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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…243,416人 世帯数…124,197世帯（2018年10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。11月10日・24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

平成31年度予算の執行を伴う事業などは、市会での予算議決後に確定します。

問合せ 地域振興課  411-7086  323-2502

特集は❽・❾ページへ➡

●市・区ゆかりの企業等からの協賛賞品はこちら

※ そのほか、商店街や店舗からのすてきなプレゼントが当たるエリア賞や、かめ太郎グッズ
も当たります！詳細は冊子またはチラシをご覧ください。

知って安心!
小学生の放課後

　「神奈川区小学校音楽フェスティバル」は、区内の17小学校が参加する合唱などの発表会で、今年で9回目
を迎えます。子どもたちの素晴らしいハーモニーをお聴きください。

日  時 12月8日（土）
　　　 10時30分開演（開場：10時）
会  場 神奈川公会堂（富家町1-3）
申込み 当日直接、入場無料

① 区内商店街、区内
駅PRボックス、区
役所、地区センター等で配布してい
る「商店街かめ太郎ラリー」冊子または店舗にあるチラシを手
に入れよう。スタンプ台紙が付いています。

② チラシが貼ってある商店街加盟店で買い物をして、お店のスタ
ンプを3つ集めよう。

③ 期間中に、冊子で紹介されている店舗または区役所にある応募
箱に入れて応募しよう。

　飲食店や小売店など個性豊かな区内商店
街のお店のスタンプを集めて、すてきな賞品
を当てよう！
実施期間 開催中。12月31日（月）まで

　　　　    ※2019年1月に抽選実施予定

実施対象店 区内商店街加盟店

問合せ 地域振興課青少年担当
411-7093  323-2502

第9回神奈川区小学校音楽フェスティバル開催

第6回「商店街かめ太郎ラリー」

子どもたちの歌声が響き渡る

区内の商店街で買い物をして、応募しよう

参
加
方
法

グループ A B C D E F
発表時間 10：30～11：20 11：25～12：15 12：20～13：10 13：15～14：05 14：10～15：00 15：05～15：45

出
場
校

① 西寺尾第二小学校 神奈川小学校 浦島小学校 羽沢小学校 青木小学校 大口台小学校
② 白幡小学校 二谷小学校 菅田小学校 斎藤分小学校 三ツ沢小学校 幸ケ谷小学校
③ 神大寺小学校 西寺尾小学校 子安小学校 池上小学校 神橋小学校 −
④ 3校全体合唱 3校全体合唱 3校全体合唱 3校全体合唱 3校全体合唱 2校全体合唱

※参加17校を6グループ（2～3校）に分けた入れ替え制（グループ内は①→②→③→④の順に発表）

神奈川スポーツセンター トレーニング室利用回数券3,000円分
（10回分）  3人

カリタ 手挽きコーヒーミル  1人

京急電鉄 観音崎京急ホテルSPASSO（温浴施設）
ペア招待券  3人

三
さんけいえん

溪園 三溪園ペア入園券 10人

東急電鉄 牛革ネームホルダー・消える3色ボールペ
ン・2020系ふせんのセット　  3人

日産自動車横浜工場 ダイキャストカー（GT-R）　  3人
横浜みなとみらい 万葉倶楽部 横浜みなとみらい万葉倶楽部ペア入館券 10人
横浜銀行アイスアリーナ ペア滑走招待券・タオル・ストラップのセット  5人

（公財）横浜市緑の協会 ズーラシア・金沢動物園ペア共通招待券  5人
横浜DeNAベイスターズ 横浜DeNAベイスターズ選手サイン色紙 10人

Jリーグ横浜FC HAMABLUEタオルマフラー  
またはHAMABLUE Tシャツ  5人

このチラシが
貼ってあるお店が

目印です。

区民公募による
子育て支援

キャッチフレーズ
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◯調理する人の健康管理  ◯加熱（85〜90℃ 90秒以上）
◯小まめに手洗い  ◯調理器具の消毒（次亜塩素酸ナトリウム） 問合せ 生活衛生課  411-7141

       411-7039
冬は特に注意！
ノロウイルスによる食中毒！

予防の
ポイント

　12月は粗大ごみ収集の申込みが集中し、電話がつなが
りにくくなります。また、収
集までに3週間以上かかる
場合がありますので早めに
お申し込みください。イン
ターネットでは24時間いつ
でも申込みができます。

対　象 金属製品：30cm以上／それ以外：50cm以上
	 ※事前申込みにより有料で収集します。

申込み 粗大ごみ受付センター
◆インターネット（24時間受付）　
　 https://www.sodai.city.yokohama.lg.jp
◆ 電話（月～土曜の8時30分～17時、年末年始以外は祝
日も受付） 0570-200-530

　（携帯電話・IP電話からは 045-330-3953）
◆聴覚・言語に障害のある人専用　 662-1225

●「オレンジリボン」運動とは
　オレンジリボンには“児童虐待防止”というメッ
セージが込められています。子どもが虐待によって
命を奪われるという痛ましい事件をきっかけに、こ
の運動が始まりました。
　11月は児童虐待防止月間に定められていて、全国各地でさま
ざまな児童虐待防止に向けた啓発活動が行われています。あな
たもオレンジリボンを付けてみませんか。
（リボンの配布場所：区役所別館3階304窓口		こども家庭支援課）

