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区の人口…243,377人 世帯数…124,195世帯（2018年12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。1月12日・26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。
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www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/wagamachi/photocon10.html

災害時の
医療

謹
賀新年

備えよう。知ろう。

非常持出袋

登録資格 横浜市に在住または在勤の保健師・
助産師・看護師・准看護師の有資格者で、発災
時に神奈川区内の地域防災拠点（指定された
小・中学校）等で支援活動ができる人（ただ
し、病院勤務等で、災害時に職場に参集する
ことになっている人は原則除く）。

●活動には事前登録が必要です

詳しくは横浜市医療局ホームページ、または福祉保健
課までお問い合わせください。

www.city.yokohama.lg.jp/iryo/y-nurse/
※出産・育児等を理由に離職し、ブランクのある潜在看護師が
再び医療の現場で活躍できるための復職研修も行っています。

　災害発生時に、医師・薬剤師・市職員
とともに、医療救護隊の一員として区
内の避難所等で主に軽症者に対する
応急医療に協力していただくYナー
スを募集しています。

　たくさんのご応募ありがとうございました（応募総数：113点）。このほかにも、優秀賞など8点の
入賞作品が決まりました。今後「広報よこはま」紙上にて順次ご紹介していきます。
協  賛 エス山本繊維加工（有）・（株）ガトーよこはま・横浜醤

しょうゆ

油（株） ※順不同
問合せ 地域振興課

411-7086  323-2502

問合せ 福祉保健課
411-7136  316-7877

（反町公園）（横浜市中央卸売市場）

写真コンテスト  最優秀賞発表
第10回「わが町 かながわ とっておき」

Ｙナース（横浜市災害支援ナース）募集中！
ブランクのある有資格者の登録もお待ちしています

特集は❽・❾ページへ➡

村
むらせ りゅうじ

瀬鉚四さん 岩
いわい りな

井璃那さん

一般部門 小中学生部門
　少し高い位置からの珍しいアン
グルの写真です。後ろに横浜の高
層ビルが入り、食事は市場に任せ
ろという感じが「横浜の台所」をう
まく表しています。夜景を撮るこ
とで市場が目立ち、にぎわいを表
現できています。

　まだ雪が降る中にも関わらず写
真を撮りに行っており、あまり踏
み荒らされていない中で、通勤途
中であろう大人の足跡が生活感を
うまく表しています。遊具のオレ
ンジ色が雪の中に映えて、公園で
あることが分かりやすく伝わる良
い構図です。

災害時
あなたの力を

貸してください

非常用持ち出し袋チェックリスト

薬・衛生用品

  □  いつも使用している薬

  　  （目安：1週間分）

  □  お薬手帳（コピーでもよい）

  □  入れ歯

  □  眼
めがね

鏡

  □  アレルギー食、離乳食など

  □  マスク

  □  手指消毒薬

入賞作品はホームページでも紹介しています

審

査

講

評

審

査

講

評

神奈川区版 52019（平成31）年 1 月号



◯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

『飼い主のいない猫』を増やさないために

神奈川区家具転倒防止対策等
アドバイザー派遣事業

かながわ愛護会交流会 糸
い　と　い　が　わ

魚川市駅北大火からの教訓

地域ぐるみで対策を

公園・道路等を支える地域のボランティア活動団体の集い かながわ防災セミナー

　どなたでも楽しめる内容が盛りだくさんです。ボランティア活動に興味
のある人も大歓迎！皆さんの来場をお待ちしています！

消防団はどう活動したか 大火から得た現状と課題
そして、これからの地域力とは

　2016年12月22日に起きた新潟県糸魚川市駅北大火に従事し
た糸魚川市消防団長を招き、講
演会を開催します。市街地での
大規模火災の特徴を知り、安全・
安心で火災に強いまちづくりに
ついて考えてみませんか。皆さ
んの参加をお待ちしています。
日　時 1月27日（日）14時30分～16時30分
会　場 横浜市民防災センター（沢渡4-7）
申込み 当日直接

内　容

○�横浜銀行アイスアリーナ専属インストラ
クター　都築章一郎さんの「フィギュア
スケートの指導に学ぶ」講演
○�環境創造局環境活動支援センター職員に
よる身近な樹木の種類の見分け方
○�平成30年度横浜市公園愛護会表彰、パネ
ル展示　など

※イベント内容は一部変更になる場合があります。

日　時 1月24日（木）13時～15時30分
� （受付：12時30分から）
会　場 神奈川公会堂（富家町1-3）
定　員 先着300人　　
申込み 当日直接

　飼い主のいない猫は何もしなければ増え続けてしまい、ふん尿被害などに
より地域でトラブルが起こることもあります。トラブルが起きる前に、住民
同士コミュニケーションをとって、地域ぐるみで対策をしましょう。

