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神奈川区
シンボルマーク

神奈川区役所 検索

申込み・問合せ 開催日前日（受付時間：平日9時〜17時）までに電話で
　　　　　　 神奈川消防署総務予防課　 316-0119（代）

Ａ  救急研修
●救命処置要領（AEDを含めた心肺蘇生法）
●応急手当の要領（止血法や骨折時の処置など）

Ｂ  地震防火研修
●家庭で行う地震対策　●初期消火要領
●横浜市民防災センターにおける地震・火災・風水害などの防災体験

Ｃ  災害図上訓練
● 自分たちの住む地域の地図に、さまざまな情報を書き込み、災害対

策を検討する参加者主導の訓練

日程　 対象・定員 区内在住者、各回先着40人

実施日 実施場所
研修内容及び研修時間

10時〜12時 14時〜16時
6月29日（土）

区役所本館地下1階  機能訓練室・研究室
Ａ Ｃ

7月 3日（水） Ｃ Ａ
7月10日（水）

横浜市民防災センター（沢渡4-7）
Ｂ Ａ

7月27日（土） Ｂ Ｂ
8月 9日（金） 区役所本館地下1階  機能訓練室・研究室 Ｃ Ａ
8月22日（木） 横浜市民防災センター Ａ Ｂ

※Ａ・Ｂ・Ｃ各日程の研修内容は同じです。また、Ａ・Ｂ・Ｃのうち一部の参加も可能です。
※本研修は家庭防災員の研修会も兼ねています。 

第10回  わが町かながわとっておき

写真コンテスト 入賞作品紹介
災害時に必要な知識・技術を身に付けよう！

防災研修会を開催
研修会の内容

問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

お知らせ
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家族が急に倒れたら… 近所で火災発見！ 地域の危険要素を確認

迷った
そのときに

〈全ページ共通〉
マークの説明

心肺蘇生法及びAEDの取扱い 初期消火器具を使って初期消火 災害図上訓練

入賞作品はホームページで公開中

特集は ・ ページへ➡

特 集

＃ 横浜市救急相談センター
（年中無休・24時間対応）

区民どなたでも
参加できます

第10回  神奈川区とっておき写真コンテスト 検索

「119番」する前に…
救急隊は命の危機を救う、最後の砦

とりで

。
だからこそ、いざというとき、通報をためらってしまうかも…
そんなとき、電話で相談できます。

☎



　民生委員・児童委員は、高
齢者の見守りや、介護や子
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。　
　5月12日の「民生委員・児
童委員の日」を記念して、民
生委員・児童委員の制度・役
割や各地区の活動を紹介す
るパネル展を実施します。

　横浜市では2018年に52件の食中毒が発生しました。
　そのうち22件がカンピロバクター、18件がアニサキスを原因
とする食中毒でした。

　5月は気温も上昇し、樹木の新芽なども育つため、枝
や葉をせん定する人が多い季節です。少量のせん定枝
や葉、刈り草などをごみとして出すときのポイントを
再度確認しましょう！

　4月1日に「神奈川県自転車の安全で適正
な利用の促進に関する条例」が施行されま
した。この条例により、10月1日から自転車
損害賠償責任保険等に加入することが義務
化されます。
　一瞬の気の緩みや判断ミスで、事故を起
こしてしまうことも。高額な賠償が必要な
自転車事故も発生しています。万が一に備
え、自転車保険に加入しましょう。

日　時  5月10日（金）～24日（金）8時45分～17時（閉庁日を除く）
 ※土曜開庁日の５月11日（土）のみ９時～12時
会　場  区役所別館1階 区民ホール

ぜひご覧ください！

「民生委員・児童委員の日」パネル展

せん定枝・刈り草 
ごみ出しの３つのポイント

被害者にも加害者にもならないために

ルールやマナーを守って 安全に自転車に乗ろう！

年間を通じて発生しています

食中毒に注意！

●生や加熱の不十分な肉料理は食べない
●「新鮮だから生でも安全」は間違い
● 中心部を75℃で1分以上、十分に加熱
　（鶏肉の内部にも潜むことがあり、生や表面を加熱しただ

けの鶏肉は、食中毒の危険があります。）
● 肉と生野菜などを扱う包丁、まな板は区別する

● 新鮮な魚介類を選び、すみやかに内臓を取り除き、低温
（4℃以下）で保存する

● 刺身を切り分けるときは、明るい場所でアニサキスがい
ないかよく確認する

● 冷凍処理（マイナス20℃ 24時間以上）または加熱調理で
死滅させる

●アニサキスは酢やしょう油に漬けても死滅しない

鮮魚に寄生するアニサキスに注意

3つのポイントを守って、燃やすごみの日に出しましょう！

肉類はよく焼いて食べましょう

予防のポイント

予防のポイント

お知らせ

問合せ 福祉保健課　 411-7132  316-7877

問合せ 生活衛生課　 411-7141  411-7039
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 地域振興課  411-7095  323-2502

