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マークの説明

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

子育てグループとの交流会を開催！

問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502 問合せ こども家庭支援課　 411-7111  321-8820
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小中学生部門　
かめ太郎賞

一般部門
かめ太郎賞

グループ名 場所 日時 対象
どんぐり 菅田みどりの丘公園 第2・4土曜10時～12時 どなたでも
のうさぎ 片倉うさぎ山公園 毎週金曜10時30分から 0歳から

ころころ 片倉うさぎ山公園等 毎週月～木曜10時30分～14時 1～6歳
（未就園児）

ニコニコつみき 羽沢南町内会館 第1・2・4・5金曜10時30分～12時 0～4歳
ちびっこらんど 三ツ沢公園 毎週木曜10時30分から 1～4歳
キッズランド 豊顕寺市民の森周辺 毎週火曜10時30分～12時 未就園児

なかよしクラブ 片倉台団地集会所等 毎週金曜10時30分～12時
（第1週10時から）

0歳～
未就園児

子ねずみ会 ポートサイドエリア等 不定期10時～12時 未就園児

よつば 神の木公園集会所 毎週木曜10時30分～13時30分 歩き始め～
就園前

チャイルドグロウス 新子安地域ケアプラザ 第4月曜10時30分～11時30分 0～3歳

ぜひ参加してね！

区内の「子育てグループ」で仲間づくり
　子育てグループとは、就園前の親子が公園や
施設等に集まって活動する、誰でも参加できる
グループです。外遊びや季節の遊びなど、異年齢
の集団遊びを通して仲間ができます。親同士も

子育ての悩みを共有したり、
成長をともに喜び合えたり
できます。

集団遊びの体験や、子育てグルー
プの体験談を聞いてみませんか。
日  時 6月24日（月）

10時～11時30分（受付：9時45分）
場  所 区役所本館地下1階

機能訓練室・研究室
対象・定員 10か月～未就学児の親
子、先着30組
持ち物 レジ袋・新聞紙（自宅にあ

れば）　※集団遊びで使います。
申込み 当日直接

子ども

◀活動場所の地図などが
　掲載されたチラシもあります 

  配布場所
　区役所別館3階304窓口、
　区地域子育て支援拠点かなーちえ

入賞作品はホームページで公開中

特集は ・ ページへ➡

特 集

第10回  神奈川区とっておき写真コンテスト 検索

令 元 度和 年 に

佐
さとう　うしお

藤 潮神奈川区連合町内会自治会連絡協議会会長
高

たかだ　やすし

田 靖
神奈川区長



日　時  7月25日（木）9時45分～15時40分
集合場所  区役所別館1階  区民ホール
対象・定員    20歳以上の代表者（保護者）と区内在住・在学の小学3・4年生のグルー

プで、1グループにつき2～4人、30人（多数抽選）
費　用  昼食代実費（キリンビール横浜工場内レストラン）
申込み  7月5日（金）必着でホームページ（申込みフォーム）か往復はがきで、

代表者の氏名（ふりがな）・年齢・郵便番号・住所・電話、同伴者全員の氏
名（ふりがな）・年齢（学年）、車いす利用の有無、応募動機を書いて 地
域振興課へ

内　容  
午前…日産自動車横浜工場
エンジン組立工程の見学・モノづくり体験
 午後…キリンビール横浜工場
工場見学・エコバッグづくり
※会場間はバス移動

　神奈川区民協議会では、住みよい神奈川区のまちづくりのため、地
域のつどいを開催して地域の皆さんの意見を聞き、専門部会による調
査活動等を通じて区への提言を行っています。第20期は「自治会町内
会の後継者問題と情報伝達」「たばこやごみの
ポイ捨てなどの環境問題」「災害対策」の3つの
テーマの部会に分かれて活動しています。今
年度も「区民のつどい」を開催し、それぞれの
部会活動の発表や神奈川区長による講演を行
います。

