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▶ツイッターで情報発信中！ @yokohama_KNGW▶神奈川区ホームページ

区の人口…243,245人 世帯数…124,121世帯（2018年6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。7月14日・28日  9時～12時
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神奈川区役所 検索

　災害は突然起こります。地域防災拠点には、ペット
を連れて避難してくる人も想定されます。誰もが安
全に避難でき、避難所で安心して過ごすために、過去
の震災の事例を参考にしながら拠点運営のポイント
や平常時に取り組むべき準備などについてお話しし
ていただきます。
※主に地域防災拠点運営についての内容ですが、ペットの飼い
主にも参考になります。ぜひご参加ください！

日  時 8月4日（土）13時30分～16時（受付開始：１3時）
会  場 区役所本館地下1階  研究室
講  師 NPO法人アナイス理事長  平

ひらい じゅんこ

井潤子さん
　　　 西寺尾第二小学校地域防災拠点運営委員会
　　　 前事務局長  増

ますだ ひろあき

田裕明さん

定  員 先着80人　※ペット同伴不可

申込み 7月11日（水）から電話かFAXかEメールに
「ペット対策講演会」・氏名・電話・参加希望人数・拠点運
営委員は拠点名を書いて生活衛生課環境衛生係へ。

kg-eisei@city.yokohama.jp

　市場で働く野菜・果物・魚の目利きのプロを講師に迎え、旬の野菜や魚、地産地消の取組
などについて学ぶ講座です。試食もあります。
日  時 8月3日（金）10時～12時（受付開始：9時30分）
場  所 横浜市中央卸売市場本場（山内町1番地）

対象・定員 区内在住・在学・在勤者、先着80人  ※小学生以下の場合は、保護者同伴でご参加ください。
申込み 7月11日（水）～25日（水）必着で、区ホームページかはがきかFAXに参加者の住所・

氏名・電話・「食べて学ぶ地産地消講座」を書いて 区政推進課へ。
www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/eco-clean/  ※結果は、7月30日（月）までにお知らせします。

　バスで神奈川区内の施設を見学します。海の生き物との触れ合いや、 
電子顕微鏡での観察体験ができます！
日  時 8月8日（水）9時～12時30分（受付開始：8時45分）

集合場所 神奈川区役所
見学施設 ◯横浜市環境科学研究所
　　　 ◯ハマウィング（横浜市風力発電所）
対象・定員 区内在住・在学の小学4年生～中学3年生と保護
者、35人（多数抽選） ※必ず保護者同伴
持ち物 筆記用具 ※そのほか、熱中症対策（帽子、飲み物等）は各自でご準備ください。
申込み 7月25日（水）必着で、区ホームページかはがきかFAXに参加者の住所・氏名・学年・

電話・「夏休みエコ学習体験・施設見学ツアー」を書いて 区政推進課へ。
www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/eco-clean/

※結果は、8月1日（水）までにお知らせします。 ※当日の天候によっては、ハマウィング内の見学ができない場合があります。
申込み・問合せ 生活衛生課
　　　　　　 411-7143  411-7039

申込み・問合せ 区政推進課  411-7027  314-8890

申込み・問合せ 区政推進課  411-7027  314-8890

災害発生！
そのときペットは？

食べて学ぶ地産地消講座

夏休みエコ学習体験・施設見学ツアー

神奈川区災害時のペット対策講演会 おいしさ発見！

親子で楽しく環境やエネルギーについて学ぼう！

平成13年に設置された「三宅島噴火
災害動物救援センター」で活動してい
たメンバーとともに、災害時に人と動
物が同行避難し、ともに調和して避難
生活を送ることができるよう、動物の
飼育管理者がなすべきことを啓発・支
援するため、平成14年にアナイスを
立ち上げ、今年で16年目を迎える。

講師
平井潤子さん

　露出の多い服装や踵
かかと

の高い
靴またはサンダル等での参加
はご遠慮ください。一部の施
設で見学をお断りさせていた
だく場合があります。

ハマ
ウィング内の

見学も！
注意事項

×

「自分は大丈夫」
と思って
いませんか？
　犯罪や交通事故は、自分には関係のないことだと思いが
ちですが、いつ、どこで自分や家族が被害に遭

あ

うかわかりま
せん。
　昨年の神奈川区内の振り込め詐欺被害・交通事故件数は
ともに前年より増加していることを知っていますか。
　被害に遭わないための注意点や対策を紹介します。

－詐欺や事故から身を守ろう－ よろしく
お願いします。

××銀行の者です。
キャッシュカードを
お預かりします。

❶ページの答え…25億5,000万円は、横浜
市内の

平成29年の振り込め詐欺
の被害額です！
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水切りで臭いスッキリ！ごみ出しラクラク！

問合せ 保険年金課   411-7126  322-1979問合せ 地域振興課   411-7091  323-2502

申込み・問合せ 福祉保健課　 411-7138  316-7877

　「神奈川区プラン」は策定から10年以上が経過し、上位計画等の策定や社会経済
状況の変化などにより見直しが必要になったことから、現在、改定作業を進めてい
ます。平成29年11月に実施した「神奈川区プラン改定素案」に対する意見募集につ
いて、多数のご意見をお寄せいただきありがとうございました。
　このたび、いただいたご意見を踏まえ、「改定原案」をとりまとめましたので、お
知らせします。あわせて、「改定原案」に対するご意見を募集します。