●子育てを社会全体で支えるために
　今年も児童虐待によって子どもが亡くなる事件が報告され
ています。
　アフリカには「一人の子どもを育てるには村中みんなの協力
が必要だ」ということわざがあるそうです。子育て中の人に寄り
添い孤立させないことが大切です。
　子育てをする社会環境が大きく変わる中、私たち一人ひとりが
子育てに関心を持ち、共感し、温かいまなざしで見守ることが、子
育てしやすい社会につながっていくのではないでしょうか。

●子どもの安全のために

　「もしかして虐待かな…？」と気になっている人、子育てに悩ん
でいる人もぜひご相談ください。匿名でも相談できます。

●主任児童委員はどんな人たち？
　主に子どもに関する支援を行
う民生委員・児童委員※です。
　区役所や児童相談所、学校など
と連携をしながら、地域の子ども
たちが健やかに過ごせるよう活
動している人たちです。

●こんな活動をしています
○	子育て家庭からの相談に応じ
たアドバイス
○	学校や保育園などの関係機関と連携・情報共有を通じた子どもの見守り
○	「こんにちは赤ちゃん訪問」や「すくすくかめっ子～親子のたまり場～」
への協力
○	子どもや子育て世帯を応援する「オレンジリボン運動」の啓発活動への
参加

●相談の秘密は守ります
　民生委員法により、活動中に知り得た個人情報は他に漏らしてはなら
ないという「守秘義務」があり、相談した人の秘密は守られます。安心し
て、相談してください。
　また、お住まいの地域の主任児童委員を知りたいときは、福祉保健課へ
お問い合わせください。

自己搬入もできます

※「民生委員・児童委員」：厚生労働大臣から委嘱された無報酬・非常勤の地方公務
員です。自らも地域住民の一員として地域での相談や見守り、相談内容によって
は専門機関とのつなぎ役として活動しています。

よこはま子ども虐待ホットライン
 0120-805-240（24時間フリーダイヤル）

主任児童委員連絡会　左から
	 副代表	 伊

いとう	よしえ

東良恵さん、
	 代　表		加

		かやま	せつこ

山勢津子さん、
	 副代表		山

やまだ	そのお

田園生さん

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

粗大ごみの申込みは
お早めに！ 平成31年度 かながわ地域支援補助金

親子の笑顔を守るために 主任児童委員は地域の子育てを応援しています

地域の課題解決を応援

11月は児童虐待防止月間 子どもたちの健やかな成長を見守る

　地域の課題解決へ向けて、地域のさまざまな団体が新規に立ち上げる事業を応
援します。

◆事前説明相談会
日　時 12月10日（月）10時～12時　 会　場 区役所本館5階		大会議室Ａ
申込み 	12月6日（木）までに、①名前	②連絡先	③参加人数を、電話かFAXかEメー

ルか直接、区政推進課へ

※	募集要項は、区ホームページに掲載するほか、区役所本館5階502窓口		区政推進課や区内の地区セ
ンター等で配布します。

　収集日を待たずに早く捨てたい場合は、事前に申込み
のうえ、自分で施設に持ち込むことができます。
※処理手数料は収集する場合と同額です。

申込み 	上記の粗大ごみ受付センターへ電話かインター
ネットで

	 ※当日持ち込みの受付は当日15時まで

搬入場所 	鶴見資源化センター（鶴見区末
すえひろちょう

広町1-15-1	資源
循環局鶴見工場内）など市内4か所

区民力発揮コース 地域スクラムコース

募集事業 子育て支援、高齢者支援、地域の魅力アップ、担い手の育成などの地域の課題
を解決することを目指す事業

対象団体 区民を中心とした、おおむね5人以上
により構成される団体

自治会町内会を含む2つ以上の団体
が連携するもの

支援内容
○	事業実施に直接必要となる経費の補助
○	区民利用施設の一部の優先予約
○	広報よこはま神奈川区版への掲載	など

◯事業実施に直接必要となる経費の補助

受付期間 12月10日（月）～2019年2月1日（金）

区民力発揮コース
「かなっぱ畑の会」

～中高年向け野菜作り講座事業～

地域スクラムコース
「かたくらんど」

～放課後の子どもの居場所づくり～

申込み・問合せ 区政推進課　 411-7026  314-8890
　　　　　　　　　　　 kg-tiiki@city.yokohama.jp

問合せ こども家庭支援課　 411-7173  321-8820 問合せ 福祉保健課　 411-7132  316-7877

補助金活用事例
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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）
12月7日（金）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 11月12日（月）～27日（火）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。
○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※11月21・
28日はB型肝炎・C型肝炎の検査も追加できます。

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

11月16日、12月21日（各回金曜） 9時～11時
区役所別館2階 栄養相談室

要予約

イベント情報

薬と健康の相談会
神奈川区薬剤師会会員によるお薬相談会を開催し
ます。

11月22日（木）13時～15時
区役所別館1階 区民ホール  申込み 当日直接

問合せ 生活衛生課 411-7141 411-7039

セカンドライフセミナー
～セカンドライフを楽しむための働くという選択肢～
11月29日（木）10時～12時 
横浜市シルバー人材センター神奈川事務所（立町

20-1） 先着20人
申込み・問合せ 11月28日（水）までに電話で市シルバー

人材センター神奈川事務所 
402-4832 402-4835へ

● 善意銀行（8月寄付分） ●

○明るい社会づくり運動神奈川区協議会
○にじの会
○山びこ食事会
○おてらおやつクラブ浄土真宗なごみ庵
○おてらおやつクラブ　（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）

