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区の人口…242,987人 世帯数…124,024世帯（2019年3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。4月13日・27日  9時～12時

ここから神奈川区版 5〜12ページ▶
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問合せ 保険年金課　 411-7124  322-1979

　3月下旬から4月上旬は、退職や就職、転居などが多い時期です。次のよ
うな場合には区役所での手続が必要です。

持ち物 ●新しい勤務先の健康保険証（被扶養者分も）  ●今まで使用していた国民健康
保険証  ●本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）  ●印鑑

（スタンプ式ではないもの）
※区役所開庁時間に来庁することが難しい場合は、喪失の手続のみ、郵送でも届出が可能です。詳しく
はホームページをご覧ください。

持ち物 ●加入していた健康保険の資格喪失証明書  ●本人確認書類（マイナンバーカード、運転
免許証、パスポートなど）  ●印鑑（スタンプ式ではないもの）  ●預金通帳及び金融機関届出印
※指定の金融機関のキャッシュカードを持参すると、預金通帳・届出印なしで口座振替の手続を行うこ
とができます。
※退職の場合、勤務先の健康保険の任意継続制度もあります。勤務先または加入していた健康保険組合
へご確認ください。

◯ 国民健康保険料の納付は、6月から翌年3月までの毎月1回（年間10回）です。保険料が変更に
なった場合などを除き、4月・5月は原則として請求はありません。

◯ 3月までの保険料で、納め忘れはありませんか？もう一度、確認して、納め忘れがある場合は、早
めに納付してください。

◯ 区役所保険係（別館1階151番）窓口は、朝10時頃までは、待ち時間が比較的短いです。なお、4月
初旬、月曜などの休庁日明けは、特に窓口が混雑します。

　昨年6月に放映され反響を呼んだ
ドキュメンタリー番組「ミッシング
ワーカー 働くことをあきらめて…」
を制作したNHK名古屋放送局チー
フ・プロデューサー板

いたがき よしこ

垣淑子さん（写
真）を講師に招きます。
　親の介護などをきっかけに離職し、なかなか再就
職につながらない人が抱える課題や、背景を知り、一
緒に考えてみませんか。映像を交えながらの講演会
です。ぜひご参加ください。

日  時 5月28日（火）13時30分～15時30分（開場：13時）
会  場 神奈川公会堂（富家町1-3）

対象・定員 市内在住・在勤・在学者、先着200人
申込み 4月11日（木）～5月10日（金）に電話かFAXか

Eメールに住所･氏名･電話・一時保育希望の有無（「あ
り」の場合は子どもの名前・年齢も）を書いて福祉保健
課へ
※一時保育は、1歳～未就学児、先着6人
※申込み後、連絡がない場合は参加できます。

申込み・問合せ

福祉保健課  411-7132  316-7877
kg-minsei@city.yokohama.jp

専門店仕込みのコーヒーが自慢

大人気の手作りおやつ

国民健康保険のお知らせ 講演会を開催します
神奈川区民生委員児童委員協議会主催

特集は❽・❾ページへ➡

ストップ！介護離職
〜ミッシングワーカーを作らないために〜

知っておきたい暮らしのこと～新生活特集～

地域を見守るつなぎ役民生委員・児童委員

横浜市の国民健康保険に加入している人が、就職
などにより勤め先の健康保険に加入した場合

退職して、ほかの健康保険に加入しない場合

国民健康保険の喪失（脱退）
手続が必要です

国民健康保険の加入手続が
必要です

毎月第3火曜日の10時～12時に西神奈川二丁目会館
で開催。コーヒー代100円。誰でも参加可。

毎月第1金曜日の15時30分～19時に片倉台住宅第一
集会所で開催。対象は小学生。利用料は無料。

横浜市  国保資格喪失  郵送 検索
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じんぼく

北
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片倉
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神奈川区版 52019（平成31）年 4 月号



警察官や金融機関職員を名乗り、キャッシュカードを自宅ま
で取りに来る「手渡し型」の詐欺が多発。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
区内の振り込め詐欺
被害額が過去最高

神奈川区プランを改定しました横浜市都市計画マスタープラン

　これから暖かくなり、外に出かけやすい時期ですね。外遊
びは気分転換になり、子どもの心と体の育ちにも大切なので
おすすめです。
　子どもが泣いて困ったとき外に出て
みると、光や音、風などに気が紛れ、少
し落ち着いてくれるかもしれません。
太陽の光を浴び、体をたくさん使って
遊ぶことで寝つきが良くなり、生活リ
ズムも整いやすくなります。また自然