不妊去勢手術費用の一部補助があります。
1頭につき上限5,000円。

　猫の数が増えないようにTNRを行った上で、その猫を地域で管理していく
ことが効果的です。
　地域でのルール作りなど、「地域猫活動」を始めたいと考えている人は、ぜ
ひ相談してください。

　子どもが体調を崩したとき、病院を受診するかどうか
迷った経験はありませんか？今回は「子どもの受診」につ
いて紹介します。
　区役所には、「元気はいいので、様子をみていたが、熱が
下がらない」「明日受診することになっているが、子どもが
ぐったりしていて心配」などの相談が寄せられます。
　受診するか迷っているうちにかかりつけ医の診療時間
が終わってしまうことがあります。子どもの体調は急に悪
化することがあるため、翌日が休診の場合や保護者の心配
がある場合はその日のうちの受診をお勧めしています。
　また、「＃7119」は年中無休、24時間電
話対応の救急相談センターです。受診す
るべきか、救急車を呼ぶべきかなど迷っ
た時に、受診の必要性や受診可能な医療
機関についてアドバイスがもらえます。
ぜひ利用してみてください。

※�家具転倒防止器具の取付けを無料で行い、器具購入代金の9割を補助する「かめの
ふんばり・つっぱり事業」の今年度の申請受付は終了しました。

専門家（建築士）が訪問します
　一般社団法人横浜市建築士事務所協会神奈川支部の建築士が訪
問し、家具の適切な配置や転倒防止器具の取付け方など、建築の専
門家の視点から地震発生時の家具転倒防止対策等のアドバイスを
無料で行います。

問合せ 神奈川土木事務所　 491-3363  491-7205

問合せ こども家庭支援課　 411-7111  321-8820申込み・問合せ 総務課　 411-7004  324-5904

問合せ 生活衛生課　 411-7143  411-7039

問合せ 神奈川消防署予防課　 316-0119（代）

講 師 都
  つづき しょういちろう

築章一郎さん
元日本フィギュアスケーティ
ングインストラクター協会
理事長。羽

はにゅう�ゆづる

生結弦選手やス
ケート解説者の佐

��さの�みのる

野 稔さん
の指導経験を持つ。

講 師 糸魚川市消防団長  斉
さいとう なおふみ

藤直文さん
1990年旧青

おうみまち

海町（現糸魚川市）消防団入団。2016年
糸魚川市駅北大火で現場本部にて陣頭指揮を執

と

る。
2017年糸魚川市消防団長に就任。

▲大火の様子

横浜市　不妊去勢手術 検索
横浜市　地域猫活動支援 検索

対　象 区内全世帯

申込み

1月31日（木）消印有効までに、区役所等で配布する「神奈川区家
具転倒防止対策等アドバイザー派遣事業申請書」に必要事項を
記入の上、住所を確認するための書類の写し（運転免許証・健康
保険証など）を添付し、郵送かFAXか直接、 総務課へ。
※申請書は区ホームページでも入手可。
www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/bousai/2018

kagutenadvice.html

［ 子 ど も の 受 診 ］

※T
ティー エヌ アール

NRとは？

T
トラップ

rap
（捕まえる）

N
ニューター

euter
（不妊去勢手術）

R
リターン

eturn
（元の場所へ戻す）

地域猫
活動

耳カットは
不妊去勢手術が
済んだしるしです。

◆猫による被害などの情報収集、話し合い　
◆給餌などのルール作り　　◆不妊去勢手術（TNR※）
◆猫用トイレの設置　など
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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 

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

1月18日、2月15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

平成31年度　
神奈川区社協ふれあい助成金説明会

区社会福祉協議会では地域福祉事業や障がい福祉
推進事業の支援を目的とし、神奈川区社協助成金事
業を行っています。各種助成金の説明と申請書の配
付を行います。

1月31日（木）18時〜19時、2月1日（金）14時〜15時
※各回とも同一内容です。

はーと友
ゆう

神奈川2階　多目的研修室（反町1-8-4）
申込み 当日直接
問合せ 区社会福祉協議会

311-2014　 313-2420
www.kanakushakyo.com/

★助成金の申請期間は2月1日（金）〜22日（金）まで。
申請書は2月1日（金）からホームページでも入手で
きます。

● 善意銀行（10月寄付分） ●

○アットホームみなかん手芸の会
○神奈川区生活衛生協議会
○かめたろうおもちゃ病院
○韓国社会福祉協議会
○おてらおやつクラブ浄土真宗なごみ庵
○和の会　（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

無料
要予約

無料
要予約

（匿名）

　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「地域を支える人材を支援する仕組みづくり」に取
り組んでいる地区を紹介します。

