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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…243,349人 世帯数…124,160世帯（2018年8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。9月8日・22日  9時～12時

ここから神奈川区版 5〜12ページ▶

神奈川区役所 検索

日  時 10月7日（日）10時～15時30分  ※雨天決行・荒天中止
☆9時30分から横浜市消防音楽隊ポートエンジェルス119
によるドリル・演奏
会  場 反町公園（反町1-12）

内  容

●模擬店　●フリーマーケット（出店募集終了）
●ステージパフォーマンス

（青木小学校、栗田谷中学校、松本中学校、山形県
鶴岡市立櫛

くしびき

引南小学校による演奏等／区民団体
によるステージパフォーマンス）
●お楽しみ抽選会　●区内産品直売コーナー
☆授乳・おむつ替えができるスペース「あかちゃんの
駅」もあります。

今年も反町公園を会場に盛大に開催します！
皆さんのご来場をお待ちしています！
主  催 神奈川区民まつり実行委員会

◆ イベント会場から出るごみの分別
の徹底

◆ ごみを減量するためのマイはし・
マイバッグ持参の推奨

◆ リユース食器の使用促進

※開催を中止する場合…
当日8時以降に神奈川区ホームページか横
浜市コールセンターで確認できます。

www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/
横浜市コールセンター　 664-2525

特集は❽・❾ページへ➡

第12回わが町かながわ
マナー違反一掃作戦

みんなのまちを、みんなできれいに

昨年の様子▶

元気づくりステーション「はーとサロン楽
らくゆう

遊」

かながわ地域活動ホーム「ほのぼの」

身近な
地球温暖化

対策！

ご
協

力をお願いします
！

健康かながわ
応援月間

ロゴマーク

　区民・事業者の皆さんと行政が一斉に、「清潔できれいなまち
神奈川区」のマナーアップを目指し、ポイ捨てごみの清掃などを
行います。区内の各地域や団体ごとに定めた集合時刻、集合場所
から清掃を行いながら、11時までにメイン会場に集結します。
　平成29年度は、202団体・3,307人の皆さんにご参加いただ
きました。
　参加される団体・企業・学校等を募集
しています。事前にご連絡ください。

実施日 9月26日（水） 
※小雨決行・荒天の場合は予備日に延期

予備日 9月27日（木） ※小雨決行・荒天中止
※延期・中止の場合は当日9時に区ホームページで
お知らせします。

メイン会場 ◯イオンスタイル東神奈川前広場
　　　　 ◯新子安オルトヨコハマ　バス降車場付近

神奈川区役所 検索

　昨年の区制90周年を契機に高まった
健康ムーブメントをさらに広げ、健康
寿命※を延ばし元気な神奈川区を目指
す取組として、新たに10～11月を「健

康かながわ応援月間」
に定めました。

※健康寿命…健康上の問題
で日常生活が制限されるこ
となく生活できる期間

健康づくりに
取り組もう！続けよう！

10月・11月は「健康かながわ応援月間」

だれもが自分らしくイキイキとゆるりと体操、
仲間とおしゃべり

午後のプログラムは

体操からスタート！

「かめ太郎 健康みち」を
ウオーキング

　神奈川区の魅力をPRする写真を募集しています。
テーマ 「神奈川区らしい」「神奈川区ならでは」の魅力をPRする写真

募集部門 ①一般部門　②小中学生部門
応募サイズ 四つ切またはA4サイズ　 応募点数 1人につき3点以内
応募方法 プリントした作品を郵送か直接 地域振興課写真コンテスト担当へ
募集期間 受付中　郵送…10月31日（水）必着、窓口受付…10月31日（水）までに区役所本
館5階505窓口 地域振興課（平日9時～17時）

一般部門 賞 小中学生部門
1点 賞状、1万円の図書カード 最優秀賞 1点 賞状、5,000円の図書カード
2点 賞状、5,000円の図書カード 優秀賞 2点 賞状、3,000円の図書カード

若干数 賞状、記念品 かめ太郎賞 若干数 賞状、記念品
※入賞作品は、区役所区民ホール等で展示を行うほか、入賞者氏名・作品を広報よこはま神奈川区
版及び神奈川区ホームページに掲載することがあります。

◯詳細は、区役所・地区センター等で配布中のチラシ、または神奈川区ホームページで
ご確認ください。 www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/wagamachi/

応募・問合せ 地域振興課  411-7087  323-2502 問合せ 地域振興課  411-7091  323-2502

問合せ 地域振興課  411-7086  323-2502

第10回「わが町かながわとっておき」
写真コンテスト  作品募集中

神奈川区民まつりを開催します！

神奈川区の魅力を「パチリ！」

第9回一般部門最優秀賞

皆さんの参加を
お待ちして

います。

カーボン・オフセット
も実施！
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募集内容1 学区内外を問わず、神奈川区の魅力をPRする新聞

テ ー マ2 僕の街  私の街のとっておき　
 例）「私たちの街のここが好き！」
 「実はこんなにすごい人が！？」
 「とっておきの景色」など

応募資格3  区内在住または在学の小学生　※学校単位やクラス単位、ク
ラブ活動や委員会活動のほか友達同士での応募もできます。

サイズ・内容について4
　 A3サイズ（タテヨコ自由・オモテ面のみ）
 画材や文章、イラストや写真などの貼り込みも自由です。

応募方法5  11月30日(金)必着で、作品の裏面に①作品の題名②グ
ループ名③学校名④グループ全員の氏名と学年⑤代表者

（または学校）の氏名・住所・連絡先を記入して、 地域振
興課 新聞コンテスト係へ

応募作品に関して6
 ●平成30年4月以降に作成した作品に限ります。
　　 ●ほかのコンテストに応募した作品は応募できません。
　　 ●応募作品の返却はできません。

