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神奈川区役所 検索

問合せ 地域振興課
411-7092  323-2502

　初期消火訓練やAEDの体験などができ
る、スタンプラリー式のイベントです。自分・
家族・地域を守るための減災の「技」を体験
することができますので、ぜひご参加くだ
さい。

日  時

5月12日（土）
9時30分～13時30分

（受付：9時～12時
30分）
会  場  

市民防災センター・沢渡中央公園（沢渡4-7）
申込み 当日直接

　工作教室、ステージイベントなど、子どもも大人
も楽しめるイベントが満載です。

日  時 5月20日（日）10時～15時30分
会  場 沢渡中央公園・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34系統「市民防災
センター前」
主  催 かながわ湊フェスタ実行委員会

　4月1日に神奈川区長に就任しました。
　神奈川区は、臨海部のウオーターフロントに広がる近代的なまち、農地の豊
かな緑に囲まれた風景、懐かしい雰囲気の商店街、尾根沿いの住宅街と、さま
ざまな表情を見せる魅力にあふれたまちです。
　昨年、区制90周年を迎えた歴史ある「海と緑と丘のまち」神奈川区で仕事を
させていただくことを大変うれしく誇りに思っています。
　これまで培われた地域のつながりを次世代へつなげ、「つながり」「安心」「温
かさ」を実感できるまち「神奈川区」を目標に、区民の皆様と共に考え行動し、地
域に寄り添った共感と信頼の区政運営を進めてまいります。どうぞよろしくお
願いします。

かながわ・よこはま
防災ギャザリング2018

防災・減災活動体験フェアー

◯工作コーナー
◯動物（ポニー）とのふれあいコーナー
◯ゲームコーナー　◯各種飲食物模擬店
◯活動パネル展示　◯消防音楽隊の演奏
※イベント内容は変更することがあります。

はじめまして　神奈川区長に就任した高
たかだ

田 靖
やすし

です

横浜FC
オフィシャル
マスコット

フリ丸

問合せ かながわ・よこはま 
防災ギャザリング2018実行委員会  

高
たかまつ きよみ

松清美 090-5426-8012

かながわ湊
みなと

フェスタ2018
見る！聞く！体験する！みんなの市民活動 大博覧会

※ 荒天などで中止の場合には、当日午前7時
までに下記ホームページ（Facebook）で
お知らせします。
https://www.facebook.com/防災ギャザ

リング-749841101856773/

出展
イベント

昨年の様子

©YOKOHAMA FC

ハチや蚊に注意！ 夏がくる前に家の周りを点検しましょう

H
ハマブルー

AMABLUE
三ツ沢を青にそめよう

横浜FC
かながわ
区民DAY開催

6 3日
三
みうら かずよし

浦知良選手

イバ選手

佐
さとう けんすけ

藤謙介選手

渡
わたなべ かずひと

邊一仁選手

山
やまもと かいと

本海人選手
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申込み・問合せ 開催日前日までに電話で  
神奈川消防署予防課 316-0119

「食品ロス」とは？
　食べ残しや、安売りなどで大量に買ったものの食べきれなかった食
品、野菜の皮を厚くむき過ぎたものなど、本来食べられるのにごみとし
て廃棄された食品のことです。

●�冷蔵庫のチェック！（買ったことを忘れてしまっている食品はありま
せんか？）
●��買い過ぎに注意！（「空腹時につい…」「特売でつい…」といった衝動買
いに注意）
●�残さずおいしくいただく！（食材を無駄なく使うレシピ集を紹介！）

○冷蔵庫にある「残り野菜」を使ってできるレシピ
○時短やアレンジ、リメイクのポイント
○野菜を長持ちさせるための正しい保存方法
などを掲載しています。

　自転車は子どもから大人まで手軽に利用できますが、乗り方を誤っ
たりルールを守らないと事故の被害者にも加害者にもなってしまう危
険があります。実際に自転車と歩行者が衝突し、歩行者が亡くなってし
まう事故も発生しています。
　事故なく安全に自転車に乗れるよう、交通ルールやマナーを確認し
ましょう。

■自転車を停めるときは駐輪場へ！
　自転車を歩道などの公共の場所に放置すると、ま
ちの美観を損ねるだけでなく、歩行者の安全の妨げ
になります。特に点字ブロック上に自転車を放置す
ることは、視覚障害者にとって大変危険です。横浜市
では、駅周辺の公共の場所を自転車等放置禁止区域に指定しています。
＊�区内の市営駐輪場の利用方法や空き状況については、各管理事務所へ直接ご連
絡ください。

