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◆区の人口…241,686人 ◆世帯数…122,377世帯（2018年3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。4月14日・28日  9時～12時
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保護者の皆さんへ

ドライバーの皆さんへ

問合せ 農林水産省横浜植物防疫所
285-7135　 211-2171

問合せ 地域振興課
411-7095  323-2502

　新学期を迎え、新1年生が保護者の付添いなし
に学校に通い始めます。慣れない道での通学をは
じめ、子どもの行動範囲が広がる時期です。子ど
もの特性を理解し、交通事故から守りましょう。

　ウメなどの葉に写
真のようなドーナツ
状の症状（＝輪

りんもん

紋）が
確認された場合、ウ
メ輪紋ウイルスに感
染している可能性が
あります。4月～9月を目安に身分証
を携帯した調査員が訪問しますので、
調査へのご協力をお願いします。
※ 調査は無料です。ウメ輪紋ウイルスは、ヒ

トや動物には感染しません。また、ウイル
スに感染した植物から収穫した果実を食
べても健康には影響ありません。

期  間 4月～9月（予定）
調査員 農林水産省・県・市職員または

県の委託業者
※黄色の腕章（PPV調査）を着けています。

◆ 休日などの通学開始前に子どもと一緒に通学路
を歩いて、危険な箇所を確認しましょう。

〈確認するポイント〉
◯信号の見方　◯飛び出しの危険性
◯ 横断歩道の渡り方…手をあげて「右・左・右」を確

認してから！
◯車のそばや駐車場、道路などの危険な場所
※何がどうして危ないのか、具体的に教えることが大切です。

◆ 子どもが自転車に乗るときは、必ずヘルメットを
着用させましょう。

※ 13歳未満の子どもには保護者がヘルメットを着用させる
努力義務があります。

◆ 危険と思う場所で遊んでいたら注意しましょう。

子どもを交通事故
から守ろう

お庭のウメ・モモ
の葉 大丈夫？

新入学シーズン 訪問調査のお知らせ

◆ スクールゾーン内
を走行するときは
減速しましょう。

◆ 飛び出しを予測し
た運転を心掛けま
しょう。

◆ 歩行者や自転車の
そばを通過すると
きは、徐行しながら十分な間隔を取りましょう。

子どもの特性
● 「危ない」「注意しなさい」など抽象的な言葉だ

けでは、何に気を付けなければいけないかを理
解できません。

● 遊んでいるときなど、一つの物事に注意が向く
と、そのことで頭がいっぱいになり、周りのも
のが目に入らなくなります。

● 車道の向こうに親や友達を見付けると、急に飛
び出すことがあります（小学生の歩行中の交通
事故原因の約3割は「飛び出し」！）。

● 車の後ろや物陰など、死角となる場所で遊ぶ傾
向があります。

＊大口通商店街提供

三ツ沢
小学校

まちのみんなの小学校

羽沢
小学校

池上
小学校

大口台
小学校
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　平成12年4月1日の介護保険制度
開始以降、介護サービスの数は急激
に増えました。しかしその一方で、介
護を必要としながらも、制度の枠組
から漏れてしまう人々も多くいる現
状があります。そうした中、画一的な
介護サービスの在り方にジレンマを
感じ、自ら理想とする介護を実現さ
せるための施設や事業所を立ち上げ
る姿を追いかけたドキュメンタリー
です。
　平成22年度文化庁映画賞（文化記
録映画大賞）に選ばれています。

©大宮映像製作所 

　ドキュメンタリー映画『ただいま それぞれの居場所』の上映会を
開催します。ぜひご参加ください。
※この映画上映会は、福祉への理解を深めるための一助として開催します。
日　時 5月29日（火）13時30分～15時30分（開場：13時）
会　場 神奈川公会堂
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、先着200人
申込み  4月11日（水）～5月10日(木)に電話かFAXかEメールに

映画タイトル『ただいま それぞれの居場所』・住所･氏名･
電話・一時保育希望の有無（子どもの名前・年齢）を書いて
福祉保健課へ。

 ※一時保育は1歳～未就学児、先着10人。
 ※申込後、連絡がない場合は全員参加できます。

　ごみの出し方のルールは自治体によって異なります。他の市町
村から横浜市に引っ越しをした人はご注意ください。

　3月下旬から4月上旬は、退職や就職、転居などが多い時期です。次のよう
な場合には区役所での手続が必要です。

● 国民健康保険料の納付は、6月から翌年3月までの毎月１回（年間10回）です。保
険料が変更になった場合などを除き、４月・5月は原則として請求はありません。

● 3月までの保険料で、納め忘れはありませんか？いま一度確認して、納め忘
れがある場合は、早めに納付してください。

● 朝10時頃までは、待ち時間が比較的短いです。なお、月曜などの休庁日明
けは、特に窓口が混雑します。

※ 区役所開庁時間にお越しいただけない場合は、郵送でも届出が可能（喪失のみ）です。詳
しくはホームページをご覧ください。
www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/20160825154030.html