審査方法及び賞7
  ● 主催者が選出した審査員により最優秀

賞及び優秀賞を決定します。
  ● 入賞者には賞状と記念品を授与するほ

か、参加者全員に参加賞があります。
入賞作品について8

  入賞作品は、区役所ホームページ等で公表
するほか、区の広報等で使用します。なお、
その際には作品名、作者名、学校名及び学
年等を明示することがあります。
そ の 他9

  ● 本コンテストを通じて入手した個人情報は、入賞作品の発表、審査
結果の通知及び入賞作品の二次利用時等に使用します。

  ● 入賞作品の著作権は、作者に帰属するものとします。ただし、主催者
または共催者が神奈川区のPRを目的とする場合に限り、展示、広報
及びインターネットなどに無償で使用できるものとします。

地震時に家具の転倒から身を守るために 住宅用火災警報器の設置と点検を

かめ太郎  まち自
じまん

慢新聞コンテスト

専門家が訪問します 大切な命や財産を火災から守る！

わが町 かながわ とっておき

問合せ 総務課   411-7004  324-5904 問合せ 神奈川消防署予防課   316-0119（代）

　火災による煙や熱を感知し、音声や警報音により火災の発
生を知らせ、被害の拡大を防ぎます。

　未設置の住宅では、設置済みの住宅に比べ火災による死者
数が約1.5倍に増えており、未設置住宅の方が被害が大きくな
ることが明らかになっています。

● テストボタンを押す、ま
たはひもを引っ張り、警
報音を確認する（テスト
の際の警報音は1回で切
れます）。

● 電池切れは表示を確認、
または音でのお知らせに注意する。

● 数か月～半年に1回くらいの点検がおすすめです。

主催：わが町かながわとっておき実行委員会　共催：神奈川区役所

応募・問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

新聞作成の参考に！
※区内の地区センター等で配布中

小学生からの

応募を待っています！

参加賞もあるよ！

「海と緑と丘のまち  かながわ」の魅力を新聞にまとめて発表しよう！

65歳以上の高齢者のみ世帯など

区民どなたでも

●かめのふんばり・つっぱり事業
 事業内容 ○家具転倒防止器具の購入金額の9割
 　（上限7,200円）の補助
 ○転倒防止器具の無料取付け代行
 　（＊❷ページと同じです。）

●神奈川区家具転倒防止対策等アドバイザー派遣事業
事業内容  建築士が訪問し、専門家の視点から、効果的な器具の取付け方法など

地震発生時の家具転倒防止対策のアドバイスを無料で行います。
 ※器具の取付けは行いません。

神奈川区では、転倒防止器具の無料取付け代行に加え、器具の
購入金額の9割（上限7,200円）を補助します。

対　象

同居している家族全員が次の①～⑥のいずれかに当てはまる神奈川
区内世帯
①65歳以上（※75歳→65歳に要件緩和しました。）　
②身体障害者手帳を持っている
③愛の手帳（療育手帳）を持っている
④精神障害者保健福祉手帳を持っている
⑤介護保険法による要介護、要支援の認定を受けている
⑥中学生以下（※新規追加しました。）

定　員 先着60世帯

申込み
申請期間：9月3日（月）から11月30日（金）まで
電話かFAXで氏名・住所・「かめのふんばり・つっぱり事業申込み」・
FAXの場合はFAX番号を書いて区役所総務課へ

対　象 区内世帯

申込み

申請期間：2019年1月31日（木）（消印有効）まで
区役所などで配布する「神奈川区家具転倒防止対策等アドバイザー
派遣事業申請書」に必要事項を記入し、住所を確認するための書類の
写し（運転免許証・健康保険証など）を添付し、郵送かFAXか直接 総務
課へ ※申請書は区ホームページでも入手可

www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/bousai/2018 
kagutenadvice.html

住宅用火災警報器とは

設置効果

点検方法

住宅用火災警報器

扌

扌

対　象  高齢者や障害者のみの世帯など、
取付けが困難な世帯

※ 取り付ける住宅用火災警報器は、申込者ご
自身で用意してください。

取付け支援もしています！
消防署職員が自宅に取付けに伺います。

横浜消防マスコットキャラクター
ハマくん

神奈川区内では平成30年1月から7月までに348件もの人身交通事故が発生しています。
事故の被害者にも加害者にもなることのないよう、交通ルールを守りましょう。

 
411-7095 
323-2502

安全は  心と時間のゆとりから
高齢者  模範を示そう  交通マナー

金 日 問合せ 地域振興課
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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 

胃がん検診（エックス線検査）
10月29日（月）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 9月28日（金）～10月18日（木）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。

要予約

○無料になる人…70歳以上の人、平成29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

9月21日、10月19日の金曜、9時～11時
区役所別館2階 栄養相談室

● 善意銀行（6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
○綱川ヨシ
○福田 茂　（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

