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区の人口…243,187人 世帯数…124,129世帯（2019年2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。3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。

2019（平成31）年
No.257

月号

一番割合が高い「食料、飲料水の備蓄」で
も約5割、「家具類の固定」をしている人は
約3割にとどまっているんだね。
対策を「特にしていない」人が15%も！

直売所マップ集「ベジM
マップ

AP  G
ゴー

OG
ゴー

O！」を配布中
新鮮な野菜や果物、花苗を販売している区内の直売所を紹介

　投票所の場所などを記載した案内を投票
日前に世帯ごとにまとめて封筒で郵送しま
す。投票時にお持ちいただくと、窓口での受
付が早くなります。
※「投票のご案内」をお持ちいただかなくても選
挙人名簿に登録されていれば投票・期日前投票は
可能です。

　投票日に仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない人は期日前投票が可能です。
　「投票のご案内」の裏面「請求書兼宣誓書（期日前投票の際に必要）」欄を記入してお持ちいただくと
スムーズに受付ができます。

　区内の直売所を紹介したマップ集「ベジMAP GOGO！」を発行しました。読んで楽しい、使って
便利な直売所マップ集です。ベジMAP GOGO！運営委員会と区役所が協働で企画しました。区役
所本館5階502窓口のほか、地区センター、図書館など区内の区民利用施設で配布しています。

問合せ 神奈川区選挙管理委員会
411-7014  411-7018

統一地方選挙（市会・県会・知事）が行われます
自分の投票所を確認してから行きましょう！

投票所・期日前投票所へは、
投票のご案内を
お持ちください。

期日前投票

投票所の変更について

特集は❽・❾ページへ➡

−見直そう、
　あなたの「地震対策」−

問合せ 区政推進課　 411-7027  314-8890

期日前投票所 投票期間(土・日を含む) 投票時間 交通手段等

神奈川区役所
本館2階中会議室
(広台太田町3-8)

3月22日（金）
～4月6日（土）
※3月29日（金）までは
県知事のみの投票

8時30分
～20時

区役所では、駐車場★が利用できます。
●市営バス「二ツ谷町」歩3分
●JR「東神奈川」駅歩7分
●東急「反町」駅歩7分
●京急「仲木戸」駅歩9分

神大寺地区センター
2階中会議室

（神大寺2-28-18）

3月30日（土）
～4月6日（土）

9時30分
～20時

公共交通機関をご利用ください。
●市営バス「神奈川土木事務所前」歩1分
●市営地下鉄「片倉町」駅歩7分

神奈川大学
24号館法廷教室

（六角橋3-27-1）
4月4日（木）・5日（金）

9時30分
～20時

公共交通機関をご利用ください。
●市営バス「神奈川大学入口」歩6分
●東急「白楽」駅歩13分

★区役所が大変混雑する時期なので、駐車までに時間がかかる場合があります。

投票区 これまでの投票所 新しい投票所

16 老人福祉センター横浜市うらしま荘 神奈川公会堂（富家町1-3）

投票
日

投票
時間4月7日（日） 7時～20時

あなたやあなたの家庭で行っている災害対策は？（複数回答可）

食料、飲料水の備蓄

避難する場所を決めている

消火器の準備

家族との連絡方法を決めている

家具類の固定

トイレパックの備蓄

自宅の耐震化

感震ブレーカーの設置

飛散防止フィルムによる窓ガラスの保護

特にしていない

48.7％

44.5％

41.7％

33.4％

30.1％

29.7％

22.0％

17.0％

6.8％

15.0％

（平成30年度神奈川区区民意識調査結果より）

熊本地震で被害にあった家屋
（2016年・本市撮影）

その備えで
　

本当に大
丈夫?!

横浜  選挙 検索
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区役所の特別相談

平成30年度 神奈川区区民意識調査

4月から一部変更があります

昨年9月に実施した調査結果を紹介します！

　区役所では、区民が無料で受けられる専門家による「特別相
談」を行っています。日々の暮らしの中での困り事などに、ぜひ
ご利用ください。　

神奈川区区民意識調査 検索

　区民意識調査の結果を参考に、住み続けたい神奈川区を目
指し、今後の神奈川区のさまざまな施策・取組を展開してい
きます。
　❺ページからの地震対策に関する特集では、区民意識調査
結果の一部を紹介していますので参考にご覧ください。

内容（1人25分程度） 相談日・時間 受付方法【先着順のため時間指定不可】

法律相談 金曜
13時～16時

区内在住・在勤・在学者は、相談日当日9
時から、区外の人は10時30分から電話
（ 411-7021）で。先着6人。

司法書士相談 第1火曜
13時～16時

相談日当日9時から電話
（ 411-7021）で。
先着6人。公証相談、行政相談は先着4人。

税務相談
（2・３月を除く）

第2火曜
13時～16時

公証相談 第3火曜
13時～15時行政相談

宅地建物相談
（1・8月を除く）

第3火曜
13時～16時

※太字部分が4月から変更になる箇所です。

問合せ 区政推進課　 411-7021　 314-8890

混雑を避けるポイント

　3月18日（月）～4月13日（土）の間は、特に混雑が予想されま
す。システムの稼働時間の都合上、混雑状況によっては受付人
数を制限することがありますので、時間に余裕を持ってご来庁
ください。　　　　　　　　　　　　※関連情報は15 ページへ➡

