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◆区の人口…241,606人 ◆世帯数…122,426世帯（2018年1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。2月10日・24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。

問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

　身近な芸術に触れてみませんか♪ 神奈川
区文化協会＊会員による発表会に、ぜひお越
しください。
＊神奈川区文化協会…地域に根ざした文化・芸術を自
ら育て発展させる市民活動団体です。文化展のほか音
楽会等を会員自らの手で企画し、開催しています。

会  場 区民文化センター  かなっくホール 
　　　 ギャラリー
●書道・工芸・日本画

日  時 2月21日（水）～26日（月）
10時～17時

●写真・洋画
日  時 2月28日（水）～3月5日（月）

10時～17時
●手芸・陶芸・華道

日  時 3月7日（水）～12日（月）
10時～17時

※各展示最終日は16時まで

●茶道部会員による茶席
日  時 2月25日（日）、3月4日（日）・11日（日）

 （全3回）10時～15時
費  用 300円

問合せ 区文化協会　井
いじり

尻
633-7784

写真コンテスト  入賞作品紹介 第28回神奈川区文化展
第9回「わが町 かながわ とっておき」 神奈川区文化協会発表会

写真コンテスト巡回展

開館時間 9時～21時
　　　  （日曜・祝日9時～17時）

　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）～ 2月 8日（木） 神奈川地区センター
2月10日（土）～ 2月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）～ 3月 8日（木） 白幡地区センター
3月10日（土）～ 3月15日（木） 神之木地区センター
3月23日（金）～ 3月30日（金） 区役所別館1階 区民ホール※

朝
あさか ただお

香忠男さん

一般部門  優秀賞

秋
あきおか ゆうま

岡佑実さん

小中学生部門  優秀賞

認知症の人やその家族を温かく見守る「みまもり協力店」
（六角橋商店街・陽月堂薬局）

誰もが安心して暮らすために
～認知症支援の取組から～

「みまもり協力店」は
このステッカーが目印

（神奈川大学ボランティア活動支援室の
学生によるデザイン）
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春の火災予防運動▶3月1日（木）～７日（水） 平成29年度全国統一防火標語

問合せ 区民活動支援センター   411-7089  323-2502

問合せ 神奈川税務署 544-0141（代）

● パソコンによる申告書作成のアドバイス（所得税・贈与税・
個人消費税）

窓　口 神奈川税務署（港北区大
まめどちょう

豆戸町528-5）
期　間 2月13日（火）～ 3月15日（木）

①土・日を除く。ただし、2月18日（日）・25日（日）は行います。
相談時間は9時15分～17時（提出は8時30分から）

② 混雑時は早めに締め切る場合がありますので、なるべく16
時までにお越しください。

③ 税番号制度の導入に伴い、申告の際は毎年「マイナンバー
カード」または「番号確認書類（通知カード等）＋身元確認書
類（運転免許証等）」の提示もしくは写しの添付が必要です。

④ 平成29年分の確定申告から、医療費領収書の提出の代わりに
「医療費控除の明細書※」の添付が必要となりました（領収書の
提出は不要）。

※ 「医療費控除の明細書」の様式は、国税庁ホームページからダウン
ロードすることもできます。

 　 （注）市国民健康保険、県後期高齢者医療制度から送る平成29年分の
医療費のお知らせは、明細書の添付資料として利用できません。

● 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では
申告書を作成できます。
作成した申告書は❶インターネットで送信（e-Tax）、または❷印刷

して郵送等で提出することができます。
※詳しくは国税庁のホームページへ。 www.nta.go.jp

年末調整済み給与所得者の医療費控除の還付申告（平成29年分）
は、区役所でも受け付けます。ただし、ふるさと納税をしている場合
は、税務署で申告してください。

窓　口 区役所本館3階 会議室
日　時 2月16日（金）～3月15日（木）8時45分～17時

※土・日を除く。
持ち物 1.平成29年中の給与所得の源泉徴収票（原本）

2.医療費控除の明細書
＜事前に作成できない場合＞
 ① 平成29年中に支払った医療費の領収書（原本）

※医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに集計してお持ちください。

 ② 健康保険や生命保険等で医療費が補
ほてん

填された場合は、そ
の金額が分かるもの

3.納税者本人の預金口座番号が分かるもの
4.印鑑（認印）
5. 「マイナンバーカード」または「番号確認書類（通知カード

等）＋身元確認書類（運転免許証等）」の写し

　3月は引っ越しによる粗大ごみ収集の申込みが集中し、電話がつなが
りにくくなります。また、収集までに3週間以上かかる場合があります
ので早めにお申込みください。インターネットでは24時間いつでも申
込みができます。
対　象 金属製品…30cm以上 ／ それ以外…50cm以上