 ●六角橋地区
　大学のあるまちとして「卒業してから
も住み続けたいまち、魅力あるまちを共
に創る」ことを目標に、2015年に「まち×
学生プロジェクト（通称：まちかけ）」が発
足しました。
　世代を越え地域と学生が本音で話す

“対話の場”を通じて「六
ろくじんさい

神祭」「神
じんだい

大マル
シェ」「オレンジプロジェクト」「キャンドルナイト」など、まちと学生が協
働して新たな取組が次々に生み出されています。
　さらに、平成28年度には学生の力も借りて「六角橋自治連合会ホーム
ページ」を立ち上げ若い世代にもまちづくりに関心を
持ってもらう活動もスタートしています。
　現在では、自治連合会が主催する「健民祭」や「納涼
会」にも学生が参加するなど、まちの中で相互交流が
進んでいます。

 ●羽沢地区　
　羽沢地区では、「助けられ上手、助
け上手な街　羽沢」をスローガンに
交流する機会を増やす活動が行わ
れています。そこには活動を助けて
くれるさまざまな人たちの力があ
ります。
　これまで地域活動に参加してい
なかった人も気軽に参加できるよ
う、カレーライスを食べながら地域
の皆さんが交流する「あおぞら昼食会」や、ビールを飲みながら気軽に会話
できる「星空ビアガーデン」などのイベントがあります。
　こうしたイベントでは羽沢郵便局や小中学生など、多くの人が自主的に
活動に関わり、地域の皆さんに参加を呼び掛けています。
　このように羽沢に住んでいる人、働いている人と一緒に地域に根ざした
場づくりを行うことで、身近なところで交流するきっかけとなっています。

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～

星空ビアガーデンで地域の皆さんが交流

連載●

六神祭で子ども・学生・大人が交流

10

六角橋自治連合会
ホームページ

3

問合せ 区政推進課  411-7027  314-8890

種類 得点 方法

ト
ラ
イ

トライ 5点

攻撃側の選手が相手側のインゴール内の地面にボー
ルをつけること。トライを決めた後に、さらに得点を
追加することができるコンバージョンゴールを狙う
権利が与えられる。

ゴ
ー
ル
キ
ッ
ク

コンバージョン
ゴール 2点

攻撃側がトライを決めた後、トライを決めた地点の延
長線上から、相手側のゴールポストに向かって蹴る
ゴールキックを成功させること。

ペナルティ
ゴール 3点 相手チームの反則後に与えられるゴールキックを成

功させること。

ドロップ
ゴール 3点

プレーの最中にボールを地面にバウンドさせてから
蹴る「ドロップキック」によってゴールキックを成功
させること。

●ラグビーの得点方法は？
　ラグビーの得点方法は、攻撃側の選手が、相手
側のインゴール内の地面にボールをつける「ト
ライ」による得点と、ボールを蹴ってゴールポス
トの間のクロスバーより上を通す「ゴールキッ
ク」による得点の2種類に分かれます。

インゴール

クロスバー

ゴールポスト

ラグビーコート

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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備えよう

知ろう

自分や家族の身を守る、
そのための3つの備え

もし、けがをしてしまったら…
災害時の医療体制を知ろう

神奈川区では、災害への自助の取組を支援する
「家具転倒防止アドバイザー派遣事業」を行って
います。今年度の申込みは1月31日（木）まで。
詳細は❻ページへ➡

そのほか必要な物は❺ペー
ジのチェックリストへ➡

　昨年、大阪と北海道で大きな地震が、西日本では豪雨が発生し、多くの住民が被災すると同時に、地域
にある病院、診療所、薬局も被災しました。
　大規模な災害が発生すると、救急車が利用できなくなったり、普段通りの医療を受けられなくなる
ことが想定されます。自分や周囲の人を守るために、災害時の医療について、日頃から備えるべきこと、 
知っておくとよいことを紹介します。

　大災害が起こると、医療機関にかかるのが大変な
上、薬や医療用品も不足します。まず大切なのは、け
がをしないこと。そのための対策をしましょう。

　持病等があり、いつも使用して
いる薬がある場合は、避難時も必
ず携行しましょう。

被害状況によって、医師、薬剤師、看護職等で構成される医療救護隊が地域防災拠点で巡回診療を行う場合もあ
ります。医療救護隊で活動する「Yナース」を募集中！詳細は❺ページへ➡