内　容 ○食育・食生活について　○生活習慣病予防について
	 ○調理実習　○身体活動と運動実技　○口腔の健康づくり
	 ○食生活等改善推進員（ヘルスメイト）の活動紹介　
	 ○食品衛生について
対象・定員 	区内在住で、全講座参加でき、受講後は食生活等改善推進員と

して活動できる人、30人（多数抽選）
費　用 1,200円程度（テキスト代）
申込み 	9月7日（金）までに電話かFAXに住所・氏名・電話・「ヘルスメイ

ト養成講座受講希望」を書いて福祉保健課へ。　

ペットボト
ルの先端を
切って補強
します。

水切りネットをペットボ
トルの穴に通します。

ぎゅーっと絞り
ます。

せん定枝・刈り草も！
　せん定枝や刈り草にも多くの水分
が含まれています。気象条件によっ
て異なりますが、8の字しばりをし
てごみ袋の口を開けておくだけで2
日後には約40％水分を減らすこと
ができ、ごみ出しが楽になります！

水切りの３つのポイント 　現在交付している認定証の有効期限は、平成30年7月31日（火）ま
でです。継続して認定証が必要な人は、以下のものを持参し、7月中
に区役所保険年金課で手続をしてください。
持ち物 ○認定証が必要な人の国民健康保険被保険者証
	 ○朱肉を使う印鑑
	 ○窓口に来る人の本人確認書類（免許証など）

　生ごみは80％が水分です。水切りをすることでごみが軽くなりごみ出
しが楽になるとともに臭いを防ぎます。

❶ ぬらさない
　野菜の皮などは、ざるなどに乗せます。シンク内の三角コーナー
に入れると水分を吸ってしまいます。

❷ 乾かす
　果物や野菜の皮は細かく切ることで水が
切れやすくなります。

❸ 絞る
　ペットボトルを使って手を汚さずに絞ることができます。

　現在の保険証（桃色）の有効期限は、平成30年7月31日（火）まで
です。8月1日以降に使用する新しい保険証（だいだい色）は、7月
中に簡易書留で郵送します。8月1日を過ぎても保険証が届かな
い場合は、お問い合わせください。　

　平成30年度の保険料額等の通知書を、7月13日（金）に発送しま
す。7月中に届かない場合は、お問い合わせください。

　これまで、誕生月ごとに更新されていましたが、平成30年8月か
らは、誕生月にかかわらず一斉更新となります。
　医療証の終了月に区役所において更新を行いますので、手続は
不要です。
※	0歳児の医療証については、これまでどおり、誕生月の末日まで（1日生ま
れは前月末日まで）です。

※	小学校4年生になる子どもの医療証については、毎年4月にも更新があります。

食生活等改善推進員（ヘルスメイト）養成講座

保険年金課からのお知らせ暑い夏もさわやかに！～水切りの極意～

日 時 会 場
	 9月26日（水）

13時30分～16時 区役所別館2階	予防接種室
（会場や内容が変更になる場合があ
ります。）

10月10日（水）
10月24日（水）
11月28日（水）
12月12日（水）

2019年1月16日（水） 10時～16時
2019年3月13日（水） 13時30分～16時

　地域に食を通じた健康づくりの輪を広げるためのボランティア(食生活等改
善推進員)を養成する講座です。健康づくりに関心のある人、ボランティア活動
に関心のある人、楽しく学び、家庭や地域で実践してみませんか。

●改定素案に対する意見募集結果及び改定原案の閲覧
期　間 7月11日（水）～27日（金）
閲覧場所 	区役所本館5階502窓口、区内地区センター、神奈川図書館、市庁

舎1階市民情報センター・6階都市整備局地域まちづくり課　等
	 区ホームページにも掲載します。

●意見募集
期　間 7月11日（水）～27日（金）必着
提出方法 	EメールかFAXか郵送で 区政推進課へ。
※書式は自由。個別に回答はしません。いただいた意見は公表することがあ
ります。

問合せ・意見提出先 区政推進課   411-7028  314-8890
kg-machirule@city.yokohama.jp

横浜市都市計画マスタープラン「神奈川区プラン」の
改定原案に対する意見募集を実施します

●改定スケジュール…平成28～30年度の3か年で改定します。
平成15年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

神奈川区
プラン策定

準備期間
（基礎調査）

改定素案
作成

（説明会・意見募集）
改定原案作成
（意見募集）

7月

都市計画
審議会に付議

1月（予定）

区プラン
改定

3月（予定）

今回は
ココ！

神奈川区プラン 検索

国民健康保険「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人へ

8月から後期高齢者医療制度の保険証が新しくなります

後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を送付します

平成30年度から小児医療証の更新が8月更新となります

「ヨコハマ3
スリム

R夢！」
マスコット	イーオ

※上記日程のほか横浜市が主催する講演会を予定しています。

これが
8の字しばりです。
袋の口を全部開けて
いるときと変わらず

に乾燥します！

お
茶
殻
や
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
は
、

水
気
を
絞
り
乾
か
し
て
か
ら

出
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

7月20日、8月17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

みんなちがってみんないい…
ふれあいの中で障がいを知ろう！（全2回）

障がいの疑
ぎじ

似体験講座とケアプラザで行う夏休み
障がい児余暇プログラムのボランティア体験を通
じて、障がいへの理解を深めます。
①「知的障がい・発達障がい疑似体験講座等」

7月21日(土)10時〜12時
反町地域ケアプラザ（反町1-11-2）

②「地域ケアプラザでの余暇プログラムボランティア体験」
7月末〜8月　 区内地域ケアプラザ

※日程・会場等の詳細はお問い合わせください。
申込み・問合せ 7月19日（木）までに電話かFAXで
区社会福祉協議会 移動情報センター 

311-2678  313-2420へ

無料
要予約

無料
要予約
（匿名）

注意！ 夏は細菌性の食中毒が多く発生します
カンピロバクター 黄

おうしょく

色ブドウ球菌O
オー

157
問合せ 生活衛生課　

411-7141　 411-7039

相談はこちらまで●つけない・・・・手洗いは必ず行いましょう。
●ふやさない・・ 冷蔵庫を活用しましょう。すぐに食べましょう。
●やっつける・・ 火をしっかり通しましょう（75℃1分以上）。