◇本人確認書類
　●�顔写真付きの場合は1点（運転免許証、パスポート、個人番号
カード、写真付き住民基本台帳カードなど）

　●�顔写真付きでない場合は複数提示（健康保険証、年金手帳、
社員証、学生証など）

　※提示がない場合は本人確認に時間がかかります。
◇本人または同一世帯員以外の人が届け出る場合は「委任状」
◇横浜市外からの転入の場合は「転出証明書」

開庁時間 平日：8時45分～17時
3月、4月の土曜開庁日（3月9日・23日、4月13日・27日）：9時～12時
※�土曜日は、他市町村や他機関へ問合せが必要な業務など、一部取扱いが
できないものもありますので、事前に確認の上お越しください。

春の引っ越しシーズンは、区役所
戸籍課窓口が大変混み合います

◆�火・水・木曜の午前中の早い時間は、待ち時間が比較的短く
なっています。
◆��神奈川区ホームページで窓口の待ち人数を確認できます。

※�当日、戸籍課103窓口で受け取る番号札に記載のQRコードから、
自分の順番までの人数を確認することもできます。

◆�証明書（住民票の写しや印鑑登録証明書等）のみの発行は「行
政サービスコーナー」をご利用ください。
　●�横浜駅（駅構内みなみ通路）や新横浜駅（地下鉄駅事務所並
び）など

　●平日：7時30分～19時、土・日曜：9時～17時�※祝日は休所
◆�個人番号カードを使用し、コンビニで各種証明書を取得できます。
　●利用時間：6時30分～23時（12/29～1/3を除き無休）
　※戸籍証明及び戸籍の附票の写しは、平日9時～17時
【コンビニ交付に関する問合せ】
横浜市コールセンター　 664-2525�� 664-2828

神奈川区��窓口混雑状況 検索

●転出・転入・転居の手続…戸籍課（区役所別館1階103窓口）

●手続に必要なもの

引っ越し先 届出期間 手続

転出
横浜市外へ

目安は引っ越し予定
日の1か月くらい前
から

転出届を提出、また
は「郵送による転出
届」を郵送※

市内の他の区へ 神奈川区役所での手続はありません。
（新住所地で転入届が必要です）

転入

横浜市外から
新しい住所に住み始
めてから14日以内
（未来日での届出は
できません）

転入届を提出

市内の
他の区から

転入届を提出
（前の区での転出届
は不要です）

転居 神奈川区内での
引っ越し 転居届を提出

※郵送による転出届の詳細は 横浜市��郵送による転出届 検索

問合せ 戸籍課��� 411-7034　 324-3586　

　1月13日・20日に行われた「子ども会新春書き初め大
会」に、区内の小・中学生76人の皆さんが参加しました。
主　催 区子ども会育成連絡協議会

神奈川区 子ども会
新春書き初め大会

書き初め大会の様子

小学2年 

藤
ふじえ��はな���

江 花さん

区子ども会
育成連絡協議
会長賞

小学6年 

佐
ささき�みお

々木美緒さん

区文化
協会長賞

小学5年 

橋
はしみ�ゆな

見優奈さん

区長賞

問合せ 地域振興課��� 411-7093　 323-2502　

問合せ 区政推進課��� 411-7027　 314-8890　

◆神奈川区に「住み続けたい」と「たぶん住み続ける」を合わせた
　定住意向は8割超

◆神奈川区の行政サービスについて（複数回答可）

＜調査の概要＞
●�調査対象：18歳以上の区民3,000人（うち外国籍50人を含む）
●抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出�
●調査方法：郵送またはインターネットによる無記名調査　
●調査期間：2018年9月3日～28日　●回収結果：1,433人（回収率47.8％）

平成30年度
（1,433人）

0 20 40 60

住み続けたい たぶん住み続ける たぶん住み続けない 住み続けたくない

80.6％

79.9％

78.3％

9.4％

9.0％

10.9％

80 100（%）

平成28年度
（1,363人）

平成26年度
（1,442人）

わからない 無回答

住み続けない住み続ける

43.3 37.3 6.8 6.4
2.6 3.5

42.6 37.3 7.3 5.95.1

39.4 38.9 8.0 8.7
1.7

2.9 2.1

　平成26年度以降の調査結果と比較すると、定住意向の割合は増加傾
向にあります。

第1位 ごみの分別収集・
リサイクル 62.0％

第2位 日常の買い物の
利便性 47.2％

第3位 公園・広場の整備 46.3％

第1位 地震や火災などの
災害対策 51.9％

第2位 防犯対策 45.9％

第3位 道路の整備・安全性 41.1％

満足している行政サービス 今後、充実すべきだと思う行政サービス

　今回紹介した項目のほか、「防災」「介護予防・高齢者支援」「子育て支援」「健
康づくり」「地域との関わり」「神奈川区の魅力」などについても調査を実施し
ています。
　調査結果の詳細は、区のホームページをご覧ください。また、報告書は区役
所や地区センターなどで閲覧することができます。