夏休みに親子で体験

鶴見区・神奈川区の工場で
『モノづくり』を学ぼう！

神奈川区民協議会

「区民のつどい」を開催します

手続簡単！手間いらず

市税・保険料は口座振替が便利

国民健康保険・介護保険の

保険料額決定通知書を送ります

第1部  部会活動報告　3部会の活動内容を発表します。
第2部  講演「神奈川区の防災・防犯」ほか

 ◯神奈川区長  高
たかだ　やすし

田 靖　◯区民協議会副代表委員  島
しまだ　めぐみ

田 惠

申込方法  ❶・❷いずれでも手続ができます

第20期区民協議会「区民のつどい」

お知らせ

お知らせ

申込み・問合せ 地域振興課　 411-7093  323-2502

問合せ 保険年金課　 411-7124  322-1979

問合せ 神奈川区民協議会事務局　
　　　 区政推進課　 411-7021  314-8890

問合せ 市税について：財政局納税管理課  671-3747  664-3030
 保険料について：保険年金課 411-7124  322-1979

▲ 市税（ペイジー）
手続について

自転車は車道の左側端を走るのが原則、歩道は例外！スピードの出しすぎは危険です
ルール・マナーを守って安全に自転車に乗りましょう

みんなのサイクルルールブックよこはま 検索自転車の安全な乗り方は

子ども

日　時  6月30日（日）13時～15時45分
　　　 （開場：12時30分）
場　所  神奈川公会堂（富家町1-3）
定　員  先着400人

　　　　※ 手話通訳・一時保育あり。一時保育は要予約、6月11日（火）までに電話か
FAXで事務局へ。　

申込み  当日直接　
神奈川区　親子　モノづくり 検索

募集

　納期限を過ぎると、納める日までの日数に応じて延滞金が発生してしまい
ます。口座振替にしておくと、手間がかからず忘れることもなく安心です。

　令和元年度の国民健康保険・介護保険の保険料額決定
通知書は、国民健康保険が6月14日（金）、介護保険が6月
17日（月）に発送予定です。
　到達から2週間程度は、区役所窓口が非常に混み合い
ますので、時期をずらしての来庁をお願いします。

　保険料の額は前年の収入額を基に計算するため、前年収入額
（市民税）が確定する6月に1年間の保険料の額を決定します。

❶普通徴収（納付書、口座振替）
　保険料の納期は、6月から翌年3月までの毎月（年10回）です。
納付書は、6月に保険料額決定通知書に同封して2枚（6月期分1
枚、全期前納分1枚〈6月期分から3月期分〉）を送ります。その後、7
月に3枚（7・8・9月期分）、10月に3枚（10・11・12月期分）、1月に3
枚（1・2・3月期分）を送ります。

❷特別徴収（年金からの天引き）
　世帯主が受給している公的年金から保険料をあらかじめ差し
引いて納付する仕組みです。
　世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されているなど
の要件に該当する世帯は、原則として特別徴収になります。詳し
くは通知書に同封のチラシをご覧ください。

口座振替ができる市税・保険料 振替方法

市民税・県民税（普通徴収分）
●  全期前納振替
　(全額を第1期に一括振替)
●  各期振替（年4回納期限ごとに振替）

固定資産税・都市計画税（土地・家屋）

固定資産税（償却資産）

国民健康保険料、介護保険料
※ 年金から天引き（特別徴収）される人を除く

年10回の各期振替
（6～3月の毎月29日〈2月は末日〉に振替)

後期高齢者医療保険料
※年金から天引き（特別徴収）される人を除く

年9回の各期振替
（7～3月の毎月29日〈2月は末日〉に振替)

振替日が金融機関・郵便局の休業日のときは、前営業日になります。

❶金融機関・郵送での手続の場合
　申込用紙は、市内の金融機関・郵便局にあります。
　納税通知書(保険料は各保険証)、通帳、通帳届出印を持参し、口座のある金
融機関・郵便局で申し込んでください。

＊ 市税は、納期限の約50日前までに申し込むと、その納期から振替が開
始されます。

＊保険料は、手続から1～2か月後に振替が開始されます。
＊ 市税の口座振替の申込みは郵送でもできます。詳細はホームページを

ご覧いただくか、お問い合わせください。

❷区役所窓口（ペイジー口座振替受付サービス）での手続の場合
　区役所窓口に設置した専用端末にキャッシュカードを読み込ませ、申し込み
できるサービスです。銀行届出印は不要で、また納期限の約20日前までに申し
込むと、その納期から振替が開始されます。
＊ 手続には個人の普通預金のキャッシュカードを持

参し、窓口で暗証番号の入力が必要です。法人カー
ドなど受付できない種類のカードもあります。

＊一部、対象となっていない金融機関もあります。
＊ 詳細はホームページをご覧いただくか、お問い合わ

せください。
▲ 保険料（ペイジー）
　手続について

　納期限を過ぎると「督促状」を発送します（納期限直後に納めた
場合にも督促状を発送します）。納付済みであるにもかかわらず
督促状が届いた場合は、行き違いですので、ご容赦ください。

うっかり納め忘れてしまうと…

保険料の納付について

▲郵送専用の口座振替依頼書と封筒がダウンロードできます

問合せ 地域振興課
411-7095
323-2502

多くの皆さんの
ご参加を
お待ちして
います



講　師

○JAHA（日本動物病院協会）認定
　家庭犬インストラクター
　横浜市動物適正飼育推進員

　遠
えんどう

藤エマさん（写真）

○羽沢小学校地域防災拠点
　運営委員長

　岐
きべ ふみあき

部文明さん

突然起こる災害に備え、大切なペット
のために日頃から対策を考えておき
ましょう。

家族の話し合い
家族間の連絡方法、避難場所までの
経路や時間など

飼い主の明示
迷子札の装着。マイクロチップの装
着。犬には必ず鑑札と狂犬病予防注
射済票をつけましょう。

基本的なしつけ（社会性を身に
　つけさせる）

緊急時に安全に避難し、また他の避
難者に迷惑をかけないために基本
的なしつけをしておくことが大切
です。
例：「待て」、「座れ」、「無駄吠えをさ
せない」、「人とのふれあいに慣ら
す」など