松見保育園 神大寺保育園 西菅田保育園
松見町1-28-4 

432-6635 432-6704
神大寺2-1-7 

481-1513 481-1547
菅田町488

473-1957 473-1969

平日の
園庭開放

月～金
8時30分～13時30分

水・木
9時30分～11時30分

火・金 ※6（火）を除く
9時30分～11時30分

土曜日
施設園庭開放

17（土）10時～12時
（保育室でも遊べます）

24（土）10時～12時
「シール遊び」

17（土）10時～12時
「園庭で遊ぼう」

ランチ交流◎ ☆7（水）乳児食 ☆15・22（木）乳児食・幼児食 ☆2・9（金）乳児食・幼児食

交流保育 7（水）9時30分～10時
リズム交流

☆7（水）9時45分～10時30分
（受付：9時40分）

リズム交流

☆16（金）
9時30分～10時

リズム交流

育児講座
☆19（月）

「親子ふれあい遊び」
菅田地域ケアプラザ

☆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  11月
（公立保育園の施設園庭開放・子育て支援事業）

●ラグビーのポジションと役割は？
　チームスポーツであるラグビーは、
１チーム15人※で行い、ポジションは

フォワ―ド（FW）8人とバックス（BK）
7人の２種類に分かれます。
　フォワードは、相手フォワードと組
み合う「スクラム」の際に前線で組み
合ったり、力を使うプレーを得意とし
ています。
　バックスはキックやパスを得意とし
ており、機動力を生かしてゲームを組
み立てていく役割を担っています。

➡次回はラグビーの主な得点方法などを紹介します。

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。

2

問合せ 区政推進課
411-7027　 314-8890

行政相談委員が行政などの困りごとに関わる
相談を受けます。

11月20日（火）13時～16時 神奈川図書館 
※11月は区役所での行政相談は行いません。  
申込み 当日直接　
問合せ 区政推進課 411-7021 314-8890

特設行政相談を開催

 

バックス フォワード

進行方向

❸ ❷
❶

〈主なポジション〉
❶ ナンバーエイト：フォ

ワードの最後方で、
攻守の要として活躍。

❷ スタンドオフ：チー
ム の 司 令 塔 とし て
ゲームを組み立てて
いきます。

❸ フルバック：チーム
の最後方でバックス
を統率します。

※7人制もあります。

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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○平日の放課後

○長期休暇の1日

のぞいてみよう

　来年から子どもが小学生。でも「仕事を続けられるかな」「放課後
どうしたらいいかな」など、不安を感じることも…
　大丈夫です。今回は、神奈川区内の小学生が放課後を楽しく安全
に過ごせる場所である「放課後キッズクラブ（キッズ）」「はまっ子ふ
れあいスクール（はまっ子）」「放課後児童クラブ」を紹介します。

問合せ こども家庭支援課  411-7046  321-8820

　キッズとはまっ子は学校の敷地内にあり、留守家庭児童以外も
参加して一緒に遊べる場所です。横浜市立小学校には、必ずキッ
ズ・はまっ子のどちらかがあります。
　放課後児童クラブは地域の民家などで活動するいわゆる「学童
保育」で、多くのクラブは保護者や地域の人などが中心となって運
営しており、家庭的な環境の中で放課後を過ごすことができます。

★1 主に就労等で昼間保護者が不在の児童。 ★2 平成30年11月時点で はまっ子 を実施している区内小学校は、神大寺
小・三ツ沢小・南神大寺小です。平成31年度末までに、すべての小学校の はまっ子 を キッズ に転換予定です。

※掲載内容は一例です。

　4月1日から入学式まで
の過ごし方も考えておき
ましょう。学校が始まった
当初は給食がなく、午前の
授業が終わると下校しま
す。下校時間は学校からの
おたよりや時間割表で確
認します。