食中毒
予防の
3原則

退任のご挨拶　　　　　　　      伊
いとう

東 満
みつる

 前会長

　5月の総会をもって神奈川区連合町内会自治会連絡協議会の会長を
退任いたしました。平成9年6月の就任以来、約21年の長きにわたり職
責を全うできたのは、区内の各自治会町内会の会長をはじめ、地域や関
係団体・企業の皆さまのお力添えによるものであり、改めまして感謝を申し上げます。
　私が会長に就任した平成9年度はちょうど区制70周年の年でした。70周年記念
式典には当時の高

たかひで ひでのぶ

秀秀信横浜市長をお招きし、盛大に行われたことを記憶していま
す。それから20年、昨年の区制90周年の記念事業にも携わることができたのは感慨
深いものがあります。
　引き続き神奈川区民の一人として、神奈川区の発展に寄与できればと思います。
長い間ありがとうございました。

就任のご挨拶                      佐
さとう

藤 潮
うしお

 新会長

　このたび神奈川区連合町内会自治会連絡協議会会長に就
任いたしました。
　神奈川区は歴史もあり、また「海と緑と丘のまち」と言われ
ているように、さまざまな顔をもっています。当協議会では、各地域の特色や
魅力を生かしながら「いつまでも住み続けたい町」になるよう活動を進めて
まいります。高齢化や核家族化が進む中ではありますが、隣近所で「顔の見え
るおつきあい」ができていれば、いざという時に助け合い、支え合うことができ
ます。そんな心温まる「神奈川区」を目指し、微力ではありますが誠心誠意取り
組み、地域の皆さまとともに歩んでいきたいと考えております。
　引き続き、当協議会へのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

神奈川区連合町内会自治会連絡協議会  会長交代のお知らせ

夏は、プールで涼しく、健康的に過ごしませんか !
営業期間：7月14日（土）～9月2日（日） 期間中無休

白幡仲町公園プール	 431-5620（期間中） 白幡仲町17  白楽駅歩10分 ※子ども用プールのみ
六角橋公園プール	 432-3346（期間中） 六角橋6-1 神橋小学校前バス停下車または白楽駅歩14分
※入江町公園プールは平成29年度で営業を終了しました。
◯期間外の問合せ先…市指定管理者 オーエンスグループ　 03-3544-1551 03-3544-1560
プールの種別 利用時間 料金（1時間） 利用できる人

25ｍプール
9時〜18時

（水浴は
17時50分まで）

100円

小学2年生以上
※1年生以下の子どもは原則として利用できません。ただし水着
着用の保護者（18歳以上）1人につき1人の入場・利用ができます。
※白幡仲町公園プールには25ｍプールはありません。

子ども用
プール

9時〜16時
（水浴は
15時50分まで）

60円

幼児〜小学1年生　
※未就学児は水着着用の保護者（18歳以上）1人につき2人の幼児の
入場・利用ができます。オムツが取れていない幼児は、水浴ができま
せん（幼児専用のビニールプールをご利用ください）。

＜注意＞※バイク・車での来場はご遠慮ください（駐車場がありません）。　
　　　　※水温・気温が低い場合は休むことがあります。 ※お得な回数券をご利用ください。

区内に21ある連合町内会の会長で組織する
「区連会」の会長が交代しました。

市民利用期間：6月17日〜9月17日の土・日・祝日と学校夏季休業日（学校利用日を除く）
利用時間  9時〜18時（9月は17時まで） ※入場受付は閉場時間の30分前まで
料　金  1時間：大人100円・子ども60円 ※満3歳以上（オムツの取れていない幼児は入場できま

せん）。小学3年生以下は水着着用の保護者（高校生以上）の付添いが必要です。
問合せ 子安小学校プール（現地）  421-8750

　　　  教育委員会事務局学校支援・地域連携課  671-3716  681-1414

子安小学校
プール

子安小学校
（新子安1-36-1）

年末たすけあい募金配分説明会
①8月2日（木）16時30分〜17時30分 ②8月3日

（金）18時〜19時 ※各回とも同じ内容です。　
はーと友神奈川2階  多目的研修室（反町1-8-4）
地域福祉推進を目的に活動している団体　

申込み 当日直接
問合せ 区社会福祉協議会  311-2014 313-2420

◆	善意銀行（4月寄付分）	◆

○横浜市菅田地域ケアプラザ
○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
○おてらおやつクラブ 浄土真宗なごみ庵
○大口七島地区民生委員児童委員協議会
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

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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問合せ