　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。

 ●三枚地区
　三枚地区は、緑が多く残る上三枚町と住
宅中心の下三枚町の東西二つに分かれて
います。住民同士の繋がりが強く、「みんな
で取り組む『住みやすい町』三枚」をスロー
ガンに、地区別計画を推進しています。主
な取組として運動会やお祭り、どんど焼
き、ウオーキング、ボーリング大会などを
実施しています。昨年は新たに老若男女で
楽しめるグランドゴルフ大会を開催し、
子どもたちを含めた顔の見える関係づくりを積極的に進めてきました。
また、子育て世代の交流や見守り活動では「すくすくかめっ子」を毎月開催
するほか、通学路の見守りや防犯パトロールも実施しています。このパト
ロールには月に一度、子どもたちが参加し交流の場にもなっています。
　今後もサロンの開催を検討するなど引き続き地域の絆づくりに向けて
取り組んでいきます。

 ●新子安地区　
　6月9日（土）に第32回社会福祉大
会を開催しました。今回は4月に移
転した子安小学校の新校舎で初の
開催となり、シニアクラブの有志に
よるダンスやカラオケのほか、子安
小学校児童のけん玉と合唱、浅野学
園吹奏楽部の演奏などが披露され
ました。参加者はお弁当を食べなが
ら演技やおしゃべり、福引で楽しい
ひと時を過ごしました。社会福祉大会は住民同士の顔の見える関係をつく
るだけでなく、地域と学校のつながりも深め、子どもと高齢者が交流する
貴重な機会になっています。
　新子安地区では、これからも地域の学校、関係機関、住民が協働して、「支
え合う  笑顔のまち  新子安」をスローガンに取り組んでいきます。

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～

第32回社会福祉大会の様子

連載❾

にぎやかな子どもみこし

無料
要予約

無料
要予約

（匿名）

●ラグビーって
　どんなスポーツ？
　2019年にアジア圏で初となる、ラグ
ビーワールドカップ2019™が日本で
開催され、横浜では、決勝など全部で7
試合が行われます。

　ラグビーは、19世紀にイギリスで生
まれた競技で、現在では競技人口が約
900万人いると言われています。また、
ラグビーワールドカップは夏季オリン
ピックやサッカーワールドカップと並
ぶ、3大スポーツの祭典と呼ばれるほ
ど世界でも人気のあるスポーツです。
　ラグビーは前にパスをすることが
できないため、後ろへパスしたり前へ
ボールをキックすることで前進して

いきます。前進しながら、自分の陣地
を広げていくことから、「陣取りゲー
ム」と称されることもあります。
　また、ラグビーの試合は40分×2
セットで行われ、野球のような、明確な
攻守交替はなく、1つのプレーで大き
く戦況が変わることもあるので、目が
離せません。

１

➡次回は、ラグビーのポジションについて
　紹介します。

区役所会場の胃がん検診は平成30年度で終了しま
す。平成31年度以降は、医療機関をご利用ください。

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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プラ
スワン

＋１

◆�職場や駅などでエレベーター等
ではなく階段を使いましょう（階
段の運動効果は歩行の約2.6倍）。

◆�仕事の合間に首を回す、家事をしなが
らつま先立ちするなどの「ちょっと運
動」（ながら運動）を取り入れましょう。

◆�日常の姿勢をチェックしましょう。立ち姿勢や歩き姿勢が猫背
になっていませんか。

健康豆知識クイズ

●毎日忙しくて
　なかなか運動できない…
　そんな人でもひと工夫！

日常的な健康づくりに

イベントに
　参加して健康に

Q1

Q2

答え
ホント

かなーちえ施設長
塚

つかはら

原 泉
いづみ

さん

　歩くという日々の行為を通して美しい
姿勢やしなやかな身のこなしを身に付け、
人生の最後まですっと立ち続ける…そん
なヒントを届ける講演と簡単な実技指導
です。
日  時 10月17日（水）
14時～16時（開場：13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 9月11日（火）～10月5日（金）に電話
かFAXで①氏名�②年齢�③住所�④電話を
福祉保健課へ
＊当日会場にて区薬剤師会のお薬相談を開催（13時～14時）

　市民病院がん検診センターの保健
師が、かなーちえで出前講座を行いま
す。｢乳がん｣｢子宮がん｣の予防から検
診まで、子どもを遊ばせながら話を聞
くことができます。
日  時 11月16日（金）
13時30分～14時30分
会  場 区地域子育て支援拠点かなーちえ
申込み 当日直接

　体育館で講師と一緒に正しいウオーミングアップを行った後、
三ツ沢公園から反町公園まで「かめ太郎健康みち」を歩きます（約
4km）。ゴール地点（区役所）では健康チェック（骨密度測定等）・食育
ブース・お薬相談なども開催！

日  時 11月6日(火)�受付開始：12時30分
集合時間 受付を済ませて集合してください。

①13時（スタート：13時30分）�②13時30分（スタート：14時）
集合場所 平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
定  員 各回先着100人
持ち物 室内運動靴（必ず持参、スリッパ不可）・飲み物・タオル・帽
子・歩数計（持っている人）

申込み 9月11日（火）から電話かFAXで①氏名�②年齢�③住所（町
名まで）�④電話�⑤参加希望時間（集合時間）を福祉保健課へ
＊小雨決行・荒天中止。中止の場合は当日10時に区ホームページで
お知らせします。� 神奈川区役所 検索

