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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…243,443人 世帯数…124,237世帯（2018年11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。12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

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 神奈川消防署庶務課　 316-0119
問合せ 神奈川図書館　 434-4339  434-5168

　　　 地域振興課　　 411-7092  323-2502

講  師 出
でぐち はるあき

口治明さん
日本生命保険相互会社ロンドン現地法人社
長、東京大学総長室アドバイザー、早稲田大
学大学院講師等を歴任、2008年にライフ
ネット生命保険株式会社を開業。2018年
1月からは立命館アジア太平洋大学（APU）
学長に就任し現在に至る。
著作は『教養が身につく最強の読書』（PHP
文庫）、『教養は児童書で学べ』（光文社新書）
など多数。

「教養人たれ  ～出口流・人生に効く読書術～」
　実業家として長年活躍し、世界史・教養に関する著作を多数
持つ、立命館アジア太平洋大学（A

エーピーユー

PU）学長 出口治明さんの講
演会を開催します。あなたの生活を、あなたのビジネスを、面
白くする本物の教養とは？ぜひご参加ください！

日  時 2019年1月20日（日）
　　　 14時～15時45分（開場：13時30分）
会  場 区民文化センター かなっくホール（東神奈川1-10-1）
定  員 250人（多数抽選）
申込み  1月7日（月）必着でホームページか、はがきかFAXに

参加者全員の氏名（1申込みにつき5人まで）、代表者住
所・電話を書いて、 地域振興課「読書講演会」係へ

www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/oshirase/book/
※ 神奈川図書館・地域振興課の窓口でも

受け付けます。
※ 参加の可否は、Eメールまたは郵送で、

1月11日（金）頃までにお知らせします。

　「育てよう地域の輪　高めよう地域防災力　感
じよう安全安心」をテーマに、区内の防災機関や
団体が一堂に会し、区の消防力を披

ひろう

露します。ま
た、区内の中学校・高校のダンスや吹奏楽を楽し
めるプログラムもあります。
日  時 2019年1月12日（土）10時～12時
場  所 反町公園（反町1-12）

　　　   ※雨天の場合は〈第一部〉式典のみ神奈川公会堂で実施
内  容 〈第一部〉式典　

　　　 〈第二部〉演技（車両分列行進、消防総合演技、一斉放水など）
　　　 〈第三部〉消防ふれあい（消防車両乗車体験、防火衣試着など）

　横浜市地震被害想定（元禄型関東地震発生）で
は、神奈川区の火災被害は市内最大（11,802棟の
焼失）と予測されています。現在、消防団員が不足
する状況が続いており、被害を最小限にするため
に、皆さんの力が必要です。

消防団は、災害活動だけでなく、区内の各種イベントで消防車
乗車体験等を通じた広報や、地域の皆さんへの防災指導など
も行っています。

◆防災の知識が身に付く！（救命法や防災資機材取扱などに
関する資格も取得可）
◆身分は特別職地方公務員　　◆活動に応じた報酬あり

神奈川区読書活動推進講演会神奈川消防署からのお知らせ
読書から豊かな生活を手に入れよう

こんな
活動も！

こんな
メリットも！

あなたの「ちから」は
地域の「ちから」
～あなたの「好きなこと」「できること」を
　地域で生かしませんか？～

消防団募集広報活動（湊フェスタ）

神奈川消防団・消防署による一斉放水
（平成30年出初式）

平成31年神奈川区消防出初式

消防団に入団し、あなたの力をぜひ、地域の防災力に

特集は❽・❾ページへ➡

消防団員
募集中！

◀お祭りでは、
　フラとウクレレで
　コラボレーション施設の慰問では、

私たちも元気を
もらえます♪

フラ  プルメリア

“ウカレ”気分で
楽しくウクレレ！

町内会のイベントでも
活躍中！

かながわ
ウカレレおやじ〜ず

ホームページ
申込みフォーム➡
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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月は飲酒運転根絶強化月間です ネズミに侵入されないために

マイナンバーカードの準備を「3
さん

0
まる

1
いち

0
まる

」運動のすすめ

ストップ・飲酒運転！ 区内の住宅地でネズミの相談が増えています

確定申告でe
イ ー タ ッ ク ス

-Taxの利用を予定している人へ宴会の食品ロスをなくそう

　忘年会シーズンに突入しますが、楽しい会話に
夢中になり、料理が残ってしまうことはありませ
んか。
　おいしい料理を残してはもったいない！食べ残
しのないE

エコ

COな宴会をしましょう。

◆予約時
○�お店を予約する時は、参加者の年齢層や男女比
などを踏まえ、食べきることができる量になるよ
う、お店の人に相談する。

◆宴会当日
○�宴会開始後「30」分、終了「10」分前に、みんなで食べる時間を設ける。
○乾杯時に「残さずしっかり食べましょう！」と呼び掛ける。
　職場や知人との宴会で取り組み、一人ひとりが「もったいない」を
心掛け、楽しくおいしく宴会を楽しみましょう。