▶運転経歴証明書の申請手続について
　運転免許センター運転免許課免許申請係
　 365-3111（代）

▶協賛企業・団体等のサービスについて
　神奈川県警察本部交通総務課安全係
　 211-1212（代）

　（神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート）

犯人X
（金融機関職員役）

犯人Y
（社員役）

犯人Z
（区役所職員役）

留守番電話に
設定し、

掛かってきた電話に
すぐ出ない 

心得その❶

見知らぬ人に、
お金や

キャッシュカードを
絶対渡さない

心得その❷

平成28年

被害件数
被害額

平成29年

23件

約1億2,800万円

約1億4,400万円

72件

平成28年

被害件数
被害額

平成29年

23件

約1億2,800万円

約1億4,400万円

72件

死者数
発生件数

平成
25年

7人

平成
29年

3人

平成
28年

2人

平成
27年

8人

平成
26年

2人

781件

652件
611件

592件

650件

死者数
発生件数

平成
25年

7人

平成
29年

3人

平成
28年

2人

平成
27年

8人

平成
26年

2人

781件

652件
611件

592件

650件

名乗る
のは？

内容
は？

受け渡
しの手
段は？

歩行時

自動車
運転時

神奈川県警察作成の「サギ撲滅の2本柱」

振り込め詐欺被害、急増中！

交通事故に遭わない、起こさない

最近の振り込め詐欺の手口は
より複雑に、より巧妙に
なっています

問合せ

地域振興課
411-7095
323-2502

大
おおすか

須賀地域振興課長

神奈川県  高齢者  免許返納 検索

　平成29年の区内の振り込め詐欺の被害件数は、前年
に比べ、3倍以上に増えています。
　被害に遭った人のほとんどが「振り込め詐欺」という
ものがあることを知っていました。それでもだまされ
るほど手口が巧妙化しています。
　「もしかしたらだまされるかもしれない」という危機
感を持って、被害に遭わないよう対策をしましょう。

　平成29年は神奈川区内で650件もの交
通事故（人身）が起こっており、前年から
約10％増加しています。事故の内訳では
高齢者の関係する事故が多く、全体の約3
分の1を占めており、全国的にも高齢者が
関係する交通事故が多くなっています。
　また、夏休みは、子どもだけで自転車等
で外出する機会が増え、事故が心配な時
期です。
　事故の被害者にも加害者にもなること
がないよう、気を付けるポイントを確認
しましょう。

神奈川警察署 山
やまぎし

岸生活安全課長が教える

「
自
分
は
大
丈
夫
」と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

－

詐
欺
や
事
故
か
ら

　
　
　
　
身
を
守
ろ
う

－

　犯人は“だますプロ集団”、電話に出たらだまされると思ってください。
対策としては「留守番電話に設定し、掛かってきた電話にすぐ出ないこ
と」、犯人は声が録音され証拠を残すことを非常に嫌がるので、格段に被害
が減ります。よく電話がくる親しい人には、振り込め詐欺対策で常に留守
番電話につながることを伝えておき、メッセージを残してもらって掛け直
すなどの工夫をしましょう。
　見知らぬ人が取りに来ても、絶対にお金やキャッシュカードを渡さない
ことも重要です。

◇孫　　　　　◇警察官　　◇銀行（協会）
◇デパート　　◇有名企業　◇区役所　
◇年金事務所　◇税務署　など
※男性のイメージが強いですが、女性が関わるケース
もあります。

事例①金融機関等を名乗る手口 事例②役所を名乗る手口

　Aさん宅にX（金融機関職員）を名乗る電話があり、「Aさん
の代わりにこちらで○○会社（実在する大手企業名）の債権
を購入した」と告げてきた。数時間後にY（○○会社社員）を
名乗る電話があり「名義貸しは犯罪。裁判にならないために
同額の債権を買うしかない」などと話し、自宅に現金を受け
取りに来た。

◯区内の振り込め詐欺
　被害状況

◯区内の交通事故発生状況

　Bさん宅にZ（区役所職員）を名乗る電話があり、
「医療費（または税金など）の過払いがあり、還付手
続のため電話した。手続期限が今日まで」など緊急
性を主張し、ATMへと誘導。「操作方法を説明する」
と言って指示通りに操作をさせ、犯人グループへの
振込を完了。

役所の手続で
ATMを操作させることは

絶対にありません！
　役所で取り扱う業務の払戻しや還付の手続
は、すべて書面で行っています。電話でいきな
り金融機関の口座情報（銀行名等）をお聞きす
ることはありません！また、職員が訪問すると
きは、身分証を提示しま
す。フリーダイヤルや携
帯電話に連絡をさせる
こともありません！

　自分や家族の運転に不安を感じたら、運転免許自主返納を
お考えください。運転免許の有効期限内に自主的に免許を返
納した人は、「運転経歴証明書」を申請できます。本人確認書
類として用いることができ、協賛企業・団体等のサービスも
受けられる証明書です（各種施設の入館割引やスーパー、デ
パートの割引等があります）。
※手数料などが必要です。
※一部本人確認書類として利用できない場合もあります。
※返納するか迷ったときは、警察署（免許窓口）で相談を受け付けています。

考えてみませんか

運転免許
自主返納制度

小さな子どもは、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。何を、どう気を付けなけ
ればいけないか、具体的に子どもに伝えましょう。

高齢ドライバーによる事故が発生しています。運転すると
きは、自分の健康状態と相談しましょう。体調に不安を感じ
たら運転しないなど、心と時間にゆとりを持った運転を！

　今までにこんな電話が掛かってきています。ただし、
ここに挙げているのはほんの一例です。電話は突然入
り、誰を名乗り、どんな手段でだまそうとしてくるか、予
想できません。これまでに発生した具体的な事例も紹介
します。