事前申込みにより有料で収集します。

◆ 曜日や時間帯によっては電話が集中し、つながりにくい場合があり
ます（特に月曜・火曜、祝日の翌日は、電話が大変混み合います）。

◆ 混雑時も話し中にならず、長く呼び出している電話から順につなが
りますので、切らずにお待ちいただくか、日にちや時間帯を変えて掛
け直してください。

◆ 携帯電話から電話した場合、混雑時には希望者へインターネット受
付を案内するSMS（ショートメッセージサービス）を送信しています。

　神奈川宿エリアにある8つの区民利用施設を巡り、クイズに答えてすてき
なプレゼントをゲットしよう！史跡巡りや健康ウオーキング、自分にあった

「つながり」を見付けてみませんか。
　新たな春のスタートに向けて、各施設で実施されている趣味やサークル
活動を探してみよう。
期　　間 2月15日（木）～3月15日（木）
対象施設  神奈川公会堂、神奈川地区センター、幸ケ谷公園コミュニティハウ

ス、新子安地域ケアプラザ、反町駅前ふれあいサロン、反町地域ケ
アプラザ、区福祉保健活動拠点（はーと友

ゆ う

神奈川1・2階）、区民活動
支援センター（区役所本館5階507窓口）

参加方法  ① 対象施設で配布しているマップと解答用
紙を手に入れます。

②各施設で「かめ太郎人形」を探します。
 ③ 「かめ太郎人形」が出題しているクイズに

答え、すべての施設の問題に正解した人
には地域企業からのプレゼントやかめ太
郎グッズがもらえます。

 ※ 対象施設を回るルート・日程は自由です。プレ
ゼントは対象施設で配布します（施設休館日
はマップなどで確認してください）。

協賛企業  エス山本繊維加工（有）、横浜醤油（株）、
横濱港町ベーカリー玉手麦

申告は忘れずに
粗大ごみの申込みは
お早めに！

「かながわ宿場まつり」～ふらっとよってこ かめどころ～

税の申告の季節です

神奈川宿エリアの区民利用施設に行ってみよう！

申込み 粗大ごみ受付センター
https://www.sodai.city.yokohama.lg.jp＜年中無休＞
 0570-200-530（ナビダイヤル）月～土曜（祝日含む）8時30分～
17時 ※オペレーターにつながるまでは通話料金が発生しません。

● 携帯電話・IP電話からは　 045-330-3953
　月～土曜（祝日含む）8時30分～17時
●聴覚・言語に障害のある人専用 662-1225

回収期限 6月29日（金）まで
回収場所  区役所本館5階505窓口、資源循環局

神奈川事務所、ステッカーを貼って
いる薬局・ドラッグストア

　収集日を待たずに早く出したい場合は、事前に申込みのうえ、自分で
施設に持ち込むことができます。※処理手数料は収集する場合と同額です。

申込み  粗大ごみ受付センター（上記参照）へ電話かインターネットで
　　　　（当日持ち込みの受付は当日15時まで）

搬入場所  鶴見資源化センター（鶴見区末
すえひろちょう

広町1-15-1 資源循環局鶴見工
場内）など市内4か所

問合せ 資源循環局神奈川事務所　 441-0871　 441-5938
地域振興課 411-7091　 323-2502　

問合せ 神奈川消防署予防課 
316-0119

所得税（国税）の確定申告

年末調整済み給与所得者の医療費控除の還付申告

自己搬入もできます

医療費控除の明細書 検索

水銀式の体温計・血圧計・温度計の
回収期間を延長します ステッカー➡

水銀式体温計➡ アルコール式
温度計➡

アルコール式の温度
計（液体が赤色）は対
象外

ふらっと寄って、
かめ太郎を
探してね
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各種検診・検査・相談
申込み・問合せ  福祉保健課
411-7138  316-7877

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

2月16日、3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

「さぁ！歩こう健康ウオーキング」　　　　
～神大寺小学校から岸根公園～

コース：神大寺小学校（集合）〜岸根公園（解散）、約3km
※雨天時は、神大寺小学校体育館内で運動をします。

3月27日（火）13時30分〜15時30分（受付：13時から）
区内在住・在勤者、先着200人

※健康に不安がある人はご遠慮ください。
室内用運動靴（雨天時使用、スリッパ不可）・飲み

物・タオル・帽子・歩数計（持っている人）

※当日は、軽い体操ができる服装・履き慣れた運動
靴で参加してください。
申込み・問合せ 2月14日（水）から電話かFAXで氏名・
年齢・住所（町名まで）・電話を書いて
福祉保健課 411-7138 316-7877へ

◆ 善意銀行（11月寄付分） ◆

○神北地区民生委員児童委員協議会
○かめたろうおもちゃ病院
○宗教法人孝道山本仏殿

○横浜中央市場青果卸協同組合婦人部華の会
○明るい社会づくり運動神奈川区協議会
○一般社団法人神奈川青色申告会
○神大寺リハビリ教室
○昆

こんの  たえこ

野妙子
○おてらおやつクラブ 浄土真宗なごみ庵
○ポートサイド自治会  ロアの会 （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

