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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…243,399人 世帯数…124,158世帯（2018年9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。10月13日・27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

特集は❽・❾ページへ➡

とっておきを巡るバスツアー
～みそ作り体験＆しょうゆ工場見学～

わが町 かながわ  とっておき

出発前に区役所で激励会を行いました▶

反町公園

　バスで区内の老
しにせ

舗企業を巡ります。伝統の味を知る良い機会です！
日  時 11月17日（土）13時～17時30分（受付開始：12時45分）

集合場所 神奈川区役所　 見学先 ●日本味
みそ

噌株式会社  ●横浜醤
しょうゆ

油株式会社
対象・定員 区内在住・在学の中学生以下の子どもと保護者、36人（多数抽選）
※保護者同伴でご参加ください。

費  用 1組4,000円 ※費用には、みそ作り1セット（4.5kg）と容器代を含みます。

持ち物 エプロン・髪の毛をまとめるもの（三角巾など、ヘアゴム可）・手拭きタオル・筆記用具
申込み 10月30日（火）必着で、はがきかFAXかホームページに、参加者

の住所・氏名・電話・子どもの学年または年齢を書いて 区政推進課へ
www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/wagamachi/

※参加の可否は、11月6日（火）までにお知らせします。

その他 みそを自宅に送ることができます（別途費用がかかります）。　
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

さあ
出かけよう！
外遊びしよう！

　大人も子どもも「防災」を楽しく学べる秋の
大イベント！企業や大学の協力を得て、さまざ
まなプログラムを
行います。自分自
身・周囲の人を守
るための知識や、
安全な行動につい
て学ぶことができ
ます。ぜひご参加
ください。
日  時 11月11日（日）10時～15時（小雨決行）
会  場 横浜市民防災センター（沢渡4-7）

※横浜駅歩10分、反町駅歩13分、市営バス「市民防災センター前」下車
※駐輪場・駐車場はありません。公共交通手段をご利用ください。

協  力 損保ジャパン日本興亜
（防災ジャパンダプロジェクト）
※イベント内容は一部変更になる場合があります。
※時間帯により受付を休止するプログラムもあります。
時間に余裕を持ってお越しください。

◯消防トライアルチャレンジ：
消防士に変身して、放水や救急
活動などを体験！
◯ジャッキアップゲーム　◯防災カードゲーム
◯市内大学生による防災ワークショップ　　　　　　　　
◯防災謎解きゲーム：大災害からの脱出～ハマくんと学ぼう～
◯防災VR体験　◯飲食ブース

秋の火災予防運動　11月9日●金 〜15日●木
平成30年度全国統一防火標語

　区内の中学校から、県大会で優秀な成績をおさめた4人の選手が、8月に開催さ
れた陸上・柔道・剣道の全国大会に出場しました。入賞は逃しましたが、これから
も活躍に期待しています！

◯陸上男子砲丸投げ　岩
いわき そら

城青空さん
（浦島丘中学校3年／前列左端）
◯剣道女子個人　海

うみの みほ

野美帆さん
（六角橋中学校2年／前列左から2番目）
◯柔道男子90kg級　金

かねこ りゅうじ

子竜士さん
（六角橋中学校3年／前列右から2番目）
◯柔道男子81kg級　小

おだ ゆうが

田優雅さん
（六角橋中学校2年／前列右端）

申込み・問合せ 区政推進課  411-7027  314-8890 問合せ 神奈川消防署予防課  316-0119

オータムフェスタ2018全国中学校体育大会に出場しました
初の開催！体験型防災イベント

親子連れにも
オススメ！

問合せ こども家庭支援課  411-7046  321-8820

入場・体験
無料

イベント内容

横浜消防マスコットキャラクター　ハマくん▶

申込みフォーム▶
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がん検診を受けましょう！

食中毒・感染症を予防しよう

　がんは横浜市民の死亡原因の第1位
です。
　2人に1人ががんにかかるといわれて
います。決して他人事ではありません。
　しかし、がんは初期の段階で発見し、
適切な治療を行うことで高い確率で治
ります。症状がなくても（症状がないう
ちに）定期的にがん検診を受け、早期にがんを発見し治療することが
重要です。
　がん検診はがんの死亡率を下げる有効な予防策です！ 1回検診を
受けて終わりではなく、がんを早期に発見するためにぜひ、定期的に
検診を受けましょう。

　ノロウイルス等で汚染された食品を十分に加熱
処理しないで食べると感染します。また、感染した
人の便・嘔

おうと

吐物から飛散したウイルスが体に入ると
感染し、下痢や嘔吐等の症状が現れます。

　ウイルスが、咳やくしゃみ、汚染された手を介し
て他人の目・鼻・口に入り、感染します。急な高熱、頭
痛、全身倦

けんたい

怠感、筋肉痛・関節痛、乾いた咳などの症
状が現れます。

❶�しっかり手洗い
　特に調理前やトイレの後は丁寧に
❷�85℃～90℃で90秒以上の加熱
　�ノロウイルスは熱に弱いので、加
熱調理の際は十分加熱を
❸�塩素系漂白剤での消毒
　�調理器具は洗剤で洗浄後、塩素系
漂白剤で消毒すると効果的
❹�調理する人の健康管理
　�消化器症状（下痢・腹痛・嘔吐等）のある人は、食品に触れるような
作業は避けましょう