暮らし

暮らし

暮らし

乾燥させることで
枝や葉の重さが減
り、ごみ出しが楽に
なります！

ご協力を
お願いします

　鶏刺し、鶏たたき、加熱不十分な焼き鳥（特
にレバー）などの鶏肉料理が原因と思われ
る、カンピロバクター※食中毒が多く発生し
ています。

2013～2017年横浜市抜き取り検査結果▶

　サバ、イワシ、サンマ、イカなどに
は、アニサキス※という寄生虫が付い
ていることがあります。アニサキスが
寄生した生の魚介類を食べて数時間
から十数時間後に激しい胃痛等を起
こすことがあります。

※ カンピロバクター…少量の菌でも下痢等を発症することがあり、鶏のほ
か、牛や豚などの肉類に付いています。食べた後、1～7日（平均2～3日）に
下痢、腹痛、発熱等を発症します。

※ アニサキス…体長2～3cmくらい、白くて少し太い
糸のような寄生虫。主に魚の内臓表面に写真のよう
に渦巻き状になって寄生します。

10月1日から神奈川県で
自転車保険の加入が義務化！

◯シートベルトはしっかり締める
シートベルトをしていないと、急ブレーキな
どで落下する危険性があります。
◯周りに思いやりをもって
子ども乗せ自転車は重量があるため、ぶつ
かったときの衝撃が大きくなります。歩行者
にぶつかり、死亡事故になる例も…

50cm未満
に切る

❶
ポイント

葉は袋に、
枝は束ねる

❷
ポイント

乾燥させる

❸
ポイント

ごみ出しラクラク！

子どもを自転車に
乗せるときのルール

　子ども乗せ自転車は便利な反面、ルールを
守って使用しないと事故につながる危険があ
ります。子どもも自分もけがをすることがな
いように、安全な乗り方を確認しましょう。

●運転する人は16歳以上　
● 乗せていいのは6歳未満の幼児2人まで
● 専用の座席がついた自転車に

乗せる
　 ※専用の座席に乗せられない幼

児は、ひも等でしっかりおんぶす
る。抱っこは禁止。転んだとき、子
どもが大人の下敷きに！

●ヘルメットは必ずかぶらせる
　 ※自転車事故で亡くなった人の6

割が頭部に損傷を受けています。

法令等で次のようなルールが定められています。

注　意

 袋にまとめた葉も袋の口をあけておく
ことで水分を減らすことができます！

枝は袋に入れなくても
しばっていれば
出すことができます！

イーオ ミーオ

アニサキス

鶏肉の
約60%から
カンピロバクター
が検出されて
います

横浜市  自転車保険に加入しましょう 検索



　自分の口で不自由なく食事をとれることは、健康的で有意義な生活を送るために必要です。お口の健
康のためには、乳幼児期からの正しい食生活やブラッシング習慣、定期的な歯科健診がとても重要にな
ります。生活習慣と関わりが深いお口の健康について、この機会に家族で考えてみませんか。
　区役所では、子どものむし歯予防を目的に、歯科健診や歯みがきアドバイスのほか、フッ素の無料塗
布を行うイベントを開催します。
　フッ素塗布は、フッ素を歯の表面に塗り、歯の質を強くしてむし歯になりにくくする予防方法です。
初めての子どもでも安心して受けられますので、ぜひご参加ください。

内　容 歯科健診・歯みがきアドバイス・
　　　  フッ素塗布・歯科矯正相談
日　時 6月13日（木）受付：13時～15時　
会　場 区役所本館5階 大会議室
対　象 区内在住の2歳～未就学児

6月4日～10日は歯の健康を考える「歯と口の健康週間」です

問合せ

福祉保健課
411-7138  316-7877歯科健診とフッ素塗布

連載 1

　蚊は、デング熱、ジカウイルス感染症、日本脳炎など、さまざまな感染症を
媒介します。蚊による感染症を防ぐために、蚊を増やさない環境づくりと、蚊
に刺されない対策を行いましょう。

暮らし

蚊やハチに注意！

家のまわりをこまめに点検しましょう

　蚊は卵から幼虫（ボウフラ）→さなぎ→成虫の順番で成長する昆虫で
す。幼虫はわずかな水たまりで生息し、早ければ1週間で成虫になります。
蚊を減らすためには、水中に生息する幼虫を退治することが有効です。

