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横浜 を応援しよう
区内唯一のプロスポーツチームFC 区内唯一のプロスポーツチーム

を応援しよう
　1999年に誕生した横浜FCは､2010年から区内にクラブハウスを構える､区内唯一のプロスポーツチー
ムです｡2001年からJリーグに所属する伝統あるチームであり､Ｊリーグ最年長ゴール記録を伸ばしてい
る三浦知良選手や日本代表(20歳以下)の斉藤光毅選手が所属しています｡
　また､今シーズンは｢FOREVER　EVOLVING(永遠に進化する)～全ては勝利のために～｣をスローガン
に掲げ､J1昇格を目指しチーム一丸となって戦っています｡
　スポーツ観戦に適しているこれからの季節､横浜FCを応援しに､ホームスタジアムのニッパツ三ツ沢球
技場に出かけてみませんか｡

横浜FC
フォーエバー エヴォルヴィング

選手一覧 FW
MF
DF
GK

：フォワード
：ミッドフィルダー
：ディフェンダー
：ゴールキーパー

ポジション/背番号
氏名

(3月12日現在)
ポジション

MF/40

イバ 三浦知良

北爪健吾 武田英二郎

ｶﾙﾌｨﾝ ﾖﾝ ｱ ﾋ ﾝ゚ 竹重安希彦 斉藤光毅松井大輔

草野侑己 袴田裕太郎 中山克広 安永玲央

大内一生

田所諒藤井悠太 田代真一 中里崇宏 松浦拓弥

佐藤謙介 戸島章

齋藤功佑 南雄太 乾大知

川﨑裕大

渡邊一仁

山本凌太郎

辻周吾 伊野波雅彦

瀬沼優司

ﾚｱﾝﾄ ﾛ゙ ﾄ ﾐ゙ﾝｹ ｽ゙

地域社会と一体となったクラブ活動に取り組んでいます !

選手からのコメント 三浦知良
松井大輔 (左)

(右)

※HAMA BLUEとはスカイブルーを指します｡
※保土ケ谷区民DAY[6月29日(土)]の申込みは､5月号に掲載予定です｡

　保土ケ谷区の皆さん､いつも応援ありがとう
ございます｡J1昇格を果たせるよう今シーズンも
皆さんと共に全力で戦い続けます｡
　保土ケ谷区の方をホームゲームに招待する｢保
土ケ谷区民DAY｣では､スタジアムをHAMA 
BLUEに染めて勝利への後押しをお願いします｡

教えて
フリ丸

初めての練習見学や
ホームゲーム観戦の
質問に答えるよ！

◀横浜FCオフィシャル
　クラブマスコット フリ丸

レオック
西谷浄水場内の横浜FC LEOCト
レーニングセンターで､9時～11時
頃までやってるから見に来てね｡
※時間は変更になる場合があります｡

ニッパツ三ツ沢球技場だよ｡フット
ボール専用スタジアムだから､観客と
選手との距離がたったの5mで臨場感
がすごいんだ｡

チケットはコンビニエンスストアやイ
ンターネットなどから購入できるよ｡
前日まで販売する｢前売り券」は､当日
券よりお得だよ｡

　横浜FCは、区民の皆さんに親しんでいただけるように自治会町内会のお祭りや商
店街のイベント､全国交通安全運動など地域の活動に積極的に参加しています｡
　また､地域の活動への協力やホームタウン活動をより推進するため､昨年7月に横
浜FC､区役所､区連合町内会長連絡会､区商店街連合会の4者で｢横浜市保土ケ谷区
におけるホームタウン活動等に関する基本協定｣を締結しました｡

普段の服装で大丈夫だよ｡チームカ
ラーのスカイブルーの服を着ていく
と､一体感を感じることができて楽
しいよ｡ユニフォームはニッパツ三
ツ沢球技場内や横浜FC Jリーグオ
ンラインショップで買えるよ｡

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

詳しくは横浜FCのホームページを
確認してね! 横浜FC

練習は見学できるの？ ホームゲームはどこでやるの？

試合観戦には何を着ていけばいいの？ チケットはどこで買えるの？

➡ 

ど や
 205,223人
 95,131世帯 (31年3月1日現在）

区の人口
区の世帯数
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……入ってよかった！自治会町内会
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安全に通学するために
親子でチェック



子育てサロンなどを開催し､
子育て世代を支援しています｡
また､子どもたち
が安心して登下校
できるよう､通学
路の見守りを行っ
ています｡

誰もが自分らしく暮らせるよう､
高齢者の見守りや介護予防･健康
づくりに取り組ん
でいます｡
また､敬老会など
で交流を図ってい
ます｡

小さい子どもがいますが､
同世代の子育て仲間がいなくて
寂しいです｡

●10 　　　　　　　　平成31（ ）年 4 月号　／　ほどがや区版●6 2019
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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

ごみの集積場所を清潔に保つ
ように､掃除をしています｡ご
みが散らからないでいるのは､

地域の皆さんによる日々の
清掃活動のおかげなんです｡

近所のごみ集積場所の､
ごみが散乱しないか
心配です｡

定年後、一人暮らしで不安です｡
仲間を作るにはどうしたら
いいですか?

