
ツイッターで
情報発信中！

@yokohama_KNGW神奈川区
シンボルマーク

2018（平成30）年 No.243
神奈川区役所 検索

神奈川区役所／〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8   411-7171（代表）　編集・発行／区政推進課広報相談係   411-7021　 314-8890

月号

ここから神奈川区版 5〜12ページ▶

◆区の人口…241,657人 ◆世帯数…122,482世帯（2017年12月1日現在）　◆区役所は土曜日も一部窓口をオープンします。1月13日・27日  9時～12時
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平成30年度予算の執行を伴う事業などは、市会での予算議決後に確定します。

写真コンテスト巡回展

問合せ 地域振興課
411-7086  323-2502

写真コンテスト  最優秀賞発表
第9回「わが町 かながわ とっておき」

協  賛 （順不同）
エス山本繊維加工（有）・横浜醤油（株）・

（株）ガトーよこはま

開館時間 9時～21時
　　　  （日曜・祝日9時～17時）

　たくさんのご応募ありがとうございました（応募総数：77点）。
　このほかにも、優秀賞など8点の入賞作品が決まりました。今後

「広報よこはま」で順次紹介していきます。

　入賞作品を地区センター等で展示
します。ぜひご覧ください。

※ 区役所のみ、平日8時45分～17時。3月
24日は土曜開庁のため9時～12時。

日  程 会  場
2月 3日（土）～
 　 8日（木）

神奈川
地区センター

2月10日（土）～
 　15日（木）

神大寺
地区センター

2月24日（土）～
3月 1日（木）

菅田
地区センター

3月 3日（土）～
 　 8日（木）

白幡
地区センター

3月10日（土）～
 　15日（木）

神之木
地区センター

3月23日（金）～
 　30日（金）

区役所別館1階 
区民ホール※

ユウジの台
だいどころ

所さん

一般部門

●審査講評
　桜の鮮やかさがより際立つような光線を選ん
で撮影されています。何気ない日常の一コマを
切り取った中学生ならではの感性で、人々が公
園で桜を楽しんでいる様子がとてもよく伝わり
ます。
　桜の幹を入れることで、遠近感が生まれ、構
図がきれいにまとまっています。

●審査講評
　ビニールへの夕陽の映り込みが美
しく、色の変化・動きなど良い瞬間
を捉えています。
　電柱も入れて撮影することで奥行
きが表現されており、場所や季節、
時間帯など神奈川区をよく知ってい
ることがうかがえる写真です。

岩
いわい りな

井璃那さん

小中学生部門

　見守り合いが広げる
安心の輪
できることから始めよう

高齢者地域サロン
「かたくら茶房」

民生委員・児童委員に
よる訪問活動

すくすくかめっ子
（松見みはらし公園）

登下校の見守り活動
（青木小学校）
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問合せ 地域振興課   411-7093  323-2502

問合せ 高齢・障害支援課   411-7114  324-3702 問合せ 総務課   411-7007  324-5904

問合せ 区政推進課   411-7021  314-8890

　神奈川区基幹相談支援
センターは、障害のある
人やその家族が住み慣れ
た地域で安心して生活を
送るために、日常生活や
仕事などに関するさまざ
まな相談を受け、解決を
目指して一緒に考えてい
く身近な相談窓口です。
区役所をはじめ、地域の
人や関係機関などと連携
し、ネットワークづくりや普及啓発活動などにも取り
組んでいます。
　6人の相談員が、皆さんからの相談に電話、FAX、来
所、訪問などで対応しています。まずは、お気軽にご連
絡ください。

健康と人権から考える避難所～災害看護の経験を通して～
　もし災害が起きて避難所で生活を送ることになったとき、どのよう
なことが起きるのか？  避難所のあり方を一緒に考えてみませんか？
内　容【第1部】神奈川区における災害時要援護者支援の取組状況

 【第2部】健康と人権から考える避難所
講　師  東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 

　　　 准教授 石
いしい みえこ

井美恵子さん　ほか
日　時  2月23日（金）14時～16時（開場：13時30分）　　　　　　　
会　場  区民文化センター かなっくホール
定　員  先着200人　 申込み  当日直接

※手話通訳または一時保育を希望の場合は、1月22日（月）までに下記へ要予約。
一時保育は1歳～未就学児、先着5人。

　区役所では、区民が無料で受けられる専門家による特別相談を定期的に行ってお
り、その１つに司法書士相談があります。身の回りの法律問題で困ったときには、法
律相談と併せて活用してください。

　建築士が訪問し、器具を取り付けます（家具2つ分まで）。
補助内容 ○家具転倒防止器具の購入金額の９割
 （上限7,200円）
 ○器具の取付け費用
　寝室や居間などに設置している家具に転倒防止対策
を行うことで、地震が発生したときにけがを防ぐことができます。

　神奈川区の青少年がダンスやバンドな
どのパフォーマンスを披露するイベント
です。準備から当日の運営まで青少年た
ちが関わり、一体感を持ってステージを
盛り上げます。ぜひお越しください。

日時 1月28日（日）12時～17時30分（開場：11時30分）
会場 港北公会堂（港北区大

まめどちょう

豆戸町26-1）
定員 先着600人 ※出入り自由　 申込み 当日直接

神奈川区基幹相談支援センター

神奈川区人権啓発講演会

かめのふんばり・つっぱり事業「B
ビースカイ

-SKY F
フェス

ES 2018」開催

区役所の特別相談

障害のある人が相談できる窓口を紹介します

一緒に考えてみませんか

地震時の家具の転倒防止対策熱気あふれるパフォーマンスイベント

困り事やトラブルなどを相談できます

場　所  反町1-7-3 ARSビル3階  548-4600  548-4653
開所時間 平日 8時30分～17時
対　象  区内在住の障害・疾病のある人及びその家族、地域住民、関係