● 蚊の発生源になる水たまりをなく
そう！

　【例】植木鉢やプランターの受け
皿、古タイヤ、空き缶、自転車やバ
イクの防水シートなど

● 定期的に草刈りをして、成虫がよく潜んでいる風通し
の悪い湿った草むら等をなくそう！

● 肌の露出を控え、こまめに虫よけ剤を使用しよう！

対策

週に１回は点検を

問合せ 生活衛生課　 411-7143  411-7039

無料
予約不要

蚊を増やさない、刺されない

蚊の生態

水中（水たまり） 草むら・やぶ

卵

2～7日

幼虫
（ボウフラ）

6～7日

さなぎ
（オニボウフラ）

2～3日

成虫
（蚊）

雌は吸血と産卵を3〜4回繰り返します。

　区役所では巣の駆除は行いませんが、ハチの種類に応じた
対処方法等の相談に応じています。また、駆除業者の案内や
駆除用の防護服等の貸し出しを行っています。

　４～６月頃までの最初の働きバチが羽化するまでの間は、女王バチ1匹で巣
作りをしている時期なので、巣も小さく、比較的安全に駆除できます。夏場に
あっという間に巣が大きくなる前に、早期に巣を見つけて駆除しましょう。

ハチの巣は早期発見・早期駆除！

ハチの巣の見分け方

巣を作られやすい場所

垣根・植え込みの中
床下・戸袋の中
（スズメバチのみ）

天井裏・壁の中
（スズメバチのみ）

木のうろの中
（スズメバチのみ）

ハチの巣を見つけたら
❶近づかない　❷揺らさない　❸騒がない
巣を刺激すると刺される可能性があります。
静かにそっと離れましょう。30～40日

スズメ
バチの巣

アシナガ
バチの巣

防護服▶ 

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。



　　   〈切り取って、いざというとき目に付くところに！〉

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
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

5月17日、6月14日（各回金曜）
9時〜11時 

区役所別館2階 栄養相談室
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

5月13日、6月10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
前日までに電話で

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談

「ひきこもっていて家から出ない」「社
会に出るために何をすればいいのかわ
からない」など、ひきこもり等の困難を
抱える若者やその家族を対象に、若者
の自立支援を行っている「よこはま東
部ユースプラザ」の相談員が、区役所で
相談を行います。

毎月第2・4金曜13時30分〜16時30
分 ※1回の相談時間は50分

区役所別館3階  こども家庭支援課　
15〜39歳の市内在住の人とその家

族　
電話でこども家庭支援課　

411-7173  321-8820へ

◆ 善意銀行（2月寄付分） ◆

○神奈川区シニアクラブ連合会
○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
○日産自動車株式会社  横浜工場
ありがとうございました。（敬称略）

区社会福祉協議会 
311-2014 313-2420

各種検診・検査・相談
申込み・問合せ 福祉保健課

411-7138 316-7877

専門相談

福祉
健康

と

※費用の記載のないものは無料です。 
※マークの説明は、 ページをご覧ください。

無料
要予約

無料
要予約

無料
要予約
（匿名）
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救急出場件数（件）

神奈川区
横浜市全体

（件）
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2008年

146,145

10,002

2013年

173,772

2018年

203,768

程度別搬送人員状況（2018年）

軽症
（入院を要せず）

48.0％
中等症

（生命の危険はないが
入院を要するもの）

41.6％

重症
（生命の危険の

可能性があるもの）
7.1％

重
じゅうとく

篤
（生命の危険が

切迫しているもの）
2.8％

死亡・その他
0.5％

11,316 12,899

救急車の適正利用について…近年の状況

　病気やけがの重症度・緊急度の判断、とても難しいですよね。いざという
ときに救急車を呼ぶべきか、自分で医療機関を受診するべきか、判断に迷う
場合もあると思います。そんな場面で活用できる、救急受診に関する電話相
談窓口やウェブサイト等を紹介します。

保
存

版

急な病気やけがの場合

または  ☎232-7119
● 電話番号を事前に登録

● スマートフォンから掛ける場合の
　通話中の操作方法
　（ダイヤルボタンの出し方）

自動音声が流れたら

救急出場件数は年々増加！▶
2018年には市内で20万件を超えました。
市民の19人に1人が利用した計算になり
ます。

◀搬送人員の
　約半数が
　軽症者！

救える命を救いたい

▶なかにはこんな通報も…
 ◯交通手段がない　
 ◯赤ちゃんのうんちがなかなか出ない
 ◯今日が入院予定日だから病院に行きたい　
 ◯蚊に刺されてかゆい
 ◯病院で長く待つのが面倒なので呼んだ  など

　パソコンやスマートフォンなどから、該当する
症状を選択し、緊急度や受診の必要性を判定でき
るインターネット上のサービスです。

　ここで紹介した電話番号を、スマートフォンや
携帯電話、自宅の電話機に登録しておき、すぐ検
索できるようにしましょう。緊急時に素早く連絡
できます。スマートフォンや携帯電話に登録する
ときは、市外局番（045）をお忘れなく！
※「＃7119」は市外局番不要です。

　神奈川区の人口はおよそ24万人です。
では、神奈川区内配備の救急隊の数はい
くつでしょうか？正解は…「5隊」、救急車
5台で現場に駆け付けます。おそらく皆さ
んが思っているより少ないですよね。
　横浜市では年々救急要請が増え続け、
昨年ついに20万件を突破しました。救急
隊や救急車の数には限りがあります。本
当に必要な救急要請に応えるためにも、