　年末は特に、飲酒の機会が多くなる時期です。飲酒運転は、ドライバーはも
ちろん、その車に同乗した人やドライバーに酒類を提供したお店も処罰の対
象になります。
　神奈川県内では2017年に193件の飲酒運転事故が発生し、14人が亡くな
りました。
　悲惨な交通事故を引き起こす飲酒運転を根絶するために、飲む人も飲まな
い人も飲酒運転は絶対に「しない・させない・ゆるさない」を徹底しましょう。

■運転者以外にも厳しい罰則があります！
○車両を提供した人
　酒酔い運転…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
　酒気帯び運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○酒類を提供した人・車両に同乗した人
　酒酔い運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
　酒気帯び運転…2年以下の懲役または30万円以下の罰金

■飲酒運転には厳しい処分が！
○ 酒酔い運転…飲酒量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転が
困難な状態で車両等を運転した場合

○ 酒気帯び運転…呼気1リットル中0.15mg以上または血液1ミリリットル中
0.3mg以上のアルコールを体内に保有した状態で車両等を運転した場合
呼気1リットル中 血液1ミリリットル中 処分 罰則

0.25mg以上 0.5mg以上
違反点25点
免許取消
欠格期間2年

3年以下の懲役
または

50万円以下の罰金0.15mg以上
0.25mg未満

0.3mg以上
0.5mg未満

違反点13点
免許停止90日

処分 罰則
違反点35点　免許取消　欠格期間3年 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

　e-Tax※を利用してインターネットで確定申告をする場合は、マイ
ナンバーカードに格納された電子証明書が必要です。マイナンバー
カードをまだ作成していない場合は、早めに手続をお願いします。　
※�e-Tax（国税電子申告・納税システム）：インターネット等を利用して電子的に手
続が行える国税庁のシステム

　ネズミは自分の好む場所を見つければ、わずかな隙間（10
円玉ほどの穴）からも侵入します。ネズミを駆除するには大変
な手間と労力がかかります。住宅に侵入させないための予防
対策が重要です。

●ネズミの好む場所…次のような条件が揃っている環境です。
　○食料
　○巣の材料（紙、布、針金、プラスチック等）
　○かじることができる固いもの（木材、プラスチック等）
　○冬でも暖かい環境
　○伝い歩きのできる通路

● ネズミの習性…広いスペースを横切ることは滅多になく、
物陰を「伝い歩き」しながら移動します。

　�家の周りに物がたくさんあると、伝い歩きしながら家屋に
近寄りやすくなるので、できるだけ物を置かず、整理してお
きましょう。�

●�マイナンバーカードには、原則、電子証明書が標準搭載されていま
す（電子証明書の申請を別途行う必要はありません）。
●�マイナンバーカードは国が発行しており、申請してからカード交付
までに1か月半から2か月程度かかります。確定申告に間に合うよ
う、早めに申請してください。

　　　　　　➡申請方法の詳細はこちらへ
マイナンバー総合フリーダイヤル�� 0120-95-0178
www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/bango/

　kojicard.html（横浜市市民局ホームページ）

●�マイナンバーカードの区役所での受取は予約制です。交付通知書（案
内はがき）が届いたら、下記の連絡先に電話で予約してから、窓口に
お越しください。

予約電話番号 平日9時～17時　 411-7037
受取窓口 区役所別館1階104窓口�※第2・第4の土曜開庁時は106窓口

家でもできる食品ロスを減らす取組を紹介しています。
好評の「使いきりレシピ集」も掲載中！
www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/foodloss/

問合せ 地域振興課　 411-7091  323-2502

問合せ 地域振興課　 411-7095  323-2502 問合せ 生活衛生課　 411-7143  411-7039

問合せ 戸籍課　 411-7034  324-3586

食品ロスを出さないために

※�持ち帰り希望者への対応を行っている「食べきり協力店」
もあります。店舗により取組内容は異なるので、詳細は

横浜市　食べきり協力店� 検索

食べきり協力店はこのステッカーが目印！

　　これまでe-Taxに住基カードを利用していた人へ
　住基カード（住民基本台帳カード）の電子証明書の有効期限は、最長
でも平成30年12月21日です。住基カードの更新はできないため、確定
申告に向けてマイナンバーカードの作成が必要です。

　生活衛生課では、侵入したネズミを捕獲
するためのカゴの貸し出しや、相談に応じ
ています。　
※�区役所で駆除作業は行っていません。駆除が
難しい場合は、専門業者の団体を案内します
ので、お問い合わせください。

酒を飲んだら運転しない・運転する人に酒をすすめない
酒を飲んだ人に運転させない・酒を飲んだ人の車に同乗しない

家の周囲をよく観察
し、侵入箇所がない
かときどき点検して、
もしそのような箇所
があれば、金属板な
ど丈夫な素材で塞ぎ
ましょう。

電線の
導入部分

換気扇の
ダンパー

外壁の穴、
亀裂

窓の
すき間

ドア下の
すき間

通気口

エアコンの
引込み口

ネズミは外から
侵入します。
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「地産地消」をキーワードに、神奈川区の魅力を連載で紹介します。