◇還付金がある　
◇�銀行口座（キャッシュカード）が不正に使
われている　
◇�表

おもてざた

沙汰にできないので誰にも相談しない
でほしい　など

◇最寄りのATMに行けばすぐお金が戻る
◇�これから知り合いに頼んでお金（キャッシュ
カード）を取りに行く
◇暗証番号を教えて　など

名義貸しは犯罪
なので、同額の
債権を買うしか
ありませんね。

還付するので、まず「お
振込」をタッチしてくだ
さい。次にあなたの個
人番号である「＊＊＊＊
＊＊」を入力し、確認ボ
タンを押してください。

振り込め詐欺

対 策

遠回りでも安全な場所を横断
斜め横断は近道のつもりでも、横断に時間
がかかり危険です。少し遠回りでも横断歩
道や歩道橋を渡りましょう。

反射材＆明るい服装で外出
暗い場所では車の運転手から歩行者
が見えにくくなります。夕方や夜間、
早朝など外が暗い時間に外出すると
きは、白や黄色など明るい色の服を着
て、反射材を身に着けましょう。

必ず左右の安全を確認
信号が青になったら、左右の安全
を確認してから横断歩道を渡り
ましょう。青信号が点滅し始めた
ら、無理をせず次の青信号まで待
ちましょう。

出会い頭の事故
見通しが悪い場所で
は徐行し、一時停止の
交差点ではしっかり
停止して周囲の安全
を確認しましょう。

左折時
左後方の安全を確認して
道路の左端に寄り、徐行し
て前後左右の安全を確認
してから曲がりましょう。

右折時
急いで曲がると、対向車の速度を
見誤ったり、対向車の陰のバイク
などを見落とす危険があります。
しっかり安全確認をして、慎重に
曲がりましょう。

左後方から
来る

バイク・自転車の
見落としに
注意！

車道への
飛び出しは

危ないので絶対に
やめましょう！

運転経歴証明書運転経歴証明書

あなたの代わ
りに債権を購
入しました。

あなたの家に掛かってくる電話は、ここで紹介していない、新たな手法かもしれません。どのような連絡が入ったとし
ても、まず「怪しい」と思える“詐欺への抵抗力”を身につけましょう。怪しいと思ったら、迷わず警察に相談しましょう。

441-0110（代）
（神奈川警察署）
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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

8月7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

8月7日（火）①13時15分～
14時15分（受付：13時から） ②14時45分
～15時45分（受付：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 7月11日（水）から電話かFAXで

リラックス工房
◆簡単！マクラメ編み♪

8月3日（金）13時30分～15時

なかまトーク・みんなでタイム
◆パワー全開！親子で新聞紙遊び

7月20日（金）13時30分～14時30分

ネットワークタイム
◆野毛山動物園
　親向け出前講座「どうぶつえんの魅力」

8月7日（火）10時30分～11時30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。

7月11日（水）・28日（土）、8月18日（土）・31日
（金）、9月6日（木）・29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
◆マタニティプログラム
生まれる前から来てほしい！知ってほしい！
地域情報もたくさんあります。
★赤ちゃんが泣いて困った時の対処法

7月19日（木）、8月4日（土）
いずれも10時30分～11時30分
★簡単！マタニティ夫婦ヨガ

7月14日（土）10時～12時 7組
申込み 受付中。電話か直接

◆学生ボランティア　オリエンテーション
夏休みに親子ふれあい体験をしてみませんか？

1回目：7月28日（土）13時30分～15時
2回目：8月4日（土）13時30分～15時
※ボランティアの日にちは希望を聞いて調整します。
※オリエンテーションは、1回参加でOK！

高校生以上 申込み 受付中。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

無料
要予約

無料
要予約

要予約

対象 内容
日程 実施時間

（受付時間） 持ち物
7月 8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

17（火）午後 10（金）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24（火）午前 28（火）午後

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 24（火）午前 10（金）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 2（月）

23（月）
6（月）

27（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 9（月） 20（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

2（月）
9（月）

23（月）

6（月）
20（月）
27（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

「どれどれ」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） 25（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

①平日の園庭開放 ②土曜日施設園庭開放 ③ランチ
交流 ④プール開放 ⑤育児講座／交流保育

●松見保育園
　松見町1-28-4　 432-6635 432-6704

①月～金：8時30分～13時30分 ②7月21日（土） ※
保育室でも遊べます ③☆7月4日（水）乳児食、7月
18日（水）離乳食 ④月～金：水遊び ⑤7月2日（月）七
夕飾り作り

●西菅田保育園
　菅田町488　 473-1957 473-1969

①火・金：9時30分～11時30分 ②7月21日（土）園庭
で遊ぼう ③☆7月13・20日（金）乳児食・幼児食 
④☆7月27日（金） ⑤☆7月6日（金）七夕集会交流

●神大寺保育園
　神大寺2-1-7　 481-1513 481-1547

①水・木：9時30分～11時30分 ②7月28日（土）スタ
ンプあそび ③☆7月19・26日（木）乳児食・幼児食
④☆7月26日（木） ⑤☆7月4日（水）どろんこあそび

☆の行事は予約が必要です。各保育園にお問い合わせ
ください。
※ランチ交流の給食では、アレルギー対応を行ってお
りません。
※各事業は、当日急に変更や中止になることがありま
すのでご了承ください。

こそだてひろば
（公立保育園の施設園庭開放・子育て支援事業）

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8月の平日3回目
は本館地下1階、土曜（7・8月）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。
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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。