ケージ（キャリーケース）の
　準備

避難所では飼い主とペットは別の
場所で生活します。避難所ではケー
ジ内での飼育が基本です。ケージの
中でもおとなしく落ち着いていら
れるように普段から慣らしておく
ことが大切です。

ペット用非常持出品の用意
5日分のペットフード・水、ペット
シーツ、常備薬、予備の首輪・リー
ド・ペットカードなど

健康管理
狂犬病予防注射・各種ワクチンの接
種、ノミ・ダニの駆除など

災害に備えましょう
神奈川区
災害時のペット対策講演会

災害時にあわてないために募集

日　時 6月10日（月）～19日（水）
　　　  8時45分～17時（閉庁日を除く）　
会　場 区役所別館1階 区民ホール
内　容 区内保育園・小学校・中学校・区役所などで

　　　  行われている食育活動のパネル展示

　神奈川区ではさまざまな団体が、食育を推進しています。「食育月間」
に食育展を開催し、日頃の活動内容を紹介するので、ぜひお立ち寄りく
ださい。

食事は健康のために大切です

　食育展の会場で、朝ごはん・野菜のメニューを掲載した「地産地消野菜
レシピ集」「朝ごはんレシピ集」「かんたん・おいしい野菜レシピ集」も配
布します。日頃の献立に役立ててください。

朝ごはんと野菜はしっかりとろう！

6月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」です！

連載 2 ●食育月間イベント「食育展」

注意！ 夏は細菌性の食中毒が多く発生します
カンピロバクター 黄

おうしょく

色ブドウ球菌O
オー

157
問合せ 生活衛生課　

411-7141  411-7039

相談はこちらまで●つけない・・・・手洗いは必ず行いましょう。
●ふやさない・・ 冷蔵庫を活用しましょう。すぐに食べましょう。
●やっつける・・ 火をしっかり通しましょう（75℃1分以上）。

食中毒
予防の
3原則

日　時  8月3日（土）14時～15時30分（受付：13時30分）
会　場  区役所本館5階 大会議室
定　員  先着80人  ※ペット同伴不可
申込み   6月11日（火）から電話かFAXかホーム

ページで、「ペット対策講演会」、代表者
の氏名・電話、参加人数、地域防災拠点運
営委員の人は拠点名を書いて生活衛生
課へ

申込み・問合せ 生活衛生課　 411-7143  411-7039

　被災地での動物救援ボランティアの体験をもとにした、災害時に
必要な日頃の備えやトレーニングについてのお話です。区内の地域
防災拠点でのペット対策の事例紹介もあります。
　飼い主のほか、避難所を運営する地域の人にも役立つ内容です。
ぜひご参加ください！

地震！愛犬と備える防災講座
～東日本大震災のボランティア体験から～

◀災害対策リーフレット、ペットカード（ペットの
写真・飼い主の連絡先等を記入するカード）を
配布しています（区役所本館2階205窓口）

問合せ 福祉保健課
411-7138  316-7877

▲申込みフォーム神奈川区ペット対策講演会 検索

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。



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

6月14日、7月19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

6月10日、7月8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

講話「人生100年時代
～ライフデザインノートで
スタート！～」＆
映画『エンディングノート』上映会

参加者には、ライフデザインノートと
ペンをプレゼント

7月11日（木）13時30分〜15時45分
（開場：13時）

神奈川公会堂（富家町1-3）
先着400人  当日直接
高齢・障害支援課
411-7110  324-3702

◆ 善意銀行（3月寄付分） ◆

○（宗）孝道山本仏殿
○あけぼの通商店会
○かめたろうおもちゃ病院
○明るい社会づくり運動
　神奈川区協議会
○六角橋西町婦人会
○神奈川区シニアクラブ連合会
○ヨコハマポートサイド自治会
　ロアの会
○伊藤道夫
○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。（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

イベント情報

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。
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仲木戸

神奈川

神奈川新町
子安

大口

新子安

白楽

反町

京急新子安
京急本線

東白楽三ッ沢上町 三ッ沢下町

市
営
地
下
鉄

東
急
東
横
線

J
R
横
浜
線

JR京浜東北線

JR東海道貨物線
A

C1

C2B

区役所が取り組む
重点事業

令和元年度
神奈川区運営方針

まちづくり

▲地域の防災マップ作成支援のためのまち歩き

▲羽沢横浜国大駅コンコース

◀完成
　イメージ図

工事現場の様子　
（2019年4月撮影）▶

▲羽沢横浜国大駅
　外観

▲機器の設置例

◉防災・減災
　発災時に住民がスムーズな避難行動をとれ
るよう、避難所や区内の危険箇所などの情報を
まとめた「防災情報ファイル」とハザードマッ
プを作成し、配布します。また、女性の視点を取
り入れた避難所運営の支援などを行います。