2

問合せ 区政推進課
411-7027 
314-8890

　今回は、少し気が早いですが
「七草パック」のお話です。正月
の三が日過ぎには、スーパーな
どの店頭に「七草パック」が並
び、手軽に自宅で七草がゆを楽
しむことができます。
　この「七草パック」の発祥が、神奈川区だということはご
存じですか。
　1982年に神奈川区内の農家7軒が「七草研究会」を結成
し、試行錯誤を重ねて「七草パック」として市場に出荷した
のが始まりです。現在は、区内2軒の農家が生産しています。
栽培から収穫、パック詰めまで、たくさんの人を雇い行って

います。年末年始は、パック詰め作業に追われ大忙しです。
　苦労の末に出荷される区内産の「七草パック」は、市内は
もちろん、日本各地のスーパーなどに並びます。
　生産地と消費者が近い都市農業ならではの新鮮で香り
の良い春の七草の詰め合わせ。そんな「七草パック」を味 
わってはいかがで
しょうか。

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
2019年1月11日（金）受付：9時〜10時
区役所別館2階
40歳以上の市内在住者、先着50人　 680円

申込み 12月11日（火）〜28日（金）に電話

胃がん検診（エックス線検査）
2019年1月29日（火）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 12月21日（金）〜1月15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  ※12月5・
12日はB型肝炎・C型肝炎の検査も追加できます。

要予約

要予約

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

12月21日、2019年1月18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

区歯科医師会による
無料口

こうくう

腔がん検診開催のお知らせ
2019年2月3日（日）12時〜16時　
はーと友

ゆう

神奈川 2階（反町1-8-4）　
20歳以上の区内在住者、先着50人　

申込み 12月11日（火）〜1月26日（土）に、はがきに
氏名・郵便番号・住所・性別・生年月日・年齢・電話を

書いて、木村歯科医院内 がん検診事務局
（〒221-0822 西神奈川1-6-10 KOシティー61ビ
ル1階）へ  321-6664  ※受診券の発送をもっ
て発表に代えさせていただきます。

● 善意銀行（9月寄付分） ●

○松島昌子
○孝道山本仏殿
○明るい社会づくり運動神奈川区協議会
○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天徳院　（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

無料
要予約

（匿名）

平成30年度神奈川区人権啓発講演会

区役所会場の胃がん検診は今年度で終了します。
2019年4月以降は、医療機関をご利用ください。

自分らしい「終活」、豊かな
エンディングをサポートす
るため、介護、医療、成年
後見、遺言・相続、葬儀や
お墓のことなど、さまざま
な相談を受け支援活動を
行う NPO 法人「人生まる
ごと支援」理事長。

➡
セ
リ
畑
の
向
こ
う
に

住
宅
が
立
ち
並
ぶ
、
こ

れ
も
神
奈
川
区
の
風
景

➡大勢で行うパック詰め作業の様子

神奈川区歯科医師会 検索

講　師 三
みくに ひろあき

国浩晃さん

　住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らしたい。どうやって実現する
のか？私に介護が必要になったら、認知症が進んだら、終末期を迎えたら…
　高齢者の人権の視点を交えながら事例を基に具体的に学びます。

日　時 2019年1月21日（月）
 13時30分〜15時30分（開場：13時）
場　所 神奈川公会堂（富家町1-3）
定　員 先着400人
申込み 当日直接

※ 手話通訳または一時保育を希望の場合は、12月20日
（木）までに下記へ要予約。一時保育は1歳〜未就学児、
先着5人。

問合せ 総務課　 411-7007  324-5904

「最期まで自分らしく生きる！！」

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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町内会で
活躍中！

地域で
活躍中！

問合せ  区民活動支援センター（区役所本館5階）　 411-7089  323-2502

助っ
人BANK講座

❶相談 ❻報告

❷依頼

❹打合せ

❺活動

❸紹介

牛乳パックで作った
キャンドルホルダー

　趣味の活動や地域行事への参加は、自分自身の毎日が楽しくなるだけでなく、地域とつ
ながるきっかけを作ってくれます。あなたの好きなことや得意なことを「地域のちから」に
つなげてみませんか？自分らしく、できることから、地域への一歩を踏み出しましょう！

　「かながわ区民助っ人BANK」は、特
技・経験・知識を生かして地域でボラン
ティア活動をする“街の先生”の“人財”
登録制度です。音楽、ダンス、体操、工芸、
語学など、多彩なジャンルの先生が地域
で活躍しています。
　自治会町内会や子ども会などが行う
地域のイベントでの出演者や講師とし
て依頼できるほか、“街の先生”として自
ら活動したい人も募集しています！
　依頼時の費用（交通費・材料費等の実
費や謝礼）など、詳しくは区民活動支援
センターへ。
※助っ人BANKの詳細は

　地域活動を始めるきっかけ作りのため、平
成29年11月に三ツ沢中町町内会でアンケー
トが実施されました。このアンケートへの回
答をもとに、町内会からの声掛けで有志の皆
さんが集まり、地域で活躍しています。自分に
できることや得意なことで町内会に貢献して
いる皆さんにお話を聞きました！

　助っ人BANK講師によるバルーンアー
ト講座の受講をきっかけに団体を結成し、
地域で活躍中の「バルーンアート倶楽部 
タートルぐらんぱ～ず」代表 菱沼さんに
お話を聞きました。