※�冬はウイルスによる食中毒が多くなります。餅つき等イベントで食品を扱う際
には作業者を限定し、上記の予防策を徹底しましょう。

❶こまめな手洗い、うがい
❷�流行期に人込みを避ける（避けられない場合はマスクを着用）
❸�予防接種（発症する危険性を減じ、発症しても重症化を防ぎます）

　それぞれの予防策を講じると共に、普段から十分な
睡眠とバランスの良い食事を心がけ、免疫力を高め、
食中毒・感染症にかからないようにしましょう。

横浜市がん検診の種類は…？
胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がんです。
＊�横浜市在住で、職場等で受診の機会のない人が対象です。検診の種類により、受
診できる年齢・性別や受診の頻度、費用等が異なります。

予約をするにはどうすれば良いの？
受けたい検診と医療機関を決めて、医療機関に電話で予約をします。
その際は、「横浜市がん検診の○○（検診の種類）を希望」とお伝えく
ださい。
➡がん検診の詳細（費用・検査項目等）や受診できる医療機関は

※�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
人などは無料で受診できます。詳しくは上記ホームページ、もしくはお問い合
わせください。

第10回写真コンテストの
作品を募集中！
10月31日（水）まで

知っていますか ?「横浜市がん検診」
市が補助しており、少ない負担額で受けられます。

横浜市けんしん専用ダイヤル�� 664-2606�� 664-2828
（受付：8時30分～17時15分�※日曜・祝日・年末年始除く）�
福祉保健課　 411-7138�� 316-7877

横浜市がん検診 検索

予防のポイント

予防のポイント

インフル
エンザ

感染性
胃腸炎

予防のポイントを押さえて、健やかに過ごしましょう。

問合せ 地域振興課　 411-7086�� 323-2502

問合せ 生活衛生課　 411-7141�� 411-7039
　　　�福祉保健課　 411-7138�� 316-7877

問合せ 地域振興課アフリカンダンス担当　 411-7094�� 323-2502

写真コンテスト  入賞作品紹介 踊ってみようアフリカンダンス＠神奈川区
第9回「わが町 かながわ とっておき」 太鼓とダンスでアフリカを知る！

感染性胃腸炎やインフルエンザが流行するこれからの季節…

戸
とむら�ひであき

村英昭さん

出
いでぐち�あおい

口碧唯さん

一般部門  優秀賞

小中学生部門
かめ太郎賞

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

申込み 10月25日（木）必着で、往復はが
きかホームページに、参加する回、代表
者氏名・年齢・住所・電話・Eメールアド
レス、同伴者（2人まで）の氏名・年齢を
書いて、 地域振興課へ
www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/

oshirase/bunka-geijutsu/africa.html

第1回 第2回

日時 11月14日（水）
13時30分～14時30分

11月15日（木）
11時～12時

会場 神奈川スポーツセンター
第3体育室

菅田地区センター
中・小会議室

定員 50人（多数抽選） 30人（多数抽選）

問合せ

　ジャンベ（西アフリカの太鼓）のリズムでアフリカンダンスを踊
る、誰でも楽しめるワークショップです。アフリカ文化を体験・体感・
体得しよう！

目安は30秒以上！

　2019年、第7回アフリカ開発会議が横浜
で開催されます。この機会に、アフリカに
親しみ、理解を深めましょう。
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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 

肺がん検診
11月9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 10月12日（金）〜11月1日（木）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、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

10月19日、11月16日（各回金曜） 9時〜11時
区役所別館2階 栄養相談室

イベント情報

高齢者インフルエンザ予防接種
インフルエンザ予防接種は高齢者の発病防止や特
に重症化防止に有効であることが確認されていま
す。免疫がつくまでに2週間程度かかり、その効果
は5か月と言われています。流行前の12月上旬ま
でに接種を受けておくと効果的です。

12月末日まで ※休診日を除く　
高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関 

※要予約機関もあり　
市内に住民登録のある65歳以上の人など　
2,300円（免除制度あり、詳細は問合せを）

問合せ 福祉保健課 健康づくり係 
411-7138 316-7877

要予約

介護予防普及啓発事業講演会
「軽度認知障害（MCI）ってなあに? 
これって認知症の始まり?」

テレビなどでもよく耳にするMCIは認知症の予備
群とも言われますが、症状が軽ければ約40％の人
が正常な状態に回復するという研究結果が出てい
ます。もの忘れが気になり始めたら早めの対策を！
講師：つながるクリニック院長 医師 八

はちもり

森 淳
あつし

さん
10月24日（水）14時〜16時　 神奈川公会堂
健康づくり・介護予防に興味のある区内在住者、

先着300人　 申込み 当日直接　
問合せ 高齢・障害支援課 高齢者支援担当　

411-7110 324-3702

中途障害者支援事業講演会
「高次脳機能障害の夫とともに生きる」
外からではわからない「見えない障害」と言われる
高次脳機能障害。そんな家族とともに生きるとは
…家族の視点からお話しします。
講師：イラストレーター　柴