無料
要予約

（匿名）

無料
要予約

　住民同士のコミュニケーションが重要
です。猫が好きな人も嫌いな人も、飼い主
のいない猫を増やしたくない思いは同じ
です。皆さんでよく話し合いましょう。

飼い主のいない猫対策のポイントを紹介するDVDを
配布しています。 詳細はお問い合わせください。

問合せ 生活衛生課　 411-7143　 411-7039

問合せ 高齢・障害支援課　 411-7114　 324-3702

飼い主のいない猫を増やさないために

飼い主のいない猫が増えると
トラブルも増えます

トラブルが大きくなる前に、地域ぐるみで
対策をしましょう

　神奈川区生活支援センターは精神障害がある人の生活
をはじめとした、さまざまな相談窓口です。利用登録後、
夕食サービスや入浴サービスなどの生活サポートが利用
できます。サークル活動、季節のイベント、地域との交流
事業も実施しています。
　住み慣れた地域や力
を発揮できる場で、自分
らしくいきいきと暮ら
していくためのお手伝
い、情報提供をしていま
す。まずは気軽にご相談
ください。

場  所 反町1-8-4 はーと友
ゆう

神奈
川4階
対  象 市内在住の精神障害のあ

る人及びその家族、地域住民、関
係機関など
開館時間 9時〜21時
休館日 第1月曜（祝日と重なる場

合はその翌日）
問合せ  322-2907

※来所での相談は原則予約制です。まず
は電話でご連絡ください。

神奈川区生活支援センター精神障害がある人の相談窓口

※不妊去勢手術費用
の一部補助あり。1頭
につき上限5,000円。
詳細はお問い合わせ
ください。

地域に生息する飼い主の
いない猫の不妊去勢手術※

猫の数、猫による被害
などについて情報収集し

問題点を整理

猫用トイレの設置や
給餌のルール作り

飼い主のいない猫が
出産した！

食べ残しの餌が
不衛生！片付けて！

庭にフンを
される！

車を傷つけられた！

これ以上増やさないために！飼い主の責任です

飼い主のいない猫…
もともとは飼い猫でした

終生飼育 屋内飼育 不妊去勢手術
捨てないで！ 外に出さないで！ 増やさないで！

猫の飼い主さんへ

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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年12月の人権週間
にさまざまな講師

をお招きして人権研修を開
催しており、今年の研修は、
初めて認知症について学
ぶ機会にしました。今日学
んだことから、子どもたち
には、少しでも「自分たちに
何ができるか」ということ
を考え、勇気を持って行動
してほしいです。このまち

田地区で登録が始まった2015年12月に妻が登
録しました。2016年10月に横浜駅付近で買い

物をしていて、レジ待ちの間少し離れた場所で待って
いたはずの妻が行方不明に。警察にも届け出ましたが
発見できずにいたところ、翌朝、りんかい線の品川シー

サイド駅の駅員さんがキー
ホルダーを見て地域ケアプ
ラザに連絡をくれ、家族が
すぐに迎えに行くことがで
きました。

田地区社会福祉協議会、自治会町内会、地
域ケアプラザが一緒になって周知してい

ます。また、キーホルダーを手渡す窓口が地域ケア
プラザなので、皆さん、安
心感があり、地域ケアプラ
ザの場所を知ることがで
きたと喜んでいます。

　地域ケアプラザや特別養護老人ホームの中に設置されています。
　みまもりキーホルダーの申込みのほか、ここで紹介した各種取組へ
の問合せを含め、高齢者の生活に関わるさまざまなことについて、気
軽にご相談ください。

地域包括支援センター

反町地域ケアプラザ 321-8004  321-8077
神之木地域ケアプラザ 435-2906  435-2908
菅田地域ケアプラザ 471-3101  471-3102
片倉三枚地域ケアプラザ 413-2571  413-2573
新子安地域ケアプラザ 423-1701  423-1702
沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 577-8210  317-3171
六角橋地域ケアプラザ 413-3281  488-3138
地域包括支援センター若竹苑 382-0024  373-7472

※月～土：9時～21時、日・祝日：9時～17時、休館日：月1回、年末年始

ーホルダーは、普段持ち歩くか
ばんに付けている人が多いよ

うです。自分にとっても家族にとって
も、いざというときの安心につながる
ので、認知症があってもなくても、ぜ
ひ利用してください。

　新子安地域ケアプラザが主催
し、学習をサポートするために自
治会町内会・シニアクラブなど地
域の人も多く参加しました。講座
ではクイズなども盛り込み、認知
症への理解を深めるさまざまな
知識を分かりやすく伝えます。他
の小中学校でも同様の取組が広
がっています。

「認知症サポーター
養成講座」テキスト
より

認知症の人との
接し方のポイント

かながわ散歩の会

網戸の交換の手伝
い（大口・七島地区
社 会 福 祉 協 議 会 
ミニボランティア
センター）

アローズシニアの会

児童の 感想

2017年12月8日に
神奈川小学校で
行われた講座の様子を
紹介します。

　認知症とは、脳の細胞に障害が起こり、生活するうえで支障が出て
いる状態のことで、誰もがかかる可能性のある病気です。年齢が高く
なるほど発症する確率が高くなり、2025年には横浜市の認知症高齢
者は20万人に達すると言われています。
　認知症に関する正しい知識と理解を深め、地域で見守り、支え合う
ために、区内で行われているさまざまな取組を紹介します。

