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 205,436人
 95,250世帯 (31年2月1日現在）

区の人口
区の世帯数
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特集

………………………
………ほどがや野菜をいただきます!

ホームページからPDF版を
見ることができます

おとなの学び場

区役所広報相談係　　334-6221　　333-7945　

アクセスなどの詳しい内容は､各公園・施設のホームページを確認してください｡

横浜水道記念館
　桜とみなとみらいなどが一望できます。
静かでのどかなスポットです。

　桜のピンクと菜の花の黄色が、
とても鮮やかで圧巻です。

児童遊園地

上星川あおぞら公園
　まちが臨める丘で桜が楽しめます。

仏向矢シ塚公園
　桜のアーチが行く手を彩ります｡

菅原さん

久保さん

ぶっこうやしづか

掛川さん親子

　芝生の上で座って見ても、散歩しながら見ても、
ゆっくりとお花見が楽しめます。

保土ケ谷公園
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みじん切りにした大根の葉を炒めると常備菜に｡しょうゆやめんつゆで味付けをします。ごま･しらす･かつおぶしなどをお好みで混ぜてもgood!

大根の葉を使ってもう 1品
大根………1/3本
めんつゆ…大さじ2

かつおぶし…1袋（4.5g）
油…大さじ1

区役所前広場(川辺町2-9)
原則毎月第4土曜

　旧東海道沿いを中心に､新鮮な野菜
を街道で販売します｡

▲横浜ほどがや
　農産物直売所
　マップ

　畑のそばや農家の軒先
などで直接販売しています｡
マップでは21か所の直売
所を紹介しています｡

三村薫農園
三村 薫さん

直売所▶

区役所広報相談係　　334-6222　　333-7945　

ほうれん草……1束
もやし…………1袋

ほうれん草をゆでて4～5㎝に切る。
もやしはさっとゆでる｡

水気をきった1とAを混ぜる｡

しょうゆ……大さじ1
砂糖…………大さじ1
ごま油………大さじ1
白すりごま…適量

Ａ

区役所地域力推進担当　
　334-6380　　333-7945　

会　場

開催日
毎週火曜 
10時～売り切れ次第終了

※場所の詳細は｢直売所マップ（右欄参照）｣で
　確認できます｡

※天候により中止の場合あり 開催日

時　間時　間

区役所(本館1階総合案内・
2階22番）で配布、またはホー
ムページでご覧いただけます。

保土ケ谷区　地産地消

～旬の採れたてが味わえます～ほどがや野菜を買う

三村孝治農園 
三村 勝久さん

大根をひと口大に切って、油でさっと炒める。

全体に油がいきわたったら、大根がかくれるくら
いの水とめんつゆを入れ、ふたをして10分煮る。

ふたを取り、かつおぶしを入れ、
汁がなくなるまで煮る。

なないろ畑
三村 大輔さん

キャベツ………1/4 玉
豚バラ肉………150ｇ
ごま油…………大さじ 1
白ごま…………適量

キャベツと豚バラ肉をごま油で炒める｡

肉に火が通ったら、Ａを絡ませ､仕上げ
に白ごまを振りかける｡

みそ…………大さじ 1
みりん………大さじ 1
※あらかじめ混ぜ合わせておく

Ａ

9時30分～売り切れ次第終了

新鮮だから
おいしく

旬を味わえる

生産者の
顔が見えるから

安心

運搬距離が
短いから

環境に優しい

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

3月は23日（土）に開催

主催：ほどがや 人・まち・文化振興会

　区内には､畑に併設した直売所などがあり､旬で新鮮な野菜を
手に入れることができます｡その土地で採れたものを､その土
地で消費する地産地消はイイことがいっぱい！
　保土ケ谷の採れたて野菜で、素材を生かした料理を作って
みませんか。

地産地消はイイことづくめ



●7ほどがや区版　／ 　　　　　　　  平成31（ ）年 3 月号　2019

特集

区民企画型講座 仲間と切磋琢磨して講座を創り上げる場です
せ っ さ た く ま

第 9期はぐくみ塾生を募集します

1

2

3

4

5
6

回 日程 内容 講師

5月 14日(火)

5月 21日(火)

5月 28日(火)

6月 4日(火)

6月 11日(火)
6月 18日(火)