の中で子どもは心のままに行動し、探究心や考える力が育ま
れます。集中して何度もチャレンジする中で、大きな達成感
を味わうこともできます。
　まだ歩けない子どもは草花を一緒に眺めたり、シートを広
げて木陰でねんねしてみたりするのも良いですね。歩けるよ
うになったら、坂道やデコボコ道も子どもにとっては楽しい
散歩道です。砂や葉っぱに触れたり、土手を登ったり、外での
過ごし方はさまざま。春の自然を一緒に楽しみましょう。
※外遊びに関する講演会を開催します。詳細は11 ページへ➡

問合せ こども家庭支援課
411-7111  321-8820

共生するまちづくり

問合せ 区政推進課   411-7028　 314-8890　

　神奈川区プランについて
は、策定から10年以上が経過
し、この間の上位計画等の策
定や社会経済状況の変化な
どを踏まえ、将来のまちづく
りに対応するため、2019年3
月に改定しました。改定にあ
たっては皆さんから多数の
ご意見をいただき、ありがと
うございました。
　新しい神奈川区プランは、
おおむね20年後（2038年）の
区の将来像などを示してい
ます。今後はこのプランに基
づいて、区民・事業者・行政が
連携し、まちづくりを推進し
ていきます。

◆土地利用の変化への対応
　神奈川区では当面の間、人口増が予測されており、土地利用転換
による住宅開発が進むものと考えられます。土地利用転換により起
こりうるインフラの不足に対応するとともに、周辺環境との調和を
図っていきます。

◆鉄道駅を中心とした市街地形成
　駅ごとの特徴や課題にあわせた鉄道駅周辺のまちづくりを進め、コンパクトな
市街地を形成します。

◆都市防災の取組
　地震対策、治水対策等、被害を最小限にと
どめるため、地域防災力の向上や共助を推進
するまちづくりを目指します。

例  地域住民主体の防災まちづくり
地域住民によるまちづくり協議会の発足や防災
まちづくり計画の策定を
支援し、災害に強いまち
づくりを推進します。

※重点対策地域（不燃化推進地域）：横浜市
地震防災戦略における地震火災対策方針の
対象地域のうち、火災による被害が特に大
きいとされる地域のこと。

区内の重点対策地域※神奈川区は指定
されている面積が市内最大です。

例  羽沢駅（仮称）周辺
駅前の計画的な市街地開発を促進するととも
に、その周辺の農地などの恵まれた自然的環境
を保全・活用し、バランスよく共生するまちづく
りを進めます。また鉄道駅から1kmのエリアに
含まれていない地域については、交通利便性の
向上を目指します。

例  内陸部において工場と、戸建て住宅・集合住宅等が共存する地域
新たな住宅開発等が見込まれる場合には、周辺
環境に対する配慮事項※の実現に努めるよう
事業者と調整していきます。

● 地域の特性
臨海部・内陸部・丘陵部と横浜都心・新横浜
都心、各地域の特性を生かし、調和のとれ
たまちづくりを進めます。
● 鉄道駅周辺のまちづくり
各駅周辺において、人口規模等に応じた機
能集積を図り、生活利便性の高いコンパク
トな市街地を形成します。
● 水と緑の環境
公園や緑地などの保全・活用を図るなど、
緑あふれる環境を創出します。
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　　 防災訓練の様子▶
   （浦島町まちづくり
協議会ニュースより）

［ 子 ど も と 外 遊 び ］

❶安全で利便性の高いまち　❷快適でうるおいのあるまち　❸安心で楽しみにあふれた活力あるまち

神奈川区プランの一部を紹介

将来都市像

まちづくりの目標

駅前の市街地開発 農地などの自然的環境

閲覧場所  区政推進課（区役所本館5階502窓口）、区内各地区センター、神奈川図書館、市庁舎1階市民情報センター・6階都市整備局地域まちづくり課
神奈川区プラン 検索またはホームページへ 

最終回

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
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24万

22万

20万

神
奈
川
区
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口

380万
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浜
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口

2040年

3,724,844 3,732,950 3,709,638

3,664,726

3,601,950

3,524,256

238,966
242,764 244,321

243,847 241,941

238,911

神奈川区（人）

3,734,170人（2019年）

244,380人（2026年）

横浜市（人）

［将来人口推計］　市全体の人口のピークは2019年、
一方神奈川区の人口は2026年まで増加する見込みです

※周辺環境に対する配慮事項（一部抜粋）
○自己敷地内の保育園整備協力
○ 空

くうち

地確保等による緩
かんしょうたい

衝帯の設置、安全な外部空間の確保
○ かまどベンチ設置や帰宅困難者受け
　入れスペースの確保
○既存の景観・機能の保全
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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
5月24日（金）受付：9時〜10時
区役所別館2階 昭和55年4月1日以

前に生まれた市内在住の人、先着50人　 680円
申込み 4月22日（月）〜5月15日（水）に電話で

※肺がん検診は、年度内に１回受診できます。
○無料になる人…昭和25年４月１日以前に生まれ
た人、前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。
○肺がん検診は協力医療機関でも受診できます。

