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神奈川区役所 検索
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〈全ページ共通〉
マークの説明

招待内容

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

投票
時間

問合せ 神奈川区選挙管理委員会　 411-7014  411-7018

今年の夏は

参議院議員選挙が行われます
　投票日は、参議院議員選挙の公示後に郵送する「投票の
ご案内」、ポスター掲示板や国・県で実施するテレビ・ラジ
オ・新聞・インターネットなどの広報でご確認ください。

7時～20時

　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。投票時に持参する
と、窓口での受付が早くなります。
※ 「投票のご案内」を持参しなくても選

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。

横浜市  選挙 検索

特集は ・ ページへ➡

特 集

先着1,000人観戦無料招待

横浜FC かながわ区民D
デー

AY開催
イベントお知らせ

区民限定体験イベントもあります

期日前投票
　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）」を記
入して持参するとスムーズに受付ができます。

期日前
投票所

神奈川区役所
本館2階  中会議室
（広台太田町3-8）

神大寺地区センター
2階  中会議室

（神大寺2-28-18）

神奈川大学
24号館  法廷教室
（六角橋3-27-1）

投票期間
(土・日・祝を含む)

公示日の翌日～
投票日の前日

投票日の8日前～
投票日の前日

投票日の6日前
及び5日前

投票時間 8時30分～20時 9時30分～20時

交通手段
等

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

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

◯ 市営バス「神奈川
大学入口」歩6分

◯東急「白楽」駅歩
13分

　横浜FCと神奈川
区役所が締結した

「E
エコ

COパートナー
協定※」に基づき、今
年も区民DAYを開
催します。熱い声援
を送りましょう！
※ 横浜FCと区が、脱温暖化の取組、環境保全や環境啓発などの取組を協

働して進めていくための協定

©YOKOHAMA FC

横浜FC vs 水戸ホーリーホック
対象席種 バックスタンドホーム自由席

　（通常当日価格：大人3,000円／小・中学生1,100円）
日　時 8月10日（土）18時キックオフ（開場：16時予定）

※チケット引換開始15時15分
会　場 ニッパツ三ツ沢球技場(三ツ沢西町3-1)

※「三ッ沢上町」駅歩15分、横浜駅西口からバス「三ツ沢総合グランド入口」歩5分
対象・定員 区内在住・在学（在園）・在勤者とその家族、先着1,000人
申込み ※必ず事前にお申し込みください。

● 7月11日（木）から、下の二次元コードか https://bit.ly/2v75eQwから申
込み。

※事前に entry＠yokohamafc.comからメールが届くように
受信設定をしてください。
※定員数に達した場合、申込みフォーム画面が優待価格でのチ
ケットの案内になりますので、ご了承ください。
● かながわ区民DAY車椅子席希望の人は、横浜FC（かながわ区民DAY担

当）へお問い合わせください。 ※申込み：7月27日（土）～8月3日（土）

問合せ 横浜FC（かながわ区民DAY担当）  372-5212  372-5211
　　　 区政推進課　　　　　　    411-7027  314-8890

ECOパートナー協定　神奈川区 検索

詳細は横浜FCオフィシャルホームページへ！ 横浜FC 検索

「クッキング」梅の仕込み作業

交流保育「あそぼ！会」 「ボディペインティング」に挑戦

横浜FC オフィシャル
マスコット フリ丸

写真：あおぞら第2保育園 



　ジャンベ（西アフリカの太鼓）のリズムでアフリカンダンスを踊る、誰でも
楽しめるワークショップです。アフリカ文化を体験・体感・体得しよう！
申込み 7月31日（水）必着で、往復はがきかホームページの申込みフォーム

に、参加する回、代表者氏名・年齢・住所・電話・メールアドレス、同伴者（2人ま
で）の氏名・年齢を書いて、 地域振興課へ

太鼓とダンスでアフリカを知る！

踊ってみようアフリカンダンス
＠神奈川区2019

つるみ・かながわ区民デー

横浜Ｆ・マリノス
サッカー教室＆観戦会

楽しい夏休み

事故・事件に遭
あ

わないように
気を付けましょう

ルールを守って遊ぼう

公園利用についてのお願い

お知らせ

お知らせ お知らせ

問合せ  地域振興課アフリカンダンス担当　 411-7093  323-2502

問合せ  保険年金課　 411-7126  322-1979

問合せ  神奈川土木事務所　 491-3363  491-7205問合せ 地域振興課　 411-7095  323-2502

問合せ 横浜マリノス（株）ふれあい事業部  285-0675  285-0688
 地域振興課 411-7093  323-2502

神奈川区　公園　ルール 検索

　日産自動車の施設で親子サッカー教室を体験後、
ニッパツ三ツ沢球技場に移動して横浜F・マリノスの
ホームゲームを観戦します。夏休みの思い出づくり
に、ぜひご参加ください！