認知症の家族が
登録している
平

ひらの   たかし

野 隆さん

神奈川小学校　宮
みやた はつこ

田肇子校長

菅田地区
社会福祉協議会

副会長  倉
くらいし よしえ

石芳枝さん

菅田地域ケアプラザ  田
たなか

中みささん

外出先での
急変時

認知症による
徘

はいかい

徊時

バッグなどに付けて
お使いください。

登録している
地域包括支援センター

（地域ケアプラザ・若竹苑）

身元照会

登録情報
の提供

　認知症の人や家族を温かく見守る「認知症サポーター」を養成する
講座で、「キャラバン・メイト」と呼ばれるボランティア講師が、地域
や企業、学校などさまざまな場所
で、認知症に対する正しい知識と
理解を広めます。受講者は「認知症
サポーター」として「オレンジリン
グ」を受け取ります。

　外出先での体調急変時等で身元が分からない場合などに、
気付いた人が迅速に通報でき、緊急連絡先につながるよう、
登録先の地域包括支援センター（地域ケアプラザ・若竹苑）の
電話番号と登録番号を記載したキーホルダーです。2017年
12月から、区内在住で登録を希望する65歳以上の人は誰で
も登録できるようになりました。
　2015年から区内の一部地域で試行していましたが、このキーホ
ルダーを身に付けていたことで、身元が分からなかった高齢者が
無事自宅に戻ることができた事例が3件ありました。

○お年寄りに優しく
接してあげたい

○相手が悲しい気持ち・不安な
気持ちになる言い方をしない

正しい理解を目指して

認知症サポーター
養成講座

区民の安心を目指して

みまもり
キーホルダー

区民の安心を目指して

みまもり協力店

問合せ 高齢・障害支援課  411-7110  324-3702

地 域 の 身 近 な 相 談 先

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に
～
認
知
症
支
援
の
取
組
か
ら
～

角橋商店街では2016
年から、神奈川大学の

学生や地域ケアプラザ、地域
が協力し、認知症の啓発イベン
ト「オレンジプロジェクト」を
9月に行っています。認知症は
誰もがなるかもしれない、身近
なもの。商店街に何ができるか
を考え、商店主みんなが認知症
サポーターになって、知識と理
解をもってサポートし
たいと思いました。みま
もり協力店には、認知
症の人が不安にならな

六角橋商店街  石
いしはら こういち

原孝一会長

　「みまもり協力店」とは、認知症の人やその家族が安心して
買い物ができる店舗等を増やすため、「認知症サポーター養
成講座」を受講した従業員が1人以上いるお店や事業所を神
奈川区が認定し、専用ステッカーを交付するものです。
　昨年9月の登録開始からこれまでに100以上のお店が登録

されました。また、加盟店舗の30％以上がみ
まもり協力店となった六角橋商店街は、「み
まもり商店街」として認定されました。

●詳しくは

申込み 最寄りの地域包括支援センター（下記参照）へ
※登録に必要な持ち物など、詳細は事前にお問い合わせください。

神奈川区  みまもり協力店 検索

地域包括
ケアシステムを
知っていますか

　認知症支援の取組をはじめ、住民同士の助け合
いや事業者等の協力、医療や介護の専門スタッフの
連携などによって、病気になったり介護が必要に
なったりしても、住み慣れた地域や我が家でいつま
でも自分らしく暮らし続けられるまちを作ってい
くことを「地域包括ケアシステム」といいます。

2025年を目途に「地域包括ケアシステム」の構築を目指した「神奈川区行動指針」を今年3月末
に公表予定です。

医療・介護
　病気になったときの通院や入院は、本人や
家族にとって負担になることもあります。訪
問診療や訪問看護、介護サービスなどを利用
することで、自宅にいながら医療と生活を両

立することが
できる場合も
あります。

生活支援
　高齢の人には大変な庭の草むしりや蛍光灯
の交換など、ちょっとしたことを手伝ってもら
えると助かることがあります。最近は「ちょい
ボラ」や「地区ボランティアセンター」といっ
た、住民同士で支え合う
取組が少しずつ広がっ
てきています。

介護予防
　区内には現在、21か所
の「元気づくりステーショ
ン」があります。おおむね
65歳以上の人が気軽に参
加でき、元気で生きがいの
ある生活を送ることができ
るよう、介護予防に取り組
むグループ活動です。種目
はスクエアステップや健康
マージャン、健康吹き矢な
どさまざまです。

毎

六

菅 菅

キ

連絡

ご自宅へ

緊急
連絡先

は神奈川小の子どもにとっ
ての「ふるさと」。いつまで
もいいまちであってほしい
し、子どもたち自らが、いい
まちにしていってほしいと
願っています。

い声掛けや、お金の受け渡し方
など、気遣いできるサポーター
がいます。買い物中のコミュニ
ケーションなどを通じて、介護
する家族のサポートもできた
らと思っています。安心して、こ
れまで通り買い物に来てくだ
さい。

オレンジ
リング

医療

生活
支援

介護

介護
予防

住まい
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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