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時までに電話で

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

4月19日、5月17日（各回金曜）9時〜11時
区役所別館2階 栄養相談室

申込み 前日までに電話で

生活健康相談
食事や運動、禁煙など健康に関する
個別相談

4月15日、5月13日（各回月曜）9時〜14時30分
区役所別館2階 一般健康相談室

申込み 前日までに電話で

イベント情報

ボランティア入門講座
新生活にあわせてボランティアを始めてみませんか？
始めの一歩として、ボランティア入門講座を開催しま
す。気軽に参加ください（各回とも同一内容です）。

5月15日、7月17日、9月18日（各回水曜）10時30分
〜12時　 区社会福祉協議会ボランティアセン
ター（反町1-8-4  はーと友

ゆう

神奈川1階）　
申込み・問合せ  各回前日までに電話かEメールで区社
会福祉協議会ボランティアセンター  322-2897 

313-2420 volunteer@kanakushakyo.comへ

横浜シニア大学　一般講座受講生募集
健康づくり、食生活、法律、教養、生きがいなど、さ
まざまなことを学べる講座を開講します。新しい

ことに興味がある人、何か打ち込めることを探し
ている人はぜひこの機会に受講ください！
●合同開講式… 6月7日（金）13時から　 関内
ホール（中区住

すみよしちょう

吉町4-42-1）
●講座… 6月11日〜10月8日（毎週火曜全12回
※6月25日、7月16日、8月6・13・20日、9月17日を
除く）9時40分〜11時45分  うらしま荘（立町
20-1） 市内在住の60才以上の人、50人（多数抽
選） 2,000円(全回分)　
申込み・問合せ  4月1日(月) 〜5月10日（金）に専用の
申込用紙を直接区シニアクラブ連合会（反町1-8-4

はーと友神奈川2階）  313-1708へ 
※専用の申込用紙は高齢・障害支援課、区シニアク
ラブ連合会にあります。

● 善意銀行（1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
○おてらおやつクラブ浄土真宗なごみ庵
○おてらおやつクラブ明願寺
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

無料
要予約

（匿名）

要予約

　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。

 ●白幡地区　
　白幡地区では「つながり  安心  支えあい」を合言葉に、高齢者向け食
事会や防犯パトロールなど地域活動がとても活発に行われています。
　毎年秋に開催される「しらはた福祉まつり（ときめき白幡）」は、各町
内会がブースを出店したり、小中学生による吹奏楽の演奏やダンスが
行われたりと、子どもから大人まで、誰もが楽しむことのできるイベン
トの一つです。昨年は新たな試みとして、白幡地区の中でも福祉まつり
会場に行くことが難しい高齢者を対象に、デイサービス事業所と住民
が協力し、特定の集合場所から会場までの無料送迎を行いました。
　地域で住む人と働く人が、さまざまなつながりを大切にして安心し
て暮らせるよう、地域活動に取り組んでいます。

問合せ 福祉保健課
　　　 411-7136 
　　　 316-7877

問合せ 高齢・障害支援課　 411-7114（障害者支援担当）／ 411-7110（高齢者支援担当） 324-3702

～第3期神奈川区地域福祉保健計画～
連載●
［最終回］

11

　区内外100か所以上の相
談機関や作業所等の施設、団
体などについて、写真やメッ
セージを交えて紹介、障害
者支援に関するコラムなど
の読み物も充実した便利な 
1冊です。
　障害がある人はもちろん、
区民どなたでも、地域の身近
な施設・団体の活動について知り、日頃の暮らしや
地域活動などに活用できる内容です。
配布場所  区役所別館3階301窓口、

はーと友神奈川（1階・4階） 等

　医療や介護が必要な状
況となっても、住み慣れた
自宅で可能な限り暮らし
続けたい…そんな思いを
支えるための冊子です。
　「在宅医療について、ど
こに相談したらいいの？」

「訪問してくれる医療機関
が近所にあるかな？」な
ど、在宅医療を必要としている人、関心のある人
におすすめです。
配布場所  区役所別館3階301窓口、
各地域ケアプラザ 等

高齢・障害支援課からのお知らせ 新しい冊子ができました！

「まちでくらす」 「神奈川区在宅医療マップ」

障害がある人が利用できる施設等を
まとめたガイドブック

在宅医療の実施機関のマップ・一覧のほか、
基礎知識も掲載

昨年の「しらはた福祉まつり」では
高齢者の送迎を試行実施

区役所と区地域自立支援協議会の
ホームページからダウンロード可▶

区役所のホームページから
　　　　　ダウンロード可▶

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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民生委員・児童委員に相談してみませんか？

問合せ 福祉保健課  411-7132  316-7877地域を見守り、さまざまな機関へとつなぐ民生委員・児童委員の活動について紹介します。

生かし、スタッフ一丸となっ
て運営に携わっています。自
然に子どもと関わり合いなが
ら、なかなか見えにくい困り
ごとなどを早期に発見し、地
域で見守っていきたいと思っ
ています。

