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区の人口…243,324人 世帯数…124,207世帯（2019年1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。2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

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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No.256

月号

写真コンテスト  入賞作品紹介
第10回「わが町 かながわ とっておき」

自分の家で安心して
療養するということ

　危機管理アドバイザー 国
くにざき のぶえ

崎信江さんの講演会を開催します。
　もしものときに、子どもと家族を守るため、母親として実践しているこ
となど、身近なお話です。皆さんの参加をお待ちしています。
日  時 3月2日(土)14時～15時30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）
申込み 当日直接

　神奈川区文化協会※の洋画・日本画・書道・写真・手芸・工芸・陶芸・
茶道・華道の発表会です。
会  場 区民文化センター  かなっくホール  ギャラリーＡ・Ｂ
申込み 当日直接

問合せ 神奈川区文化協会：若
わかはら

原　 453-6044
　　　 （FAXの場合は地域振興課　 323-2502）

問合せ 総務課　 411-7004  324-5904
　　　 神奈川消防署予防課　 316-0119（代）

かながわ防災セミナー『家族と地域の防災対策』 第29回神奈川区文化展
家族で災害を切り抜け いのちをつなぐために 身近な芸術に触れてみませんか♪

特集は❽・❾ページへ➡

～住み慣れた家で過ごす～

講  師 国崎信江さん
危機管理教育研究所代表、危機管理アドバイザー。
横浜市生まれ。女性・生活者の視点で防災・防犯・事故防止
対策を提唱。文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員
会」、東京都「震災復興検討会議」委員等を務める。NHK
マイあさラジオの「国崎信江の暮らしの危機管理」コー
ナー等、メディアでの情報提供を行っているほか、多数の
著書あり。

※神奈川区文化協会…地域に根ざした文化・芸術を自ら育て発展させていく
自主運営の市民活動団体です。文化展のほか、音楽会等を会員自らの手で企画
し、開催しています。

問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

開館時間 ①～⑤：月～土曜9時～21時、日曜・祝日9時～17時
　　　　  ⑥：月～金曜8時45分～17時、3月23日（土）は9時～12時

（東横フラワー緑道）
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www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/wagamachi/photocon10.html
◆  入賞作品はホームページでも紹介しています  ◆

日　　　程 会　　　場
① 2月 9日（土）～14日（木） 白幡地区センター
② 2月16日（土）～28日（木） 神奈川地区センター
③ 3月 2日（土）～ 7日（木） 神大寺地区センター
④ 3月 9日（土）～14日（木） 神之木地区センター
⑤ 3月16日（土）～21日（祝・木） 菅田地区センター
⑥ 3月23日（土）・25日（月）～29日（金） 区役所別館1階 区民ホール

地区センター等で展示します。
ぜひご覧ください。
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入 賞 作 品 巡 回 展

手芸・陶芸・華道 2月20日（水）～25日（月）
いずれも10時～17時
☆各展示最終日は16
時まで

書道・洋画 2月27日（水）～3月4日（月）

日本画・写真・
工芸 3月6日（水）～11日（月）

茶道部会員
による茶席

2月23日（土）・24日（日）、
3月3日（日）・10日（日）

いずれも10時～15時
費  用 300円
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春の火災予防運動
3月1日（金）～７日（木）

平成30年度全国統一防火標語
問合せ 神奈川消防署予防課
　　　 316-0119（代）

かながわ宿場まつり 

税の申告の季節です

猫の飼い主のみなさんへ

粗大ごみの申込みは
お早めに

神奈川宿エリアの区民利用施設に行ってみよう！

申告は忘れずに

最後まで責任を持って飼いましょう

　3月は引っ越しによる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。

○�飼い主はペットがその命を終えるまで適切に飼う責任が
あります。しかし、十数年以上生きる猫を飼育している間
に、飼い主自身の病気や事故、災害など、状況は変化する
かもしれません。どうしても最後まで飼えなくなったと
きに備え、猫を預けられる人を探しておきましょう。
○�飼い猫が病気や事故にあわないよう、室内飼育をおすす
めします。

身元の表示…迷子になっても探せる
ように首輪に迷子札などをつけま
しょう。マイクロチップを装着して
おくと、確実な身元証明になります。
ケージ（キャリーケース）の準備…避難
所ではケージ内での飼育が基本。ケージの中で落ち着いて
いられるように普段から慣らしておくことが大切です。
猫用非常持出袋の用意…最低でも5日分のキャットフード・
水・ペットシーツなどを用意しましょう。
健康管理…各種ワクチンの接種、ノミ・ダニの駆除などを日
ごろから行いましょう。不妊去勢手術もおすすめです。

◆�曜日や時間帯によっては電話が集中し、つながりにくい
場合があります（特に月曜・火曜、祝日の翌日は、電話が大
変混み合います）。
◆�混雑時も話し中にならず、長く呼び出している電話から
順につながりますので、切らずにお待ちいただくか、日に
ちや時間帯を変えて掛け直してください。　