ワークショップ 企画をたててみよう!
～グループ運営の手法､企画のノウハウを
　学ぶ～

参画はぐくみ工房
代表 竹迫 和代氏

横浜国立大学教育学部
教授 有元 典文氏

参画はぐくみ工房
代表 竹迫 和代氏

オリエンテーション
保土ケ谷まち歩き

ほんわかな学びの場をつくる
～｢みんなとならできること｣の大切さ～

はぐくみ塾 新しい仲間ができました

参加者の声

温かい雰囲気で参加しやすかったです

区役所生涯学習支援係　　334-6308　　332-7409　　ho-manabi@city.yokohama.jp　

参加者の声

　新しいつながりを作りたいと思い､はぐくみ塾に参加しました｡
参加者の皆さんといろいろな話をすることができて、楽しかったです｡
　何かしたい人､地域活動やボランティア活動に広がりを持ちたい人､
ぜひ､はぐくみ塾で仲間探しをするといいと思います｡
　必ず新しい出会いがあると思います。

　はぐくみ塾には、人見知りの私でも丸ごと受け入れてくれる温か
い空気感がありました｡また､共感できるメンバーとの出会いのお
かげで自分自身が楽しめる講座（ポジティブ・ライフ講座）の開催が
実現し､勇気を出して参加して良かったです。

　企画の運営委員会はいつも明るく､笑いの絶えない楽しい場所で
す｡メンバーは話し合いを重ねていく中で､尊敬しあえる仲間へと変
わりました｡他の運営委員会の仲間とも意見交換をして､共に考え創
り上げていく貴重な体験ができ､本当に良かったと感じています｡
（伝え方・きき方のスキルを学ぶ! 活動の基　（キー）は、コミュニケーションに
 ある 入門編を企画）

池田さん

　グループ運営のコツや､魅力ある講座を企
画･運営するノウハウを学ぶ場です｡
　修了後は学びを生かし､仲間とともに地域で講
座(区民企画型講座)を開催することができます｡

　はぐくみ塾で出会った仲間が中心となり､
実際に講座を企画します｡講座の目的に合っ
たプログラムづくりや､講師の選定などを行
い､区民の皆さんのより良い暮らしにつなが
るような講座を開催します｡

　はぐくみ塾と区民企画型講座の活動
を発表します｡また､お茶を飲みながら
参加者同士の交流会もありますので､
気軽に来てください｡

池田さん

南さん南さん

9時45分～12時(受付:15分前)
ほどがや市民活動センター アワーズ
原則、全回出席できる人 30人(抽選)　　　　　
6か月以上の未就学児
4月19日必着ではがき･FAX･Eメール
〒住所･氏名(ふりがな)･年齢･電話番号･応募動
機､保育希望の場合は子どもの名前(ふりがな)･
年齢･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｢はぐくみ塾｣宛

時　間
会　場

申込み

定　員
保　育

※FAXの場合は送信後に電話で送信確認をしてください｡
※Eメールは件名に｢はぐくみ塾｣と明記してください｡

保育あり

企画者の声企画者の声

3月25日(月)
10時～12時30分
保土ケ谷公会堂
80人
100円
直接会場へ

日　時

会　場
定　員
費　用
申込み

運営委員 高橋さん運営委員 高橋さん

夫婦でつくる 幸せ家族の設計図 
産前･産後の疑似体験から2人の関係性を育てましょう♪
伝え方･きき方のスキルを学ぶ!
活動の基  (キー)は､コミュニケーションにある 入門編
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～
猫トラブルを減らせ!地域猫活動セミナー
ポジティブ･ライフ講座～脳を知って毎日をハッピーに♪～

平成30年度は5つの講座を開催しました
●

●

●
●
●

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

保土ケ谷区 はぐくみ塾

～講座を開催してみて～～講座を開催してみて～

　｢地域でやりたいことがある｣､｢何か始めたい｣｡そんなあなたを
保土ケ谷区は応援しています｡学びあう仲間たちとのたくさんの出会い・
気づきがあなたを待っています｡
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保土ケ谷区選挙管理委員会
　334-6207　　334-6390

投票期間

投票時間
アクセス

　／平成31（ ）年 3 月号　2019 ほどがや区版

月

　犬を飼っている人は､飼い犬の狂犬病予防注射を出張会場または
動物病院で受けさせましょう｡

保土ケ谷区の注目情報をピックアップ

月7日(日)は統一地方選挙(市会･県会･知事)の投票日です

狂 区役所環境衛生係
　334-6363　　333-6309犬

投票時間 7時～20時 ※投票の際は､世帯ごとに郵送される｢投票のご案内｣のうち､ご自分の案内をお持ちください｡受付が早く済みます｡

｢投票のご案内｣をお持ちください

区役所(本館4階401会議室) イコットハウス

【知事】3月22日(金)～4月6日(土)
【市会･県会】3月30日(土)～4月6日(土)
※3月29日までは県知事選挙のみ
8時30分～20時
相鉄線｢星川｣駅北口徒歩約3分(川辺町2-9)