機関など　
 ※障害の種別は問いません。 ※区外の場合はご相談ください。

防災・減災講演会「ヒューマンスケールをはるかに超えた『天災』と戦うには!?」
講　師 神戸市危機管理室長 鍵

かぎもと  あつし

本 敦さん（阪神・淡路大震災当時、神戸市長田消防署の中隊長として勤務）　
日　時 1月19日（金）15時〜16時30分　 会　場 横浜市民防災センター  訓練室（沢渡4-7）　 定　員 先着250人　
申込み 1月12日（金）までに電話で神奈川消防署予防課へ　 申込み・問合せ 神奈川消防署予防課 316-0119 ／ 総務課 411-7008　 324-5904

月一
防災・減災
イベント

相談の種類 相談員 主な業務内容
法律相談 弁護士 法律問題全般の相談

司法書士相談 司法書士

相続・不動産登記、成年後見など
※ 法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は債

務整理などの民事に関する紛争（140 万円以下）
の相談も可能。神奈川区の司法書士相談員は全
員、認定司法書士です。

「相　続」▶ 不動産の名義変更（相続登記）、遺産分割協議書の作成、金融
機関への預貯金の払い戻し

「不動産」▶ 不動産の購入・贈与による名義変更、抵当権・借地権に関す
る登記

「後　見」▶ 後見人を探している、後見開始申立書の作成　　　  など

　区役所ではほかにも、税務相談・行政相談・公証相談・
宅地建物相談を行っています。日程など詳細はホーム
ページや電話でご確認ください。　

相談の種類 日時 予約方法

法律相談
毎週金曜 

13時～16時
当日9時（区外在住者は10時30分）から
電話で（先着6人）

司法書士相談
毎月第1火曜 
13時～16時

当日直接、区役所本館5階
503窓口へ（先着6人）

※祝日・年末年始には実施しません。

●相談日程

神奈川区 特別相談 検索

対　象

次のいずれかに該当する人のみで構成される区内世帯
①75歳以上の高齢者
②身体障害者手帳の交付を受けている人
③愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている人
④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
⑤介護保険法による要介護、または要支援の認定を受けている人

定　員 先着200世帯（1次募集の申請世帯含む）

申込み

申請期間：1月15日（月）～2月15日（木）に電話で
NPO法人横浜市まちづくりセンター（ 262-0666）へ（受付時
間：平日10時～16時）
※家具転倒防止に関する一般的な問合せにも対応します。

【電話での申込みが困難な場合】
FAXで氏名・住所・FAX・「家具転倒防止事業希望」を書いてNPO
法人横浜市まちづくりセンター（ 315-4099）へ

問合せ 総務課　 411-7004　 324-5904

入場
無料

司法書士相談の例

２次募集
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平成30年度　　　　　　　　　　　　　　
神奈川区社協ふれあい助成金説明会

区社会福祉協議会では地域福祉事業や障害福祉推
進事業の支援を目的とし、助成金事業を行ってい
ます。各種助成金の説明と申請書の配付を行いま
す（助成内容・条件の変更が予定されています）。

2月1日（木）①14時～15時、②18時～19時
※各回とも同一内容です。

はーと友
ゆう

神奈川 2階（反町1-8-4）
申込み 当日直接
問合せ 区社会福祉協議会 311-2014 313-2420

www.kanakushakyo.com/
※助成金の申請期間は2月1日（木）～28日（水）です。
申請書は2月1日（木）からホームページでも入手で
きます。

◆ 善意銀行（10月寄付分） ◆

○神奈川区生活衛生協議会
○神奈川区ボランティアグループ連絡会
○明るい社会づくり運動神奈川区協議会
○かめたろうおもちゃ病院
○与儀 達昭
○おてらおやつクラブ  浄土真宗なごみ庵（敬称略）
ありがとうございました。
問合せ 区社会福祉協議会 311-2014 313-2420

◯調理する人の健康管理  ◯加熱（85〜90℃ 90秒以上）
◯小まめに手洗い  ◯調理器具の消毒（次亜塩素酸ナトリウム） 問合せ 生活衛生課  411-7141

       411-7039
ノロウイルスに注意！
寒くなっても食中毒は発生します。

予防の
ポイント

各種検診・検査・相談
申込み・問合せ  福祉保健課
411-7138  316-7877 

胃がん検診（エックス線検査）
3月6日（火）受付：午前中

　（予約時に指定します。）
区役所別館2階  一般健康相談室
40歳以上の市内在住者、先着40人 
1,570円

申込み 1月25日（木）～2月14日（水）9時～12時に専用
電話 251-2363（神奈川県結核予防会）へ
◆注意事項：前日の夕食は夜10時までに済ませ、そ
の後は検査終了まで飲食はしないでください。喫煙
についても同様です。
※肺がん・胃がん（エックス線検査）検診は、年度内に
1回受診できます。
○無料になる人…70歳以上の人、前年度市民税県
民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯の人、
後期高齢者医療制度が適用される人など。手続な
ど詳しくは問合せを。 
○肺がん・胃がん検診は協力医療機関でも受診で
きます。
○子宮がん･乳がん･大腸がん・前立腺がん検診は
協力医療機関での受診となります。対象年齢など
詳しくは福祉保健課に問合せを。