　現在、新病院建物の建築工事を進めており、
2020年5月1日（金）に三ツ沢西町に新築移転
する予定です。新病院では、手術室の増室や最
新の放射線治療機器を導入するなど高度な医
療を提供します。また、個室を増やすとともに、
6人部屋を4人部屋にし一人あたりの面積が増
加するなど、療養環境が大幅に向上します。

問合せ 市民病院新病院推進課　
331-1829

◉横浜駅きた西口鶴屋地区の再開発
　国家戦略特区を活用した市街
地再開発事業で、住宅・ホテル・
多言語対応可能なメディカル
モール・外国人受け入れ可能な
子育て支援施設・横浜駅につな
がる歩行者デッキ等の整備に向
けて、令和4年度の完成を目指
し、今年度着工される予定です。
　横浜駅につながる歩行者デッ
キは、現在工事が進められてい
るJR横浜タワー及びJR横浜鶴
屋町ビルと一体的に整備され、
東横フラワー緑道方面への利便
性が向上する予定です。

◉東高島駅北地区の開発
　医療・健康・居住など、新しい都心にふさわしいまちづくりを
進めるため、今年度は基盤整備工事や埋め立て工事を予定して
おり、令和5年度の完成を目指しています。

問合せ 都市整備局都心再生課　 671-3857

　自治会町内会や地域で活動する団
体と区役所が連携して地域課題の解
決に取り組む「協働による地域づく
り」を進めます。
　また、「かながわ支え愛プラン※」
は、目標の着実な実現に向けて取組
を進めます。
※第3期神奈川区地域福祉保健計画の愛称

◉健康づくり
　区民の健康寿命の延伸を目指し、誰もが生涯を通じていきいき
と暮らしていけるよう、地域関係団体と連携し、ライフステージ
に応じた健康づくり活動を展開します。

◉子育て支援
　児童の健やかな成長を見守る地域づくりを進め、育児力の向上
を支援し、児童虐待を防止するための取組を進めます。また、区内

の保育・教育施設
による防災対策
の取組を支援し
ます。

◉高齢者支援
　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続け
られるよう、在宅医療に関する普及啓発や
身近な場所での介護予防、認知症予防の取
組を地域と一体になって進めます。

◉防犯
　警察や地域と連携し、留守番電話の設
定や迷惑電話防止機能付き電話機・機器
の設置を区民に呼びかけ、振り込め詐欺
被害防止に取り組みます。

安全・安心

新宿

渋谷 恵比寿

目黒
大崎

武蔵小杉

西谷

湘南台

海老名
大和

二俣川

品川

田園調布 新橋

東京

横浜
相鉄線

東急線
JR線日吉

新綱島（仮称）
新横浜（仮称）

羽沢横浜国大

　「相鉄・JR直通線」は11月30日（土）の開
業に向け準備が進められています。開業
後は、羽沢横浜国大駅からJR線の新宿方
面、相鉄線方面につながります。
　また「相鉄・東急直通線」は令和4年度下
期の開業に向けて、工事が進められてい
ます。

問合せ 都市整備局都市交通課　
671-2722

神奈川東部方面線の整備

市民病院の
再整備

魅力と活力ある
都心臨海部の機能強化

地域の力やつながりを
はぐくむ

いきいきと暮らし続ける

問合せ 区政推進課
411-7027
314-8890

特 集 令 元 度和 年 に

　神奈川区の地域資源である自然や風景・商店街・歴史な
どの魅力を発信し、地域への関心や愛着を深めます。また、
地球温暖化対策やまちの美化・3

スリーアール

R（リデュース・リユース・
リサイクル）の推進に取り組みます。

魅力発信

（イメージ図）

（イメージ図）

（イメージ図）

A

B

C1

C2

◆路線図

神奈川区の運営方針の詳細は 神奈川区  運営方針 検索

▲｢わが町かながわとっておき｣
　写真コンテスト
　平成30年度
　小中学生部門最優秀賞作品

◀｢わが町かながわ
　とっておき｣　
　写真コンテスト　
　平成30年度
　一般部門
　最優秀賞作品

在宅医療マップ▶
（区役所別館3階301窓口で配布中）

◀外遊びイベント

◀▲
地域住民の
交流促進



子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

7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）
受付中

離乳食講習会
講話・調理実演･試食

7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

6月11日（火）から電話かFAXで

親子でお口の健康教室
子どものむし歯予防には、
保護者の口腔ケアが重要で
す。歯周病予防、子どものむし歯予防
の教室を開催します。
内容：歯科医師による講話、ブラッシ
ングアドバイスほか