　収集日を待たずに早く出したい場合は、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

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

　神奈川宿エリアにある8つの区民利用施
設を巡り、スタンプを集めてかめ太郎グッ
ズをゲットしよう！新たな春のスタート
に向けて、各施設で実施されている趣味や
サークル活動を探し、「つながり」を見付け
てみませんか。

所得税（国税）の確定申告：2月18日(月) ～3月15日(金)

期　間 3月1日（金）～15日（金）
対象施設 �神奈川公会堂・神奈川地区センター・
� 幸ケ谷公園コミュニティハウス・
� 新子安地域ケアプラザ・反町駅前ふれあいサロン・反町地域ケアプラザ・
� 区福祉保健活動拠点（はーと友

ゆう

神奈川1・2階）・
� 区民活動支援センター（区役所本館5階507窓口）
参加方法 ①対象施設で配布している「かめ太郎すたんぷ帳」※を入手。
� ※「かめ太郎すたんぷ帳」の配布は2月15日(金)から

　　　�②�対象施設を巡り、展示中の歴史パネルの見学などをして、「かめ太郎
スタンプ」を押してもらいます。

　　　�③すべてのスタンプ（8種類）を集めたら、いずれかの対象施設に持参。
� ④その場でアンケートに答えると、「かめ太郎グッズ」をプレゼント！
� ※�対象施設を回る順番は自由です（各施設の開館時間や休館日は「かめ太郎すたん

ぷ帳」などで確認してください）。なお、プレゼントは無くなり次第終了となりま
す（先着200人）。

窓　口 神奈川税務署（港北区大
まめどちょう

豆戸町528-5）
期　間 2月18日（月）～3月15日（金）　�
� ※土・日を除く。ただし、2月24日（日）・3月3日（日）は開場。

� 相  談：9時15分～17時（受付は16時まで）
� 提  出：8時30分～17時
� ※混雑時は受付を早めに締め切る場合があります。なるべく早めにお越しください。
� �※マイナンバー制度の導入に伴い、申告の際は毎年「マイナンバーカード」または

「番号確認書類（通知カード等）＋身元確認書類（運転免許証等）」の提示もしくは写
しの添付が必要です。

� �※平成29年分の確定申告から、医療費領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細
書」の添付が必要となりました（領収書の提出は不要）。

　ふるさと納税のワンストップ特例を申請してい
る人であっても、医療費控除を受けるなどの理由に
より確定申告書を提出する際には、ふるさと納税全
ての金額を申告する必要がありますので、ご注意く
ださい。

1 ID・パスワード方式
 　【ID（利用者識別番号）とパスワード（暗証番号）を利用】
　�①税務署で事前に「ID」と「パスワード」の発行手続を行う。
　�②�国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から、IDとパスワード

を利用してe-Taxで送信（スマホ・タブレット端末でも利用可能）。
2�マイナンバーカード方式
　 【マイナンバーカードとICカードリーダライタを使用】
　�※詳しくは、国税庁のホームページへ

問合せ 区民活動支援センター　 411-7089  323-2502

問合せ 神奈川税務署　 544-0141（代）

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

問合せ 生活衛生課　 411-7143  411-7039

～ふらっとよってこ かめどころ～
開催期間中、対象施設で神奈
川区の歴史に関するパンフ
レットを配布。神奈川区の史
跡巡りにおすすめだよ♪

自己搬入もできます

災害への備え

国税庁HP 検索 www.nta.go.jp

申告書作成のアドバイス
（所得税・贈与税・個人消費税）

「ふるさと納税」
の申告、

忘れずに！

自宅から確定申告書をe-Taxで送信するためには、
次の2つの方法があります。

申込み 粗大ごみ受付センター
https://www.sodai.city.yokohama.lg.jp【年中無休】
�0570-200-530（ナビダイヤル）

　【月～土曜（祝日含む）8時30分～17時】
※オペレーターにつながるまでは通話料金が発生しません。

● 携帯電話・IP電話からは　 045-330-3953
　【月～土曜（祝日含む）8時30分～17時】
●聴覚・言語に障害のある人専用　 662-1225

イータックス

マイクロチップ▲
（長さ約8～12mm）

愛護動物の遺棄：100万円以下の罰金
（「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条）

猫を捨てたり、置き去りにする行為は犯罪です。絶対にやめ
ましょう。
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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。

3

問合せ 区政推進課
411-7027 
314-8890

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
3月11日（月）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 2月12日（火）〜3月1日（金）に電話

胃がん検診（エックス線検査）
3月12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 2月14日（木）〜3月4日（月）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