しばもと

本 礼
れい

さん（『日々コウ
ジ中』著者）

11月6日（火）14時〜16時　 区役所本館5階 
大会議室　 高次脳機能障害を抱える人・家族・支
援者、先着70人
申込み・問合せ 10月11日（木）から電話かFAXで氏
名・電話・当事者かその他かを高齢・障害支援課 中
途障害支援事業担当  411-7110 324-3702へ

親子でお口の健康教室
子どものむし歯予防には、まずは保護者の口腔ケ

アが重要です。歯周病予防、子どものむし歯予防の
教室を開催します。歯科医師による講話、ブラッシ
ングアドバイスほか

11月8日（木）10時〜11時30分 区役所別館2階 
区内在住の3歳までの子と保護者、先着20組

申込み・問合せ 10月11日（木）から電話かFAXか直接、
氏名・年齢・電話を福祉保健課 

411-7138 316-7877へ

介護ってやっぱり大変？！
「がんばりすぎない介護のヒケツ」
仕事や子育てと介護の両立について、介護作家・ブ
ロガーの“くどひろ”さんこと工

くどう ひろのぶ

藤広伸さん（『がん
ばりすぎずにしれっと認知症介護』著者）が、自ら
の体験を踏まえ、明るく楽しくお話しします。

11月10日（土）13時30分〜15時45分（受付:13時
から）  神奈川公会堂　 先着300人　
申込み 当日直接　
問合せ 高齢・障害支援課 高齢者支援担当  

411-7110 324-3702

● 善意銀行（7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
○諏訪 隆三
○神奈川区内郵便局（東神奈川部会）
○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

無料
要予約

無料
要予約

（匿名）

横浜市では、1人当たり年間約30kg、金額に換算すると約22,000円もの
食品ロスが発生しています。
おにぎりに換算すると約300個分がムダに！
毎月10日と30日は冷蔵庫の中身の賞味期限・消費期限をチェックしよう！

冷蔵庫
1
イーオ

0・3
ミーオ

0
運動

411-7091 
323-2502

問合せ
地域振興課

松見保育園 西菅田保育園 神大寺保育園
松見町1-28-4 

432-6635 432-6704
菅田町488

473-1957 473-1969
神大寺2-1-7 

481-1513 481-1547

平日の園庭開放 月〜金：8時30分〜13時30分 火・金：9時30分〜11時30分 水・木：9時30分〜11時30分

土曜日
施設園庭開放

20（土）10時〜12時
（保育室でも遊べます）

20（土）10時〜12時
「園庭で遊ぼう」

27（土）10時〜12時
「落ち葉や木の実を使った遊び」

ランチ交流◎ ☆24・31（水）乳児食 ☆12・26（金）乳児食・幼児食 ☆18・25（木）乳児食・幼児食

交流保育 17・24・31（水）リズム交流 ☆23（火）リズム交流 ☆18（木）「環境教室」

育児講座 26（金）さつまいも掘り

5（金）おはなし広場
西菅田団地集会所

☆19（金）子育てサロン
「保育園で遊ぼう」

☆の行事は予約が必要です。
◎ランチ交流会ではアレルギー対応を行って
いません。

※会場の記載のないものは各保育園で開催します。各事業は、当日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  10月
（公立保育園の施設園庭開放・子育て支援事業）

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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●日時・場所

①11月13日（火）10時30分〜12時 三ツ沢公園（三ツ沢西町3-1）

②11月16日（金）10時30分〜12時 星野町公園（星野町9）

生き物に出会える！  白幡池公園

見晴らしがいい！  子安台公園

広場で駆け回る！  菅田みどりの丘公園

　六角橋商店街からほど近い住宅街
の中にある公園です。県営篠原園地と
隣接しており、豊かな自然が広がって
います。
　大きな池にはコイやフナが泳ぐ姿
が見られるほか、野鳥も住んでいま
す。池の周りにはデッキの散策路が整
備されているので、間近で生き物を観
察することができます。

　神奈川区と鶴見区の境に位置する
公園です。広場からは鶴見つばさ橋や
大黒ふ頭などが一望でき、開放的な景
観が広がっています。
　広場も充実していて、ターザンロー
プなどの遊具で子どもを遊ばせなが
ら、シートを広げて話をしているお母
さん同士の姿もよく見られます。日陰
も多いので、日差しの強い日でも散歩
を楽しむことができます。

　ゆるやかな傾斜に囲まれた原っぱ
が特徴の公園です。
　春にはツツジやシロツメクサが咲
くので、色とりどりの風景を眺めな
がらピクニックをするのにも最適。ま
た、公園の約半分は雑木林になってい
るので、森林浴を楽しんだり、昆虫採
集をすることもできます。