区役所別館1階総合案内・本館5階505窓口で配布中。
市ホームページでも公開しています。

「食品ロス」を減らすことは、家計の節約にもつながります。
「もったいない」を意識して、日頃の生活を見直してみましょう。

◇定員は先着40人で区内在住者が対象です。
◇本研修は家庭防災員の研修会も兼ねています。
◇各回とも同じ内容です。Ａ、Ｂ、Ｃのうち一部の参加も可能です。

防災研修会

安全に自転車に乗ろう！

災害に備え、必要な知識と技術を身につける

家計の敵！「食品ロス」
あなたは大丈夫？

ルール・マナーを守って

横浜市では…市民1人あたり年間約23kg、金額にして約17,000円分もごみと
して捨てられています。

●自転車は車道を走るのが原則、歩道は例外　
　➡詳しくは市版４ページ「自転車の基本ルール」をご覧ください

●安全ルールを守る
�　�【こんな運転は危険！】
　�スピードの出しすぎ、携
帯電話・スマートフォン
を使用しながらの運転、
イヤホンやヘッドホン
を使用しながらの運転、
傘さし運転�等
�●13歳未満の子どもに
はヘルメットを着用
させる

食品ロスを減らす極意

こんなとき、必ず役に立ちます

［まるごと旬野菜～使い切りレシピ～］

第1弾 第2弾（夏秋編） 第3弾（冬春編）

横浜市まるごと旬野菜 検索

問合せ 地域振興課   411-7091  323-2502

問合せ 地域振興課   411-7095  323-2502

横浜市道路局　神奈川区　駐輪場 検索

禁止区域内の自転車・
バイクは移動の対象
となります。

家族が急に倒れたら… 近所で火災発見！ 地域の危険要素を確認

心肺蘇生法及びAEDの取扱い 初期消火器具を使って初期消火 災害図上訓練

◆内容

◆日程

Ａ 救急研修 ●救命処置要領（AEDを含めた心肺蘇生法）
●応急手当の要領（止血法や骨折時の処置など）

Ｂ 地震防火研修

●家庭で行う地震対策
●初期消火要領
●�市民防災センターにおける地震・火災・風水害などの
防災体験

Ｃ 災害図上訓練 ●�自分たちの住む地域の地図に、さまざまな情報を書き
込み、災害対策を検討する参加者主導の訓練

実施日 実施場所
研修内容及び研修時間

9:30～11:30 13:30～15:30 18:30～20:30
6月19日（火） 区役所本館地下１階 Ａ Ｃ
6月23日（土） 機能訓練室・研究室 Ｃ Ａ
6月29日（金） 区役所本館１階会議室 Ａ
7月 1日（日）

市民防災センター
Ｂ Ｂ

7月 4日（水） Ｂ Ａ

7月 7日（土） 区役所本館地下1階機能訓練室・研究室 Ｃ Ａ

7月 9日（月） 菅田地域ケアプラザ Ａ
7月12日（木）

市民防災センター
Ｂ Ｂ

7月15日（日） Ｂ Ａ

問合せ 福祉保健課　 411-7132  316-7877

民生委員・児童委員を
ご存じですか

　民生委員・児童委員は、日常生活の困り事や介護や子育てなどの悩
み事がある人を、相談内容に応じて必要な支援が受けられるよう、区
役所や専門機関につなぐパイプ役として活動しています。

◯ひとり暮らしの高齢の親が心配
◯妊娠時の不安や子育ての悩みを相談したい
◯障害があり生活に不安を感じている
◯経済的に余裕がなく、生活に不安を
　感じている

　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。

　5月12日は「民生委員・児童委員
の日」です。この日を記念して、民
生委員・児童委員の制度・役割や各
地区民生委員・児童委員の活動を
紹介するパネル展を実施します。
日  時 5月10日（木）～24日（木）
　　　��8時45分～17時
����������※休庁日は除く
会  場 区役所別館1階
　　　��区民ホール

民生委員・児童委員の日

パネル展

民生委員・児童委員はどんな人たち？

こんなときは民生委員・児童委員にご相談ください

相談の秘密は守ります

相談内容等に応じ
て、区役所や専門機
関につなげます。

昨年の様子

ぜひ、ご覧
ください
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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）
6月25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 5月25日（金）～6月14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。
○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

5月18日、6月15日の金曜、9時～11時
区役所別館2階 栄養相談室

● 善意銀行（2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
○宗教法人孝道山本仏殿
○おてらおやつクラブ
　浄土真宗なごみ庵
○西大口町内会婦人部
　ひまわり会　（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

要予約

無料
要予約

問合せ 生活衛生課　 411-7141　 411-7039

無料
要予約

（匿名）

キャッシュカードを自宅まで取りに来る「手渡し型」の詐欺
が増加。電話で、“キャッシュカード”や“現金”の話が出たら
詐欺！すぐに警察に連絡を！

神奈川警察署  441-0110（代）
地域振興課 411-7095 323-2502

問合せ
被害件数
増加中

　お口の健康のためには、毎日の食事や歯みがきなど、子ども
の頃からの正しい生活習慣が重要です。
　フッ素塗布は、フッ素を歯の表面に塗り、歯の質を強くして、む
し歯になりにくくする予防方法です。初めての子どもでも安心
して受けられますので、ぜひご参加ください。

内　容  歯科健診・ブラッシング指導・フッ素塗布・歯科矯正相談
日　時 6月14日（木）受付：13時～15時
会　場 区役所本館5階  大会議室
対　象 区内在住の2歳～未就学児