HIV抗体検査
HIV及び梅毒の検査を実施します。

毎週水曜、9時30分～10時
区役所別館2階 受付  先着5人

申込み 検査前日の12時までに電話

食生活健康相談
メタボリックシンドロームや糖尿病
等生活習慣病予防のための個別相談

1月19日、2月16日の金曜、9時～11時
区役所別館2階 栄養相談室

イベント情報

ウオーキングポイント事業に 
参加しませんか 
～「かなっくホール」で歩数計をその場でお渡し！
1月22日（月）11時～（最長）16時

※配布予定数に達し次第終了
区民文化センター かなっくホール受付付近 
18歳以上の市民（新規の人のみ）
本人確認資料（各種保険証、運転免許証など）

申込み 当日直接
問合せ 健康福祉局保健事業課

671-3892 663-4469

要予約

無料
要予約

●トイレ　●つめとぎ　●適切な食事
●くつろげる、隠れられる場所
●上り下りできる場所
  （平面よりも立体的な運動を好みます）  など

大切な猫のために…飼い主として守るべきこと

○愛情と責任をもって、必ず最後まで飼育しましょう。
○飼い主の連絡先が分かるように、首輪と迷子札、マイクロチップなどを着け
　ましょう。
○飼い主のいない猫を増やさないために、不妊去勢手術をおすすめします。

猫を捨てたり置き去りにすることは犯罪です！

　違反すると100万円以下の罰金が科せられます【「動物の愛護及び管理に関
する法律」第44条】。
　万が一、飼えなくなったときに備えて猫を預けられる人を見付けておきま
しょう。

問合せ 生活衛生課　 411-7143　 411-7039

屋
・
内
・
飼
・
育
・

のおすすめ～地域社会の中で長く幸せに暮らすために～

無料
要予約

（匿名）

　また、外にいる猫がご近所トラブルの原因になってしまうことも…

　大切な飼い猫を危険から守り、人と猫が快適に暮
らせるように、屋内で飼育しましょう。

フン・尿 臭い・毛 鳴き声

交通事故 迷子 感染症 猫同士のケンカ

猫は、快適な環境が整っていれば、屋内だけ
でも満足して過ごせます

猫の飼い主の皆さんへ

屋外は猫にとって危険がいっぱいです！ 　日頃からケージに慣らしておくと、災害時の避難や動物病院へ
の通院などに役立ちます。部屋のお気に入りの
場所にケージを置いて、リラックスできる隠れ
場所として活用してみましょう。

電話　 ファクス　 ホームページ　 Eメール　 日時・期間　 会場　 対象・定員　 費用　
持ち物　 保育　※費用の記載のないものは無料です

（区役所の宛先）〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8 神奈川区役所◯◯課福祉 健康

以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。
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「みんながつながるまちのつどい」
第33回 神奈川区社会福祉大会

　社会福祉活動功労者表彰と、地域の見守
り支え合いをはじめとした「かながわ支え
愛プラン（第3期神奈川区地域福祉保健計
画）」の取組を報告します。興味のある人
は、ぜひご参加ください。

内  容

◯第1部  社会福祉活動功労者表彰　
◯第2部  「かながわ支え愛プラン」の取組について

日  時 2月6日（火）13時30分～16時
会  場 区民文化センター かなっくホール
定  員 先着300人

申込み・問合せ 一般参加の人は、事前に電話で福祉保健課
411-7136 316-7877へ

ガーデン山自治会

「かたくら茶房」恒例の体操。いきいきと楽しく体を動かします。

「おはようございます」と、学援隊の皆さんと、子どもたちの元気な
声が響きます。校長先生も毎日、子どもたちの登下校の安全を守る
ため、学区すべての登校班を自転車で回っています。

全世帯へ配布している防災グッ
ズ。要援護者宅へは、担当の援護者
が配布して、定期的に顔を合わせ
る工夫をしています。

　「見守り」は特別なことや難し
いことではなく、日常生活の中
で、道端で出会ったときに挨拶を
したり、気になる様子があったと
きに声掛けをしたりするなど、無
理のない範囲で、誰でもいつでも
できる取組です。

　災害時の被害を少しでも減らすためには、日頃の
取組が重要です。水や食料の備蓄、家具の転倒防止対
策などの「自助」に加え、地域住民がお互いに助け合
う「共助」も大きな力を発揮します。例えば、普段から
地域の中にどんな人が住んでいるかを知り、「顔の見
える関係」をつくることで、発災時のスムーズな安否
確認につながるなど、ご近所のつながりがいざとい
うときに役立ちます。

　普段からの声掛けや毎月開催している高齢
者地域サロン「かたくら茶房」などを通して、
地域で見守りを行っています。「かたくら茶
房」は、スタッフと参加者の垣根がない、和気
あいあいとした雰囲気です。いつも参加して
いる人が来ていないと、参加者から「○○さん
がいないね」と声が上がるなど、参加者同士の
見守り合いの輪を感じています。お互いが気
に掛けながら、サロンを続けていくことが見
守りにつながっていくと思います。

　平成17年からボランティアとして登下校の見
守りを行っています。「できるときにできること
を」という気持ちで、無理のない範囲で活動してい
ます。続けていく秘訣は、健康でいること。毎日子
どもたちから元気をもらっていますし、卒業した
生徒から、道で声を掛けてもらえるのもうれしい
ですね。
　向こう三軒両隣。地域で暮らすみんなが、子ども
たちに目を向けることで、安心安全なまちにつな
がっていくと思います。

　災害時の助け合いの仕組みをつくりた
いという思いで、住民同士が安否確認を行
う「災害住民ネットワーク」を立ち上げま
した。システムをつくるだけでなく、普段
からお互いに声を掛け合える関係が、災害
時の助け合いにつながると考えています。
そのため、自治会で行うイベントにたくさ
んの人が参加するよう工夫したり、月1回
高齢者が集うサロンを開催して定期的に
顔を合わせる機会をつくったりしていま
す。まずはできることから一つずつ進め、
いざというときにも安心な地域を目指し
ていきます。

