して過ごすのは
いかが？

地域のイベントに
参加してみては
いかが？

芸術ホールで
観賞するのは
いかが？

FAX

E-mail

電 話

toiawase@hodogaya-ours.jp

開館時間

休館日

所在地

9時～21時(日曜・祝日：～17時)
第3月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始

何かやりたいなら、
アワーズに行って
相談するのが
良いそうよ

気軽にご相談ください
へ

334-6306 339-5120

公共施設の催物案内
会員募集中の団体･サークル
イベントや講座　など

●

●

●

保土ケ谷さん
プロフィール

･あと２か月で退職を迎える
･退職後に何かやりたいが､やりたいことは見つかっていない
･仕事が忙しく､地域のことは妻に任せている
･地域に知り合いがいない

「活動団体
プロフィール」冊子情報紙「OURS」

興味のあるものは
ございますか？

アワーズ

　ほどがや市民活動センターは､区
民の誰もが利用できる施設で､｢み
んなのもの｣という意味を込めた愛
称で｢アワーズ(ours)｣と名付けら
れました｡
　アワーズは､市民活動や生涯学習
の相談を受けたり､地域の役立ち情
報を収集し､発信するとともに､地
域の人や活動とあなたを結びます｡
　これから何か始めてみたい人､ぜ
ひ気軽にアワーズへお立ち寄りく
ださい｡

　情報紙「OURS」では、イベントや
講座の紹介をしています(年4回発行)｡
　また､アワーズに登録している団体
の｢活動団体プロフィール｣冊子もあり
ますので､気になる活動があればいつ
でもお問い合せください｡

こんな情報を提供します

（相鉄線「星川」駅より徒歩4分）

好奇心が
旺盛なほうだ

読書が好き

知識を
深めたい

学習
おススメは

無料講座で
知識を深める
のはいかが？

こんな催物はいかがですか？
お住まいの近くで気軽に
参加できるものもありますよ。

区役所生涯学習支援係　　334-6307　　332-7409　

メール
マガジン hodogaya-ours.jp/mailmgz

区内外の講座や
イベント情報

ホーム
ページ hodogaya-ours.jp

役立ち情報満載

1分で
かんたん診断!

こ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が

あ
り
ま
す
。話
を
し
な
が
ら
や
り
た
い

こ
と
を
見
つ
け
ま
せ
ん
か
。

自
分
の
タ
イ
プ
が

見
つ
か
ら
な
か
っ
た

あ
な
た
！

あなたのタイプにあった
イベントや講座の情報を紹介します｡

自分のタイ
プが

見つかった
あなた！

月2回発行

毎日更新〒240-0006 星川１-2-1
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目
　“高次脳機能障害”とは､脳卒中や脳外傷・脳の腫瘍などが原因で生じる後遺症の一つです｡身体障害とは異なり､
外見からは分かりづらいため､周囲から理解されにくく､本人や家族も気づかないことがあります｡

トピックスほど
区役所高齢者支援担当
　334-6328　　331-6550

区役所生涯学習支援係（本館2階23番）
　334-6307　　332-7409

区役所地域力推進担当(本館2階22番)　
　334-6380　　333-7945

　／平成31（ ）年 2 月号　2019 ほどがや区版

こ う じ の う き の う し ょ う が い

保土ケ谷区市民活動はぐくみ補助金

〈対象団体〉 次の3点を満たす団体
　①5人以上の構成員を有し､団体への参加に制限を設けていない
　②団体の構成員が､主として区内に在住･在勤･在学している
　③営利目的の活動･宗教活動･政治活動を行っていない
〈補助金額〉 対象経費の10分の９が上限
　①スタートアップコース（新しく取り組む事業）…最大3万円
　②チャレンジコース(拡大・充実を図る事業)…最大20万円

に

「花 区役所資源化推進担当
　334-6304　　332-7409の

市

損傷部位によって症状が変わってきます
　認知症でも同じような症状が出
る場合があります｡どちらの場合も､
対応や生活の工夫をすることで､本
人や周りの人が過ご
しやすくなることが
あります｡
　まずは､相談する
ことが大切です｡