問合せ 福祉保健課  411-7138　 316-7877

年間を通じて発生しています 食 中 毒 注 意 ！に

毎年6月4日～10日は
「歯と口の健康週間」歯科健診とフッ素塗布

無料
予約不要

　鶏刺し、鶏たたき、加熱不足の焼き鳥（特
にレバー）などの鶏肉料理が原因と思われ
る、カンピロバクター※食中毒が多く発生
しています。
　カンピロバクターは鶏肉の内部にも潜む
ことがあり、生や表面を加熱しただけの鶏
肉は、食中毒の危険があります。

　サバ・イワシ・サンマ・イカなどには、アニサキス※という寄生虫が
付いていることがあります。アニサキスが寄生した生の魚を食べると激
しい腹痛を起こすことがあります。

肉類はよく焼いて食べましょう 鮮魚に寄生するアニサキスに注意

※カンピロバクター：鶏、牛、豚の腸管内にいる食中毒菌。肉への加工のときに付
着して食材を汚染することがあります。

※アニサキス：体長が2～3cmくらい、白く半透明でひも
状の寄生虫。主に魚の内臓表面に写真のように渦巻き状に
なって寄生します。

●生や加熱の不十分な肉料理は食べない
●「新鮮だから生でも安全」は間違い
●中心部を75℃で1分以上、十分に加熱

●刺身を切り分けるときは、明るい場所でアニサキスが
　いないかよく確認する
●冷凍処理（マイナス20℃・24時間以上）または加熱調理で
　死滅させる
●アニサキスは酢やしょう油に漬けても死滅しない

ポイント

ポイント

アニサキス

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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木のうろの中

木の枝
軒下

破
はふ

風下

天井裏

戸袋の中

床下

換気口

茂みの中

　4～6月頃は女王バチ1匹または数匹で巣作りをしているので、巣
も小さく、比較的安全に駆除できます。夏本番になると巣が一気に
大きくなってしまうので、巣が作られていないか家の周りを早め
に点検しましょう。

　蚊はデング熱、ジカウイルス感染症などを媒
介する可能性があります。2014年8月にはデ
ング熱の国内感染が約70年ぶりに確認されま
した。蚊による感染症を防ぐためにも、家の周
りで蚊を増やさない対策を行い、蚊に刺されな
いように注意しましょう。

©YOKOHAMA FC

ハチの巣は
早期発見・早期駆除

家庭でできる
蚊の対策

「かながわ区民DAY」招待内容
横浜FC  VS  東京ヴェルディ

限定イベント

身近にいるハチと巣の特徴

巣が作られやすい
場所を点検

蚊を
増やさない

ハチの巣を駆除したい

蚊に刺されない 海外渡航時に注意

問合せ 区政推進課  411-7027  314-8890
　　　 横浜FC　    372-5212  372-5211

問合せ 生活衛生課  411-7143  411-7039

巣はその年だけで
捨てられ、翌年そ
の巣を再びハチが
利用することはあ
りません。

血を吸うのはメス
だけで寿命は約1
か月です。その間
に3〜4回も卵を
産みます。

スズメバチ アシナガバチ

試合を観戦して、楽しみながらエコしませんか

対象席種 バックスタンドホームA自由席
　　　　  （通常当日価格：大人3,000円／小中学生1,100円）

日  時 6月3日（日）14時キックオフ（開場：12時予定）　
会  場 ニッパツ三ツ沢球技場（三ツ沢西町3-1）

　　　　  ※三ッ沢上町駅歩15分、横浜駅西口からバス「三ツ沢総合グランド入口」バス停歩5分

対象・条件 区内在住・在学（在園）・在勤者とその家族で、HAMABLUEの服を着て
応援してくれる人  ※HAMABLUEとはスカイブルーを示しています。

定  員 先着1,000人
事前申込み

右下の2次元バーコードか http://bit.ly/2piRv6Hから申込み。申込み手続後に送
られてくる「事前申込み完了メール画面」（印刷可）と、運転免許証・健康保険証・学
生証など区内在住・在学（在園）・在勤者であることを証明できるものを、当日場外チ
ケット引換テントで提示してください。
※事前に entry@yokohamafc.comからメールが届くように受信設定をしてください。
※ 定員数に達した場合、申込みフォーム画面が優待価格での案内になりますので、ご了承ください。

当日申込み

区内在住･在学（在園）･在勤者であることを証明できるものを
持参し、受付をしてください。
※当日は混雑が予想されますので、事前申込みにご協力ください。
※定員数に達した場合、優待価格でのご案内になります。

　横浜FCと神奈川区役所は、2010年に脱温暖化の取組、環境保全や環境啓発
などの取組を協働して進めていくため「ECOパートナー協定」を締結していま
す。横浜FCは全てのホームゲームで、来場者1人あたり1kg分のCO2のカーボ
ン・オフセットを行っています。試合に勝った場合「かながわ区民DAY」では2
倍（2kg分のCO2）。同様に9月に開催予定の「ECOパートナー DAY」では4倍