※ 指定の金融機関のキャッシュカードを持参すると、預金通帳・届出印なしで口座振替の
手続を行うことができます。

※ 退職の場合、勤務先の健康保険の任意継続制度もあります。勤務先または加入していた
健康保険組合へご確認ください。

持ち物 ○新しい勤務先の健康保険証（被扶養者分も）
 ○今まで使用していた国民健康保険証
 ○本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）
 ○印鑑（スタンプ式ではないもの）

持ち物 ○健康保険の資格喪失証明書
 ○本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）
 ○印鑑（スタンプ式ではないもの） ○預金通帳及び金融機関届出印

　など、近隣の人の迷惑になってしまいます。皆さんが気持ち良
く過ごすために、いま一度ごみ出しの基本的なルールをご確認く
ださい。

「M
ミクショナリー

Ictionary」は、ごみの品名を入力すると分別品目が分かる便利
な検索システムです。疑問に思ったらすぐに検索！

◆携帯電話は
こちらから

神奈川区民生委員児童委員協議会主催、神奈川区役所共催　

映画上映会『ただいま それぞれの居場所』 国民健康保険のお知らせ

申込み・問合せ 福祉保健課　 411-7132　 316-7877
kg-minsei@city.yokohama.jp

分別がわからないときは…「M
ミクショナリー

Ictionary」

●カラスに荒らされる　●収集されない　
●不法投棄を誘発してしまう

●ごみは品目ごとに分別して出す
詳しくは、区役所で配布している「ごみと資源物の分け方・出し方」
の冊子またはホームページをご覧ください。　
※�分別していないごみは条例に基づき、
本市職員が開封調査のうえ、自宅へ指
導に行く場合があります。

●�中身が見える半透明の袋で出す
●定められた収集日を守る
　 （収集日は集積場所のシールで確認）

●�収集日の朝8時までに集積場所
に出す
●�カラスよけネットやボックスから、はみ出さないようにする

ルールを守らないと…

主なルール

横浜市ごみ 検索

検索

集積場所のシール

へら星人  ミーオ

「ヨコハマ3
スリム

R夢！」
マスコット  イーオ

分別にご協力
お願いします！

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

横浜市の国民健康保険に加入している人が、就
職などにより勤め先の健康保険に加入した場合

退職して、ほかの健康保険に加入しない
場合

国民健康保険の喪失（脱
退）手続が必要です

国民健康保険の加入手
続が必要です

　東日本大震災を踏まえた地震被害想定の見直しで、火災による被害が神
奈川区の一部を含む特定の地域に集中して発生することが分かりました。
この地域では建物の延焼を防ぐため、建物を火災に強いものにするなどの
対策が必要です。
　横浜市では対象地区で、古い建物の取壊しや燃えにくい建物への建て替
え・改修などに、補助金を交付しています。補助上限額や補助要件など、詳
しくはお問い合わせください。

平川町

神奈川区

補助対象地区（重点対策地域（不燃化推進地域）） 補助対象地区（対策地域）
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建物不燃化の補助・相談のご案内ごみの分別にご協力ください！
地震による火災に対策を分けて出すのがハマルール

●古い建物の取壊し・新築：建築物不燃化推進事業補助
　 老朽建築物の除却費や、耐火性能を強化した建物を新築する工事費に

対し、合計最大300万円を補助します。
●建物の不燃化・耐震改修：木造建築物不燃化・耐震改修事業補助
　 木造建物を燃えにくい建物に改修する「不燃化改修」、同時に耐震補強も

行う「不燃化・耐震改修」の工事費に対し、最大250万円を補助します。
問合せ 都市整備局防災まちづくり推進課  671-3484・3664

●建物などの安全性について相談：木造建築物安全相談事業
　 木造建物の耐火・耐震性能や敷地内の擁壁などの調査・相談を行う建

築の専門家を無料で派遣します。
問合せ 横浜市建築士事務所協会  662-2711 662-8981

補助

相談

※補助対象地区の境界については、下記までお問い合わせください。

問合せ 都市整備局防災まちづくり推進課　 671-3484　 663-5225

問合せ 保険年金課　 411-7124　 322-1979
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　区制90周年記念事業として、「神奈川区で採れる代表
的な野菜を使った、もう一度食べたくなる料理」をテーマ
に昨年「地産地消レシピコンテスト」を開催しました。こ
の地産地消レシピ集で入賞作品を紹介しています。
配布場所 区役所本館3階308窓口、区内の地区センターなど

「地産地消レシピ集－野菜をおいしく食べよう－」ができました

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

肺がん検診
5月11日（金）受付：9時～10時
区役所別館2階
40歳以上の市内在住者、先着50人  680円

申込み 4月13日（金）～5月2日（水）に電話
※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実施して
います。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