7月11日（木）10時～11時30分
区役所別館2階 予防接種室
区内在住の3歳までの子と保護者、

先着20組
6月11日（火）から電話かFAXか直接

無料
要予約

無料
要予約

無料
要予約

対象 内容
日程

持ち物
6月 7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 14（金）午後 12（金）午後

23（火）午前
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

14（金）午後 23（火）午前
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 3（月）

17（月）
1（月）

22（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 10（月） 8（月） 母子健康手帳

④両親教室　時間：9時30分～11時45分（受付：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

3（月）
10（月）
17（月）

1（月）
8（月）

22（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

  22（土）   27（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

1・15（土）10時～12時
（保育室でも遊べます）

22（土）10時～12時
（雨の日は、うさぎ
ルームで遊びます）

15（土）10時～12時
「園庭で遊ぼう」

（雨の日は、おひさま室で遊びます）

ランチ
交流◎

☆5・19（水）
離乳食中期・乳児食

☆20・27（木）
乳児食・幼児食

☆14・28（金）
乳児食・幼児食

離乳食中期・乳児食：1食320円、幼児食：1食240円

育児講座

☆7（金）10時から
「トイレトレーニ
ングのおはなし」

☆26（水）10時から
「歯磨き講座」

☆20（木）9時45分
から

「リズムあそび」

7（金）10時40分から
「おはなし広場」 西菅田団地集会所
☆17（月）10時から「育児講座」

菅田地域ケアプラザ
☆21（金）10時から

「子育てサロン～保育園で遊ぼう～」

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

ちえのわタイム
◆骨盤エクササイズ

6月12日（水）10時～10時30分

トピックス
◆�地域ボランティア�大・大・大募集！！
みなさんの力を貸してください！！

地域ボランティア説明会「地域ボラン
ティアってどんなことをするの？」
①子どもとふれあい隊
トークタイムやひろばで、子ども達

の見守りをしていただきます。月1回
2時間ほど！（ケガと弁当は自分もち
がモットーです♪）
②なんでも応援団

「お手玉が得意」「外遊び・草花遊びが
好き」「木工作りが好き」などなど…
好きなことをかなーちえで活かして
みませんか？月に1回でOK♪ 

6月20日（木）10時30分～11時30分
受付中

なかまトーク・みんなでタイム
◆パパ達のトークタイム
　「休日の親子での過ごし方」

7月6日（土）10時30分～12時

ネットワークタイム
◆�子育て真っ最中の人のネットワー
ク交流会
　「子育て中こそ地域とつながる！
　みんなで話そう　私の地域活動」
講師：参画はぐくみ工房 竹

たかば かずよ

迫和代さん

6月25日（火）10時～12時
子育て中で地域活動をしている

人・関心のある人、先着15組 
受付中

◆私
わたしりゅう

流幼稚園選び
　100人いれば100通り！

①6月18日（火）：神之木地区セン
ター レクレーションホール  
②7月2日（火）：沢渡三ツ沢地域ケア
プラザ
いずれも9時30分～11時30分

かなーちえ 検索

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の土曜日は本館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
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   6 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。



区の花「チューリップ」
写生画展に行ってみよう

①神奈川図書館（立町20-1）：6月5日
（水）～12日（水）火～金：9時30分～19
時、月・土・日：9時30分～17時 
②区役所別館1階 区民ホール：6月21
日（金）～7月5日（金）8時45分～17時 
※閉庁日を除く、土曜開庁日（6月22
日）は9時～12時、各最終日は16時まで

区政推進課
411-7021 314-8890

ほたる鑑賞会
三ツ沢小学校で児童が育てたほたる
の鑑賞会です。

6月14日（金）～23日（日）19時30分
～20時30分 三ツ沢小学校 ほたる
ドーム（三ツ沢中町4-17）

当日直接
三ツ沢小学校
321-5861  320-0927

子安小学校プール
市民利用オープン！
6月16日～9月16日の土・日・祝日

と学校夏季休業日（学校利用日を除
く）9時～18時（9月は17時）まで 
※入場受付は閉場時間の30分前まで 

子安小学校（新子安1-36-1） 満
3歳以上（オムツの取れていない幼児
は入場できません） 1時間大人100
円・子ども60円 ※小学3年生以下は水
着・水泳帽着用の保護者（16歳以上）の
付き添いが必要です。

子安小学校プール（現地） 421-8750
教育委員会事務局学校支援・地域連携
課 671-3716 681-1414

ペットボトルロケット大会
ロケットを作って打ち上げよう！

7月7日（日）ロケットの製作：10時
～12時、打上げ・記録会：13時～15時 
※雨天の場合は午前中の製作のみ 

浦島小学校（浦島丘16） 区内在
住・在学の小・中学生と保護者、30組

（多数抽選） ロケット1個につき
850円 ペットボトルの空き容器3本

（ロケット1個分、1.5Lの炭酸飲料など
の表面に凹凸のない円筒形で、同じ大
きさ・種類のもの）、弁当・飲み物・タオ
ル・上履き

6月21日（金）必着で、ホームペー
ジの申込み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、製作個数を書いて、 地域振興
課青少年担当「ペットボトルロケット
大会」 411-7093 323-2502へ