3月13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

3月13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 2月13日（火）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
◆簡単！マタニティヨガ＆トーク

2月28日（水）10時～12時
◆更年期のあれこれトークタイム 
　with 村

むらた みちこ

田美智子さん
3月1日（木）13時30分～14時30分

◆パパのトーク＆ライブ
3月10日（土）13時30分～14時10分

なかまトーク・みんなでトーク
◆子育て世代×孫育て世代
　マタニティ&孫まごタイム

2月15日（木）
①ソーイング：10時～11時
②おはなし会：11時～12時
申込み ①のみ電話か直接

◆ワーキングママのおはなし会
　（共催タイム）

2月17日（土）10時～12時

ネットワーク
◆骨盤エクササイズ

2月22日（木）10時～10時20分

利用者支援事業
◆心・カラダほぐし「ほっと気功」＆
　横浜子育てパートナーとトークタイム

3月7日（水）10時30分～11時30分

トピックス
◆ネットワーク交流会
　（神奈川区保育所子育て支援連絡会と共催）
　「障がい理解の輪を広げよう♪ワーク」
講師：ネットワークグループ「g

ギフト

ift」
2月21日（水）15時30分～17時
区役所本館地下1階 機能訓練室
地域の子育て支援に関わる人・グループ

◆女性の悩みなんでも相談
　by かながわ女のスペースみずら

3月8日（木）13時30分～14時30分

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

土曜は保育室も開放し
ています。親子で参加
してください。

●松見保育園
　（育児支援
　センター園）

432-6635 
432-6704

［園庭開放］
月～金曜 
8時30分～13時30分

［施設園庭開放］毎月第1・3土曜 10時～12時
●菅田保育園　 472-4900 472-4915

［園庭開放］月・水曜 9時30分～11時30分
［施設園庭開放］毎月第2土曜 10時～12時
●神大寺保育園　 481-1513 481-1547

［園庭開放］水・木曜 9時30分～11時30分
［施設園庭開放］毎月第4土曜 10時～12時
●西菅田保育園　 473-1957 473-1969

［園庭開放］火・金曜 9時30分～11時30分
［施設園庭開放］毎月第3土曜 10時～12時

※このほか、育児相談、育児講座、身体測定やランチ交
流等も実施しています。詳細は各園にお問い合わせ、
またはホームページをご覧ください。

 www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/ 
kosodate/301-51.html

市立保育園の園庭開放

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
2月 3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

8（木）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20（火）午後 20（火）午後

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 20（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 5（月）

26（月）
5（月）

19（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 19（月） 12（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

5（月）
19（月）
26（月）

5（月）
12（月）
19（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

24（土） 24（土）

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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菅田町赤坂公園（分
ぶんくえん

区園）の
利用者募集

土と緑に親しむ機会とコミュニティ
形成の場として、分区園を、地域の人
に有料で貸出します。分区園では野菜
や花を栽培することができます。
◆募集区画：約10㎡×3区画、
約15㎡×1区画（予定）
◆利用期間：4月1日～平成31年3月31日

菅田町赤坂公園（分区園）（菅田町
222-1） ※駐車場がないため、自動車・
オートバイ等での来園はできません。

徒歩や自転車で分区園を利用でき
る家族、または8人までのグループ（2
世帯程度が目安）

10㎡：4,000円、15㎡：6,000円（1区
画・年額）
申込み・問合せ 2月23日（金）必着で往
復はがきの往信面に①公園名 ②代表
者の郵便番号・住所・氏名・電話 ③希
望区画（10㎡か15㎡）、グループ利用
は余白に「グループ利用」と他の利用
者の氏名を、返信面に住所・氏名を書
いて、市指定管理者（株）春

しゅんぽうえん

峰園分区
園担当（〒236-0042 金沢区釜

かまりやひがし

利谷東
8-3-20） 783-8009 783-8019
へ
※申込みが募集区画数を超えた場合
は公開抽選で決定します。

台町公園「区の木コブシの
開花日あてクイズ」募集

台町公園内にある区の木“コブシ”の
開花日を当てるクイズをします。正解
者には抽選で記念品を差し上げます。

2月11日（祝・日）～26日（月）に電話
で台町公園詰所 323-0129へ

神の木公園「クラフト教室」
園内の木の実などを使って腕輪や人
形を作ってみませんか。

2月17日（土） 10時～12時
神の木公園集会所 先着12人

申込み・問合せ 2月11日（祝・日）から電
話で神の木公園詰所

421-7883へ

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★ママジョグ開催
前後半に分かれ互いに子どもを預け
合い、自由時間で走りましょう。