※元禄型関東地震：マグニチュード8.1の想定地震。市内の最大震度は7と
想定され、大きな被害が出ることが予想されています。

なるべく
けがをしないように

必要な薬、衛生用品（例：マスク）等を
避難袋へ

けが防止のための

室内チェックポイント

●●●病院

家 庭 で で き る
応 急 手 当

慢性の病気がある人は、薬を医師の指示どおりに飲まないと
病状が悪化します。いつも使用している薬は発災直後にも

途切れないよう、1週間分多めに備え、避難袋に入れましょう。新し
い薬が処方されたら入れ替えると、期限切れを防げます。
　お薬手帳があれば、災害時でも必要な
薬を確実に出すことができます。また、普
段から「かかりつけ薬局」をもつことで、
今まで蓄積した薬や病歴などの情報を、
緊急時に病院へ伝えることもできます。
身近で話しやすい薬剤師を見つけ、ぜひ
かかりつけにしてください。

  災害時救急病院へ
黄色「診療中」の旗が目印
◇大口東総合病院　◇紫

しうん

雲会横浜病院
◇済生会神奈川県病院　◇古川病院　◇仁

じんけい

恵病院　
◇脳神経外科東横浜病院　
◇新横浜リハビリテーション病院
◇横浜はじめ病院　（区内は8病院）

  災害拠点病院へ
赤色「診療中」の旗が目印
◇横浜市立市民病院　◇済生会横浜市東部病院
◇けいゆう病院  など　（市内13病院、すべて区外）重症

中等症

生命の危険があるとき、
または生命の危険が
切迫しているとき

生命の危険はないが
入院を要する
程度のとき

医師の診療を必要としない
極めて軽度なけがなど

  診療所へ
黄色「診療中」の旗が目印

 薬局について
薬などが必要なとき、
黄色「開局中」の旗が目印

区民の自助・共助による応急手当

問合せ 福祉保健課  411-7136  316-7877 ＊医療機関情報は 横浜市　災害医療 検索

区内で「のぼり旗掲出訓練」を実施します。
のぼり旗を実際に確認できる機会です。
期  間 3月11日（月）～16日（土）

背の高い家具は配置を工夫し
たり、器具を使って固定したり
する。戸棚は留め金を付けるな
ど、開かない工夫をする。

ガラスの飛散
防止用フィル
ム等を貼る。

重いものは高い
ところに置かない。

災害時、軽いけがや発熱等
は、自分や周りの人で手当し
ましょう。応急手当用品や薬

（風邪薬、解熱鎮痛剤、胃腸薬
等）など、必要なものが入っ
ていますか。定期的に使用期
限も確認しましょう。

大規模災害発生時は、救急車・消防車がす
ぐに現場に駆けつけられるとは限りませ
ん。いざというとき、自
分を助けてくれるのは
となり近所の人かもし
れません。日頃からあ
いさつなどを通じ、お
互いに顔の見える関係
を築きましょう。

傷口を清潔なガーゼ等で直接強く押さえ、
しばらく圧迫します。
※感染防止のため、血液には触れないよう注意！

出血時の「直接圧迫止血法」

捻
ねんざ

挫時の足首の固定法

道具なしで人を搬送する方法

慣れれば簡単！歩行可能になり、自力避難につながります。

①細長くたたんだ
三角巾の中央を足
の裏に当て、両端
を足首の後ろで交
差させる。

②足の甲側に回し足首の
前でも交差させる。
両端を①でかかとから斜
めうしろに巻いた三角巾
の内側に通す。

③両端をしっか
り引き締めて足
首の前で結ぶ。

背中から前腕をしっかり
つかみ、後方に引きずって
移動します。

3人以上で、担架がなくても搬送できます。
搬送者全員が患者の頭側の足を立て膝にした姿勢でかがみ、両腕
を傷病者の下に十分入れ、同時に持ち上げます。

ガーゼの上から包帯を
少しきつめに巻くこと
によっても、同様に止血
できます。

▲病院・診療所▲薬局

大規模災害発生後は災害によるけがのほか、日常とは
異なる環境で、体調を崩すこともあると思います。非

常時だからと慌てて、専門外の診療所に駆け込んでも、必
要な器材もなく適切な医療を受けられません。平常時と同
様、けがの場合は整形外科など外科系、風邪症状なら内科
など、なるべく症状に合った診療科にかかりましょう。
　区医師会は神奈川区と協力し、区歯科医師会・薬剤師会
とともに、発災後も診療を行っている「病院・診療所」と薬
を出すことができる「薬局」を分かりやすくお知らせする
よう、のぼり旗を掲出します。受診時の目印にしてくださ
い。
　また、持病があり、現在、通院治療を受けている人は、災
害に備えてかかりつけの医師に相談しておきましょう。そ