　近年､私たちを取り巻く環境は大きく変化し､子育てや福祉･
環境･防災など､地域が抱える課題も多岐にわたります｡
　こうした課題は､一人の力では到底解決できるものではなく､
そこに暮らす一人ひとりが共通の課題として認識し､皆さんで
協力して､課題解決に向けて取り組んでいくことが必要です｡

　ぜひ自治会町内会に加入し､活動に参加してくださ
い｡お互いを理解し､無理をせず､和気あいあいと楽し
みながら活動していくことが､より良い暮らしの第一
歩です。

盆踊り･祭り･運動会や趣味の
サークル活動･レクリエーション｡
子どもから高齢者まで
誰もが楽しめる交流の
場をつくっています｡

区や市などの情報を掲載した
｢広報よこはま｣の配布や､生活
に密着したお知らせ(回覧板･掲
示板)など､地域への広報を担っ
ています｡

イベントを楽しんだり､
趣味のサークルがあれば
入りたいと思います｡

災害時には避難所の運営や
助けを必要とする人の支援､

防災訓練や水･非
常用食品の備蓄な
ど､地域の防災組
織として緊急時に
備えています｡

日中は一人なので、災害が起
こったときに自分だけで避難
できるのか不安です｡

区や市ではどんなことを
しているのか知りたいです｡

※上記は、自治会町内会活動の一例です。

岩井町原地区
小石川悦子会長
こいしかわ えつこ

権太坂境木地区
田中久会長
たなか ひさし

中央地区
中西義宣会長
なかにしよしのり

川島原地区
鈴木方規会長
すずき まさのり

保土ケ谷南部地区
羽根一男会長
はね かずお

新桜ケ丘地区
吉田文信会長
よしだ ふみのぶ

岩井町原地区
小石川悦子会長
こいしかわ えつこ

権太坂境木地区
田中久会長
たなか ひさし

中央地区
中西義宣会長
なかにしよしのり

保土ケ谷南部地区
羽根一男会長
はね かずお

新桜ケ丘地区
吉田文信会長
よしだ ふみのぶ

川島原地区
鈴木方規会長
すずき まさのり

自治会町内会の
問合せは担当まで

 　近所付き合いはありますか？
　｢地域のことはよく分からない｣｢自分には関係がない｣そう思っていませんか？
　皆さんが暮らしの中で感じた困ったことや不安｡そんな時こそ､自治会町内会を
通した“近所の支え合い”が力を発揮します｡
　地域で力を合わせて、より良い暮らしを実現しましょう。

保土ケ谷区連合町内会長連絡会
畑尻明会長
はたじりあきら

ごみ集積場所の美化活動 高齢者支援子育て支援

いざという時の防災活動 地域への広報活動イベントの開催･サークル活動
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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

交通
安全

こうつうあんぜん まる なんもんばつ

　これまで一緒に行動していてもヒヤッとするこ
とがあったので､子どもだけの登校は不安でした｡
　入学に備えて､見通しの悪い曲がり角など危険
なポイントでは｢なぜ危ないのか｣を具体的に話を
しています｡最近は相鉄線の高架化もあり踏切の
あった場所を通る車が､これまでよりスピードを出
すようになったので､
気を付けるように伝
えています｡
　繰り返し伝えるこ
とで､子どもが自発的
にルールを守って歩
くようになりました｡

信号が青に変わったよ
しんごう あお か

道路の右側を歩けば
いいのかな ?

歩道がない道を歩くよ
ほどう みち ある

みぎがわ あるどうろ

区役所地域活動係　
　334-6302　　332-7409　

道の向こうに友だちがいるよ
みち ともむ

信号機がない横断歩道で車が止まったよ
しんごうき おうだんほどう くるま と

青になってもすぐに渡らず､左右を確認しましょう。
また、横断中も車や自転車が来ないか注意しましょう｡

近くに横断歩道があれば横断歩道を渡りましょう｡
道路を渡る前に止まって､左右を確認しましょう｡
※小学生の交通事故の半数以上は｢飛び出し｣が原因です｡

①手をあげて
②右見て左見て、もう一度右見て
③車が来ないことを確認して

反対側の青い車も止まったことを確認しましょう。
急いで渡らずにもう一度、左右をよく確認しま
しょう。

歩道がないときは右端に寄って歩きましょう｡
ただし､障害物があって危険なときや､やむを得
ないときなどは道路の左端を歩きましょう｡

佐々 榎奈美さん佐々 榎奈美さん
圭子ちゃん(新小学1年生)圭子ちゃん(新小学1年生)

かなみ

青になったから､すぐに
渡ってもいいのかな ?

　４月は小学校入学を機に
子どもだけで行動すること
が多くなります。自宅の周辺
や通学路の歩き方について、
子どもと話をしていますか？
　昨年の区内における子ども
(中学生以下)の交通事故は48
件にも上り、前年と比べて
30％以上増加しています。
　もう一度、歩くときの交通
ルールを親子で確認しましょう。

　日頃の見守り活動で感じることは、道路を歩く
とき、「悪ふざけをしないでほしい」、「時間に余裕
をもって登校してほしい」ということです。大人
は、「子どもは大人の真似をする」ことを意識して、
お手本となるよう交通ルールを守ってほしいです。
　また、子どもの目線で歩いてみると､大人の目で
は気付けなかった危
険が見つかります｡実
際の場面で｢何が危険
か｣｢どうすれば良い
か｣を具体的な言葉で
教えられるといいで
すね｡

上星川小学校見守り隊、坂本小パトロール隊上星川小学校見守り隊、坂本小パトロール隊
みのる

小林 實さん小林 實さん

あお

わた

何問わかるかな?