無料
要予約

（匿名）

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

4月20日、5月18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

楽しく学べる！回想法サポーター講座
回想法とは、人生を振り返って思い出を語り、自分
の過去から現在を見つめることで脳の活性化にも
なる認知症予防法の一つです。回想法を知り、地域
や高齢者施設等で実践してみませんか？

5月15日（火）13時30分～15時30分、5月22日（火）
10時～12時（全2回） はーと友

ゆう

神奈川2階 多目的
研修室（反町1-8-4） 先着20人
申込み・問合せ 4月11日（水）から電話かFAXで区社
会福祉協議会 322-2897 313-2420へ

ボランティア養成講座
新しくボランティアを始めてみようかな、とお考
えの人。始めの一歩としてボランティア入門講座

に参加してみませんか。
5月9日（水）、7月18日（水）、9月19日（水）

いずれも10時30分～12時
はーと友神奈川1階（反町1-8-4）

申込み・問合せ 各3日前までに電話かEメールで区社
会福祉協議会ボランティアセンター 322-2897

volunteer@kanakushakyo.comへ

◆ 善意銀行（1月寄付分） ◆

○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
○ 輝け菅田の子フェスティバル  菅田地区社会福

祉協議会  菅田地域ケアプラザ
○おてらおやつクラブ 浄土真宗なごみ庵
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

　「ひきこもっていて家から出ない」「社会に
出るために何をすればいいのかわからない」
など、ひきこもり等の困難を抱える若者やそ
の家族を対象に、若者の自立支援を行ってい
る「よこはま東部ユースプラザ」の相談員が、
区役所で相談を行います。
相談日 毎月第2・4金曜 13時30分～16時30分

※1回の相談時間は50分
会  場 区役所別館3階  こども家庭支援課
対  象 15歳～39歳の市内在住者とその家族
申込み・問合せ 事前に電話でこども家庭支援課

411-7173  321-8820へ

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談

要予約

西
にしうち たけひこ

内武彦さん

一般部門  かめ太郎賞

白
しらはま ももか

濵杏果さん

小中学生部門  優秀賞

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

写真コンテスト  入賞作品紹介
第9回「わが町 かながわ とっておき」

無料
要予約

問合せ 福祉保健課   411-7138　 316-7877　

1日350g以上の
野菜を食べて

元気に！

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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とれたてのキャベツを販売

「いらっしゃいませ！」商店街に子どもたちの元気な声が響きます。

4月の「愛育集会」、ほたる委員会の子どもたちが
全校児童に水の替え方などを教えます。

商店街パンフレット：株式会社協進印刷の
協力（はまっ子未来カンパニープロジェク
ト※）で、子どもたちが作成しました。

※はまっ子未来カンパニープロジェクト
学校と企業等が連携し、子どもたち自らが考え社会の課題を解決する取組（市
教育委員会が実施するキャリア教育の一事業）いくつかの取組を詳しく紹介します

　横浜キャベツの一大産地である羽沢地
区で、20年以上続く交流です。農業を営
む内田さんの畑を学校農園として借り、
毎年3年生がキャベツ作りを教わります。
種まきから日々の水やり、除草、害虫・病
気対策まで子どもたちが行い、収穫した
キャベツは給食でも供され、食育につな
げます。
　子どもたちは土に触れ農業の大変さも
体験することで、「この畑では何を作って
いるのかな」「誰が働いているのかな」と、
地域やそこで働く人へ思いをめぐらすこ

とができるようになります。また、たくさ
ん実ったキャベツをどうするか考えるの
も、学習の一環です。今年度は畑の前に机
を並べ、販売しました。得た売上の使い道
も考え、途上国に寄付した年もあります。
農業を通じ、地域や社会、命、環境などに
ついて、子どもたちが総合的に学ぶ機会
となっています。

3年生の子どもたちからの「大口
通商店街のいいところを、地域
に発信して商店街を盛り上げた
い！」という発案で「商店街パン
フレット」を作成。2月に大口七
島地区連合町内会が開催したス
タンプラリーで商店街の中に掲
示しました。

農家の人に教わる
キャベツ作り

ほたるがつなぐ
地域と学校

商店街で育つ
子どもたち

神奈川区小学校長会
会長に聞きました

〜地域との連携への思い〜

※学校支援ボランティアの愛称

　4月。希望に胸を膨らませる春！
　ランドセル姿の初々しい新1年生
を迎える、私たちのまちの市立小学
校19校を紹介します。
　小学校では近年、地域との連携活
動にも積極的に取り組んでいます。
地域の支えが子どもたちをはぐく
み、まちの理解や活力につながって
いる事例を紹介します。