《主な相談内容》
・診断やリハビリテーション
・日常の接し方
・生活や仕事上の工夫　など

第2・4月曜 10時～12時(原則)
相談の２日前までに電話　 342-0433
NPO 中途障害者地域活動センター
ほどがやカルガモの会

相談日
申込み
問合せ

ほどがやカルガモの会

本人以外の
相談もOK

専門相談

民
地域運営補助金

〈対象団体〉 次の3点を満たす団体
　①自治会町内会を含む２つ以上の団体が連携
　②団体同士が相互に協議し､合意形成する場がある
　③年度を越えた継続的な取組
〈補助金額〉 対象経費の10分の９が上限
　最大20万円

誰もが安心して暮らせる住みよい地域づくりを行う
市民活動団体の事業

対象事業 新たに地域課題の解決に向けて､自治会町内会
(地区連合町内会含む)と地域のさまざまな団体が
連携･協働して行う取組

対象事業

の街ほどがや｣の取組

に見えにくい障害 高次脳機能障害

　｢まちづくりをする建設会社として地元商店街を活性化させたいという思いがあります｣と語ってくれたのは､昭和建設株式
会社の工藤社長｡
　地域の商店街は昔から〝安全安心″をつくる役割を担っていたと言います｡例えば､放課後にいつも店の前を通って帰る子ど
もを今日は見かけない､心配になって探しに行く､そうすることなどで商店街の皆さんが地域の見守り役として非常に活躍され
ていました｡見守る体制がないと地域全体が不安になります｡そこで工藤社長は子どもたちの
ためにも､商店街を活性化させて安全安心な地域にしたいと考え､その手伝いをするために人
集めの方法を検討しました｡

　商店街が寂しくなりつつある今､活気ある商店街にしていこうとさまざまな取組を仕掛けています｡その一つが
“スリッパ卓球選手権大会”｡2015年に和田町商店街を盛り上げようと企画されたのが始まりです｡参加者が試合
までの空いた時間に､商店街を見て回り､そこで商店街の良さに気づくことも楽しみの一つとなっています｡
　｢今後はより良いまちづくりのため､商店街が気軽に声をかけ合えるたまり場の一つとなれば良いなと思います｣
と意気込みを語ってくれました。

保土ケ谷区の注目情報をピックアップ

計画的に行動できない
集中力がない

覚えられない
話が理解できない

道に迷う
計算ができない

字を見ても
読めない

頭頂葉

側頭葉

前頭葉

後頭葉

頭頂葉

側頭葉

前頭葉

後頭葉

しゅよう

民活動･地域活動を応援します ～平成31年度 補助金制度～

各問合せ先のほか､区内地区センター・地域ケアプラザなどで配布､ホームページからもダウンロードできます。
2月12日(火)～3月1日(金)〈月～金曜 9時～17時〉　

募集要項
相談期間

2月18日(月)～3月8日(金)〈月～金曜 9時～17時〉申請期間

保土ケ谷　補助金

※直接持参してください(郵送･FAX不可）。

※申請を検討している団体は事前予約のうえ、必ず相談してください。

※31年度の本補助金の実施については､市会の予算議決後に確定します。

工藤 圭亮さん工藤 圭亮さん

区役所広報相談係
　334-6221
　333-7945

　平成元年に市政100周年･開港130周年を記念して区の花を｢すみれ｣に
制定しました｡また､平成10年には｢ほどがや花憲章｣を制定し､花と緑を愛し､
きれいな街づくりに取り組んでいます｡
　現在､区役所前広場の花壇ではボランティア団体｢ほどがやフラワーメ
イト｣の協力により、すみれを育成中です｡ぜひ､四季折々の花を大切にす
るとともに､ごみのポイ捨てなどがない､清潔で美しい｢花の街ほどがや｣づ
くりに協力をお願いします。