の分別に協力を

子どもを交通事故から

× ×

自治会町内会に　　　   しませんか？

問合せ  地域振興課資源化推進担当　 411-7091  323-2502
　　　  資源循環局神奈川事務所　　 441-0871  441-5938

問合せ  地域振興課交通安全担当
　　　  411-7095　 323-2502

問合せ  地域振興課自治会・町内会担当　 411-7086　 323-2502

介護が必要な高齢者を地
域ケアプラザにつなぎま
した。デイサービスに通
うようになり、駅まで歩
けたと聞いたときはとて
もうれしかったです。

個人の活動ばかりでな
く、地区のみんなで情
報共有し協力していま
す。なんでも話し合え
る仲間と楽しく活動し
ています。

　民生委員・児童委員として
の訪問活動を行う中で、「ひと
り暮らしの人に外に出てもら
いたい！」という思いで、地域
の仲間と「西二カフェ」をオー
プンして3年がたちました。

　毎回20人程度の利用者でに
ぎわい、多世代交流の場にも
なっていて、笑い声が絶えま
せん。
　最近見かけない人の情報を
得ることもでき、カフェ自体
が地域の見守りの場となって

いて、個別訪問につな
がることもあります。
　西二カフェがきっ
かけとなり、みんな
が住みたい町につな
がっていくことが夢
です。

　かたくらんどは、「子どもた
ちを地域ぐるみで育んでいき
たい」という思いから、地区社
会福祉協議会や民生委員・児
童委員が中心となって、昨年6
月にオープンしました。民生
委員・児童委員をはじめ、地域
のさまざまな人たちが
スタッフとして活動し
ています。
　子どもの相談ごとは
主任児童委員が対応
するなど、得意分野を

　ごみの出し方のルールは自治体によって異なり
ます。みんなが気持ちよく過ごすために、いま一度
ごみ出しのルールを確認しましょう！

※�詳しくは、「ごみと資源物の分け方・出し方」の冊子、
または資源循環局のホームページで確認してくだ
さい。

　新学期を迎え、新1年生が保護者の付き添いなしに小学校に通い始める季節です。
子どもの特性を理解し、交通事故から守りましょう。

地域の民生委員・児童委員もさまざまな相談にのっています。詳しくは❾ページへ➡

　　西二カフェ、かたくらんどの開催場所、日時などは❺ページへ➡
　自治会町内会は、「暮らしやすいまち」をつくるためにさまざまな活動を
行っています。地域のお祭りや回覧板によるお知らせなどのほか、ごみ集積
場所の清掃活動や、交通安全活動、防災訓練なども行っています（詳しくは
❷ページへ➡）。
　自治会町内会の加入申込みは、お住まいの地域の自治会町内会または区役
所地域振興課へ連絡するか、左下の二次元コード（横浜市電子申請サービス）
をご利用ください。

　今年の11月末で3年の任期が終わり、12月1日付で区内の全民生委員・児童委員が
改めて委嘱されます。

神奈川区では、約300人の民生委員・児童委員が
地域福祉の推進のため自治会町内会など地域

の皆さんと一緒に活動しています。民生委員・児童
委員活動へのご理解と次期委員の推薦へのご協力
をお願いします。

今年12月に民生委員・児童委員が一斉に改選されます

区役所や関係機関に相談するのもちょっと…というときは

ご み

加 入

守 ろ う

区連合町内会自治会連絡協議会　佐
さとう  うしお

藤 潮会長

民生委員・児童委員
友

ともい けいこ

井惠子さん（写真右）と
スタッフの皆さん

横断歩道では、
右・左・右を
確認してから渡る

飛び出しは危険！
走っている車は
すぐには止まれません。

子どもは
いつ、どこから飛び出して
くるかわかりません。
常に注意して
運転しましょう。

信号が点滅や
黄色になったら、
次の青信号まで待つ

車のそばや駐車場、
道路などの危険な
場所で遊ばない。

横浜市　ごみ 検索

 分別のワンポイント
分別していないごみは開封調査のうえ、自宅へ指
導に伺うことがあります。

分別がわからないときは…
　　　　　　　　　�で
出したいごみの名前を入れると、イーオが分別方
法などを答えます。早速イーオに聞いてみよう！

イーオのごみ分別案内 検索

 子どもの特性
◯�「危ない」「注意しなさい」といった抽象的な言
葉だけでは、何に気を付けなければならない
のかを理解できません。
◯�遊んでいるときなど、ひとつの物事に注意が
向くと、周りのものが目に入らなくなります。
◯�車道の向こうに親や友達を見つ
けると、急に飛び出すことがあり
ます（子どもの事故の原因の半数
以上は「飛び出し」です）。