健康チェックのみの
参加もOK！

受付時間 13時～15時30分
会  場 区役所別館1階�区民ホール�ほか

　地域や団体で開催するイベン
トを、「健康かながわ応援月間」対
象事業に登録できます♪
※登録した事業については、実施後
アンケートをお願いします。

申込み 区ホームページの申込みフォームから�（「健康かながわ応援月間」対象事業エントリー）
www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/kenkou/kenko-portal/

　❺ページに掲載の「区民まつり」でも、会場内・
周辺施設で健康に関するイベントが多数開催
されます。まつりを楽しみながら、健康づくりに
一歩踏み出しましょう。

反町公園内
◆健康ワクワク広場
さまざまな団体が健康相談、健康チェック、クイ
ズやゲームなどを行います。

横浜銀行アイスアリーナ 入口前広場
◆スポーツクライミング体験会（小・中学生対象）
東京2020オリンピック・パラリンピックが待ち遠し
い！一足早く競技を体験するチャンスです。
◆ピンクリボンバス（協力：ピンクリボンかながわ）
ピンク色にラッピングされたマンモグラフィー車
（乳がん検診啓発車）が登場。車内の検査機器の見学
など。乳がん検診の理解を深めましょう。

はーと友神奈川3階 区医師会大会議室（反町1-8-4）
◆市民公開講座
　「怪

けが

我しちゃった！どうしよう!? 絆
ばんそうこう

創膏や包帯、どうやって使うの？」
ケガから受診までの応急処置について、正しい知識をお話します。
講師：杉田クリニック院長��杉

すぎた�あやのり

田礼典さん
日  時 10月7日（日）13時～14時（受付：12時30分）
対  象 区内在住者、先着40人　
申込み・問合せ 9月10日（月）から電話で区医師会� 317-5475� 317-5476へ

健康かながわ応援月間 記念講演会
「人生を歩ききるための体づくり 
～今からできる正しい姿勢と運動～」

子育てママ　
受けていますか？
がん検診

さあ！歩こう健康ウォーキング&健康チェック
野菜など食物繊維を含む食品から食べると、よく噛むこ
とにつながり、満足感が上がります。血糖値の急上昇を
防ぐのでおすすめの食べ方です。

◯ここで紹介したほかにも、たくさんのイベントを開催予定です。
　区ホームページをご覧ください。
www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/kenkou/kenko-portal/

いつものウオーキングに速歩き※を加
えることで、筋力・消費カロリー・全身
の血流もアップします。
※速歩き：1秒で2歩がめやす

＊横浜市の健康増進計画「第2期健康横浜
21」（平成25年策定・10か年計画）の具体的
なプランを定めた「よこはま健康アクショ
ンS

ステージ

tage2」（平成30年）の中で、健康寿命を
延ばすための取組を日頃の生活に�＋１ す
ることを推進しています。

1日平均
歩数

うち速歩き
の時間 予防できる病気・病態

2,000歩 0分 ●寝たきり

5,000歩 7.5分 ●要介護　●認知症　●心疾患　●脳卒中

8,000歩 20分 ●動脈硬化　●骨粗しょう症　●高血圧症
●糖尿病　●ロコモティブシンドローム※

10,000歩 30分 ●メタボリックシンドローム
※ロコモティブシンドローム：骨・関節・筋肉等の運動器の
　障害のために移動能力の低下をきたした状態

　小さな子どもがいて自分の健康管理は二の次になりがち
な子育て世代に向け、かなーちえでは日頃から健康プログ
ラムを実施しています。子どもと一緒に気軽に参加できる
ので、「自分」のための時間を過ごしに来てください♪
　また、かなーちえは、そこに来れば誰かと話せる“場”。子
育てで大変なとき、お喋

しゃべ

り
で発散すると、ココロの疲
れもいやされますね。ぜひ
遊びにきてください♥

（左）�さあ！歩こう健康ウォーキングコース（区役所本館3階308窓口で配布）：区内
のエリア別に6コースを紹介

（中）�わが町�かながわ�とっておき�散歩ガイド（区役所本館5階505窓口で配布）：区
の「とっておき」のスポットをめぐるおすすめ散策コース（10コース）

（右）�かめ太郎健康みちウォーク（区役所本館5階502窓口で配布）：反町公園から三
ツ沢公園までを結ぶ「健康みち」のガイド

（左）�区内で採れる代表的な野菜を使ったレシピ
コンテスト（2017年）の入賞レシピ

（中）�簡単にできる野菜のレシピ、22品を紹介
（右）�朝ごはんレシピコンクール（2013年）の入賞

レシピ

毎月行っている「産後ビクスとカラダのお話」の様子。
赤ちゃんのそばで楽しく体を動かします。

ゆう

のぼり旗▶

　いつまでもイキイキと自分らしく活躍でき、積極的に人生を歩むためには、心身
ともに健康であることは重要な要素のひとつです。少しでも長く健康に過ごせる
よう、日常の生活に ＋１（プラスワン）＊ の取組を始めてみませんか。神奈川区では身
近な場所で気軽に取組が始められるよう、さまざまな機会を提供しています。
　さあ、あなたも一緒に始めましょう！