横断します

車が止まったら､すぐに
渡ってもいいのかな?

とくるま

い

とも いそ

わた
車が止まったら､すぐに
渡ってもいいのかな?

とくるま

わた
友だちのところに､急いで
行ってもいいのかな?
い

とも いそ

友だちのところに､急いで
行ってもいいのかな?
い

とも いそ

子どもを交通事故から守るためのポイントはホームページで▶ 子どもの交通安全 横浜市
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や
　横浜国立大学の学生が企画するレクリエーション、農業体験などをしてみませんか?

保土ケ谷区の注目情報をピックアップ

やっこ探検隊 参加者募集

日　程 6月22日(土)､7月20日(土)､8月16日(金)～17日(土)､10月19日(土)､
11月9日(土)､12月7日(土)､2020年2月15日(土)
10時～16時
7,000円/年(保険料込)
区内在住･在学の小学3～6年生で､原則すべての活動に参加できる人
80人（抽選）※初めての人優先
日時:①5月9日(木)18時30分～､②5月12日(日)14時～
会場:横浜国立大学 教育文化ホール(常盤台79-1)
４月26日必着ではがき
〒住所･氏名(ふりがな)･学校名･学年･性別･電話番号･保護者氏名･がやっこ探検隊
参加経験の有無（｢初めて｣または｢○年度〇班｣）･保護者説明会参加予定日(①9日、②12日)を明記
〒240-0001 川辺町2-9 区役所生涯学習支援係｢がやっこ探検隊｣宛

時　間

保護者
説明会

申込み

対象・定員

参加費

第55回 ほどがや防犯川柳コンクール 受賞作品発表

保
　自らの意思で自身の生き方を選択し､人生の最後まで自分らしく生きる
ことができるよう､保土ケ谷区版エンディングノート「わたしのこれまで、
そしてこれから」を作成しました｡これまでの人生を振り返り､これからの
生き方を考えてみませんか｡

　トヨタカローラ神奈川は2017年から市と協働で道路の清掃･美化活動を行う「ハマロードサポーター」に登録し､道路の清掃
や道路脇に花を植えるなど美化活動に取り組んでいます｡同社では､以前から清掃活動を行っていましたが､会社からの強制では
なく社員が自ら考え行動する形態をとりたいと､ハマロードサポーターへ登録しました｡現在は月２回､約40名の社員が同社前の
国道1号線沿い1㎞ほどの間を清掃しています｡地域の人から｢ありがとう｣｢お疲れさま｣などと声をかけてもらうこともあり､やり
がいにつながっているそうです｡｢道路がきれいになると､安心するし心地よいと思う｡犯罪の減少にもつながります｡地域ととも
に､これからも10年･20年と長くこの活動を続けていきたい｣と抱負を話してくれました｡
　もう一つ同社の名物となっているのが､駐車場脇に植えられた６千株の芝桜です｡これは設立

55周年を記念して植えたもので､生い茂っている雑草を何とかしようと､雑草の根取り･防草シートの貼付け･芝桜の植
付けなど､すべて社員が行いました｡｢地域の皆さんにも楽しんでもらいたい｣と川田さん｡斜面いっぱいに鮮やかなピン
ク色の花が咲き乱れ､見る人を癒してくれます｡
　再来年60周年を迎える同社｡5月18日に開催される「ほどがや花フェスタ2019」では､初代カローラの展示など､子
どもから大人まで楽しめる企画を用意しています｡ほかにも地元の人と一緒にできることを検討中とのことで､｢車だけ
ではなく、地域とつながり､地域に愛される会社でありたい｣と語ってくれました｡

川田 一美さん

区役所広報相談係
　334-6221
　333-7945

▲芝桜(今月下旬が見頃)

最優秀賞受賞者 池田 史逑さん

人の情につけ込む卑劣な振り
込め詐欺撃退に、留守番電話
設定を呼びかけたこの作品が
少しでもお役に立てれば、と
てもうれしく思います。

受賞作品

警察署長賞
小中学生の部

一般の部

小中学生の部

一般の部

小中学生の部

一般の部

小中学生の部

一般の部

最優秀賞

佳作

区長賞

防犯協会長賞

留守電で 防ごうサギ師の 悪仕掛け(池田 史逑さん)

オレオレと 金がほしいは 全て詐欺(金井 平良さん)

電話での お金の話し 疑って(布施 義弘さん)

気を付けろ ネットの世界に 飲まれるな (田代 リサさん)　

さてあなた 初めてですね どこのオレ(小牧 優子さん)

スマホ手に 自転車運転 事故のもと(鈴木 勇介さん)

あわてずに まづは確認 サギ退治(渡辺 多賀恵さん)