①2月23日（金）、3月2日（金）・13日
（火） ②3月8日（木）
いずれも10時～12時

①地域子育て支援拠点かなーち
え ②反町地域ケアプラザ

子育て中の母親、先着25人
初回無料、2回目以降参加する場合

は半期ごとに500円
運動できる服装・飲み物・帽子

申込み 当日直接
問合せ 代表：奥

おくやま

山
090-1997-9930 512-9392
mamajog.kanagawa@gmail.com
ameblo.jp/mamajog/

★第4回スポーツ・健康  屋台村
障害者スポーツ体験も行います。
◆種目：ブラインドサッカー、車いす
バスケット、団体パフォーマンス、イ

ンラインスケート、ヨガなど
2月25日（日）9時45分～16時15分
神奈川スポーツセンター
先着1,000人
1歳以上、1人300円

申込み 当日直接
問合せ 区総合型地域スポーツクラブ連

絡協議会 481-1586 633-4577 
★SNSで地元情報をもっとつなげて
神奈川区をH

ハッピー

APPYにしよう！
講演「地域情報の発信ツールを考え
る」、パネルディスカッション「地域情
報と街づくりの未来」
◆講師：Trim（株）長

はせがわ ゆうすけ

谷川裕介さん ほか
3月1日（木）13時30分～15時30分
区役所本館5階 区民活動支援セン

ター  交流室  先着25人
申込み・問合せ 2月11日（祝・日）からE
メールに氏名・年齢・性別・住所を書い
て、地区わJ

ジョブ

ob 代表:石
いしかわ

川
090-7423-1320
chikuwa_job@yahoo.co.jpへ
ameblo.jp/chikuwa-job/

鉄板祭り
鉄板焼きとダッチオーブン料理

D：3月24日（土）、E:3月25日（日）
いずれも10時～14時

三ツ沢公園青少年野外活動センター
家族・グループ各70人（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・問合せ 2月14日（水）～28日（水）
にホームページか往復はがき（消印有
効）に事業名・コース名・参加者全員の
氏名（ふりがな）・性別・年齢（学年）・住
所・電話を書いて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/

リユース家具無償提供
粗大ごみ再利用品を無償で提供します。
◆展示期間：2月16日（金）～27日（火）（日
曜を除く）10時～12時、13時～16時
◆抽選日時：2月28日（水）11時
◆引渡し：抽選後から3月10日（土）ま
での10時～12時、13時～16時（日曜を
除く）

資源循環局鶴見工場（鶴見区末
すえひろ

広
町
ちょう

1-15-1）
市内在住・在勤・在学者（来場者1人

につき1点まで）
申込み 展示期間内に直接
問合せ 資源循環局鶴見工場

521-2191 521-2193

第3回区民シニアテニス
トーナメント

60歳以上の男子ダブルス、女子ダブ
ルス、ミックスダブルスの大会

3月6日（火）9時～19時
三ツ沢公園テニスコート
36組（多数抽選）
1人2,500円（区内在住・在勤・協会

員は2,000円）
申込み 2月16日（金）必着で往復はが

きかEメールに申込者氏名・郵便番

号・住所・電話・年齢・参加種目・参加資
格（協会員は団体名、在勤者は勤務先
名・所在地）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」）

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

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

◆春季教室（4～7月開催）参加者募集 ※祝祭日、休館日は除く

教室名 日程・曜日 時間 参加費
（全回分） 対象・定員

バドミントン 4月9日から
毎週月曜全8回

9：00～10：50 7,200円 16歳以上、55人

肩甲骨ヨガ 11：10～12：00 4,800円 16歳以上、16人

フラダンス入門１ 4月10日から
毎週火曜全10回

（5月1日を除く）

11：00～12：15 5,500円 16歳以上、15人

火曜ピラティス&ヨガ 19：15～20：15 6,000円 16歳以上、18人

やさしいストレッチ 4月11日から
毎週水曜全10回

（5月2日を除く）

11：10～12：00 4,500円 16歳以上、16人

ズンバ 19：15～20：15 7,000円 16歳以上、10人

わくわく親子体操 5月10日から
毎週木曜全10回 9：30～10：20 4,500円 平成27年4月2日～28年

5月1日生まれ、35組

はつらつ健康づくり

4月12日から
毎週木曜全10回

10：30～11：30
4,000円 55歳以上、70人

アロマヨガ 7,000円 16歳以上、16人

骨盤エクササイズ 11：40～12：30 5,000円 16歳以上女性、18人

足もみセルフケア 13：15～14：15 6,000円 16歳以上、18人

木曜ジュニア体操 4月12日から
毎週木曜全14回 16：45～18：00 9,800円 小学1～6年生、10人

にこにこ親子体操 5月11日から
毎週金曜全10回 9：50～10：40 5,000円 平成28年5月2日～11月

1日生まれ、10組

3B体操
4月13日から

毎週金曜全10回

9：40～10：40 6,000円 16歳以上、15人

ピラティス＆
コアトレーニング 14：10～15：00 5,500円 16歳以上、18人

転倒予防体操
4月7日から

毎週土曜全10回
（4月28日を除く）

10：50～12：00 4,500円 40歳以上、15人

※ほかにも教室があります。詳細はホームページまたはお問い合わせください。
申込み・問合せ 2月11日（祝・日）～3月3日（土）必着（多数抽選）で、所定の用紙かホー
ムページか往復はがきに住所・氏名・年齢・電話を書いて施設へ

〒221-0855 三ツ沢西町3-1 311-6186 316-8521 www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/
平沼記念体育館からのお知らせ 休 館  2月19日（月）

