
※災害時にペットを守るための備えについては下記（ペットの飼い主の皆さんへ 災害に備えましょう）に掲載しています。
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◆区の人口…241,811人 ◆世帯数…122,489世帯（2018年2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。3月10日・24日・31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。

www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/wagamachi/photocon9.html
入賞作品はホームページで公開中

問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502問合せ 生活衛生課　 411-7143  411-7039

　災害は突然起こります。災害時にペットを守るためには、ま
ず飼い主が無事でいる必要があります。いざというとき、家族
とペットがともに安全に避難でき、安心して過ごすため、日頃
から次のことを備えておきましょう。

家族での話し合い
家族間の連絡方法、避難場所までの経路や時間など
飼い主の明示
犬鑑札や注射済票の装着、マイクロチップの装着
ケージ・キャリーバックの用意
基本的なしつけ
ケージやキャリーバッグに慣らす、無駄吠えをさせない
ペット用非常持出品の用意
5日分のペットフード・水、ペットシーツ、常備薬、予備の首輪・リードなど
ペットの健康管理
狂犬病予防注射、各種ワクチン、ノミ・ダニの駆除など

生活衛生課で災害
用リーフレット、
ペットカードを配
布しています。

写真コンテスト  入賞作品紹介災害に備えましょう
第9回「わが町 かながわ とっておき」ペットの飼い主の皆さんへ　

　災害時にペットと離れてしまうと、被災した飼い主の不
安が大きくなるばかりでなく、ペットの保護に多大な労力
や時間がかかります。また、ペットが衰弱したり、繁殖によ
り生態系が破壊されたり、感染症がまん延したり、おびえた
ペットが人を攻撃するなど、さまざまな問題が生じます。
　自宅に被害があり、避難する場合には、ペットと一緒に避
難する（同行避難）が基本です。
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町の防災組織とは？

菅田南町
自治会

いっとき避難場所
周知のための

看板

入江地区
連合町内会

消火栓の位置や
避難経路の確認の

ための町歩き
反町第一
町内会

階段避難車の
使い方を

実践で学ぶ

まちのちからが
 命を救う
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　幸ケ谷公園には約80本の桜（ソメイヨシノ）があり、皆さんから春の開花を楽
しみにしていただいていますが、近年、幹が傷んだり枝が落下したりするものが
多いため、樹木医による診断を実施しました。その結果、相当数のソメイヨシノ
に腐朽が進んでおり、倒木の危険があることが分かりました。
　このため平成30年度に、回復が見込めない40本ほどを伐採し、新たにジンダ
イアケボノという品種を植える予定です。過密状態となることを避けるため、植
樹する本数は、20本ほどになる見込みです。
　古木のソメイヨシノをお楽しみいただくのは残念ながら今年が最後となり
ますが、近い将来、ジンダイアケボノが成長して、きれいな花を咲かせることを
どうぞご期待ください。

　飼い犬は家族にとって安らぎを与えてくれる大切な存在ですが、一部の飼い
主の無責任な行動が、近隣の人たちに迷惑をかけていることも…。
　ルールとマナーを守り、人と犬が快適に暮らせる環境を作りましょう。

◆散歩中のふんは必ず持ち帰りましょう
　＜横浜市動物の愛護及び管理に関する条例第7条＞
　公園や道路は犬のトイレではありません。散歩の前に排

はいせつ

泄
させることをしつけましょう。やむを得ず散歩中にしてし
まったふんは必ず持ち帰り、おしっこは水で流しましょう。

◆放し飼いにしてはいけません
　＜横浜市動物の愛護及び管理に関する条例第7条＞
　どんなにしつけられた犬でも突然かみつい
たり飛びかかったりするおそれがあります。
また、放し飼いは迷子や事故の原因になりま
す。散歩をするときは、必ずリードをつけ、放
し飼いは絶対にしないでください。

◆犬の登録と狂犬病予防注射を必ずしましょう
　＜狂犬病予防法第4条・第5条＞
　狂犬病は現在国内では発生していません
が、国外では毎年、数万人が亡くなっていま
す。犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義
務として必ず行い、犬鑑札と注射済票は首輪につけましょう。
※平成30年度狂犬病予防注射出張会場は❼ページをご覧ください。

◆鳴き声などで近所迷惑にならないようにしましょう
　しつけも必要ですが、犬が鳴くのには、散歩不足・警戒・要求など何らかの理由
があります。なぜ吠えているのかを考え、鳴く理由を取り除く努力をしましょう。