平成28年度区民意識調査の「自分にで
きそうな近所の助け合い」の項目で、

7割を超えているのが、「声掛けや安否確認」
です。このことから、少し背中を押してもら
えば、地域の見守り活動に参加できる人が
いることが分かります。また、今までは見守
られる側にいる人も、見守る側になること
ができると思います。見守りの基本は、気に
なる人に“気付き・つなげ・支える”という一
連の行動です。気付いたときに、区役所や近

くの地域ケアプラザへつなぐことなら気軽
にできるのではないでしょうか。

住民の皆さんが日常の生活の中で、気
付きの意識を持てたら、見守りの目

が自然と広がるだ
けでなく、「支え合
うまち」により近
づいていけると期
待しています。

気付きの意識が見守りの目に

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域の皆さんがお互いを知り、
顔見知りになることで、見守り合い、助け合える地域づくりを進めることが大切です。
　今回は、地域の中で行われているさまざまな見守りや助け合いの取組と、皆さんが
今日から気軽にできる声掛けなどを紹介します。皆さんもできることから始めてみま
せんか。

地域の　　　　　 活動見 守 り

片倉地区ふれあい活動員
左から、森

もりした けいこ

下恵子さん、丹
にわ ようこ

羽洋子さん、
下

しもじ けいこ

地慧子さん、松
まつしま まさこ

島昌子さん

青木小学校学援隊
玉
たまがわ

川フサエさん、矢
やの みちこ

野美知子さん

ガーデン山自治会
会長 小

こやま だいすけ

山大輔さん、菊
きくしま   さとる

島 悟さん

区社会福祉協議会　事務局長　富
とみい   とおる

井 亨さん

見守り合いが広げる
安心の輪 できることから

始めよう

日頃の
見守り

災害時に
備えた
見守り

　片倉地区では、民生委員・児童委員、保健
活動推進員、ふれあい活動員など、さまざ
まな担い手が連携し、情報交換をしなが
ら、緩やかな見守りを行っています。

片倉地区

道で
会ったとき

の挨拶

ご近所
同士の

お付き合い

　毎日の登下校時に、交通量の多い場所や交差点などに
立ったり、登校班に同行して学校まで付き添ったりと、子ど
もたちの安全のために見守り活動をしています。

ACG青木小学校学援隊（よこはま学援隊）

校門の出入りをモニター
で確認しています。

　災害時の安否確認のため、8年前に
「災害住民ネットワーク」を立ち上げ、
日頃から顔の見える関係づくりを進
めています。

お互いにできる 見 守 り
日常生活の中で、

参加者同士
の

見守り

問合せ 福祉保健課  411-7136  316-7877

サークル
仲間同士の

見守り
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子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

2月20日（火）9時～11時
区役所別館2階 栄養相談室 乳幼

児～思春期の子を持つ保護者 ※子の同
伴可 母子健康手帳（乳幼児のみ）
申込み 受付中

離乳食講習会
調理実演･試食･相談

2月20日（火）①13時15分～
14時15分（受付は13時から） ②14時45分～
15時45分（受付は14時30分から）

区役所別館2階 栄養相談室 7～9
か月頃の子を持つ保護者、各回先着20人 
※子の同伴可 母子健康手帳、子ども
も参加の場合は子どものエプロン・ス
プーン・食器（家で使っているもの）
申込み 1月11日（木）から電話かFAXで

無料
要予約

無料
要予約

要予約

ちえのわタイム
◆骨盤ひきしめエクササイズ

1月25日（木）10時～10時20分

なかまトーク・みんなでトーク
◆みんなでトーク  子育てと仕事
講師：松見保育園 副園長 羽

はやま しほこ

山志保子さん
1月13日（土）11時～12時

◆パワー全開！おやこで新聞紙あそび
1月23日（火）13時30分～14時30分

ネットワーク
◆神奈川区外遊びネットワーク交流タイム
講師：コミュニティデザイナー 矢

やごう けいこ

郷恵子さん
1月15日（月）10時～12時
外遊びの活動支援をしている人、関心のある人

申込み 1月11日（木）から電話か直接

横浜子育てサポートシステム入会説明会
地域で子どもを預けたり預かったりする有償の支
え合い活動の説明会です。年間日程はホームページ
をご参照ください。 預かってくれる提供会員さん
大募集中！

送迎など短時間サポートもあります。
1月19日（金）、2月1日（木）・17日（土）・24日（土）、3

月7日（水）・17日（土）・24日（土）いずれも10時～11時
各回先着20人 

申込み 受付中。電話で横浜子育てサポートシステ
ム神奈川区支部事務局 441-7708へ

トピックス
◆子育て世代のためのミニマネー講座
少しでもお金の不安を解消し、安心して子育てがで
きるよう、子育てにかかるお金の知識や生活設計・
資産形成のコツを伝えていただきます。
講師：関東財務局 横浜財務事務所スタッフ

1月19日（金）13時30分～14時30分
◆笑いでつながる親子音楽タイム
絵本作家 保

ほしな たくお

科琢音さんと指揮者 辻
つじ　ひろゆき

博之さんが、
笑いいっぱいの音楽タイムを届けてくれます。

3月6日（火）10時20分～11時20分
区民文化センター かなっくホール
先着300人

申込み 2月7日（水）9時30分から電話で

東神奈川1-29東部療育ビル3階（東神奈川駅または仲木
戸駅から歩3分）  毎週火〜土曜 9時30分〜15時30分
申込み・問合せ かなーちえ 441-3901
　　　　　  利用者支援専用 441-7722

神奈川区地域子育て支援拠点

かなーちえからのお知らせ
<サテライトひろば>
羽沢長谷自治会館 毎週水曜10時～14時30分
沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 毎週木曜10時～14時30分
※会場の記載がないものはかなーちえで開催します。
※申込方法の記載がないものは当日直接会場にお越しください。
※講師の都合で日程が変更になることがあります。ホームページで
確認してください。 home.netyou.jp/77/kanachie/