神奈川スポーツセンターからのお知らせ
〒221-0856 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  2月26日（月）

◆春の事前受付教室（4～7月開催）  ※祝祭日、休館日は除く

教室名 日程・曜日 時間 参加費
（全回分） 対象・定員

★パワーヨーガ
4月9日から

毎週月曜全8回

10：30～11：30

4,320円 16歳以上、60人★ピラティス 11：50～12：50

★ヨーガ 9：10～10：10

卓球2 4月10日から
毎週火曜全10回

11：00～12：45 7,500円 16歳以上、70人

太極拳 13：05～14：35 5,400円 16歳以上、100人

◎ママと赤ちゃん
ビクス2

4月11日から
毎週水曜全15回 10：00～11：00 11,250円 0～2歳未満児と

保護者、20組

脱メタボ・ロコモ 4月11日から
毎週水曜全10回 11：15～12：30 4,300円 原則40歳以上、50人

キッズ・フットサル 4月11日から
毎週水曜全15回

17：10～18：10 8,100円
平成24年4月2日～26
年4月1日生まれの就
園児（年中・長）、50人

ジュニアHip Hop 2 17：45～18：45 
7,200円

小学4～6年生、50人

◎親子りんりんホップ 4月12日から
毎週木曜全15回 9：15～10：15 1・2歳児（初回時)と

保護者、50組

★フラダンス 4月12日から
毎週木曜全10回 10：40～11：40 5,400円 16歳以上、60人

ジュニア空手 4月12日から
毎週木曜全15回 17：10～18：10 10,500円 小学生、20人

◎親子るんるん
ステップ

4月13日から
毎週金曜全15回 9：30～10：30 7,200円 2・3歳児（初回時)と

保護者、50組
にっこり・しっかり
健康体操

4月13日から
毎週金曜全11回 13：15～14：45 4,070円 原則55歳以上、90人

社交ダンス 4月13日から
毎週金曜全10回 19：15～20：45 5,900円 16歳以上、50人

★有料一時託児あり　◎兄弟姉妹追加1人につき1,500円

申込み 2月21日（水）必着（多数抽選）
往復はがきの場合 ①希望教室名（1教室のみ） ②参加者氏名・フリガナ・性別 ③生
年月日・年齢 ④郵便番号・住所 ⑤市外居住で市内在勤・在学者は勤務先・学校名
⑥電話 ⑦過去1年間の当該希望教室への参加の有無 ☆託児希望の人は ⑧託児
希望の子どもの生年月日・年齢 ⑨託児抽選が外れたときの参加の有無
※託児の対象は、満2歳以上です。
インターネット申込み 神奈川スポーツセンターホームページをご覧ください。

【注意事項】下記の場合、申込みが無効になりますのでご注意ください。
（1）申込み時の記載に虚偽があった場合 （2）必着期限を過ぎて到着した場合
（3）1教室に1人で2通以上の申込みがあった場合

神奈川区
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◆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

2月22日、3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
2月23日、3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

◆新しい趣
しゅみ

味探し
　～手仕事マルシェ～
センターで活躍中の手工芸団体によ
る合同展示・体験会です。押し花・ス
テンシル・ビーズなどから好きな2団
体を選び、自分だけのステキな作品
を作ります。
※展示の観覧は無料です。

2月25日（日）10時～13時
先着15人  1,000円（2団体分）　
2月11日（祝・日）から電話かFAXか

直接
◆専門医に聴く講座
　～おさえておきたい白

はくないしょう

内障～
手術方法や視力について、たくさん
の疑問に医師がお答えします。

2月26日（月）14時～16時　
先着40人 
2月12日（休・月）から電話かFAXか

直接
◆ワンコイン体験講座
★イチから教わる楽しい韓国語
春の行楽シーズン目前！旅行で使え
る簡単な会話を覚えましょう。韓国出
身の先生が優しく教えてくれます。

3月9日（金）13時～14時20分
先着10人 500円　
2月16日（金）から電話かFAXか直接

★はじめての能
のう

能
のうがくし

楽師を講師に招き、能を通して日
本の文化や歴史を学びます。演目の
映像を観賞しながらテキストで学ん
でいきます。

3月17日（土）9時30分～11時
先着10人 500円　
2月17日（土）から電話かFAXか直接

〒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

◆お肉の美
おい

味しい料理の仕方
3月13日（火）10時～13時
成人、先着20人
エプロン・三角巾・布巾・筆記用具
2月20日（火）から電話か直接

〒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

◆尿
にょうも

漏れ予防の健康体操
いつまでもいきいきと元気に過ごす
ために今から体をケアしてみません
か。産後、高齢の人どなたでも参加で
きます。2回コースになっています
ので、変化を実感してみてください。

2月27日、3月6日（火曜全2回）13時
30分～14時30分 先着25人　

6か月～未就学児、先着3人、1人500
円（各回） ※申込時に予約　

2月13日（火）から電話か直接

2月27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
◆定例おはなし会
絵本や紙芝居を読んだり、手遊びを
します。