※5時間授業の場合の一例です。時間
の設定は学校により異なります。

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

9：30

10：30

11：30

12：30

13：30

14：30

8：30

放課後キッズクラブ
〈キッズ〉

区内16か所

はまっ子ふれあいスクール
〈はまっ子〉

区内3か所★2

放課後児童クラブ
（いわゆる「学童保育」）

区内17か所

利用区分1
◆留守家庭児童★1

以外も利用可

利用区分2
◆留守家庭児童

　　 のみ

場　所 市立小学校内 一戸建てや集合住宅の一室等

対　象
その学校に通学している小学生

または、当該校の学区に居住する私立学校等に通学する小学生
地域の留守家庭児童

時 

間

平　日 放課後～17時 放課後～19時 放課後～18時 放課後～19時
◆クラブにより異なります。

長期休暇
・土曜日 8時30分～17時 8時30分～19時 9時～18時 8時（または8時30分）～19時

◆クラブにより異なります。

閉所日 日曜、祝日、年末年始 日曜、祝日、年末年始
◆土曜日は、施設により異なります。

お迎え 一斉下校時間（16時～17時、季節により異なる）以降は必須
◆施設により異なります。

クラブにより異なります。

費　用

無料
◆17時以降も利用
する場合は800円
/回＋おやつ代（実
費）で利用可

5,000円/月＋
おやつ代（実費）

無料
クラブにより異なります。

直接お問い合わせください。
（参考）神奈川区内の平均

約17,000円/月
障害見舞金制度負担金　500円/年

放課後は
キッズ・はまっ子・
放課後児童クラブで

ある日の
子どもたちの
過ごし方

主任　森
  もり   のりこ

法子さん

近
こんどう

藤さん親子（利用区分1）
青
あおやま

山さん親子
（利用区分2）

支援員
小

こばやし かずき

林和揮さん、森
もりもと

本のぞみさん

区内の施設一覧・マップはこちらから➡

参加人数 平日約90人、土曜日約10
人、長期休暇約80人
スタッフ 平日は5～6人。50代以

上の地域の人と大学生です。

安全安心の取組 多くの児童が参加
するので、遊びの時間は室内・屋外
にそれぞれ最低2人のスタッフを
配置し、子どもたちの安全を見守り
ます。

参加人数 平日約25人、土曜日
約5人、長期休暇約30人
スタッフ 平日は3人ぐらい。子

どもたちにとっては一緒に遊ん
でくれて頼れるお兄さん・お姉さ
んのような存在。
安全安心の取組 食物アレルギー

について、勉強会をしたり、誰が
何のアレルギーなのかを掲示す
る等、事故を防ぐ工夫をしていま
す。防災訓練では広域避難場所までみんな
で歩き、いざという時のルートを確認しま
した。

学校から移動！

お弁当の用意をしましょう。
※昼食を提供する 放課後児童クラブ もあります。

 キッズ は17時頃

とんぼまつり　※雨天決行

日  時 12月2日（日）10時～13時（予定）  
会  場 子安小学校

 ぜひ来てください！

●放課後の過ごし方
　校舎内のひと教室がキッズルーム。その
中で木製おもちゃやパズル、かるた遊び、
読書などの自由遊びをして過ごすほか、校
庭・体育館も使えるので外遊び派も安心。
学習支援ボランティアを囲んで勉強もで
きます（週2回・希望制）。毎月のイベントが、季節の工作、誕
生会、土曜ランチデイ、ボランティア講師による「英語で遊
ぼう」、「キッズダンス」など、盛りだくさんです。
※イベントにより定員制

●放課後の過ごし方
　子どもたちは「ただいま」と帰ってきま
す。友達や支援員とけん玉やベーゴマで
遊んだり、工作や読書、宿題に集中した
りと、思い思いに過ごします。外遊びの日
は、みんなで近くの公園へ！ドッジボー
ルやドロケイ、大縄跳びなどが人気です。
毎日のおやつはなるべく手作りで、子ど
もたちも一緒に調理します。

●長期休暇はこんな過ごし方も
　午前中はお昼ご飯作り！支援員
と一緒に、子どもたちが当番制で
作ります。旬の季節にみんなで仕
込んだ、梅干しやみそなどを使う
日もあります。

●イベント
　夏のキャンプ（2泊3日）は保護者も
一緒に、毎年道

どうし

志村（山梨県）へ。秋の
「とんぼまつり」では、子どもたちが一
から考え、遊びのコーナーや販売など
を行って地域と交流します。

●長期休暇はこんな過ごし方も
　9時～10時は学習タイム、宿題などに取り組
みます。お弁当の後はみんなでごろごろ、10分
間のシエスタ（昼寝）タイムでリフレッシュ。

●イベント
　お泊り会（1泊2日）、校外活動（ジャガイモ堀
り、カヌー教室等）、夏祭りなど 
※お泊り会、校外活動は定員制

　子どもたちが安心して過ごせる安全な居
場所として活動しながら、社会性を養う機
会にもなるように、いろいろ工夫していま
す。地域の特技のある人や、大学生のボラン
ティア等の協力を得て特別活動をしたり、
地元のお祭りに積極的に参加したりする、
地域密着型のキッズです。

　便利で何でも簡単に得られる時代だからこそ、昔ながらの遊びや
食事作りなど、できるまでの苦労やできた時の達成感を感じられる
経験を大切にしています。できないうちは教わり、できたら次は自分
が下の子に教えるという「伝え合い」も学べる場です。

本人が行きたいときや親の用事がある
日に来ています。違う学年の子と

遊べるのがいいですね。年上の子から
将棋など、親が知らないことを教わっ
てくることもあり驚きます。

働く親が子どもと過ごせる時間は限ら
れている中、家ではできない体験を

毎日放課後にさせてもらっています。異年
齢の子はもちろん、支援員とも関わりが深
く、学校とは違うタテの人間関係を学べま
す。下の子も来年入学ですが、クラブに通う
のを楽しみにしています。保護者同士顔が
見える付き合いで、地域とつながって育児
ができていると感じます。

声ココがおすすめ！保護者の

声ココがおすすめ！保護者の

新1年生の学校生活 知って安心!
小学生の放課後開門・

登校

朝の会

中休み

給食

下校

昼休み

午前の
授業

午前の
授業

午後の
授業

ほぼ毎日通っています。手作りお
やつの日（月1回）がとても楽し

みで、特にパフェ作りが楽しかったと
話していました。

★ 区内の施設・事業所等の一覧や、説明
会日程などは、神奈川区役所のホー
ムページに掲載しています。

　　　　　または

★ ホームページ掲載の施設・事業所等
以外にも、民間事業者等が運営する
学童保育があります。

施設ごとにさまざまな特徴があり、
内容が異なります。
説明会・見学会のほか、
一般参加できるイベントがあれば
参加するなど、情報収集を行い、
各家庭に合った施設を選びましょう。