問合せ 福祉保健課  411-7138  316-7877

健康づくりに取り組もう！続けよう！
だれもが自分らしくイキイキと 10月・11月は「健康かながわ応援月間」

区役所では
ウオーキングに

活用できるパンフレットを
作成しています

●病気予防のめやす

答え
5,000歩

事業実施時やPR時に、「健康
かながわ応援月間対象事業」
と掲載できます。

区役所からのぼり旗などの啓
発グッズを提供します。
※数量等は要調整

区ホームページ等において登
録事業を一括してPRします。
※必要な情報を区役所に提供して
いただきます。

対象事業に登録すると

一緒に「健康かながわ」を応援しませんかイベントを主催する人へ

運動をして健康に！ ～講演会＆ウオーキング～

楽しみながら健康に！ ～10月7日（日）神奈川区民まつり～

子育て中も健康に！ ～地域子育て支援拠点「かなーちえ」の健康イベント～

※かなーちえの施設情報・今月のお知らせは�ページへ➡

＊中
なかのじょう

之条研究（東京都健康長寿医療センター研究所�青
あおやぎ�ゆきとし

柳幸利氏）による

講師：健康運動指導士
黒

くろだ えみこ

田恵美子さん

　健康かながわ応援月間の期間中、区内では区役所だけでなく、いろい
ろな団体が健康づくりを応援するイベントを開催します。
　この機会にぜひ参加して、日常生活の ＋１ につなげましょう。

プラ
スワン

＋１

野菜メニューを紹介した
レシピ集を区役所本館3階308窓口で配布中！

区ホームページにも掲載しています。 神奈川区役所��レシピ集 検索

予約不要

　1日の野菜摂取目標量は350g
以上、めやすとしては、両手いっ
ぱいにこんもり盛ったぐらいの
量です。
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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

10月16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

10月16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 9月11日（火）から電話かFAXで

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
9月 10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

14（金）午後 16（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18（火）午後 23（火）午前

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 14（金）午後 23（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 3（月）

18（火）
1（月）

22（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 10（月） 15（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

3（月）
10（月）
18（火）

1（月）
15（月）
22（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

    22（土）     27（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

小児救急医療セミナー
知ってあんしん！こどもの急な病気・事故
～おうちで看

み

るとき、病院にかかるとき～
◆講師：済生会横浜市東部病院こどもセンター
長 岩

いわもと まり

本眞理さん
10月31日（水）9時45分～11時30分（開場：9

時15分から） 区役所本館5階 大会議室 
区内在住の子育て中の人、先着65人 
1歳以上、先着20人、講座申込時に申込み。

0歳児は保護者と一緒に聴講を。
申込み・問合せ 9月12日（水）～20日（木）に電話で
こども家庭支援課 411-7111 321-8820へ

外遊び体験イベント（秋冬編）「外遊びしよう！」
◆講師：高

たかはし よしひさ

橋良寿さん
①9月28日（金） ※雨天振替日：11月30日

（金） ②10月29日（月） ※雨天振替日：11月6日
（火） ③10月31日（水） ※雨天振替日：11月5日
（月）、いずれも10時～11時30分 ①羽沢町
公園（羽沢町526-8） ②反町公園（反町1-12） 
③子安台公園（子安台1-18） 区内在住の子
育て中の人、外遊びに関心のある人
申込み 当日直接 ※雨天の開催情報はホーム

ページでご確認ください。
問合せ こども家庭支援課 411-7111

321-8820 www.city.yokohama.lg.jp/kanaga 
wa/kurashi/kosodate/sotoasobitaikenn.html

ちえのわタイム
◆歌と音色でゆったり親子遊び（幼児編）by音楽療法士

9月14日（金）11時～11時40分
◆ちょこっとお弁当作りのコツ（横浜友の会）

9月19日（水）10時30分～11時30分
羽沢サテライトひろば（羽沢長谷自治会館）

◆お母さんの産後の心と身体を整える♥
　お話＆ワーク
講師：清

しみず

水なほみ先生（産婦人科医）
10月3日（水）10時～11時30分

相　　談
◆専門相談・こどもの心やからだの発達について

9月11日（火）13時～14時30分

ネットワーク
◆ダブルケアカフェ
　～一緒に話そう！介護＆子育てのこと～

9月11日（火）10時30分～12時
◆�ボランティアトーク「私流・幼稚園選び100人い
れば100通り」を作ろう
9月27日（木）10時～12時

トピックス
◆かなーちえまつり・リサイクルマーケット出店者募集
出店規格：1.5m×1.5m

10月27日（土）11時～14時
東部療育ビル駐車場 ほか
区内在住、先着20組 ※かなーちえ利用者優先
500円（東日本大震災復興応援義援金として）

申込み 9月21日（金）から電話か直接
◆中学生と親子のふれあい体験授業
親子の姿を見て声を聴いて、自分も大切に育てられ
たことを知ってほしい…そんな思いから始まった
体験授業。すくすく子がめ隊、中学校、主任児童委員
さん、コミュニティハウスと共催します。親子の皆
さん、遊びにきてね♪

神奈川中学校コミュニティハウス
①9月27日（木） ②10月4日（木） ③10月11日（木）
④10月25日（木） ⑤11月1日（木）、いずれも10時30
分～12時30分

栗田谷中学校・地域交流室「まろんるーむ」
①10月10日（水） ②10月15日（月） ③10月17日（水） 
④10月19日（金） ⑤10月22日（月）、①③④⑤は9時
30分～12時、②は10時～12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）  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

イベント情報

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。
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特設行政相談を開催
行政相談委員が相談を受けます。