2月15日、3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

地域のちょっとした困りごとは地域で解決!
地域の助け合いの仕組み作り講座

区内で活動している地区ボランティアグループ等
の取組を通して、身近な地域の助け合いの仕組み
作りについて学びます。

3月6日（水）10時〜12時
はーと友

ゆう

神奈川2階 多目的研修室（反町1-8-4）
先着30人

申込み・問合せ 2月12日（火）から電話かFAXで
区社会福祉協議会 311-2014 313-2420へ

「さぁ！歩こう健康ウオーキング」
～ 神大寺小学校 から 岸根公園 ～

コース：神大寺小学校（神大寺3-34-1）【集合】〜岸
根公園【解散】、約3km ※雨天時は、神大寺小学校
体育館内で運動をします。

3月28日（木）13時30分〜15時30分（受付:13時から）
区内在住・在勤者、先着200人 ※健康に不安が

ある人はご遠慮ください。 
室内運動靴（雨天時使用、スリッパ不可）・飲み

物・タオル・帽子 ※当日は、軽い体操ができる服
装・履きなれた運動靴で参加してください。 
申込み・問合せ 2月12日（火）から電話かFAXで氏名・
年齢・住所（町名まで）・電話番号を書いて
福祉保健課 411-7138 316-7877へ

● 善意銀行（11月寄付分） ●

○明るい社会づくり運動神奈川区協議会
○（宗）孝道山本仏殿
○かめたろうおもちゃ病院
○（一社）神奈川青色申告会
○神北地区民生委員児童委員協議会
○おてらおやつクラブ浄土真宗なごみ庵
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

要予約

無料
要予約

無料
要予約

（匿名）

2月19日（火）13時からの区役所での相談は中止いたします。
問合せ 区政推進課　 411-7021　 314-8890宅地建物相談中止のお知らせ

　4月には、入園・入学など新生活を
迎える家庭も多いと思います。
　スムーズに新生活をスタートする
ために、今から少しずつ取り組んで
ほしいことがあります。それは「“早起き・早寝・朝
ご飯”の生活リズムを整えておくこと」です。
　夜はできれば8時過ぎには布団に入って、朝は
7時までに起きましょう。入眠2時間後に成長ホ
ルモンが出はじめ、そのあとにメラトニンやコル
チゾール等、子どもの育ちに欠かせないホルモン
が分泌されます。起床時は、カーテンを開け朝日
を浴びると、心を安定させるセロトニンの分泌が
高まり、その後の活動が活発になります。
　遅く寝る習慣になっている子どもは、まず早起
きから始めるのが良いでしょう。早く起こして日
中たくさん遊ぶことで疲れ、夜ぐっすり眠り、朝
も早く目覚めることにつながります。そして朝ご
飯を食べることで脳が活性化し「やる気」を起こ
してくれます。毎日を充実したものにするために
も“早起き・早寝・朝ご飯”を心掛けましょう。

問合せ こども家庭支援課
411-7111  321-8820

［ 生 活 リ ズ ム ］

　今回は、区内で行われている農産物品評会のお話です。毎
年11月、JA横浜が神奈川・菅田支店地区内の農産物の紹介
や優良品種の普及、生産技術の改善などを目的として開催
しています。
　品評会には、さまざまな品種品目の農
産物のほか、漬物やジャムなどの農産加
工品も出品されます。審査は、葉

ようさいるい

菜類、根
こん

菜
さい

・いも類、果実、苗木・花
か

き、農産加工品
といった分類別に行われます。今年度の
神奈川区区長賞はシクラメン。区長賞は、
年ごとに分類を変えて授与されており、
平成28年度は五

ごしき

色ナンテン、平成29年度

はキャベツでした。
　神奈川区はキャベツの生産で有名ですが、戦後から苗木
や花きの生産が盛んな地域でもあります。
　シクラメンの販売時期（11月下旬〜12月中旬）は過ぎま
したが、暖かくなるこれからの季節、花や野菜苗、植木の直
売をしている農家を訪ねるのも、地産地消の楽しみ方のひ
とつです。

区長賞を受賞した
シクラメン 品評会会場の様子

市内の花の生産者を紹介
するマップを区役所本館
5階502窓口で配布して
います。
＊ホームページにも掲載中

横浜  花きの直売 検索

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。

神奈川区版 72019（平成31）年 2 月号



薬剤師の
在宅訪問

介護保険
サービス

訪問診療
往　診

訪問看護

訪問
歯科診療

障害福祉
サービス

訪問
リハビリ

テーション

居宅
介護支援

（ケアマネジャー）

在宅療養

やっぱり自宅で暮らしたい 在宅療養を始めたいとき
　高齢者数とともに要介護認定者数も右肩上
がりに増え続けています。介護を受けている人
の7割以上が、在宅介護サービスを利用しなが
ら、今後も自宅で暮らし続けることを希望して
います。