投票期間

投票時間
アクセス

【市会･県会･知事】
3月30日(土)～4月6日(土)
9時30分～20時
JR｢保土ケ谷｣駅西口徒歩約5分(月見台37-１)

二俣川二俣川 保土ケ谷警察署

峯小学校前峯小学校前

天王町駅

岩間町交番岩間町交番

天王町駅

・料金:3,600円
  (注射料金:3,050円/ 注射済票交付手数料:550円)
・飼い犬が未登録の場合は､登録手数料3,000円が別途必要です｡

・事前に動物病院へ実施の有無をお問い合わせください｡
・注射料金は､病院により異なります｡また､狂犬病予防注射済票交付
　手数料(550円)が別途必要です｡

受付日程 会場 所在地

午前の部 10時～12時　午後の部 13時30分～15時
全日 10時～12時､13時30分～15時

年 1回の狂犬病予防注射を必ず受けましょう

犬病予防注射のお知らせ

●動物病院で受ける場合

●出張会場で受ける場合

※８時の時点で市域に気象警報発令時は､午前･午後ともに中止､11時30分時点で午後中止｡

期日前投票

※期日前投票は､｢請求書兼宣誓書｣の
　提出が必要です｡｢投票のご案内｣裏
　面または投票所備え付けの様式を
　利用してください。
※区役所とイコットハウスでは投票
　開始時間が異なります｡

　投票日に仕事やレジャーなど
で投票ができない人は､期日前投
票制度を利用してください｡
　右記2か所のどちらでもでき
ます｡

4月1日(月)

4月3日(水)

4月9日(火)

4月11日(木)

4月19日(金)

4月21日(日)

出張会場

不在者投票
事前に申請が必要です。手続きに時間がかかるため、早めに保土ケ谷区選挙管理委員会（本館2階21番）へ問い合わせてください。
出張先・旅行先の選挙管理委員会、入院先（指定された施設のみ）で投票できます。
事前に横浜市から「郵便等投票証明書」の交付を受けている、身体に重度の障害がある人や要介護5の人は郵便で投票できます。

■
■

犬を登録済の人は3月中に届く｢お知らせ｣に同封された
｢狂犬病予防注射済票交付申請書｣を持参してください。

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

全日

新井町第二公園

今井町自治会館隣

上菅田自治会館上菅田クラブ

新桜ケ丘第二公園

上菅田第四公園

藤塚第二公園

瀬戸ケ谷西部センター

権太坂境木自治会館

法泉自治会館

保土ケ谷区総合庁舎 地下駐車場

新井町500-10

今井町178

上菅田町708-1

新桜ケ丘1-43

上菅田町144-138

藤塚町17

瀬戸ケ谷町260

権太坂1-48-14

法泉2-19-6

川辺町2-9

期日前投票所のご案内

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

防災グッズのひと工夫
　災害の発生に備えて食料･飲料水などの備蓄のほか、さまざまな備えが必要です｡避難生活を送るとき
“こんな使い方ができる”というものを紹介します。

●背負える水タンク ●簡易ランタン
給水を受けた場合の持ち運びのときに、リュックとビニール袋で背負
える水タンクを作ることができます。手で持つよりも楽に運べ、台車が
通りにくい狭い場所や段差も運べます。

一方向しか照らせない懐中電灯も、ライトの上に白いビニール袋をか
ぶせたり、水を入れたペットボトルを置くことで、光が反射して周りが
明るくなり、簡易ランタンになります。

空のリュックの内側
にビニール袋を入れ
て口をしばるだけ。
袋を2～3重にし、万
一の水漏れ防止に袋
は個別にしばります。

懐中電灯のみ
ビニール袋を
かぶせる

水入りペット
ボトルを置く
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地 区役所地域力推進担当 
　334-6380　　333-7945域

　ほどがや楽考は、まち歩きや施設見学、地域で活動している人たちの体験談、グループディスカッションを通して
人や地域とつながるコミュニケーションの方法や地域活動について共に学ぶ場です｡

　質の悪い眠りは､作業効率を下げたり､鬱など心の健康を妨げたりするだけではなく､肥満や生活習慣病(高血圧･糖尿病･循環器疾患など)
を発症する危険性を高めます｡ちょっとした工夫で眠りの質は高められます。もっと心もからだも健康になりませんか｡