※小数点以下第二位四捨五入
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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

3月15日、4月19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

よこはまウォーキングポイント特設ブース
第29回よこはまシティウォークのスタート・ゴー
ル会場特設ブースで、歩数計及びアプリの使い方
相談、新規参加受付、歩数計の販売（4,000円 ※紛
失・故障した人限定）、クリップ付きストラップの
販売（150円）などを行います。

3月21日（祝・木）11時〜17時 ※雨天実施
みなとみらい線馬車道駅（地下1階コンコース）

問合せ よこはまウォーキングポイント事業事務局
0570-080-130・681-4655 0120-580-376
navi-ywp@ml.city.yokohama.jp

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
3月28日（木）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）   申込み 当日直接　
問合せ 横浜市シルバー人材センター神奈川事務所
402-4832 402-4835　

高齢者体操教室
体力測定、経

けいらく

絡ストレッチ、軽運動、コアトレーニ
ング、フラダンス、セルフケア、脳トレなど

4月12日〜7月12日（金曜全12回※5月3日、6月
7日（予定）を除く）13時15分〜15時　

盲特別支援学校（松見町1-26）　
65歳以上の健康な人、先着25人　

申込み・問合せ 4月8日（月）〜10日（水）に電話で
盲特別支援学校:保

ほしな

科 431-1629 423-0284へ

● 善意銀行（12月寄付分） ●

○明るい社会づくり運動神奈川区協議会
○中田　　○スカイハイツトーカイふれあい会

○ホワイト急便白楽店　　○横浜労福協東部支部
○かめたろうおもちゃ病院
○（公社）神奈川法人会女性部会　
○（株）八丁幸
○横浜三ツ沢チャリティープロレス実行委員会
○JXTGエネルギー労働組合横浜支部
○横浜冷凍株式会社
○大口七島地区民生委員児童委員協議会
○横浜市反町地域ケアプラザ
○おてらおやつクラブ浄土真宗なごみ庵
○大野佑　　○社交ダンスまゆの会
ありがとうございました。（敬称略）
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）

4

問合せ 区政推進課  411-7027  314-8890

●実際にラグビー観戦にトライしてみよう！
　連載最終回の今回は、ラグビー観戦の際に
知っておきたいポイントを紹介します。ぜひ1度
ラグビー観戦にトライしてみてください！

　ラグビーの醍
だいごみ

醐味の一つに、スクラムや
タックルなど体と体がぶつかるプレーがあり
ます。選手の体がぶつかり合う音は、スタジア
ムやテレビでの観戦でも聞こえるほどの迫力
があります。さらに、実際にスタジアムで観戦
すると、テレビでは体感できない熱気も感じ
ることができます。

　ラグビーは「紳士のスポーツ」とも呼ばれ、
“ノーサイド”の精神をとても大切にしていま
す。“ノーサイド”はもともと試合終了※の意味
で使用され、現在では試合が終われば敵味方
関係なく、お互いのプレーをたたえ合う精神と
して広まっています。選手のいいプレーが出た
ら、ぜひ拍手をしましょう！

実際にみる選手の
迫力はすごい！

選手のいいプレーには
拍手を！

※現在は試合終了を“フルタイム”と呼ぶのが一般的　

月日 曜日 受付時間 会場名 所在地
4/13 土 午前 神奈川土木事務所　 神大寺2-28-22 

4/16 火
午前 神の木公園内詰所横 神之木台13-20
午後 入江町公園（新子安駅側広場） 入江1-27

4/17 水
午前 菅田みどりの丘公園（菅田小学校並び自由広場） 菅田町712-13
午後 菅田東町会館（長導寺並び） 菅田町1674

4/19 金
午前 株式会社創健社駐車場（片倉公園並び） 片倉2-37-11
午後 ガーデン山自治会館 三ツ沢下町32-28

4/20 土 午前・午後 神奈川区役所（反町公園側） 広台太田町3-8

4/23 火
午前 羽沢神明神社 羽沢町917
午後 羽沢長谷自治会館(横浜保土ケ谷中央病院北側) 羽沢南1-4-11

4/24 水
午前 大口駅前公園(大口駅西口正面右側の公園）　 大口通68-2
午後 白幡八幡神社 白幡仲町13-25

飼い犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

●出張会場日程表 【受付時間】午前：10時〜12時　午後：13時30分〜15時

歩数計アプリのダウンロードはこちら

　生後91日以上の飼い犬には、登録（犬の生涯で1回）と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 
4月には下記のとおり出張会場を設けます。また、一部の動物病院では年間を通して注射会場と同様に鑑札と
注射済票の交付が受けられます（注射料金は病院ごとに異なります）。