○介護サービスを利用する場合は、介護保険の申請も必要です。
問合せ 高齢・障害支援課介護保険担当  411-7019  324-3702

○障害者手帳・難病の制度によるサービスが受けられる場合もあります。
問合せ 高齢・障害支援課障害者支援担当  411-7114  324-3702

◆入院している場合 ◆自宅で生活している場合

反町地域ケアプラザ 321-8004  321-8077

神之木地域ケアプラザ 435-2906  435-2908

菅田地域ケアプラザ 471-3103  471-3102

片倉三枚地域ケアプラザ 413-2572  413-2573

新子安地域ケアプラザ 423-1703  423-1702

沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 577-8213  317-3171

六角橋地域ケアプラザ 413-3285  488-3138

特別養護老人ホーム若竹苑 382-0024  373-7472

　主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師
が連携して、その人らしい生活が送れるよ
う、家族や本人の話をよく聞き、希望に沿っ
た在宅療養生活を提案します。
　近くの地域包括支援センターへ、気軽
にご相談ください。

自分の家で
安心して
療養する
ということ
　医療や介護が必要な状況となっても、可能な限り
住み慣れた場所で自分らしい暮らしを続けたいと思
う人が増えています。自宅で医療・介護を受けながら
療養生活を送る「在宅療養」について、一緒に考えて
みませんか？

問合せ 高齢・障害支援課  411-7110  324-3702

～住み慣れた家で過ごす～

在宅療養を支える主なサービス 　区在宅医療連携拠点では、在宅療養に関わ
る地域包括支援センターや医師、ケアマネ
ジャーなどへの相談支援等を行い、皆さんの
在宅療養生活をバックアップしています。

在宅医療連携拠点は、横浜市医療局・区役所
と横浜市医師会の協働により、各区に1か
所ずつ設置されています。神奈川区では、平
成27年度に設置されました。

神奈川区在宅医療連携拠点　管理者
看護師　木

きむら てるよ

村光代さん（右）
介護支援専門員　飯

いいだ

田あかりさん（左）

◆神奈川区の高齢者数（65歳以上）と要介護者数の推移

◆あなたは今後も
　ご自宅での介護を
　希望しますか？（要介護者）

（平成28年度横浜市高齢者実態調査）

　医師の指示に基づき、自宅に理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションが受け
られます。

訪問リハビリテーション

　障害の種類や程度等に応じて、受けることのでき
るサービスがあります。

障害福祉サービス

各地域包括支援センターの
主任ケアマネジャーの皆さん▶ 私たちがお手伝いします！

　本人・家族ともに、在宅療養を受けたいという意思が固まったら、具体
的な準備を進めましょう。

　主に、通院できない人が対象で、在
宅で医師の診察を定期的に受けるこ
とができます。訪問頻度は原則月2回
ですが、病状によって異なります。

訪問診療

　急な病状変化など本人や家族から
の依頼に基づき、必要に応じて医師が
訪問し診察を行います。

往　診

行が困難な人や、認知症、重い病気などで通院ができない人の自宅に、訪問
診療に伺っています。70～80代の患者さんが中心で、その中には一人暮ら

しの人もいます。急な病状の変化や、より詳しい検査が必要なときには、病院と連
携し、入院のサポートも行っています。
　在宅療養を始めるにあたって、大切なのは本人の意思、そして家族の意思です。

入院生活を「アウェー」とするなら、在宅療養はまさに
「ホーム」。調子がいいときには趣味や外出を楽しむな
ど、自分のための充実した時間を持つことも可能です。
　治療をどこまで望むのか、どうなったら入院をするの
か、どのような生活スタイルを希望するのか、在宅療養
を始めたいと思ったら、かかりつけ医に相談しましょう。

神奈川区医師会副会長　医師　福
ふくざわ くにやす

澤邦康さん

歩

薬剤師の在宅訪問

師の指示に基づき、薬剤師が自宅に薬を
届けます。家庭の様子を見て、生活スタイ

ルに合わせた薬の飲み方の
提案や、管理・保管方法など
もアドバイスしています。

神奈川区薬剤師会
在宅地域活動担当
薬剤師　市

いちかわ じゅんこ

川順子さん　

医

訪問歯科診療

神奈川区歯科医師会専務理事
歯科医師　小

こじま のぶゆき

嶋伸之さん

院できない人の自宅を歯科医師や
歯科衛生士が訪問します。虫歯の

治療や入れ歯の作製・調整のほか、口腔機
能を維持するために大切なことについて、
一人ひとりに合わせたサポートをします。

通

事及び排泄等のケアのほか、医師の
指示による医療処置などを行ってい

ます。家族には、自宅で点滴等の管理や介護
が不安なくできるように、丁寧に指導してい
ます。最近は、在宅で受けることのできる医
療処置も増え、希望する生活スタイルに合わ
せて選択できるようになってきました。在宅
療養を始めて、寝たきりから一人でトイレに
行けるまでに回復する人もいますよ。
　「生活」「医療」「家族」に配慮しながら、自由
に過ごせる時間のお手伝いをします。