助っ人BANKを利用して、
イベントが一層にぎやかになりました！
　南神大寺団地で開催した「親子でカレーパーティー」
に「タートルぐらんぱ～ず」の皆さんに来ていただきま
した。初めに区民活動支援センターに紹介してもらい、
その後は直接打合せを重ねました。とても気さくで話
しやすく、同じ区民ということもあり、安心して依頼で
きました。
　バルーンで作った剣や髪飾りは子どもたちに大好評
で、パーティーがとても盛り上がりました。

　地域のニーズに応え、課題解決を支援
するために、区内の区民利用施設が連携し
て、情報共有やイベント開催などに取り組
んでいます。区内33施設を紹介するガイ
ドブック（2019年3月発行予定）も作成中
です。
問合せ 地域振興課  411-7092

まち×学生～地域を繋ぐ～キャンドルナイト2018
　神奈川大学学生と六角橋自治連合会や六角橋地域ケアプラザなどによるま
ちづくりプロジェクトです。約2,000個のキャンドルに火を灯し、光のアート
を展示します。キャンドルがつなぐ“地域の輪”を見に行きませんか？ R

ルートセブン

oute7
プロジェクト※も参加します！
※Route7プロジェクト…六角橋地域ケアプラザを中心に、周辺の7施設が“人財”や情報等
を相互活用・協力し、情報紙の発行などを行っています。

日  時 12月14日（金）18時～20時　※雨天の場合は15日（土)に延期
会  場 神奈川大学3号館前（六角橋3-27-1）
問合せ 六角橋地域ケアプラザ　 413-3281  488-3138

問合せ  区政推進課　 411-7026  314-8890

“街の先生”になって

知っていますか？
「かながわ区民助っ人B

バンク

ANK」

自分の得意なことで

町内会の活動に
参加したきっかけは
声掛けから

施設と施設が
協力しあって

日  時 2019年1月17日～2月7日の毎週木曜（全4回）

　　　  9時30分～12時

会  場 老人福祉センターうらしま荘（立町20-1）

参加費 500円（全回分・資料代等）

対象・定員 区内在住・在勤・在学の男女、各15人（多数抽選）

申込み  1月4日（金）必着でFAXかEメールか直接、講座名・

住所・電話・氏名（ふりがな）・年齢・性別・意気込みを

一言書いて、区民活動支援センターへ。

申込み・問合せ 区民活動支援センター

　　　　　　 411-7089  323-2502

　　　　　　 kg-shiencenter@city.yokohama.jp

社交ダンス
～プロムパーティーへの招待状！～

　“街の先生”による社交ダンス講座を開催！ジ

ルバやタンゴなどの「パーティーダンス」をマス

ターします。講座終了後は仲間とダンスサーク

ルを結成してステップを踏みましょう。

神奈川区  助っ人BANK 検索

菱沼さんの手にかか
ると、あっという間に
かわいい動物たちが
完成します。

バルーンアートの作り方を子どもたちに楽しく教えてくれました。

あなたの「ちから」は
 地域の「ちから」

～あなたの「好きなこと」「できること」を
地域で生かしませんか？～

友人に誘われて、
自分のために地域活動

　「バルーンアートのことはよく知りませんでしたが、友人に声を掛けら
れて講座を受講しました」という菱沼さん。退職後、家にいるだけで誰と
も話さない日も。それではいけないと思い、自分自身のためにも地域活動
やボランティアを始めようと思い立ったそうです。
　講座終了後、受講生の仲間たちと「タートルぐらんぱ～ず」を立ち上げ
ると、たちまちイベントへの出演依頼が舞い込むように。

“楽しむ”ことが続ける秘
ひけつ

訣

　「地域貢献というよりも、“自分が楽しむこと”が続ける秘訣です
ね。新しい仲間もできて充実感があります。うまい下手は二の次。何
でも挑戦してみましょう。一生懸命やれば、誠意は伝わります。」
※新規メンバー募集中。練習は毎週土曜、老人福祉センターうらしま荘で。作
り方を習いに1回だけの参加も大歓迎。問合せは区民活動支援センターへ。

入場
無料

初心者
大歓迎

講  師 鈴
すずき ひろあき

木宏明さん
助っ人BANK講師。横浜市を中

心に、地区センターや介護施設

などで指導・普及活動中。
南神大寺団地自治会事務局

　菅
すがの まき

野麻紀さん

地
域
の
皆
さ
ん
の

　「
あ
り
が
と
う
」が

　
　
や
る
気
の
も
と
で
す
。

幅広い世代に
わかりやすいホームページに

　アンケートで「広報・ホームページの作成
に興味がある」と回答したところ、町内会か
ら声が掛かり、町内会のホームページを作
成しています。システム関連の仕事やホーム
ページ作成の経験がある仲間が、地域のため
に専門的な知識や技術を生かしたいと集ま
りました。仕事があるため平日昼間の活動は
なかなかできませんが、“自分たちにできる
こと”で地域貢献しています。ホームページ
は年内の公開を目標にしています。