神奈川区放課後キッズクラブ 検索

神奈川区放課後児童クラブ 検索2つのクラブで
話を聞きました

放課後の居場所は
どんなところ？何をするの？

下校

14：30

室内遊び
・学習

8：30

お迎え

19：00

お迎え

19：00

室内遊び

18：00

室内遊び
・学習

17：30

おやつ

17：00

おやつ

16：00〜17：00

外遊び

16：00

外遊び

13：30

室内遊び

15：00

昼食

12：00

 キッズ ・ はまっ子 の
外遊び場は校庭や
体育館が定番

 放課後児童クラブ は近くの公園に
遊びに行ったり、映画鑑賞やプール
などに出掛けることも

 放課後児童クラブ は
もう少し遅くまで開所している
施設もあります。

お迎えまでの時間を宿題
タイムにあてる キッズ ・
 放課後児童クラブ も

地域と協力して
子どもたちを
見守っています

家庭的な環境で
「手作り」や「昔遊び」を
日常的に経験できる場です

➡誕生会には
　一人ひとりへ
　手形のプレゼント

扌母の日の工作

扌校外活動で水族館に行きました

扌夏の遠足で泥遊び

三
みの

野さん
親子

➡12月の季節の
　おやつは鶏の丸焼き
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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

12月11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

12月11日（火）
①13時15分～14時15分（受付：13時） 
②14時45分～15時45分（受付：14時30分）

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 11月12日（月）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
11月 12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

9（金）午後 14（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27（火）午前 18（火）午前

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 27（火）午前 18（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 5（月）

19（月）
3（月）

17（月）
13時30分～16時

（予約時にお知らせします）
母子健康手帳・
タオル

③
母性相談

妊産婦及び不妊、更年
期でお悩みの女性 女性の健康相談 12（月） 10（月） 13時30分～14時30分

（予約時にお知らせします） 母子健康手帳

④
両
親
教
室

平日
3回

初めて出産する
人とその家族

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

5（月）
12（月）
19（月）

3（月）
10（月）
17（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

    24（土）     22（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

なかまトーク・みんなでトーク・タイム
◆みんなでトーク  更年期のあれこれ

12月4日（火）13時30分～14時30分

リラックス工房
◆クリスマスのミニリース作り

12月1日（土）13時30分～15時

マタニティプログラム
◆ひと針タイム
赤ちゃんの肌着にひと針刺しゅうをしなが
らのトークタイムです。

11月15日（木）10時30分～11時30分
赤ちゃんの肌着・刺しゅう糸・針

トピックス
◆横浜市地域における父親育児支援講座
　3回連続講座
◆講師：NPO法人 全日本育児普及協会 認定
講師

①11月24日（土）カラダを使った遊び&父
親育児はじめの一歩 
②12月22日（土）パパならではの絵本の読み
聞かせ&仕事と育児の両立 
③2019年1月19日（土）ほめる子育て&夫婦
のパートナーシップ
いずれも10時～12時

先着20組
申込み 受付中。電話でかなーちえへ

◆子育て講演会
　「“遊び”とこどもの育ちのふか～い関係
　～こどもの声がひびくまちに～」
◆講師：嶋

しまむら ひとし

村仁志さん（T
とうきょう  プレイ

OKYO PLAY代表）
12月3日（月）10時～11時30分（開場：9時

30分）
区民文化センター かなっくホール
子育て中の人・地域の人、先着300人
2歳以上、30人（1人につき500円）

申込み 11月10日（土）9時30分から電話か直
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

イベント情報

グループトーク「みんなで話そう！横浜での子育て」
を開催します。

子育ての楽しさや困りごとを語り合いながら、横浜での子育
てについて一緒に考えてみませんか。みなさんの声は、次期

「横浜市子ども・子育て支援事業計画」の策定に生かします。
2019年1月19日（土）13時～15時
区地域子育て支援拠点かなーちえ
子育て中の人等、先着30人

申込み 11月11日（日）～12月28日（金）にこども青少年局企
画調整課ホームページへ

横浜市 子ども・子育て支援事業計画 検索

問合せ こども青少年局企画調整課 671-3722 663-8061

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歳から参加できる親子向け音楽イベント！
楽器づくり、手遊びなど

11月29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 1組100円

申込み 11月11日（日）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/

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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第18回アンサンブルコンサート
区文化協会器楽部員による、楽器・歌
のコンサート

11月11日（日）14時～17時（開場：13
時30分） 神奈川公会堂 先着450
人 申込み 当日直接
問合せ 区文化協会器楽部：哘

さそざき

崎
308-7808

新年賀詞交換会
地域の皆さんと新年の門出をお祝い
する賀詞交換会を行います。

2019年1月4日（金）15時～16時30
分 ホテル横浜キャメロットジャパ
ン（西区北

きたさいわい

幸1-11-3） 区内在住・在
勤の人 3,500円（郵便振替）
申込み・問合せ 12月10日（月）までに電
話かFAXで総務課

411-7008 324-5904へ

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース
★�素食（野菜）料理の会とフードバン
ク横浜によるひとり親支援

講師の指導で料理を作り、参加者の交
流を深めます。どなたでも参加できま
す。ひとり親（シングルパパ・ママ世帯
の人）には約1週間分の食材をお持ち
帰りいただけます。相談窓口も設置し
ます（予定）。

11月17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 512-4965
kuriki@fbyokohama.jp