◆最後まで愛情と責任をもって飼いましょう
　飼い主の病気などの理由で、どうしても飼えなくなった場合には、自分で新
たな飼い主を探しましょう。

幸ケ谷公園にある桜の
植え替えを進めていきます

問合せ 神奈川土木事務所　 491-3363　 491-7205　

混雑を避けるポイント

ジンダイアケボノは比較的病害に強く、開花時
期や花の形状がソメイヨシノに近く、さらに花
色が鮮やかという特徴があります。

腐朽が進んでいる幸ケ谷公園のソメイヨシノ 新たに植えるジンダイアケボノ

　1月14日・21日に、区内の小・中学生79人の皆さんが
書き初め大会に参加しました。
主　催 区子ども会育成連絡協議会

神奈川区 新春子ども
書き初め大会

書き初め大会の様子

　3月22日（木）～4月14日（土）の間は、特に混雑が予
想されます。システムの稼働時間の都合上、混雑状況
によっては受付人数を制限させていただくことがあ
りますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。

◇本人確認書類
　●�顔写真付きの場合は1点（運転免許証、パスポート、個人番号
カード、写真付き住民基本台帳カードなど）

　●�顔写真付きでない場合は複数提示（健康保険証、年金手帳、
社員証、学生証など）

　※提示がない場合は本人確認に時間がかかります。
◇本人または同一世帯員以外の人が届け出る場合は「委任状」
◇横浜市外からの転入の場合は「転出証明書」

開庁時間 平日：8時45分～17時
3月、4月の土曜開庁日（3月10日・24日・31日、4月14日・28日）：9時～12時
※�土曜は、他都市や他機関へ問合せが必要な業務など、一部取扱いができ
ないものもありますので、事前に確認の上お越しください。

春の引っ越しシーズンは、区役所
戸籍課窓口が大変混み合います

◆�火・水・木曜の午前中の早い時間は、待ち時間が比較的短く
なっています。
◆��神奈川区ホームページで窓口の待ち人数を確認できます。

※�当日、戸籍課103窓口で受け取る番号札に記載のQRコードから、
自分の順番までの人数を確認することもできます。

◆�証明書（住民票の写しや印鑑登録証明書等）のみの発行は「行
政サービスコーナー」をご利用ください。
　●�横浜駅（駅構内みなみ通路）や新横浜駅（地下鉄駅事務所並
び）など

　●平日：7時30分～19時、土・日曜：9時～17時�※祝日は休所
◆�個人番号カードを使用し、コンビニで各種証明書を取得でき
ます。
　●利用時間：6時30分～23時（12/29～1/3を除き無休）
　※戸籍証明及び戸籍の附票の写しは、平日9時～17時

【コンビニ交付に関する問合せ】　 664-2525�� 664-2828

神奈川区��窓口混雑状況 検索

●戸籍課103窓口での手続…転出・転入・転居

●手続に必要なもの

引っ越し先 届出期間 手続

転出
横浜市外へ

目安は引っ越し予定
日の1か月くらい前
から

転出届を提出、また
は「郵送による転出
届」を郵送※

市内の他の区へ 神奈川区役所での手続はありません。
（新住所地で転入届が必要です）

転入

横浜市外から
新しい住所に住み始
めてから14日以内
（未来日での届出は
できません）

転入届を提出

市内の
他の区から

転入届を提出
（前の区での転出届
は不要です）

転居 神奈川区内での
引っ越し 転居届を提出

※郵送による転出届の詳細は

犬の飼い主の皆さんへ　
ルールとマナーを守りましょう

横浜市��郵送による転出届 検索
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問合せ 地域振興課   411-7093　 323-2502　 問合せ 戸籍課   411-7034　 324-3586　

問合せ 生活衛生課   411-7143　 411-7039　
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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

3月16日、4月20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

高齢者体操教室
体力測定、経路ストレッチ、軽運動、気功体操、コア
トレーニング、フラダンス、セルフケア、脳トレなど

4月13日〜7月13日（毎週金曜全12回 ※5月4日、6
月8日（予定）を除く）13時15分〜15時

盲特別支援学校（松見町1-26）
65歳以上の健康な人、先着25人

申込み・問合せ 4月9日（月）〜11日（水）に電話で
盲特別支援学校 鏑

かぶらぎ

木
431-1629 423-0284へ

無料
要予約

（匿名）

無料
要予約

費　用 3,600円（注射済票交付手数料：550円、注
射料金：3,050円） ※初めて登録する犬は6,600円（登
録手数料3,000円含む）
持ち物 お知らせに同封する狂犬病注射済票交付

申請書（切り取らないこと）、上記費用、市外から
の転入や犬を譲り受けた場合は犬鑑札

申込み 当日直接
※ 雨天でも実施しますが、8時の時点で大雨・洪水警報

等が発令されている等、安全の確保が難しいと判断
した場合、中止することがあります。

※ 他区の日程は横浜市動物愛護センターホームページ
を参照してください。

＊入江町公園会場は公園プール管理事務所前から新子安駅側広場（公衆トイレ側広場）に変更しました。

　かながわ支え愛プランでは、21の地区連合町内会の皆
さんと協働で計画を進めています。
　今回は「支援が必要な人が支援につながる仕組みづく
り」に取り組んでいる地区を紹介します。