広報委員会ホームページ担当の皆さん

ど
ん
な
ペ
ー
ジ
に
す
る
か

　
　
ワ
イ
ワ
イ
話
し
な
が
ら

　
　
　
楽
し
く
作
業
し
て
い
ま
す
。

裁縫が得意な仲間が集まりました

声
掛
け
が
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　
地
域
活
動
に
年
齢
は

　
　
　
　
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

区民活動
支援センター

自治会町内会
子ども会
など

助っ人
BANK

（街の先生）

タートルぐらんぱ～ず 代表 菱
ひしぬま たかし

沼 孝さん

地域活動への一歩は声掛けから。
まずはイベントに
参加してみましょう！
　今回のアンケートで予想以
上に多くの人から、地域での支え合いや助け
合いに参加してもよいと回答していただき、うれしさと共に驚きました。
　地域活動に参加するきっかけは、「近隣の人や親しい人から誘われる」
と約3割の人が回答しています。直接声を掛けてみると、「自分にできるこ
となら」と引き受けてくださる人が多いです。誰か一人とでもつながるこ
とが、いろいろな人とのつながりの第一歩です。顔見知りが増えると災害
が発生した時など、いざというときも安心ですね。
　まずは、お祭りや運動会、餅つきなどのイベント参加だけでも大歓迎で
す。顔見知りを作って楽しく地域とつながりましょう。その中で、ちょっ
としたお手伝いなどをしてもらえるとうれしいです。

三ツ沢中町
町内会長

　谷
たにうち とおる

内 徹さん

◯アンケートの結果から
　地域活動に「現在参加している」人に対して、「今後参加してもよ
い」と回答した人は、約7倍もいることが分かりました。最近では
地域活動の担い手不足が課題と言われていますが、防災・防犯やお
祭り、子どもや高齢者の見守りなど、地域活動に参加してみたいと

思っている人が多数いる
ことが分かります。

地元小学校で使用する衣装を製作しました

　アンケートで「裁縫が得意」と回答したと
ころ、町内会から声が掛かり、三ツ沢小学校
の運動会で使用する「エイサー」のサージ

（頭巾）を約200本作りました。声掛けがあっ
たからこそ集まった仲間。子どもたちが踊
る姿を想像しながら、楽しく作りました。贈
呈式ではとても喜んでくれ、お礼の手紙も。
子どもたちの通う小学校の役に立ててうれ
しいです。

地域に貢献 地域に貢献

地域に貢献

◆地域活動への参加意向
　平成29年三ツ沢中町町内会
　アンケート結果より

三ツ沢小学校3年生によるエイサー

現在参加
している

今後参加
してもよい

約7倍
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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

2019年1月15日（火）9時～11時
区役所別館2階 栄養相談室 乳幼

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

離乳食講習会
調理実演･試食･相談

2019年1月15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 12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
12月 1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 15（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）午前 29（火）午後

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 18（火）午前 15（火）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 3（月）

17（月）
7（月）

28（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） 21（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）
17（月）

7（月）
21（月）
28（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）     26（土）

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

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

●年末年始の休館のお知らせ
　12月28日（金）～2019年1月3日（木）

ちえのわタイム
◆ちょこっと大掃除のコツ&冬ごはん 横浜友の会

12月14日（金）10時30分～11時30分
◆パパのトーク&クリスマスライブ

12月22日（土）14時30分～15時15分
◆おはなし会 おはなしこあら

12月26日（水）11時～11時30分

みんなでトーク・みんなでタイム
◆カウンセラーとみんなでトーク「心の整理術」

12月11日（火）10時30分～11時30分
◆パワー全開！親子で新聞紙遊び

12月27日（木）10時30分～11時30分

ネットワーク
◆ダブルケアカフェ 
　i

イン

n 神之木地域ケアプラザ
12月11日（火）10時30分～12時
神之木地域ケアプラザ

相　　談
◆専門相談・こどもの心やからだの発達について

12月18日（火）13時～14時30分
◆栄養士とみんなでトーク（乳幼児食生活相談）

12月21日（金）10時～11時30分
◆専門相談・みんなでトーク・こどもの言葉と
　コミュニケーションについて

2019年1月9日（水）13時～14時30分

トピックス
◆療育おやこ＆うちの子気になるトーク
育てにくさを感じたり、行き詰まったとき、共感を
土台にした、みんなで話せるおしゃべりタイム。「大
きなりんごの会」を主催している、先輩母達をお招
きします。同じ立場だからこそ分かちあえる思い、
情報、いろんなこと、おしゃべりしにきませんか。

12月14日（金）10時30分～12時

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

子育て講演会
「2歳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
2019年1月29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（1月29日時点）の保護者、

先着50人
2歳以上、先着25人、要申込み

申込み・問合せ 12月14日（金）から電話で、こど
も家庭支援課 411-7111 321-8820へ

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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※年末年始の休館は、各施設へお問い
合わせください。