（4kg分のCO2）を実施します。 ※負けか引き分けの場合は等倍

実施予定時間
（集合時間） イベント 定員 受付

11：45～12：05
（11：40）

★スタジアム見学ツアー
スタジアムの裏側をのぞいてみよう。

50人
（抽選）

事前
申込み

13：15～13：20
（13：00）

★ハイタッチ
ウオーミングアップに向かう選手た
ちとハイタッチしよう。

20人
（抽選）

事前
申込み

13：20～13：45
（13：00）

ウオーミングアップ見学
迫力ある試合前練習を間近で体験し
よう。

50人
（先着）

チケット
引換時
先着

14：00～14：10
（13：20）

★フェアプレーフラッグベアラー
フェアプレーフラッグを持って、選手
たちを先導して入場します。

6人
（抽選）

事前
申込み

14：00～14：10
（13：20）

★エスコートキッズ
選手と手をつないでピッチに入場します。

対  象 5～11歳で、保護者と離れて
も大丈夫な子ども

10人
（抽選）

事前
申込み

13：00～13：20
横浜FC選手とふれあいコーナー
選手と記念撮影またはサイン会（予
定）。フリ丸、かめ太郎も遊びにくるよ。

申込み不要
（時間制）

★申込み 5月27日（日）18時までに、左の2次元バーコードから申込み。
※2次元バーコードが読み込めない場合は、5月27日（日）18時までに、E
メールで、件名を「かながわ区民DAYイベント申込み」として、住所・氏名・
年齢・電話・人数（大人・子ども）、希望イベント名を書いて横浜FC事務局

entry@yokohamafc.comへ（締切り後に当選者のみへ連絡します）。

●カーボン・オフセットって何？
　自分の温室効果ガス排出量を把握し、できるだけ排出量の削減努力を行ったうえで、
どうしても削減できない量の全部または一部をほかの場所で吸収・削減し、埋め合わせ

（オフセット）することです。

●昨年の「かながわ
　区民DAY」の実績

入場者数
8,656人

水面に卵を産む（1回に数十から数百個）

水中で生活（1～2週間） 草むらなど

8,656kg
分のCO2を
削減

杉の木
約618本

分！

※大きく成長した杉の木（樹齢約50年で、高さが20～30m）は1年間で平均して約14kgのCO2を削
減するといわれています（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省・林野庁から試算）。

横浜FC
ホームゲーム開催

埋め合わせ
（オフセット）

植林やグリーン電力（風力・太陽光など自
然エネルギーにより発電された電力）など
ほかの場所での削減・吸収

CO2排出 CO2吸収資金など
の支援

▶ 巣の形はボール型で、巣穴が1つ、
マーブル模様です。初期の巣は、
とっくりをひっくり返したような
形をしています。

▶ 攻撃性が強いため、専門業者によ
る駆除をお勧めします（駆除は有
料です）。

▶ 巣は、シャワーヘッドの
ように、六角形の巣穴が
たくさん見えます。

▶ 攻撃性が弱いので、自
分で駆除が可能な場合
もあります。

点検時に刺されないように注意を！
◯騒がない
◯黒い服の着用は避ける

家の周りでハチが飛んでいたら、巣が
できているかもしれません。下の図を
参考に早めに点検しましょう。

　区役所では駆除方法の相談に応じ
ています。駆除業者の案内やハチ駆
除用の防護服を貸し出しています。
※ ハチの巣の駆除は、土地や建物の所有者

が行うのが原則です。
※ 区役所ではハチの巣の駆除は行っていま

せん。 

◯ 外出する際は、長袖、長ズボンを着
用し、肌の露出を避けましょう。

◯ 虫よけスプレーは小まめに使用
し、効果を持続させましょう。

◯ 海外に行く前には厚生労働省の渡航情報を確認しましょう。

◯ 蚊が媒介する感染症は、感染した人の血を吸った蚊によって広がりま
す。海外のデング熱等の流行地で蚊に刺された場合は、感染しても症状
が出ないこともあるため、感染拡大防止のため帰国後2週間程度は蚊に
刺されないように注意し、4週間は献血を自

じしゅく

粛しましょう。

◯�幼虫（ボウフラ）…水たまりに発生します。空き缶などを
片付ける、植木鉢の受け皿の水を週に一度は捨てるな
ど、家の周りにある水たまりをなくしましょう。
◯�成虫…草むらややぶの中にひそんでいます。定期的に草
刈りをして、蚊のすみかをなくしましょう。

横浜FC
かながわ
区民DAY開催

6 3日

卵 ボウフラ さなぎ 成虫

ハ
チ
や
蚊
に
注
意
！

夏
が
く
る
前
に
家
の
周
り
を
点
検
し
ま
し
ょ
う

申込用
2次元

バーコード

防護服▶

初期の巣（左）と　
大きくなった巣（右）▶

特設ブース
　区民DAY限定商品を販売します。横浜FC選手のサイン
入りグッズや区内特産品が当たる抽選会もあります。

　ニッパツ三ツ沢球技場をホームスタジアムとす
る横浜FC。今年も「かながわ区民DAY」を開催し
ます。スタジアムをHAMABLUE（スカイブルー）
に染めて、勝利をつかみ取りましょう！熱い声援
をよろしくお願いします。

HAMABLUE
三ツ沢を青にそめよう

どのように
増えるの？
蚊のライフ
サイクル

厚生労働省 海外渡航 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

6月12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

6月12日（火）①13時15分～
14時15分（受付は13時から） ②14時45分～
15時45分（受付は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 5月11日（金）から電話かFAXで