「＃7119」や救急受診ガイドを積極的に
活用して、救急隊だけでなく、市民一丸と
なって、みんなで救える命を救えたらと
願っています。
　とは言っても、緊急性を感じたときは、
ためらわず「119番」
してください。私た
ち救急隊が駆け付け
ます！

　「＃7119」（☎232-7119）にダイヤル後、
医療機関案内は1、救急電話相談は2を電
話機で選択する必要が
あります。
　スマートフォンで通
話中の場合、ダイヤル
キーやキーパッドのア
イコンを押さないと数
字が表示されません。
自分の機種で数字を表
示する方法を確認して
おくといいですね。

いま救急受診できる
病院・診療所を知りたい

すぐに救急外来を受診すべきか、
救急車を呼ぶべきか知りたい

医療機関案内
につながります

救急電話相談
につながります

◆聴覚障害者専用
  （医療機関案内のみ）  242-3808

◆緊急性が高ければ…119番へ転送
◆緊急性が低ければ…
　　　　病院や診療所を案内

家庭用化学製品（たばこ、洗剤、化粧品、シャボン玉液など）の誤飲・誤食があった場合

家庭での対処方法や見守り方、すぐに医療機関にかか
る必要があるかなどのアドバイスをもらえます。
※すでに症状が出ている場合は医療機関を受診してください。
※薬、食中毒（古くなった食品等）、異物（プラスチック類、コイ
　ン、紙等）などは対象外です。

迷った
そのときに

問合せ 神奈川消防署総務予防課   316-0119（代）

（年中無休・24時間対応）

（年中無休・24時間対応）

横浜市救急相談センター＃
シャープ

を押す を押す

中毒情報相談室
（神奈川県医師会）

ー

看護師が
答えます

特 集

※薬の飲み方の質問や、現在かかっている病気の健康相談、セカンドオピニオン等は受けられません。
※ この電話は診療の代替ではありません。各自の責任で医療機関の受診や救急車の利用を判断して

ください。

神奈川消防署
警防課

二
ふたむら かなえ

村奏衣

横浜市救急受診ガイド 検索

ワン
ポイント

講座

電話相談窓口を
活用するための

画面に従い、該当する症状を選んでいきます。

※2018年データは速報値

緊急度の判定結果や、受診する場合の参考情報などが表示されます。

〈緊急度の判定〉

●赤 危険度が高い＝すぐに119番に電話して救急車を要請しましょう。

●黄 今すぐに病院へ＝2時間以内をめやすに病院で受診しましょう。

●緑 病院で受診を＝通常時間に病院で受診しましょう。

※画面は表示の一部を省略しています。

判定結果

赤

判定結果

緑
判定結果

黄

横浜市
救急受診ガイド

ウェ
ブで調べる

通話中のスマートフォン画面のイメージ
（機種により表示が異なります）

神奈川消防署
総務予防課
萩

はぎや さとみ

谷里美

☎

☎

市民とともに

救急搬送された人の約
半数が、軽症（入院を要
しない程度）でした。

救急受診の電話相談
電話で相談



子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

6月11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）
受付中

離乳食講習会
講話・調理実演･試食

6月11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
5月13日（月）から電話かFAXで

外遊び体験イベント（春夏編） 
「外遊びしよう！」
講師：五感教育研究所  高

たかはし よしひさ

橋良寿さん
①5月27日（月）反町公園（反町1-12） 

※振替日：6月10日（月） ②5月29日
（水）西寺尾の丘公園（西寺尾2-1503-
2） ※振替日：6月17日（月） ③6月11
日（火）豊顕寺市民の森（三ツ沢南町
21-8） ※振替日：7月2日（火）
いずれも10時～11時30分