カルガモの親子の
かわいらしい姿も

開放的な景色が望める子安台公園
※今年度一部リニューアル工事予定

問合せ 神奈川土木事務所  491-3363  491-7205

さあ
出かけよう！
外遊びしよう！

外遊び体験イベント（秋冬編）
「外遊びしよう！」

外遊びのギモンに答えます
公園には何を持っていけば
いいですか。

　月齢や季節に応じて飲み物、着替え、お
むつ、おしりふき、虫よけ、ビニール袋な
どがあるといいですね。

子どもがまだ歩けないので
公園には行けません。

　ねんねやハイハイのお子さんはレジャー
シートを持ってお散歩に行きましょう。木陰
でごろごろするのも気持ちいいですよ。

主  催 外そとあそび市実行委員会　 後  援 こども家庭支援課、区地域子育て支援拠点かなーちえ

　区内の外遊び活動団
体が合同で開催する外
遊びイベントです。初め
て外遊びをする親子で
もいろいろな外遊びが
楽しく体験できます！

●申込み…当日直接  
　※雨天中止。開催情報はホームページで

　「子どもは遊びの発明家」です。特に土・砂・虫・落ち
葉・木の実等の自然物に触れると、五感をフルに使
い、夢中になって遊びます。その経験を通して探求
心や集中力・意欲・頑張る力等、「自分の力」を蓄え、ま
た、人と関わることで、「社会性」も身に付きます。大
人も一緒に遊び、時には見守り、「共感の気持ち」を味
わいましょう。
　楽しい経験の積み重ねは、これから社会で生きて
いくための「基礎となる学び」。お子さんの成長を感
じながら、秋の自然を一緒に楽しんでください。

　プレイパークは、「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットー
に、公園内の地形や樹木を利用し、子どもの自主性や冒険心
を育む遊び場です。プレイリーダーと地域のボランティア
スタッフが、子どもの「やってみたい！」という気持ちを大切
に、遊びをひろげ、より豊かな遊び場をつくっています。

　「白幡の森プレイパーク」は今年で20周年を迎えます。泥遊び、ロー
プブランコ、ハンモック、寒い季節には火を焚いて温かい汁物を囲ん
だり、季節ごとのイベントが満載。

　乳幼児、小学生から、このプレイパークで育った中学生、そし
て大人、高齢者まで多世代の居場所になっています。公園には元
気な声が響き渡ります。
   ＊白幡の森プレイパークは月5回程度開催しています。

※区内には白幡の森プレイパーク、片倉うさ
ぎ山プレイパーク、神奈川公園きらきらプレ
イパークがあります。
※イベントによっては持ち物が必要な場合が
あります。 ➡持ち物、開催スケジュールなど
の詳細はホームページまたは電話で
問合せ  横浜にプレイパークを創ろうネット

ワーク（YPCN）
070-6477-3877（平日10時〜17時）

　就園前の親子が自主的に活動し、誰でも参加できるのが「子育てグルー
プ」。自主保育ようちえん「ころころ」は「いつも遊んでいるこの片倉うさぎ山
プレイパークが幼稚園だったら…」という思いから生まれた未就園児中心の
自主保育グループです。
＊区内には他にも外遊びを行っている子育てグループがあります。詳細は区役所でチラ
シを配布しています。

子育てグループの外遊び
自主保育ようちえん「ころころ」

　子どもの成長を自分の目で見届けたいという思いか
ら自主保育に興味を持ち「ころころ」を始めました。

　2年保育に決めたけど3歳の1年間何かし
たいと思っている人や、なかなか居場所が
見つからない！という人にもぜひ一度来
てもらいたいです。

◀きれいな色水で遊んだよ♪

代表の高
たかはた

畑さん

活動日時 週3〜4日、10時30分〜13時
活動場所 片倉うさぎ山公園

※活動場所、日時等の問合せはEメールで
jishuhoiku.korokoro@gmail.com

　外遊びには自然や人との出会い、楽しい発見がたくさんあります。また、
体験することで子どもは心も体も成長し、大人も自然と笑顔が増えて、リ
ラックスできるいい機会に。
　神奈川区にはすてきな外遊びの場所がたくさんあります。秋の風が心地
よい季節。親子で近くの公園に出かけてみませんか。

問合せ こども家庭支援課  411-7111  321-8820

　外遊びをたくさん経験した子育ての“ちょっと”先
輩たちが、外遊びの楽しさをもっと共有したい気持ち
で「もっと外であそびタイム」を開催しています。

外遊び応援隊
「もっと外であそびタイム」

※外遊び応援隊は西寺尾の
丘公園、豊顕寺市民の森、三
ツ沢中公園、羽沢町公園で
活動しています。
詳細はホームページで

横浜市松見保育園
角

すみの

野園長

大人も一緒に遊んで共感の気持ちを

外 そ と あ そ び 市

青いのぼり
　旗が目印▶

白幡町4

子安台1-18

菅田町712-13

区内の公園ピックアップ！

広い原っぱを駆け回ったり、
自由に遊ぶことができます。

　外遊びの達人が自然を通して、今まで知らなかった外
遊びの楽しさを教えてくれます♪
●講師…五感教育研究所　高

たかはし よしひさ

橋良寿さん
●日時・場所

いずれも10時〜11時30分。雨天の場合は延期します。
●申込み…当日直接
　※雨天時の開催情報はホームページで

①10月29日（月）
　※雨天振替日11月6日（火） 反町公園（反町1-12）

②10月31日（水）
　※雨天振替日11月5日（月） 子安台公園（子安台1-18）

神奈川区役所 検索

イベント参加者の 声

Q Q

　「プログラムはなし、自由に遊ぼう」をモットー
に、夏には水遊び、秋にはどんぐり拾いなど、季
節に合った外遊びを楽しんでいます。西寺尾の
丘公園は季節の木々や花が楽しめ、斜面には遊
具も整備されています。
　参加者は主に0歳～3歳の親子。初め
ての外遊びをいっぱい経験して、帰る
頃にはウトウト夢心地ですよ。

