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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…242,973人 世帯数…123,929世帯（2018年5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。6月9日・23日  9時～12時

ここから神奈川区版 5〜12ページ▶

神奈川区役所 検索

　日産自動車の体育館で親子サッカー教室を体験後、日産
スタジアムに移動して横浜F・マリノスのホームゲームを観
戦します。夏休みの思い出づくりに、ぜひご参加ください！

内  容 ①親子サッカー教室
　　　  （波

はと

戸アンバサダーも参加！）
　　　  ②観戦会
           （清水エスパルス戦：18時キックオフ）
　　　　※会場間は日産自動車によるバス移動

日  時 7月28日（土）14時30分～21時30分
　　　　（集合：14時15分）
集合場所 日産ウェルフェア（新子安1-37）
　　　　※最寄駅：JR新子安駅または京急新子安駅

対象・定員 区内在住の小学1～3年生と保護者
（2人1組）、30組（多数抽選）

参加費 1組2,500円
　　　　※参加者の家族を対象に当該試合のチ

ケット（ホーム自由席）を販売します。同伴での観戦を希望する場合は併せて申
し込んでください（小・中学生600円、大人1,500円）。

申込み 7月11日（水）必着で、申込用紙をFAXかEメールで横浜マリノス（株）
ふれあい事業部  285-0688  yfm-fureai@marinos.co.jpへ。

　　　　※申込用紙は区内小学校または区ホームページにあります。
　　　　※当選者のみ、7月20日（金）までに連絡します。

午  前 日産自動車横浜工場：エンジン組立工程の見学・モノ
づくり体験

午  後 キリンビール横浜工場：昼食はキリンビール工場内レ
ストラン（有料）・ノミモノラボで自由行動・工場見学・
エコバッグづくり・試飲

　　　　※会場間は日産自動車によるバス移動

日  時 7月26日（木）9時45分～15時30分
集合場所 区役所別館1階 区民ホール
対象・定員 20歳以上の代表者（保護者）1人以上と区内在住・在学の小学1～

3年生1人以上（応募1組につき2人～最大4人）、30人（多数抽選）
申込み 7月6日（金）必着で、往復はがきかホームページに代表者の

氏名（ふりがな）・年齢・郵便番号・住所・電話、同伴者全員の氏
名（ふりがな）・年齢（学年）・車いす利用の有無、応募動機を書
いて 地域振興課へ。

 問合せ 横浜マリノス(株)ふれあい事業部　 285-0675  285-0688
 　　　 地域振興課　 411-7093  323-2502 問合せ 地域振興課　 411-7093  323-2502

横浜Ｆ・マリノス サッカー教室＆観戦会 鶴見区・神奈川区の工場で
『モノづくり』を親子で学ぼう！

つるみ・かながわ区民デー

横浜Ｆ・マリノスの試合観戦

キリンビール横浜工場の見学

日産自動車の体育館でサッカー教室

日産自動車横浜工場で
モノづくり体験

夏休みの自由研
究のヒントにな
るかも！？

お土産も
あるよ！

平成30年度に神奈川区で行われる事業を紹介します

事例① 事例② 事例③

神奈川区の
「地域包括ケアシステム」行動指針ができました

神奈川区  モノづくり  親子 検索

日常生活でこんな不安や困り事はありませんか。
「高齢になっても住み慣れた地域で、今までどおり、自分らしく暮らせるように。」
安心して暮らせる神奈川区を目指し、行動指針を策定しました。
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神奈川区民協議会からお知らせ

保険料額決定通知書を送ります

区の花「チューリップ」
写生画展に行ってみよう

市税・保険料は口座振替が便利

国民健康保険・介護保険の

手続き簡単！手間いらず

問合せ 保険年金課   411-7124  322-1979

申込み・問合せ 神奈川区民協議会事務局　区政推進課
411-7021  314-8890

問合せ 財政局納税管理課　 671-3747　 664-3030
 保険年金課　 411-7124　 322-1979

　神奈川区民協議会は、住みよい神奈川区のま
ちづくりのため、自治会町内会の後継者問題と
情報伝達、モラルとマナー、防災の3部会に分か
れて活動しています。それぞれの部会の活動成
果の発表の場として、また、区民協議会を区民の
皆さんに知っていただくため、今年も「区民のつ
どい」を開催します。
日　時 6月24日（日）13時～15時45分
	 （開場：12時30分）
場　所 神奈川公会堂　 定　員 先着400人
※手話通訳・一時保育あり。一時保育は6月12日（火）までに
電話かFAXで事務局へ事前予約が必要。　