光らせよう 犯罪防ぐ 地域の目(亀田 京香さん)
留守電は 詐欺を防げる 第一歩(安野 心隆さん)

確認し 振込まないで 被害なし(西村 美智子さん)
聴き慣れぬ 声に惑うな それはサギ(杉山 幹子さん)

　昨年12月から今年1月に作品募集をした｢ほどがや防犯川柳コンクール｣は､応募総数780句の中から11句の入賞作品が選ばれました｡
　受賞作品は今後､ポスターや物品などに掲載して防犯啓発活動に生かしていきます｡

8月は市内での宿泊体験です｡
時間は通常とは異なります｡
日程は変更になる場合があります｡
保護者説明会に参加できない場合､
申込みは無効となります｡

注意事項

配布場所 区役所(別館2階)､
区内地域ケアプラザ

※配布の際､書き方などの説明をするため､
　多少時間がかかります｡

土ケ谷区版エンディングノートを
配布します
土ケ谷区版エンディングノートを
配布します

川田 一美さん
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保土ケ谷区 防災講習会
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トピックスほど

区役所庶務係
　334-6203　　334-6390

保土ケ谷区の注目情報をピックアップ

◆区役所企画調整係(本館2階22番)　
◆保土ケ谷図書館　
◆区内地区センター

◆市庁舎1階市民情報センター　
◆市庁舎6階都市整備局地域まちづくり課

市の中心部に近い立地を生かし、
自然や歴史などの魅力を大切にした
いつまでも住み続けたいまち

無料地域
　自治会町内会などが開催する防災講習会に､無料で講師を派遣しています｡
　マンションなどの集合住宅や戸建ての多い地域など､地域の実情に応じて経験豊富な講師が分かりやすい
講習を行います｡防災に関する知識を深め､実践的な取組へつなげるため､ぜひ活用してください。

自治会町内会などの町の防災組織､マンション管理組合などの団体
区災害ボランティアネットワーク会員など､長年の知識と経験を積んだ人
開催予定時期や希望する内容について事前に要相談｡その後｢派遣依頼書｣を提出。
〒240-0001 川辺町2-9　区役所庶務係防災担当宛

域で行う防災講習会に講師を派遣します

区役所資源化推進担当
　334-6304　　332-7409
　ho-shigen@city.yokohama.jp

花フ

対　象
講　師

星川中央公園5月18日(土)日　程 会　場

申込み

地震･風水害など災害への心構え　　大地震発生直後の対応､避難生活について
自助･共助の取組について　　　　　マンションなど共同住宅での防災対策
身近なものを活用した防災対策､火を使わない防災食　など

保土ケ谷区まちづくり計画

区役所まちづくり調整担当
　334-6227　　333-7945横濱

　｢保土ケ谷区まちづくり計画｣は､おおむね20年後の将来を見据えて､区のまちづくりの基本的な方針を定めたものです｡
　平成14年度の策定から15年余りが経過し､社会経済状況やまちの状況の変化に合わせて３月に改定しました｡改定作業にあたって
は、多数の意見･提案をありがとうございました。
　今後は､新しい｢保土ケ谷区まちづくり計画｣に基づいて､区民･事業者･行政の連携により､
まちづくりを進めていきます｡

浜市都市計画マスタープラン保土ケ谷区プラン
「保土ケ谷区まちづくり計画」を改定しました

※区役所２階22番窓口で冊子･概要版を配布しています（なくなり次第終了）。

▲避難用リュックの一部を紹介

講習内容

｢保土ケ谷区まちづくり計画｣(改定版)はホームページのほか､次の場所で閲覧できます

まちづくりの目標

10時～15時 ※雨天順延
30区画程度(抽選)
500円

※食べ物･動物･営利目的の出店は不可。
※駐車は搬出入時のみ(時間厳守)｡常
　駐は不可｡

時　間
定　員
費　用

■フリーマーケット
　出店者募集

10時～14時
20人(抽選)
1,000円
季節の花をあしらった
フラワーアレンジメントの
作成

時　間
定　員
費　用

内　容 内　容

■フラワーアレンジメント教室
　参加者募集

①11時～､②13時～
各回15人(抽選)
1,000円
季節の花をあしらった
寄せ植えプランターの
作成

時　間
定　員
費　用

■季節の花の寄せ植え教室
　参加者募集 4月19日必着

はがき･FAX･Eメール
〒住所･氏名･電話番号・
催し物名(寄せ植え教室
は時間帯も)を明記
〒240-0001 川辺町2-9 
区役所資源化推進担当

フェスタ2019　参加者･出店者募集

申込み

健康・医療に関するひとことアドバイス

古くからの病｢糖尿病｣

区役所健康づくり係 　334-6344 　333-6309

　糖尿病は､非常に古くから存在が知られていた病気の一つです｡
　紀元前1500年頃の古代エジプトのパピルスの文書には､｢大量の尿を出す病｣と記述があります｡日本では､平安時代の絶頂期を築いた
藤原道長は糖尿病だったようです｡美食家で絶えず喉の渇きを訴え､大量に水を飲み､次第に衰弱してその後視力が衰え､皮膚病もあり苦し
んだと言われています｡古代エジプト以来3000年以上の間､人間は糖尿病に対して無力でした｡
　現在は誰でも検査を受け､治療できる時代になりました｡しかし､私たちの体の働きの解明については､まだ初歩的な段階かもしれません｡
糖尿病のような､全身に作用を及ぼす複合的な病気に対する真の治療薬を開発することは容易ではありませんが､食事療法と運動療法が今
のところ最良の方法かもしれません｡少しでも自分の身体の変化に気づいた時は、すぐに医療機関に相談しましょう｡