西寺尾の丘公園 外遊び応援隊 支え手の皆さん

親にとっても大切な場。
近隣の人たちも温かいです。

子どもたちの「やってみたい！」を大切に
活動しています。

季節ごとのイベントで盛り上がります。

◀ゆらゆらいい気持ち♪

YPCNから派遣されているプレイリーダー 
れんこんさん（左）とひるさん（右）

外遊び応援隊 検索

ypc 検索

冒険遊び場
「プレイパーク」で遊ぼう！

神奈川区役所 検索
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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

11月13日（火）9時～11時
区役所別館2階 栄養相談室 乳幼

児～思春期の子を持つ保護者 ※子の同
伴可 母子健康手帳（乳幼児のみ）
申込み 受付中

離乳食講習会
調理実演･試食･相談

11月13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 10月11日（木）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
10月 11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

16（火）午後 9（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23（火）午前 27（火）午前

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 23（火）午前 27（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 1（月）

22（月）
5（月）

19（月）
13時30分～16時

（予約時にお知らせします）
母子健康手帳・
タオル

③
母性相談

妊産婦及び不妊、更年
期でお悩みの女性 女性の健康相談 15（月） 12（月） 13時30分～14時30分

（予約時にお知らせします） 母子健康手帳

④
両
親
教
室

平日
3回

初めて出産する
人とその家族

妊娠中の歯の健康、母乳で育
てよう、妊娠中の食生活、お
産の経過と呼吸法、出産後の
生活、妊婦体操など

1（月）
15（月）
22（月）

5（月）
12（月）
19（月） 9時30分～11時45分

（受付は9時から）

母子健康手帳・
筆記用具・子育
てガイドブック

「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

    27（土）     24（土）

電話　 ファクス　 ホームページ　 Eメール　 日時・期間　 会場　 対象・定員　 費用
持ち物　 保育　※費用の記載のないものは無料です

（区役所の宛先）〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8 神奈川区役所◯◯課
掲 示 板子育て

ちえのわタイム
◆プレパパ・プレママのペアストレッチ

11月10日（土）10時～12時  先着7組  
申込み 10月12日（金）から電話で

なかまトーク・みんなでトーク・タイム
◆シングル親＆ステップファミリートーク

10月20日（土）10時30分～11時30分

トピックス
◆かなーちえまつり
ミニコンサートや段ボールランド、リサイクルマー
ケット、地域グループによるミニコーナーなど、楽
しい時間がいっぱい！遊びに来てね♪

10月27日（土）11時～14時
※ひろばでは遊べません。

東部療育ビル 駐車場
（雨天時：東部療育ビル 屋内駐車場ほか）
※10月23日（火）～26日（金）は、まつりの準備ウイー
ク♪飾り付けなどみんなで作ろう♪盛り上がろう♪
◆健康づくり週間
自分のココロ♥とカラダ♪を見つめる時間です。

①反町公園ベビーカーウオーキングタイム♪
◆講師：ジェクサー東神奈川スタッフ

11月2日（金）10時30分～11時 ※雨天中止
反町公園 遊具広場

②マタニティヨガ
◆講師：助産師 犬

いぬかい

飼ミチ子
こ

さん
11月9日（金）10時30分～11時30分

（終了後かなーちえでトークタイム）
ジェクサー東神奈川Bスタジオ 先着40人
申込み 10月12日（金）からかなーちえに電話か直接

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。

10月20日（土）・31日（水）、11月8日（木）・24日
（土）、12月5日（水）・22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

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

2019年4月に保育所等の
利用を希望する人へ

●�10月12日（金）から「平成31年度�保育所等利用
案内」を配布します。

◆配布場所：区役所別館3階303窓口、認可保育園、
地区センター、区子育て支援拠点かなーちえ、地域
ケアプラザ、行政サービスコーナー（横浜駅）など
◆利用申請締切：11月5日（月）消印有効
◆書類提出先：認定・利用調整事務センター
◆申込み時の注意：
①横浜市以外の保育所等の利用を希望の人は、利
用希望先の施設がある自治体で、申請締切日をご
確認の上、下記までご連絡ください。
②障害児保育を希望の人は、申込み前に相談が必
要です。至急下記までご連絡ください。
③2019年2月3日までに出生予定の子どもで、
2019年4月1日からの利用を希望の人は「仮申請」
が可能です。申請書の児童氏名欄は『ベビー』・母
の氏名、生年月日欄は出生予定日を記入し提出し
てください。出生後に所定の手続が必要です。
④幼稚園・認定こども園（教育利用）・横浜保育室の利
用を希望する人は直接、施設に申し込んでください。
⑤提出書類の返却はできません。原則として原本
の提出となります。
⑥郵便事故等について、当方では責任を負いかねま
すので配達記録証明などのご利用をおすすめします。
問合せ こども家庭支援課

411-7157  321-8820

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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児童虐待予防講演会
～ドキュメンタリー映画