申込み 当日直接　

　今年も小学生が授業などで描いた写生画の
受賞作品を展示します。
　力作の数々をぜひご覧ください。

日　時

6月2日（土）～12日（火）
火～金：9時30分～19時
月・土・日：9時30分～17時

日　時

6月23日（土）～7月6日（金）
8時45分～17時（閉庁日を除く）
※土曜開庁日の6月23日（土）のみ
9時～12時	※最終日は16時まで

　活動テーマを中心としたさまざまな課題の解決に向け、一緒に取り
組んでみませんか。

任　期 平成30年7月1日から2年間　
対象・定員 区内在住・在勤・在学者、40人　
申込み 	6月25日（月）必着で、はがきかFAXかEメールに住所・氏名（ふ

りがな）・電話・Eメールアドレス・活動したいテーマ（❶～❺
の中から選択）を書いて、区民協議会事務局（ 区政推進課）	
411-7021	 314-8890	 kg-kusei@city.yokohama.jpへ。

	 	※いただいた個人情報は厳重に管理し、区民協議会の活動目的以外では
一切使用しません。

　横浜市の保険料の額は、前年の収入額を基にするため、1年間の保険
料の額が決定するのは、収入額（市民税）が確定する6月になります。

口座振替ができる市税・保険料 振替方法

市民税・県民税(普通徴収分)
●全期前納振替
　（全額を第1期に一括振替）

●各期振替
　（年4回納期限ごとに振替）

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

固定資産税(償却資産)

国民健康保険料・介護保険料
★年金から天引き（特別徴収）される
人を除きます。

年10回の各期振替（6～3月の毎
月29日（2月は末日)に振替)

後期高齢者医療保険料
★年金から天引き（特別徴収）される
人を除きます。

年9回の各期振替（7～3月の毎
月29日（2月は末日）に振替）第19期区民協議会「区民のつどい」

第1部	 部会活動報告　3部会の2年にわたる活動内容を発表します。
第2部	 講演「命を守るための対策」
	 神奈川消防署長　武

むかさ もとかず

笠基和			　
	 区民協議会委員　島

しまだ

田	惠
めぐみ

活動テーマ
❶モラルとマナーの改善　❷自治会町内会の後継者問題と情報伝達　
❸災害時対応　❹道路交通　❺防犯
※希望者が一定の人数に達しない場合は、活動テーマとして取り上げないこ
とがあります。

「区民のつどい」開催！

国民健康保険料の納付について

申込方法

　平成30年度の国民健康保険、介護保険の保険料額決定通知書は、介
護保険が6月14日（木）、国民健康保険が6月15日（金）に発送予定です。
　到達から2週間程度は区役所窓口が非常に混み合いますので、時期を
ずらしての来庁をお願いします。

　納期限が過ぎると、納める日までの日数に応じて延滞
金がかかってしまいます。口座振替にしておくと、手間
もかからず忘れることもなく安心です。

　申込用紙は、市内の金融機関・郵便局にあります。
　納税通知書(保険料は各保険証)、通帳、通帳届出印を持参し、口座
のある金融機関・郵便局で申し込んでください。
※	市税は、納期限の50日前までに申し込むと、その納期から振替が開始されます。
※保険料は、手続から1～2か月後に振替が開始になります。
※郵送でも口座振替の手続ができます。

　市税についてはホームページから郵送専用の口座振替依頼書
と封筒がダウンロードできます。
www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/dl/hurikae.html

※振替日が金融機関・郵便局の休業日のときは、前営業日になります。

うっかり納め忘れてしまうと…
　納期限を過ぎると「督促状」が発送されます。機械的処理のため、保
険料を納期限直後に納めた場合は、督促状が発送されてしまいます。
納付済みであるにもかかわらず督促状が届いた場合は、行き違いで
すのでご容赦ください。

（1）普通徴収（納付書・口座振替）（2）特別徴収（年金からの天引き）

保険料の納期は、6月から翌年3月
までの毎月（年10回）です。
納付書は、6月に保険料額決定通
知書と同封して6月期分1枚及び
7月期分から3月期分まで1枚（全
期前納分）を郵送します。その後、
7月に3枚（7・8・9月期分）、10月に3
枚（10・11・12月期分）、1月に3枚（1・
2・3月期分）を郵送します。

世帯主が受給している公的年金
から保険料をあらかじめ差し引
いて納付する仕組みです。
世帯主の介護保険料が公的年金
から特別徴収されているなど、要
件に該当する世帯は、原則、特別
徴収になります。詳しくは通知書
に同封のチラシをご覧ください。

問合せ 区政推進課   411-7021  314-8890

第20期神奈川区民協議会委員 募集！
〜あなたの力を神奈川区のまちづくりへ〜

注意！ 夏は細菌性の食中毒が多く発生します
カンピロバクター 黄

おうしょく

色ブドウ球菌O
オー

157
問合せ 生活衛生課　

411-7141　 411-7039

相談はこちらまで●つけない・・・・ 手洗いは必ず行いましょう。
●ふやさない・・ 冷蔵庫を活用しましょう。すぐに食べましょう。
●やっつける・・ 火をしっかり通しましょう（75℃1分以上）。