かなーちえ 検索

すこやか
カレンダー 申込み・問合せ こども家庭支援課  ① 411-7112  ②③④ 411-7111 321-8820

福祉保健センターでは、親になる準備の教室や子どもの健康診査を行っています。 親子のための健康づくり
申込み・問合せ 福祉保健課
411-7138 316-7877

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の平日3回目は本館
地下1階、土曜は本館5階です。

◯予約制の教室・相談については、定員になり次第締め切
ります。ご了承ください。

◯両親教室は、平日3回と土曜1回の全4回で1コースに
なっていますが、土曜のみの参加も可能です。予約の

際にご相談ください。
　全回ともパートナーの方も参加できます。
※乳幼児健康診査については、個別に通知をしていますが、日

程が不明の場合はお問い合わせください。
※新生児・未熟児訪問、地域での赤ちゃん学級、地区センターでの子

育て相談などを実施しています。気軽にお問い合わせください。

対象 内容
日程 実施時間

（受付時間） 持ち物
1月 2月

①
乳幼児
歯科相談

乳幼児
未就学児

歯科健診・相談、歯みが
き、アドバイスなど

9（火）午前 8（木）午前 午前： 9時30分～10時30分
午後：13時30分～14時30分

母子健康手帳・
歯ブラシ・タオル30（火）午後 20（火）午後

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 30（火）午後 20（火）午後 詳細は問合せを 母子健康手帳

②
母乳相談

妊娠中・
産後の人 母乳育児について 15（月）

29（月）
5（月）

26（月）
13時30分～16時

（予約時にお知らせします）
母子健康手帳・
タオル

③
母性相談

妊産婦及び不妊、更年
期でお悩みの女性 女性の健康相談 22（月） 19（月） 13時30分～14時30分

（予約時にお知らせします） 母子健康手帳

④
両
親
教
室
※

平日
3回

初めて出産する
人とその家族

妊娠中の歯の健康、母乳で育
てよう、妊娠中の食生活、お
産の経過と呼吸法、出産後の
生活、妊婦体操など

15（月）
22（月）
29（月）

5（月）
19（月）
26（月） 9時30分～11時45分

（受付は9時から）

母子健康手帳・
筆記用具・子育
てガイドブック

土曜
1回

2人で子育て、先輩ママ
の体験談、赤ちゃんとの
生活、妊婦体験など

27（土） 24（土）

放課後キッズクラブ・
放課後児童クラブ入所説明会

各放課後キッズクラブ・放課後児童クラブ入
所説明会の日程を区ホームページで公開中で
す。また、一覧表を区役所別館3階こども家庭
支援課でも配布しています。

神奈川区　放課後 検索

問合せ こども家庭支援課
411-7046 321-8820

新しい年の初めに、家族や友達と一緒に伝承
遊びを楽しんでみませんか。
●菅田保育園　 472-4900  472-4915
たこ揚げ 1月13日（土）10時～12時
●松見保育園（育児支援センター園）

432-6635  432-6704
手品、こま回しを楽しもう。

1月20日（土）10時～11時30分
●西菅田保育園　 473-1957 473-1969
伝承遊びを楽しもう。 1月20日（土）10時～12時
●神大寺保育園　 481-1513 481-1547
うさぎルームでも遊べます。

1月27日（土）10時～12時
…………………… 4園共通 ……………………

未就学児と保護者  申込み 当日直接

市立保育園の園庭開放

電話　 ファクス　 ホームページ　 Eメール　 日時・期間　 会場　 対象・定員　 費用
持ち物　 保育　※費用の記載のないものは無料です

（区役所の宛先）〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8 神奈川区役所◯◯課
掲 示 板子育て
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平成29年度高齢者虐待防止事業
講演会
あなたの気づきが地域を救う！

これって虐待？と思ったときに地域
でできることを学びます。
講師：弁護士  千

ちぎら ただし

木良正さん
1月30日（火）14時30分～16時30

分（受付：14時から） 区役所別館地
下1階 機能訓練室 先着80人
申込み・問合せ 1月11日（木）から電話か
FAXで高齢・障害支援課

411-7110 324-3702へ

住宅用地の異動申告期限は
1月末日です

住宅やアパート等の敷地として利用
されている土地（住宅用地）について
は、固定資産税・都市計画税を軽減す
る特例措置が設けられています。住宅
等の新築や取壊し、店舗から住宅、ま
たは、住宅から店舗への改築などに 
よって、土地の使用状況が変更された
場合は、固定資産税・都市計画税の税
額が変更になる可能性があります。土
地の使用状況を変更した場合は、毎年
1月末日までに土地の所在する区役所
へ「住宅用地異動申告書」を提出して
ください。
問合せ 税務課 411-7051 323-1383

都
つおか

岡地区恵みの里
「ネギ収穫体験 i

イン

n 都岡」

旭区の畑でネギを収穫しませんか？
2月10日（土）13時30分 か ら ※ 雨

天の場合2月11日（祝・日） 旭区下
しも

川
かわいちょう

井町の畑（相鉄線三ツ境駅北口から
バスで「程ヶ谷カントリークラブ前」
下車、歩5分 ※車での来場も可） 市
内在住の家族、50家族（多数抽選、1人
でも可） 250円（約5～6本、収穫分
を買い取り）
申込み 1月31日（水）必着で、はがきか

FAXに郵便番号・住所・電話・参加者
全員の氏名・年齢を書いて都岡地区恵
みの里運営協議会事務局「ネギ収穫体
験 in 都岡」係（〒241-0031 旭区今

いまじゅく

宿
西
にしちょう

町289）
090-7733-8532 955-5057へ

問合せ 環境創造局北部農政事務所　
948-2482 948-2488

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★お仲間食堂
軽食を食べながら、隣近所で助け合っ
ていた頃の良さを再現。子どもからお
年寄りまでどうぞ。