費　用 3,600円（注射料金3,050円＋注射済票交付手数料550円）。新たに登録する場合は別途、登録手数料3,000円
持ち物  ○すでに犬を登録している人は、3月中旬に郵送する「お知らせ」に同封の「狂犬病予防注射済票交付

申請書（兼登録申請書）」に必要事項を記載したもの　○市外からの転入や譲渡犬の場合は犬鑑札
●当日の気象状況等により中止することがあります。実施の有無は、8時45分以降に、生活衛生課に電話または横浜
市動物愛護センターのホームページでご確認ください。 ●犬をしっかり押さえられる人が連れてきてください。 
●犬の体調によっては獣医師の判断で注射が受けられない場合があります。

問合せ 生活衛生課　 411-7143　 411-7039 横浜市  狂犬病予防注射 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。
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＊詳細は、総務課防災担当（ 411-7004）へお問い合わせください。

【要件★】
世帯全員が、次の①～⑥のいずれかであること
①65歳以上
②身体障害者手帳の交付を受けている人
③愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている人
④�精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る人

⑤�介護保険法による要介護、または要支援の認
定を受けている人

⑥中学生以下
※中学卒業後～64歳以下の人が含まれる世帯では、
その人が②～⑤のいずれかに該当しない場合は、こ
の制度の対象となりません。

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。

▶命を守るために…
あなたの家は大丈夫？まずは自宅の「地震対策」を！

区役所本館5階
501窓口で

配布中

　まず、落ち着いて、
自分の身を守りま
しょう。

　一時的に避難して、状況の
確認や近所の安否確認をす
るための場所で、地域で取り
決めている避難場所です。

　大きな揺れを感じて電気を自動的
に遮断する器具です。近年の大地震で
発生した火災の6割以上が電気に起
因する火災と言われています。感震ブ
レーカーを設置することで地震時の
出火の危険性を大きく減らすことが
できます。

ブロック塀は点検し、危険
な場合は除却・改善を▶

飛散した破片な
どを想定し、身
近に室内靴（ス
リッパ）や軍手
を用意

戸棚の扉は留め金を付け
るなど、開かないように

感震ブレーカーを設置

避難路（ドアの前や廊下）
に倒れるものは置かない

手の届くところに懐中電
灯・ホイッスルを用意

重いものは棚の下などへ
（高いところに置かない）

玄関（避難口）に非常
用持出袋を用意

ガラスの飛散防止用
フィルム等を貼る背の高い家具は、人が寝る

場所等に倒れないよう、配
置の工夫や固定を！

除却・改善の補助制度については
問合せ 建築局建築防災課　 671-2930　 663-3255

　阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊による圧死者が
多数発生しましたが、倒壊した建物の多くは、1981
年5月以前の古い耐震基準で建てられたものでした。

横浜市では、「無料の木造住宅耐震診断※」、「耐
震改修が必要な場合の工事費の補助等※」を
行っています。　※要件有

問合せ 建築局建築防災課　
　　　 671-2943　 663-3255

　高齢者や障害者など
のうち、避難生活で特
別な配慮が必要と判断
された人のための二次
的な避難所です。
※発災直後から必ず開設さ
れるものではありません。

地震発生

　自宅で生活できな
くなった場合、一定の
期間避難生活を送る
場所です。

地域防災拠点
　避難生活や物資配給の場所

いっとき避難場所
　ひとまず避難する場所　 　地震に伴う大火災が延焼拡大

したときに、熱や煙から逃れる
ための大規模な公園などです。

広域避難場所
　大火災から身を守る場所　

福祉避難所

あなたの減災をサポートします平成31年度  区の事業

建物に火災や倒壊等
の危険がないときは

避難の必要性を
感じたときは

建物に火災や
倒壊等の危険
がないときは

自宅で生活
できないときは 自宅で生活

できないときは

特別な配慮が
必要な場合は

火災が
せまった
ときは

感震ブレーカー（簡易型）
簡易型（おもり式やばね式
など）は、工事不要で簡単に
設置できます。
価格：2,000～4,000円程度
購入方法：ホームセンター・
家電量販店・インターネッ
ト等

　私たちの住む横浜市は、今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる可能性
が82%に上

のぼ

ります※。昨年は国内各地で被害を伴う地震が起きており、私たちの
まちに大地震が起きるのは、もしかしたら「今日」かもしれません。皆さんは大地
震に備えていますか？また、既に取り組んでいる対策は正しい方法でしょうか？
　東日本大震災から8年。あのときを思い出し、身の周りでできる減災に取り組み
ましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　  　※政府・地震調査研究推進本部�発表

問合せ 総務課  411-7004  324-5904

まだ対策をしていない区民の皆さんへ
　最新の区民意識調査結果（❺ページに掲載）によれば、災害対策を「特
にしていない」と回答した人が15％でした。「忙しい」「何からやればいい
のかわからない」「なんとなく大丈夫な気がする」などさまざまな理由で、
取組が進められないこともあると思います。それでも、大地震は必ずやっ
てきます。自分や家族を守るために、家具の転倒防止等の対策をしましょ
う。取組の「はじめの一歩」になるよう、簡単にできることを紹介します。