▲スリッパ卓球選手権大会の様子
　今年も開催される予定です！



区役所生涯学習支援係
　334-6307　　332-7409
　ho-genkimura@city.yokohama.jp

　自分で育てた米や野菜を食べたことはありますか？ 区内唯一の水田で米作りや野菜の
収穫体験をしてみましょう｡

●9

日　程 年12回程度（4月から原則月1回･土曜 ※変更有）
9時30分～12時　　　　　2,500円(保険料､収穫野菜の試食､お土産付き)
区内在住･在学の新小学4～6年生　50人(抽選)※未経験者優先
2月28日必着ではがき･FAX･Eメール
〒住所･氏名(ふりがな)･4月現在の学校名と学年･電話番号･応募動機を明記
〒240-0001川辺町2-9 区役所生涯学習支援係｢ほどがや☆元気村担当｣宛

時　間

申込み

対象・定員
費　用

時　間 9時30分～12時
高校生以上で､農業や小学生との交流､地域活動に興味がある人 15人(抽選)
2月22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 区役所生涯学習支援係｢ほどがや☆元気村担当｣宛

対象・定員

申込み

無料

ほどがや区版　／ 　　　　　　　  平成31（ ）年 2 月号　2019

ほどがや元気村

トピックスほど

重　症

中等症

軽　症

軽い
けが

生命の危険がある
(意識が低下している､大出血している､
呼吸が浅い､脈が触れない など)

重症以外で搬送が必要な状態
(負傷などで歩くことができない)

負傷しているが､歩くことができる

医師の診療を必要としない極めて軽度の負傷は､自助･共助による応急手当をしてください
全ての地域防災拠点に応急手当用品(消毒液､包帯､ばんそうこうなど)を備蓄しています

　開局できる薬局
は｢開局中｣と書か
れた黄色のフラッ
グを掲出します｡

ほどどがや☆元気村
どろんこ教室参加者募集

実行委員養成講座

　農家の指導のもと､子どもたちと一緒に米・野菜づくりなどをしませんか｡基本から学ぶため､初めてでも楽しく活動できます｡

～子どもたちに農と食の大切さを伝えよう！～

回 日程 内容 会場

3月9日(土)

3月17日(日)

開講式/元気村の紹介/保土ケ谷の
農業と地産地消 ほか

畑いじり
～実際に耕してみよう～

西谷地区センター

ほどがや☆元気村(川島町1098･
相鉄線｢西谷｣駅 徒歩7分)

区役所事業企画担当 
　334-6343　　333-6309

　震度６弱以上の地震が発生した場合に､診療可能な医療機関が｢診療中｣と書かれたのぼり旗を掲出します。
　発災時､限られた医療機関の中で混乱なく受診するために､症状の重さや緊急度に応じた医療機関を受診してください｡

災害

区民の自助･共助による応急手当

市立市民病院
災害拠点病院へ

聖隷横浜病院､横浜保土ケ谷中央病院､育生会横浜病院､
イムス横浜狩場脳神経外科病院､港北病院※､常盤台病院※

災害時救急病院へ ※は精神疾患に対応

被災を免れ､負傷者の受入れが可能な診療所
地域防災拠点の負傷者(軽症者)に対しては､医師･薬剤師･
看護師などの医療救護隊が巡回診療をします

診療所へ

保土ケ谷区の注目情報をピックアップ

日頃から､
地域の医療機関を

確認して
おきましょう！

害時の医療体制

～｢自ら育て収穫し食べる｣ことで､農と食の大切さを知ろう～

せいれい

三師会がお届けする健康・医療コラム　

歯磨きで健康寿命を延ばしましょう !

区役所福祉保健課 　334-6344 　333-6309

第71回

　健康寿命とは､医療・介護に依存しないで心身ともに健康で自立して活動できる期間のことです｡なぜ､歯磨きで健康寿命を延ばせるので
しょうか? それはお口の健康は全身疾患の発症に影響するからです｡全身の健康を維持させるには､いろいろな食べ物をバランスよく食べ
ることが重要です｡自分の歯で何でもよく噛んで食べるには健康な歯が欠かせません｡よく噛んで食事をすることは､重要です｡お口が健康
であるためには虫歯や歯周病にならないように、原因となる歯垢(細菌のかたまり)を除去することが大切です｡また､この歯垢の中の細菌
は肺炎･心臓病・糖尿病などの発症にも影響します｡そのため生涯にわたってプラークコントロール(歯垢を減らすこと)を続けることが必
要です｡お口が健康であれば何でもおいしく食べられ､楽しく会話ができます｡いつまでも健康で明るく元気な人生を歩むためにも､毎日の
歯磨きはとても大切です。