ネットワークタイム
◆子育て真っ最中！ネットワーク交流会

5月24日（木）10時～12時

なかまトーク・みんなでタイム
◆子育てと仕事
講師：かながわ保育園  矢

やかべ たかこ

ケ部孝子園長
5月12日（土）13時30分～14時30分

◆お話＆トーク
　「大変！イヤイヤ期・きょうだい児の子育て」

5月23日（水）10時30分～11時30分
◆パパ達のトークタイム
　「これは使える！子育て便利グッズ」

6月2日（土）10時30分～11時30分

トピックス
◆東日本大震災復興応援！リサイクルマーケット

5月19日（土）11時～14時 ※9時30分～15時30分の
間はひろばで遊べます。

東部療育ビル屋外駐車場 ※荒天時は屋内駐車場
◆親子映画会『ずっといっしょ』
大ヒット映画『うまれる』シリーズ第2作！ 

※スクリーンはフル画面ではありません。
子育て真っ最中の親グループ“つながるちからを広げよ
う”共催♪

6月4日（月）10時10分～12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200人
2歳以上、先着30人（保育料1人につき500円）

申込み 5月11日（金）9時30分から電話か直接
◆私

わたしりゅう

流幼稚園選び・100人いれば100通り♪
　ゆう‹—›ゆうバトン ネットワークタイム
子育て中のちょっと先輩達、親と子のつどいの広場（3か
所）スタッフ、かなーちえがチームになって、地域別に幼
稚園選びのヒントをとどけます。各会場に直接どうぞ♪

①5月31日（木）：神大寺地区センター
②6月8日（金）：沢渡三ツ沢地域ケアプラザ
③6月12日（火）：神奈川地区センター
④6月26日（火）：神奈川地区センター
⑤7月3日（火）：神之木地区センター
⑥7月10日（火）：菅田地区センター
①10時20分～11時20分 ②③④⑤10時～11時20分 ⑥
10時～11時30分

①⑥のみ1組200円

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
区内の保育園と施設が協力して、地域
の子育て支援をしています。
●親子あそび

5月18日（金）10時30分～11時30分
星野町公園（星野町9）

※雨天時：YMCA東かながわ放課後児
童クラブ（橋本町2-5-3）

未就学児と保護者
申込み 当日直接
問合せ 横浜ノーベル保育園

312-2218 312-5918
●公園で楽しく遊ぼう！

5月30日（水）10時30分～11時30分
神の木公園（神之木台13）

※雨天時：神之木地域ケアプラザ（神之
木町7-1）

未就学児と保護者
申込み 当日直接
問合せ 松見保育園

432-6635 432-6704

ワイワイパークの
お知らせ

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
5月 6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

22（火）午後 8（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29（火）午前 19（火）午後

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 29（火）午前 8（金）午後 詳細は問合せを 母子健康手帳

②
母乳相談

妊娠中・
産後の人 母乳育児について 7（月）

21（月）
4（月）

18（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 14（月） 11（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

7（月）
14（月）
21（月）

4（月）
11（月）
18（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

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

26（土） 9（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

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5月の平日3回目
は本館地下1階、土曜（5・6月）は本館5階です。

◯予約制の教室・相談については、定員になり次第締め切
ります。ご了承ください。

◯両親教室は、平日3回と土曜1回の全4回で1コースに
なっていますが、土曜のみの参加も可能です。予約の

際にご相談ください。
　全回ともパートナーの方も参加できます。
※乳幼児健康診査については、個別に通知をしていますが、日

程が不明の場合はお問い合わせください。
※新生児・未熟児訪問、地域での赤ちゃん学級、地区センターでの子

育て相談などを実施しています。気軽にお問い合わせください。
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外遊び体験イベント（春夏編）
「外遊びしよう！」

◆講師：高
たかはし よしひさ

橋良寿さん
①5月30日（水）※振替日：6月4日

（月） ②6月5日（火）※振替日：6月11日
（月） ③6月13日（水）※振替日：6月19
日（火）いずれも10時～11時30分
※雨天延期 ①大口駅前公園（大口
通68-2） ②神大寺中央公園（神大寺
3-25） ③星野町公園（星野町9） 

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/kanagawa/

kurashi/kosodate/sotoasobitaikenn.html

食品衛生責任者講習会
6月11日（月）、7月4日（水）、9月6日

（木）、10月23日（火）、11月12日（月）
いずれも14時～15時 区役所本館
地下1階 研究室 食品衛生責任者、
各回先着50人 食品衛生責任者証・
筆記用具
申込み・問合せ 受付中。電話か直接、生
活衛生課 411-7141 411-7039
へ

区役所周辺の下水道工事の
お知らせ

下水道管耐震化工事により、区役所周
辺の一部道路が車両通行止めや片側
通行となります。区役所駐車場ご利用
時に迂回等をお願いすることがあり
ます。
◆工事期間：5月中旬～9月下旬（予定）
問合せ 神奈川土木事務所