1月20日（土）11時～12時30分 
神奈川地区センター 先着30人

申込み 当日直接
問合せ NPO法人フードバンク横浜

512-4965

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★冬のファミリーアウトドア
　クッキング
心も体も温まるダッチオーブン料理
で楽しもう！

2月25日(日)10時～14時 家族・
グループ14組（多数抽選） 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
申込み 1月11日（木）～25日（木）にホー

ムページか往復はがき（消印有効）に事
業名・参加者全員の氏名（ふりがな）・性
別・年齢・住所・電話を書いて施設へ
★わんぱくおてんば春探検隊
野外ゲーム、自然観察、クラフト、野外
炊事など

3月11日（日）9時30分～15時30分
小学1～3年生、48人(多数抽選)
3,000円

申込み 1月26日（金）～2月9日（金）に
ホームページか往復はがき（消印有
効）に事業名・参加者全員の氏名（ふり
がな）・性別・年齢・住所・電話・学校名・
学年を書いて施設へ
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
申込み・問合せ 三ツ沢公園青少年野外
活動センター（〒221-0855 三ツ沢西
町3-1） 314-7726 311-6444へ

www.yspc.or.jp/mitsuzawa_yc_ysa/

健康維持のための
ボウリング体験会

ボウリングのルール、マナー及び実技
を学びます。

2月2日～23日（毎週金曜全4回） 13
時～14時30分 ハマボール（西区北

きたさいわい

幸
2-2-1） 区内在住・在勤の50歳以上
の人、先着20人 2,000円（全回分）
申込み 1月11日（木）から電話かFAX

で住所・氏名・年齢・電話を書いてハマ
ボール 311-6700 311-6712へ
問合せ 区ボウリング協会事務局

311-6700 311-6712

区民冬季初中級テニス
ミニ団体戦

男子ダブルス・女子ダブルス・ミック
スダブルス各1組による団体戦

2月4日（日）9時～17時 三ツ沢
公園テニスコート 一般の部・ベテ
ランの部（男女共に50歳以上の区内
在住・在勤・協会員）16チーム（多数抽
選） 1チーム12,000円
申込み 1月18日（木）必着で往復はが

きかEメールに申込者氏名・住所・電
話・年齢・参加資格（協会員は団体名、
在勤者は勤務先とその住所）・参加の
部を書いて区テニス協会（ 区民活
動支援センター「かめ太郎ボックス中
13」）へ

ka.wa.tennis.ass+entry@gmail.com
問合せ 区テニス協会

080-2056-9914
ka.wa.te-as.2008.03@docomo.ne.jp 

※専用の申込フォーマットは区テニ
ス協会ホームページにあります。

第23回区オープン
ソフトテニス大会

①一般 ②成年 ③シニア1部（45歳～
54歳） ④シニア2部（55歳～64歳） ⑤
シニア3部（65歳以上） 
※いずれも男女別

2月18日（日）9時～17時 三ツ沢

公園テニスコート 先着60組（多数
抽選） 1組2,000円
申込み 1月14日（日）～2月2日（金）に

専用の申込用紙をFAXまたはEメー
ルで区ソフトテニス協会：湯

ゆぜ

瀬
473-0401

kanagawa9_softtennis@yahoo.co.jpへ
問合せ 区ソフトテニス協会：田

たなべ

辺
090-2202-5209
tanabe-tennis.0716@ymobile.ne.jp 

※専用の申込用紙は地域振興課にあ
ります。

神奈川スポーツセンターからのお知らせ
三ツ沢上町11-18（三ッ沢上町駅歩5分） 
314-2662  314-4115  www.yspc.or.jp/kanagawa_sc_ysa/

休 館  1月22日（月）

◆当日受付教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※祝祭日、休館日は除く 
教室名 日程・曜日 時間 参加費 対象・定員

☆シニアビクス 毎週月曜 13：15～14：45

500円

50歳以上、40人

●はじめてのフラ＊

毎週火曜

9：30～10：30

16歳以上、40人●ステップエアロビクス 10：45～11：45

●ベリーダンス＊ 12：00～12：50

●火曜はじめてのピラティス＊ 12：40～13：40
16歳以上、20人

●火曜ピラティス＊ 13：50～14：50

☆ナイトピラティス＊ 19：30～20：30
16歳以上、40人

●シェイプ・ザ・ボディ

毎週水曜

9：30～10：30

●水曜ヨーガ＊ 12：55～13：55 16歳以上、20人

●エクササイズフラ
　(nani Aloha)＊ 13：00～13：50

16歳以上、50人
●ズンバ 14：05～14：50

●からだメンテナンス＊ 14：05～14：50 16歳以上、20人

●ベーシックエアロビクス

毎週木曜

9：30～10：30
16歳以上、40人

●リラックスストレッチ＊ 10：40～11：40

●骨盤エクササイズ＊ 11：50～12：50 16歳以上、50人

●ボディメイク 13：20～14：20

16歳以上、40人☆ナイトヨーガ＊ 19：30～20：30

●デトックスエアロビクス
毎週金曜

9：30～10：30

☆バスケットボールタイム 19：15～20：45 16歳以上、60人

●サタデーボクサ
毎週土曜

9：30～10：30 小学生以上、40人

☆フットサルタイム 19：15～20：45 16歳以上、30人

申込み 当日先着受付
☆印の教室は各教室の開始30分前～5分前  ●印の教室は9時～各教室の開始5分前
持ち物：運動のできる服装・タオル・室内シューズ
＊印は、はだしで運動する教室のため室内シューズは必要ありません。
○駐車場は大変混み合いますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