保土ケ谷区薬剤師会　木村 重
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初音が丘地区センター
〒240-0031　藤塚町15-1

352-3992 442-3559　 4/15(月)

■くつろぎのひととき“レコードcafé初音”
　  4月19日(金)14時～16時（出入り自由）
　  200円（スイーツ付き） 　直接会場へ
■親子で食育
　  5月16日･30日の木曜(全2回)10時30
分～12時　 幼児と保護者 先着12組  
500円　 元気な歯とからだをつくる
食事とおやつ　 4月19日9時30分から
窓口(電話は仮予約で翌日から)
■ボタニカルライフ講座
　  5月29日､6月19日､11月13日､12月4日
の水曜(全4回)13時30分～15時30分　 
成人 先着12人　 5，000円　 室内や屋
外のプランター製作　 4月18日9時30
分から窓口(電話は仮予約で翌日から)

　野菜・果物・花などを即売します｡
　 4月21日､5月5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

　 4月27日(土)、5月10日(金)9時30分
～(売り切れ次第終了)　 区役所前広場
(小雨決行、荒天中止。マイバッグを持
参)※直接会場へ　 地域力推進担当　 
334-6380　 333-7945

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～

　 開講式:6月7日(金)13時～､講座:6月
13日～10月3日の木曜(8月は休み､全
12回)10時15分～12時　 開講式:関内
ホール､講座:岩間市民プラザ　 区内在
住で60歳以上 40人(抽選)　 2,000円
　 　5月10日必着で窓口・FAX(専用
申込用紙) 区老人クラブ連合会事務局
(岩間町1ｰ7ｰ15 三師会館内)　 　
331-3322､区役所高齢･障害係　 
334-6382

よこはまシニア大学受講生募集

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 4/15(月)

■モーツアルト音域でのヨガラジオ体操
　  5月14日･28日､6月11日･25日の火曜
(全4回)13時30分～14時30分　 成人 
先着10人　 1,200円　 からだと脳をリ
ラックス､新陳代謝アップ　 4月16日から
費用持参で窓口か電話(3日以内に手続き)
■親子のおはなし会
　  5月16日(木)11時～11時30分　 0
～2歳児と保護者 先着5組　 4月18日
から窓口か電話

■川島ハーモニードレミ
　  4月12日(金)･25日(木)13時～14時
30分　 100円/回　 室内履き､下足入
れ袋　 ピアノ伴奏に合わせた童謡唱歌
　 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

■こんにちはヨガ
　  毎月第1金曜 10時～11時　 概ね65
歳以上 先着30人　 200円/回　 ヨガの
基本姿勢､呼吸法　 事前に窓口か電話

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

■いまい学校
　  5月30日(木)､6月11日(火)･27日
(木)､7月9日(火)(全4回)14時～15時
30分　  40歳以上 先着20人　 英会
話､レクリエーションなど　 4月30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 　4/23(火)

　4月13日･27日の土曜 9時～12時は
区役所の一部窓口を開庁します｡取扱
う業務についてはHPで確認できます｡

　 庶務係　 334-6203　 334-6390

区役所窓口の土曜開庁について

保土ケ谷区役所 土曜開庁

■コーラスサークル
　  4月12日(金)10時30分～12時　 
200円　 事前に窓口か電話

仏向地域ケアプラザ
〒240-0044　仏向町1262-3

　  336-1565 　 342-1571 　4/30(火・休)

　 6月1日(土)13時30分～16時　 保
土ケ谷公会堂　 先着500人　 講師:長
尾和宏　 　4月15日からはがき･FAX･
Eメール 〒住所･代表者の氏名･電話番
号･人数を明記 〒240-0003 天王町1-21 
区在宅医療相談室　465-6366　 
465-6367　 soudan@hodogaya-
med.org

自分らしい最期を迎えるために
これだけは知っておきたいこと

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
　  4月13日･27日の土曜 13時30分～15時
30分　 65歳以上　 100円/回　 直接会場へ

4/15(月)

■あそびの広場
　  4月20日(土)10時～12時　 小･中学
生　 百人一首ほか　 直接会場へ
■紙芝居の演じ方講座
　 ①5月8日(水)14時～16時②15日(水)
10時～12時　 成人 先着12人　 300
円/回　 子どもを引き付ける口調･表情
の伝え方　 4月16日から窓口か電話

■親子3B体操
　  5月17日(金)10時～11時30分　 未
就園児と保護者 先着20組　 300円　 
4月15日から窓口か電話
■煎茶講座
　  5月30日(木)10時～12時　 先着15人
　  500円　 4月15日から窓口か電話

常盤台コミュニティハウス
4/22(月)