10月7日（日）10時～15時30分 反
町公園区民まつり会場（反町1-12）

区内在住・在勤・在学の人
申込み 当日直接 
問合せ 区政推進課

411-7021 314-8890

生涯学習支援講座
★健康の種3
笑いをテーマにいろいろな角度から

「未
みびょう

病」を見つめてみませんか？
10月11日（木）・15日（月）・25日

（木）、11月1日（木）・8日（木）・15日
（木）・22日（木）（全7回）いずれも10時
～12時 神奈川地区センター・神奈
川公会堂・済生会神奈川県病院（富家
町6-6） 区内在住の成人、50人（多
数抽選） 1,000円（全回分）
申込み・問合せ 9月25日（火）必着で、は
がきかFAXかEメールに講座名・氏名

（ふりがな）・郵便番号・住所・電話・年
代・性別・応募時に見た媒体・参加動機
を書いて 地域振興課

411-7093 323-2502
kg-gakyuu@city.yokohama.jpへ

★今よりステキな自分になる
子育てしているママの自己肯定感を
高め、未来を描く講座です。

10月19・26日、11月2・9・16日（金
曜全5回）いずれも10時～12時 区
役所 区内在住の子育て中の人、25
人（多数抽選） 1,000円（全回分） 1
人1,000円（全回分） ※10月12日（金）10
時～11時に保育オリエンテーション
申込み・問合せ 9月27日（木）必着で、は
がきかEメールに講座名・氏名（ふり
がな）・郵便番号・住所・電話・講座を
知ったきっかけ、保育が必要な場合
は子の氏名・年齢・月齢（10月19日時
点）を書いて 地域振興課

411-7093 323-2502
kg-gakyuu@city.yokohama.jpへ

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★親子 d
デ

e ムジカ
0歳児から参加できる親子向け音楽イ
ベント！手作り楽器、手遊びなど。

9月20日（木）10時30分～11時30
分（受付：10時15分） 反町地域ケア
プラザ（反町1-11-2） 区内在住の子
と保護者、先着15組 100円
申込み 9月11日（火）からEメールに氏

名・参加人数（大人・子どもそれぞれ）・
子の名前と年齢・月齢を書いて

mamimusica1212@gmail.comへ
問合せ かながわママコーラス マミ

ムジカ：櫻
さくらい

井 090-9910-4259
mamimusica1212@gmail.com
https://mamimusica1212.jimdofree.com/

神之木公園からのお知らせ
★AED救急教室
心肺蘇生の方法やAEDの使い方

9月26日（水）13時30分～15時
先着12人 動きやすい服装

★愛犬マナー教室
犬の基本的なしつけと災害時に備え

たペット対策について
10月13日（土）9時～10時 ※雨天中止
区内在住の犬の飼い主、先着12組

………………上記共通………………
神の木公園（神之木台13-20）

申込み・問合せ 9月11日（火）から電話で
神の木公園詰所  421-7883へ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★チアリーディング体験教室第Ⅱ期
11月7日～12月12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）
★鉄板祭り
～鉄板焼きとダッチオーブン料理～

A：10月27日（土） B：10月28日（日）
いずれも10時～14時 家族・グルー
プ、各回80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、0～3歳100円　
★あったかエコキャンプ
自然遊びや野外料理を楽しみながら、
ちょっぴりエコな生活を体験してみよう！

11月10日（土）13時～11日（日）15
時 小学生、50人（多数抽選） ※11
日の焼芋は家族も参加可 6,500円
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
申込み 9月12日（水）～26日（水）にホー

ムページか往復はがき（消印有効）で
事業名（鉄板祭りは参加回も）、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
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
www.yspc.or.jp/mitsuzawa_yc_ysa/

平沼記念体育館
スポーツレクリェーション
フェスティバル
10月8日（祝・月）スポンジテニス

［小3～小6］：9時30分～10時50分（小
学3～6年生、先着20人）、スポンジテ
ニス［年中～小2］：11時～12時（年中
～小学2年生、先着15人）、親子フット
サル［年中～小2］：9時30分～10時30
分（年中～小学2年生と保護者、先着
20組）、親子フットサル［小3～小6］：
10時40分～12時（小学3～6年生と保
護者、先着32組）、体験ピラティス＆
ヨガ：14時10分～15時（中学生以上、
先着18人） 

平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
申込み 9月15日（土）9時から直接 

※大人の体力測定（12時～15時）など
当日直接参加できる教室もあります。
詳しくはホームページを参照くださ
い。
問合せ 平沼記念体育館

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

第5回いそじ交流会
9人制バレーボールの交流戦

9月24日（休・月）9時～17時 神
奈川スポーツセンター 区内及び近
隣区在住・在勤・在学・在クラブの50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 9月15日（土）までに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。

神奈川区民テニス教室
レベルに応じたグループでテニスの
楽しさを感じます。

10月4日～11月29日（毎週木曜全8
回 ※11月15日を除く）11時～13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、36
人（多数抽選） 11,000円（全回分）
申込み 9月28日（金）必着で、はがき

かEメールに申込者氏名・住所・電話・
年齢、協会員は団体名、在勤者は勤務
先と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

※区テニス協会ホームページに専用
のフォーマットがあります。

夜間初心者バドミントン教室
10月6・13日、11月10・24日、12月

1日（土曜全5回）18時～21時 神大
寺地区センター 区内在住・在勤・在
学・在クラブ者 3,000円（全回分）
申込み・問合せ 9月15日（土）～22日（土）
必着で往復はがきに住所・氏名・年齢・
電話を書いて区バドミントン協会：
阿