たこ揚げ
高く上がるほど子ど
もが元気に育つ。
スーパーのレジ袋に
ひもをつけて絵を描
けばでき上がり！

こま回し
回る時間の長さを競
争したり、相手のこま
をはじいて遊ぶ。
牛乳パックで手作りで
きます。マジックで模
様を描いてみましょ
う。

羽根つき
1年の厄をはね、子ども
の健やかな成長を願う。
羽子板は段ボールや
牛乳パックを使い、羽
は新聞紙を丸めて作
ると簡単。

すごろく
サイコロを振るだけの
シンプルな遊びで勝ち
負けは運次第！

福笑い
『笑う門には福来る』と
縁起が良
い。

お正月遊びに親しもう

どれも簡単に手作りできますので、子どもと一緒に作って遊んでみて
ください。素敵なお正月の思い出になりますよ。

　毎日の子育てに忙しいご家庭も、のんびりと家族そろってお正月遊
びを楽しんでみませんか。それぞれの遊びには、さまざまな由来があ
り、親から子へ祖父母から孫へと伝承されてきました。おじいちゃんや
お父さんが腕前を披露するチャンスでもありますね。

かるた取り
子どもが遊びながら文
字やことわざ、生活習慣
などを覚え
ることがで
きる。

神奈川区

神奈川区版 112018（平成30）年 1 月号



◆移動図書館のお知らせ
〈宮向団地管理事務所周辺〉巡回予定日

1月11・25日、2月8日（各回木曜）
13時50分～14時30分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
1月12・26日、2月9日（各回金曜）

9時50分～10時40分

中央図書館サービス課  
262-0050 231-8299

移動図書館はまかぜ号

〒221-0864 菅田町1718-1
471-2913 471-2914
www.kana-sisetu.jp/sug-top.html

菅田地区センター 休館
第2木曜

◆おはなしのはらっぱ
　～紙芝居とかわいい人形劇～

1月22日（月）11時～11時30分 
乳幼児と保護者、先着20組 
当日直接

◆奈
なな

々先生と親子で体力アップ
　～広い体育室で元気いっぱい走り回ろう！～

1月23日（火）10時30分～12時
乳幼児と保護者、先着30組 
1家族300円  タオル・飲み物 
当日直接

◆かなちく子育て応援タイム
　～影絵を見て★作って★遊ぼう★～
光とセロハンが織りなす幻想的な世
界を味わえます。

2月6日（火）10時～11時30分 
乳幼児と保護者、先着20組 
当日直接

〒221-0801 神大寺2-28-18
491-4441 491-4442
www.kana-sisetu.jp/kad-top.html

神大寺地区センター 休館
第3月曜

◆おもしろ科学たんけん工房
　～ふくらむお菓子の科学～

2月3日（土）13時30分～16時30分
小学4年生～中学2年生、24人（多数

抽選） 500円　
1月27日（土）までにホームページで

おもしろ科学たんけん工房 検索

〒221-0015 神之木町7-1
435-1712 435-1796
www.kana-sisetu.jp/kam-top.html

神之木地区センター 休館
第4月曜

◆体幹エクササイズ
　～1日の終わりに身体をほぐしてスッキリ！～
ワンコインで気軽に参加できます。

1月15・29日、2月5・19日、3月5・12・
19日（各回月曜）19時～20時　

先着20人 各回500円　
当日直接（受付：18時30分から）

〒221-0046 神奈川本町8-1
453-7350 453-7351
www.kana-sisetu.jp/kan-top.html

神奈川地区センター 休館
第2月曜

◆野菜ソムリエに習う恵方巻き
　～ヘルシーな恵方巻きに挑戦～
メニュー：キンパ（韓国風のり巻き）、長
いもすいとん、デコのり巻き

2月3日（土）9時30分～13時 先着
12人 1,000円 エプロン・三角巾

1月11日（木）から電話か直接
◆横浜市民防災センター体験ツアー
　とウオーキング
　～防災・減災の今を知る～
4kmのウオーキングと「かながわ宿場
まつり」クイズラリーに挑戦。

2月22日（木）9時30分～12時30分
※小雨決行・荒天中止 先着15人

1月12日（金）から電話か直接

◆大人のための朗読会
小
    こいけ まりこ

池真理子『年始客』ほか
出演：朗読の会クローバー

1月20日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
1月30日（火）11時～11時30分 
2歳くらいまでの子と保護者、先着

15組  当日直接
◆図書館 d

デ

e Y
イエス

ES 温暖化防止月間
　タペストリー展示

1月30日（火）～2月12日（休・月）　
当日直接

◆古本屋のおやじが語る古本よもやま話
講師：神奈川古書組合 劔

けんじゅう  ゆたか

重 豊さん
2月10日（土）10時30分～12時
先着30人　
1月16日（火）から電話か直接

◆チェロと朗読でつづる『星の王子さま』
小学生から大人まで、サン＝テグジュ
ペリの世界をお楽しみください。

2月25日（日）17時30分～18時15分
小学生以上、先着30人 
2月1日（木）から電話か直接

〒232-0006 南区南太田1-7-20
714-5911 714-5912
www. women.city.yokohama. jp/

フォーラム南太田 休館
第3月曜

◆やさしいストレッチ＆ヨガ
　～予約のいらない当日受付教室～

1月12日（金）・23日（火）10時30分～
11時45分 女性、先着20人 各回
600円 飲み物・五本指靴下（素足可）・
フェイスタオル 当日直接
◆女性のためのパソコン講座
①エクセル初級（全2回）：2月17日（土）・
18日（日）  ②再就職・転職のためのパ
ソコン講座（全5回）：2月21日（水）・22
日（木）・23日（金）・26日（月）・27日（火）