● 年末年始・日曜・祝日の急病 ●
神奈川区休日急患診療所

はーと友
ゆう

神奈川 3階 
（反町1-8-4 反町駅歩5分）

317-5474
◆診療科：内科・小児科　
◆診療日時：日曜・祝日及び12月30
日～1月3日
10時～16時　
※その他の医療機関などは16 ペー
ジ（「広報よこはま」市版）へ➡

\ 平成30年度 12月消費生活教室
★インターネット・スマホ（携帯電話）
の落とし穴
～サイト・メール・広告に潜

ひそ

む素顔な
き悪意～
◆講師：非営利活動法人 N

エヌピーオー

PO情報セ
キュリティフォーラム理事・事務局長
植

うえだ

田 威
たけし

さん
12月11日（火）13時30分～15時30

分（開場：13時）
区役所本館5階 大会議室
市内在住・在勤・在学の人、先着80人

申込み 当日直接
問合せ 横浜市消費生活総合センター 

845-5640 845-7720
www.yokohama-consumer.or.jp/

新春子ども書き初め大会
★書き初め大会

①羽沢会場：2019年1月13日（日）
10時から ②区役所会場：2019年1月
20日（日）10時から

①羽沢スポーツ会館（羽沢町1700-
1） ②区役所本館5階 大会議室

区内在住の小・中学生、①②各100
人（多数抽選） ※小学生低学年は保
護者の送迎が必要 

習字道具
◆課題：小1：「大」または「生」、小2：

「力」または「正」、小3：「ゆめ」または
「元気」、小4：「笑顔」または「明るい
光」、小5：「希望」または「考える力」、
小6：「創造」または「強い信念」、中学
生：「感謝」または「将来展望」 ※小学
生は楷書のみ、中学生は行書も可
★作品展示

2019年1月22日（火）～31日（木）
区役所別館1階 区民ホール　

申込み・問合せ ①12月22日（土）までに
電話か直接かFAXに記載事項※を書
いて羽沢スポーツ会館

381-2540 383-3380へ
②12月26日（水）必着で往復はがきに
記載事項※を書いて、区子ども会育成
連絡協議会：島

しまだ

田 恵
めぐみ

（〒221-0803 中丸16）

090-1250-3609 323-2502（地
域振興課）へ
※記載事項：氏名（ふりがな）・郵便番
号・住所・電話・年齢・学年、子ども会
加入者は子ども会名、未加入者は「未
加入」

学ぶ・つながる
国際交流ことはじめ

外国の料理・音楽での交流や支援団体
の活動を知ることで外国につながる人
たちの理解を深めます。

2019年1月28日、2月4・18・25日、
3月4日（月曜全5回）13時～15時 ※2月
4日は13時～16時（他に2月19日（火）
～3月3日（日）にフィールドワークを
行います。）

区役所・神奈川地区センター・鶴見
国際交流ラウンジ（鶴見区鶴

つるみちゅうおう

見中央
1-31-2 2F）

区内在住の人、20人（多数抽選）
500円（全回分）
1月28日（月）、2月4日（月）、3月4日

（月）のみ、1歳以上、1人500円（全回分）
申込み・問合せ 1月4日（金）までに、は
がき（消印有効）かEメールかFAX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

（1月28日時点）を書いて 地域振興
課  411-7093 323-2502

kg-gakyuu@city.yokohama.jpへ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★ヨガ＆太極拳入門
ヨガも取り入れた太極拳教室です。太
極拳が初めての人、昔やっていた人、
試しにやってみたい人、大歓迎です。

2019年1月8・15・29日、2月5・12・
26日、3月5・12・19日（火曜全9回）13
時15分～14時45分

16歳以上の初心者、先着15人
4,000円（全回分）

※1回ごとの支払500円
申込み 12月12日（水）から電話で施設へ

★餅つき体験
餅つき体験と冬の昔遊び

2019年 ①1月13日（日） ②14日（祝・
月）いずれも10時～14時

家族またはグループ、各日45人（多
数抽選）

小学生以上600円、3歳～未就学児
400円、0～2歳100円　
★ふれあい親子クラブ冬みつけ隊
季節のおやつ作りや工作、自然遊びを
楽しみます。

2019年2月6・13・20・27日（水曜全
4回）14時30分～16時30分

年中・年長相当の幼児と保護者、16
組（多数抽選）

2人1組5,000円、追加1人2,000円

（2歳以下500円）（全回分）
………………上記共通………………

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

ムページか往復はがき（消印有効）に
事業名（餅つき体験は参加日も）・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 当日受付教室
★水曜フットサルタイム