あくつ

久津（〒222-0036 港北区小
こづくえちょう

机町
865-2-501） 475-0614へ

年齢別混合ダブルス
バドミントン大会

ペア合計年齢80歳以上、95歳以上、
110歳以上（全てA・B・Cクラス）

10月14日（日）9時～16時30分
日産体育館（恵美須町6） 区内在

住・在勤・在学・在クラブ者（対象外の
人も対象者とペアで参加可） 1人

1,400円（協会登録者は1,200円・対象
外の人1,600円）
申込み・問合せ 9月22日（土）～29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33回神奈川区
ダブルス卓球大会

男子・女子・混合ダブルス（重複参加
可） ※各部一般・シニア（120歳以上）
あり

10月14日（日）9時～20時 神奈
川スポーツセンター 区内及び近
隣区在住・在勤・在学・在チーム卓球
愛好者 1組1,600円
申込み・問合せ 9月28日（金）必着でFAX
か郵送で代表者の住所・氏名・電話・
参加者の組合せ・年齢・チーム名を
書くか、専用の申込用紙を区卓球協
会事務局：長

ながた

田（〒221-0865 片倉
2-67-16-104）

080-5542-5456 481-1396へ
※専用の申込用紙は協会事務局、神奈
川スポーツセンターにあります。

神奈川区民秋季初中級ミックス
ダブルステニストーナメント
10月20日（土）9時～19時 三ツ

沢公園テニスコート 区内在住・在
勤・区テニス協会登録者、52組（多数
抽選） ※6月30日（土）開催のミックス
ダブルス大会で一般の部ベスト8以上
及びベテランの部優勝・準優勝者は除
く 1組5,000円（協会員同士のペア
1組4,000円）
申込み 10月5日（金）必着で、はがき

かEメールに申込者氏名・住所・電話・
年齢、協会員は団体名、在勤者は勤務
先と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

※区テニス協会ホームページに専用
のフォーマットがあります。

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  9月25日（火）

◆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

●ステップエアロビクス

毎週火曜

10：45～11：45

500円

16歳以上、40人

●火曜ピラティス＊ 13：50～14：50 16歳以上、20人

☆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

●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

●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

●ボディメイク 13：20～14：20

☆バスケットボールタイム 毎週金曜 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
（小学生は保護者同伴）

※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 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

神奈川区版 112018（平成30）年 9 月号



〒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

●子どもの心に寄り添うワークショップ
　～子どもの気持ちを体験して
　見つけよう！伝わる言葉～

10月1日（月）10時～12時 
先着20人 
1歳以上、1人300円、先着10人
9月11日（火）から、つどいの広場しゅー

くるーむへ電話（ 070-5549-2034）
か直接（火・木・金10時～15時 ※9月13
日を除く）
●はじめてのオカリナ
息の出し方など基礎から学びます。

10月9・23日、11月13・27日（火曜全
4回）10時30分～11時30分  

先着10人 5,000円（全回分）
9月11日（火）から電話かFAXか直接

●リレー講座「明治150年記念事業」
明治の文豪・森

もり おうがい

鴎外が作詞した横浜市
歌の歴史的背景を学び、歌います。

10月20日（土）13時30分～15時 
先着30人 500円
9月15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
9月18日
（火）

●おもちゃの病院
　～大切なおもちゃを直します～

9月29日（土）10時～14時 
先着10人 無料（部品代実費）
9月15日（土）から電話か直接

●トワイライト講座
　～日本酒とおつまみ～

9月29日（土）16時～19時30分 
成人、先着16人 1,800円
9月11日（火）から電話か直接

●おもしろ科学たんけん工房
　～スライム磁石～

10月6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） 700円
10月1日（月）までにおもしろ科学た

んけん工房ホームページへ
おもしろ科学たんけん工房 検索

●世界の料理
　～ウズベキスタンのパン料理～
シードパン・ケバーブ入りパン・サラ
ダ・デザート（フルーツパフェ）

10月16日（火）10時～13時 
先着12人 1,600円 
三角巾・エプロン・筆記用具
9月13日（木）から電話か直接

●親子モリモリ体操
10月17・31日、11月7・21日、12月

5・19日（水曜全6回）
10時45分～11時45分 

2～3歳児と保護者、先着20組
1組3,000円（全回分）
動きやすい服装
9月12日（水）から電話か直接

〒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
9月18日
（火）

●平成30年度趣味の教室
　ボイストレーニング（後期）
童謡唱歌を楽しく歌います。

10月12・26日、11月9・23日、12月
14日、2019年1月11・25日、2月8・22
日、3月8日（金曜全10回 ※11月23日
は祝・金）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） ※同一講座受講経験者は応募
不可

500円（全回分）
9月11日（火）～18日（火）必着で往

復はがきに申込者氏名（ふりがな）・郵
便番号・住所・電話・年齢・性別・「ボイス
トレーニング希望」と明記して施設へ
●心のメンテナンス・写経講座（1）
　～観

かんのんぎょう

音経を写す～
10月13日、11月10日、12月8日（土

曜全3回）13時～15時
●心のメンテナンス・写経講座（2）
　～修

しゅしょうぎ

証義を写す～
10月27日、11月17日、12月15日（土

曜全3回）13時～15時
……………写経講座共通……………
講師：宗

そうこうじ

興寺住職 中
なかの しげや

野重哉さん
市内在住の60歳以上で3回とも参

加できる人、各先着16人 
各1,000円（全回分） 
書道用具一式
9月29日（土）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
9月18日
（火）