眠 区役所健康づくり係 
　334-6347　　333-6309

がっこう

域づくりプロジェクト｢ほどがや楽考｣

保土ケ谷の成り立ちや地勢・地
域づくり活動の企画・コミュニ
ティや人とつながる方法につい
て学びます。

地域ケアプラザと地域子育て支
援拠点を見学し、施設の内容を
知る貴重な機会となります。

保土ケ谷宿の遺構と中世かまく
ら道を巡り、歴史を知るなど、普
段行く機会のない場所を詳しく
知ることができます。

今後、「どのようなことを
したいのか」や「魅力的な
地域活動をどう行うのか」
について他の人の意見や
アイデアを聞き、活動に生
かします。

講義 施設
見学

まち
歩き

眠りの質を高める工夫

それでも眠れないときは 眠りが浅いときは､むしろ積極的に遅寝･早起きをする　 眠気を感じたら寝床に入り､起きる時刻は遅らせない

太陽の光を浴びて15～
16時間後に眠気が現れる

脳の温度が下がると眠くなるため、
寝る数時間前に体温を上げる

就寝前に次の3つを避ける

起きる時刻は
ずらさない

適度な運動・入浴

目が覚めたら
日光を取り入れる

休日も !
おすすめは
就寝 3時間前

出張先・旅行先の選挙管理委員会、入院先（指定された施設のみ）で投票できます。
事前に横浜市から「郵便等投票証明書」の交付を受けている、身体に重度の障害がある人や要介護5の人は郵便で投票できます。

うつ

りの質を上げて心とからだをリフレッシュりの質を上げて心とからだをリフレッシュ

ワーク
ショップ

朝食をとって脳に
エネルギーを補給

寝るときの照明は
なるべく消す

30 分以内の昼寝

日中の作業効率を上げる
ことで、夜、眠りやすくなる

こんなことが学べますこんなことが学べます

「保土ケ谷のことをもっと深く知りたい」「地
域貢献をしたい」「地元とのつながりを持ち
たい」と思う人は､ぜひ参加して、地域に一歩
踏み出すきっかけにしてください。

平成31年度も開講します

※募集は広報よこはま ほどがや区版5月号で！

参加者の声

身近な地域のことをあまり知らなかったんだなぁと実感しました。
魅力的な保土ケ谷の歴史を、若い人にもぜひ知ってほしいと思います｡
地域ケアプラザの業務内容や、子育て支援の実情を知る良い機会と

　なりました｡

区役所企画調整係
　334-6227
　333-7945

地域の勉強会や､学校での子どもたちへ
の説明会など､地域を対象に広く活用し
ていただける方に、区役所企画調整係(本
館2階22番)で冊子をお渡ししています。

地域活動などを行っている人が中心となって､子どもたちや区民
の皆さんに伝えていきたい保土ケ谷の魅力を『ほどがや語りべ集』
から紹介します。

～ 今井･仏向エリア編～

語りべ　中村 好美さん

　昔の武蔵の国と相模の国との国境の丘陵に位置し､かつて
今井城があったとされていることから､今井の丘公園と名付
けられました。
　丘の起伏を生かし､多目的広場･子どもの遊び場･樹木エリ
ア･傾斜を利用した散策路などがコンパクトにまとまってい
て､大人も子どもも楽しめる公園です。29年4月に農園付公園
として拡張整備され、野菜作りも楽しめるようになりました。
　この公園を新しい桜の名所とすべく、数年前に地元有志に
より植えられた桜も育ってきました。
　春には｢ふれあい桜まつり｣が開催されます。“花咲爺さんの
飴まき”は、地域の子どもたちに大人気のイベントです。

日　時 3月30日(土)10時30分～14時30分
今井の丘公園
相鉄バス｢新桜ケ丘第1｣バス停 徒歩約5分
新桜ケ丘自治会桜まつり実行委員会
　090-4072-2422（中村）

問合せ

会　場

ふれあい桜まつり

中途覚醒が増え､
眠りが浅くなります

飲酒 喫煙 カフェイン
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■腹話術とバルーンで遊ぼう!
　 3月25日(月)10時30分～11時　 幼
児と保護者　 直接会場へ

西谷地区センター
〒240-0052　西谷町918

　 371-3794 　 370-3161 　3/18(月)

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

■あそびの広場
　  3月16日(土)10時～12時　 小･中学
生　 百人一首ほか　 直接会場へ

3/18(月)