神奈川区　ペットボトルロケット大会 検索

ものづくり体験教室
ペットボトルの空き容器や荷造りPP
バンドなど身近な材料を使って、作品
を作りませんか。

7月28日（日）10時～12時 区役
所本館5階 大会議室 区内在住・在
学の小・中学生と保護者、50人（多数
抽選） ※小学3年生以下は保護者同伴

1人100円 ペットボトルの空き
容器2本（500mLの炭酸飲料などの表

面に凹凸のない円筒形）
7月12日（金）必着でホームペー

ジの申込み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「ものづくり体験教室」

411-7093 323-2502へ
神奈川区　ものづくり体験教室 検索

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース
★親子�d

デ

e�ムジカ
0歳から参加OK ！歌ったり、リズム
に合わせて体を動かしたり、簡単な楽
器を手作りして演奏しましょう。

6月24日（月）10時30分～11時30
分（受付：10時15分） 反町地域ケア
プラザ（反町1-11-2） 子と保護者、
先着15組 1組200円（子ども追加1
人100円）

6月14日（金）からEメールで氏名・
参加人数（大人・子どもそれぞれ）・子
の名前と年齢月齢を書いて

mamimusica1212@gmail.comへ
かながわママコーラス マミムジ

カ：金
かねこ

子 080-5088-2148
mamimusica1212@gmail.com
https：//mamimusica1212.jimdofree.

com/
★かなっぱ畑の会
　畑で楽しむやさいの時間
土づくりから収穫まで体験できる講
座。ステキな仲間と野菜づくりにチャ
レンジしませんか。

6月29日、7月13日、8月24日、9月
14日、10月19日、11月16日（土曜全6
回）9時30分～11時30分 ※自主参加
日あり m

エムケー

kファーム（神大寺4-21-
22） 区内在住・在勤の人、20人（多
数抽選） 3,000円（全回分）

6月17日（月）必着で、はがきか
FAXに住所・氏名・年齢・電話を書い
て、かなっぱ畑の会（ 区民活動支援
センター「かめ太郎ボックス中10」）担
当：木

きづ

津
080-2373-9764 323-2502へ

★農
のうふく

福パートナー講座
畑を通して、多世代交流。認知症の人
と畑仕事を一緒に学ぼう。

6月30日、7月7・14日、8月25日、9
月15日、10月20日、11月24日、いずれ
も9時30分～11時30分、2月（2回、開
催日時未定）「冬野菜調理＆認知症カ
フェ」・「認知症サポーター養成講座」

（日曜全9回） m
エムケー

kファームほか 
30人（多 数 抽 選） 1,000円（全

回分）
6月17日（月）必着で、はがきか

FAXかEメールに住所・氏名・年齢・電
話を書いて、あみけるひろば横浜（
区民活動支援センター「かめ太郎ボッ
クス小10」）担当：杉

すぎもと

本
090-5442-6759  323-2502
amikeru.hiroba@gmail.comへ

台町公園・神の木公園
「七夕祭り・飾り付け」

6月29日（土）10時～12時 台町
公園（高島台29）・神の木公園（神之木

台13-20） 各公園先着100人
当日直接
台町公園 323-0129

神の木公園 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

★流しそうめん教室
8月4日（日）10時～14時 家族ま

たはグループ、40人（多数抽選） 中
学生以上1人1,000円、小学生800円、
未就学児400円、3歳以下100円
★夏休み自由研究教室
自由研究と工作、流しそうめん

①小学1～3年生：8月6日（火）、②小
学4～6年生：8月7日（水）いずれも9時
30分～13時 各回50人（多数抽選） 

1,000円
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
6月15日（土）～29日（土）にホーム

ページか往復はがき（消印有効）で事
業名（夏休み自由研究教室は参加日
も）・参加者氏名（ふりがな）・性別・年
齢・学校名・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/

平沼記念体育館からのお知らせ
夏休みこども球技教室

★初めての？テニス
7月26日（金）・29日（月）・31日（水）、

8月2日（金）・4日（日）・7日（水）・9日
（金）・10日（土）・14日（水）・15日（木）・
16日（金）・21日（水）・23日（金）
テニス①：8時40分～9時40分、
テニス②：9時45分～10時45分