　まず寝室　過ごす時間が長く、無防備な場所です。ぜひ対策を！
����◯自宅が年数を経た木造家屋の場合、選べるなら寝室は1階より2階
����◯就寝前には窓のカーテンを必ず閉める（ガラスの飛散を防止）
����◯窓や家具など危険な要素を確認し、布団の位置や寝る向きを決める

　「寝室」の次は「よく居る場所」、中でもグラスや陶器類が多く火も使う「台所」は早めに取り組みたいとこ
ろ。重い冷蔵庫も倒れてきたら大変です。優先順位を付けて取組を進めましょう。
　家具の転倒防止等の必要性は以前から言われていますが、新たな震災が起きるたび圧死による死者が出
ていることは事実。「命を守る」ために自助の取組はとても大切です。

−見直そう、
　あなたの「地震対策」−

一番大切なのは命を
守ること。「きちんと
やっていれば助かっ
たかも…」という後
悔をしないために今
できることに取り組
みましょう。

◆
 武

笠

署
長からのワンポイ

ン
ト

 ◆

区民意識調査結果（❺ページに
掲載）によると、感震ブレーカー
の設置率は17%と低め。まだの
人はぜひ付けましょう。

「命を守る」という観点では、避難後
の震災関連死を防ぐことも大切。 
避難生活でも健康を害することの
ないよう、日頃からの健康管理や
持病の薬などの準備をしましょう。

神奈川区
防災マップ
　避難場所が掲載されたマップのほか、
防災に関するさまざまな情報が掲載され
ています。これを使って、家族であらため
て防災について話し合いましょう。
●避難場所・避難経路
●災害時の連絡方法
●非常用持出袋の保管場所  など
　区では危険箇所や避難場所などの防災
情報が一目で分かる「防災情報ハザード
マップ」を新たに作成し、平成31年度中
に配布予定です。

  自宅の耐震基準を確認

で
き
る
こ
と
か
ら
、

　
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
！

神奈川消防署長
武

むかさ もとかず

笠基和

　たとえばL字金具（ねじ止め）の場合、取り付け
た壁面がボードだけでは強度不足です。壁の下
地材（柱など）に固定しましょう。

L字金具、ベルト
（壁に強度が必要）

つっぱり棒
（天井に強度が必要）

×

  転倒防止器具は適切に

  「感震ブレーカー」とは

「うちのやり方、合っているかな？」
そんなあなたはぜひ、「自助総合アドバイザー
派遣事業」に申込みを▶

取付方法などが適
切でないと、転倒防
止の効果が低下し
ます。家具の固定を
している人は、ぜひ
再点検を！

◆
 武

笠

署
長からのワンポイ

ン
ト

 ◆

◆
 武

笠

署
長からのワンポイ

ン
ト

 ◆

◆
 武

笠

署
長からのワンポイ

ン
ト

 ◆

1981年5月以前に建てられた木造住宅である
かがひとつのめやすです。

　 自助総合アドバイザー派遣事業
定員：先着100世帯
　専門家が訪問し、耐震対策や家具転倒防止、感震ブレー
カー等、防災に関する総合的なアドバイスを行います。
このうち要件★を満たす世帯（先着50世帯）には、感震ブ
レーカーを設置します。
※生命の維持に必要な医療機器等を使用している場合は、発
災時に電力の供給が停止してしまうため、設置できません。

　 家具転倒防止対策事業 
定員：先着50世帯
　要件★を満たす世帯に対し、家具転倒防止器具の無料
取付や器具購入代金の補助を行います。

A

B

横浜市��木造住宅耐震化支援事業 検索

横浜市��ブロック塀 検索

おもり式▲

粘着マット
（有効期限に注意）

自宅（職場）に
とどまる

▶地震だ！そのときどうする？
いざというときの行動を確認しよう

※津波のおそれがあるときは、海抜5m以上の高台・頑
がんじょう

丈な建物の3階以上へ避難しましょう。

わが家もばね式
の簡易型です。
10分ほどで付け
られました。
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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

4月9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
講話・調理実演･試食

4月9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 子どもも試
食を希望する場合は、子どものエプロ
ン・スプーン・食器
申込み 3月11日（月）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
3月 4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

19（火）午後 12（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26（火）午前 16（火）午後

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 26（火）午前 12（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 4（月）

18（月）
8（月）

22（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） 15（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）

8（月）
15（月）
22（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

   9（土）   13（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 ※21（祝・木）を除く 水・木 9時30分～11時30分 ※21（祝・木）を除く 火・金 9時30分～11時30分

土曜日施設園庭開放 2・16（土）10時～12時（保育室でも遊べます） ー ー

交流会 ☆◎ランチ交流：28（木）乳児食・幼児食
☆交流保育：1（金）ひな祭り交流

☆◎ランチ交流：8・15（金）乳児食・幼児食

☆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   3 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
◆更年期のあれこれトークタイム w