〒240-0067　常盤台53-2
348-8277 348-8288

■母の日にハーバリウムのプレゼント
　  5月8日(水)15時30分～17時　 小
学生 先着15人　 600円　 4月17日10
時から電話かHP
■草花を楽しもう! ～ミニポタジェ～
　  5月10日(金)9時30分～11時30分　 
成人 先着15人　 1,500円　 4月19日
10時から電話かHP
■リンパマッサージでからだ改善
　  5月22日･29日､6月5日の水曜(全3
回)13時～14時　 成人 先着15人　 
1,000円　 5月2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 　4/15(月)
nishiya.hodogaya-kumin.com

■区民ギャラリー(区役所1階ロビー)
・保土ケ谷区 ブルガリア文化紹介
　 4月3日(水)～12日(金)
・山と花～美しいものをそのままに～
　 4月16日(火)～25日(木)
■アーバンアートほどがや(JR保土ケ谷駅ビル3階)
・思い出の古布が裂き織で更生る(生れ変る)。
　 4月4日(木)～15日(月)
・ドライフラワーの魅力
　 4月17日(水)～27日(土)
・木版画、貼り絵、洋画
　 4月29日(月・祝)～5月7日(火)　 　 
　 生涯学習支援係　 334-6305

ギャラリーガイド

　 5月26日(日)10時～12時30分※小雨決
行、雨天中止　 こども自然公園(旭区大池
町65ｰ1)　 市内在住･在勤･在学 50人(抽
選)　 500円　 　5月7日必着ではがき･
FAX･HP 〒住所･氏名(フリガナ)･年齢･電話
番号を明記 〒235-0007 磯子区西町14ｰ11 

薬草探索健康ウォーキング横浜

神奈川県総合薬事保健センター内 横浜市
薬剤師会事務局　761-7840　 754-3000
　 www.hamayaku.or.jp、健康福祉
局保健事業課　 671-2454

　水道局が調査会社に委託して､区内の
地下漏水調査を実施します｡調査の際､皆
さんの宅地内に設置してある水道メータ
ーで漏水音の確認を行います｡なお､不在
の場合は､宅地内には入らず道路上で調
査を行います｡料金は徴収しません。
　 調査期間：5月上旬～8月下旬の平日
※調査員は水道局が発行した身分証明
証を携行しています｡　 水道局漏水管
理係　 331-1838　 332-1442

地下漏水調査にご協力をお願いします

　 予約開始日:法律相談(5月7日(火)分)
4月23日～､司法書士相談(5月9日(木)
分)4月25日～　 　広報相談係　 
334-6221　 333-7945

10連休に伴う区役所特別相談の
予約について～受付が早まります～

ほどがや地区センター
〒240-0003　天王町1-21

333-0064 520-1650 4/15(月)

　  5月21日､6月4日・18日の火曜(全3
回)13時30分～16時　 18歳以上 先着
15人　 1,200円　 4月16日9時30分
から窓口(電話は翌日から)

■涼しげなヨットのパッチワーク

　  5月31日､6月7日・21日､7月5日・19
日の金曜(全5回)10時～11時30分　 
18歳以上 20人(抽選)　 2,500円　 4
月26日9時30分から10時までに窓口

■基礎から学べる 歌おう! ヴォイストレーニング

桜ケ丘コミュニティハウス
〒240-0015　岩崎町15-30

331-5368 331-8990 4/15(月)

　  5月9日～6月20日の木曜(5月30日は
休み､全6回)17時～17時40分　 小学3
～6年生 先着12人　 3,600円 　4月
16日9時30分から窓口(電話は翌日から)

■こどものための英語の時間

■モクモク木工～パンバスケット作り～

■スマイル3B体操
　  5月13日･27日､6月10日の月曜(全3
回)10時～11時　 先着6人　 1,000円 
　  4月16日9時30分から窓口(電話は
翌日から)

　  5月6日(月・休)10時30分～13時   
　 先着6人　 500円　 4月16日9時30
分から窓口(電話は翌日から)
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■地域デビュー講座
　｢地層で学ぶ保土ケ谷の歴史｣
　  5月10日･17日･24日･31日､6月7日
の金曜(全5回)13時～16時　 岩崎地域
ケアプラザほか　 原則全日程に参加で
きる人 30人(抽選)　 講義とまち歩き
　 4月22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･応募動機を明記

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　  4/15(月)
 toiawase@hodogaya-ours.jp

■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｣
　 5月17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 先着30人　   
｢SDGs未来都市・横浜｣の具体的な取組
みについて学ぶ　 4月15日から窓口･
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

岩間市民プラザ

　  7月27日(土)14時～　 全席指定2,600
円　 出演：米沢浩(尺八)､熊沢栄利子(二
十絃箏)ほか　 4月23日からチケット発売

■邦楽いろはにほ｢日本人が育んできた楽器｣

　  6月8日(土)14時～　 全席自由、一般：
1,500円、20歳以下・65歳以上：1,000円　 出
演：春風亭柳若、瀧川鯉丸　4月16日から窓口

■岩間若手落語会

■ときわの森子育て広場
　  4月25日(木)10時30分～12時　 1
～4歳児と保護者 先着10組　 100円
　 マイミニアルバム作り　 4月15日
から窓口か電話