　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)
　 3月17日､4月7日の日曜 7時30分～
8時30分　 保土ケ谷公園ミニ運動広
場　北部農政事務所　 948-2481　 
948-2488

横浜中部地区市民朝市

　青少年を中心としたダンスチームの
エネルギー溢れるパフォーマンス!
　 3月30日(土)13時～17時30分　 保
土ケ谷公会堂　 先着500人　 直接会場
へ　 ほどがや Dance Performance
実行委員会事務局(生涯学習支援係内)
　 334-6307　 332-7409

初音が丘地区センター
〒240-0031　藤塚町15-1

352-3992 442-3559　 3/18(月)

■くつろぎのひととき“レコードcafé初音”
　  3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
■ぴよぴよ1・2歳会 前期
　  4月～8月の毎月第4木曜(全5回)①
10時～11時②11時15分～12時15分
(選択不可)　 1・2歳の幼児と保護者 先
着24組　 2,000円　 3月15日9時30
分から窓口(電話は仮予約で翌日から) ■鎌倉彫体験教室～お盆作り～

　  4月11日､5月30日､6月13日､7月11日の
木曜(全4回)13時30分～16時　 先着10
人　 1,500円　 3月16日から窓口か電話

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 3/18(月)

■体幹トレーニング
　  4月18日､5月16日､6月20日､9月19
日､10月17日の木曜(全5回)13時～14
時　 先着20人　 300円/回　 3月15
日から窓口か電話

常盤台コミュニティハウス
3/25(月)

〒240-0067　常盤台53-2
348-8277 348-8288

■健康講座｢緑内障 白内障｣
　  3月14日(木)10時～11時30分　 診療
所院長による最前線の情報　 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

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

ほどがや Dance Performance
観覧者募集

今井地区センター
〒240-0035　今井町412-8

352-1183 352-1196　 3/26(火)

　  4月1日･22日､5月13日･27日､6月10
日･24日の月曜(全6回)18時30分～19
時30分　 成人 先着15人 　3,600円
　  3月15日9時30分から窓口か電話

■ボイストレーニング講座
　  カードケースをキルトで彩りましょう
　  4月17日､5月15日､6月19日､7月17
日の水曜､8月15日(木)(全5回)13時30
分～16時　 先着10人　 2,000円　 裁
縫道具 　3月16日から窓口か電話

■ハワイアンキルト体験教室

　  4月13日･27日､5月11日･25日の土
曜(全4回)10時～11時　 成人 先着10
人　 1,600円(4回分)､500円/回　 3
月15日9時30分から窓口か電話

■週末の達人～瞑想～

■ごんたカフェ
　  3月23日(土)13時30分～15時30分
　  65歳以上　 100円　 手品鑑賞　 
直接会場へ

■にしや理科っこクラブ
　 工作を通して不思議を知ろう
　 3月27日(水)15時～17時(出入り自
由)　 小学生　 直接会場へ

　  夏の花をパッチワークで表現しよう
　  4月25日､5月9日･23日の木曜(全3回)
13時30分～16時　 先着10人　 1,500円
　  裁縫道具　 3月16日から窓口か電話

■タペストリー体験教室 季節の花(夏)

■大人のためのおはなし会
　  4月2日(火)11時～11時45分　 成
人 先着15人　 絵本紹介､詩､わらべう
た､おはなしの語りなど　 3月15日から
窓口か電話
■親子のおはなし会
　  4月18日(木)11時～11時30分　 0～2
歳児と保護者 先着7組　 絵本､わらべう
た､ミニ舞台　 3月21日から窓口か電話

■仏向ふらりカフェ
　  3月11日､4月8日の月曜 10時～15
時(出入り自由)　 あたたかい飲み物､
地元野菜のスープ　 直接会場へ

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

ほどがや地区センター
〒240-0003　天王町1-21

333-0064 520-1650 3/18(月)

　 4月24日(水)13時30分～15時　 18
歳以上 先着30人　 200円　 3月15日
9時30分から窓口(電話は翌日から)

■アコーディオンにのせて
　～昭和の歌を唄いましょう～

桜ケ丘コミュニティハウス
〒240-0015　岩崎町15-30

331-5368 331-8990 3/18(月)

■わくわくお話しの会
　  想像力を育てる時間
　  3月16日(土)14時～14時40分　 先
着15人　 直接会場へ

　 5月～7月の第1木曜(全3回)10時30分～
11時30分　 未就学児と保護者 先着10組 　
3月16日9時30分から窓口(電話は翌日から)