食中毒
予防の
3原則

神奈川図書館 区役所別館1階
区民ホール

多くの
皆さんの
ご参加を

お待ちして
います。
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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
7月13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 6月13日(水) 〜7月5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

6月15日、7月20日の金曜、9時〜11時
区役所別館2階 栄養相談室

● 善意銀行（3月寄付分） ●

○宗教法人孝道山本仏殿
○明るい社会づくり運動神奈川区協議会
○神奈川区シニアクラブ連合会
○かめたろう  おもちゃ病院
○おてらおやつクラブ  浄土真宗なごみ庵
○柴

　　しばた わきこ

田和貴子 （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

イベント情報

子安小学校プール　市民利用オープン！
6月17日〜9月17日の土・日・祝日と学校夏季休業

日（学校利用日を除く）9時〜18時（9月は17時まで） 
※入場受付は閉場時間の30分前まで  

子安小学校（新子安1-36-1）
満3歳以上（オムツの取れていない幼児は入場で

きません） 
1時間：大人100円・子ども60円 

※小学3年生以下は水着着用の保護者（高校生以上）
の付添いが必要です。
問合せ 教育委員会事務局学校支援・地域連携課

671-3716  681-1414

要予約

無料
要予約

無料
要予約

（匿名）

昨年のパネル展の一部
（市立保育園の食育の取組）

　食事は健康のために、大切な要素のひとつです。
　神奈川区ではさまざまな団体が、朝ごはんや野菜をしっかり食
べることの大切さを伝える食育を進めています。食育展を通じて
活動内容を紹介しますので、ぜひお立ち寄りください。

区内保育園・小学校・中学校・区役所など
で行われている食育活動のパネル展示
日  時 6月11日（月）〜22日（金）　
会  場 区役所別館1階  区民ホール

問合せ 福祉保健課  411-7138  316-7877

毎月19日は「食育の日」です6月は「食育月間」

●食育展のお知らせ

　かながわ支え愛プランでは、21の地区連合町内会の皆さ
んと協働で計画を進めています。
　今回は「支援が必要な人が支援につながる仕組みづくり」
に取り組んでいる地区を紹介します。

 ●神之木西寺尾地区
　地区の目標である「支え合う『向こう
三軒両隣』のまち 神之木西寺尾」の実
現に向けて、地域の複数の組織※がそれ
ぞれ行っていた見守りの取組を昨年2
月に「声かけ隊」として統合しました。
統合により活動者間での課題や目標の
共有がスムーズになり、誰もが助け合
える仕組みの基礎を作ることができま
した。また、毎月第4金曜に地域の子どもの居場所「ぽっかぽか。」を開き、手
作りの夕食をともにしています。ここでは地域の人が見守る中、子どもが
安全に楽しく温かな時間が過ごせるように取り組んでいます。
　日常的に見守りが必要な世帯が増える中、住民が向こう三軒両隣をさり
げなく見守り合う関係性が築けるように活動を続けています。
※民生委員・児童委員、ふれあい活動員、シニアクラブの友愛活動員、災害時要援護者支
援の取組を行う自治会町内会

 ●神奈川地区
　一人暮らし高齢者と体の不自由な
人などを対象に、電球交換や簡単な
修繕など日常のちょっとした困り事
の手助けを行う「神奈川地区支え合
いチーム」を2016年10月に発足し
ました。対象の人に「神奈川地区支え
合いチーム」の情報を届けるため、地
域で見守りを行うふれあい活動の訪
問時に民生委員・児童委員等からチ
ラシを手渡すなどの工夫をしています。
　また、高齢者の認知症予防の取組として昨年7月から「童謡唱歌をみんな
で唄

うた

う会」を始め、毎月第3水曜に神奈川地区センターで行っています。回
数を重ねる中で、この会が参加者同士の定期的な顔合わせや歌うことによ
るストレス発散の場になってきているため、今後はサロンのような交流の
場にもなるように活動を広げていきます。

問合せ
福祉保健課

411-7136
316-7877～第3期神奈川区地域福祉保健計画～

和やかな雰囲気の
「童謡唱歌をみんなで唄う会」

連載❽

地域の子どもの居場所「ぽっかぽか。」

毎日の献立に役立つ「地産
地消野菜レシピ集」「朝ご
はんレシピ集」「かんたん・
おいしい野菜レシピ集」を
無料配布します。

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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　一人ひとりの意思を尊重した在宅生活を支
えるため、在宅医療に関する情報提供や相談
体制を充実していきます。また、多職種が連携
して在宅医療・介護サービスを提供できる体制
や、病院と連携した入退院時の円滑な流れをつ
くります。

　高齢者の日常生活における困り事の解決に向け、地域住
民の支え合い活動の支援や、社会福祉法人・企業・店舗等と
の連携を進めます。また地域の関係者（ケアマネジャー・民
生委員等）と地域ケアプラザ等が連携し、高齢者のニーズ
を取組に反映させます。