ちさと歯科医院　森田 千里

しこう
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土砂災害防止法に基づく
基礎調査結果の公表と説明会

　 神奈川県では区内における土砂災害特
別警戒区域の指定に向けた調査を行い､
1月末に基礎調査結果(区域図[案])を公表
しました｡区域図[案]はHPのほか､横浜川崎
治水事務所などで閲覧することができます｡

母子･父子･寡婦福祉資金(修学資金･
就学支度資金)貸付について

　4月に高校･専門学校･大学などに進学
を予定している子どもがいる母子または
父子家庭で､修学資金･就学支度資金の貸
付を希望する人は事前にご相談ください｡
　区役所本館3階34番　直近1年分の
源泉徴収票か確定申告書の控え､進学希
望先の学校のパンフレット※所得によ
り手続きが異なります　こども家庭係
　334-6353　333-6309

　説明会:土砂災害防止法･区域指定･
土地利用の制限などを説明します｡
　 2月23日(土)①10時～11時30分②
14時～15時30分　 峯小学校 　①主に
保土ケ谷区北部②主に保土ケ谷区南部

　 横浜川崎治水事務所　 411-2520
411-2602

■親子ヨガ
　 3月9日(土)10時～11時　 乳児と保
護者 先着8組　 300円　 2月16日10
時から電話かHP

　 3月14日(木)10時～12時30分　 
成人 先着16人　 1,500円　 2月21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 　2/18(月)
nishiya.hodogaya-kumin.com

■英語と遊ぼう!
　 3月23日(土)10時30分～11時30分
　 年中～小学低学年 先着10人　 300
円　 3月3日10時から電話かHP

■プロに学ぶ季節の料理～春行事を演出～

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～

　 2月23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

神奈川県土砂災害情報ポータル

横浜川崎治水事務所詳細はHP

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
　 2月23日(土)13時30分～15時30分
　 65歳以上　 100円　 ハーモニカ演
奏など　 直接会場へ
■権太坂ふれあい地域寄席
　 3月16日(土)13時～14時30分　 先着50
人　 落語､手品　 2月15日から窓口か電話

2/18(月)

　パンジーをパッチワークで表現しよう
　 3月7日･14日･28日の木曜(全3回)13
時30分～16時　 先着10人 　1,500円
　 裁縫道具 　2月16日から窓口か電話

■タペストリー体験教室 季節の花(春)

峯小学校コミュニティハウス
〒240-0064　峰岡町1-10

 337-3319 火･金曜

　 明るく正しい選挙を目指して活動しませんか｡
　任期:4月1日～33年3月31日(2年間)
　政治・選挙などに関心があり､各種
啓発活動への参加が可能な区民　 　
2月28日必着ではがき・FAX・Eメール 
〒住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を
明記 〒240-0001 川辺町2-9 区役所統
計選挙係　 334-6206～8　 334-6390
　ho-tksk@city.yokohama.jp

区明るい選挙推進協議会推進員 募集

　 大地震などの災害発生時に地域防災
拠点へ行き、災害状況を区と情報受伝達
します｡定期的な通信訓練も実施します｡
　 区内在住でアマチュア無線資格を保有
する人・資格取得に興味がある人　 随
時Eメール 横浜市アマチュア無線非常
通信協力会･保土ケ谷区支部(JA1SXC)
　 pwd8im728u@mf.point.ne.jp(田村)
　区役所庶務係　334-6203　334-6390

アマチュア無線防災ボランティア 募集

　 大地震などの災害発生時には地域防
災拠点へ行き、災状況を区と情報受伝達
します｡定期的な通信訓練も実施します｡
　 区内在住でアマチュア無線資格を保有
する人・資格取得に興味がある人　 随
時Eメール 横浜市アマチュア無線非常
通信協力会･保土ケ谷区支部(JA1SXC)
　 pwd8im728u@mf.point.ne.jp(田村)
　庶務係　334-6203　334-6390