れぞれの病気に合ったアド
バイス、たとえば避難所生活
を送ることになった場合の
食生活の注意点など、必要な
情報を得て、いざというとき
に備えましょう。

神奈川区医師会 会長
藤

ふじえ たけあき

江武昭さん

　大災害発生後に受診が必要となった場合に備え、近所の病院・診療所等の「場
所」や「診療科目」を確認しておきましょう。
　大規模災害発生後に、診療が受けられる病院・診療所は「診療中」、薬を出すこと
ができる薬局は「開局中」の黄色い旗でお知らせします。
※状況により、診療（開局）中でも、のぼり旗を掲げられない医療機関もあります。

近所の医療機関を把握

死者
383人

負傷者
1,892人

避難者
58,870人

もし、神奈川区に元
げんろく

禄型関東地震※が来たら？

（横浜市防災計画より）

診療できる医療機関が限られ、けが
人等が増えるため、医療機関では、
緊急度・重症度が高い人の診療を優
先せざるを得ない状況になります。

災害時の医療備えよう。
知ろう。

神奈川区薬剤師会 会長  
北

きたがわ ひさよ

川尚代さん

軽症
生命の

危険がなく
入院を

要しないとき

●●●病院

傷病者数
医療機関の
受入人数

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

身近に懐中電灯、ホイッ
スル、室内靴（スリッパ）
や軍手等を用意。

救急箱を
点検しましょう

地域で顔の見える関係づくり

感染防止用のビニール手袋は、レジ袋
やラップなどで代用可（穴が開いてい
ないことを必ず確認しましょう）

靴は脱がないでその上
から固定
＊イラストのような少
しかかとのある靴がお
すすめ（そえ木の代わ
りになり歩行が楽に）

三角巾がなければ、細長いも
のを活用（タオルのほか、裂
いたシーツ、ネクタイ、布製
ガムテープ等でも代用可）

傷病者の足首を組み、お
しりをつりあげるように
すると、摩擦抵抗が減り
弱い力でも動かせます

必ず、手を「交互」に組み、全
員同時に行動しましょう

固定用の包帯がない場合は
ストッキングで代用可
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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

2月19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

2月19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 1月11日（金）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
1月 2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

15（火）午後 14（木）午前 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）午後 19（火）午後

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 15（火）午後 14（木）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 7（月）

28（月）
4（月）

25（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 21（月） 18（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）
21（月）
28（月）

4（月）
18（月）
25（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

    26（土）     23（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

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 9時30分～11時30分
土曜日施設園庭開放 5・19（土）10時～12時（5日のみ保育室でも遊べます） 26（土）10時～12時「鬼のお面づくり」 19（土）10時～12時「伝承遊びを楽しもう」
ランチ交流◎ ☆9・16（水）乳児食 ☆17・24（木）乳児食・幼児食 ☆11・25（金）乳児食・幼児食

交流保育 9・16・23・30（水）9時30分から（集合：9時25分）リズム交流 ☆17（木）「鬼のお面を作ろう」 －
育児講座 ☆19（土）10時から「手品・こままわしを楽しもう」 － －

☆の行事は予約が必要です。 ◎ランチ交流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   1 月
（公立保育園の施設園庭開放・子育て支援事業）

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

<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

かなーちえからのお知らせ ちえのわタイム
◆リラックス音楽タイム　歌おう♪ゴスペル

1月12日（土）11時～11時30分

なかまトーク・みんなでトーク
◆療育おやこ＆うちの子気になるトーク
当事者の先輩ママ（大きなりんごの会）の皆さんがトー
クを支えてくれます。

1月11日（金）10時30分～12時

トピックス
◆神奈川区・外遊びネットワーク交流タイム
　外遊び活動に関わる人たちやグループ、集合！
講師：T

トウキョウ

OKYO P
プレイ

LAY代表 嶋
しまむら ひとし

村仁志さん
1月28日（月）10時～12時 主に区内で外遊びを

支援しているグループ、地域の人、先着30人

申込み 受付中。電話か直接
◆泣き声も気にならない“親子ふれあいコンサート”
出演：T

ティージェイ

J、まりこ☆みゅーじあむ
2月26日（火）10時20分～11時20分（開場：9時50分）
区民文化センター かなっくホール 先着300人

申込み 1月25日（金）から電話か直接

利用者支援事業
◆シングル親＆ステップファミリートーク

2月2日（土）10時30分～11時30分

ネットワーク
◆もっと身近に♥心の健康づくり ココロ♥カフェ

1月24日（木）10時30分～11時30分
◆マザーズハローワーク 出張セミナー

2月5日（火）10時30分～12時

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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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。