　地域における介護予防活動を支援
し、身近な場所に活動の場を増やすと
ともに、介護予防に関する情報提供に
積極的に取り組みます。

　認知症講演会等を通じ、認知症予防や認知症に対す
る理解を広げるとともに、地域で見守り支え合う体制
をつくります。
　専門機関と連携し、早期発見・早期診断の仕組みづく
りを進めます。

▶取組のひとつ、「地域包括ケアシス
テム」については❾ページ・特集②を
ご覧ください。

横浜

東神奈川

片倉町

羽沢（仮称）

仲木戸

神
奈
川

神奈川新町
子安

大口

新子安

白楽

反町

京急新子安東白楽

三ッ沢上町 三ッ沢下町

京急本線

市
営
地
下
鉄

東
急
東
横
線

J
R
横
浜
線

JR京浜東北線JR東海道貨物線
A

B

C

事例① 事例② 事例③

※神奈川区の運営方針の詳細は www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/kuunei/をご覧ください。

在宅医療・介護連携 多様な主体による生活支援の充実

介護予防

神奈川東部方面線の整備

◆ 安全・安心 ～地域防災力の強化～

～見守り支え合う地域づくり～
～協働による地域づくり～

～区の魅力をさらに広げ、次世代へつなぐ～

◆ いきいきと暮らし続ける
◆ 地域の力やつながりをはぐくむ

◆ 魅力にあふれ活力あるまちづくり

市民病院の再整備

まちづくり・鉄道整備

区役所が独自に取り組む事業  ～平成30年度神奈川区運営方針～
住み慣れた地域で医療や介護のサービスを さまざまな生活の支援と生きがいのある暮らしに

いつまでも元気にいられるように

認知症になっても安心して暮らせるまちへ

問合せ 高齢・障害支援課  411-7013  324-3702

問合せ 区政推進課  411-7027  314-8890

ぜひお読みください

　「相鉄・JR直通線」は平成31
年度下期の開業に向け、また

「相鉄・東急直通線」は平成34
年度下期の開業に向けて、工事
が進められています。相模鉄道

（株）は、羽沢駅（仮称）の名称を
『羽沢横浜国大』駅とし、今後手
続を進めると発表しました。
▶都市整備局都市交通課　 671-2722

　2020年春の新病院開院に
向け、引き続き診療棟の工事
を進めるとともに、管理棟（管
理部門・医局・院内保育所など）
の建設工事に着手します。
▶市民病院新病院推進課
　 331-1829

　発災時に住民がスムーズな避難行動
をとれるよう、地域による「地域の防災
マップ」作りを支援します。また、防災ガ
イドを作成・配布し、子育て世代の防災
への関心が高まるよう取り組みます。

　地域の身近な場所で講座などを行い介
護予防の普及に取り組みます。また、「認知
症高齢者みまもり協力店」の拡大や高齢者
の緊急時の身元確認用「みまもりキーホル
ダー」の配布などにより、地域と関係機関
が連携して見守る地域づくりを進めます。
　講習会などで在宅医療に関する情報提
供を行います。

　小中学生を対象に、「わが町 かなが
わ とっておき」を紹介するイベントを
行い、地域への関心・愛着を深めます。
　また、新たに10月・11月を「健康かな
がわ応援月間」に定め、幅広い世代を
対象としたさまざまな健康づくりイ
ベントを開催します。

　地域で活動するさまざまな団体と区役所等が連携して、地域活動を支え
る担い手の育成を行うなど、地域の課題解決に協働で取り組みます。
　また、かながわ支え愛プラン※については、目標の着実な実現に向けて取
組を進めます。　　　　　　　　　 ※第3期神奈川区地域福祉保健計画の愛称

◯横浜駅きた西口鶴屋地区の再開発
　国家戦略特区を活用した市街地再開発事業で、住宅・ホテ
ル・多言語対応の子育て支援施設・横浜駅直結の歩行者デッ
キ等の整備に向けて、平成33年度の完成を目指し、今年度
着工される予定です。横浜駅直結の歩行者デッキは、現在工
事が進められている（仮称）横浜駅西口開発ビル鶴屋町棟と
一体的に整備され、東横フラワー緑道方面への利便性が向

上する予定です。

◯東神奈川一丁目地区
　の再開発
　防災性の向上や土地の高度利用による都市機能
の集積、基盤施設の改善を目指し、今年度中の完成
に向けて、建設工事が進められています。

◯東高島駅北地区の開発
　医療・健康・居住など、新しい都心にふさわしいま

ちづくりを進めるため、今年度は基盤整備工事や埋め立て工事に着手し、平成35
年度の完成を目指しています。

◯ヨコハマポートサイド地区の整備
　2019年春開校予定のインターナショナルスクールの建設に併せて、地域交流
機能や災害時に地域に必要な機能等を整備しています。
▶都市整備局都心再生課　 671-3857