　医師の指示に基づき、看護師が定期
的に訪問し、心身状態の把握や療養上
のケアを行います。

訪問看護

看護師　藤
ふじた

田なぎささん　

食

　訪問介護（ヘルパー）・訪問入浴・デイサー
ビス・ショートステイサービス・福祉用具の
レンタル等のサービスを、
介護度に応じて受けること
ができます。

介護保険サービス

アマネジャーは、本人や家族の希望を聞きながら介護サービ
スを組み合わせ、その人に最も適したケアプランを作成しま

す。家族が仕事や育児で多忙な場合には、デイサービスやショートス
テイを利用して、負担の軽減をはかることもできますし、緊急時や
365日対応できるサービスもあります。
　訪問診療の医師、訪問看護師や病院の医療
ソーシャルワーカーなどとつなぐコーディ
ネーターの役割も担っています。毎月訪問し
ますので、在宅療養の「要

かなめ

」として、遠慮せず
に希望や悩みを話してほしいです。

ケ

介護支援専門員（ケアマネジャー）
加

かとう あきこ

藤晃子さん　

神奈川区在宅医療連携拠点もバックアップしています！

55,000

50,000

45,000

11,000

10,000

9,000

8,000

高齢者数

要介護認定者数

高
齢
者
数

要
介
護
認
定
者
数

（人）

（人）

希望する
71.6%

「退院の準備をしましょう」と
医師から言われた

通院するのが困難になってきた

退院して自宅で過ごしたい
入院せず自宅の生活を続けたい

病院の医療ソーシャルワーカー
に相談

かかりつけ医に相談
※かかりつけ医がいない場合は、
近くの地域包括支援センターへ

※介護者のつどいの開催日等はお近くの地域包括支援センターへお問い合わせください。

夜間でも医師が自
宅に来てくれて、
安心しました。

「介護者のつどい※」に参加し
て、介護はひとりでするもの
ではないと実感しました。

がんによる痛み、家
族の介護負担が心

配でしたが、訪問してくれた
お医者さんや看護師さんが丁
寧に話を聞き、相談にのって
くれました。 訪問看護師さんが、家族

の心のケアまでしてく
れました。

家族、医療・介護のスタッフとともに、在宅療養に向けた計画を考えます

介護者の

声

平成
25年度

平成
27年度

平成
29年度

8,916
9,377

9,892

地域の身近な
総合相談窓口へ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ 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

3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

3月12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 2月12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
2月 3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（木）午前 19（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 26（火）午前

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 14（木）午前 26（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）

25（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 18（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

4（月）
18（月）
25（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

「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

    23（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

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 ※11（祝・月）を除く 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 2・16（土）（保育室でも遊べます） 23（土）「おひなさまを作ろう」 16（土）「おひなさまを作ろう」
ランチ交流◎ ☆6・20（水）乳児食 ☆21・28（木）乳児食・幼児食 ☆8・22（金）乳児食・幼児食

交流保育 ☆1（金）節分交流
6・13・20・27（水）リズム交流9時30分～10時（受付：9時25分） ☆13（水）「おひなさまを作ろう」 ☆1（金）節分交流

☆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   2 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
◆入園グッズ見るだけタイム

3月6日（水）10時～11時

なかまトーク・みんなでトーク・タイム
◆ワーキングママのおはなし会

2月16日（土）10時～12時
◆マタニティ＆孫まごタイム
　「赤ちゃんが泣いて困った時の対処法」

2月21日（木）10時30分～11時30分

ネットワーク
◆乳幼児救急法

3月7日（木）10時30分～11時30分
沢渡三ツ沢地域ケアプラザ＜サテライトひろば＞

横浜子育てサポートシステム入会説明会
地域で子どもを預けたり預かったりする有償の支え合い
活動の説明会です。預かってくれる提供会員さん募集中！

2月23日（土）・28日（木）、3月9日（土）・14日（木）・23日
（土）いずれも10時～11時 各回先着20人 

申込み 受付中。電話で横浜子育てサポートシステム
神奈川区支部事務局 441-7708へ

トピックス
◆孫育て&マタニティ応援講座
目からウロコ！！“今ドキの子育て”と“産後の暮らし”のお話
講師：NPO法人 孫育て・ニッポン ぼうだあきこさん

3月2日（土）10時～12時
お孫さんがいる人、これから迎える人、プレママ、プ

レパパ、地域の人、先着20人
申込み 電話か直接

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回目と3月
9日（土）は本館地下1階、2月23日（土）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是非ご参加ください。
※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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神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★子育て子育ち環境講座
　｢木の実や葉っぱであそぼう｣
木の実や葉っぱを使った遊びや東横
フラワー緑道の清掃をします。

2月6日（水）10時30分～11時30分
※集合：10時、反町駅前ふれあいサロ
ン（桐畑20-12） 東横フラワー緑道

（雨天時：反町駅前ふれあいサロン） 
未就学児と保護者、先着10組

申込み 当日直接
問合せ 東横フラワー緑道運営管理委

員会：吉
よしだ

田 323-3231
★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。相談窓口も設置予定です。

2月16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

★かながわママコーラス
　マミムジカ親子コンサート
子どもが泣いても騒いでもお互い様。
歌や手遊び、楽しいお話で一緒に楽し
みましょう。

3月9日（土）11時～12時（開場：10時
40分） 神奈川公会堂（富家町1-3）

区内在住の子と保護者、先着400人
申込み 当日直接
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/