■子育てサロン いっしょにあそぼ!
　～地域でお友達をつくろう! ～

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　　3/11(月)､4/8(月)

■外国人母親交流会～ぴっころ～
　 ①3月12日②26日③4月9日の火曜 
10時30分～11時30分　 外国人(日本人
は要申込み)　 ①みんなで遊ぼう②一
品持ち寄りランチパーティー

■子どもの勉強会
　 3月16日～4月6日の土曜 10時～12時(3月
30日は休み)　 日本語を母語としない小･中学生

■日本語教室
　  3月14日～4月6日の木曜夜､金曜午前､
土曜午後(3月14日は持ち寄りパーティー､
3月21日･28日～30日は休み)　 外国人

■ハローギャザリング
　 3月16日(土)15時～16時30分
　 テーマ:ごみの分別

仏向地域ケアプラザ
〒240-0044　仏向町1262-3

336-1565 342-1571 3/26(火)

川島町公園こどもログハウス
〒240-0045　川島町825-1

373-8566 3/18(月)
■おはなし会
　 4月9日(火)11時～11時20分　 幼
児と保護者　 直接会場へ

　 4月1日(月)～5月7日(火)の平日 8時45
分～17時　 区役所本館2階28･29番　 
土地･家屋価格等縦覧帳簿の縦覧　 運
転免許証やマイナンバーカードなどの本
人確認書類　 土地担当　 334-6250～2､
家屋担当　 334-6254～6　 332-7489

平成31年度土地･家屋価格等の縦覧

　軽自動車税は4月1日に原付バイク･
軽自動車などを所有する方にかかる税
金です｡廃車または譲渡の申告は､3月
末までにお願いします｡
　 軽自動車税担当　 334-6244
　 332-7489

原付バイクなどの廃車･譲渡手続き
は3月末まで

　作品展示:5月18日(土)ほどがや花
フェスタ　展示場所:星川中央公園　 
区内の花と緑あふれる風景(1人1点ま
で)※自作･未発表で､過去１年以内に撮
影したカラー写真※人物が特定されるも
のは不可　　４月12日必着でEメール
(データは5MB以内)またはCD-Rを持参
(本館2階24番)･郵送※データはJPEG形
式 〒住所･氏名(フリガナ)※非公表希望
はペンネームも記載･電話番号･撮影場所

花薫る街ほどがや写真展 作品募集

(町名･公園名など)･タイトル(任意)を明
記 〒240-0001 川辺町2-9 区役所資源
化推進担当内｢ほどがや花の街推進連
絡会事務局｣　334-6304　332-7409
　 ho-shigen@city.yokohama.jp

　 3月20日(水)9時～12時　 シルバー
人材センター保土ケ谷事務所(星川1-4-10 
ハイツリヴァ･スター1階)　 概ね60歳以上
　 直接会場へ　 シルバー人材センター

セカンドライフセミナー～セカンドライフを
楽しむための働くという選択肢～

　 3月27日(水)14時～(開場:13時30分)
　 神奈川県民ホール　 曲目:吹奏楽の
ための協奏曲､オセロ､ラ･ラ･ランド､
宝島ほか　 境木中学校 市村　 822-
8626　 826-3826

境木中学校吹奏楽部 定期演奏会

　 3月21日(木･祝)14時30分～(開場:
14時)　 海老名市文化会館　 曲目:復
興､斐伊川に流るるクシナダ姫の涙､
｢千と千尋の神隠し｣ハイライト､ディ
ズニー･ファンティリュ―ジョン! ほか
　 保土ケ谷中学校 根岸　 331-8521

保土ケ谷中学校吹奏楽部 定期演奏会

保土ケ谷事務所　 331-1780　 331-
6833､経済局雇用労働課　 671-2343
　 664-9188
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■親子おはなし会
　 3月14日(木)①10時30分～､②11時
～※各回同一内容　 0～2歳の乳幼児
と保護者　 わらべうた､絵本の読み聞
かせ　 直接会場へ

　 3月27日(水)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　 直接会場へ

保土ケ谷図書館
〒240-0006　星川1-2-1

335-0421333-1336 3/18(月)

■定例おはなし会
　 4月3日(水)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

■生きもののおはなし会

■ほのぼのファミリーキャンプ春
　 5月5日(日・祝)13時～6日(月･祝)15
時※1泊2日　 保護者を含む8人以内の
家族､グループ 18組(抽選)　 中学生以
上:5,700円､小学生:5,200円､4歳～未
就学児:3,600円､3歳以下:500円　 自
然遊び､フィールドゲーム､クラフト､野
外炊事､キャンプファイヤー　 3月29
日消印有効