491-3363 491-7205
総務課 411-7011 324-5904

ホタル観察の夕べ
親子で夜空に舞うホタルを観賞しま
せんか。

6月8日（金）19時15分～20時30分 
※悪天候時：6月15日（金）に延期 

県立四季の森公園（緑区寺
てらやまちょう

山町
291） 区内在住・在学の小中学生と
保護者、100人（多数抽選） 

1人50円　
申込み・問合せ 5月25日（金）必着で、は
がきかFAXかEメールに参加者全員
の氏名・学校名・学年、参加する保護者
の氏名・郵便番号・住所・電話を書いて

地域振興課青少年担当「ホタル観察
の夕べ」係 411-7093 323-2502

kg-seishikyo@city.yokohama.jpへ

絵本を
寄贈していただきました

「第33回日産 童話と絵本のグランプ
リ」の童話大賞作品『こめとぎゆうれい
のよねこさん』、絵本大賞作品『ぎゅっ』
を各18冊、日産自動車株式会社横浜工
場から寄贈を受けました。区内の地区
センター等に配布しました｡ありがと
うございました｡
問合せ 地域振興課

411-7095 323-2502

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★わんぱくおてんば探検隊（夏探検）
野外ゲーム、自然観察（夏さがし）、プ
チクラフト、プチ野外炊事

6月24日（日）9時30分～15時30分
小学1～3年生、48人（多数抽選）
3,000円

★ふれあい親子クラブ　夏みつけ隊
親子一緒に自然遊びやクラフト作り、
季節のおやつ作りを体験

7月4日～25日（毎週水曜全4回）14時
30分～16時30分 年中・年長児と保
護者、16組（多数抽選） 2人1組5,000
円、追加1人につき3歳以上2,000円、
2歳以下500円（全回分）
★ファミリーで楽しむバーベキュー
バーベキューアドバイザーによる実
演、バーベキューグリルの体験

A：7月7日（土） B：7月8日（日）いず
れも10時～14時 家族・グループ
各回12組（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
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
申込み 5月16日（水）～30日（水）にホー

ムページか往復はがき（消印有効）で
事業名（ファミリーで楽しむバーベ
キューは参加回も）、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
申込み・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/

混合ダブルスバドミントン大会
男女ペアによるクラス別大会

6月3日（日）9時～16時30分 日
産体育館（恵比須町6） 区内在住・在
勤・在学者、区バドミントン協会会員 

1人1,400円（会員は1,200円）
申込み・問合せ 5月12日（土）～19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（〒221-0801 神大寺
1- 21-51）担当：吉

よしだ

田  482-0981へ
※専用の申込用紙は神奈川スポーツ
センター・地域振興課にあります。

第25回区民ミックスダブルス
テニストーナメント

一般の部・ベテランの部（ペアともに
50歳以上で合計110歳以上）

6月30日（土）9時～19時 三ツ沢
公園テニスコート 区内在住・在勤
者、区テニス協会会員、60組（多数抽
選） 1組5,000円（2人とも会員の場
合は4,000円）
申込み 6月15日（金）必着で往復はが

きかEメールで氏名・住所・電話・年
齢・参加資格（協会員は団体名、在勤者
は勤務先名と所在地）・参加部門を書
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。

第53回区民男子
6人制バレーボール大会

クラス別予選リーグ・決勝トーナメント
7月15日（日）9時～21時 神奈川

スポーツセンター 区内在住・在勤・
在学・在クラブの15歳以上の男性によ
るチーム（女性2人まで可） 1チーム

4,000円（別途登録料2,000円）
申込み・問合せ 6月15日（金）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（〒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  5月28日（月）

◆夏季大人向け教室（7～9月分）・ジュニア体操2期（9～12月）参加者募集  ※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

バドミントン 7月2日から
毎週月曜全8回

 (8月13日を除く）

9：00～10：50 7,200円 16歳以上、55人

肩甲骨ヨガ 11：10～12：00 4,800円 16歳以上、16人

フラダンス入門1 7月3日から
毎週火曜全10回

（8月14日を除く）

11：00～12：15 5,500円 16歳以上、15人

火曜ピラティス&ヨガ 19：15～20：15 6,000円 16歳以上、18人

やさしいストレッチ 7月4日から
毎週水曜全10回

（8月15日を除く）

11：10～12：00 4,500円 16歳以上、16人

ズンバ 19：15～20：15 7,000円 16歳以上、10人

はつらつ健康づくり
7月5日から

毎週木曜全10回
(8月16日を除く）

10：30～11：30
4,000円 55歳以上、70人

アロマヨガ 7,000円 16歳以上、16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

3B体操 7月6日から
毎週金曜全10回
(8月17日を除く）

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

転倒予防体操
7月7日から

毎週土曜全10回
（8月18日を除く）

10：50～12：00 4,500円 40歳以上、15人

ジュニア体操

9月4日から
毎週火曜全15回

16：45～18：00 10,500円 小学1～6年生、10人
9月6日から

毎週木曜全15回

※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・問合せ 5月11日（金）～31日（木）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住所・氏名・年齢・電話を書いて施設へ