◆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

●ステップエアロビクス

毎週火曜

10：45～11：45

500円

16歳以上、40人

●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

●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

●ボディメイク 13：20～14：20

☆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。

「みんながつながるまちのつどい」
第34回神奈川区社会福祉大会

区内で社会福祉活動をしている人への
表彰と、「かながわ支え愛プラン（第3期
神奈川区地域福祉保健計画）」の区計画
中間振り返りについて報告します。
○第1部：社会福祉活動功労者表彰
○第2部：「かながわ支え愛プラン」の
取組について

2月5日（火）13時30分～16時
区民文化センター かなっくホール

（東神奈川1-10-1） 先着300人
申込み・問合せ 1月11日（金）から電話で
福祉保健課 

411-7136 316-7877へ

住宅用地の異動申告期限は
1月末日です

住宅やアパート等の敷地として利用さ
れている土地（住宅用地）については、
固定資産税・都市計画税を軽減する特
例措置が設けられています。住宅等の
新築や取壊し、店舗から住宅、または、
住宅から店舗への改築などによって、
土地の使用状況が変更された場合は、
固定資産税・都市計画税の税額が変更
になる可能性があります。土地の使用
状況を変更した場合は、毎年1月末日
までに、土地の所在する区役所へ「住宅 
用地異動申告書」を提出してください。
問合せ 税務課

411-7051 323-1383

菅田町赤坂公園（分区園）の
利用者募集

野菜や花を栽培することのできる分
区園の利用者を募集します。
◆募集区画：①約10m2×34区画、②約
15m2×4区画
◆利用期間：4月1日（月）～2020年3月
31日（火）

菅田町赤坂公園（分区園）（菅田町
222-1） ※駐車場がないため、自動車・
オートバイ等での来園はできません。 

徒歩や自転車で分区園を利用で
きる家族、または8人までのグループ

（2世帯程度が目安） ①4,000円、②
6,000円（1区画・年額）
申込み・問合せ 1月25日（金）必着で往
復はがきの往信面に代表者の郵便番
号・住所・氏名・電話、希望区画（①か
②）、グループ利用は余白に「グルー 
プ利用」とほかの利用者の氏名を、返
信面に住所･氏名を書いて、（株）春

しゅんぽう

峰
園
えん

指定管理担当（〒236-0042 金沢
区釜

かまりやひがし

利谷東8-3-20）
783-8009 783-8019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）。

1月19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： 

栗
くりき

城 512-4965
kuriki@fbyokohama.jp

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★わんぱくおてんば春探検隊
野外ゲーム、自然観察、クラフト、野外
炊事など

3月21日（祝・木）9時30分～15時30
分 小学1～3年生、48人（多数抽選）

3,000円　
★鉄板祭
春ならではの食材で鉄板焼きやダッチ
オーブンを使ったお菓子を楽しみます。

①3月23日（土）、②3月24日（日）10
時～14時 家族またはグループ、
各回80人（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、3歳以下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・問合せ 1月16日（水）～30日（水）
にホームページか往復はがき（消印有
効）に事業名（鉄板祭は参加日も）・参
加者全員の氏名（ふりがな）・性別・年
齢・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へ
www.yspc.or.jp/mitsuzawa_yc_ysa/

看護師のための復職支援研修
講義や看護技術体験（採血・静脈点滴
注射等）、区内の病院見学と病棟での
看護実践体験、職員との交流・就業相
談などを行います。

1月29日（火）9時～16時30分、30
日（水）・31日（木）9時30分～16時（全
3回） 済生会神奈川県病院（富家町
6-6）、大口東総合病院（入江2-19-1）、
紫

しうん

雲会横浜病院（神大寺3-1-12）、済
生会東神奈川リハビリテーション病
院（西神奈川1-13-10） 

市内在住で再就職を希望する看護
師、先着10人
申込み・問合せ 1月17日（木）までに電話
かＥメールに氏名（ふりがな）・年齢・
住所・電話・看護師免許の種類・経験年
数・ブランク期間・希望病院（領域）・ユ
ニフォームサイズ（S/M/L/LL）・保育
施設利用の有無を書いて済生会神奈
川県病院：有

ありやま

山
432-1111（内線2201）
kangobu@kanagawa.saiseikai.or.jpへ

済生会神奈川県病院　復職支援研修 検索

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

1月30日（水）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 1月29日（火）までに電話
で横浜市シルバー人材センター神奈川
事務所 402-4832 402-4835へ

区シニアクラブ連合会からの
お知らせ

★「高齢者趣味の作品展」
　作品募集と展示
◆作品募集：手工芸品・書画・写真など
◆作品展示：2月13日（水）～15日（金）
9時30分～16時（最終日は11時まで）