区内在住の子育て中の人、外遊び
に関心のある人 当日直接
※雨天延期、開催情報は区ホームペー
ジでご確認ください。

こども家庭支援課
411-7111 321-8820

無料
要予約

無料
要予約

対象 内容
日程

持ち物
5月 6月

①乳幼児歯科相談　時間：午前＝9時30分～10時30分／午後＝13時30分～14時30分

乳幼児
未就学児

歯科健診・相談、歯みが
き、アドバイスなど 21（火）午後 14（金）午後 母子健康手帳・

歯ブラシ・タオル

妊産婦
産後1年未満 歯科相談

21（火）午後 14（金）午後
母子健康手帳

※時間の詳細は問合せを

②母乳相談　時間：13時30分～16時（予約時にお知らせします）

妊娠中・
産後の人 母乳育児について 13（月）

27（月）
3（月）

17（月）
母子健康手帳・
タオル

③母性相談　時間：13時30分～14時30分（予約時にお知らせします）

妊産婦及び
不妊、更年期で
お悩みの女性

女性の健康相談 20（月） 10（月） 母子健康手帳

④両親教室　時間：9時30分～11時45分（受付は9時から）

初めて
出産する人と

その家族

平日3回
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

7（火）
13（月）
20（月）

3（月）
10（月）
17（月） 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

  11（土）   22（土）

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

毎週月～金
8時30分～13時30分

毎週水・木
9時30分～11時30分

毎週火・金
9時30分～11時30分

土曜日施設
園庭開放

11・18（土）10時～12時
（11のみ保育室でも遊べます） 25（土）10時～12時 18（土）10時～12時

ランチ
交流◎

－ ☆16・23（木）
乳児食・幼児食

☆17・24（金）
乳児食・幼児食

乳児食：1食320円、幼児食：1食240円

育児講座 ☆18（土）10時から
フラダンス鑑賞会

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。

かなーちえからのお知らせ

ネットワークタイム
◆保育・教育コンシェルジュと
　話そう「保育のお話 基本のキ」

①5月22日（水）神奈川地区センター
②5月29日（水）神之木地域ケアプラザ
いずれも10時30分～11時30分
◆ダブルケアカフェ i

イン

n かなーちえ
5月25日（土）10時30分～12時

◆私
わたしりゅう

流 幼稚園選び100人いれば100通り！
6月4日（火）9時30分～11時30分
神奈川地区センター

なかまトーク・みんなでタイム
◆パパ達のトークタイム
　「パパにおすすめ！絵本選び」

6月1日（土）10時30分～12時
◆父と赤ちゃんのプログラム
　「ベビーマッサージと交流タイム」

6月8日（土）10時30分～12時
区内在住の初めての子育てで6か

月までの赤ちゃんと父親、先着12組
1組400円（資料・オイル代）
5月21日（火）から電話で

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

5月18日（土）11時～14時
（ひろば：9時30分～14時）

東部療育ビル屋外駐車場（荒天時
は屋内駐車場）
◆初めてのおでかけ
　親子で行ける場所を探そう♪ 
　b

バイ

y子育て情報ページ「はぐはぐ神奈川」
マタニティ、転入されてきた親子さん

もぜひいらしてください。
5月30日（木）10時30分～11時30分

◆1日限りの無料法律相談
弁護士・税理士・公認会計士・社会保険
労務士等の法律の専門家による相談
会を行います。秘密厳守、相談室も利
用できます（ひとり1時間程度）。
協力：神奈川ロータリークラブ

6月21日（金）13時～16時
5月14日（火）から先着順

かなーちえ 検索

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の5月20日（月）は本館地下1階、土曜日は本館
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。

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（共通）

親子のための健康づくり

イベント情報

申込み・問合せ 福祉保健課
411-7138 316-7877

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。

要予約

こそだてひろば   5 月   （公立保育園の施設園庭開放・子育て支援事業）

☆の行事は予約が必要です。◎ランチの給食では、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。

※費用の記載のないも
のは無料です。 
※マークの説明は、
ページをご覧ください。

掲 示 板子育て

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。



食品衛生責任者講習会
6月4日（火）、7月8日（月）、9月6日

（金）、10月9日（水）、11月7日（木）いず
れも14時～15時 

区役所本館地下1階　研究室 
食品衛生責任者、各回先着50人 
食品衛生責任者証・筆記用具

受付中。電話か直接、生活衛生課 
411-7141 411-7039へ

ホタル観察の夕べ
親子でホタルを観賞しませんか。

6月7日（金）19時15分～20時30分 
※悪天候時：6月14日（金）に延期

県立四季の森公園（緑区寺
てらやまちょう

山町291） 
区内在住・在学の小中学生と保護

者、100人（多数抽選） 1人50円
5月24日（金）必着で、ホームペー

ジの応募フォームかはがきかFAXに
参加者全員の氏名・学校名・学年、参加
する保護者の氏名・郵便番号・住所・電
話を書いて 地域振興課青少年担当

「ホタル観察の夕べ」係
411-7093 323-2502へ

神奈川区　ホタル観察の夕べ 検索

神の木公園写真展
作品募集

春から初夏にかけての公園内や公園
からの風景などの写真を募集。ビュー
ポイントを選び発表、展示（9月頃予
定）を行います。応募者には記念品を
贈呈。
◆募集作品：30作品（先着順）（2Lサイ
ズに題名・氏名・電話・撮影年月日・撮
影場所を記入）

5月15日（水）から郵送で神の木
公園詰所「神の木公園写真展」係

（〒221-0011 神之木台13-20）
421-7883へ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★鉄板料理教室
鉄板を使った野外料理とダッチオー
ブンを使ったスローフード料理

A：6月22日（土） B：6月23日（日）10
時～14時 家族・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
★ふれあい親子クラブ「夏みつけ隊」
親子一緒に自然遊びやクラフト作り、
季節のおやつ作りを体験