〒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  5月21日（月）

◆夏の事前受付教室（7～9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

ヨーガ★
7月2日から

毎週月曜全7回

9：10～10：10

3,780円 16歳以上、60人パワーヨーガ★ 10：30～11：30

ピラティス★ 11：50～12：50

卓球1

7月3日から
毎週火曜全11回

9：00～10：45
8,250円 16歳以上、70人

卓球2 11:00～12:45

美姿勢ヨーガ 9：30～10：30 5,940円 16歳以上、50人

ベリーダンス 12：00～12：50 6,600円 16歳以上、40人

太極拳 7月3日から
毎週火曜全10回 13：05～14：35 5,400円 16歳以上、100人

脱メタボ・ロコモ 7月4日から
毎週水曜全11回 11：15～12：30 4,730円 40歳以上、50人

バドミントン 7月5日から
毎週木曜全10回 9：00～10：45 9,700円 16歳以上、44人

フラダンス★ 7月5日から
毎週木曜全11回

10：40～11：40
5,940円

16歳以上、60人

トレーニング塾 13：15～14：45 16歳以上、10人

にっこり・しっかり
健康体操

7月6日から
毎週金曜全11回 13：15～14：45 4,070円 55歳以上、90人

レディース
フィットネス

7月6日から
毎週金曜全12回 13：15～14：20 6,480円 16歳以上女性、15人

社交ダンス 7月6日から
毎週金曜全10回 19：15～20：45 5,900円 16歳以上、50人

★有料一時託児あり

申込み 5月21日（月）必着（多数抽選）
往復はがきの場合 ①希望教室名（1教室のみ） ②参加者氏名・フリガナ・性別 ③生
年月日・年齢 ④郵便番号・住所 ⑤市外居住で市内在勤・在学者は勤務先・学校名 
⑥電話 ⑦過去1年間の当該希望教室への参加の有無 ☆託児希望の人は ⑧託児
希望の子どもの生年月日・年齢 ⑨託児抽選が外れたときの参加の有無 
※託児の対象は、満2歳以上です。
インターネット申込み 神奈川スポーツセンターホームページをご覧ください。

【注意事項】下記の場合、申込みが無効になりますのでご注意ください。
（1）申込み時の記載に虚偽があった場合 （2）必着期限を過ぎて到着した場合
（3）1教室に1人で2通以上の申込みがあった場合

神 奈 川 区
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〒221-0864 菅田町1718-1
471-2913 471-2914
www.kana-sisetu.jp/sug-top.html

菅田地区センター 休館
第2木曜

●おはなしのはらっぱ
　～紙芝居とかわいい人形劇～

5月28日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

●地
ちさんちしょう

産地消すげたキッチン
　～よもぎ蒸しパンとランチパンと
　新鮮野菜の料理を作ろう～

6月5日（火）10時～13時 
先着8人 1,800円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
5月15日（火）から電話かFAXか直接

●奈
なな

々先生と親子で体力アップ
6月26日（火）10時30分～12時 
乳幼児と保護者、先着30組 
1組300円 
動きやすい服装・飲み物・タオル
5月22日（火）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

●世界の料理ウズベキスタン料理
　（託児付）
　～ウズベキスタンの
　料理・文化・歴史を知ろう～
メニュー：ウズベキスタン風オムレッ
ト、揚げ餃

ぎょうざ

子
5月29日（火）10時～13時
先着15人 1,600円
6か月以上、先着3人、1人500円、申

込時要予約（5月23日（水）まで）
5月11日（金）から電話か直接

●明治150年記念事業0602イベント
　～館内で楽しいイベント開催～
明治150年記念に関わるクイズやイベ
ント、おもしろ科学たんけん工房によ
る工作教室・おもちゃの病院ほか

6月2日（土）9時30分～14時
先着50人 当日直接

●神大寺ソフトバレーボール
　レディース大会

6月14日（木）9時30分～16時（受付：
9時10分から）

女性、先着12チーム（1チーム5～8人）
5月12日（土）から電話かFAXか直接

〒221-0015 神之木町7-1
435-1712 435-1796
www.kana-sisetu.jp/kam-top.html

神之木地区センター 休館
第4月曜

●吹奏楽団コンサート
5月27日（日）14時～15時（開場：13時

30分） 先着100人 当日直接
●ハーバリウムを作ろう
花を使ったインテリア雑貨のハーバ
リウム。初めてでも簡単です。

6月16日（土）10時～12時
先着10人 ※小学生は保護者同伴 
1,200円
5月19日（土）から電話か直接　

を学べます。
神奈川図書館

読み聞かせクラス：6月19日（火）
図書修理クラス：6月28日（木）

菅田地区センター
読み聞かせクラス：6月20日（水）

池上小学校
図書修理クラス：6月27日（水）
いずれも10時～12時
※各会場同一内容です。

区内の小学校や施設で小学生対象
の活動をしている人、活動予定のある
人、各回先着20人　

5月29日（火）から電話か直接
●大人のための朗読会
三

みうら てつろう

浦哲郎『チロリアン・ハット』ほか
出演：朗読の会クローバー

5月19日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

●親子おはなし会
5月29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

6月5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

●やさしいストレッチ＆ヨガ
　～予約のいらない当日受付教室～

5月14日（月）・22日（火）いずれも10
時30分～11時45分 女性、各回先着
20人 各回600円 当日直接
●女性のためのパソコン講座
①再就職・転職のためのパソコン講座