3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

◆はじめての絵本・
　わらべうたミニ講座
赤ちゃんにどんな絵本を読んであげ
ればいいの？おうちでの読み聞かせ
や遊びのヒントをお伝えします。

3月10日（土）10時30分～11時30分 
0歳～1歳半の子と保護者、先着15組
2月20日（火）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

◆フォーラム南太田マルシェ
　～地モノ野菜市と手づくり市、
　古布回収～
野菜や手づくり品のお店が玄関前に
並びます（雨天は館内）。出店者とお
しゃべりしながら、お買物を楽しみ
ませんか。

3月16日（金）11時～14時
※布回収は13時30分まで
★手づくり部門出店者募集
　（食品は不可）

3月6日（火）までに店名・販売する
もの・氏名・住所・電話と作品写真など
をEメール（ mkoza@women.city.
yokohama.jp）で施設へ
◆女性のためのパソコン講座
①再就職・転職のためのパソコン講
座（全5回）：3月22日（木）・23日（金）・
26日（月）・27日（火）・28日（水）
ワードとエクセル初級程度の内容を
習得し、演習を通じて履歴書に書け
るレベルを目指します。
②ファイル整理＆O

ワンドライブ

neDrive入門：3月
21日（祝・水）
大切なデータの取扱いやバックアッ
プの方法を身に付けることができま
す。さらに、OneDriveの利用方法も
学びます。
いずれも10時～15時30分

女性、各講座先着12人 
①19,500円 ②5,500円 

※経済的に困難な市民に免除制度あ
り（要問合せ）

先着順、有料。詳細は問合せを
2月15日（木）から電話（ 862-4496）

かホームページへ

先着15人
修理無料（部品代実費）
2月23日（金）から電話か直接 

※おもちゃ以外のもの（家電など）は
受付できません。修理不能な場合もあ
ります。
◆洋菓子入門
　「クラシックショコラ」
洋菓子作りの実習講座です。

3月9日（金）10時～12時30分
先着8人  800円 
エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオ

ル・持ち帰り用袋　
2月19日（月）から電話か直接

〒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
2月28日
（水）

◆チェリーハウスのおはなし会
◯おはなしポケット

2月19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

2月26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

〒221-0044 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

◆かなっく寄席③
　～ひな祭り！春

しゅんぷうてい こあさ

風亭小朝の会～
出演：春風亭小朝、春

しゅんぷうてい

風亭ぴっかり、
林
はやしや

家あずみ、春
しゅんぷうてい いちはな

風亭一花
3月3日（土）13時～15時

（開場：12時30分） 
300人 ※未就学児入場不可
4,000円（全席指定席）　
3月2日（金）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
2月13日
（火）

◆春のカラオケ発表会
　～みんなで楽しく唄いましょう！～
多くの発表者の応募をお待ちしてい
ます。浦島小学校5年生のコーラス発
表、お菓子やお弁当などの販売もあり
ます。

3月9日（金）・10日（土）10時～16時
市内在住の60歳以上の人、各回40

人（多数抽選）
2月14日（水）～26日（月）に専用の申

込用紙を直接 
※専用の申込用紙は施設にあります。

〒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
2月13日
（火）

◆大人のための朗読会
文学作品を朗読します。
三

みうら

浦しをん作『冬
ふゆ

の一
いっとうせい

等星』ほか
出演：朗読の会クローバー

2月17日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊
びをします。

〒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
2月13日
（火）

◆お肉やさんに教えてもらう
　「国産の豚肉・牛肉料理」

2月27日（火）10時～13時
成人、先着20人
エプロン・三角巾・手拭きタオル
2月11日（祝・日）から電話か直接

◆わんパク・クッキング
　餃

ぎょうざ

子を作ろう！
　～皮から作る本格ギョーザ～

3月10日（土）10時～13時
小学生、先着12人
400円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
2月11日（祝・日）から電話か直接

〒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

◆おはなし花束のおはなし会
絵本の読み聞かせ会です。

2月15日（木）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20人　
当日直接

◆コーヒー教室
　～コーヒーの文化と入れ方～
街のコーヒー屋さんのコーヒー講座
です。コーヒーの歴史や文化、入れ方
の実演。

2月24日（土）10時～12時　
先着12人 500円　
コーヒーカップ・エプロン・三角巾・

布巾・手拭きタオル　
2月13日（火）から電話か直接　

◆親子でワッと遊ぼう！  
広い体育室で思いっ切り遊びましょう。

2月26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

◆みんなでヨーガ
小さな子どもと一緒に参加できる、ご
家庭で簡単にできるヨーガ講座です。

2月27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
も用意してください。

当日直接
◆冷蔵庫の整理収納講座
講師：冷蔵庫収納家 福

ふくだ

田かずみさん
2月28日（水）11時～12時　
先着20人 筆記用具　
2月14日（水）から電話か直接　

◆おもちゃの病院 おもちゃドクター
動かない、壊れてしまった？というお
もちゃがあれば、おもちゃドクターが
診断をします。

3月3日（土）10時～15時
（受付終了：14時） 

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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