7月3・10・17・24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
500円）（全回分）
★わんぱくおてんば探検隊（夏探検）
野外ゲーム、自然観察（夏さがし）、プ
チクラフト、プチ野外炊事

7月7日（日）10時～15時30分 
小学1～3年生、48人（多数抽選）
3,000円

………………上記共通………………
三ツ沢公園青少年野外活動センター
5月15日（水）～29日（水）にホーム

ページか往復はがき（消印有効）で事業
名（鉄板料理教室は参加回も）、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

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/

絵本を寄贈していただきました
「第34回日産 童話と絵本のグランプ
リ」の童話大賞作品『ぶぅぶぅママ』、
絵本大賞作品『こぐまのアーリーとあ
かいぼうし』を、日産自動車株式会社
横浜工場から寄贈していただきまし
た。ありがとうございました｡区内の
地区センター等でご覧いただけます。

地域振興課
411-7095 323-2502

横浜音祭り2019
横浜18区コンサート

◆出演：大
おおえ

江 馨
かおる

、カメラータかなっく
10月29日（火）14時～15時（開場：13

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） 2,500円

横浜市民先行発売：5月11日（土）、
一般：6月1日（土）から、横浜音祭りチ
ケットセンター

453-5080 441-7949へ

第27回クラブ対抗
バドミントン大会

ランク別ダブルス団体戦（1チーム6
人以上）一般の部・女子の部

6月2日（日）9時～21時 神奈川
スポーツセンター（三ツ沢上町11-18） 

区内在住･在勤・在学・在クラブ者 
1チーム：一般7,000円、女子6,000

円（クラブ登録チームは一般6,000円、
女子5,000円）　

5月11日（土）～18日（土）に郵送
（必着）で専用の申込用紙を区バドミ
ントン協会事務局：吉

よしだ

田
（〒221-0801 神大寺1-21-51）

482-0981へ

第18回区民ソフトバレーボール
フェスティバル

リーグ戦・順位決定戦（一般・レディー
ス・シニア・キッズの部）

6月22日（土）9時～17時
神奈川スポーツセンター
小学生以上（1チーム4人以上）
1チーム3,000円　

5月15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。

第45回神奈川区女子団体戦
卓球大会

1チーム10人（当日編成）の5複団体戦
6月27日（木）9時～17時 神奈川

スポーツセンター 区内及び近隣区
在住･在勤・在学の卓球愛好者、先着70
人 1人1,000円

5月11日（土）から電話かFAXか

◆夏期教室（6〜9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

キッズテニス 6月6日から
毎週木曜全7回 16：00～17：00 5,600円 年中～小学2年生、

10人

バドミントン
7月2日から

毎週火曜全10回
（7月16日、8月13日、

9月17日を除く）
9：00～10：50 9,000円 16歳以上、55人

はつらつ健康づくり 7月4日から
毎週木曜全10回

（8月8・15日を除く）

9：20～10：20 4,500円 55歳以上、70人

背骨コンディショニング 11：05～11：55 6,000円 16歳以上、16人

ベビー＆ボディケア
7月5日から

毎週金曜全11回
（8月9・16日を除く）

10：00～10：50 6,600円
乳幼児（首がすわる～
歩く前まで）と保護
者、12組

わくわく親子体操
7月11日から

毎週木曜全10回
（8月15日を除く）

10：30～11：20 5,000円 2歳以上の子と保護
者、35組

ジュニアテニス
7月13日から

毎週土曜全11回
（8月24日を除く）

7：40～ 8：40 8,800円 小学2～6年生、12人

※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。

〒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  5月20日（月）

5月11日（土）～31日（金）必着（多数抽選）で所定の用紙かホームページか往復はが
きに住所・氏名・年齢・電話を書いて施設へ

神奈川スポーツセンターからのお知らせ
〒221-0856 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  5月27日（月）

5月21日（火）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・在学の人は勤務先・学校
名 ⑥電話番号 ⑦過去1年間の当該希望教室への参加の有無
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

◆夏の事前受付教室（7〜10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

元気！ English★
ベイビー〇

7月2日から
毎週火曜全10回
（8月は休講）

11：15～12：00 5,900円 1～4歳未満児と保
護者、25組

ベリーダンス 7月2日から
毎週火曜全13回 12：00～12：50 7,800円 16歳以上、40人

ママと赤ちゃん
ビクス◎

7月3日から
毎週水曜全11回
（8月は休講）

10：00～11：00 8,250円 0～2歳未満児と保
護者、20組

トレーニング塾 7月4日から
毎週木曜全14回 13：15～14：45 7,560円 16歳以上、10人

レディース
フィットネス

7月5日から
毎週金曜全14回 13：15～14：20 7,560円 16歳以上女性、15人

キッズバレエ1 7月5日から
毎週金曜全10回
（8月は休講）

14：45～15：30
6,000円 4歳(教室初回) ～

就学前、20人キッズバレエ2 15：40～16：25

社交ダンス 7月5日から
毎週金曜全10回 19：15～20：45 5,900円 16歳以上、50人

写真入門 7月6日から
毎週土曜全15回 11：15～12：30 9,600円 16歳以上、20人

元気！ English★
ジュニア

7月6日から
毎週土曜全10回
（8月は休講）

14：00～14：45 6,400円 小学1～3年生、
20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。
〇兄弟姉妹追加は1人につき1,000円　◎兄弟姉妹追加は1人につき1,100円　