ウィズ

ith 村
むらた みちこ

田美智子さん
3月19日（火）10時30分～11時30分

◆骨盤エクササイズ
3月28日（木）10時～10時20分

利用者支援事業
◆ダブルケアカフェ i

イン

n かなーちえ
3月12日（火）10時30分～12時

なかまトーク・みんなでトーク
◆マタニティ＆孫世代、ひと針タイムと産後の暮らし

3月22日（金）10時30分～11時30分
産

うぶぎ

着・刺しゅう針と糸
◆パワー全開！親子で新聞紙遊び♪

3月29日（金）10時30分～11時30分

トピックス
◆春だ！ファミリーで外遊びタイム♪
区内3か所のプレイパーク（“ケガと弁当は自分もち”が
モットーの冒険遊び場・地域グループが運営）は、赤ちゃ
んから高齢者まで、いろいろな世代がふれあう場です。
かなーちえスタッフも出張します。
①神奈川公園きらきらプレイパーク：3月23日（土）
11時～15時 ※雨天中止 
②片倉うさぎ山プレイパーク：3月27日（水）10時～17時 
③白幡の森プレイパーク：3月30日（土）
10時～17時 ※雨天中止
◆パパトーク
　～育休からその後の子育てのハナシ～
育児休業を通して感じた、育児の事・パートナーとの事
等、男脳に響く、メッセージの数々を届けてくれます♪

4月6日（土）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回目と土
曜は本館地下1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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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。



春のコンサート i
イン

n 公会堂
VOL.XVII（17）
タンゴコンサート

『ラ・クンパルシータ』『リベルタンゴ』
など
◆主催：神奈川区文化協会
◆出演：小

おがわ きみよ

川紀美代トリオ（バンドネ
オン、ギター＆コントラバス）

3月30日（土）14時～16時
（開場：13時30分）

神奈川公会堂（富家町1-3）
先着500人

申込み 当日直接（12時～12時30分に
先着500人に整理券を配布）
問合せ 神奈川公会堂

432-3399 432-3321　

平成31年度
神奈川芸能大会

舞踊、民謡、カラオケなど
5月19日（日）10時～16時
神奈川公会堂 先着400人

申込み 当日直接
★出演者募集

1曲4,000円
申込み 4月3日（水）10時に専用の申込

用紙と参加費を神奈川公会堂へ直接
問合せ 神奈川芸能大会実行委員会：

楠
くすもと

本 421-4481
※専用の申込用紙は神奈川芸能大会
実行委員会へお問い合わせください。

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）。

3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
（神奈川本町8-1）

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

★男の料理教室「するなり会」
2019年度入会希望者募集
料理の専門家を迎えるなどして和気
あいあいの時間を楽しむ集まりです。

4月6日～2020年3月7日
（毎月第1土曜全12回）

神之木地区センター
（神之木町7-1）

区内在住の40～79歳の男性、5人
程度（多数抽選）

12,000円（全回分）
申込み・問合せ 3月20日（水）までにFAX
に氏名・年齢・住所・電話を書いて、す
るなり会：長

はせがわ

谷川 421-1059へ

神の木公園からのお知らせ
シイタケ栽培教室

公園内で伐採したコナラ・クヌギの原

木を利用してシイタケ菌を植え付け、
収穫まで観察・管理をして育てます。

3月22日（金）13時30分～15時
神の木公園（神之木台13-20）
先着15人
作業できる服装・筆記用具

申込み・問合せ 3月11日（月）から電話か
FAXで氏名と連絡先を神の木公園詰
所 421-7883へ

リユース家具無償提供
粗大ごみ再利用品を無償で提供します。
◆展示期間：3月4日（月）～16日（土）（日
曜を除く）10時～12時、13時～16時
◆抽選日時：3月18日（月）11時
◆引渡し：抽選後から3月23日（土）まで
の10時～12時、13時～16時（日曜除く）

資源循環局鶴見工場
（鶴見区末

すえひろ

広町
ちょう

1-15-1）
市内在住・在勤・在学者（来場者1人

につき1点まで）
申込み 展示期間内に直接
問合せ 資源循環局鶴見工場

521-2191 521-2193

東部方面斎場（仮称）整備に
ついての説明会

鶴見区大
だいこくちょう

黒町での東部方面斎場（仮称）
整備に関し、検討状況を説明します。

①3月22日（金）18時30分から
②3月23日（土）14時から 
※各回とも同一内容

生麦地区センター
（鶴見区生

なまむぎ

麦4-6-37）
申込み 当日直接 ※手話・筆記通訳希

望の人は開催日の4日前までにご連絡
ください。
問合せ 健康福祉局環境施設課

671-2450 664-6753

新
にいはる

治恵みの里
トウモロコシ作り教室

農家に教わりながら種まきから始ま
るトウモロコシの栽培体験。最後に採
りたての甘いトウモロコシを釜で茹

ゆ

でて味わいます。
①種まき：4月27日 ②追肥・土寄

せ：5月25日 ③花粉付け・電気柵張り：
6月15日 ④収穫・釜ゆで：7月13日（土
曜全4回）①②③10時30分～12時30
分 ④9時～11時 ※生育や天候状況に
よる日時変更あり