女性、各講座先着12人 ①10,800
円 ②19,500円 ※経済的に困難な市民
に免除制度あり（要問合せ）

1月15日（月）から電話（ 862-4496）
かホームページへ
………………上記共通………………

保育先着順、有料、詳細は問合せを。
◆おしゃべりハンドメイドの会
おしゃべりしながら手しごとを楽し
む気楽な集まりです。

1月18日（木）13時～15時 女性
300円 当日直接

問：12時～12時30分　
2月10日（土）までに電話か直接

〒221-0013 新子安1-2-4
423-1701 423-1702
www. hama- wel- shinkoyasu. com/

新子安地域ケアプラザ 休館
第3土曜

◆司法書士による無料相談会
　～成年後見・相続・遺言の相談～
将来のために相談して備えてみませ
んか（相談時間１人30分）。

2月8日（木）13時30分～15時30分
先着8人　
1月11日（木）から電話かFAXか直接

〒221-0802 六角橋3-3-13
413-3281 488-3138
www.rokkakubashi-c-waka.jp/

六角橋地域ケアプラザ

◆よこはまシニアボランティア
　ポイント登録研修会
ボランティア活動ごとにポイントが
貯まるカードを取得できます。

2月7日（水）10時～12時 
市内在住の満65歳以上の人、先着

20人 介護保険被保険者証
1月11日（木）～25日（木）に電話か直

接　

〒221-0044 東神奈川1-10-1
440-1211 440-1139
kanack-hall.info/

区民文化センターかなっくホール 休館
第3月曜

◆かなっくクラシック音楽部
　曲目解題コンサート
　～『ハイドン交響曲103番太鼓連打』～
出演：カメラータかなっく（かなっく
ホール専属室内楽アンサンブル）

2月9日（金）19時～20時（開場：18時
30分）

小学生以上、先着300人 1,000円
2月8日（木）までに電話（ 440-1219）

か直接

〒221-0063 立町20-1
401-5640

www.kana-sisetu.jp/ura-top.html

老人福祉センターうらしま荘 休館
1月9日
（火）

◆うらしま荘の節分祭
　～うらしま荘の節分は全館を巡って
　鬼は外、福は内と豆まきをします。
　当日利用者に福豆をプレゼント！～
お部屋に伺い、福豆まきをします。
※なくなり次第終了

2月3日（土）10時～14時 当日直接
★笠

かさのぎいなりじんじゃ

稲荷神社の古式ゆかしい伝統
行事を披露します（12時頃予定）。
◆まかせて厨

ちゅうぼう

房（4）
　～誰でも出来る簡単春の混ぜご飯～
管理栄養士作成のヘルシーメニュー

2月20日（火）10時～13時 
市内在住60歳以上の人、先着12人 
700円 エプロン・三角巾・布巾・手

拭きタオル
2月5日（月）から電話か直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168
www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/kanagawa/

神奈川図書館 休館
1月9日
（火）

◆定例おはなし会
1月16日（火）、2月6日（火）15時30分

～16時 3歳～小学2年生、先着30人
当日直接

〒221-0075 白幡上町44-12
430-3050 401-0021
shirahata-cc.com

白幡地区センター 休館
第3火曜

◆新春：鏡開き＆餅つき体験
1月14日（日）10時～11時30分
先着300人程度 当日直接

※お汁粉はなくなり次第終了
◆おはなし花束のおはなし会 

1月18日（木）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20人 
当日直接

◆おもちゃの病院 おもちゃドクター
1月20日（土）10時～15時（受付終

了：14時） 先着15人程度
修理無料（部品代実費）
1月11日（木）から電話か直接

※おもちゃ以外の物（家電品等）は受
付不可。修理不能な場合もあります。
◆親子でワッと遊ぼう！
　i

イン

n 白幡地区センター
1月22日（月）10時～11時30分 
未就学児と保護者、先着30組程度　
1家族100円 当日直接

◆節分の恵方巻き作り
1月28日（日）10時～13時
先着9人 ※小学生以下は保護者同伴
1,000円 エプロン・三角巾・食器

用布巾・手拭きタオル　
1月12日（金）から電話か直接

◆みんなでヨーガ
1月30日（火）15時25分～16時30分
先着30人程度（小さい子どもは保護

者同伴） 床に敷くマット（またはバ
スタオル）・靴下（履いたまま行います） 
※子どもが一緒の場合は子どもの分
もご用意ください。 当日直接

〒221-0051 幸ケ谷4（幸ケ谷公園内）
441-3788 441-5016
www.kana-sisetu.jp/kou-top.html

幸ケ谷公園コミュニティハウス 休館
1月31日
（水）

◆チェリーハウスのおはなし会
◯おはなしポケット

1月15日（月）10時30分～11時　
◯おはなしころころ
　まりこ☆みゅーじあむ

1月22日（月）10時30分～11時　
………………上記共通………………

乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

〒221-0844 沢渡56-1
577-8210 317-3171
www.sawatari-c-waka.jp/

沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 休館
第1日曜

◆横
よこはますいらん

浜翠嵐高校科学部と遊ぼう！
　～科学実験を見て、体験しよう～

1月28日（日）10時～12時 区内在
住の小学1～3年生、15人（多数抽選）

1月13日（土）までに電話か直接
◆今どきのお葬式・供養のあれこれ
　～知っておきたいお金の話と
　しまい支度～

2月17日（土）講座：10時30分～12
時、お通夜の食事プチ試食と個別質

電話　 ファクス　 ホームページ　 Eメール　 日時・期間　 会場
対象・定員　 費用　 持ち物　 保育　 申込み　 問合せ　

※費用の記載のないものは無料です

神奈川区

ここまでが神奈川区版です。
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