地域包括ケアシステム  神奈川区 検索

平成30年度に神奈川区で行われる
事業を紹介します

　「地域包括ケアシステム」という言葉は少し分
かりにくいですが、「医療や介護が必要になって
も、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく、安心
して生活できる」ことを目指す取組です。
　神奈川区でどのようにこの目標を実現させて
いくのかを定めたものが、今年3月に策定した「神
奈川区行動指針」です。
　この指針の中で、神奈川区の実情を踏まえ、目
標の実現に向けた取組を4つの分野別に掲げてい
ます。それぞれの主な取組を紹介します。

地区ボランティアセンターを通じて
近所のボランティアを紹介 医師が自宅へ往診 認知症高齢者みまもり協力店で

買物をサポート

羽沢駅（仮称）コンコース
横浜駅きた西口鶴屋地区

（イメージ図）

（イメージ図）

（イメージ図）

（イメージ図）

　東神奈川一丁目地区

A

魅力と活力ある都心臨海部の機能強化C

B

地域の防災マップ
（大口通第二町内会）

町の防災組織の活性化

高齢者支援

幅広い世代の交流 地域の担い手育成

健康づくり

みまもり
キーホルダー

取組 ❶ 取組 ❷

取組 ❸

認知症対策取組 ❹

神奈川区の
「地域包括ケアシステム」
行動指針ができました

　区役所をはじめ、区民の皆さんや推進に関わる関係機関・団体、事業
者の皆さんがそれぞれの役割を果たし、地域で支えあうことで、はじ
めて神奈川区の地域包括ケアシステムが実現し、高齢者だけでなく、
誰もが住み続けたいまちづくりにつながっていきます。
　力を合わせて、将来にわたって安心して暮らせる神奈川区をつくっ
ていきましょう。

※区ホームページにも掲載：

区役所別館3階
301窓口や

地域ケアプラザ等で
配布しています。

神 奈 川 区 行 動 指 針

◀庭の草むしりなども支援

▲みまもり協力店
ステッカー
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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

7月10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

7月10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 6月11日（月）から電話かFAXで

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。

7月12日（木）10時～11時30分 区役所別館2階 
予防接種室 区内在住の3歳までの子と保護者、先
着20組 
申込み 6月11日（月）から電話かFAXで

ちえのわタイム
◆子育て世代のお金のお話

6月23日（土）10時30分～12時
◆おはなし会
出演：まりこ☆みゅーじあむ

6月27日（水）11時～11時30分
◆簡単ごはん作りのコツ

6月28日（木）10時30分～11時30分
◆パパのライブ＆トーク

7月7日（土）13時30分～14時15分

ネットワークタイム
◆ヨコの糸ネットワークタイム（地域活動紹介）
ゲスト：特定非営利活動法人

「かながわ女のスペースみずら」
6月19日（火）10時30分～12時

なかまトーク・みんなでタイム
◆マタニティプログラム・ひと針タイム＆
　産後の暮らしのお話
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。
6月21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
◆1日限りの無料法律相談
神奈川ロータリークラブのみなさんのご協力を
得て、税理士・弁護士など専門家9人による相談
日が実現！子ども連れで相談できます。秘密厳
守、相談室も利用できます（1人1時間程度）。

6月15日（金）13時～16時 先着順
申込み 要予約、受付中。

5月号に掲載しました「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」の記載のうち、7
月3日（火）の開催会場の記載に誤りがあ
りました。お詫びして訂正いたします。

（誤） 神之木地区センター
（正） 神之木地域ケアプラザ

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

無料
要予約

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
6月 7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

8（金）午後 17（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19（火）午後 24（火）午前

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 8（金）午後 24（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 4（月）

18（月）
2（月）

23（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 11（月） 9（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

4（月）
11（月）
18（月）

2（月）
9（月）

23（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

9（土） 28（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

土曜日は施設も開放しています。親子
で参加してください。

●松見保育園（育児支援センター園）
432-6635 432-6704

［園庭開放］月～金曜 8時30分～13時30分
［施設園庭開放］毎月第1・3土曜 10時～12時
●神大寺保育園

481-1513 481-1547
［園庭開放］水・木曜 9時30分～11時30分
［施設園庭開放］毎月第4土曜 10時～12時
●西菅田保育園

473-1957 473-1969
［園庭開放］火・金曜 9時30分～11時30分
［施設園庭開放］毎月第3土曜 10時～12時

※このほか、育児相談、育児講座、身体測
定やランチ交流等も実施しています。詳
細は各園にお問い合わせ、またはホーム
ページをご参照ください。

 www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/
kurashi/kosodate/301-51.html

市立保育園の園庭開放すこやか
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。両親教室の土曜（6・7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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ペットボトルロケット大会
ロケットを作って打ち上げよう！