横浜市
しじょう

場まつり2018
魚・野菜・果実…新鮮食材を買う！食
べる！マグロ解体ショー、青果模擬せ
りほかイベント多数

11月18日（日）8時～13時30分 
横浜市中央卸売市場本場（山内町

1-1）横浜駅東口から市営バス48系統
「中央市場前」下車すぐ ※公共交通機
関をご利用ください。ペットを連れて
の来場はご遠慮ください。
問合せ 経済局中央卸売市場本場運

営調整課 459-3322 459-3307

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ
★インドアスポーツ＆餅つき
親子で楽しむ室内軽スポーツ、餅つき
とクラフト

12月8日（土）9時～14時30分 三
ツ沢青少年野外活動センター、平沼記
念体育館 小学生とその家族、50人

（多数抽選） 小学生以上600円、3歳
～未就学児100円　
★のし餅作り
餅つき体験と正月用のし餅作り

A：12月22日（土）・B：23日（祝・日）
午前の部：10時～11時30分、午後の
部：12時30分～14時 三ツ沢青少年
野外活動センター 家族・グループ、
各回12組（多数抽選） 1組3,600円
………………上記共通………………

申込み 11月14日（水）～28日（水）にホー
ムページか往復はがき（消印有効）に
事業名（のし餅作りは参加日・参加の
部（午前・午後））、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/

リユース家具無償提供
粗大ごみ再利用品を無償で提供します。
◆展示期間：11月15日（木）～28日（水）

（日曜日を除く）10時～12時、13時～
16時
◆抽選日時：11月29日（木）11時
◆引渡し：抽選後～12月8日（土）（日曜
日を除く）10時～12時、13時～16時

資源循環局鶴見工場（鶴見区末
すえひろ

広
町
ちょう

1-15-1） 市内在住・在勤・在学者
（来場者1人につき1点まで）
申込み 展示期間内に直接
問合せ 資源循環局鶴見工場

521-2191 521-2193

都
つおか

岡地区恵みの里
「大根・白菜収穫体験�in�都岡」

旭区の畑で大根と白菜を収穫しませんか。
①12月15日（土）10時から（荒天時：

22日（土）） ②12月16日（日）10時から
（荒天時：23日（祝・日）） 旭区下

しもかわ

川
井
いちょう

町の畑（三ツ境駅北口からバス「程
ほど

ヶ
がや

谷カントリークラブ前」下車、歩5
分） ※車での来場可 市内在住の家
族（1人でも可）、各日20家族（多数抽
選） 大根1本150円、白菜1株300円

（収穫分を買取）
申込み 11月30日（金）必着で、はがき

かFAXに希望日（①か②）、郵便番号・
住所・電話・参加者全員の氏名・年齢を
書いて都岡地区恵みの里運営協議会
事務局「大根・白菜収穫体験 in 都岡」
係（〒241-0031 旭区今

いまじゅくにしちょう

宿西町289）
090-7733-8532 955-5057へ

問合せ 環境創造局北部農政事務所
948-2480 948-2488

第17回ソフトバレーボール
フェスティバル

一般・レディース・シニアの各クラス
別のリーグ戦・順位決定戦

2019年1月26日（土）9時～17時
神奈川スポーツセンター 小学

生以上の区内在住・在勤・在学・在クラ
ブ者によるチーム（1チーム4人以上） 

1チーム3,000円
申込み・問合せ 12月3日（月）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 担当：
小

こすげ

菅 （〒221-0014 入江1-33-3）
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72回日産カップ・神奈川区
ロードレース大会（横浜マラ
ソン2019チャレンジ枠選考）

一般（18歳以上、高校生を除く）男子の
部5.4km、高校男子の部5.4km、中学

男子2・3年の部3.6km、中学男子1年の
部1.8km、小学男子5・6年の部1.8km、
一般（18歳以上、高校生を除く）女子の
部3.6km、高校女子の部3.6km、中学
女子2・3年の部1.8km、中学女子1年の
部1.8km、小学女子5・6年の部1.8km、
ファミリーの部（小学1～4年生と保護
者、保護者1人に子は1人限り）1km

2019年1月20日（日）8時30分～12
時 日産スタジアム新横浜公園内周
回道路（港北区小

こづくえちょう

机町3300） 市内
在住・在勤・在学者450人（多数抽選） 

一般2,000円、高校生600円、小・中
学生300円、ファミリー1組300円
申込み 11月30日（金）必着で専用の申

込用紙を郵送で横浜市立松本中学校
陸上競技部顧問（〒221-0852 三ツ沢
下町30-1）へ
問合せ 区陸上競技協会事務局

担当：佐
さとう

藤 090-1552-3924　
m-shugar@bj8.so-net.ne.jp

※専用の申込用紙は地域振興課・神奈
川スポーツセンター・区内各地区セン
ターにあります。

◆冬季教室（2019年1～3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

肩甲骨ヨガ
1月7・28日、2月4・
25日、3月4・11日

月曜全6回
11：10～12：00 3,600円 16歳以上、16人

フラダンス入門１ 1月8日から
毎週火曜全10回

11：00～12：15
5,500円 16歳以上、15人

フラダンス入門２ 12：30～13：45

やさしいストレッチ 1月9日から
毎週水曜全10回 11：10～12：00 4,500円 16歳以上、16人

わくわく親子体操

1月10日から
毎週木曜全10回

9：30～10：20 4,500円
平成27年4月2日～29
年1月1日生まれの子
と保護者、35組

はつらつ健康づくり 10：30～11：30 4,000円 55歳以上、70人

骨盤エクササイズ 11：40～12：30 5,000円 16歳以上女性、18人

足もみセルフケア 13：15～14：15 6,000円 16歳以上、18人

木曜ジュニア体操 16：45～18：00 7,000円 小学1～6年生、10人

3B体操（やさしい脳
トレ･筋トレ･ダンス） 1月11日から

毎週金曜全10回

10：30～11：30 6,000円 16歳以上、15人

ピラティス＆
コアトレーニング 14：10～15：00 5,500円 16歳以上、18人

生活習慣改善体操 1月12日から
毎週土曜全10回 9：30～10：40 4,500円 40歳以上、18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。