 ●三ツ沢地区
　両親共働きや核家族化が進む中、小・中学生が
安心して過ごし孤食（一人で食べる）にならない
よう、みんなで食事ができる居場所として「ふれ
あいっこ三ツ沢」を昨年9月に立ち上げました。
　「ふれあいっこ三ツ沢」は子どものみでも親子
でも参加でき、子どもが地域のおとなやさまざ
まな年齢の子どもと関わることができる貴重な
機会となっています。運営は、民生委員・児童委
員や地域のボランティア、学生ボランティアな
どが担っています。食材は農家や生協、教会から提供を受けています。
　今後も、担い手の輪を広げることで活動を継続し、将来的には子育ての悩みも
受け止められるような、親子がほっとできる居場所になるように活動していき
ます。

 ●浦島丘地区
　防災意識の向上と顔の見える関係づくりに取
り組み、地域住民が互いに気付き、つなぎ、そして
支え合う仕組みづくりに力を入れています。
　連合自治会組織体に事業推進部と防災対策
部の2部を立ち上げ、災害時の活動についての
マニュアル作成や講座を開催しました。併せて
各世帯の協力を得て、災害時安否確認用名簿
を作成し、個人情報の取扱いに気を付けなが
ら、各会長、班長、幹事、民生委員・児童委員、ふれあい活動員等が連携し、日常的
に顔の見える関係づくりに取り組んでいます。
　また、夏祭りを中心とした各種行事・催しには住民の積極的な参加を呼び掛
け、住民同士が互いにつながり安全・安心で、心豊かに暮らせるまちづくりができ
るように活動しています。

問合せ
福祉保健課

411-7136
316-7877～第3期神奈川区地域福祉保健計画～

子どもから高齢者まで皆が集う夏祭り

連載❼

地域の子どもたちでにぎやかに食事

日時 受付時間 会場名 所在地

4/3 火 午前 神の木公園内詰所横 神之木台13-20
午後 入江町公園（新子安駅側広場）＊ 入江1-27

4/4 水 午前 菅田みどりの丘公園（菅田小学校並び自由広場） 菅田町712-13
午後 菅田東町会館（長導寺並び） 菅田町1674

4/6 金 午前 株式会社創健社駐車場（片倉公園並び） 片倉2-37-11
午後 ガーデン山自治会館 三ツ沢下町32-28

4/7 土 全日 神奈川区役所（反町公園側） 広台太田町3-8

4/10 火 午前 羽沢神明神社 羽沢町917
午後 羽沢長谷自治会館（横浜保土ケ谷中央病院北側） 羽沢南1-4-11

4/11 水 午前 大口駅前公園（大口駅西口正面右側の公園） 大口通68-2
午後 白幡八幡神社 白幡仲町13-25

4/14 土 全日 神奈川土木事務所 神大寺2-28-22

横浜市 動物愛護センター 検索

◆ 善意銀行（12月寄付分） ◆

○中田
○明るい社会づくり運動神奈川区協議会
○ホワイト急便白楽店
○かめたろう　おもちゃ病院
○（株）八丁幸

○JXエネルギー労働組合横浜支部
○横浜冷凍株式会社
○おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵
○横浜市反町地域ケアプラザ（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

平成30年度　狂犬病予防注射出張会場のお知らせ

●予防注射出張会場 日程表　 受付時間 午前：10時〜12時　午後：13時30分〜15時

問合せ 生活衛生課   411-7143　 411-7039　

キャッシュカードを自宅まで取りに来る「手渡し型」の詐欺
が増加。電話で、“キャッシュカード”や“現金”の話が出たら
詐欺！すぐに警察に連絡を！

神奈川警察署  441-0110（代）
地域振興課 411-7095 323-2502

被害件数
増加中

問合せ

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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　横浜市地震被害想定
では、神奈川消防署のポ
ンプ車等12台、消防団の
小型ポンプ積載車18台・
小型ポンプ9台を運用し
ても、炎上火災により区

内で１万棟を超える被害が想定されています。
　自治会・町内会など町の防災組織の皆さんがス
タンドパイプ式初期消火器具等をさらに活用する
ことで炎上火災は減り、その結果、署・団の部隊投