神 奈 川 区

問合せ こども家庭支援課  411-7046  321-8820

この取組を続けてきて、子どもたちの農業への理解が
大きく変わったことを感じます。農業を身近に感じ

てくれているのか、畑への缶ごみなどもなくなりました。
　子どもたちには、自分で包丁を使って収穫した1個目のキャベ
ツは持ち帰り、家族と一緒に食べてもらいます。いつか羽沢から
離れたとしても、自然に囲まれた環境や自分で育てたキャベツ
の味を、思い出として持ち続けてもらえたらうれしいです。

私たち育てる会は「ほたるの里」の環
境整備や幼虫の育て方の助言、放流

会の手伝いなどサポートをしています。ほ
たるはきれいな水・土・空気が必要な昆虫
で育てることがとても難しく、一匹も光ら
せることができない年が何度もありまし
た。うまくいくことばかりではないし、多
くの人が関わっているからこそ、ほたるが
光ってくれたときの喜びはひとしおです。
　毎年夏の鑑賞会には卒業生が友達連れ
で来たり、地域の人が「今年も楽しみにし
ていた」と来てくれたりして、ほたるを通
じ人と人とのつながりを感じます。

「お店体験」では、レジ打
ち・商品の袋詰め・呼

び込みなどいろいろな仕事を体験できるよう工夫していま
す。以前、大口台小学校出身の大学生が、「お店体験」の思い出
から商店街に関心を持ち、イベントのアルバイトをしてくれ
たことがありました。子どもたちの夢や関心を持つきっかけ

につながったことがうれしいです
ね。
　来年70周年を迎える大口通商店
街は、地域との「共創」をテーマに、
今後もさまざまなイベントや取組
を通じて、地域の中で子どもたちを
はぐくんでいきたいです。

　近年小学校では、より開かれた教
育課程の実践を目指し、地域をテー
マに学習する機会を多く設けていま
す。地域ごとに個性のあるまちの資
源と学校がつながることで、有機的
な活動が生まれ、教科書からだけで
は得られない「学び」を得ています。
　子どもは学校だけで育つのではな
く、地域の中で育っていくもの。そし

て将来、私たちのまちの中心人物と
なるのは、この子どもたちです。
　学校地域連携の取組を通じ、人々
の温かさや地域の魅力に触れ、子ど
もたちには自分たちの住む地域を
「いいところだな」と感じてほしいで
す。その思いが将来、自分たちのまち
を豊かにする原動力となることに期
待しています。

「横浜キャベツ」
生産農家

内
うちだ ひろゆき

田洋幸さん

大口通商店街協同組合
理事長　渡

わたなべ   まこと

邉 誠さん

「三ツ沢せせらぎ緑道の
ほたるを育てる会」の皆さん

まちの
みんなの
小学校

羽沢
小学校

給食に出ました！

大口台
小学校

三ツ沢
小学校

　大口台小学校では、20年くら
い前から大口通商店街で3年生
が毎年11月に「お店体験」とし
て、職業体験を行っています。そ
のことから商店街とのつながり
が深まり、毎年12月に合唱部が
クリスマスコンサートを、3月に
6年生が卒業コンサートを商店
街で行っています。
　また、今年は「お店体験」をした

などを続け、幼虫を大切に育て
ます。もうすぐさなぎになる4
月、各クラスに幼虫を一週間預
け、全校で愛育してから校内に
ある「ほたるの里」に放流しま
す。毎年6月頃には「ほたるの
里」を開放し、地域の人たちと
共に短い命の光を鑑賞します。
　こうした取組を通じ、今では
子どもたちも「三ツ沢と言えば
ほたる！」というぐらい、地域
の代名詞のような存在になり
ました。

　三ツ沢小学校では、地域の
「横浜ほたるの会」や「三ツ沢
せせらぎ緑道のほたるを育て
る会」と協力して、ほたるの愛
育活動を30年近く続けていま
す。学校のそばに緑道が整備さ
れたことをきっかけに、昔のよ
うにほたるが飛ぶまちにした
いという地域の願いから始ま
りました。ほたるの世話を中心
的に行うのは「ほたる委員会」
の子どもたち。校舎の一角にあ
る「ほたるルーム」で夏から春
まで、毎日の水替えやえさやり