薬・生活衛生パネル展示
薬・危険ドラッグ・生活衛生に関係す
るパネルを展示します。

7月9日（月）～13日（金） ※神奈川
区薬剤師会会員による相談等は7月
10日（火）・12日（木）13時～15時

区役所別館1階 区民ホール
問合せ 生活衛生課

411-7141 411-7039

幸ケ谷公園の
サクラ植え替え工事説明会
7月25日（水）18時～20時
幸ケ谷公園コミュニティハウス
先着30人程度  申込み 当日直接

問合せ 神奈川土木事務所
491-3363 491-7205

子育て講演会
「2才児の子育てのくふう」

◆講師：東部地域療育センター
ソーシャルワーカー 鈴

すずき とよこ

木豊子さん
8月28日（火）10時～11時30分
区役所本館5階 大会議室 区内

在住の2歳児（8月28日時点）の保護
者、先着50人 2歳以上、先着25人、
申込時に要予約
申込み・問合せ 7月13日（金）から電話で
こども家庭支援課

411-7111 321-8820へ

神奈川区民まつりのステージ出演
者・フリーマーケット出店者募集
10月7日（日）10時～15時30分 ※小

雨決行 反町公園（反町1-12） ①
ステージ出演者：区内在住・在勤・在学者
による団体（出演時間は交替時間も含
め約15分） ②フリーマーケット出店者：
区内在住・在勤・在学者、募集区画40区画 

1区画1,500円
◆選定方法：神奈川区民まつり実行委
員会にて選定し、結果を全員に通知し
ます（多数抽選）。
申込み・問合せ 7月20日（金）必着で、は
がきかFAXに氏名・住所・電話、ステー
ジ出演応募は団体名・団体代表者の氏
名・住所・電話・内容を書いて 地域振
興課 411-7086 323-2502へ

もしもの体験キャンプ
被災時を想定した野外炊事、宿泊体験など

9月15日（土）14時～16日（日）14時
30分（1泊2日） 三ツ沢公園青少年野
外活動センター（三ツ沢西町3-1） 家
族・グループ16組（多数抽選） 中学
生以上5,550円、小学生4,500円、4歳～
未就学児2,000円、3歳以下100円
申込み・問合せ 7月11日（水）～25日（水）
にホームページか往復はがき（消印有
効）に事業名・参加日・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
www.yspc.or.jp/mitsuzawa_yc_ysa/へ

昆虫観察会
園内を散策して昆虫などを観察

①8月6日（月）：台町公園（高島台

29） ②8月7日（火）：神の木公園（神之
木台13）いずれも10時～12時 各
公園先着12人 筆記用具・虫取りか
ご・虫取り網　
申込み・問合せ 7月11日（水）から電話で
台町公園 323-0129、
神の木公園 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
前後半に分かれて互いに子どもを預
け合い、自由時間で走りましょう。

7月10日（火）・14日（土）・26日（木）※、
8月31日（金）、9月11日（火）・22日（土）
いずれも10時～12時 地域子育て支
援拠点かなーちえ ※7月26日（木）の
み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
★夏の救命講座・防災ツアー

8月3日（金）1部（防災体験ツアー）：
10時～11時、2部（救命講座）11時～
12時 横浜市民防災センター（沢渡
4-7） 各部30人
申込み ホームページを参照
………………上記共通………………
問合せ 代表：奥

おくやま

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

★素食（野菜）料理とフードバンク横浜
　によるひとり親支援
講師の指導で料理を作り、参加者に無
料提供します。ひとり親（シングルパ
パ・ママ）に、約1週間分の食料を無償
提供、相談窓口も設置します（予定）。
余っている食材（賞味期限前）があれ
ばお持ちください。

7月21日（土）料理の会：11時～13
時、ひとり親支援：11時～15時30分 

神奈川地区センター 先着20人
（食糧支援はひとり親または食困難
な人） 申込み 当日直接
問合せ NPO法人フードバンク横浜 

担当：栗
くりき

城
080-3245-1446 512-4965
kuriki@fbyokohama.jp

つるみ3
スリム

R夢フェスタ
ごみ焼却工場見学会やリユース家具
抽選会など。警察音楽隊も来ます。

7月28日（土）10時～15時 ※雨天時
は一部イベントが中止 資源循環局
鶴見工場（鶴見区末

すえひろちょう

広町1-15-1）
申込み 当日直接　
問合せ 資源循環局鶴見工場

521-2191 521-2193

三ツ沢公園秋期テニス教室
水曜コース：9月5日～11月28日の

毎週水曜（全12回 ※9月19日を除く）、
Aコース9時30分～11時、Bコース11
時15分～12時45分、Cコース13時15
分～14時45分／ 金曜コース：9月7日
～11月30日の毎週金曜（全12回 ※11
月23日を除く）、Dコース9時30分～
11時、Eコース11時15分～12時45分

三ツ沢公園テニスコート（三ツ沢

西町3-1） 16歳以上、A・B・D・E各
コース36人、Cコース24人（多数抽選） 

14,000円（全回分）
申込み・問合せ 8月17日（金）までにホー
ムページかはがきかFAXかEメール
に教室名・コース名・申込者氏名（ふり
がな）・年齢・性別・郵便番号・住所・電
話を書いて県体育協会スポーツ教室
係（〒221-0855 三ツ沢西町3-1 県立
スポーツ会館内）

311-0653 311-0637
kyoushitsu.kanagawaken@japan-sports.or.jp
www.sports-kanagawa.comへ

平沼記念体育館からのお知らせ
★ジュニア短期体操教室

7月30日（月）・31日（火）、8月1日
（水）・2日（木）いずれも16時45分～18
時 小学生、先着10人 2,800円（全
回分）
申込み 7月15日（日）から電話で施設へ