入効果も高まって被害軽減につながります。
　そのためには、多くの皆さんが消火訓練を継続
的に実施するこ
とが重要です。
ぜひご協力をお
願いします。

まちのちからが
命を救う

町の防災組織と地域防災拠点の役割

●町の防災組織
　（自治会・町内会など）

●地域防災拠点

　「自分たちの地域は自分たちで守る」とい
う思いのもと、いっとき避難場所※の設定
や、地域の特性に合わせた防災訓練を行う
など防災・減災活動に取り組んでいます。

　マンションやオフィスビルが多いエリアのため、階段
を使って高齢者やけが人の避難をスムーズにするため、
1月に階段避難車を導入し、訓練を行っています。

　災害に強いまちづくりを進めようと「松ヶ丘まちづくりプ
ラン」を平成27年に策定し、その中の一つとして昨年11月に

「災害用まちなか案内板」を設置し、現在いる場所から避難場
所までの経路を分かりやすくする工夫をしています。

　避難場所までの安全なルートや消火器具の
位置などを掲載した防災マップを独自に作成、
全世帯へ配布し、いざというときに速やかに行
動できるよう工夫しています。

階段避難車で
マンションやビルからの
避難をスムーズに

災害用まちなか案内板で
災害に強く
住み心地の良いまちに

防災マップで
震災時の円滑な避難や
初期消火体制の強化へ

平常時

発災

避難時

町
の
防
災
組
織
が
行
っ
て
い
る
、地
域
の
特
性
に
合
わ
せ
た
防
災
活
動
を
紹
介
し
ま
す

反町第一町内会

松ケ丘自治会

西大口町内会

問合せ 総務課  411-7008  324-5904

町の
防災組織とは？

いっとき避難場所へ避難する際に迷わないよう、避
難経路の分岐点に「災害用まちなか案内板」を設置
しました。避難経路だけでなく、町内の皆さんに町

並みも知ってもらえるような内容にし
ました。
　今後は、通りの目印として、町内の主な
道路に愛称「○○通り」を掲示して、さら
に災害に強く、住み心地の良いまちにし
ていきたいと考えています。

　東日本大震災をきっかけに災害に強いまちにし
ようと、要援護者の安否確認や住民総出での防災訓
練など防災・減災に力を入れています。それに加え、

　災害時に停電などによりエレ
ベーターが使用できない場合
の要援護者の避難のために階
段避難車を導入しました。機動
力を重視し、軽いものを選びま
した。買って置いておくだけで
は、いざというときに使えない
ため、必ず毎年、防災訓練の中
で実践するようにしています。
　また、3年前から町の様子や
町内会の活動を住民の皆さん
に知ってほしいという思いで

　西大口町内会は、範囲が広く高台や細い道路
が多いため避難経路が複雑です。また、不燃化
推進地域※に指定されている地域もあります。
そのため、震災時における避難経路の周知と、
初期消火器具や消火栓の位置を住民みんなが
把握し、発災時にはすぐに初期消火を行うこと
ができるように昨年12月に防災マップを作成
し、全世帯へ配布しました。

「たんまち第一かわら版」の全
戸配布や、ホームページを新規
に立ち上げました。このことで
段々と、防災訓練に幅広い世代
が参加するようになってきたと
感じます。これからも顔と顔と
がつながるまちづくりを進め
ていきたいです。 　2～3年前から、防災訓練を年間5回開催して

いますが、3月には、作成した防災マップを活用
し、マップに掲載された初期消火器具・災害用
井戸・AED等の設置場所を回って現地確認等を
行う予定です。ぜひたくさんの人に参加してほ
しいですね。

※不燃化推進地域…地震火災が発生した場合の延焼に
より建物に被害が起きるおそれのある地域

自分の地域防災拠点は「神奈川区
防災マップ」か区ホームページで
確認できます。 

神奈川区防災マップ 検索

神奈川消防署 救急担当課長
田

たなか としひこ

中敏彦

　災害時には、電話がつながらない、道路の寸断等の
影響で、救急車の到着が困難となります。このような
ときに、最も重要となるのが応急処置です。心肺停止
の場合でも停止時間が短ければ、蘇生する可能性は
非常に高くなります。大切な人の命を守るためにも、

「普通・上級救命講習」を受講し、正しい応急処置を身
に付けましょう。

◆普通・上級救命講習
　日程・申込み方法などの詳細は、
ホームページか横浜市防火防災協会

（ 714-9911）で確認してください。
www.ydp.or.jp/guidance/

kousyu02.html

◆止血法（直接圧迫止血法）を紹介
①出血部分を確認します。
② きれいなガーゼ、ハンカチなどを傷口に当

て、その上から手で数分間、圧迫します。止血
の際は、感染防止のため、血液に直接ふれな
いようにビニール袋などを使用します。

災害時の応急処置

消防団の指導による
スタンドパイプ式

初期消火器具の訓練

▶階段避難車の訓練：
力を入れなくてもス
ムーズに動きます。

▶防災マップの一部：
表紙には初期消火対
応のための連絡先を
記載、中面には、震災
時の避難経路・災害用
井戸協力の家・AED
設置施設・初期消火器
具・消火栓の位置など
を分かりやすく表示。

◀8か所設置した
「災害用まちなか
案内板」

反町第一町内会の皆さん

松ケ丘自治会の皆さん

左から、会長 田
たなべ かつみ

辺勝美さん、
副会長 椙

すぎた まさじ

田眞次さん、防災部長 松
まつざき しげひさ

崎重久さん

神奈川消防署長　武
むかさ もとかず

笠基和

災害時には
皆さんの力が必要です

神奈川区長　二
にのみや ともみ

宮智美

防災・減災を自らのこととして捉え
行動することが大切です

　自治会・町内会など町の防災組織は「自分た
ちの地域は自分たちで守る」という意識のも
と、地域が抱える防災上の課題を把握し、その
課題に対応する実践的な訓練や減災活動を
行っています。
　神奈川区では、共助推進事業として活動を支
援しており、地域課題に対応する防災訓練や減
災活動にかかる費用の2分の1を補助していま
す。この特集で紹介したもののほか、安否確認