12月12・19・26日、2019年1月9日
（各回水曜）21時～22時40分

18歳以上、先着40人 
各回700円

申込み 当日直接（受付：20時30分から）
★ファジーテニスタイム

12月13・20・27日、2019年1月10
日（各回木曜）11時45分～12時45分

16歳以上、先着24人 
各回500円

申込み 当日直接（受付：11時15分から）
★金曜フットサルクリニック

12月14・21日、2019年1月4日（各

回金曜）21時～22時40分
18歳以上、先着20人
各回500円

申込み 当日直接（受付：20時30分から）
………………上記共通………………

平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
動きやすい服装・室内シューズ・飲

み物
問合せ 平沼記念体育館

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

第26回 個人選手権
バドミントン大会

男女別・クラス別ダブルス戦（A・B・
C・シニア（45歳以上））

2019年1月20日（日）9時～19時
神奈川スポーツセンター
区内在住・在勤・在学・協会登録者・

登録者とペアの人
1人1,400円（協会登録者は1人1,200円）

申込み・問合せ 12月29日（土）～1月5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。

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  12月25日（火）

◆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

☆シニアビクス 毎週月曜 13：15～14：45

500円

50歳以上、40人

●はじめてのフラ＊

毎週火曜

9：30～10：30
16歳以上、40人

●ステップエアロビクス 10：45～11：45

●火曜はじめてのピラティス＊ 12：40～13：40
16歳以上、20人

●火曜ピラティス＊ 13：50～14：50

☆ナイトピラティス＊ 19：30～20：30
16歳以上、40人

●シェイプ・ザ・ボディ

毎週水曜

9：30～10：30

●水曜ヨーガ＊ 12：55～13：55 16歳以上、20人

●フラエクササイズ＊ 13：05～13：55 16歳以上、50人

●からだメンテナンス＊ 14：05～14：50 16歳以上、20人

●ズンバ 14：05～14：50 16歳以上、50人

●ベーシックエアロビクス

毎週木曜

9：30～10：30
16歳以上、40人

●リラックスストレッチ＊ 10：40～11：40

●骨盤エクササイズ＊ 11：50～12：50 16歳以上、50人

●ボディメイク 13：20～14：20

16歳以上、40人☆ナイトヨーガ＊ 19：30～20：30

●デトックスエアロビクス
毎週金曜

9：30～10：30

☆バスケットボールタイム 19：15～20：45 16歳以上、60人

●サタデーボクサ
毎週土曜

9：30～10：30 小学生以上、40人
（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

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。

反町地域ケアプラザ
エレベーター更新工事・

臨時休館のお知らせ

問合せ 反町地域ケアプラザ 
321-8004 321-8077

天井脱落対策等の工事を実施するため、休館を予定しています。日程変更
がある場合はホームページ等でお知らせします。
●部分休館…2019年7月1日（月）～10月14日（祝・月）
　　　　　　※第1・2体育室及びエントランスホールが使用できません。
●全館休館…2019年10月15日（火）～2020年3月31日（火）

●エレベーター休止期間
2019年1月8日（火）～3月8日（金）
●全館休館
1月17日（木）・18日（金）、2月15日（金）
●貸館（部屋の貸出し）ができない日
1月23日（水）・24日（木）、2月9日（土）

神奈川スポーツセンター  休館のお知らせ

神 奈 川 区

神奈川区版 112018（平成30）年 12 月号



※年末年始の休館は、各施設へお問い
合わせください。

〒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
規則性を覚えます。

2019年1月11・18日、2月1・15日、3
月1・15日（金曜全6回）
17時30分～18時15分 

小学1～3年生、先着12人
2,700円（全回分）
12月14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）
フォニックスを使って発音の規則性
を覚えます。

2019年1月11・18日、2月1・15日、3
月1・15日（金曜全6回）
18時30分～19時30分 

小学4～6年生、先着12人
3,000円（全回分）
12月14日（金）から電話かFAXか直接

●シングルマザーのH
ハッピー

APPY講座
ママはセルフマッサージでリラック
ス。子どもが作った料理で楽しい昼食
会を開催。

2019年1月27日(日)11時～14時　
小学生と保護者（母親）、先着8組　
1組1,000円

（小学生のみ）エプロン・三角巾・タオル
12月23日(祝・日)から電話かFAX

か直接

〒221-0801 神大寺2-28-18
491-4441 491-4442
www.kana-sisetu.jp/kad-top.html

神大寺地区センター 休館
第3月曜

●親子英語リトミック
　～外国人講師と楽しく学ぶリトミック～

2019年1月10日～3月14日（毎週木
曜全10回） 
①0～1歳児と保護者：10時～10時50
分 ②2～3歳児と保護者：11時～12時 

①②各先着20組
1組6,000円（全回分）
動きやすい服装・飲み物
12月14日（金）から電話か直接

●エレガンスバレエ
2019年1月10日～3月28日（毎週

木曜全10回 ※3月14・21日を除く）
18時45分～19時45分

中学生以上、先着20人
7,000円（全回分）
12月13日（木）から電話か直接

●新春書き初め大会
　～新年の 志

こころざし

を書いてみよう～
子どもから大人まで、広い体育館で書
き初めをしましょう。

2019年1月12日（土）10時30分～
12時 先着20人 書道道具

12月8日（土）から電話か直接

●未来のパティシエに学ぶ
　簡単ケーキの作り方
未来のパティシエ＝横浜スイーツ&カ
フェ専門学校の生徒を講師に招き、若い
人たちとケーキ作りを楽しみましょう。

2019年1月12日（土）10時～12時
市内在住の60歳以上の人、先着12

人 500円
エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオル
12月23日（祝・日）から電話か直接

●季節の和菓子教室（3）
　～春の和菓子を作ろう！
　練り切りで表現する花鳥風月～

2019年1月22日（火）10時～12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
1月8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
12月25日
（火）