にいはる里山交流センター
（緑区新治町887）

市内在住の家族（1家族4人程度ま
で、1人でも可）・4月27日の①種まき
に参加できる人、先着20組程度

1組3,500円
申込み 3月15日（金）から新治恵みの

里ホームページの申込フォームで　
 www.niiharu.link

問合せ 環境創造局北部農政事務所
948-2480 948-2488

平沼記念体育館からの
お知らせ

★平
ひらたいさい

体祭
3月17日（日）9時～17時

○スポンジテニス体験
①9時30分～10時30分 ②10時40

分～11時30分
年小～中学3年生、各回先着20人

（1人1回限り）
申込み 3月10日（日）9時から電話か

直接
○バドミントン・卓球・スポンジテニ
ス個人利用

12時～16時30分
ラケット・シャトル・ボール

申込み 当日直接
○記念棟（平

ひらぬま りょうぞう

沼良三資料展示・展望室）
開放

9時～17時 申込み 当日直接
★当日受付教室
○水曜フットサルタイム

3月13・20・27日、4月3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

3月7・14・28日、4月4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）
………………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/

神奈川区民綱引大会
4月14日（日）9時～13時
神奈川スポーツセンター

区内在住・在勤・在学者によるチーム
申込み・問合せ 3月10日（日）～4月5日

（金）にFAXで住所・氏名・年齢・電話・
チーム名・人数を書いて区綱引連盟事
務局：小

こみや

宮
080-5544-2187 317-1224へ

レッツバドミントン
楽しくバドミントンをやりましょう。

4月20日～2020年3月21日（毎月
第3土曜）18時30分～20時30分

神奈川中学校  体育館（西大口141）
区内在住・在勤・在学者、先着50人
各回高校生以上1人500円、中学生

1人300円、小学生以下1人100円
申込み・問合せ 毎月15日までに簡易メー
ル（SMS）に参加者全員の氏名・年齢を
書いて区バドミントン協会：阿

あくつ

久津
（簡易メール）090-4818-6271へ

第23回神奈川区
春季ソフトテニス大会

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

4月20日（土）9時～17時
三ツ沢公園テニスコート
区内在住・在勤・在学・在クラブ者、

先着60組 1組2,000円
申込み 3月15日（金）～4月5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

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

☆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

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  3月25日（月）

神 奈 川 区

神奈川区版 112019（平成31）年 3 月号



〒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

●はじめよう健康麻
マージャン

雀教室
初めての人や久しぶりに行う人向け

4月10・24日、5月8・22日、6月12・26
日、7月10・24日（水曜全8回）13時～16
時 先着16人 4,800円（全回分）

3月13日（水）から電話かFAXか直接
●みんなで楽しむスポーツチャンバラ
　～子どもから大人まで
　気軽に楽しく体力アップ～

4月13日、5月11日、6月22日、7月13
日、8月10日、9月14日（土曜全6回）9時
30分～11時30分 先着30人

高校生以上3,000円、中学生以下
2,400円（全回分） タオル・飲み物

3月16日（土）から電話かFAXか直接
●奈

なな

々先生と親子で体力アップ
　～子どもから大人まで
　気軽に楽しく体力アップ～

4月23日（火）10時30分～11時30分
幼児と保護者、先着25組
1組200円 飲み物・タオル
3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

●親子英語リトミック
4月4日～7月25日（毎週木曜全16回 

※5月2日を除く） 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25組

①②各1組10,400円（全回分）
3月12日（火）から電話か直接

●バレエ教室
4月11日～7月25日（毎週木曜全15

回 ※5月2日を除く） 
①キッズ（年中～年長）：15時10分～
16時 ②ジュニア（小学生）：16時10
分～17時10分 ③エレガンス（中学生
以上）：18時45分～19時45分

①②③各先着20人
①②各9,750円 ③10,500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）・タオ
ル・飲み物

①3月14日（木） ②3月15日（金） ③
3月16日（土）から電話か直接
●親子モリモリ体操
　～ゴリ先生と一緒に楽しく体つくり～

4月17日、5月8・22日、6月5・19日、
7月3・17日（水曜全7回）10時45分～11
時45分

2～3歳児と保護者、先着30組
1組4,500円（全回分）
上履き・飲み物
3月13日（水）から電話か直接

●こども囲
いご

碁将
しょうぎ

棋教室
4月6日～2020年3月28日（毎週土

曜）10時～11時30分
年長～小学生、先着10人
当日直接

分） 先着300人（0歳から入場可）
500円（小学生以下無料）　

………………上記共通………………
受付中。電話（ 440-1219）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
3月25日
（月）