●大人のための朗読会
松
まつもと せいちょう

本清張『遺
いぼく

墨』ほか
出演：朗読の会クローバー

9月15日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

●もっと知ろう！アフリカのこと
第7回アフリカ開発会議横浜開催にあ
わせて、パネルやアフリカに関する図
書を展示します。

9月21日（金）～28日（金） 
当日直接

●親子おはなし会
9月25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

10月2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

●愛犬のお手入れ
　～ワンちゃんの健康には歯磨きが
　必須！上手に行うポイントの実践～

9月28日（金）10時30分～12時
先着20人
9月11日（火）から電話か直接　

※ペットは参加できません。
●第15回オーケストラがやってくる
　～神奈川大学管弦楽団による演奏～

9月30日（日）11時～12時（開場:10時
30分） 先着300人 当日直接
●G

ゴー

O！G
ゴー

O！キッズおやこであそぼう
10月1・15・29日、11月12・19日、12

月10日（月曜全6回）10時30分～12時
2歳6か月～3歳児（10月1日現在）と

保護者、先着10組 1組3,000円（全回
分） ※子ども2人目より1人1,000円

9月14日（金）から電話か直接　
●手ごねでくるみパンを作ろう

10月12日（金）10時～13時 先着
12人 1,000円 エプロン・三角巾・
筆記用具・綿の手ぬぐい・持ち帰り用
袋 9月27日（木）から電話か直接
●赤ちゃんの五感を育てる
　～ママと一緒に脳トレあそび～

10月13・20・27日（土曜全3回）10時
30分～11時30分 5か月～10か月

（10月13日現在）の乳幼児と保護者、
先着8組 1組900円（全回分）

9月21日（金）から電話か直接
●子育て応援プロジェクト
　～専門医が語る子どもの医療～
虫歯予防・アレルギー疾患について

10月14日（日）10時～11時30分
先着30人
9月20日（木）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
9月29日
（土）

●チェリーハウスのおはなし会
○おはなしポケット

9月10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

9月24日（休・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

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

神奈川公会堂 休館
9月25日
（火）

●横浜室内合奏団スペシャルコンサート
　w

ウィズ

ith マーク・グローウェルズ
9月14日（金）18時30分（開場：18時）
先着500人
1,500円、小学生～高校生1,000円
当日直接

●「第5回コーラス i
イン

n かながわ」
　出演団体募集
2019年2月2日（土）に開催する「第5回
コーラス in かながわ」に出演する団体
を募集します。

12団体（多数抽選） 出演者1人500円
9月30日（日）までに専用の申込用紙

で ※詳細はホームページでご確認く
ださい。

〒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
9月25日
（火）

●アンチエイジング☆フラ＆タヒチアン
10月1日～2019年3月18日（毎週月

曜 ※祝日・休館日除く）19時～20時20
分（受付：18時40分） 各回先着20人

1回500円 当日直接
●ワクワク仲良く♪
　親子 d

デ

e フラ＆タヒチアン
10月1・15・29日、11月5・12・19日、

12月3・10日（月曜全8回）17時10分～
18時20分 3歳～小学生と保護者、
先着15組  1組5,600円（全回分） 

動きやすい服装・飲み物・タオル
9月17日（祝・月）から電話か直接

●こどもサイエンス
　IOT プログラミング講座
　～パチパチトール君を作ろう～

10月13・27日（土曜全2回）10時～12
時 小学生、10人（多数抽選）

1,500円（全回分）
9月17日（祝・月）～10月5日（金）必

着で往復はがきに講座名・参加者氏
名・住所・電話・学年を書いて施設へ
●男子厨

ちゅうぼう

房部
　～基本の和食・
　秋の炊き込みご飯に挑戦～

10月28日（日）9時45分～12時45分 
男性、先着12人 1,300円
9月24日（休・月）から電話か直接

●M
ママ

amaの手作りお菓子
　～カラフルカップケーキ編～
ワイワイ楽しく作りながらカップケー
キのコツを覚えます。

10月30日（火）10時30分～12時30
分 先着8人 1,500円 

エプロン・三角巾・手拭きタオル
9月18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

●相
すもう

撲甚
じんく

句を知る
10月12・26日、11月9・30日、12月7・

21日、2019年1月11・25日（金曜全8回）
18時30分～20時30分 

先着10人 1,500円（全回分）
9月13日（木）から電話か直接

●徳川政権のかたちを探る
　～赤

あこうろうし

穂浪士引上げの道（1）～
吉

きら

良邸跡～回
えこういん

向院～万
まんねんばし

年橋～永
えいたいばし

代橋
～赤穂藩上屋敷跡を歩きます。

10月18日（木）10時～13時
JR両国駅東口改札集合

先着35人 400円
9月12日（水）から電話か直接

●健康かながわ応援月間対象事業
　～神社・寺院めぐり・神奈川区の
　歴史を歩く～
よこはま健康スタンプラリー共催　

10月30日（火）9時30分～12時30分
先着20人 300円
9月12日（水）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

●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

9月13・27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
9月21日、10月5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 9 月号