「ほたるの里」の
木道を整備

三ツ沢小学校
高

たかね  じゅん

根 順校長

1

青
あおき

木小
クラブ活動や園芸支援、見
守り活動等で地域交流が
盛ん。櫛

くしびきまち

引町（山形県）と20
年続く交流。

3

浦
うらしま

島小
白幡の森自然体験、イオン
での三

みかわまち

川町（山形県）物産
販売等、地域に根差した活
動を創造中。

2

池
いけうえ

上小
「スマイル先生」※たちが大
活躍。放課後教室や校庭芝
生の手入れ、畑の活動等に
協力。

6

神
かみはし

橋小
「六角橋ふれあい広場」を
開催し地域と交流。金管ク
ラブは神奈川大学管弦楽
部と交流活動。

5

神
かながわ

奈川小
近隣の園児との交流や、区
役所・地域ケアプラザと協
働して高齢者とのふれあ
いに取り組む。

4

大
おおぐちだい

口台小
大口通商店街での合唱部
による歌声披露。盲特別支
援学校との交流が盛ん。

7

神
かんだいじ

大寺小
運動会では地元に伝わる
神大寺音頭を踊る。地区セ
ンターと連携し祭りで合
唱発表。

11

白
しらはた

幡小
「白幡いちょうの会」※によ
り土曜塾やサマースクー
ル等盛んに実施、地域参画
型の教育活動。

15

西
にしてらおだいに

寺尾第二小
PTA・キッズクラブ・自治
会町内会・文化スポーツ・
親父の会が協力し「スキン
シップ祭」を開催。

10

斎
さいとうぶん

藤分小
神奈川大学との活動や吉

よし

川
かわし

市（埼玉県）との農業体
験交流等。今年創立60周
年。

14

西
にしてらお

寺尾小
神之木西寺尾連合・松見連
合の祭りへ参加。学校主催
「ふれあい地域清掃」への
地域協力。

18

三
みつざわ

ツ沢小
全校ふれあい清掃でまち
の人たちと協働。30年続
くほたるの愛育活動は地
域の風物詩。

19

南
みなみかんだいじ

神大寺小
神奈川大学陸上部・管弦楽
部と、走り方教室や指揮者
体験等温かい交流を続け
ている。

9

子
こやす

安小
創立146周年は区内一の
歴史。今年度校舎移転。多
くの地域行事に特別合唱・
けん玉クラブが出演。

13

中
なかまる

丸小
なかまる地域交流祭で地
域と交流。学援隊・見守り
隊が熱心に児童の安全に
取り組む。

17

二
ふたつや

谷小
神奈川工業高校・神奈川総
合高校との交流。防災教育
の一環として地域と連携
した訓練を実施。

8

幸
こうがや

ケ谷小
「幸ケ谷共育倶楽部」※が中
心となって、教育活動の支
援に地域住民参加で活動。

12

菅
すげた

田小
西菅田団地文化祭で児童
がソーラン節等を披露。安
全を見守るパトロール隊
と給食交流。

16

羽
はざわ

沢小
総合学習「羽沢の畑ってす
ごいんだ！」でキャベツ栽
培。農家の支援で20年以
上続く。

神奈川区版 神奈川区版8 92018（平成30）年 4 月号2018（平成30）年 4 月号



 

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

5月15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

5月15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 
子どものエプロン・スプーン・食器（家

で使っているもの）
申込み 4月11日（水）から電話かFAXで

無料
要予約

無料
要予約

要予約

なかまトーク・みんなでトーク
◆療育おやこ＆うちの子気になるトーク

4月13日（金）10時30分～12時
◆国際交流

5月10日（木）11時～12時

相談
◆専門相談・みんなでトーク
こどもの言葉とコミュニケーションについて

5月2日（水）13時～14時30分

ネットワーク
◆骨盤エクササイズ

4月26日（木）10時～10時20分

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。

4月13日（金）・28日（土）、5月12日（土）・23日（水）、6
月7日（木）・23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
◆おはなしキャラバンタイム
550冊の絵本をのせて、講談社のキャラバンカーが
やってきます。座ったり寝転んだりして自由に閲覧
できる時間に加え、保

ほしな たくお

科琢音さんの読
どくえ

絵ん会（13時
45分～14時15分）やブックスタート応援グループ
かなぶっくの皆さんの楽しいお話会もあります。

4月14日（土）13時45分～15時30分
東部療育ビル野外駐車場（雨天時は屋内駐車場）

◆東日本大震災復興応援！
　リサイクルマーケット出店者募集
リサイクルマーケットの出店者を募集します。
出店区画：1.5m×1.5m

5月19日（土）11時～14時
東部療育ビル野外駐車場（雨天時は屋内駐車場） 
先着50組（駐車場先着30台）
500円（復興応援義援金として）

申込み 4月18日（水）から電話か直接

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）  9時30分〜15時30分
休館 日曜・月曜・祝日と月曜が祝日の場合の火曜日

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

　暖かい春がやってきました！のんびりお花
見をしたり、小さな虫を見つけたり、お散歩が
楽しい季節です。よちよち歩きの子どもでも
安全に快適に歩けるように、靴選びのポイント
をまとめました。

楽しく歩こう！
靴選びのポイント

❹

❶
❷

❸
❺

❻

　靴を履くときは、かかとを「トントン」し
てしっかり収めます。大きすぎても小さく
ても足の発達を阻害します。転んでしまい、
けがにもつながりますので、子どもの足に
合った靴を選んであげましょう。

❶ ひもやマジックテープで甲の高さを調節
できること
❷�つま先は広く厚みがあること（5～8mm

程度のゆとりがあること）
❸つま先に少し反りがあること
❹かかとの両側が丈夫なこと
❺足が曲がる位置で靴も曲がること
❻靴底は、適度に弾力があること
※通気性の良い素材を選びましょう。