★当日受付教室・ファジーテニスタイム
7月5・12・19・26日（各回木曜）いず

れも11時45分～12時45分 16歳以
上、先着24人 各回500円 動きや
すい服装・室内シューズ・飲み物
申込み 当日直接（11時15分から受付）
………………上記共通………………

平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
問合せ 平沼記念体育館

311-6186 316-8521
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

第26回クラブ対抗
バドミントン大会

一般・女子ランク別ダブルス団体戦（1
チーム6人以上）

7月29日（日）9時～21時 神奈川
スポーツセンター 区内在住・在学・
在勤・在クラブ者  一般7,000円、女
子6,000円（協会員一般6,000円、女子
5,000円）
申込み・問合せ 7月7日（土）～14日（土）

必着で専用の申込用紙を郵送で区バ
ドミントン協会：吉

よしだ

田（〒221-0801 
神大寺1-21-51） 482-0981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にあります。

第24回区民テニス団体戦
男子ダブルス（2組）・女子ダブルス（2
組）・ミックスダブルス（1組）の計5組
による団体戦

8月26日（日）9時～19時 三ツ沢
公園テニスコート 区内在住・在勤・
区テニス協会登録者、24チーム（多数
抽選） 1チーム15,000円（全員が協
会登録者の場合13,000円）　
申込み 8月10日（金）必着で専用の申

込用紙をEメールか往復はがきで区
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

※専用の申込用紙は区テニス協会の
ホームページにあります。

第6回区ミックスソフトテニス大会
①一般 ②80歳以上 ③100歳以上 ④
115歳以上 ⑤130歳以上 ⑥140歳以
上（各部男女ペア）

8月11日（祝・土）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50組100
人  1組2,000円
申込み 7月27日（金）必着で専用の申

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 401-3623
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
〒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  7月23日（月）

◆秋の事前受付教室（9～12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

ママと赤ちゃんビクス1○●

9月5日から
毎週水曜全16回

10：00～11：00
12,000円 0～2歳未満児と

保護者、20組ママと赤ちゃんビクス2● 11：30～12：30

ジュニアHip Hop 2 17：45～18：45 7,680円 小学4～6年生、40人

キッズフットサル 17：10～18：10 8,640円
平成24年4月2日～
平成26年4月1日生
まれの就園児（年中・
長）、40人

親子りんりん● 9月6日から
毎週木曜全15回 9：15～10：15 7,200円 1～2歳児（教室初回）

と保護者、50組

親子るんるん●
9月7日から

毎週金曜全15回

9：30～10：30
7,200円

2～3歳児（教室初回）
と保護者、50組

親子わくわく● 11：00～12：15 2～4歳児（教室初回）
と保護者、50組

元気！ English★
ジュニア

9月1日から
毎週土曜全14回 14：00～14：45 8,960円 小学1～3年生、20人

○有料一時託児あり　●兄弟姉妹追加は別途料金がかかります。詳しくは問合せを。
※他にも多数の教室があります。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 7月21日（土）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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〒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

●夏休み子ども映画会
『リトルプリンス 星の王子さまと私』家
族でご参加ください。

8月4日（土）14時～16時 先着50人
当日直接

●女を磨くすげたサロン
　～ズンバで美ボディ作り～
ラテン系音楽に合わせ体を動かすエ
クササイズ。未経験者も大歓迎！

9月4・18日、10月2・16日、11月6・20
日、12月4・18日（火曜全8回）9時45分
～11時 女性、先着20人 4,800円

（全回分） 動きやすい服装・室内履
き・タオル・飲み物 6か月～3歳、先
着3人（申込時要予約）、1人1回500円

7月31日（火）から電話かFAXか直接
●地産地消料理教室すげたキッチン
　～夏の疲れをとる参

サムゲタン

鶏湯～
薬
やくぜん

膳料理でリフレッシュしましょう。
9月8日（土）10時30分～14時
先着15人 2,000円 エプロン・

三角巾・手拭きタオル
7月28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

●ぼくは科学捜査官
　～指

しもん

紋検出の体験をしてみよう～
8月1日（水）10時～12時
小学生以上、先着12人 500円
7月11日（水）から電話か直接

●夏休み工作
　～フェイクスイーツを作ろう～
樹

じゅし

脂粘土で作るお菓子アクセサリー
8月3日（金）10時～12時 
小学生以上、先着12人 
1,000円 エプロン
7月11日（水）から電話か直接

●リレー講座「明治150年記念事業」
　～明治の文豪、夏

なつめ そうせき

目漱石の
　『こころ』を読み解く～

「Ｋ」の死の真相に迫ります。
8月3・10日（金曜全2回）10時～11時

30分 先着15人 1,000円（全回分）
7月13日（金）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
　～動物パンを作ってみよう～

7月29日（日）9時45分～12時45分
小学1～3年・4～6年生、各先着8人
900円 エプロン・三角巾かバン

ダナ・手拭きタオル・作ってみたいパ
ンのデザイン画

7月15日（日）から電話か直接
※申込時に保護者にアレルギー確認
をします。

8月4日（土）14時30分～16時30分
先着50人 当日直接

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

神奈川公会堂 休館
7月23日
（月）

●「第6回 J
ジャズ

azz i
イン

n かながわ」
　出演バンド募集
12月1日（土）・2日（日）開催の「第6回
Jazz in かながわ」に出演するバンド
を募集します。

12団体（多数抽選）
1団体5,000円
7月31日（火）までに電話かFAX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
7月17日
（火）