（全5回）：6月13日（水）・14日（木）・15日
（金）・19日（火）・20日（水） ②ワード中級
講座（全2回）：6月23日（土）・24日（日）
いずれも10時～15時30分

女性、各講座先着12人 ①19,500
円 ②10,800円 ※経済的に困難な市
民に免除制度あり（要問合せ）

5月16日（水）から電話（ 862-4496）
かホームページへ
●女性としごと応援デスク
①女性の労働サポート相談：6月16日

（土）13時、14時、15時（各50分程度） 
②キャリア・カウンセリング：6月22
日（金）10時、11時、13時、14時（各50分
程度）

①3人 ②4人、ともに先着順　
5月11日（金）から電話か直接　

………………上記共通………………
先着順、有料。詳細は問合せを。

4人  動きやすい服装・運動靴
6月6日（水）から電話か直接

◇子どもレストランスタッフ募集
調理・販売を行います。

6月17日（日）10時～14時
小学1～3年生（保護者同伴）、4～6

年生、各先着4人
エプロン・三角巾・上履き・マスク 
6月5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
5月31日
（木）

●チェリーハウスのおはなし会
◇おはなしポケット

5月14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

5月28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

〒221-0013 新子安1-2-4
423-1701 423-1702
www.hama-wel.or.jp/office/shinkoyasu/

新子安地域ケアプラザ 休館
第3土曜

●いつまでも自分らしい生活を
　守るための準備講座
　～老いじたくに必要なこと～

「何かあったら誰にどう伝えるといい
のか」「今から金銭管理について考え
るのも…」「準備といっても何をどう
すればいいかわからない」。自分の思
いの伝え方を一緒に学びませんか。

6月7日（木）13時～14時30分
先着40人
5月11日（金）から電話かFAXか直接

〒221-0802 六角橋3-3-13
413-3281 488-3138
www.rokkakubashi-c-waka.jp/

六角橋地域ケアプラザ

●認知症サポーター養成講座
5月26日（土）10時30分～12時 
白幡地区センター2階 中会議室 
先着40人
5月11日（金）から電話かFAX

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

神奈川公会堂 休館
5月28日
（月）

●「第5回ハワイアン i
イン

n かながわ」
　参加希望団体募集

8月18日（土）・19日（日）13時～16時
20団体（多数抽選）
5月16日（水）～6月15日（金）に電話

かFAXか直接 ※詳細はホームページ
を参照
●G

グランツ

lanz 弦楽合奏団 第5回演奏会
5月27日（日）14時30分～16時30分

（開場：14時） 先着500人 1,500円
（前売り1,000円） 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
5月21日
（月）

※5月22日（火）～24日（木）は図書特別
整理のため休館
●初心者向け読書ボランティア講座
絵本の読み聞かせと図書修理の基本

〒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

●匠
たくみ

に習う鎌倉彫
　～鎌倉彫に挑戦！～
初心者でも楽しく作品づくりができます。

6月6・13・20・27日（水曜全4回）13
時30分～16時30分 先着10人

7,500円（全回分）
5月11日（金）から電話か直接

●初めてのボディアライメントストレッチ
　～3年後のうしろ姿に自信を
　もてますか～

6月7・14・21・28日、7月12・26日
（木曜全6回）10時30分～11時30分

先着12人 4,800円（全回分）
5月11日（金）から電話か直接

●徳川政権のかたちを探る
　～江

えどじょうし

戸城址（皇
こうきょひがしぎょえん

居東御苑）を巡る
　ウオーキング～

6月21日（木）10時 東京駅丸の内北
口改札集合 先着35人 400円（交
通費は各自負担） 歩きやすい服装

5月12日（土）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
5月17日（木）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20人
当日直接

●洋菓子入門
　～レアチーズケーキとゼリーの
　2層仕立て～
洋菓子作りの実習講座です。

5月25日（金）10時～12時30分
先着8人 700円
エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオ

ル・持ち帰り用袋
5月14日（月）から電話か直接　

●手ごねでチーズパンを作ろう 
6月8日（金）10時～13時
成人、先着12人 1,000円
エプロン・三角巾・持ち帰り用袋・綿

の手ぬぐい
5月22日（火）から電話か直接

●しらはた地区センターまつり
◇リサイクルマーケット出店者募集

6月17日（日） 9時30分～12時
当日搬入：17日（日）9時～完全撤収12
時30分、前日搬入可：16日（土）19時～
20時30分 ※車での搬入可 先着24
組 ※小学生以下は保護者同伴

5月29日（火）から電話か直接
※高級な物・高級ブランド品・法律に
反する品・道徳に反する物・飲食物・植
物・生き物・危険物・事業者による営利
目的の出店はご遠慮ください。
◇子どもスタッフ募集
イベントや館内放送など、スタッフの
仕事の手伝いをお願いします。

6月16日（土）13時～15時、17日
（日）10時～12時 小学生、各日先着

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

5月17・31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
5月18日、6月1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 5 月号