アマチュア無線防災ボランティア 募集

　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17日､3月3日の日曜 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　 2月18日(月)～3月15日(金)の平日 8時
45分～16時30分　区役所本館401会議
室※直接会場へ　年末調整済みの給与
所得者　医療費明細書、年末調整済みの
源泉徴収票(原本)、印鑑、通帳など　市
民税担当　 334-6241～3　 332-7489

給与所得者の医療費還付申告受付

くぬぎ台小学校コミュニティハウス
〒240-0045　川島町1374-1

火・金曜
■横浜出前落語くぬぎ台寄席｢落語･マジック」
　 3月17日(日)14時～15時30分　 先
着60人 　2月16日から窓口･電話･FAX 
〒住所･氏名･電話番号を明記

　371-7611 

初音が丘地区センター
〒240-0031　藤塚町15-1

352-3992 442-3559　 2/18(月)

■アコーディオンにのせて
　～昭和の歌を唄いましょう～
　  4月3日(水)13時～14時30分　 先着
35人　 200円　 3月1日9時30分から
窓口(電話は仮予約で翌日から)

■筋力アップ健康ストレッチ教室 第1期
　  4月9日～7月9日の火曜(全14回)10
時15分～11時30分　 成人 先着50人
　 4，200円　 3月5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”
　  2月15日(金)14時～16時（出入り自由） 
　  200円（スイーツ付き）　  直接会場へ

　 3月9日(土)10時30分～12時　 18
歳以上 先着20人　 1,000円　 2月15
日9時30分から窓口(電話は翌日から)

ほどがや地区センター
〒240-0003　天王町1-21

333-0064 520-1650 2/18(月)

■手造り味噌体験教室

　 3月3日(日)11時～12時　 乳幼児と
保護者 先着40組　 直接会場へ

■泣いても大丈夫! コンサート～赤ちゃんと
　一緒にミュージカルの世界へ～ 

桜ケ丘コミュニティハウス
〒240-0015　岩崎町15-30

331-5368 331-8990 2/18(月)

■親子で食育 歯と体! お弁当何入れる？
　 3月12日(火)10時～12時　 未就学児
と保護者 先着8組　 300円　 2月16日
9時30分から窓口(電話は翌日から)
■Home Maker’sカフェ
　 3月15日(金)10時30分～12時(出入
り自由)　 成人 先着15人　 200円　 
2月16日9時30分から窓口か電話

■手作りベネチアンガラスのアクセサリー
　 3月9日(土)13時30分～16時30分
　 先着10人(小学3年生以下は要保護
者同伴)　1,000円　 2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 2/18(月)

■ポーセリンアート マグカップ作り
　 2月26日(火)10時～12時　 成人 先
着12人(保育は2歳以上の未就学児 先着
4人)　 600円(保育は別途200円)　 2月
15日から費用持参で窓口か電話(電話は
3日以内に手続き、保育は当日支払い)
■オカリナコンサート
　 3月3日(日)14時～15時　 先着30
人　 100円　 2月15日から窓口か電話

　 3月14日(木)10時～12時　 未就園
児と保護者 先着30組　 2月15日から
窓口か電話

■子育て支援バームクーヘン｢手形アート作り｣

■キッズフリーマーケット出展者大募集
　 3月9日(土)11時～15時　 小学生 先着
20人　 100円　 2月15日から窓口か電話

常盤台コミュニティハウス
2/25(月)

〒240-0067　常盤台53-2
348-8277 348-8288

　  4月5日～6月28日の金曜(全12回､5
月3日は除く)15時10分～16時10分　 
成人 先着12人　 6,000円　 2月15日9
時30分から窓口か電話

■背骨コンディショニング

今井地区センター
〒240-0035　今井町412-8

352-1183 352-1196　 2/26(火)

　  4月2日･9日･16日､5月7日・14日の火曜
(全5回)10時～15時　 成人 先着10人　 
ジオラマ制作(軽食付き)　 2月15日9時
30分から窓口か電話