訓練、発電機や投光器
を用いた夜間訓練、水
道に直結できる簡易
水道消火器具を用い
た訓練など、延べ111
の事例で活用いただいています。
　多くの区民の皆さんが防災・減災を自らのこ
とと捉え行動に移せるように、自助・共助による
地域防災力の強化を着実に推進していきます。

活動例
◆ 防災訓練・啓発活動の実施
◆ 避難経路の確認
◆ 高齢者などの避難誘導
◆ ご近所の安否確認
◆ 初期消火活動

活動例
◆ 災害情報の集約、共有
◆ 避難所の開設、運営
◆ 食料・飲料水等の配布
◆  防災ボランティア等との連携
◆  負傷者の応急手当、医療機関へ

の引継ぎ

　地震などによって住む場所が
なくなった人が一定期間避難生
活を送る場所です。神奈川区で
は市立小・中学校の25か所を指
定し、拠点ごとに訓練を行って
います。

※いっとき避難場所とは…
身の安全を確保するために一時
的に避難する場所です。自治会・
町内会が近くの公園や駐車場、空
き地などを選定しています。

もしもに備える
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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

<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

かなーちえからのお知らせ

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

4月17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

4月17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 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 3月12日（月）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
◆入園グッズ見るだけタイム

3月15日（木）13時30分〜14時30分
◆大切にしたい♥幼児の軽食　ヒントタイム

3月16日（金）10時30分〜11時30分

リラックス工房
◆散歩が楽しくなる♪草花あそび

4月6日（金）、4月7日（土）13時30分〜15時

なかまトーク・みんなでトーク
◆パワー全開！親子で新聞紙遊び♪

3月13日（火）13時30分〜14時30分

トピックス
◆タブルケア・カフェ i

イン

n かなーちえ
介護&子育てを一緒に話しましょう！地域ケアプラ
ザの社会福祉士さんも参加します。

3月22日（木）10時30分〜12時
◆孫育て応援講座
　「かけがえのない孫を育てる・
　今ドキの子育てを学ぶ♪」
講師：NPO法人 孫育て・ニッポン ぼうだあきこさん

3月23日（金）10時〜12時
孫のいる人、これから孫を迎える人、地域の人、

先着20人  
申込み 電話か直接

▼下記の保育園で図書の貸出しも行っています。詳しくは各園にお問い合わせください。
問合せ 松見保育園　　 432-6635 432-6704 ／ 菅田保育園※　 472-4900 472-4915

　　　 神大寺保育園　 481-1513 481-1547 ／ 西菅田保育園　 473-1957 473-1969
※ 菅田保育園は民間移管にともない平成30年4月1日から「あおぞら菅田保育園」になります。

親子で絵本を楽しみましょう！
　子どもは、親や身近な家族との触れ合いを通
して、人として成長していきます。そのひとつ
の方法として、親子で心を通わせることができ
る絵本の読み聞かせをお勧めします。親子が初
めて出会う絵本は、分かりやすい絵と擬音語や
擬態語を交えた短い言葉で描かれた絵本がよ
いでしょう。くり返し読んで、お気に入りの本
がたくさんできるとよいですね。わらべうたや
童謡の絵本もありますので、いくつか覚えてい
るといろいろな場面で役に立ちますよ！

◦ 子どもの機嫌が良いとき
に、読み手も一緒に楽し
みながら読む。

◦ 子どもの反応（表情や言
葉）を見ながら子どもの
ペースで読む。

◦ リラックスした雰囲気で
（ひざにのせる、布団の中
で）読む。

◦ 子どもに聞き取りやすい
ように、はっきり、ゆっく
り読む。

絵本を
読み聞かせる
ときの
ポイント

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
3月 4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 12（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 17（火）午後

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 20（火）午後 12（木）午前 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）

19（月）
9（月）

23（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 12（月） 16（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）
12（月）
19（月）

9（月）
16（月）
23（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） 28（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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羽沢送迎ボランティア募集
羽沢地域のサロンやミニデイサービ
スの送迎ボランティアを募集してい
ます。羽沢地域あるいは近隣の地域
ケアプラザへの送迎や歩行介助を行
います（活動時間30分程度）。

75歳未満の健康な人（要普通免許） 
※登録後に研修があります。
申込み・問合せ 地域包括支援センター
若竹苑 担当：吉

よしの

野・佐
さの

野
382-0024 373-7472へ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★ヨガ＆太極拳入門
ヨガも取り入れた太極拳教室です。