『みんなの学校』上映と講演～
◆講師：大阪市立大

おおぞら

空小学校初代校長
木

きむら やすこ

村泰子さん
10月30日（火）12時30分～16時10

分（講演：14時30分から） 区民文化
センター かなっくホール 区内在
住・在勤者、先着300人
申込み・問合せ 10月11日（木）から電話
でこども家庭支援課

411-7111 321-8820へ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★親子で3B体操教室
親子で音楽に合わせて遊びながら全
身を使う運動です。

11月8日～12月6日（毎週木曜全5
回）10時～11時 年中・年長相当の
未就学児と保護者、20組（多数抽選） 

2人1組2,500円（追加1人1,000円）
★秋の焼き芋大会
焼き芋体験とクリスマスクラフト

A：11月23日（祝・金）、B：11月24日
（土）、C：11月25日（日）いずれも13時
30分～15時30分 各日80人（多数
抽選） 小学生以上600円、4歳～未
就学児400円、0～3歳100円　
★そばうち体験

A：12月1日（土）、B：12月2日（日）
いずれも10時30分～14時 家族・グ
ループ、各日16組（多数抽選） 1組
4,000円（そば4人分付き）
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
申込み 10月17日（水）～31日（水）にホー

ムページか往復はがき（消印有効）で
事業名（秋の焼き芋大会・そばうち体
験は参加回も）、参加者全員の氏名（ふ
りがな）・性別・年齢・学年・郵便番号・
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/

台町公園自然観察会
園内を散策して植物などを観察しま
しょう。

10月27日（土）10時～12時 台町
公園（高島台29） 筆記用具・虫めが
ね（ある人のみ） 申込み 当日直接
問合せ 台町公園詰所 323-0129

新
にいはる

治恵みの里　里芋料理教室
農家と一緒に大きなサトイモの株を
掘って味噌汁を作りましょう。親芋・
子芋・孫芋の食感の違いを体験しませ
んか。

11月4日（日）10時～13時 にいは
る里山交流センター（緑区新治町887） 

市内在住の家族・グループ（4人程
度まで、1人でも可）、先着20人 1組
1,700円（サトイモ2㎏付き）
申込み 10月15日（月）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

源泉徴収義務者の皆様へ
神奈川税務署では、年末調整などの説
明会を開催します。

11月8日（木） ①10時～12時15分 ②
13時45分～16時 神奈川公会堂 

源泉徴収義務者
問合せ 神奈川税務署源泉所得税担当 

544-0141（内線431～434）

平沼記念体育館からのお知らせ
★キッズ・ジュニア スポンジテニス教室

11月23日（祝・金）［キッズ］ ①8時40
分～9時40分 ②9時45分～10時45分

［ジュニア］ ③8時40分～9時40分 ④
9時45分～10時45分 ［キッズ］年中
～小学2年生、 ①先着5人 ②先着10
人・［ジュニア］小学3～6年生、③先着
10人 ④先着5人（各コース連続受講
可） 各回800円
★親子・ジュニアフットサルクリニック

11月23日（祝・金）［親子］9時45分～
10時45分 ［ジュニア］8時40分～9時
40分 ［親子］年中～小学1年生と
保護者、先着20組 ［ジュニア］小学2
～6年生、先着25人） 各回800円
………………上記共通………………
申込み 11月1日（木）9時から直接また

は10時から電話で施設へ
問合せ 平沼記念体育館（三ツ沢西町

3-1） 311-6186 316-8521
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

健康維持のためのボウリング体験会
ボウリングのルール、マナーおよび実
技を学びます。

11月2・9・16・30日（金曜全4回）13時
～14時30分 ハマボール（西区北

きたさいわい

幸
2-2-1 ハマボールイアス8F） 区内
在住の50歳以上、先着20人 2,000
円（全回分）
申込み 10月13日（土）から電話かFAX

に住所・氏名・年齢・電話を書いてハマ
ボール  311-6700 311-6712へ
問合せ 区ボウリング協会事務局

311-6700 311-6712

第65回区秋季ソフトテニス大会
一般、成年、シニア1部（45～54歳）・2
部（55～64歳）・3部（65歳以上） 
※いずれも男女別

11月4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50組100人

1組2,000円
申込み 10月11日（木）～19日（金）必

着でEメールに住所・氏名・年齢・電話・
参加の部を書くか専用の申込用紙を
FAXで区ソフトテニス協会：湯

ゆぜ

瀬
kanagawa9_softtennis@yahoo.

co.jp  473-0401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。

神奈川区民綱引き大会
11月4日（日）9時～13時 神奈川

スポーツセンター 区内在住・在勤・
在学者によるチーム（8人制 ※少人数

の申込みも可）
申込み 10月24日（水）までにFAXに

住所・代表者の氏名・年齢・電話・チー
ム名・メンバー全員の氏名を書いて区
綱引連盟事務局 317-1224へ
問合せ 区綱引連盟副会長：鈴

すずき

木
090-4225-0882

親子ふれあいスケート
11月11日（日）10時～13時 横浜

銀行アイスアリーナ（広台太田町1-1） 
区内在住・在学の小・中学生と保護

者、150人（多数抽選） 子ども（小・中
学生）1人800円、大人1人1,100円（貸
靴・保険料込）、付添い（見学）は無料
申込み・問合せ 10月26日（金）必着で、
はがきかFAXかEメールに保護者の
氏名・郵便番号・住所・電話、参加者全
員の氏名（子ども・大人・付添いの別）、
子の学校名・学年を書いて 地域振
興課青少年担当 