7月1日（日）ロケットの製作：10時
～12時、打上げ・記録会：13時～15時 
※雨天の場合は午前中の製作のみ

幸ケ谷小学校（幸ケ谷1-1） 
区内在住・在学の小・中学生と保護

者、30組（多数抽選） 
ロケット1個につき850円 
ペットボトルの空き容器3本（ロ

ケット1個分、1.5Lの炭酸飲料などの
表面にでこぼこのない円筒形で、同じ
大きさ・種類のもの）・お弁当・飲み物・
タオル・上履き
申込み・問合せ 6月15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、製作個
数を書いて、 地域振興課青少年担当

「ペットボトルロケット大会」
411-7093 323-2502
kg-seishikyo@city.yokohama.jpへ

ものづくり体験教室
ペットボトルの空き容器や荷造りPP
バンドなど身近な材料を使って、すて
きな作品を作りませんか。

7月22日（日）10時～12時 
区役所本館5階 大会議室 
区内在住・在学の小・中学生と保護

者、50人（小学3年生以下は保護者同
伴・多数抽選） 100円 

ペットボトルの空き容器2本（500 
mLの炭酸飲料などの表面にでこぼ
このない円筒形のもの）
申込み・問合せ 7月6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「ものづくり体
験教室」

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

三ツ沢小学校・ほたる観察会
三ツ沢小学校で児童が育てたほたる
の鑑賞会です。

6月15日（金）～24日（日）19時30分
～20時30分 三ツ沢小学校（三ツ沢
中町4-17）ほたるドーム
申込み 当日直接
問合せ 三ツ沢小学校

321-5861 320-0927

台町公園・神の木公園
「七夕祭り・飾り付け」

6月30日（土）10時～12時 
台町公園（高島台29）・神の木公園

（神之木台13-20） 
各公園先着100人

申込み 当日直接
問合せ 台町公園 323-0129

神の木公園 421-7883

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★夏休み自由研究教室
自由研究と工作、流しそうめん

8月7日（火）9時30分～13時
三ツ沢公園青少年野外活動センター

小学生、40人（多数抽選） 1,000円
（流しそうめん参加家族は1人200円）

申込み・問合せ 6月13日（水）～27日（水）
にホームページか往復はがき（消印有
効）で事業名・参加者氏名（ふりがな）・
性別・年齢・学校名・学年・郵便番号・住
所・電話を書いて、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/へ

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★かなっぱ畑の会
　畑で楽しむやさいの時間
土づくりから収穫まで5種類の野菜づ
くりにチャレンジしませんか。

7月2・9日、8月20日、9月3日、10月
15日、11月19日（月曜全6回）9時30分
～11時30分 ※自主参加日あり

m
エムケー

kファーム（神大寺4-21-22）
区内在住・在勤の人、20人（多数抽

選） 3,000円（全回分）
申込み・問合せ 6月18日（月）必着で、は
がきかFAXに住所・氏名・年齢・電話
を書いて、かなっぱ畑の会（ 区民活
動支援センター「かめ太郎ボックス中
9」） 担当：木

きづ

津
080-2373-9764 323-2502へ

★七夕まつり
　MIPGC（三ツ沢公園グリーンクラブ）
七夕の短冊・飾りづくり、樹名板づくり

7月1日（日）10時～15時 三ツ沢
公園第三レストハウス（三ツ沢西町3）
○樹名板づくり
午前の部：10時～11時、午後の部：13時
～15時  各回先着20人  300円
申込み 当日直接
問合せ MIPGC担当：加

かとう

藤
mipgc.mitsuzawapark@gmail.com
www.c-sqr.net/c/mipgc/

キンボール交流会
7月7日（土）9時30分～12時 
神奈川スポーツセンター 
小学生以上、100人（多数抽選） 
大人1チーム（4人）500円、子ども

1チーム（4～5人）300円
申込み 6月20日（水）までに専用の申

込用紙を区さわやかスポーツ普及委
員会事務局にFAX（ 314-4115）か
直接神奈川スポーツセンターへ
問合せ 区さわやかスポーツ普及委員

会事務局 080-4654-5029
※専用の申込用紙は神奈川スポーツ
センターにあります。

平成30年度少年少女
ソフトボール選手権大会

ファーストピッチソフトボールのトー
ナメント戦

7月28日（土）・29日（日）8時30分～
17時 片倉うさぎ山公園グラウンド 

市内在住の小学生で構成するチー
ム 1チーム5,000円
申込み・問合せ 6月30日（土）までに専用 
の申込用紙をFAXか郵送（必着）で区
ソフトボール協会事務局（〒221-0021 
子安通1-74）担当：藤

ふじわら

原
 090-3226-0955 453-3489へ

※専用の申込用紙は事務局にご連絡
ください。

第26回クラブ対抗
バドミントン大会

ランク別ダブルス団体戦（1チーム6
人以上）一般の部・女子の部

7月29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・在クラブ者 
1チーム：一般7,000円、女子6,000