〒221-0855 三ツ沢西町3-1 311-6186 316-8521 www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/
平沼記念体育館からのお知らせ 休�館 �11月19日（月）

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 �11月26日（月）

◆冬の事前受付教室（2019年1～3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

元気！ English★
ベイビー◎ 1月8日から

毎週火曜全11回
11：15～12：15 6,490円 1～4歳未満児と保護

者、25組
ベリーダンス 12：00～12：50 6,600円 16歳以上、40人
ママと赤ちゃんビクス①◎☆

1月9日から
毎週水曜全11回

10：00～11：00
8,250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HipHop2 17：45～18：45 5,280円 小学4～6年生、40人

キッズフットサル 17：10～18：10 5,940円
平成24年4月2日～26
年4月1日生まれの就
園児（年中・長）、40人

フラダンス☆ 1月10日から
毎週木曜全10回 10：40～11：40 5,400円 16歳以上、60人

親子わくわく◎ 1月11日から
毎週金曜全11回 11：00～12：15 5,280円 2～4歳児（教室初回）

と保護者、50組

社交ダンス 1月11日から
毎週金曜全10回 19：15～20：45 5,900円 16歳以上、50人

写真入門 1月12日から
毎週土曜全10回 11：15～12：30 6,400円 16歳以上、20人

元気！ English★
ジュニア

1月12日から
毎週土曜全9回 14：00～14：45 5,760円 小学1～3年生、

20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。
◎兄弟姉妹追加は1人につき1,100円　☆有料一時託児有り

申込み 11月21日（水）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

申込み 11月11日（日）～30日（金）必着（多数抽選）で、所定の用紙かホームページか
往復はがきに①参加教室名（曜日） ②参加者名（ふりがな）・性別（親子教室は、親子
共） ③生年月日や学年（親子教室は、親子共） ④郵便番号・住所 ⑤市外居住で市内在
勤・在学の人は勤務先・学校名 ⑥電話番号 ⑦過去1年の当該希望教室参加経験の有
無を書いて施設へ

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

●地産地消料理教室すげたキッチン
　～パネトーネでクリスマスを迎えよう～
たくさんのドライフルーツが入った
イタリアの伝統的な菓子パンです。

12月5日（水）10時～13時 
先着8人 1,800円 
エプロン・三角巾・手拭きタオル
11月14日（水）から電話かFAXか直接

●ミニ盆栽講座
松や竹などの正月にちなんだ植物を
使って寄せ植えをします。

12月11日（火）1部：10時～12時
2部：13時30分～15時30分 

各回先着15人 1,500円 
汚れても良い服装・持ち帰り用袋

（直径30cmの鉢が入るもの）
11月13日（火）から電話かFAXか直接

………………上記共通………………
6か月～3歳、先着3人、1人500円、講

座申込時に要申込み　
●心のケアで体の不調を整えよう
　～横浜労災病院出張市民講座～
講師：横浜労災病院 勤労者メンタル
ヘルスセンター長 山

やまもと はるよし

本晴義さん
2019年1月31日（木）13時30分～14

時30分（開場：13時） 先着50人
12月6日（木）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

●薬
やくぜん

膳料理教室
　～お正月おもてなし料理～

12月4日（火）10時～13時 
先着16人 1,800円
11月13日（火）から電話か直接

●クリスマスの楽しい食卓
　～ビーフのスペシャルディナー～
サラダ・フルーツのコンポートほか

12月7日（金）10時～13時 
先着15人 1,800円 
エプロン・三角巾・手拭きタオル
11月12日（月）から電話か直接

●クリスマスリースとお正月に使える
　オーナメントを作って楽しい日々に！！

12月12日（水）10時～13時 
先着20人 2,000円
11月14日（水）から電話か直接

●親子で楽しむクリスマスロビーコンサート
12月15日（土）13時～14時（開場：12

時30分） 先着50人 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

● 神之木地域ケアプラザ・ナザレ工
房・神之木地区センター 3館合同　
神之木地区センターまつり

演技発表・展示販売・模擬店など盛り
だくさんの2日間です。

●新春初笑い・歌丸一門兄弟会
出演：桂

かつら うたはる

歌春、桂
かつら うたすけ

歌助、桂
かつら うたわか

歌若
2019年1月5日（土）14時～16時（開

場：13時20分） 小学生以上、先着
300人 3,000円（全席指定）

受付中。電話（ 440-1219）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
11月19日
（月）

●まかせて厨
ちゅうぼう

房（3）
　健康長寿に導く世界も認めた日本食！
　～お魚をお酢でさっぱり食べよう～

12月18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
12月4日（火）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
11月26日
（月）