郵送で専用の申込用紙または住所・氏
名・年齢・電話・ランクを書いて区卓球
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奈川スポーツセ
ンター、区卓球協会事務局にあります。

キンボール交流会
6月29日（土）9時30分～12時 
神奈川スポーツセンター 
小学生以上、100人（多数抽選） 
大人1チーム（4人）500円、子ども1

チーム（4～5人）300円
6月10日（月）までに専用の申込用

紙をFAX（ 314-4115）か直接、神奈
川スポーツセンターへ

区さわやかスポーツ普及委員会事
務局 080-4654-5029
※専用の申込用紙は神奈川スポーツ
センターにあります。

第26回神奈川区民ミックスダブ
ルステニストーナメント

一般の部・ベテランの部（ペア共に55
歳以上）

7月7日（日）9時～19時 新横浜公
園テニスコート（港北区小

こづくえちょう

机町3300） 
区内在住・在勤・区テニス協会会

員、60組（多数抽選） 1組5,000円（2
人とも会員の場合は4,000円）

6月10日（月）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）・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
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。

お知らせ スポーツ
※費用の記載のないものは無料です。 ※マークの説明は ページをご覧ください。

&



〒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

◆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～

6月25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
5月11日（土）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

◆私
わたしりゅう

流幼稚園選び
　～100人いれば100通り～
幼稚園ママの生の声が聞ける！
共催：かなーちえ「ママといっしょ！」

5月31日（金）10時20分～11時20分
未就園児と保護者、先着150組
1組200円  当日直接

◆かながわ☆ママの輪づくり
アロマハンドトリートメント・写真デ
コなど

6月12日（水）10時～11時30分
先着10組 1体験500円 
6か月～2歳、無料
5月15日（水）から電話かFAXか直接

◆地産地消料理教室
　～野菜を美

おい

味しく食べよう～
6月14日（金）10時～13時
先着16人 1,500円
エプロン・三角巾
5月17日（金）から電話か直接

◆初夏の和菓子
　～日本伝統文化の練

ね

り切
き

り～
6月18日（火）10時～13時
先着16人 1,600円
エプロン・三角巾
5月14日（火）から電話か直接

◆第11回神大寺杯
　ソフトバレーボール大会

6月20日（木）9時～16時
先着12チーム（1チーム5人以上）　
1人300円
5月11日（土）から電話かFAX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

◆おはなしのとびら
読み聞かせや手遊びなど

5月16日、7月11日、10月17日、12
月12日、2020年3月12日（各回木曜）
11時～11時30分

未就学児と保護者、各回先着20組
当日直接

※読み聞かせボランティアを募集して
います。詳細はお問い合わせください。
◆親子でワッと遊ぼう
　～広い部屋でふだんはできない
　遊びをやってみよう！～

5月28日、8月27日、11月26日、2020
年1月28日（各回火曜）
10時～11時30分

各回先着30組 
各回1家族100円
当日直接

◆大人のための朗読会
井
いのうえ

上ひさし『握
あくしゅ

手』ほか
出演：朗読の会クローバー

5月18日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
5月28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
◆初心者向け読書ボランティア講座
ボランティアを始めたばかりの人、始
めたい人に司書がレクチャーします。

読み聞かせクラス：5月29日（水）
図書修理クラス：5月30日（木）
いずれも10時～12時

区内の小学校や施設で小学生対象
の活動をしている人、あるいは活動予
定のある人、各クラス先着20人

5月11日（土）から電話か直接
◆定例おはなし会

6月4日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着30人
当日直接

〒232-0006 南区南太田1-7-20
714-5911 714-5912
www. women.city.yokohama. jp/m/

フォーラム南太田 休館
第3月曜

◆女性のためのパソコン講座
①再就職・転職のためのパソコン講座

（全5回）：6月12日（水）・13日（木）・14日
（金）・18日（火）・19日（水） 
②エクセル初級講座（全2回）：6月15日

（土）・16日（日） 
いずれも10時～15時30分

女性、各講座先着12人
①19,500円②10,800円 ※免除制

度あり（要問合せ） 有料（要問合せ）
5月16日（木）から電話（ 862-4496）

かホームページで

10時～12時 小学生、各日先着4人
動きやすい服装・運動靴
5月29日（水）から電話か直接

○子どもレストランスタッフ募集
「子どもレストランカレーショップ」の
調理・販売を行います。

6月16日（日）10時～14時　
小学1～3年生（保護者同伴）、小学

4～6年生、各先着4人
エプロン・三角巾・上履き・マスク　
5月31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
5月31日
（金）