　  4月2日～6月18日の第1･3火曜(全6回)
10時～11時　 成人 先着20人 　1,800円
　  2月15日9時30分から窓口か電話

■やさしいリズムダンス

■20周年記念事業 ジオラマで振り返る今井町

■川島ハーモニードレミ(童謡唱歌)
　 2月28日(木)13時～14時30分　 
100円　 室内履き　 直接会場へ

川島地域ケアプラザ
〒240-0045　川島町360-2
370-1550 744-6443

　3月6日(水)14時～16時　初音が丘地
区センター　 20人(抽選)　 1,000円　 
季節の花の寄せ植えプランターの作成
　  　 2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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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/

■冬のファミリーアウトドアクッキング
　心も体も温まる石窯料理とダッチ
オーブン料理で楽しもう!
　 3月17日(日)10時～14時　 家族･グ
ループ 14組(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　 2月27日必
着で往復はがきかHP 〒住所･氏名(フ
リガナ)･電話番号･年齢(学年)･事業名
を明記

■おひさまクラブⅠ
　 4月10日～5月15日の水曜(全6回)14時
～16時　 4歳以上の未就学児と保護者 25
組(抽選)　 6,300円/組(追加 大人:3,500円､
子ども:2,500円､3歳以下:300円)　 自然観
察､野外ゲーム､クラフト､おやつ作りなど

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

■趣味の教室
　 4月～9月 午前:10時～12時 1日:10
時～15時　 市内在住で60歳以上の初
心者 各10～20人(抽選)　 教材費･保険
料など実費　 パソコン入門､コーラス､
手話入門､英会話入門､らく楽ハングル､
若返りのための国語､配色美人になろ
う､健康マージャン､音楽で脳トレ､卓球
入門､らくちんヨガ､3Ｂ体操､ペン習字､
史跡めぐりウォーク､栄養料理､華道､
初心者の陶芸､詩吟､水彩画､初歩から
の口笛　 2月19日必着ではがき持参で
窓口か往復はがき 〒住所･氏名･年齢･
性別･電話番号･希望教室名を明記※受
講には利用証が必要

■アウトドアクラブⅠ
　 4月13日･27日､5月18日､6月1日･
15日､7月6日の土曜(全6回)10時～12
時　 小学生と保護者 12組(抽選)　 
4,500円/人(4歳～未就学児:2,000円､3
歳以下:500円)　 野外遊び､野外料理など

　 3月11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

■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｣
　  3月29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､環境活動に興味がある人 30人(抽
選)　 CO2はどこから？地球温暖化の
隠れた要因を知る/講師:横浜国立大学
大学院環境情報研究院教授 本藤祐樹
　 2月15日から窓口･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　  2/18(月)
 toiawase@hodogaya-ours.jp

■定例おはなし会
　 2月20日､3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

　 3月7日(木)①10時30分～､②11時～
※各回同一内容　 0～2歳児と保護者　 
直接会場へ

　 3月8日(金)14時～16時　 先着50人
　 行政書士による講座※個別相談なし
　 2月15日9時30分から窓口か電話

保土ケ谷図書館
〒240-0006　星川1-2-1

335-0421333-1336 2/12(火)

■みんなでわらべうた

■終活のススメ 大事な人とペットを守るために

■女性のためのパソコン講座
　｢エクセルピボットテーブル･マクロ｣
　 3月23日(土)10時～15時30分　 女
性 先着12人　 5,500円　 2月15日か
ら電話(　 862-4496)･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 　2/28(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

●和紙で創るお雛様
●子どもの絵画･工作作品展
●牧野瑠璃子と仲間たち パステル画展

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

2月14日(木)～28日(木)
3月4日(月)～12日(火)

2月11日(月・祝)～21日(木)
2月23日(土)～3月5日(火)
3月7日(木)～17日(日)

●能動ドットコム・トトロクラブ写真展
●えにし会創作ちぎり絵展

　 区役所広報相談係　   334-6221　  333-7945

所在地

境内開門時間
祈祷受付時間

アクセス

Miss YNU(横国大)2018 
グランプリ
山根 佳子さん

■まどにお絵かき テーマ｢花｣
　 3月2日(土)13時～13時30分　 中
学生以下　 直接会場へ

川島町公園こどもログハウス
〒240-0045　川島町825-1

373-8566 2/18(月)