4月10・17・24日、5月8・15・29日、
6月5・19・26日、7月3・10日（火曜全11
回）いずれも13時15分～14時45分

16歳以上の初心者、先着15人
5,000円（全回分） ※1回ごとの支

払500円
申込み 3月15日（木）から電話で施設へ

★くいしんぼう大作戦！
野外料理、野外ゲーム、水遊び、クラフト等

5月13日、6月10日、7月15日（日曜
全3回）いずれも9時30分～15時30分

新小学1～3年生、40人（多数抽選）
9,000円（全回分）

申込み 3月18日（日）～28日（水）にホー
ムページか往復はがき（消印有効）に
事業名・参加者氏名（ふりがな）・性別・
年齢・学年・住所・電話を書いて施設へ
★ふれあい親子クラブ春みつけ隊
季節のおやつ作りや工作、自然遊びを
楽しみます。

4月11・18・25日、5月2日（水曜全4
回）いずれも14時30分～16時30分

新年中・年長相当の幼児と保護者、
16組（多数抽選） 2人1組5,000円、
追加1人2,000円（2歳以下500円）
申込み 3月18日（日）～28日（水）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・学年・住所・電話を書
いて施設へ
※夏見つけ隊・秋見つけ隊・冬見つけ
隊との一括申込みもできます。詳細は
お問い合わせください。
………………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/

三ツ沢公園感謝D
デイ

AY
スーパーボールすくい、苔

こけだま

玉教室、地域
作業所などによる物販、愛犬マナー教
室、起震車体験、はしご車搭乗体験、バ
ルーンアート、スポーツ無料体験コー
ナー、DeNAランニングかけっこ教室、
ペアヨガ教室、スタンプラリーなど

3月25日（日）10時～15時 ※小雨決
行・荒天中止 三ツ沢公園
申込み ホームページをご確認ください。
申込み・問合せ 横浜市緑の協会・体育協会
グループ 548-5147 548-5148へ

www.hama-midorinokyokai.or.jp/
park/mitsuzawa/

平沼記念体育館「平
ひらたいさい

体祭」
★健康に歩くためのウオーキング講座
講師によるウオーキング指導

10時～12時 16歳以上の人、先
着50人 運動しやすい服装・室内履
き（運動靴）
申込み 3月15日（木）から電話か直接

施設へ
★バドミントン・卓球・ショートテニ
ス個人利用

13時～16時30分  
申込み 当日直接
………………上記共通………………

3月25日（日）
平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）

申込み・問合せ 平沼記念体育館
311-6186 316-8521へ
www.yspc.or.jp/hiratai_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：3月14日（水）～27日（火）（日
曜を除く）10時～12時、13時～16時
◆抽選日時：3月28日（水）11時
◆引渡し：抽選後から4月7日（土）まで
の10時～12時、13時～16時（日曜除く）

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

東部方面斎場（仮称）整備に
ついての説明会

鶴見区大
だいこくちょう

黒町に整備を行う東部方面
斎場（仮称）についての説明会を行い
ます。

①3月17日（土）14時から ②3月23
日（金）18時30分から（各回とも同一
内容） 生

なまむぎ

麦地区センター（鶴見区
生麦4-6-37） ※手話・筆記通訳希望
の人は開催日の4日前までにご連絡
ください。
申込み 当日直接
問合せ 健康福祉局環境施設課

671-2450 664-6753

新
にいはる

治恵みの里
トウモロコシ作り教室（全4回）

農家に教わりながら種まきから始め
るトウモロコシの栽培体験。最後に採
りたての甘いトウモロコシを釜で茹
でて味わいます。

①種まき：4月28日 ②追肥・土寄
せ：5月26日 ③花粉付け・ネット張：6
月16日 ④収穫・釜茹：7月14日（土曜全
4回）いずれも10時30分～12時30分 
※生育や天候状況による日時変更あ
り にいはる里山交流センター（緑
区新

にいはるちょう

治町887）、新治小学校（緑区新治
町768）近くの畑（十日市場駅歩15分） 

市内在住の家族（1家族4人程度ま
で、1人でも可）、先着20組程度 

1組3,500円
申込み 3月15日（木）から新治恵みの

里ホームページの申込フォームで
www.niiharu.link/

問合せ 環境創造局北部農政事務所
948-2483 948-2488

平成30年度
神奈川芸能大会

舞踊・民謡・カラオケなど
5月20日（日）10時～16時
神奈川公会堂 先着400人

申込み 当日直接
★出演者募集

1曲4,000円
申込み 4月10日（火）10時に専用の申

込書と参加費を神奈川公会堂へ直接
問合せ 神奈川芸能大会実行委員会

担当：楠
くすもと

本 421-4481
※専用申込用紙は神奈川芸能大会実
行委員会へお問い合わせください。

年金相談は予約制度を
ご利用ください

（3月・4月は大変混雑します）
鶴見年金事務所では年金相談の予約
を受け付けています。予約のある人を
優先して相談ブースに案内します。
◆相談内容：老齢・遺族・障害年金、未
支給年金、年金分割の相談及び請求、
年金の見込み額（50歳以上）、記録確認
など年金全般に関すること
申込み 1か月前から前日までに電話