円（クラブ登録チームは一般6,000
円、女子5,000円）
申込み・問合せ 7月7日（土）～14日（土）
に専用の申込用紙を郵送（必着）で区
バドミントン協会事務局

（〒221-0801 神大寺1-21-51）
担当：吉

よしだ

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

第25回区民女子
6人制バレーボール大会
8月19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歳以上の女性によるチーム 
1チーム4,000円（別途登録料2,000

円）
申込み・問合せ 6月30日（土）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） 
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23回区民男子シニア
6人制バレーボール大会
8月19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

40歳以上の男性によるチーム（15歳
以上の女性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30日（土）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）
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22回区民ソフトボール大会
ファーストピッチソフトボールのトー
ナメント戦

8月26日～10月21日の日曜9時～
16時30分 区内グラウンド

区内在住・在勤・在学のチーム（一
般男子・女子） 1チーム7,000円
申込み・問合せ 7月1日（日）～28日（土）
に専用の申込用紙をFAXか郵送（必
着）で区ソフトボール協会事務局

（〒221-0021 子安通1-74）担当：藤
ふじわら

原
090-3226-0955 453-3489へ

※専用の申込用紙は事務局にご連絡
ください。

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  6月25日（月）

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

教室名 日程・曜日 時間 参加費 対象・定員

☆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

●ズンバ 14：05～14：50

●からだメンテナンス 14：05～14：50 16歳以上、20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

☆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

＊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

●すげたファミリー寄席
演目：落語『堪

かんにんぶくろ

忍袋』・湊
みなとや はとば

家波止婆、落語
『たがや』・緑

りょくふうてい

風亭たけ丸
まる

6月17日（日）14時～15時
先着40人 100円 当日直接

●第19回すげたふれあいまつり
　～作品の展示・販売・演技発表・
　模擬店など～

7月7日（土）10時～17時、7月8日（日）
10時～15時  当日直接
●奈

なな

々先生と親子で体力アップ
7月24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

6月26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

●子育てママのリフレッシュタイム
　（保育付き）
　～ハーブティーと
　季節のアロマクラフト～
ウェルカムティー（アイスティー）・ブレ
ンドティー＆フラワー入り化粧水作り

7月3日（火）10時～13時 
先着12人  1,500円 
1人500円（6か月以上）、先着3人
6月11日（月）から電話か直接

●はじめての手ごねパン講座
　～おかずパンとサラダ～

7月5日（木）10時～13時 
先着12人  1,500円
エプロン・三角巾・筆記用具
6月14日（木）から電話か直接

●楽しさいっぱい七夕まつり
　～模擬店・工作・縁日の地域まつり～
神大寺盆踊り大会開催。ゆかたの着付
けもします。

7月7日（土）10時～14時
当日直接

●おもしろ科学たんけん工房
　～ヘリコプターを作ろう～

7月7日（土）13時30分～16時30分
小学4年生～中学2年生、24人（多数

抽選） 800円
7月2日（月）までにおもしろ科学た

んけん工房ホームページへ

〒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

●ワクワク仲良く♪
　親子D

デ

Eフラ＆タヒチアン
7月2日～9月10日の毎週月曜（全8

回 ※祝日、休館日を除く）17時10分～
18時20分 3歳～小学生の子と保護
者、先着15組程度 5,600円（全回分）

月28日、11月25日（日曜全5回 ※9月
23日は祝・日）10時～11時30分 

市内在住の60歳以上の人、先着20
人  1,000円（全回分）

7月6日（金）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
6月18日
（月）

●はじめてのとしょかんたんけん
神奈川図書館を探検してみよう。おは
なし会や貸出体験もあります。

7月25日（水）10時～11時30分
小学1・2年生、先着15人
7月4日（水）から電話か直接

●大人のための朗読会
遠
えんどう しゅうさく

藤周作『切
きりしたん

支丹の里
さと

』ほか
出演：朗読の会クローバー

6月16日（土）15時～16時　
先着30人 当日直接

●親子おはなし会
6月26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

7月3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

●フォーラム南太田マルシェ
　～地モノ野菜市・手づくり市～

6月15日（金）11時～14時
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）：7月10日（火）・11日（水）・12日
（木）・17日（火）・18日（水） ②エクセル
中級（全2回）：7月14日（土）・15日（日）
いずれも10時～15時30分

各先着12人　
①19,500円 ②10,800円 ※免除制

度あり（要問合せ） 有料（要問合せ）
6月16日（土）から電話（ 862-4496）

かホームページで
●ストレッチ＆骨盤底筋ケア
　3か月コース

7月3・17日、8月7・21日、9月4・18日
（火曜全6回）13時30分～15時

女性、先着24人  7,800円（全回
分） ※免除制度あり（要問合せ） 

フェイスタオル・飲み物
6月12日（火）から電話（ 714-5911）

かホームページか直接

未就学児と保護者、先着30組程度
1家族100円 当日直接

●みんなでヨーガ
6月26日（火）15時25分～16時30分
先着30人程度 ※幼児は保護者同伴 
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）、幼児参加
の場合は幼児の分も