 保護者の皆さんへ
◯�通学開始前に子どもと一緒に通
学路を歩いて、危険な箇所を確認
しましょう。
◯�子どもが道路上などで遊んでい
たら危ないことを伝えましょう。

誰でも参加できる開かれたサロン 地域の子どもの見守りの場

お住まいの地域の民生委員・児童委員を知りたいときは？
問合せ 福祉保健課運営企画係  411-7132  316-7877

横浜市ごみ分別アプリ▶

イーオ ミーオ

収集日は集積場所の
シールで確認

透明または
半透明の袋
で出す

収集日の
朝8時までに
集積場所に出す

カラスよけネットや
ボックスから、
はみ出して捨てない

品目ごとに
分別する

◀初めての参加も大歓迎。地域の
　人との会話に花が咲きます。

写真右から、
民生委員・児童委員  
下

しもじ けいこ

地慧子さん
主任児童委員  森

もりもと かよ

本佳世さん
民生委員・児童委員  
松

まつしま まさこ

島昌子さん

知
っ
て
お
き
た
い
暮
ら
し
の
こ
と
～
新
生
活
特
集
～

　新しい年度になりました！引っ越しや入園・入学など、4月から新生活という人も多いの
ではないでしょうか。
　今回は新生活を迎えるにあたって知っておきたい暮らしのことを紹介します。以前から
神奈川区にお住まいの皆さんも、この機会に改めて確認してみてください。

（
片
倉
地
区
）

（
神
北
地
区
）

地域の大人と子どもが
　　　自然に語り合う▶

　民生委員・児童委員は自治会町内会から推
薦され、厚生労働大臣の委嘱を受けて無報酬
で活動をしています。
　高齢者や障害のある人などの訪問や見守
りを行うほか、自治会町内会や地区社会福祉
協議会等と連携し、高齢者を対象とした食事
会やサロン、子どもの居場所などの運営に協
力しています。

高齢者の見守りや子育てなどの福祉的な相談に
応じ、区役所や専門機関とのつなぎ役として活
動しています。

子どもや子育てに関することを専門に担当する
民生委員・児童委員です。区役所や学校、児童相
談所等と連携し、活動しています。

民生委員・児童委員

主任児童委員

民生委員・児童委員とは？
知っていますか？

地域包括支援センター
（地域ケアプラザなど）

※�金銭の管理を引き受けることや保証人になることはできません。
※�民生委員・児童委員には守秘義務があり、個人の秘密やプライバ
シーは固く守られます。

区社会福祉
協議会

区役所

民生委員・児童委員地域を見守るつなぎ役

相談内容等に応じて、区役所や
専門機関におつなぎします。

◯障害があり、生活に
　不安を感じている

◯ひとりで
　暮らしている
　高齢の親が心配

◯経済的に余裕がなく、
　生活に不安を
　感じている　  など

◯介護サービスに
　ついて知りたい

◯子育ての悩みを
　相談したい
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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

5月14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

5月14日（火）
13時15分～14時15分（受付：13時） 

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、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 4月11日（木）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
4月 5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

12（金）午後 21（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16（火）午後 −

妊産婦
産後1年未満 歯科相談 12（金）午後 21（火）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 8（月）

22（月）
13（月）
27（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 15（月） 20（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、お産の
経過と呼吸法、妊娠中の食生
活、母乳で育てよう、出産後
の生活、妊婦体操など

8（月）
15（月）
22（月）

7（火）
13（月）
20（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

  13（土）   11（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 22（月）～26（金）8時30分～13時30分
（5/7より毎週月～金曜8時30分～13時30分）

24（水）・25（木）9時30分～11時30分
（5/8より毎週水・木曜9時30分～11時30分）

23（火）・26（金）9時30分～11時30分
（5/7より毎週火・金曜9時30分～11時30分）

土曜日施設園庭開放 20（土）10時～12時（保育室でも遊べます） 27（土）10時～12時 20（土）10時～12時

※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   4 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。

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
◆カラダほぐしヨガ

4月12日（金）10時30分～11時
◆さわむらしげはると愉快な仲間達♪
　音楽タイム

4月17日（水）13時30分～14時
◆マタニティーソーイング
　おなかのb

ベビー

abyへのおくりもの
赤ちゃんのスタイ作り

4月18日（木）10時～11時 先着16
人 25cm×25cm程度の布または薄
手のハンドタオル 200円（材料代）
申込み 4月11日（木）から電話か直接

仲間トーク
◆シングル＆ステップファミリー
　トーク

4月20日（土）10時30分～11時30分

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。年間日程はホームページをご参
照ください。 預かってくれる提供会
員さん大募集中！送迎など短時間 
サポートもあります。

4月6日（土）・26日（金）、5月11日（土）・
22日（水）、6月5日（水）・22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