■サイエンスショー&ミニ工作
　～空気はこんなに力持ち～
　 2月24日(日)13時～15時(工作は12時
30分受付)　 中学生以下（工作は先着30
人）　 直接会場へ

■おはなし会
　 3月5日(火)11時～11時20分　 幼
児と保護者　 直接会場へ

　 4月14日(日)14時～　 全席自由 前売り
一般:2,500円､学生:2,000円､当日一般:
2,800円､学生:2,300円　 講義と演奏　 
チケット販売中※詳細は問合せ

岩間市民プラザ
〒240-0004　岩間町1-7-15
337-2500　  2/12(火)､18(月)､3/4(月)

337-0011

　 5月25日(土)①11時～､②14時30分～
　 全席指定:2,100円､ペア券:3,700円
　 2月15日からチケット発売

■シリーズ大人の時間⑮
　｢髙橋長英 朗読と音の調べ｣

■水野佐知香×安嶋健太郎×西澤健一
　レクチャーコンサート｢クロイツェル｣

狩場緑風荘
〒240-0025　狩場町295-2

741-2216742-2311 2/26(火)

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

　 

　 4月9日～第2･4火曜 9時45分～11時
45分　 1,000円/月　　 服飾文化研究
会　 252-2312

■着物の着付け 初級講座

■第3回三ツ沢公園感謝デー
　 3月10日(日)10時～15時※小雨決行､
荒天中止　第一レストハウス周辺　 ス
ーパーボールすくい､愛犬マナー教室､
資源循環局分別ゲーム､神奈川消防署は
しご車搭乗体験･煙体験､地域作業所な
どによる物販､スタンプラリー､ウォー
キング教室､インボディ測定､さわやか
スポーツ体験など　 直接会場へ

三ツ沢公園管理センター
〒221-0855　神奈川区三ツ沢西町3-1

　548-5147 　 548-5148

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　　2/12(火)･18(月)､3/4(月)

　 2月19日(火) 10時30分～11時30分
　 外国人､日本人(日本人は要申込み)

■子どもの勉強会
　 2月16日～3月9日の土曜 10時～12時
　 日本語を母語としない小･中学生

■外国人母親交流会～ぴっころ～

■ハローギャザリング
　 2月16日(土)15時～16時30分　 外国人

　 3月9日(土)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
　 2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 　2/25(月)

　 3月21日(木・祝)10時30分～13時 　未
就学児と父親 先着10組　 700円　 肉
まん作り　 2月22日10時から窓口か電話

■パパと一緒にクッキング

きとう
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　 3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

2月20日､3月6日の水曜

2月14日･28日の木曜

こども家庭係 334-6323 333-6309

2月27日(水)､3月7日(木)

　 3月12日(火)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」～
　2月16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｡
　3月7日(木)･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)各回先着15人 
　  2月15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

　2月22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

　2月22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
　①2月19日(火)13時30分～､14時30分～、15時30分～ ②3月14日(木)
9時～､10時～､11時～ 　区役所本館3階栄養相談室

　3月6日(水)9時45分～11時15分 〈予約〉2月15日～　 区役所本
館3階　 30年2月～4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

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)
3/21(木･祝)
(3/6必着) 2,700円/組第231回卓球

（3人3ダブルス）
石田 昌子
　 332-3646

3/21(木･祝)
(3/4必着) 1,000円/人ソフトテニス

(シニア団体)

すみれ通信～区民の情報広場～ ※区民が主催する
　活動を掲載

■保土ケ谷警察署少年剣友会 新年度剣士募集
　毎週水曜 17時15分～19時､土曜 9時15分～11時　 新小学1～5年生(経
験者は新6年生可)　 保土ケ谷警察署5階道場 　2,000円/月､800円/年(保
険料)　 保土ケ谷警察署少年係　 335-0110

■気功の仲間募集
　穏やかな時間を過ごしてみませんか｡動作も簡単で年齢も問いません｡
　毎週土曜 10時30分～（または13時30分～）　 岩間市民プラザ　 300円/
回　 重山　 090-6035-3564