◆チェリーハウスのおはなし会
○おはなしぽけっと

5月13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

5月27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

◆かながわ☆ママの輪づくり
リンパマッサージ＆ストレッチ！

6月14日（金）10時～12時
先着10人 500円 
あり（要問合せ）
5月14日（火）から電話かFAXか直接

〒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
5月20日
（月）

◆おとなJ
ジャズ

AZZ
音楽コンシェルジュによるJAZZトー
クとトランペットカルテット
出演：代

だいかんやまつたやしょてん

官山蔦屋書店 音楽コンシェル
ジュ 及

おいかわ りょうこ

川亮子さん、類
るいけ しんぺい

家心平Q
カルテット

uartet
6月7日（金）19時から（開場：18時30

分） 小学生以上、先着300人
1,000円（全席指定）
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
5月27日
（月）

◆「第6回ハワイアン i
イン

n かながわ」
　フラダンス・ハワイアンバンド
　出演団体募集

8月17日（土）・18日（日）13時～16時
20団体（多数抽選） 1人500円
5月16日（木）～6月15日（土）に電話

かFAXか直接 ※詳細はホームページ
を参照　
◆G

グランツ

lanz弦楽合奏団 第6回演奏会
5月18日(土)18時～20時(開場：17時

30分)  先着500人
前売り：1,000円（当日：1,500円）
受付中。直接施設へ

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
5月20日
（月）

◆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。

5月11日（土）幼児（3～6歳）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

〒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

◆匠
たくみ

に習う鎌倉彫
　～鎌倉彫に挑戦！～
初心者でも楽しく作品づくりができます。

6月5・12・19・26日（水曜全4回）13時
～16時 先着10人

7,500円（全回分）
5月15日（水）から電話か直接

◆アレルギーの子どものための安心料理
　～オーガニック・マクロビオテッ
　ク・グルテンフリー等を学ぶ～

6月8日（土）10時～13時30分
先着12人  1,000円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
5月11日（土）から電話か直接

◆働く女性の楽しい夜ごはん
　～旬野菜と玄米の和ごはん～
仕事帰りの「夜活」で食べながら学び
ませんか。

6月12日（水）19時～20時30分
成人女性、先着10人 1,000円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
5月14日（火）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

◆ママと赤ちゃんのふれあい体操
　～3

サンビー

B体操の用具を使って～
音楽に合わせて行います。

5月29日、6月5・19日（水曜全3回）10
時30分～11時30分 乳児（5月29日
時点で月齢3～10か月）と保護者、先着
20組 1組300円（全回分）

飲み物・タオル・動きやすい服装
5月14日（火）から電話か直接

◆ティーコンシェルジュが教える
　紅茶の楽しみ方
　～美

おい

味しく淹
い

れてティータイム～
5月30日（木）10時～11時30分
先着10人 1,000円
5月13日（月）から電話か直接

◆手ごねd
デ

eコーンチーズパンを作ろう！
　～春人

ニンジン

参のサラダも一緒に～
5月31日（金）10時～13時
成人、先着12人 1,200円
エプロン・三角巾・綿の手ぬぐい・持

ち帰り用袋
5月15日（水）から電話か直接

◆第15回
　しらはた地区センターまつり
◯リサイクルマーケット出店者募集

6月15日（土）9時30分～12時30分
※前日搬入：14日（金）19時～20時30
分（車での搬入可）、当日搬入：15日（土） 
9時から、完全撤収：13時

先着24組 ※小学生以下は保護者同
伴 5月28日（火）から電話か直接
※高級な物・法律に反する物・道徳に
反する物・飲食物・植物・生き物・危険物
等の出品、業者による営利目的の出店
はご遠慮ください。
○子どもスタッフ募集
イベントや館内放送などのスタッフ
の仕事の手伝いをお願いします。

6月15日（土）13時～15時、16日（日）

◆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

5月16・30日（各回木曜）
13時50分～14時20分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
5月17・31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。

0602イベント
NPO法人こらぼネット・かながわ主
催のイベントです。今年はスポーツ
を中心にそれぞれの施設で楽しい
イベントを開催します。みなさんの
参加をお待ちしています。

6月2日（日）9時～15時
神大寺・神奈川・神之木・菅田地

区センター、うらしま荘、幸ケ谷公
園・浦島丘中学校・六角橋中学校・神
奈川中学校コミュニティハウス、松
見・幸ケ谷集会所、羽沢スポーツ会
館、神奈川公会堂

各施設に当日直接
NPO法人こらぼネット・かながわ
441-1230 441-1233

神奈川図書館 検索

※費用の記載のないも
のは無料です。 
※マークの説明は、
ページをご覧ください。