年中～中学1年生、各回12人（多数
抽選）  1回800円
★初めての？バドミントン

7月26日（金）・29日（月）、8月2日
（金）・4日（日）・9日（金）・10日（土）

バドミントン①：8時40分～9時40分、
バドミントン②：9時45分～10時45分 

小学3年生～中学2年生、各回10人
（多数抽選）  1回800円

………………上記共通………………
※①と②の連続受講可

平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
6月11日（火）～30日（日）にホーム

ページの申込みフォームで（空きがあ
る場合は7月6日（土）から直接）

平沼記念体育館
311-6186 316-8521
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

令和元年度（平成31年度）
少年少女ソフトボール選手権大会

ファーストピッチソフトボールのトー
ナメント戦

7月27日（土）・28日（日）8時30分～
17時 片倉うさぎ山公園グラウン
ド（片倉2-42） 市内在住の小学生
で構成するチーム 1チーム5,000円

6月1日（土）～30日（日）に専用の
申込用紙をFAXか郵送（必着）で区ソ
フトボール協会事務局

（〒221-0021 子安通1-74）担当：藤
ふじわら

原
090-3226-0955 453-3489

※専用の申込用紙は事務局にお問い
合わせください。

令和元年度（平成31年度）
第23回区民ソフトボール大会

ファーストピッチソフトボールのトー
ナメント戦

8月25日～10月20日の毎週日曜9
時～16時30分 区内グラウンド

区内在住・在勤・在学のチーム（一
般男子・女子） 1チーム7,000円

7月1日（月）～25日（木）に専用の
申込用紙をFAXか郵送（必着）で区ソ
フトボール協会事務局

（〒221-0021 子安通1-74）担当：藤
ふじわら

原
090-3226-0955 453-3489へ

※専用の申込用紙は事務局にお問い
合わせください。

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

●はじめてのフラ＊

毎週火曜

9：30～10：30

500円

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

●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

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
☆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）

※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。

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 �6月24日（月）

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

◆おはなしのはらっぱ
6月24日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

〒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

◆簡単に作れるフルーツケーキ
6月25日（火）10時～13時
先着12人 1,200円
エプロン・三角巾・筆記用具
6月13日（木）から電話か直接

◆涼しげな初夏の寄せ植え
　～爽やかな葉物を使った
　グリーンが美しい寄せ植え～

6月26日（水）10時～12時
先着15人 2,000円
6月11日（火）から電話か直接

◆世界の料理「フィリピン料理」
6月26日（水）10時～13時
先着15人 1,600円
エプロン・三角巾・筆記用具
6月12日（水）から電話か直接

◆七夕まつり「盆踊り大会」
浴

ゆかた

衣を着て「神大寺音頭」を盛り上げ
よう！！模擬店・工作ほか

7月6日（土）10時～14時
先着100人 当日直接

◆認知症サポーター養成講座
7月8日（月）10時～11時30分
先着20人
6月18日（火）から電話か直接

◆子ども化学「人工イクラ講座」
夏休みの宿題に最適！みんな大好き
なイクラを人工的に作ってみよう！

7月20日（土）10時～12時30分
小・中学生、先着12人 1,000円
6月22日（土）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

◆キッズプレバレエ夏クラス
バレエの基礎が学べる初心者向け講
座。男の子、未就学児も大歓迎です。

7月5日～9月27日（毎週金曜全12
回 ※8月30日を除く）17時15分～18時
30分  5歳以上、先着15人 

8,400円（全回分）
◆親子プレバレエ夏クラス
子ども中心ですが保護者も一緒に体
を動かしましょう。男の子も大歓迎。

7月10・24・31日、8月7・14日、9月
11・18・25日（水曜全8回） ①１～2歳向
け：10時～10時50分、②1歳半～3歳向
け：11時30分～12時20分

幼児と保護者、各クラス先着8組　
1組5,600円（全回分）

………………上記共通………………
動きやすい服装（レオタード可）・飲み物 
6月12日（水）から電話か直接

◆大人のためのバレエストレッチ
バレエの基礎姿勢を学びつつ、体幹を

時30分 市内在住の60歳以上の人、
先着20人 1,000円（全回分）

7月6日（土）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
6月17日
（月）

6月25日（火）～27日（木）は図書特
別整理のため休館

◆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。

6月8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
◆大人のための朗読会
里

さとみ　とん

見 弴『小
こつぼ

坪の漁師』ほか
出演：朗読の会クローバー

6月15日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
6月18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
◆定例おはなし会