当日直接
●オリジナル傘を作っちゃおう！
　～透明傘を再利用～
透明なパラソルに絵を描いてオリジ
ナルパラソルの出来上がり！

6月30日（土）14時～15時30分
先着10人 ※幼児は保護者同伴
6月21日（木）から電話か直接

〒221-0051 幸ケ谷4（幸ケ谷公園内）
441-3788 441-5016
www.kana-sisetu.jp/kou-top.html

幸ケ谷公園コミュニティハウス 休館
6月30日
（土）

●チェリーハウスのおはなし会
絵本の読み聞かせ会・紙芝居・手遊び
歌・パネルシアター
◇おはなしポケット

6月11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

6月25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

〒221-0015 神之木町7-1
435-2906 435-2908
www.kaminoki-plaza.com/

神之木地域ケアプラザ 休館
第4日曜

●知らないと損する！遺言・後見
　～お金と自宅の話～
役立つ法律・制度を、事例をもとに分
かりやすく紹介。個別相談会で我が家
の対策も教えてもらえます。

7月21日（土）セミナー：10時～11時
30分、個別相談会（希望者のみ）：11時
45分～16時 先着30人　

6月11日（月）から電話か直接

〒221-0063 立町20-1
401-5640

www.kana-sisetu.jp/ura-top.html

老人福祉センターうらしま荘 休館
6月18日
（月）

●季節の和菓子教室（1）
　～夏の和菓子を作ろう！
　和菓子職人に学ぶ夏の和菓子～
和菓子職人を招いて、夏の和菓子の作
り方を学びます。上手にできたら職人
さんと一緒に楽しい試食タイム。

7月3日（火）9時30分～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
6月19日（火）から電話か直接　

●納涼うらしま寄席
　～七夕の日、夏の噺

はなし

と怪談噺
ばなし

で
　暑気払い～
出演：かながわ楽

らくしょうかい

笑会
7月7日（土）13時30分～16時 ※入場

開始は13時から 小学生以上、先着
50人 100円 当日直接
●歴史講座「明治150年と歌舞伎」
　～大学教授を招き、歌舞伎観賞を
　通じて歴史を読み解く～
講師：恵泉女学園大学教授 佐

さや まきと

谷眞木人さん
7月22日、8月26日、9月23日、10

6月11日（月）から電話か直接
●真夏のダンスパーティー i

イン

n 神之木
7月21日（土）13時～16時
先着100人 500円
6月23日（土）から電話か直接　

●こども「日本舞踊」ワークショップ
畳の部屋で伝統文化や礼儀作法を学
び、日本舞踊を踊ってみよう！

7月24日（火）・25日（水）10時～11
時：幼児（年少～年長）、11時30分～12
時30分：小学生 2日間参加可能な
人、各回先着6人程度  ※幼児は保護
者同伴  2,000円（全回分）

6月26日（火）から電話か直接
●夏休みこどもサイエンス
　～4足歩行ロボットを作ろう！第1弾～
持ち帰りできるので夏休みの宿題にも！

7月31日（火）10時～12時
小学生、先着10人程度 500円
6月26日（火）から電話か直接

〒221-0046 神奈川本町8-1
453-7350 453-7351
www.kana-sisetu.jp/kan-top.html

神奈川地区センター 休館
第2月曜

●和
なご

みのお習字
　～初心者でも楽しくお習字を～

7月6・20日、8月10・24日（金曜全4
回）13時～15時30分 先着12人

2,000円（全回分）
習字道具（持っている人のみ）
6月13日（水）から電話か直接

●夏休み応援！
　～教えてバドミントンのコツ～

7月30日（月）10時～12時
小学生、先着25人
上履き・タオル・飲み物
6月12日（火）から電話か直接

●おもちゃの病院
　～大切なおもちゃがよみがえる！～

7月14日（土）10時～14時
先着15人 無料 ※部品代実費
6月13日（水）から電話か直接

●わんパク・クッキング
　～みんなでかわいいパンを作ろう～

7月22日（日）9時45分～12時30分
小学生、先着12人 400円
エプロン・三角巾・タオル
6月13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

●第14回しらはた地区センターまつり
日頃センターで活動しているサークル
の皆さんの発表や体験、センター自主事
業など。多くの来館をお待ちしています。

6月16日（土）・17日（日）9時～16時
一部有料 当日直接

●おはなし花束のおはなし会
6月21日（木）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20人
当日直接

●親子でワッと遊ぼう！
6月25日（月）10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

6月14日、7月5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
6月15・29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。

おもしろ科学たんけん工房 検索
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