神奈川公会堂
申込み 1月10日（木）～2月1日（金）に

専用の申込用紙を直接、区シニアクラ
ブ連合会へ
★ことぶき大学講座
健康講話、音楽や落語などシニア世代
のニーズにあった内容を楽しく学べ
ます。

2月13日（水）・14日（木）10時～15
時頃（全2回） 神奈川公会堂 区内
在住・在勤のおおむね60歳以上の人
申込み 1月10日（木）～2月1日（金）必

着で往復はがきに住所・氏名・年齢・電
話を書いて区シニアクラブ連合会へ
………………上記共通………………
申込み・問合せ 区シニアクラブ連合会

（〒221-0825 反町1-8-4 はーと友神
奈川 2階） 313-1708へ

平沼記念体育館
当日受付教室

★水曜フットサルタイム
1月16・23・30日、2月6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
1月17・24・31日、2月7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
1月11・18・25日、2月1・8日（各回金

曜）21時～22時40分 18歳以上、先
着20人 各回1人500円、1チーム（5
人以上）2,000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
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

区民冬季初中級テニス
ミニ団体戦

男子ダブルス・女子ダブルス・ミック
スダブルス各1組による団体戦（一般
の部・ベテランの部（男性55歳以上、女
性50歳以上））

2月10日（日）9時～17時 三ツ沢
公園テニスコート 区内在住・在勤・
協会員、20チーム（多数抽選） 

1チーム12,000円
申込み 1月25日（金）必着で、はがき

かEメールに申込者氏名・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

※専用の申込フォーマットは区テニ
ス協会ホームページにあります。

第24回区オープン
ソフトテニス大会

①一般 ②成年 ③シニア1部（45歳～54
歳） ④シニア2部（55歳～64歳） ⑤シニ
ア3部（65歳以上） ※いずれも男女別

2月10日（日）9時～17時 三ツ沢
公園テニスコート 先着60組

1組2,000円
申込み 1月11日（金）～25日（金）に専

用の申込用紙をFAXまたはEメール
で区ソフトテニス協会：湯

ゆぜ

瀬
473-0401
kanagawa9_softtennis@yahoo.co.jp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  1月28日（月）
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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

●菅田ファミリー寄
よせ

席
演目：『我が家の食卓』『抜

ぬ

け雀
すずめ

』
1月20日（日）14時～15時
先着40人 100円（小学生以下無料）
当日直接

●かなちく子育て応援タイム
　～とっさの時あわてない
　幼児救急法～

2月5日（火）10時30分～12時
幼児と保護者、先着25組
当日直接

●奈
なな

々先生と親子で体力アップ
　～ボールやフープを使って楽しく活動～
親子のスキンシップも図れます。

2月26日（火）10時30分～12時
幼児と保護者、先着30組
1組300円 飲み物・タオル
1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

●バレンタインのプレゼント
　～米粉で作る
　アーモンドチョコケーキ～

2月5日（火）10時～13時
先着12人 1,500円
エプロン・三角巾・筆記用具
1月15日（火）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
第4月曜

●M
ママ

amaの手作りお菓子
　～ W

ダブル

チョコレートのパウンドケーキ～
簡単焼き菓子。本には載っていないコ
ツ教えます！

2月12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
1月15日（火）から電話か直接

●尿もれ予防の健康体操
いつまでもいきいきと元気に過ごす
ために、今から体をケアしてみません
か。産後の人、高齢者など、どなたでも
参加できます。
共催：神之木地域ケアプラザ

2月26日（火）、3月19日（火）13時30
分～14時30分 ※両日とも同一内容で
す。 各回先着25人

1月29日（火）から電話か直接
●パパとキッズのイクメンクラブ
　～パパと思いっきり遊んじゃお！～
仕事で忙しいパパ、今日は子どもと一
緒に工作したり、ダンスをしたりと思い
切り遊びましょう。2部のコンサート
はママときょうだいも参加できます。

3月3日（日）10時～11時30分
2～6歳の子と保護者（父親）、先着15組
2月3日（日）から電話か直接

ら」「身寄りがないし、今後が心配」「財
産のこと…どうしよう」など、将来の
ために相談して備えてみませんか（相
談時間1人30分）。

2月19日（火）13時30分～15時30分
先着8人
1月11日（金）から電話かFAX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
1月15日
（火）

●うらしま荘の節分祭
館内で「鬼は外福は内」と豆まきをしま
す。当日利用者に福豆をプレゼント！

2月3日（日）10時、14時（2回）
当日直接

★笠
かさのぎいなり

稲荷神社の古式ゆかしい伝統
行事を正面駐車場で披露します（12時
頃予定）。

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

神奈川公会堂 休館
1月28日
（月）

●第5回コーラス i
イン

n かながわ
クラシック、ゴスペルなどさまざまな
スタイルの歌声をお楽しみください。

2月2日（土）13時～16時（開場：12時
30分） 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
1月15日
（火）