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
4月 5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

12（木）午前 22（火）午後 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17（火）午後 29（火）午前

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 12（木）午前 29（火）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 9（月）

23（月）
7（月）

21（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 16（月） 14（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

9（月）
16（月）
23（月）

7（月）
14（月）
21（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

28（土） 26（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

神奈川区版10 2018（平成30）年 4 月号

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。



土地・家屋を所有している
皆さんへ

「課税明細書」をご確認ください
固定資産税・都市計画税の納税通知
書を4月上旬に発送します。届きまし
たら、2ページ目以降の「課税明細書」
をご確認ください。「課税明細書」は、
固定資産税・都市計画税が課税され
ている土地・家屋の所在、面積、価格、
課税標準額などを個々の資産ごとに
お知らせする大切な書類です。所有
する資産について確認をお願いしま
す。見方は、「課税明細書」の裏面をご
覧ください。
問合せ 税務課土地担当 411-7051、

家屋担当 411-7054
323-1383（共通）

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★チャレンジパーク
異なる年齢の仲間と協力しながら、野
外ゲームや野外炊事、クラフト、キャ
ンプファイアなどを楽しみます。

5月19日（土）13時～20日（日）15時
（1泊2日）

小学3～6年生、40人（多数抽選）
6,600円

申込み 4月11日（水）～25日（水）にホー
ムページか往復はがき（消印有効）で
事業名・参加者氏名（ふりがな）・性別・
年齢・住所・電話・学校名・学年を書い
て施設へ

★チアリーディング体験教室
はじめてでも元気に楽しくチアダン
スを体験できます！

5月23日～6月27日（毎週水曜全6
回）16時30分～18時

幼児（年中～年長）：20人、小学1～
4年生：25人（多数抽選）

6,000円（全回分）
申込み 4月11日（水）～25日（水）にホー

ムページか往復はがき（消印有効）で
事業名・参加者氏名（ふりがな）・性別・
年齢・住所・電話・小学生は学校名・学
年を書いて施設へ

★親子でいっしょに3B体操
音楽に合わせて遊びながら、全身を使っ
た運動で親子のふれあいを深めよう♪

5月31日～6月28日（毎週木曜全5
回）10時～11時

1歳半～未就園児と保護者、20組
（多数抽選）

2人1組2,500円、
子ども追加1人1,000円（全回分）
申込み 4月11日（水）～25日（水）にホー

ムページか往復はがき（消印有効）で
事業名・参加者氏名（ふりがな）・性別・
年齢・住所・電話を書いて施設へ
………………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/

神の木公園「自然観察会」
4月14日（土）10時～12時

※雨天中止 神の木公園・公園詰所
申込み 当日直接
問合せ 神の木公園詰所

 421-7883

新
にいはる

治恵みの里
小麦体験教室（全4回）

緑区新
にいはるちょう

治町で農家に教わりながら麦
刈り・脱穀体験、地粉を使った調理と
試食などを楽しみませんか。

①麦刈り：5月26日（土）13時30分
～15時30分 ②脱穀：6月9日（土）10時
30分～12時30分 ③製粉体験と麦茶作
り：7月7日（土）10時30分～12時30分 
④地粉調理と試食：7月21日（土）10時
30分～13時 ※作物・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・グループ（4人程
度まで、1人でも可）、先着15組程度
※5月26日（①麦刈り）は必ず参加く
ださい。

1組6,000円（全回分）
申込み 4月15日（日）から新治恵みの

里ホームページの申込みフォームで 
www.niiharu.link/

問合せ 環境創造局北部農政事務所
948-2480 948-2488

レッツバドミントン
初心者～中級者向けのバドミントン
教室

4月21日～平成31年3月16日（毎月第
3土曜全12回）18時30分～20時30分

神奈川中学校 体育館
区内在住・在勤・在学者
各回大人1人500円、中学生1人300

円、小学生以下1人100円
申込み・問合せ 毎月15日までにFAXか
簡易メールに参加者全員の氏名・年
齢・学年を書いて区バドミントン協
会：阿

あくつ

久津
475-0614 090-4818-6271

（SMS：簡易メール）へ

区民夜間テニス教室
5月11日～6月29日（毎週金曜全8

回）19時～21時
三ツ沢公園テニスコート
区内在住・在勤・区テニス協会会

員、36人（多数抽選）
1人11,000円（全回分）

申込み 5月7日（月）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（在勤者は勤務先名
と所在地、協会員は団体名）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5」）
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