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

■ファミリークッキングA･B BBQ
　自然の中で本格的なバーベキューを
楽しみませんか
　 A:4月28日(日)､B:29日(月･祝)10時
～14時※同一内容　 8人以内の家族･
グループ 各回15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　 3
月29日消印有効

　 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

■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｣
　  4月19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)　 国際社会共通の目標｢SDGs(持
続可能な開発目標)｣について学ぶ　 4
月11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　  3/18(月)
 toiawase@hodogaya-ours.jp

区役所特別相談のご案内

相談の種類 相談内容 実施日時

法律相談 弁護士による法律相談

相続､不動産登記､成年後見､
借地借家トラブル など司法書士相談

交通事故相談 示談の方法､保険金請求 など

行政相談 国や特殊法人への苦情など

行政書士相談 官公署提出書類などの
作成について

公証相談 公正証書､遺言 など

★は､相談日1週間前の8時45分から電話か窓口で予約受付

注 意

　区役所で区民(原則)を対象とした､専門相談員による特別相談を実施してい
ます｡｢相続の流れや手続きの方法がわからない｣｢交通事故での示談の方法や
保険金請求はどうしたら良いの｣｢遺言書を書きたいけれど､書き方がわからな
い｣など､身近な問題解決のアドバイスを受けられます｡ぜひご利用ください｡

●相談時間は1人30分です｡
●契約書や答弁書などの書類の作成及びチェックはできません｡
●担当した専門相談員に､直接問題の解決や具体的な仕事を依頼することは
　できません｡
●法律相談と司法書士相談は､同じ内容の相談は1回限りです。
　聞きたい内容をまとめてからお越しください｡

第1･3･5火曜
13時～16時
第2木曜 9時～12時
第4木曜 13時～16時
第3水曜 9時～16時
(12時～13時は除く)

第3木曜 13時～16時

第4金曜 13時～16時

第2金曜 13時～16時

予約制

予約制

電話相談可

こども植物園
〒232-0066　南区六ツ川3-122

 　741-1015 　 742-7604 　 3/18(月)

■みどりの学校サポーター
　こどもたちを支援するボランティア
　 A:当日サポーター（みどりの学校活
動日 9時30分～12時30分）、B:準備サ
ポーター（みどりの学校活動日前に、畑
の準備や収穫などの事前準備）　1年
を通して参加可能な人で高校生以上 
各10人(抽選)　3月20日必着 活動希
望(AかB、もしくは両方)を明記

www.hama-midorinokyokai.or.jp/kodomo

■みどりの学校
　  4月21日～2020年3月15日の原則
月1回日曜(全13回)10時～12時15分
　  新小学5･6年生 20人(抽選)　3,000
円/年　野菜の栽培､植物観察などの
自然体験　3月20日必着 新学年､学
校名を明記

　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･年齢を明記

■女性のためのパソコン講座｢エクセル初級｣
　 4月13日(土)･14日(日)(全2回)10時～
15時30分　 女性 先着12人　 10,800
円　 表計算､関数､グラフなどの基礎　 
3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 　3/28(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

　 区役所広報相談係　   334-6221　  333-7945

岩間市民プラザ
〒240-0004　岩間町1-7-15
337-2500　  3/11(月)､4/8(月)

337-0011

　  5月18日(土)11時10分～　 全席指
定1,000円　 出演:七澤清貴(バイオリ
ン)､コントラバス奏者ほか　 3月24
日からチケット発売

■午前の音楽会vol.115｢コントラバス｣

　  4月18日(木)13時30分～　 全席指定
800円※会員制　 小津安二郎が自らの
原作を監督し､親子の愛情を描いた作
品｡監督:小津安二郎､出演:飯田蝶子､日
守新一　 3月19日から予約開始

■岩間シネクラブ第141回｢一人息子｣

　  7月6日(土)14時～　 全席指定2,700
円　 出演:曹雪晶(二胡)、銭騰浩（笙）、
西音あき子（ピアノ）ほか　 3月15日
からチケット発売

■シルクロードの旋律を奏でる⑯
　｢曹雪晶 二胡コンサート｣

　  毎日の生活にアロマを取り入れよう!
　  4月19日(金)10時30分～12時　 16
歳以上の初心者 10人(抽選)　 2,000円
　 華やかな森の香り｢ニオイコブシ｣の
話､アロマフレグランスづくり　 3月
25日消印有効