みんなでタイム
◆親子ふれあい遊び（赤ちゃん編）

5月8日（水）11時～12時

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出店者募集
出店区画：1.5m×1.5m

5月18日（土）11時～14時
50組（駐車場30台）

（多数抽選）
500円（復興応援義援金として）

申込み 4月17日（水）～23日（火）に
電話か直接

●連休のお知らせ�／�4月28日（日）～5月7日（火）

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4月
13日（土）は本館地下1階、5月11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ぜひご参加ください。
※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。



外遊び講演会「子どもの育ちに
大切な遊び～外遊びで育つ
子どもの力～」

◆講師：五感教育研究所 高
たかはし よしひさ

橋良寿さん
5月13日(月)10時～11時30分
区民文化センターかなっくホール

（東神奈川1-10-1） 区内在住の人、
先着250人 2歳以上、先着30人、4
月11日（木）から区地域子育て支援拠
点かなーちえへ電話（ 441-3901）
で申込み 申込み 当日直接
問合せ こども家庭支援課

411-7111 321-8820　

土地・家屋を所有している
皆さんへ  「課税明細書」を
ご確認ください

固定資産税・都市計画税の納税通知書
を4月上旬に発送します。届きました
ら納税通知書の「課税明細書」（2～3
ページ）をご確認ください。「課税明細
書」は、固定資産税・都市計画税が課税
されている土地・家屋の所在、面積、価
格、課税標準額などを個々の資産ごと
にお知らせする大切な書類です。所有
する資産について確認をお願いしま
す。見方は、「課税明細書」の裏面をご
覧ください。
問合せ 税務課土地担当 411-7051、

家屋担当 411-7054
（共通）323-1383

台町公園・神の木公園
自然観察会
4月14日（日） ①10時～12時：台町公

園（高島台29） ②13時30分～15時：神の
木公園（神之木台13-20）、各公園詰所前
に集合 ※雨天中止 筆記用具・虫眼
鏡（持っている人）
申込み 当日直接　
問合せ ①台町公園詰所 323-0129

②神の木公園詰所 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

★B
バーベキュー

BQグリル料理教室
①5月4日（祝・土）②5月5日（祝・日）

10時～14時 家族・グループ、①②各
13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歳児100円
申込み 4月18日（木）～27日（土）にホー

ムページか往復はがき（消印有効）に
事業名・参加回・参加者全員の氏名（ふ
りがな）・性別・年齢・住所・電話を書い
て施設へ
★くいしんぼう大作戦！
おやつ作り、ピザ作り、クラフト、自然
遊び、流しそうめんなど

5月12日（日）、6月9日（日）、7月15日
（祝・月）9時30分～15時30分（全3回）

小学1～3年生、48人（多数抽選）
9,000円（全回分）

申込み 4月18日（木）～30日（休・火）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・学年・住所・電話を
書いて施設へ
★ふれあい親子クラブ春みつけ隊

5月8・15・22・29日（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2,000円（2歳以下1
人500円）（全回分）
○全みつけ隊（春・夏・秋・冬）は2人1組
19,000円、追加1人7,500円（2歳以下1
人2,000円） ※日程についてはお問い
合わせください。
申込み 4月18日（木）～28日（日）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・電話を書いて施設へ
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
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/

平沼記念体育館からの
お知らせ

○子供スポンジテニス教室
6月6日～7月18日（毎週木曜全7回） 

①キッズ（年中～小学2年生）：16時～
17時 ②ジュニア（小学3～6年生）：17
時10分～18時30分 ①②各10人（多
数抽選） ①5,600円 ②7,000円（全
回分）
申込み 4月11日（木）～30日（休・火）に

ホームページか往復はがき（必着）で
施設へ
○当日受付教室
★水曜フットサルタイム

4月17日、5月8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
4月11・18・25日、5月9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（〒221-0855 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/

区民夜間テニス教室
5月10日～6月28日（毎週金曜全8

回）19時～21時 三ツ沢公園テニ
スコート（三ツ沢西町3-1） 区内在
住・在勤・在学（中学生以上）・区テニ
ス協会会員、36人（多数抽選） 1人
11,000円（全回分）
申込み 5月7日（火）必着で、専用のフォー

マットをはがきかEメールで、または
申込者氏名・住所・電話・年齢・参加資
格（在勤者は勤務先名と所在地、在学
者は学年、協会員は団体名）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

※専用のフォーマットは協会ホーム
ページにあります。

神奈川区卓球教室
（初級者・初心者向け）

5月11日～6月8日（毎週土曜全5回）
9時～12時 神大寺地区センター

（神大寺2-28-18） 区内及び近隣区
在住・在勤・在学の愛好者、先着40人 

1人2,500円（全回分）
申込み・問合せ 4月11日（木）から電話か
FAXか郵送で専用の申込用紙（また
は住所・氏名・年齢・電話を書いて）を
区卓球協会事務局：長