●横浜室内合奏団 春の演奏会
　～声楽アンサンブルとともに～
日本歌曲から宗教曲、ジャズまで

3月15日（金）18時30分～20時30分
（開場：18時） 先着500人

高校生以上1,900円、小・中学生1,000
円、未就学児無料 当日直接
●G

グランツ

lanz弦楽合奏団  春爛
らんまん

漫コンサート
親子向けのロビーコンサートです。

4月6日（土）14時～15時（開場：13時
40分） 先着100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
3月18日
（月）

●大人のための朗読会
太

だざい おさむ

宰 治『瘤
こぶと

取り』ほか
出演：朗読の会クローバー

3月16日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

●親子おはなし会
3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
●定例おはなし会

4月2日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着30人
当日直接

協力：影絵サークルこぐま
3月11日（月）10時～12時
先着20組 当日直接

●おはなし花束のおはなし会
3月21日（祝・木）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20人
当日直接

●春キャベツを韓国料理で愉
たの

しむ
　～チーズタッカルビ・チヂミ～
野菜ソムリエの講師による料理教室

4月11日（木）10時～13時
先着16人 1,000円
エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオル
3月20日（水）から電話か直接

●学問としての仏教
　～明治時代から現代の仏教～

4月17日、5月15日、6月5日（水曜全
3回）13時30分～15時

成人・全回参加できる人、先着33人
700円（全回分）
3月27日（水）から電話か直接

●味
みそ

噌作り講座
　～高級食材で麦味噌を手作り～

4月21日（日）10時～11時30分
成人、先着15人・一緒に味噌作りがで

きる小学生以下の子と保護者、先着10組
1人・1組3,600円（4kgの味噌持ち帰り）
エプロン・三角巾・手拭きタオル
3月29日（金）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
3月30日
（土）

●チェリーハウスのおはなし会
○おはなしポケット

3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

3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

●桜まつり
書道・おり紙・俳句・水彩画・押絵・その
ほか手芸品の作品展示や演奏会

作品展示：4月1日（月）～7日（日）9時
～17時（最終日の展示は11時まで）、演
奏会：4月7日（日）13時から

演奏会：先着60人 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
3月18日
（月）

●K
キッズ

IDSリビングコンサート①
　～エリック・サティ『グノシエンヌ』
　にのって夢の中へ～
ピアノとダンスと遊ぶ
出演：倉

くらた りな

田莉奈（ピアノ）、K
ケケ

EKE（ダンス）
4月5日（金） ①0～２歳児対象：10時

から ②3歳以上対象：11時から
①0～2歳児と保護者 ②3歳以上と

保護者、各先着20組
1人500円（2歳児以下無料）　

● 赤ちゃんに出会う前の大人のため
の『はじめの一歩コンサート』

　～クラシック音楽を味方に
　しませんか？～
育児経験のあるパパやママのトーク
を交えた60分のピアノコンサート。入
退場は自由です。
出演：倉

くらた りな

田莉奈（ピアノ）、齊
さいとう みゆき

藤実雪（司会）
4月5日（金）14時から（開場：13時30

〒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

●かみのき朝からだ体操
椅子に座ったままの簡単ストレッチ

3月2・9・16・23日（各回土曜）
9時10分～10時（受付：9時から）

各回先着30人程度 各回300円
動きやすい服装・室内用運動靴・タ

オル・飲み物 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
第2月曜

●おもちゃの病院
　～大切なおもちゃがよみがえる！～

4月6日（土）10時～14時
先着15人 修理無料（部品代実費）
3月16日（土）から電話か直接

●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！～

4月10日～7月24日（毎週水曜全15
回 ※5月1日を除く） 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1～4年生）：16
時～16時45分

①②各20人（多数抽選）
①②各10,000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）
3月12日（火）～31日（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～

4月12・26日、5月17・31日、6月14・
28日、7月12・19日（金曜全8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4,000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～

4月12・26日、5月17・31日、6月14・
28日、7月12・19日（金曜全8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3,500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
3月13日（水）～31日（日）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・年齢・月齢・講座名

（「りんりん」か「にこにこ」）を書いて施
設へ

〒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

●影絵
　～影絵を見て★作って★遊ぼう～
子どもの好きな歌にのせて影絵を楽
しみましょう。
共催：かなーちえ・白幡宝づくりの会

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

3月21日（祝・木）13時50分～14時30
分、4月4日（木）13時50分～14時20分※

※4月から巡回時間が変更になります

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
3月22日、4月5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。

2019年 七福館めぐり
NPO法人こらぼネット・かながわ
所管の7施設（神奈川・神之木・神大
寺・菅田地区センター、うらしま荘、
神奈川公会堂、幸ケ谷公園コミュニ 
ティハウス）がそれぞれ七福神なら
ぬ“七福館”となり、イベントを開催
します。“七福館”をスタンプラリー
をしながら、春のお散歩がてら巡っ
てください。完走した人にはすてき
なプレゼントを贈呈！（スタンプ台
紙は各施設にあります。）

3月23日（土）～31日（日）
申込み 各施設に当日直接
問合せ NPO法人こらぼネット・か

ながわ 441-1230 441-1233
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