常盤台地域ケアプラザ
〒240-0067　常盤台53-2

　  339-5701 　 339-6068 　4/22(月)

〒240-0004　岩間町1-7-15
     337-0011 　337-2500 　4/15(月)

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　　4/15(月)

■日本語教室
　 4月11日～5月10日の木曜夜､金曜午
前､土曜午後(4月27日､5月2日～4日は
休み)　 外国人
■子どもの勉強会
　 4月13日～5月11日の土曜 10時～
12時(4月27日、5月4日は休み)　 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～
　 4月16日(火)10時30分～11時30分　 
外国人(日本人は要申込み)

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

　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･生年月
日･性別･事業名･Eメールアドレスを明記

　  6月7日(金)10時30分～12時　 16
歳以上の初心者 10人(抽選)　 2,000
円　 虫よけ､消臭アロマスプレー作り
　 5月10日消印有効

■アロマ教室B

　6月8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､自然をきれいに撮る方法｡講
師:写真家 鈴木清美　 5月13日消印有効

■自然を写そう! デジカメテクニックB

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

瀬戸ケ谷スポーツ会館
〒240-0024　瀬戸ケ谷町71

712-2412 4/15(月)
■親子ひろば
　 毎月第2金曜 9時～12時　 未就学児
と保護者　 室内遊具で一緒に遊び､コ
ミュニケーションを覚える　 直接会場へ
■親子リトミック教室～音･リズム遊び～
　 5月7日(火)･13日(月)･23日(木)･31日
(金)(全4回)10時～11時30分　 1歳6か月
以上の未就園児と保護者 先着15組　 
1,000円　 五感の発育と集団での遊びの
体験　 4月16日から窓口(電話は翌日から)
■ガイドと歩く旧東海道｢戸塚宿｣
　 5月21日(火)10時～※雨天中止　 
JR｢東戸塚｣駅改札前集合(戸塚駅解散)
　 先着15人　 300円　 4月16日から
窓口(電話は翌日から)

川島町公園こどもログハウス
〒240-0045　川島町825-1

373-8566 4/15(月)

■おはなし会
　 5月7日(火)11時～11時20分　 幼
児と保護者　 直接会場へ

■チャレンジタイム
　 4月17日(水)16時～16時30分　 中
学生以下　 直接会場へ
■まどにお絵かき
　 4月20日(土)13時～13時30分　 中学
生以下　 テーマ：くだもの　 直接会場へ

■定例おはなし会
　 4月17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

　 4月18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

保土ケ谷図書館
〒240-0006　星川1-2-1

335-0421333-1336 4/15(月)

■ちくちくシアターpresents
　エプロンシアター
　 4月20日(土)①10時30分～､②11時
～　 直接会場へ

■親子おはなし会

®

こども植物園
〒232-0066　南区六ツ川3-122

 　741-1015 　 742-7604 　 4/15(月)
www.hama-midorinokyokai.or.jp/kodomo

■初心者向け洋ランの育て方
　  5月17日(金)13時30分～15時30分
　 成人 20人(抽選)　 2,000円　 5月
3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)・年齢(学
年)･電話番号･事業名を明記

■こども向けデジタルカメラ写真教室
　  5月26日(日)9時30分～12時　 小･中
学生(小学3年生以下は要保護者同伴) 
20人(抽選)　 1,000円　 5月12日必着

■手作りお茶教室
　 5月11日(土)10時～12時　 先着12
人　 4月15日から電話

常盤公園
〒240-0067　常盤台42-1 公園詰所

331-5995

■女性としごと応援デスク
　｢キャリア･カウンセリング｣
　 毎月第1･3･5の月･土曜①10時～､②
11時～､③13時～､④14時～　 女性 先
着各1人　 再就職･転職･ライフプランに
関する相談　 事前に窓口か電話

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 　4/25(木)

※保育は2か月～未就学児、予約制、有
料　 子どもの部屋　 862-4750

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/

　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)･事業名を明記

　 5月4日(土)･5日(日)10時～14時　 家
族･グループ 各13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　 4月27日必着

■BBQグリル料理教室

　  5月12日(日)､6月9日(日)､7月15日
(月・祝）(全3回)9時30分～15時30分　 
小学1～3年生 48人(抽選)　 9,000円
　①おやつ作り･野外ゲーム､②ピザ作
り･クラフト･自然遊び､③流しそうめん･
水鉄砲遊び　 4月30日必着

■くいしんぼう大作戦

■脳活! はじめての川柳教室
　  5月13日(月)13時30分～15時30分
　 男性 先着10人　 300円　 4月15
日10時から窓口か電話

星川地域ケアプラザ
〒240-0001　川辺町5-11

　  333-9500 　 340-2100 　4/22(月)
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　 5月10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
内の人　 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

4月17日､5月8日の水曜

4月25日(木)

こども家庭係 334-6323 333-6309

4月11日(木)･24日(水)､5月9日(木)

　 5月16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」～
　4月20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
　子どもを預けたい人と子育てを応援したい人(預かる人)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｡
　5月23日(木)10時30分～11時30分 　子ども(生後57日～小学6年生)を
預けたい人､預かる人(市内在住の成人で健康な人) 先着15人　　　4月16日か
ら窓口か電話(　 333-3885)