ながた

田（〒221-0865 
片倉2-67-16-104）

080-5542-5456 481-1396へ
※専用の申込用紙は神大寺地区セン
ター・協会事務局にあります。

第20回区民ダンススポーツ大会
＆ダンスフェスティバル

大会：即席戦とカップル戦、フェスティ
バル：オールダンスタイム

5月12日（日）9時30分～16時30分
神奈川スポーツセンター（三ツ沢

上町11-18） 区内在住・在勤者
即席戦：1区分1人500円、カップル

戦：1区分1組1,000円、オールダンス 
タイム：1人800円（当日申込みの場
合：1人1,000円）
申込み・問合せ 4月30日（休・火）までに
電話かFAXか郵送（消印有効）で専用
の申込用紙（または氏名・住所・電話・参
加区分を書いて）を区ダンススポーツ
協会：番

ばん

（〒221-0072 白幡東町6-12）
070-6466-5550 421-7040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26回区民男子社会人
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

55歳以上）
5月25日（土）9時～19時 三ツ沢

公園テニスコート 区内在住・在勤・
区テニス協会会員、48組（多数抽選）

1組5,000円（2人とも協会員の場合
は4,000円）
申込み 5月10日（金）必着で専用のフォー

マットをはがきかEメールで、または
申込者氏名・住所・電話・年齢・参加資
格（在勤者は勤務先名と所在地、協会
員は団体名）・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

※専用のフォーマットは協会ホーム
ページにあります。

第54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戦・決勝トーナメ
ント戦

6月16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 5月7日（火）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。

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。

◆4月からの当日受付教室　　　　　　　　　　　　　　  ※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 4月15日から
毎週月曜 13：15～14：45

500円

50歳以上、50人

●はじめてのフラ＊

4月9日
から

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

4月10日
から

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

4月11日
から

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 4月12日
から

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 4月13日
から

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  4月22日（月）

神 奈 川 区

神奈川区版 112019（平成31）年 4 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

●おはなしのはらっぱ
4月22日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

●奈
なな

々先生と親子で体力アップ
　～気軽に楽しく体力アップ～

5月28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
4月23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

●L
レッツ

et’s d
ドゥ

o E
イースター

aster
　～歌や工作で楽しく過ごそう～

4月28日（日）
①幼児向け：13時～14時20分
②小学生向け：14時30分～15時30分

①未就学児 ②小学生、各先着20人
500円
4月11日（木）から電話か直接

●子どもフラダンス
5月13・27日、6月3・10・24日（月曜全

5回）15時30分～16時30分
小学生、先着12人
3,500円（全回分）
4月16日（火）から電話か直接

●パパのブレイクタイム
　男性保育園長が語る
　子育てを楽しむ秘

ひけつ

訣
5月19日（日）11時～12時
子と保護者（父親）、先着20組
4月14日（日）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

●コアラびくす
　～頑張っているママのための
　エアロビクス～
お父さん、子どもと一緒の参加も大歓迎！

4月9日～2020年3月24日（各回火
曜）10時～11時30分 ※毎月3回、日程
はお問い合わせください。

各回先着25組 各回500円
動きやすい服装・上履き（運動靴）・

飲み物 当日直接
●トワイライトヨガ＆ピラティス教室
気軽に始められるワンコイン講座！
第2・4木曜はピラティスを行います。

〒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
4月15日
（月）

●子育て支援世代間交流
　ロイヤルウィーク
　うらしま荘開放デー
年齢にかかわらずオープンスペース

（大広間･ロビー・娯楽室）を開放。お弁
当を持って遊びに来てください。

4月27日（土）～5月6日（休・月）9時～
17時 当日直接
●暮らしの中の仏教語講座
　～えーっ、仏教語だったんだ～
講師：宗

そうこうじ

興寺住職 中
なかの しげや

野重哉さん
5月18日、6月15日、7月20日、8月17

日、9月21日（土曜全5回）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）
5月1日（祝・水）から電話か直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
4月15日
（月）

●土曜日のおはなし会
4月13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
●大人のための朗読会
藤
ふじさわ しゅうへい

沢周平『山
やまざくら

桜』ほか
出演：朗読の会クローバー

4月20日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

●展示「新学期読んでみようこんな本」
楽しい本をたくさん紹介します！

4月23日（火）～5月6日（休・月）
当日直接

●親子向け絵本ミニ講座
読み聞かせ、わらべうた、手遊びなど。

4月23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
●子ども読書の日
　とくべつおはなし会
カウンターでの貸出体験ができます。

4月23日（火）15時30分～16時
3歳～小学生、先着30人
当日直接

●0歳からのはじめての
　絵本・わらべうたミニ講座

5月4日（祝・土）10時30分～11時30分
0～1歳半の子と保護者、先着15組
4月16日（火）から電話か直接

●定例おはなし会
5月7日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着30人
当日直接

動きやすい服装・タオル・飲み物
4月17日（水）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
4月30日
（休・火）