7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

◆はじめてのとしょかんたんけん
みんなで神奈川図書館を探検！おは
なし会や貸出体験もあります。

7月23日（火）10時～11時30分
小学1・2年生、先着15人
7月3日（水）から電話か直接　

◆小学生のための夏休み1日図書館員
貸出・返却や本探しなど図書館の仕事
にチャレンジ。

①小学3・4年生：7月24日（水） ②小
学5・6年生：7月25日（木）、いずれも10
時～12時 各先着12人

7月4日（木）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/m/

フォーラム南太田 休館
第3月曜

◆子育てママのすっきりヨガ
子どもと離れて自分の体と向き合うひ
とときを作りましょう。一時保育付き。

7月2・16日、8月6・20日、9月3・17日
（火曜全6回）10時30分～11時45分

産後2か月以上経過した女性、先着
18人 4,200円（全回分）

6月11日（火）から電話かホームペー
ジか直接

◆親子でワッと遊ぼう！
6月24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

◆第16回オーケストラがやってくる
　～神奈川大学管弦楽団による演奏～

6月30日（日）11時～12時（開場：10時
30分） 先着300人 当日直接
◆日本の古代史を学ぶ
　～古代文化とその伝道者～
日本文化のルーツを楽しく探ります。

7月18日、8月1・15日、9月5・19日
（木曜全5回）13時45分～15時45分

先着24人 2,500円（全回分）
6月24日（月）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
6月29日
（土）

◆チェリーハウスのおはなし会
○おはなしぽけっと

6月10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

6月24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
6月17日
（月）

◆七夕の日に星とチェロとお話を楽しむ
宮

みやざわ けんじ

沢賢治作品の朗読とプラネタリウ
ム解説、チェロ演奏
出演：長

はせべ いちろう

谷部一郎（チェロ・東京都交
響楽団）、伊

いはら みのり

原 農（朗読・劇団ハイリン
ド）、岩

いわがみ ようこ

上洋子（プラネタリウム解説・プ
チ☆ベガ）

7月7日（日）①『セロ弾きのゴーシュ』
とプラネタリウム上映：13時～（開場：
12時30分）、②『銀河鉄道の夜』：15時～

（開場：14時30分） 5歳以上、各先着
300人 ①500円、②1,000円

受付中（全席自由）
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
6月17日
（月）

◆季節の和菓子教室（1）
　～夏の和菓子を作ろう！
　和菓子職人に学ぶ抹茶大福と
　炊飯器で作るバナナケーキ～

6月25日（火）10時～12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
6月11日（火）から電話か直接　

◆納涼うらしま寄席
　～夏の噺

はなし

と怪談噺
ばなし

で暑気払い～
出演：かながわ楽

らくしょうかい

笑会
7月6日（土）13時30分～16時（開場：

13時） 小学生以上、先着50人
100円 当日直接

◆歴史講座「曽
そが

我物語と歌舞伎」
　～大学教授を招き、歌舞伎観賞を
　通じて歴史を読み解く～
講師：恵泉女学園大学教授 佐

さや まきと

谷眞木人さん
7月28日、8月25日、9月22日、10月

27日、11月24日（日曜全5回）10時～11

鍛える初心者向け講座
7月5日～2020年3月13日の毎週金

曜（※8月30日、12月27日を除く）19時
～20時30分 各回先着15人 各回
500円 動きやすい服装（レオタード
可）・タオル・飲み物 当日直接
◆夏休みの宿題応援プロジェクト
○I

アイオーティー

oTプログラミング
夏休みの宿題に最適。ミニ扇風機を作
ります。

7月27日、8月3日（土曜全2回）10時
～12時 小学4～6年生、10人（多数
抽選） 1,400円（全回分） 

7月13日（土）必着で往復はがきに
申込者氏名・郵便番号・住所・電話・学
年を書いて施設へ
○こども日

にちぶ

舞
非日常の体験を作文・研究発表の題材
に！最終日はミニ発表会をします。

7月30日（火）、8月2日（金）・6日（火）・
9日（金）・12（休・月）（全5回） ①未就学
児（3歳以上）、小学生向け：10時～11時
30分 ②小学5・6年生、中学・高校生向
け：13時30分～15時30分 ※8月12日

（休・月）の発表会は①②とも11時～15
時30分  各コース先着15人

5,000円（全回分）
6月25日（火）から電話か直接

〒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

◆ムリをしない介護講座
介護認定の申込方法などの初級講座。
終了後に個別相談会もあります。
共催：新子安地域ケアプラザ

7月20日（土）10時～11時30分
先着20人
6月15日（土）から電話か直接

◆夏休み応援！教えてバドミントン
区バドミントン協会のコーチが楽し
くコツを教えます。

7月25日（木）10時～12時
小学生、先着25人 上履き・タオ

ル・飲み物・ラケット（貸出しあり）
6月12日（水）から電話か直接

◆親子で作る夏野菜ピザとフォカッチャ
生地からピザを作ります。夏休みの自
由研究にもどうぞ。

7月26日（金）10時～12時30分
小学生と保護者、先着9組
1組1,200円
6月13日（木）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

◆第15回
　しらはた地区センターまつり
活動サークルの発表や体験、センター
自主事業など

6月15日（土）・16日（日）9時～16時
30分（16日の展示は16時まで）

一部有料 当日直接
◆おはなし花束のおはなし会

6月20日（木）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20人
当日直接

◆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

6月13日、7月4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
6月14・28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。

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。