看護職アルバイトの募集
区役所で母子保健事業（母子健康手帳
交付時の面接など）及び乳幼児健康診
査事業に従事するアルバイトの募集
◆応募条件：看護職（保健師・助産師・
看護師）の資格を持つ人
◆勤務日・時間：週1～2日、8時45分～
17時15分
申込み・問合せ 2月15日（金）までに電話
でこども家庭支援課

411-7112 321-8820へ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★冬のファミリーアウトドアクッキング
～心も体も温まる石

いしがま

窯料理とダッチ
オーブン料理を楽しもう！～

3月17日（日）10時～14時
三ツ沢公園青少年野外活動センター
家族またはグループ、14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、3歳
以下100円
申込み・問合せ 2月13日（水）～27日（水）
にホームページか往復はがき（消印有
効）に事業名・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
www.yspc.or.jp/mitsuzawa_yc_ysa/へ

台町公園「区の木コブシの
開花日当てクイズ」募集

台町公園内にある区の木“コブシ”の
開花日を当てるクイズをします。正解
者には抽選で記念品を差し上げます。
申込み・問合せ 2月12日（火）～28日（木）
10時～16時に電話で台町公園詰所 

323-0129へ

第3回三ツ沢公園感謝デー
～誰でも楽しめる地域イベント開催！～

スーパーボールすくい、愛犬マナー教室、
ごみ分別ゲーム、はしご消防車搭乗体験、
煙体験、地域作業所等による物販、スタン
プラリー、ウオーキング教室、インボディ
測定、さわやかスポーツ体験など

3月10日（日）10時～15時 ※小雨決
行・荒天中止 三ツ沢公園（三ツ沢西
町3-1） ※詳細はホームページをご確
認ください。
申込み・問合せ 横浜市緑の協会・体育
協会グループ

548-5147 548-5148へ
www.hama-midorinokyokai.or.jp/

park/mitsuzawa/

春の楽々スキー
子どもだけでも参加できるレッスン・
検定付きバスツアー

3月2日（土）～3日（日） 斑
まだらおこうげん

尾高原
スキー場（長野県飯

いいやま

山市斑尾高原）
区内在住・在勤・在学者、同好会会

員、先着30人 1人 27,000円
問合せ 横浜スキー同好会：萩

はぎわら

原
090-1651-8957
soto-koufuku84@marble.ocn.ne.jp

第4回神奈川区民シニア
テニストーナメント

60歳以上の男子ダブルス、女子ダブ
ルス、ミックスダブルス

3月5日（火）9時～19時 三ツ沢公
園テニスコート 36組（多数抽選）

1人2,500円（区内在住・在勤・協会
員は2,000円）
申込み 2月19日（火）必着で、はがきか

Eメールに申込者氏名・住所・電話・年
齢・参加種目・参加資格（協会員は団体
名、在勤者は勤務先名・所在地）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。

神奈川区民軟式野球大会
一部・二部・マスターズ（40歳以上）の
トーナメント、リーグ戦

3月17日（日）～7月28日（日）の日曜・ 
祝日9時～18時 市内グラウンドほ
か  区内在住・在勤・在学者 トー
ナメント：1チーム20,500円、リーグ

戦：1チーム35,500円
申込み 2月15日（金）・16日（土）17時30分

～19時30分、17日（日）9時～13時に専用
の申込用紙を直接、神奈川公会堂へ持参
問合せ 区野球協会事務局

090-2535-8315 481-0218
rsa42792@nifty.com

※専用の申込用紙は協会ホームペー
ジか事務局にあります。

第24回ミックスレクリエーション
大会（バレーボール）

6人制・9人制の予選リーグ戦と決勝

トーナメント
3月24日（日）9時～21時 神奈川

スポーツセンター 15歳以上の区
内在住・在勤・在学・在クラブ者による
チーム 1チーム4,000円（別途登録
料2,000円）
申込み・問合せ 2月20日（水）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：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。