●横浜室内合奏団クリスマスコンサート
　～家族で楽しむコンサート～

12月15日（土）13時30分～15時30
分（開場：13時） 先着500人

大人2,000円、中学生以下1,000円、
未就学児無料

直接（チケット販売中）

〒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
12月17日
（月）

システム機器入れ替えにともない臨
時休館します。また情報ダイヤルと
インターネット蔵書検索・予約等の
サービスを休止する日があります。
○休館日（年末年始を含む）
12月28日（金）～2019年1月4日（金）
○情報ダイヤルとインターネット
蔵書検索・予約等のサービス休止
12月29日（土）9時～17時

●大人のための朗読会
夏

なつめ そうせき

目漱石『泥
どろぼう

棒』ほか
出演：朗読の会クローバー

12月15日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

●親子おはなし会
12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

2019年1月8日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着30人
当日直接

12月25日（火）必着で往復はがきに
申込者氏名・郵便番号・住所・電話・子ど
もの氏名を書いて施設へ
●表札つくりませんか！
　～鎌倉彫の先生がやさしく指導～

2019年1月16日～2月6日（毎週水
曜全4回）9時30分～12時

成人、先着10人
4,000円（全回分）
12月12日（水）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

●親子でワッと遊ぼう！
寒い冬、広い体育室で体ポカポカ、遊
びましょう。

12月17日（月）10時～11時30分
未就学児と保護者、先着30組程度
1家族100円 当日直接

●おはなし花束のおはなし会
　～クリスマススペシャル！～
いつものおはなし会がバージョン 
アップ！

12月20日（木）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

●みんなでヨーガ
小さな子どもと参加できる、家庭で簡
単にできるヨーガ講座です。

12月25日（火）15時25分～16時30分
先着30人程度（小さい子どもは保

護者同伴）
床に敷くマット（またはバスタオ

ル）・靴下（履いたまま行います） ※子
どもも一緒の場合は子どもの分もご
用意ください。 当日直接
●おもちゃの病院おもちゃドクター
動かない、壊れてしまったというお
もちゃを、おもちゃドクターが診断
します。

2019年1月5日（土）10時～15時
先着15人 修理無料（部品代実費）
12月11日（火）から電話か直接

※おもちゃ以外の物（家電など）は受
付できません。修理不能な場合もあ
ります。

〒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
12月28日
（金）

●チェリーハウスのおはなし会
○おはなしころころ
　まりこ☆みゅーじあむ

12月24日（休・月）10時30分～11時
乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

〒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
12月17日
（月）

●新春うらしま寄
よせ

席
　～初笑い！笑う門には福来る！
　みんなで笑って福を呼ぼう！～
出演：かながわ楽

らくしょう

笑会
健康と美容のため、皆さん大いに笑っ
て人生を謳

おうか

歌しましょう！
2019年1月5日（土）

13時30分～16時  
先着50人 100円 
当日直接

●スペイン語を学ぼう
　～東京オリンピックに向けてトライ～

2019年1月15日～2月12日（毎週火
曜全5回）10時～11時30分 

先着20人 3,000円（全回分）
12月17日（月）から電話か直接

●書道教室
2019年1月19日、2月9・23日、3月2・

16日（土曜全5回）10時～11時20分
成人、先着15人 
4,000円（全回分）
12月15日（土）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
12月25日
（火）

●笑
しょうたいむ

太夢マジック
　～魔法学校の不思議な
　X

クリスマス

’masパーティー～
魔法学校の生徒たちが繰り広げるお披

ひ

 
露

ろめ

目会…果たして無事に終わるのか？
12月23日（祝・日）14時～15時40分
先着100人 当日直接

●新春ダンスパーティー i
イン

n 神之木
素

すてき

敵なステップを披
ひろう

露してください。
2019年1月19日（土）13時～16時
先着100人 500円
12月14日（金）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

●キッズとジュニアのバレエ教室
　～かわいいバレエダンサーになろう！～

2019年1月9日～3月27日（毎週水
曜全12回） 
①キッズコース（年中～年長）：15時
10分～15時55分 ②ジュニアコース

（小学生）：16時～16時45分
①②各20人（多数抽選） 
7,800円（全回分）
レオタード・バレエシューズ（タイ

ツ・Tシャツ・厚手の靴下でも可）
12月12日（水）～23日（祝・日）に電

話か直接
●親子でりんりんリトミック
　～動いて笑って元気になろう～

2019年1月11・25日、2月8・22日、3
月8・22日（金曜全6回）
9時50分～10時40分

1歳6か月～3歳の未就園児と保護
者、30組（多数抽選） 

1組3,000円（全回分）
●親子でにこにこリトミック
　～歌って踊って楽しさいっぱい～

2019年1月11・25日、2月8・22日、3
月8・22日（金曜全6回）
10時55分～11時35分

1歳～1歳5か月の幼児と保護者、18
組（多数抽選） 

1組2,400円（全回分）
…………リトミック共通…………
動きやすい服装・タオル・飲み物・上

履き

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

12月20日、2019年1月10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
12月14日（金）

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 12 月号