●チェリーハウスのおはなし会
○おはなしころころ
　まりこ☆みゅーじあむ

4月22日（月）10時30分～11時
乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

〒221-0052 栄町12
453-2660 453-0968

幸ケ谷集会所 休館
第3月曜

●第24回ミニ文化展
　～施設利用者の作品発表～
作品の発表・販売とコーヒー・紅茶・お
でんの販売、太極拳の演技発表

4月13日（土）10時～20時 ※太極拳
演武会：11時～12時（雨天は14日（日））、
14日（日）10時～16時 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

●挑戦！新子安スクール
　～私の充実時間をつくろう！～
体力測定や口腔ケア、介護相談会、終
活講座などを開講。興味のある講座の
み参加も歓迎です!

5月20日（月）13時～15時（引き続き
8月まで開講）

先着30人 材料費等実費
4月11日（木）から電話か直接 

※開催日程等の詳細はホームページ
または電話でお問い合わせください。

〒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
4月15日
（月）

●はじめの一歩コンサート
　H

ホップ

op♬ S
ステップ

tep♬ J
ジャンプ

ump♬
出演：上

うえはら あやこ

原彩子（ピアノ）
★HOP♬ピアノという楽器について

5月5日（祝・日）14時～15時（開場：13時
30分） 5歳以上、先着300人 1,000円
★STEP♬ピアノ小品からピアノ組曲

10月19日（土）14時から（開場：13時
30分） 5歳以上、先着300人 高校
生以上3,000円、5歳～中学生1,000円
★JUMP♬ピアノソナタを聴いてみよう

2020年3月14日（土）14時から（開
場：13時30分） 5歳以上、先着300
人 高校生以上3,000円、5歳～中学
生1,000円
● かなっくホール開館15周年・
　クララ・シューマン生誕200年記念
　M

ミスター

r.シューマン＆ M
ミセス

rs.シューマン
　プロジェクト2019
　オープニングコンサート
シューマン  詩と音楽『詩人の恋』
出演：ユリアン・プレガルディエン（テ
ノール）、エリック・ル・サージュ（ピアノ）

5月15日（水）19時から（開場：18時30分）
小学生以上、先着300人 3,000円

………………上記共通………………
受付中（全席指定）。

電話（ 440-1219）か直接

4月4日～2020年3月19日（毎週木
曜）19時～20時 ※祝日を除く、日程は
お問い合わせください。

各回先着30人程度 各回500円
動きやすい服装・タオル・飲み物　
当日直接（受付：18時40分から）

〒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

● こどもの日の
　「親子パステルアート」作り
　～すてきなアートに挑戦！～

5月5日（祝・日）10時～15時（随時）
小学生と保護者（保護者1人に小学

生2人まで） 1人500円 当日直接
●癒

いや

しのキャンドルヨガ
ホワイトスワン式のバレエヨガです。

5月9・23日、6月13・27日（木曜全4回）
18時30分～20時30分

先着8人 1,500円（全回分）
4月11日（木）から電話か直接

●ぶらり聞き歩き
　～宿場町の歴史探訪（座学）～

5月16日（木）10時～12時
先着35人 400円
4月11日（木）から電話か直接

●料理教室
　～プゴクスープと旬の韮

ニラ

を使った
　ヘルシー料理～

5月17日（金）10時～12時30分
先着12人 1,000円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
4月13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

●親子でワッと遊ぼう！
4月22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

● ここが面白い！文化・習慣の違いを
学んで役立つ英語

海外生活の経験者から英語を学びます。
5月8･22日、6月5・19日（水曜全4回）

10時30分～11時45分
先着10人 2,000円（全回分）
4月22日（月）から直接

●初めての体幹トレーニング
　～正しい姿勢を取り戻そう～
初心者向けの体幹トレーニングです。

5月11・25日、6月8・22日、7月13・
27日（土曜全6回）9時30分～10時30分

先着15人 3,000円（全回分）

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

4月18日（木）、5月2日（休・木）
13時50分～14時20分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
4月19日（金）、5月3日（祝・金）

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。

《4・5月の大型連休中の区民利用施設の開館時間のお知らせ》

右の施設の4月28日（日）～5月
6日（休・月）の開館時間は9時
～17時となります。
★施設点検日等が重なる場合には、上
記に関わらず休館となる場合があり
ます。詳しくは各施設へお問い合わせ
ください。

◦各地区センター
◦各集会所
◦羽沢スポーツ会館
◦幸ケ谷公園コミュニティハウス
◦各地域ケアプラザ（地域包括支援センター）
◦区福祉保健活動拠点

神奈川図書館 検索

神奈川区版12 2019（平成31）年 4 月号