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  2月25日（月）

申込み 2月21日（木）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

◆春期教室（4～6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

バドミントン
4月1日から毎週

月曜全8回（4月15・
29日、5月6・20日、
6月17日を除く）

9：00～10：50 7,200円 16歳以上、55人

背骨コンディショニング
4月11日から

毎週木曜全10回
（5月2日を除く）

11：05～12：05 6,000円 16歳以上、16人

トータルヘルスケア1 4月11日から
毎週木曜全10回

（5月2日を除く）

13：20～14：10
6,600円 16歳以上、12人

トータルヘルスケア2 14：20～15：10

スポンジテニス キッズ☆ 4月11日から
毎週木曜全7回

（5月2日を除く）

16：00～17：00 5,600円 新年中～小学2年生、10人

スポンジテニス ジュニア☆ 17：10～18：30

7,000円

新小学3～6年生、10人

キッズ体操年中・年長 4月16日から
毎週火曜全10回

（4月30日を除く）

15：30～16：30 新年中・年長、10人

火曜ジュニア体操 16：45～18：00 新小学1～6年生、10人

キッズ体操年中・年長 4月18日から
毎週木曜全10回

（5月2日を除く）

15：30～16：30 新年中・年長、10人

木曜ジュニア体操 16：45～18：00 新小学1～6年生、10人

☆ 三ツ沢公園青少年野外活動センター
※ほかにも教室があります。詳しくはホームページまたはお問い合わせください。

◆春休み 子供・親子球技教室
教室名 日程・曜日 時間 参加費 対象・定員

はじめての？テニス1 3月23日（土）
～31日（日） 

※25日（月）を除く

8：40～ 9：40

各回
800円

新年中～中学1年生、
各回15人はじめての？テニス2 9：45～10：45

Jフットサル 3月23日（土）・
24日（日）・30日

（土）・31日（日）

8：40～ 9：40 新小学2年生～中学1
年生、各回25人

親子でフットサル 9：45～10：45 新年中～小学1年生と
保護者、各回20組

※テニスは柔らかいスポンジボールを使用。親子フットサルは保護者とペア練習があります。

〒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  2月18日（月）

申込み・問合せ 2月11日（祝・月）～3月3日（日）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で施設へ

申込み 2月15日（金）～24日（日）にホームページへ

◆春の事前受付教室（4～6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

ベリーダンス 4月9日から
毎週火曜全11回 12：00～12：50 6,600円 16歳以上、40人

☆◎ママと赤ちゃん
ビクス

4月10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

キッズフットサル 17：10～18：10 5,940円
平成25年4月2日～27
年4月1日生まれの就
園児（年中・長）、40人

ジュニアHipHop2 17：45～18：45 5,280円 小学4～6年生、40人

◎親子りんりん 4月11日から
毎週木曜全10回

9：15～10：15 4,800円 1・2歳児（教室初回
時）と保護者、50組

☆フラダンス 10：40～11：40 5,400円 16歳以上、60人

◎親子るんるん 4月12日から
毎週金曜全11回 9：30～10：30 5,280円 2・3歳児（教室初回

時）と保護者、50組
写真入門 4月13日から

毎週土曜全11回
11：15～12：30

7,040円
16歳以上、20人

元気！ English★ジュニア 14：00～14：45 小学1～3年生、20人
※ほかにも教室があります。教室回数等は変更される場合があります。☆託児有り（有料） ◎兄
弟姉妹追加は別途料金がかかります。詳細はホームページまたはお問い合わせください。
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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

●おもちゃの病院
大切なおもちゃをおもちゃドクター
が修理します。

3月30日（土）10時～14時
先着10人 
修理無料（部品代実費）
3月2日（土）から電話かFAXか直接

●新しい趣味探し
　～手仕事マルシェ～
手芸・工芸サークル6団体の合同体
験会です。ブースを回って、見て楽し
い、作って楽しい一日です。

3月24日（日）10時～14時
成人、先着30人（各ブース先着10人）
1,000円（2団体の体験チケット付き）
2月24日（日）から電話か直接

〒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

●ひな祭り料理
　～家族で楽しむ
　ひな祭りパーティー～

2月22日（金）10時～13時
先着16人 1,800円
エプロン・三角巾・布巾・筆記用具
2月11日（祝・月）から電話か直接

●国産肉の料理
2月26日（火）10時～13時
20人（多数抽選）
エプロン・三角巾・布巾・筆記用具
2月12日（火）～22日（金）に電話か直接

〒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

●コアラびくす
　～頑張っているママのための
　エアロビクス＆ヨガ～
子育てを頑張っているお母さん、体を
動かしてリフレッシュしませんか。お父
さん、子どもと一緒の参加も大歓迎！