で 0570-05-1165（ねんきんダイ
ヤル）へ
問合せ 鶴見年金事務所

521-2641 504-5600

第25回
区団体戦卓球大会

男子4単1複（4～6名）、女子3複（4～6
名）による団体戦。ともに一般、シニア

（平均60歳以上）
4月1日（日）9時～20時30分 
神奈川スポーツセンター 
区内及び近隣区在住・在勤・在学・

在チームの卓球愛好者によるチーム 
1チーム4,000円（全員が高校生以

下の場合は2,000円）
申込み・問合せ 3月20日（火）必着で専
用の申込用紙を（または代表者住所・

氏名・電話、チーム名、参加者全員の氏
名・年齢を書いて）、FAXか郵送で区
卓球協会事務局 担当：長

ながた

田
（〒221-0865 片倉2-67-16-104）

080-5542-5456 481-1396へ

第20回
区民ダンススポーツ大会

プロの審判員によるスタンダード・ラ
テンの競技会

5月13日（日）9時30分～16時30分
神奈川スポーツセンター 
市内在住・在勤・在サークル者 
1区分1カップル3,000円（参加区分

を追加するごとに1,500円）
申込み 4月27日（金）までに専用の申込

用紙を郵送か直接、区ダンススポー
ツ協会 担当：堤

つつみ

（〒240-0045 保土ケ
谷区川

かわしまちょう

島町511）へ
問合せ 区ダンススポーツ協会

担当：番
ばん

 070-6466-5550　
※専用の申込用紙は神奈川スポーツ
センター、地域振興課にあります。

第22回
区春季ソフトテニス大会

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

4月15日（日）9時～17時 三ツ沢
公園テニスコート 区内在住・在勤・
在学・在クラブ者、先着60組

1ペア2,000円
申込み 3月15日（木）～30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  3月26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

●シェイプ・ザ・ボディ

毎週水曜

9：30～10：30 16歳以上、40人

●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

●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

●デトックスエアロビクス 毎週金曜 9：30～10：30

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。

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

3月22日、4月5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
3月23日、4月6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

◆すげたふれあいコンサート
　～もしもに備えて防災力を見直そう～
横浜市消防音楽隊による演奏と講話

3月21日（祝・水）14時～15時30分
先着200人 当日直接

◆おもしろ科学たんけん工房
　～六角かえしをつくろう～
次々と絵が変わる仕掛けおもちゃ

3月25日（日）10時～12時
小学生、先着40人
3月11日（日）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

◆親子英語リトミック
4月12・19・26日、5月10・17・24・31

日、6月7・14・21・28日、7月5・12・19・
26日（木曜全15回） ①0～1歳クラス：
10時～10時50分 ②2～3歳クラス：11
時～12時 各クラス先着20組 

9,000円（全回分）
3月16日（金）から電話か直接

◆春のフルーツカッティング
4月17日（火）10時～13時
成人、先着10人 1,500円
3月21日（祝・水）から電話か直接

◆春の和菓子
4月24日（火）10時～13時
成人、先着16人 1,800円
3月20日（火）から電話か直接

◆春の薬
やくぜん

膳料理教室
4月26日（木）10時～13時
成人、先着16人 1,600円
3月28日（水）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

◆子どもクッキング
　～煮込みハンバーグを作ろう～

3月25日（日）9時45分～12時30分
小学1～3年生・小学4～6年生、各

先着8人 800円　
3月11日（日）から電話か直接

〒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

◆おもちゃの病院
4月7日（土）10時～14時 先着15

人 修理無料（部品代実費）　
3月11日（日）から電話か直接

◆キッズとジュニアのバレエ教室
　～かわいいバレエダンサーになろう～

4月11日～7月25日（毎週水曜全15
回 ※5月2日（水）を除く）
①キッズコース（年中～年長）：15時
15分～16時 ②ジュニアコース（小学

電話・年齢・性別と「ボイストレーニン
グ前期希望」と書いて施設へ
★二部合唱教室
初心者対象2つのパートで奏でるハー
モニーを学び発表会を開催します。

5月11日～平成31年3月8日（毎月
第2・4金曜全20回 ※12月は第2金曜
のみ） 市内在住の60歳以上の人、
高音15人・低音15人（多数抽選） 

2,000円（全回分）　
4月9日（月）必着で往復はがきに申

込者氏名（フリガナ）・郵便番号・住所・
電話・年齢・性別・「二部合唱希望」と書
いて施設へ

〒221-0821 富家町1-3
432-3399 432-3321
kanagawa-kokaido.jp/

神奈川公会堂 休館
3月26日
（月）

◆G
グランツ

lanz弦楽合奏団ミニコンサート
　 ～小編成のアンサンブルによる
　春らしい陽気な演奏会です～

4月1日（日）12時～12時45分（開場：
11時40分） 先着50人 当日直接

〒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
3月19日
（月）

◆大人のための朗読会
吉
よしむら あきら

村 昭『梅
うめ

の蕾
つぼみ

』ほか
出演：朗読の会クローバー

3月17日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
3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