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

第36回神奈川区民レディース
テニストーナメント

女子ダブルス一般・ベテラン（ペア共
に50歳以上）の部

11月15日（木）9時～19時 三ツ
沢公園テニスコート 区内在住・在
勤・協会会員、56組（多数抽選） 1組
5,000円（ペア共に協会会員の場合1
組4,000円）
申込み 11月2日（金）必着で専用の申

込用紙をEメールかはがきに住所・氏
名・年齢・電話・参加部門・参加資格、在
勤者は勤務先と所在地、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

※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44回神奈川区女子団体戦
卓球大会

当日抽選による5複団体戦（1人から
参加可）

11月15日（木）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・在チームの卓球愛
好者、先着70人 1人1,000円（昼食
代含む）
申込み・問合せ 11月5日（月）必着で専用
の申込用紙（または住所・氏名・年齢・電
話、ランクを書いて）を郵送かFAX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
※専用の申込用紙は協会事務局、神奈
川スポーツセンターにあります。

シングルスバドミントン大会
（ランク別）

11月18日（日）9時～16時45分 日
産体育館（恵比須町6） 区内在住・
在勤・在学・協会登録者・協会登録者と
ペアの人 1人1,700円（協会登録者
は1,500円）
申込み・問合せ 10月27日（土）～11月
3日（祝・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。

グラウンドゴルフ交流会
11月23日（祝・金）9時～13時30分
神奈川公園（栄町12-1） 区内在

住・在勤・在学者、120人（多数抽選）
500円

申込み・問合せ 10月31日（水）必着で往
復はがきに住所・氏名・年齢・電話を書
いて、区さわやかスポーツ普及委員会

（〒221-0856 三ツ沢上町11-18 神奈
川スポーツセンター内）：渡

わたなべ

邉
080-4654-5029へ

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  10月22日（月）

◆当日受付教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※祝祭日、休館日は除く 

教室名 曜日 時間 参加費 対象・定員

●はじめてのフラ＊

毎週火曜

9：30～10：30

500円

16歳以上、40人
●ステップエアロビクス 10：45～11：45

●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

●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

☆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）

☆フットサルタイム 19：15～20：45 16歳以上、30人

※ほかにも教室があります。詳細はホームページまたはお問い合わせください。

申込み 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・飲み物（キャップ付き）など

＊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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〒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

●イブニングキッズ英会話
　（リトルクラス）
歌やフラッシュカードを使い、発音の
規則性をレクリエーション感覚で覚
えます。

11月2・16日、12月7・21日（金曜全4
回）17時30分～18時15分

小学1～3年生、先着12人
1,800円（全回分）
10月12日（金）から電話かFAXか直接

●イブニングキッズ英会話
　（ジュニアクラス）
フォニックスを使い発音の規則性を
レクリエーション感覚で覚えます。

11月2・16日、12月7・21日（金曜全4
回）18時30分～19時30分

小学4～6年生、先着12人
2,000円（全回分）
10月12日（金）から電話かFAXか直接

●地産池消料理教室すげたキッチン
　～韓国家庭料理を作ろう～
チーズトッポギと海鮮チヂミを本場
のレシピで作ります。

11月10日（土）10時30分～13時30分
先着15人 1,500円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
10月13日（土）から電話かFAXか直接