※区テニス協会のホームページに専
用のフォーマットがあります。

区卓球教室
初心者～中級者向けの卓球教室

5月12日～6月9日（毎週土曜全5回）
9時～12時

神大寺地区センター
区内及び近隣区在住・在勤・在学・

在チームの愛好者及び興味のある人、
先着35人  1人2,500円（全回分）
申込み・問合せ 4月11日（水）～30日（休・
月）必着で、専用の申込用紙（または
住所・氏名・年齢・電話）を書いてFAX
か郵送で区卓球協会事務局：長

ながた

田
（〒221-0865 片倉2-67-16-104）

080-5542-5456 481-1396へ
※専用の申込用紙は神大寺地区セン
ター・協会事務局にあります。

第25回区民男子社会人
ダブルステニストーナメント

一般の部・ベテランの部（ペアともに
55歳以上）

5月19日（土）9時～19時
三ツ沢公園テニスコート
区内在住・在勤・区テニス協会会

員、60組（多数抽選）
1組5,000円（2人とも会員の場合は

4,000円）
申込み 4月27日（金）必着で往復はが

きかEメールに氏名・住所・電話・年
齢・参加資格（在勤者は勤務先名と所
在地、協会員は団体名）・参加部門を書
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5」）

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
※区テニス協会のホームページに専
用のフォーマットがあります。

第1回女子6人制バレーボール
交流会
6月17日（日）9時～19時
神奈川スポーツセンター
区内在住・在勤・在学・在クラブの

15歳以上の女性によるチーム
1チーム2,000円

申込み・問合せ 5月31日（木）までに専用
の申込用紙をFAXか郵送（消印有効）
で区バレーボール協会事務局（〒221-
0014 入江1-33-3）担当：小

こすげ

菅
432-0765へ

※専用の申込用紙は地域振興課・神奈
川スポーツセンター・協会事務局にあ
ります。

第8回中高年男子
6人制バレーボール交流会
6月17日（日）9時～19時
神奈川スポーツセンター
区内在住・在勤・在学・在クラブの

40歳以上の男性によるチーム（女性2
人まで可） 1チーム2,000円
申込み・問合せ 5月31日（木）までに専用
の申込用紙をFAXか郵送（消印有効）
で区バレーボール協会事務局（〒221-
0014 入江1-33-3）担当：小

こすげ

菅
432-0765へ

※専用の申込用紙は地域振興課・神奈
川スポーツセンター・協会事務局にあ
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  4月23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

●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

●フラ・エクササイズ＊ 13：05～13：55
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。

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

4月19日、5月3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
4月20日、5月4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

◆さわやか体操広場
5月14・28日、6月11・25日、7月9・

23日、8月27日、9月10日（月曜全8回）
11時～12時 

先着30人  2,000円（全回分）  
4月16日（月）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

◆親子体操
　～元気もりもり楽しく体操～

5月9・23日、6月6・20日、7月4・18日
（水曜全6回）10時45分～11時45分

2～3歳の子と保護者、先着20組
3,000円（全回分）
4月11日（水）から電話か直接

◆初めての手打ちうどん
5月19日（土）10時～13時
先着10人
1,500円（小学生は保護者同伴）
エプロン・三角巾・筆記用具
4月14日（土）から電話か直接

※小麦アレルギーのある人はご遠慮
ください。
◆おもしろ科学たんけん工房
　～ふしぎな絵～

5月12日（土）13時30分～14時30分
小学4年～中学2年生、24人（多数

抽選） 500円
5月5日（祝・土）までにおもしろ科学

たんけん工房ホームページへ

◆あいちゃんのお話し会
5月14日（月）11時～11時40分
未就学児と保護者  当日直接

〒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

◆トワイライトヨガ＆ピラティス教室
4月5日～平成31年3月14日（毎週木

曜）19時～20時 ※毎月第2・4木曜は
ピラティスを行います。

各回先着30人程度 各回500円 
動きやすい服装・タオル・飲み物
当日18時40分から直接

◆かみのき朝からだ体操
4月7日～平成31年3月23日（毎週

土曜 ※休館日・祝日を除く）9時10分
～10時

各回先着30人程度 各回300円
動きやすい服装・タオル・飲み物
当日直接

◆アンチエイジング☆フラ＆タヒチアン
ダイエット効果、脳の活性化・癒

い

やし
とリラックス効果があります。

4月9日～平成31年3月18日（毎週月
曜 ※休館日・祝日を除く）19時～20時
20分 各回先着20人 各回500円 

15分） 先着500人
当日直接（入場整理券を12時30分

から配布）

〒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
4月23日
（月）

◆展示「読んでみようこんな本」
4月20日（金）～5月20日（日）
当日直接

◆大人のための朗読会
志

しが なおや

賀直哉『菜
な

の花
はな

と小
こむすめ

娘』ほか
出演：朗読の会クローバー

4月21日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
4月24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

5月8日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着30人
当日直接

〒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

◆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）：5月23日（水）・24日（木）・25
日（金）・28日（月）・29日（火）  
②ワード初級（全2回）：5月17日（木）・
18日（金）
いずれも10時～15時30分