4月3日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着30人
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
3月31日
（土）

◆チェリーハウスのおはなし会
◯おはなしポケット

3月12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

3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

〒221-0844 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

◆司法書士無料相談会
　～相続・後見～
1組30分程度の個別相談です。

3月23日（金）13時30分～15時30分
先着8組　
3月12日（月）から電話か直接

◆ 子どものスマホデビュー
　～その時に親が注意すること～

4月21日（土）10時～12時 市内在
住の小中学生の保護者、先着20人

3月19日（月）から電話か直接

〒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

◆ふれあいコンサート
　～子育て中のママさんによる演奏会～

3月21日（祝・水）11時～12時（開場：
10時45分） 先着40人 当日直接

〒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
3月19日
（月）

◆平成30年度趣味の教室
★健康維持体操
　～気軽に当日参加できるお昼の体操～ 

4月3日～平成31年3月19日（毎月第
1・3火曜 ※7月は第1・5火曜、9月は第1
火曜、平成31年1月は第5火曜）12時
15分～13時15分 市内在住の60歳
以上の人、各回先着25人程度 各回
100円 動きやすい服装・上履き（運
動靴） 当日直接
★初めてのストレッチ
　～いつまでも若々しく、
　スムーズに動けるように～

4月11日～平成31年3月27日（毎月
第2・4水曜全24回）10時～11時30分

市内在住の60歳以上の人、25人
（多数抽選） 2,400円（全回分） 

動きやすい服装・上履き（運動靴）・
飲み物・タオル

3月21日（祝・水）必着で往復はがき
に申込者氏名（フリガナ）・郵便番号・
住所・電話・年齢・性別と「初めてのス
トレッチ希望」と書いて施設へ
★ボイストレーニング（前期）
正しい発声法・腹式呼吸法を学びます。

5月11日～9月28日（毎月第2・4金
曜全10回）13時15分～14時45分 

市内在住の60歳以上の人、25人
（多数抽選） 500円（全回分）　

4月9日（月）必着で往復はがきに申
込者氏名（フリガナ）・郵便番号・住所・

1～4年生）：16時5分～16時50分 ①
②各18人（多数抽選） 9,750円（全
回分） レオタード・バレエシューズ

（タイツ・Ｔシャツ・靴下でも可）
3月20日（火）までに電話か直接

◆親子でりんりんリトミック
　～動いて笑って元気になろう～

4月13・27日、5月11・25日、6月8・
22日、7月6・13日（金曜全8回）9時50
分～10時40分 1歳6か月～3歳の
未就園児と保護者、30組（多数抽選） 

4,000円（全回分）
◆親子でにこにこリトミック
　～歌っておどって楽しさいっぱい～

4月13・27日、5月11・25日、6月8・
22日、7月6・13日（金曜全8回）10時50
分～11時30分 1歳～1歳5か月の幼
児と保護者、18組（多数抽選） 

3,500円（全回分）
……………リトミック共通……………

動きやすい服装・タオル・飲み物・
上履き　

3月31日（土）必着で往復はがきに
コース名・申込者氏名・郵便番号・住
所・電話・子どもの氏名（ふりがな）を
書いて施設へ

〒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
3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

◆親子でワッと遊ぼう！
　i

イン

n 白幡地区センター 
3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
3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。） ※子どもと一緒の場合は子ども
の分もご用意ください。 当日直接
◆防災まちカフェ＠白幡
　 ～子育て世代×まちの力！
　私のわが町の防災力アップ！～
被災地のママから「どうやって子ど
もを守ったか」を学びます。

3月29日（木）10時～12時　
先着20組程度（子どもと一緒の参

加可、キッズスペースあり）　
1組200円 当日直接

◆だれでもヨガ
　～老若男女 体が硬くても大丈夫～

4月9・23日、5月14・28日、6月11・
25日、7月9・23日（月曜全8回） 
①13時30分～14時30分 ②14時45分
～15時45分 ①②各先着15人 

2,700円（全回分） 運動しやす
い服装・タオル・飲み物・マット（持っ
ている人は持参）

3月27日（火）から電話か直接

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。

2018年 こらぼネット・かながわ
七福館めぐり

NPO法人こらぼネット・かながわ所
管の7施設（神奈川・神之木・神大寺・菅
田地区センター、うらしま荘、神奈川
公会堂、幸ケ谷公園コミュニティハ
ウス）を巡るスタンプラリーです。
全施設回った人には福呼びグッズ
をもれなくプレゼント！（スタンプ
台紙は各施設にあります。）

3月17日（土）～31日（土）
申込み 各施設に当日直接
問合せ NPO法人こらぼネット・か

ながわ 441-1230 441-1233

明治150年記年事業
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