2月5・12・19日（火）・28日（木）、3月5・
12・19日（火）10時～11時30分

各回先着25組 各回1組500円
動きやすい服装・上履き（運動靴）・

飲み物 当日直接
●こどもクッキング
　～カレーライスを作ってみよう～
料理好きの小学生集まれ！今回は、み
んなが大好きなカレーライスを作っ
てみよう。

3月17日（日）9時45分～12時45分
小学1～3年生・4～6年生、各8人（多

数抽選） 900円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
3月3日（日）必着で往復はがきに申

込者氏名・郵便番号・住所・電話・年齢と
アレルギーの有無を書いて施設へ

●定例おはなし会
3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

●土曜日のおはなし会
ボランティアの皆さんが本を読んで
くれます。

3月9日（土）幼児（3～6歳くらい）向
け：14時から、小学生（5歳～小学2年
生）向け：14時30分から

当日直接
●チェロと朗読でつづる
　『なめとこ山の熊』
宮

みやざわ けんじ

沢賢治の『なめとこ山の熊』を朗読
とチェロの演奏でお送りします。

3月10日（日）17時30分～18時15分
小学生以上、先着30人
2月15日（金）から電話か直接

〒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

●女性のがん手術後のリハビリ体操
　～予約のいらない当日受付教室～
自らもがんを経験した講師が、女性の
がん手術後や放射線療法後のリンパ
浮

ふしゅ

腫予防と改善のための体操を行い
ます。

2月12日（火）10時15分～11時45分
がん手術後おおむね8週間以上の

女性、先着20人
当日直接　

●女性のためのパソコン講座
①エクセル初級（全2回）：3月9日

（土）・10日（日） ②再就職・転職のた
めのパソコン講座（全5回）：3月11日

（月）～15日（金） ③ファイル整理＆
O

ワンドライブ

neDrive入門：3月21日（祝・木）
いずれも10時～15時30分

女性、各講座先着12人
①10,800円 ②19,500円 ③5,500円

※免除制度あり（要問合せ）
2月16日（土）から電話（ 862-4496）

かホームページへ
………………上記共通………………

先着順、有料。詳細は問合せを
●フォーラム南太田マルシェ
　～地モノ野菜市と手づくり市～

2月15日（金）11時～14時
当日直接　

3月12日（火）10時～12時
成人、先着12人 500円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
2月25日（月）より電話か直接

〒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
2月28日
（木）

●チェリーハウスのおはなし会
○おはなしポケット

2月18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

2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

〒221-0044 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
2月18日
（月）

●こどもJ
ジャズ

AZZ
　～スタンダードナンバーを
　イラストと一緒に～
出演：宮

みやもと たかな

本貴奈（ピアノ）、シャンティ
（ヴォーカル）、楠

くすい さつき

井五月（ベース）、柴
しばた

田
良
りょう

（ドラム）ほか
3月3日（日） ①13時～13時30分 ②

15時～15時30分 ①0歳以上、300人 
②3歳以上、300人 500円（2歳以下
のひざ上での鑑賞は無料）

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
2月12日
（火）

●まかせて厨
ちゅうぼう

房（4）
　健康長寿に導く世界も認めた日本食！
　～根菜をお酢でさっぱり食べよう～
おいしくヘルシーにでき上がったら、
講師を交えて楽しく試食します。

2月26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
2月13日（水）から電話か直接

●春のカラオケ発表会
　～みんなで楽しく唄いましょう！～
浦島小学校5年生のコーラス、ボイス
トレーニング成果発表、お赤飯や和菓
子販売もあります。たくさんの応募を
お待ちしています。

3月8日（金）・9日（土）10時～16時
市内在住の60歳以上の人、各日40

人（多数抽選）
2月13日（水）～27日（水）に専用の申

込用紙を直接施設へ

〒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
2月12日
（火）

●大人のための朗読会
遠
えんどう しゅうさく

藤周作『犀
さいちょう

鳥』ほか
出演：朗読の会クローバー

2月16日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

●親子おはなし会
2月26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

〒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
2月12日
（火）

●チクセン料理たいむ
　～地区センターの料理室を利用した
　ことのない人、体験してみよう～
1組で2シンク（4コンロ）まで使えま
す。食材以外はなんでもそろっていま
す。家族・グループでどうぞ。

3月1日（金）17時～20時
成人、2組（多数抽選） ※1組10人まで
エプロン・三角巾・手拭きタオル
2月14日（木）～21日（木）に電話か直接

●春休み応援！教えてバドミントン
　～神奈川区バドミントン協会のコーチ
　に習うバドミントンのコツ！～

3月27日（水）10時～12時
小学生、先着25人
2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

●おはなし花束のおはなし会
絵本の読み聞かせ会です。

2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！
寒い冬、広い体育室でからだポカポ
カ、遊びましょう。

2月25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

●みんなでヨーガ
子どもと一緒に参加できる、家庭で簡
単にできるヨーガ講座です。

2月26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）
※子どもが一緒の場合は子どもの分
も用意してください。 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
もちゃがあれば、おもちゃドクターが
診断をします。

3月2日（土）10時～15時
先着15人程度
修理無料（部品代実費）
2月21日（木）から電話か直接

※おもちゃ以外のもの（家電等）は受付で
きません。修理不能な場合もあります。
●おやこであそぼ わらべうた
わらべうたは子どもとのスキンシッ
プの一つ。だっこして、くすぐって親
子で楽しむふれあいタイム。プレマ
マ、プレパパも歓迎！

3月4日（月）11時～11時20分
乳幼児と保護者、先着10組
当日直接

●春の和菓子作り
「道

どうみょうじ

明寺桜餅」と「うぐいす餅」を作ります。

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　
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

2月21日、3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
2月22日、3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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