■アロマ教室A
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　 4月12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

3月20日､4月3日の水曜

3月14日･28日､4月4日の木曜

こども家庭係 334-6323 333-6309

3月27日(水)

　 4月9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」～
　3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｡
　4月27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       
　　 3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

　3月15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

　3月15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
　①3月19日(火)13時30分～､14時30分～､15時30分～②4月11日(木)
9時～､10時～、11時～③4月16日(火)13時30分～､14時30分～､15時30
分～ 　区役所本館3階栄養相談室

　4月3日(水)9時45分～11時15分 〈予約〉3月15日13時～　 区役所
本館3階　 30年3月～5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)

4/20(土)
(4/8必着) 2,000円/ペアソフトテニス

(シニアの部)
西村 泰
　 801-1423

4/28(日)
(4/15必着) 800円/人第232回

お楽しみ卓球

三ツ沢公園
テニスコート

保土ケ谷
スポーツセンター

※スマートフォンでの申込みはこちらから→

石田 昌子
　 332-3646 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

■｢自分の時間｣の過ごし方～男性向けボランティア講座～
　 5月17日･31日､6月7日･21日の金曜(全4回)5月は13時30分～16時
30分､6月は4月以降にお知らせ　 かるがも3階 福祉保健活動拠点　 地
域活動に興味がある70歳以下の男性 先着20人　 1,000円※そば打ち体
験費用含む　 ボランティア活動に関する豆知識や体験､施設見学､そば
打ち体験など　 3月15日から電話･Eメール お住いの町名･氏名･年齢･
電話番号を明記　 332-2412　 v@shakyohodogaya.jp

341-9876　  334-5805

常盤公園弓道場 〒240-0067 常盤台42-1　　  333-3735　 4/8(月)

　 4月19日(金)･23日(火)･26日(金)､5月7日(火)･10日(金)･14日(火)･17日(金)･
21日(火)･24日(金)･28日(火)(全10回)10時～12時　 市内在住･在勤 先着30人
　 5,000円　 弓道の基本動作　 動きやすい服装　 4月12日から窓口か電話

■弓道初心者講習

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

すみれ通信～区民の情報広場～ ※区民が主催する
　活動を掲載

■認知症講座
　3月15日(金)13時30分～15時(受付:13時)　 横浜保土ケ谷中央病院 
2階講堂(釡台町43-1)　 直接会場へ　 横浜保土ケ谷中央病院患者サポ
ートセンター　 331-1559（平日:13時～17時）

区民ギャラリー(区役所1階ロビー)　　 334-6305
3月14日(木)～25日(月)
3月27日(水)～4月4日(木)

●鎌倉彫 彫文会 作品展
●友画会展

　 3月17日(日)9時～17時 　記念塔解放(平沼亮三氏資料展示室と展望室)､
個人利用(卓球･バドミントン･スポンジテニス)※スポンジテニス以外､ラケ
ット･シャトル･ボールは各自持参 　直接会場へ

■平体祭

4/21(日)
(4/12必着) 2,400円/ペア

第162回バトミントン
（高校生以上 男女別
ダブルス個人戦）

保土ケ谷
スポーツセンター

泰良 利治
　 715-0332

900円/人第233回卓球
（男女別シングルス）

石田 昌子
　 332-3646

保土ケ谷
スポーツセンター

5/5(日・祝)
(4/15必着)

■3月1日～8日は「女性の健康週間」です
　女性は､思春期､妊娠･出産期､更年期､老年期と生涯を通じて､ホルモ
ンバランスが大きく変動し､心と体にさまざまな変化が生じます｡
　この機会に､ぜひ自分の健康について考えてみましょう｡

区役所健康づくり係　 334-6346　 333-6309

■善意銀行
　中央労働金庫星川支店様､保土ケ谷区フリーマーケット実行委員会出店
者一同様､保土ケ谷区女性団体連絡協議会様､保土ケ谷福祉健康マージャン
推進クラブ様､健康クラブ80様､カモメ会様､匿名様から寄付がありました｡

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

※詳細はHPを確認してください。

5,000円/チーム春季バレーボール 山崎 都
　 382-8722

保土ケ谷
スポーツセンター

4/28(日)
(4/10必着)

ありがとうございました｡

●染物展
アーバンアートほどがや（JR保土ケ谷駅ビル3階）　　334-6305

3月19日(火)～29日(金)

SNSでも保土ケ谷の
魅力・情報発信中

インスタグラム ツイッター
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