●冬のおはなしまつり
読み聞かせボランティアグループが
大集合。楽しいおはなしやわらべうた
で遊びましょう。

1月14日（祝・月）10時～16時
当日直接

●大人のための朗読会
幸
こうだ あや

田文『鯉
こい

こく』ほか
出演：朗読の会クローバー

1月19日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

●親子おはなし会
1月29日（火）11時～11時30分
2歳くらいまでの子どもと保護者、

先着15組 当日直接
●定例おはなし会

2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

●防災まちカフェ＠
アット

白幡
　～子育て世代×まちの力！
　私の、わが町の防災力アップ！～
被災地のママが教えてくれた「どう 
やって子どもを守ったか」という声か
ら学ぶ、今日から生かせる具体的なヒ
ントがいっぱいの時間です。地域で、
みんなで、備えたい！

1月31日（木）10時～12時
先着20組程度 1組200円
当日直接

●手ごねで胚
はいが

芽食パンを作ろう
2月1日（金）10時～13時
成人、先着12人 1,000円
エプロン・三角巾・筆記用具・綿の手

ぬぐい・持ち帰り用の袋
1月18日（金）から電話か直接

●洋菓子入門
　～ナッツのブラウニー～
バレンタインにもぴったりなココア
を使った焼き菓子です。

2月8日（金）10時～12時30分
先着8人 1,000円
エプロン・三角巾・布巾
1月24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
1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

1月21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

1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

〒221-0015 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

●視覚障がい者の誘導の仕方を学ぶ講座
　～町や駅で目の不自由な人に
　であったら～
共催：区社会福祉協議会

2月16日、3月2・9日（土曜全3回）9時
30分～12時 ※3月9日は外出実習（日
本点字図書館（東京都新宿区高

たかだのばば

田馬場
1-23-4）） 先着10人

1月15日（火）から電話で

〒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

●B
ボウサイ

OUSAIママ講座
役立つアプリ情報や市民防災センター見
学など。子どもと一緒に参加できます。

1月22日（火）、2月5・12・26日（火）、
3月11日（月）（全5回 ※各回のみの参
加可）10時～12時

子育て中の人、20組（多数抽選）
1月11日（金）までに電話か直接

〒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

●司法書士による無料相談会
　～成年後見・相続・遺言の相談～

「成年後見ってどんな制度なのかし

〒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
1月15日
（火）

●働きたい女性の応援セミナー
再就職へのヒントにもなります。

1月24日（木）10時30分～11時30分
女性、先着30人
1月11日（金）から電話か直接　

●親子で作るバレンタインケーキ
　～かわいいチョコカップケーキ作り～

2月10日（日）9時30分～12時
小学生と保護者、先着12組
1組1,000円
1月17日（木）から電話か直接　

●癒
いや

しのキャンドルヨガ
　～アロマの香りを楽しみながら
　ホワイトスワン式のバレエヨガ～
夜間の落ち着いた時間帯に和室で楽
しむキャンドルヨガです。

2月14・28日、3月14・28日（木曜全4
回）18時30分～20時30分

先着8人 1,500円（全回分）
1月16日（水）から電話か直接

●美
おい

味しい珈琲の淹
い

れ方教室
　～3種のコーヒー豆の飲み比べ～
コーヒーインストラクターによる本
格コーヒーの入れ方と、コーヒーの歴
史、種類を学びます。

2月17日（日）10時～12時
成人、先着20人 1,300円
1月16日（水）から電話か直接　

●ザ・託児たいむ
地区センターで子どもを預かります。
ママの手を離れて保育園の練習も兼
ねた託児です。 ※保護者は地区セン
ター内でお過ごしください。

2月25日（月）11時～14時（うち1時間）
6か月～2歳の子と保護者、先着8組
1月16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

●新春：鏡開き＆餅つき体験
お汁

しるこ

粉を無料配布。餅つき体験はどな
たでもできます。

1月13日（日）10時～11時30分
先着300人程度 当日直接

※お汁粉はなくなり次第終了
●節

せつぶん

分の恵
えほう

方巻き作り
節分に食べる恵方巻きを手作りしましょう。

1月26日（土）10時～13時
先着9人 ※小学生以下は保護者同伴
1,000円 エプロン・三角巾・食器

用布巾・手拭きタオル
1月11日（金）から電話か直接

●学問としての仏教
　～江戸時代の仏教2～
江戸時代の仏教について学びます。

1月30日、2月6・20日、3月6・20日
（水曜全5回）13時30分～15時

成人、全回参加できる人、先着33人
1,200円（全回分）
1月17日（木）から電話か直接

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

1月24日、2月7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
1月11・25日、2月8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。
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