●はじめての韓国語教室
ハングル文字の法則、発音や文法など
を基礎から学びます。

11月28日、12月12・26日、2019年1
月9・23日（水曜全5回）10時20分～12時

先着20人 2,500円（全回分）
10月24日（水）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

●神大寺地区センターまつり
　～演技・展示・発表＆模

もぎ

擬店～
10月27日（土）・28日（日）9時～17時

（28日は15時まで）
当日直接

●世界の料理　台湾編
11月6日（火）10時～13時
成人、先着15人 1,500円
エプロン・三角巾・筆記用具
10月11日（木）から電話か直接

●錦
きんしゅう

秋のダンスパーティー
　～軽やかにダンスステップで
　楽しみましょう！～
お楽しみ抽選会も開催

11月17日（土）13時30分～16時
先着120人 500円
10月19日（金）から直接

●牛乳・乳製品を使った料理教室
協力：森永乳業株式会社

11月22日（木）10時～13時
成人、先着20人 800円
エプロン・三角巾・筆記用具
10月22日（月）から電話か直接

装で、未就学児は保護者同伴
●介護の基礎知識
　～成年後見制度について～
共催：反町地域ケアプラザ

10月29日（月）10時～12時
先着20人 筆記用具
10月11日（木）から電話か直接

●まかせて厨
ちゅうぼう

房（2）
　～鶏肉をお酢でさっぱり食べよう～

10月30日（火）10時～13時
市内在住の60歳以上の人、先着12人 
800円 エプロン・三角巾・布巾・

手拭きタオル
10月16日（火）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
10月9日
（火）

●パネル展示「写真でみる神奈川区の
　横浜市電いま・むかし」

10月13日（土）～29日（月）
当日直接

●大人のための朗読会
向

むこうだ くにこ

田邦子『かわうそ』ほか
出演：朗読の会クローバー

10月20日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

● 講演会「皆様の夢を乗せて 横浜市
営地下鉄という装置～ちんちん電
車から地下鉄そして～」

路面電車から地下鉄が導入されるま
で、さらに未来の鉄道について。
講師：横浜市交通局施設課長 高

たかぎ かずゆき

木一行
10月27日（土） ①10時30分～12時 

②13時30分～15時 
各回先着30人
10月11日（木）から電話か直接

●展示「司書のオススメ本、一挙公開！」
市民読書の日（毎月23日）に紹介した

「こんな本、あります」をまとめて展示、
貸出もできます。

11月1日（木）～18日（日）
当日直接

●しゅーくるーむおはなし会
　ボランティア募集
親と子のつどいの広場「しゅーくるー
む」でボランティア活動をできる人を
募集します。

「しゅーくるーむ」での読み聞かせ
ボランティアの活動ができ、研修に全
回参加できる人、先着20人
★研修日程（全3回）

11月5日（月）・12日（月）・16日（金）
（全3回）いずれも10時～12時

親と子のつどいの広場「しゅーく
るーむ」（菅田町2299-1）

10月11日（木）から電話か直接

先着20人 当日直接
●洋菓子入門
　～さつまいものフィナンシェ～

10月26日（金）10時～12時30分
先着8人 800円
エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオ

ル・持ち帰り用袋
10月11日（木）から電話か直接

● ハロウィンに飾るかぼちゃランタン
とフラワーアレンジメント
10月29日（月）13時30分～15時30分 
先着8人 2,000円
筆記用具・持ち帰り用袋
10月12日（金）から電話か直接

●コーヒー教室
　～コーヒーの文化と入れ方～

11月10日（土）10時～12時
先着16人 500円
コーヒーカップ・エプロン・三角巾・

布巾・手拭きタオル
10月25日（木）から電話か直接

●みそ作り講座
　～米

こめこうじ

糀みそ～
11月18日（日）10時～11時30分

［成人］先着16人・［一緒にみそ作り
ができる小学生以下の子と保護者］先
着8組 1人・1組3,800円（4㎏のみそ
持ち帰り）

エプロン・三角巾・手拭きタオル
10月30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
10月31日
（水）

●チェリーハウスのおはなし会
○おはなしポケット

10月15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

10月22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

●3B親子体操
親子で楽しみながら全身を鍛えましょう！

10月22日、11月12・26日、12月10
日、2019年1月7・21日（月曜全6回）10
時～11時 未就園児（歩ける子ども）
と保護者、15組（多数抽選） 

1回1組300円
10月11日（木）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
10月9日
（火）

●認知症サポーター養成講座
　～もしもあなたの大切な人が
　認知症になったら～
共催：新子安地域ケアプラザ

10月22日（月）10時～12時
先着20人 筆記用具
10月11日（木）から電話か直接　

●うらしま荘のハッピーハロウィン
　～ハロウィンの仮装をして、
　お菓子をもらっちゃおう～

10月27日（土）10時～14時
当日直接 ※子どもはハロウィン仮

〒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

●かみのきクッキング
　～ほっかほかの肉まん・あんまん～

11月13日（火）9時45分～12時45分
先着16人 1,200円
10月16日（火）から電話か直接

●クリスマス・サイエンス
　～光るクリスマスツリーを作ろう～

12月2日（日）10時～12時
小学生以上、10人（多数抽選）

※小学1～3年生は保護者同伴
1,200円
11月9日（金）必着で往復はがきに

氏名・郵便番号・住所・電話・年齢を書い
て施設へ

〒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

●第33回神奈川地区センターまつり
展示・演技発表・模擬店など

10月20日（土）・21日（日）9時～17時
（21日は15時まで） 当日直接
●美

おい

味しいお肉の料理教室
　～お肉屋さんに教えてもらう
　国産豚肉・牛肉料理～
協力：神奈川県食肉事業協同組合連合会

10月30日（火）10時～13時
先着16人
エプロン・三角巾・手拭きタオル
10月11日（木）から電話か直接

●楽しく学ぶ幼児英語クラス
　～歌って踊って英語が身につく～

11月6・20日、12月4・18日、2019年
1月22・29日、2月5・19日（火曜全8回）
11時～12時

2歳～未就園児と保護者、先着30組 
1組5,200円（全回分）
10月13日（土）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（2）～
築

つきじほんがんじ

地本願寺～仙
せんだいはんかみやしき

台藩上屋敷跡～水
みずの

野
家

けなかやしき

中屋敷跡～札
ふだのつじ

ノ辻・高
たかなわおおきど

輪大木戸跡～
泉

せんがくじ

岳寺を歩きます。
11月15日（木）10時～13時

築地本願寺正門前集合（東京都中央区
築

つきじ

地3-15-1 東京メトロ築地駅下車）
先着35人 400円
10月12日（金）から電話か直接

●大人のクッキング
　～ベジタブルおせち料理を作ろう～

11月27日（火）10時～12時30分
成人、先着12人 1,000円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
10月12日（金）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
10月18日（木）11時～11時30分　

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

10月11日・25日、11月8日（各回木曜）
13時50分～14時30分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
10月19日、11月2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 10 月号