ほしな  たくお

ほどがや地域活動ホームゆめ 

■学齢障がい児フレンドサポート事業～みんなであそぼう! 音楽いっぱい～

※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

　4月19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

　4月19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
　4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

　5月8日(水)9時45分～11時15分 〈予約〉4月15日～　 区役所本
館3階　 30年4月～6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、お問い合わせください。　　334-6345
■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

　5月15日(水) 〈受付〉9時～10時30分 〈予約〉4月16日～　 区役所本館3階
　満40歳以上 先着50人　 X線撮影680円※協力医療機関でも実施

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
www.hsportsa.sakura.ne.jp

区民大会

大会名 費用 申込み・問合せ先会場日程(申込締切)

4/28(日)
(4/26必着)

会員:2,500円
会員ジュニア:2,300円
一般:2,800円
一般ジュニア:2,500円

春季ボウリング 石丸 茂喜
　 712-2351ハマボール

※スマートフォンでの
　申込みはこちらから→

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 保土ケ谷区ふれあい助成金申込み受付
　 4月12日(金)～26日(金)の平日 9時30分～11時30分､13時～16時30
分　 地域で福祉活動を行うボランティアグループ､市民活動団体や障が
い者団体など　 直接窓口へ

341-9876　  334-5805

すみれ通信～区民の情報広場～ ※区民が主催する
　活動を掲載

■第20回記念保土ケ谷区三曲会演奏会
　和楽器(琴･三絃･尺八)による邦楽の演奏をお楽しみください｡
　4月14日(日)10時30分～　 かながわアートホール　 直接会場へ　 
清水千佳代　 383-2265

■第52回日本クラウン(株)専属 小椋煌一ショー
　民謡･演歌･舞踊･ジャズダンスなど約100演目をお楽しみください｡
　4月20日(土)10時～17時　 保土ケ谷公会堂　 直接会場へ　 小椋煌一
　361-9289

　 4月～2020年3月の第1･3･5土･日曜 9時～11時　 境木中学校テニスコート
　 区内在住･在学の小学生と友だち　 3,800円/年間　 参加の1週間前までにFAX 
〒住所･保護者と参加児童の氏名(フリガナ)･生年月日･電話番号･FAX･性別･学校名･
学年を明記(申込用紙はHPにあります)　 801-1423　 西村 泰 　080-8707-1076

■ソフトテニスジュニア教室

■当日受付教室

5/3(金・祝)
(4/26必着) 7,200円/チーム第163回バドミントン

(一般3ダブルス団体)
保土ケ谷

スポーツセンター
泰良 利治
　 715-0332

教室名 1回の費用 対象・定員日時
ファジーテニス

タイム
16歳以上 
先着24人

700円/人水曜フットサル
タイム

18歳以上 
先着40人

5,000円/組春季女子ダブルス
テニス

蘭 透美
　 715-2647

三ツ沢公園
庭球場

5/12(日)
(4/26必着)

■善意銀行
　福田邦子様､匿名1人から寄付がありました｡ありがとうございました｡

平沼記念体育館 〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1　　 4/15(月)
　311-6186　 316-8521

※直接会場へ

※詳細はHPをご確認ください。

動きやすい服装､室内シューズなど

2,400円/ペア
7,200円/チーム

第164回バドミントン
(個人戦一般混合ダブルス
男女混成ダブルス団体)

保土ケ谷
スポーツセンター

5/6(月・休)
(4/26必着)

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

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

■肺がん検診　 (受診は年1回)　 334-6347　

※申込方法などの詳細はお問合せください｡

あららぎ とおみ

4月～5月の木曜(5月2日は除く)
11時45分～12時45分
4月～5月の水曜(4月10日･24日､
5月1日は除く)21時～22時40分

500円/人

■子どもスポンジテニス定期教室
教室名 時間 費用対象

キッズテニス 5,600円

6月6日～7月18日の木曜(全7回)

年中～小学2年生 10人(抽選) 16時～17時
ジュニアテニス 7,000円小学3～6年生 10人(抽選) 17時10分～18時30分

〒240-0005　神戸町140-2　　 340-3360　　334-0462
　土･日曜･祝日

　毎月第1月曜(月曜休みの場合変更あり)15時30分～17時　 小学1～高校
3年生の障がい児 10人(抽選)　 500円　 事前に電話かFAX 名前・年齢・連
絡先を明記

泰良 利治
　 715-0332

■第7回フラ･ホオラウレア 開催
　フランダンスのフェスティバルで一緒にハワイの風を感じませんか｡
　4月14日(日)13時30分～　 保土ケ谷公会堂　 250円※区役所売店で
販売　 保科　 090-8022ｰ9364

すまいるガーデンにようこそ
～魅力あるハンドメイド製品を販売しています～
すまいるガーデンにようこそ
～魅力あるハンドメイド製品を販売しています～

　区内で作られている温かみのある
ハンドメイド製品を､区役所本館１階
で販売しています｡

◀こちらから販売日の
　確認ができます

障害者支援担当　 334-6383  　331-6550

健康づくり係 334-6345～7 333-6309
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