保土ケ谷
スポーツセンター

三ツ沢公園庭球場

※スマートフォンでの申込みはこちらから→

西村 泰
　 801-1423

教室名 対象時間日程

3/23～31
(3/25を除く)

3/23･24
･30･31

新年中～
中学１年生

はじめてのテニス1
はじめてのテニス2

平沼記念体育館 〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1　　 2/18(月)
　311-6186　 316-8521　 www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

3/23･24
･30･31

3/26
～29

8時40分～9時40分
9時45分～10時45分

8時40分～9時40分

9時45分～10時45分

Jr.フットサル
クリニック

親子でフットサル

25人

各15人 各30人

20組

■60歳以上のやさしい英会話体験会
　初めての方も､久しぶりの方もお気軽にご参加ください｡
　2月15日･22日の金曜 初心者:9時30分～､経験者:10時30分～　 ほどが
や地区センター　 佐藤　 070-3840-6185

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

■平成31年度 保土ケ谷ふれあい助成金説明会
　①3月4日(月)10時～11時②5日(火)14時～15時③6日(水)18時～19時
　直接会場へ※預かり保育・要約筆記を希望の場合は事前連絡必要

■善意銀行　ありがとうございました｡
　一般社団法人 保土ケ谷青色申告会様､匿名様から寄付がありました｡

341-9876　  334-5805

■ほっとフレンズ’19春～みんなでうどんづくり～参加者･ボランティア募集
　3月24日(日)10時～15時　 上菅田地域ケアプラザ　 参加者:区内在
住･在学で障害がある小学生～高校生 20人/ボランティア:高校生以上で
障害児との活動に興味があり､事前説明会に参加できる人 25人(交通費な
どの支給あり､事前説明会:3月16日(土)10時～12時 かるがも3階)　 参加
者:500円　 2月22日必着で電話かFAX 〒住所・氏名・電話番号・「ほっと
フレンズ」と明記

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

■春休み 子ども･親子｢球技｣教室
定員

新小学２年生～
中学１年生
新年中～小学
１年生と保護者

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

　 3月26日(火)～31日(日)(全6回)9時～10時30分　 新小学1～6年生 50人(抽選)
　 5,600円　 2月28日消印有効で往復はがき 〒住所･氏名(ふりがな)･性別･新
学年･電話番号を明記※はがき1枚につき1人まで

■春休みこども水泳教室
3/4(月)

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

　2月27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　 親子で散歩　 2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
土・日曜、祝日

　 16歳以上(抽選)※(　)を除く　 3月3日必着で所定の用紙か往復はがき･HP

　 800円/回　 2月15日からＨＰまたは3月3日から窓口

曜日 教室名
バドミントン

水

火

月
火曜ヨガ､フラダンス1･2､
キッズ体操年中・年長(新
年中･年長)､火曜ジュニア
体操(新小学1～6年生)
はじめてのピラティス､
ステップアップピラティ
ス､やさしいストレッチ､
ズンバ

曜日 教室名

金

土

木

生活習慣改善体操・転倒予防体操(40歳以上)､
大人のストレッチ

ピラティス1･2

はつらつ健康づくり･背骨コンディショニング(55歳
以上)､木曜ヨガ､アロマヨガ､トータルヘルスケア1･2､
わくわく親子体操(2歳以上の子どもと保護者)､
キッズ体操年中･年長(新年中･年長)､木曜ジュニア
体操(新小学1～6年生)､キッズテニス(新年中～
小学2年生)､ジュニアテニス(新小学3～6年生)

※詳しくはHPをご覧ください。

※詳しくはHPをご覧ください。

■春季教室4～6月参加者募集

　誰でも気軽に楽しむことのできるニュースポーツの体験イベントです。
　 2月16日(土)9時30分～12時30分　 保土ケ谷スポーツセンター　 室内ペタンク、
グラウンドゴルフ、輪投げ、ラダーゲッター、ナインゴール、バウンスボール､シャッフル
ボード、カローリングなど　 直接会場へ　 保土ケ谷区さわやかスポーツ普及委員
会事務局　 080-4654-5035　 330-4398

さわやかスポーツフェスティバル 参加者募集　

■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～
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