●大人のための朗読会
向

むこうだ くにこ

田邦子『かわうそ』
出演：朗読の会クローバー

7月21日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

●パネル展示「ヨコハマの環境を知ろう！」
　～知ろう！伝えよう！生きものの
　つながりキャンペーン2018～
クイズやパネル、図書を展示。クイズ回
答者には素敵なプレゼント（先着順）。

7月24日（火）～8月6日（月）
当日直接

●小学生のための夏休み1日図書館員
貸出・返却や本探しなど、図書館の仕
事にチャレンジ。

7月26日（木）：小学3・4年生、7月27
日（金）：小学5・6年生、いずれも10時
～12時 各日先着12人

7月11日（水）から電話か直接
●夏休みリサイクル工作教室
クイズで学習後、牛乳パックなどで工作
講師：美

みおりかい

織会
7月31日（火）14時～15時30分
小学1～3年生、先着20人
7月12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～

7月9日（月）・24日（火）10時30分～
11時45分 女性、各回先着20人

各回600円 要予約。詳しくはお
問い合わせください。

当日直接

先着16組 ※小学生以下は保護者同伴
7月14日（土）から電話か直接

●親子でワッと遊ぼう！i
イン

n 白幡地区
　センター夏休みスペシャル！
　～プールで水遊び～
体育室で遊ぶほか、天気が良ければ、外
で水遊びをします。

7月23日（月）10時～11時30分
乳幼児と保護者、先着30組程度
1家族100円
水着または水に濡れても良い服装・

着替え ※オムツ着用児は水遊び用紙
パンツを使用。詳細は問合せを

当日直接
●夏休み化学実験教室
　～君も化学捜査官～
指紋の検出とルミノール反応の実験

7月29日（日）10時～12時 小学生、
先着12人 ※小学1・2年生は保護者同伴

400円 汚れてもよい服装
7月13日（金）から電話か直接

●だれでもヨガ
　～老若男女・初心者向け講座（二部制）～

8月13・27日、9月10・24日、10月8・
22日、11月12・26日（月曜全8回 ※9月
24日は休・月、10月8日は祝・月）一部：
13時30分～14時30分、二 部：14時45
分～15時45分 各部先着15人

2,700円（全回分）
7月24日（火）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
7月31日
（火）

●おはなしころころ
7月23日（月）10時30分～11時　
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

●行政書士無料相談会
後見、相続、遺言を中心に無料相談。1
組30分程度。

7月28日（土）13時30分～15時30分
先着8組 
7月11日（水）から電話

●M
マイ

yお箸
はし

をつくってみよう
　～お箸の話とお箸づくりワークショップ～
講師：「みんなのお箸プロジェクト」
代表 平

ひらぬま ほうさい

沼芳彩さん
8月6日（月）10時～12時 3歳～小

学生と保護者、15組 ※小学3年生以
上は1人参加可 1,000円

7月20日（金）までに電話か直接　

〒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
7月17日
（火）

●津軽三味線L
ライブ

IVE
プロの演奏をお楽しみください。
出演：澤

さわだ かつのり

田勝紀さん ほか
8月4日（土）13時～14時（開場：12時

45分） 先着50人 300円
当日直接

●輪踊り！和踊り！みんなで踊ろう！
　盆ダンス！
　～みんなで踊れば、楽しさ倍増！
　ガラポン福引・ミニ縁日もあるよ！～
年齢不問、小さい子どもも大歓迎です。

●クラフト教室
　～夏休みを楽しもう～
けいそう粘土と貝殻・ビーズなどを
使って夏の思い出を作ろう！

8月5日（日）10時～12時 4歳以
上、先着15人 ※未就学児は保護者同
伴 500円 タオル・ビーズや貝殻
持参も可　

7月15日（日）から電話か直接
●おもちゃの病院
おもちゃドクターが、壊れたおもちゃ
を修理します。

8月18日（土）10時～15時
先着10人 ※部品代実費
7月28日（土）から電話か直接

●夏休みこどもサイエンス・第2弾
　～電気をいろいろなもので
　起こしてみよう～
夏休み宿題応援企画。発電を体験し、
作品は持ち帰ることができます。

8月21日（火）10時～12時
小学生、先着10人 500円
7月24日（火）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

●親子でつるつる手打ちうどんに挑戦！
8月5日（日）9時30分～12時30分
小学生と保護者、先着12組
1組1,500円
7月13日（金）から電話か直接

●夏休み応援！面
おもしろ

白化学捜査
　～指紋採取と
　ルミノール・ニンヒドリン反応～

8月24日（金）10時～12時 小学生
と保護者、先着12組 1組500円

7月14日（土）から電話か直接
●エコ講座
　～地区センターで育てた
　ゴーヤで料理を作ろう！～

8月29日（水）9時45分～12時
先着12人 600円 エプロン・三

角巾・手拭きタオル
7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

●しらはたこどもまつり
バルーンアートやこどもスタッフの
商店街、リサイクルマーケットなど。

7月22日（日）10時～14時
先着100人程度 ※幼児は保護者同伴
当日直接

★こども商店街のショップ店員募集
7月22日（日）9時～12時
小学生、先着16人
7月12日（木）から電話か直接

★こどものためのリサイクル
　マーケット出店者募集
出品できるのは子ども服やおもちゃ
など子ども用品限定です。

7月22日（日）10時～13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

●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

7月19日、8月2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
7月13・27日、8月10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

ここまでが神奈川区版です。

神奈川区版12 2018（平成30）年 7 月号