女性、各講座先着12人
①19,500円 ②10,800円

※経済的に困難な市民に免除制度あ
り（要問合せ）

4月17日（火）から電話（ 862-4496）
かホームページへ
◆ガーゼ帽子づくり＆
　おしゃべりサロン
　～がんを体験した女性のために～
がん体験者同士おしゃべりしながら、
ガーゼの帽子を手縫いします。

5月23日（水）10時～12時30分
がん体験をした女性、先着16人
4月13日（金）から電話か直接　

◆1d
デイ

ay アロマストレッチ5月
5月30日（水）14時～15時15分
女性、先着20人 800円
4月12日（木）から電話かホームペー

ジか直接
………………上記共通………………

先着順、有料。詳細は問合せを

ます。
5月2・16日、6月6・20日、7月4日（水

曜全5回）13時30分～15時 
成人・全回参加できる人、先着33人
1,200円（全回分） 筆記用具
4月19日（木）から電話か直接　

◆個別介護相談会
介護についての不安や悩み、疑問な
どの相談に社会福祉士が応じます。

「みまもりキーホルダー」の登録もで
きます。

5月4日（祝・金）9時30分～12時
先着5人程度  当日直接 

◆おもちゃの病院 おもちゃドクター
5月5日（祝・土）10時～15時 
先着15人程度
修理無料（部品代実費）
4月26日（木）から電話か直接 

※おもちゃ以外の物（家電など）は受
付不可。修理不能な場合もあり。

〒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
4月28日
（土）

◆チェリーハウスのおはなし会
◯おはなしポケット

4月9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

4月23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

◆ 明治150年記念事業NPO法人こら
ぼネット・かながわリレー講座

　「本からわかる明治の歩み再発見」
　 ～明治にまつわる人物誌・写真集・

マンガなどの展示～
4月9日（月）～27日（金）

9時～21時（日曜・最終日は17時まで）
当日直接

〒221-0052 栄町12
453-2660 453-0968

幸ケ谷集会所 休館
4月16日
（月）

◆第23回ミニ文化展
作品の発表・販売とコーヒー・紅茶・お
でんの販売、太極拳の演技発表

4月14日（土）・15日（日）10時～20時
（15日は16時まで） ※太極拳演武会は
14日11時～12時（雨天時は15日） 

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

◆こもれびカフェ C
ココ

oCo
　 ～障害のある人にも優しい
　　カフェ開催～

5月12日（土）14時～16時 先着50人
200円（焼きたてパンと飲み物付き）
4月11日（水）から電話か直接

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

神奈川公会堂 休館
4月23日
（月）

◆J
ジャズ

AZZ L
ライブ

IVE（b
バイ

y古
ふるや きょうこ

谷享子クインテット）
　 ～神奈川公会堂リニューアル
　オープンイベント～

4月15日（日）14時～16時（開場：13時

動きやすい服装・タオル・飲み物
当日18時40分から直接

◆花器から作る・フラワーアレンジメント
グラスアート×フラワーアレンジメ
ントのコラボ企画

5月12日（土）10時～12時 先着10
人 ※小学生は保護者同伴 2,000円

4月14日（土）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

◆癒やしのキャンドルヨガ
　 ～アロマの香りを楽しみながら…

ホワイトスワン式バレエヨガ～
5月9・23日、6月6・20日（水曜全4回）

18時30分～20時 先着8人
1,200円（全回分） 動きやすい服装
4月11日（水）から電話か直接　

◆母の日に贈るプリザーブドフラワー
　 ～作って贈ろう手作りアレンジメント～

5月12日（土）10時～12時
小学生、先着15人 ※小学1～3年生

は保護者同伴 1,000円
4月11日（水）から電話か直接

◆徳川政権のかたちを探る
　 ～座学・徳川幕府権力の確立に尽く

した金
こんちいんすうでん

地院祟伝～
徳川政権の初期に、政権確立に辣

らつわん

腕を
ふるった人物を学びます。

5月17日（木）10時～12時
先着35人 400円
4月12日（木）から電話か直接

◆ 明治150年記念事業NPO法人こら
ぼネット・かながわリレー講座

　「明治の洋食屋さん」
　～横浜発祥の料理を作る～
明治時代からの料理とスイーツ作り。

5月28日（月）9時40分～12時30分
成人、先着12人 1,500円
4月12日（木）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
4月19日（木）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20人
当日直接

◆味
みそ

噌作り講座
　～米

こめこうじみそ

糀味噌～
4月22日（日）10時～11時30分
成人：先着16人・親子（小学生以下

の子ども2人まで）：先着8組 
3,800円（1組）
エプロン・三角巾・手拭きタオル
4月11日（水）から電話か直接

◆親子でワッと遊ぼう！
4月23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

◆学問としての仏教
　～戦国、安土・桃山の仏教～
織田信長、豊臣秀吉の仏教政策を学び

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
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