●第6回J
ジャズ

AZZ i
イン

n かながわ
スタンダードからファンク・ラテンまで
多彩なバンド演奏をお楽しみください。

12月1日（土）・2日（日）13時～17時
（開場：12時30分） 各日先着450人

当日直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168
www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/kanagawa/

神奈川図書館 休館
11月19日
（月）

●大人のための朗読会
三

みうら てつお

浦哲郎『とんかつ』ほか
出演：朗読の会クローバー

11月17日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

●親子おはなし会
11月27日（火）11時～11時30分
2歳くらいまでの子と保護者、先着

15組 当日直接
●定例おはなし会

12月4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

●ギャラリー＆マルシェ
　～ちょっとアートな1日～
作品展示や新鮮野菜市、手作り品マルシェなど

12月1日（土）9時～16時
当日直接

プを集めて参加賞をゲット。
11月11日（日）13時30分～15時30

分 運動しやすい服装・上履き
当日直接

●リサイクル図書譲渡会
皆さんからいただいた本の中から、欲
しい本を自由に持ち帰りできます。
※1人10冊まで・持ち帰り用袋は持参

11月18日（日）10時～14時 ※リサイ
クル図書が無くなり次第終了

当日直接
●篆

てんこく

刻
　～オリジナルはんこを作りましょう～

11月25日（日）14時～16時 
小学生以上、先着12人（小学生は保護

者からの申込みが必要です） 800円
11月13日（火）から電話か直接

●こどもの事故予防と
　小児救命法のお話
とっさのときのために毎年繰り返し
学びたい小児救命法が体験できます。

11月30日（金）10時～12時
先着20組程度 当日直接

●サンタプロジェクト 2018
　 ～サンタになって白幡上町老人会に手

作りのプレゼントを届けに行こう！～
12月1日（土）9時30分～12時
先着20人 ※未就学児は保護者同伴
11月15日（木）から電話か直接

●クリスマスリース
　～フレッシュグリーンで作る～

12月4日（火）13時30分～16時
先着8人 2,000円
筆記用具・持ち帰り用の袋
11月16日（金）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
11月30日
（金）

●チェリーハウスのおはなし会
○おはなしポケット

11月12日、12月10日（各回月曜）
10時30分～11時
○おはなしころころ
　まりこ☆みゅーじあむ

11月26日（月）10時30分～11時
………………上記共通………………

乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

〒221-0844 沢渡56-1
577-8210 317-3171
www.sawatari-c-waka.jp/

沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 休館
第1日曜

●ゴスペルコンサート
出演：M

エムエム

M N
ノン

ON－S
ストップ

TOP V
ヴォイシス

OICES
11月17日（土）13時30分～14時15

分 55人（多数抽選） 200円
11月11日（日）までに電話か直接

〒221-0044 東神奈川1-10-1
440-1211 440-1139
kanack-hall.info/

区民文化センターかなっくホール 休館
第3月曜

●リガ大聖堂少年合唱団
　クリスマスコンサート
ラトビアを代表する合唱団の多彩な
曲目をお楽しみください。

12月7日（金）19時～21時（開場：18
時30分） 小学生以上、先着300人 

中学生以下1,000円、高校生以上
3,000円（全席指定）

受付中。電話（ 440-1219）か直接

11月24日（土）9時～17時・25日（日）
9時～15時 ※一部有料イベントあり

当日直接
●リレー講座「明治150年記念事業」
　～和凧

だこ

作り～
和凧を作って遊んでみよう！

12月15日（土）10時30分～13時
16人（多数抽選） 800円
12月2日（日）までに電話か直接

●子どもクッキング
　～クリスマスの定番 
　ブッシュドノエルを作ろう！～

12月16日（日）9時45分～12時30分
小学校低学年・高学年、各8人（多数

抽選） 1,600円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
12月2日（日）必着で往復はがきに

氏名・住所・電話・学年・申込児童のアレ
ルギーの有無を書いて施設へ
●M

ママ

amaの手作りお菓子
　～シュトーレン風焼き菓子～
簡単焼き菓子、料理本には載っていな
いコツを教えます。

12月18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
11月20日（火）から電話か直接

●美！ネイル講座
　～クリスマスもお正月もピカピカ。
　 簡単な爪の手入れと最後はジェル

で固めて長持ちネイル～
12月22日（土）午前クラス：10時～

12時30分・午後クラス：13時30分～16
時 各クラス先着6人 1,000円

午前クラスのみ、6か月～3歳、先着3
人、1人500円、講座申込時に要申込み

11月17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

●親子で作って飾ろう、クリスマスリース
12月2日（日）10時～12時 小学生

と保護者、先着12組 ※子ども1人に保
護者1人 2,500円

11月14日（水）から電話か直接
●徳川政権のかたちを探る
　 ～岩

いわくら ともみ

倉具視 機略を弄
ろう

して王政復古
のクーデターを成功させた元老～
12月20日（木）10時～13時
先着35人 400円
11月13日（火）から電話か直接

●おうちで出来るクリスマスケーキ
　～本格的なバタークリーム仕上げ～

12月22日（土）9時30分～13時30分
成人、先着12人 2,000円
11月13日（火）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

●しらはたスポーツフェスタ
　～大人も子どももスポーツ三

ざんまい

昧！～
さわやかスポーツや体力測定、スタン

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

11月22日、12月6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
11月16日・30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 11 月号