　夏休み中は子どもだけで外出する機会が増えます。交通事故や事件
に遭わないよう、地域ぐるみで子どもを見守り、自分の身を守る方法
を伝えましょう。

　公園は皆さん共有のスペースです。公園を利用する際には、ほ
かの利用者に十分配慮しながら譲り合って利用しましょう！ 

　歩行時の飛び出しや自転車での事故が多くなっています。

　わいせつ行為は女児だけでなく男児が被害に遭うケースもあります。

　公園内では、ほかの人にけがをさせる可能性のある行為は禁
止されています。バット等を使用する本格的な練習や、十数人で
行う試合などは専用の施設を利用してください。
　少人数のキャッチボールやサッカーのパス練習などをすると
きは、ほかの利用者の迷惑にならず、危険が生じないように十分
配慮してください。

　砂が減ると次の人が遊べなくなってしまいます。砂場で遊ん
だ後は、必ず砂を戻してください。

　ごみをそのまま置いていってしまうと、公園がごみだらけに
なってしまいます。ごみは必ず持ち帰ってください。
　たばこを吸うときは喫煙マナーを守り、吸い殻のポイ捨ては
絶対にやめてください。

　公園で犬を放すことはできません。犬の散歩を
するときは、必ずリードをつけてください。

● 国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準
負担額減額認定証」をお持ちの人へ

　現在交付している認定証の有効期限は、7月31日（水）までです。継
続して必要な人は、7月中に区役所保険年金課で手続をしてください。
持ち物 ●対象の人の国民健康保険被保険者証  ●朱肉を使う印鑑

　　　　　 ●窓口に来る人の本人確認書類（免許証など）

● 後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を送付します
　今年度の保険料額について、7月16日（火）に通知書等を発送
します。7月中に届かない場合は、お問い合わせください。

● 小児医療証を8月に更新します
　8月に小児医療証を一斉更新します。該当する人には新しい医
療証を7月末に発送します。手続は不要です。
※ 0歳児の医療証の有効期限は、誕生月の末日まで（1日生まれの場合は、前

月末日まで）です。

● 重度障害者医療証を8月に更新します
　8月に重度障害者医療証を一斉更新するため、新しい医療証を
7月末に発送します。手続は不要です。
※ 精神障害者手帳をお持ちの人については、医療証の有効期限は、手帳の期

限までです。更新には、別途手続が必要です。

内　容  ①親子サッカー教室　
 ②観戦会（ガンバ大阪戦：19時キックオフ）
 ＊会場間は日産自動車によるバス移動
日　時  8月31日(土)14時30分～21時30分

 （集合：14時30分）
集合場所  日産ウェルフェア横浜（新子安1-37-1）
 ＊最寄駅：JR線新子安または京急線京急新子安 歩7分
対象・定員  区内在住の小学1～3年生と保護者（2人1組）、30組（多数抽選）
参加費  1組2,500円

 ＊ 参加者の家族を対象に当該試合のチケット（ホーム自由席）を販売します。同伴での観
戦を希望する場合は併せて申し込んでください（小・中学生600円、大人1,500円）。

申込み  8月17日（土）必着で、申込用紙をFAXかEメールで横浜マリノス（株）ふれあ
い事業部 285-0688 yfm-fureai@marinos.co.jpへ

 ※申込用紙は区ホームページにあります。
 ※当選者のみ、8月24日（土）までに連絡します。

第1回 第2回

日時 8月22日（木）
10時30分～11時30分

8月22日（木）
13時30分～14時30分

会場 松見集会所
（松見町1-10-1）

新子安地域ケアプラザ
（新子安1-2-4）

定員 各回50人（多数抽選）

▲ 親子サッカー教室

▲ 横浜F・マリノスの試合観戦

子ども

保険年金課からのお知らせ

イベント

●道路には飛び出さない、道路では遊ばない
● 道路を横断するときは、必ず「右・左・右」を

確認
● 一時停止場所や交差点では、一度止まって

周りを見る
● 自転車でのジグザグ運転や横に2台以上並

んでの運転はしない

● ルールを決める…（例）○時までに帰る／外では一人で遊
ばない／必ず防犯ブザーを持っていく

●怖いときは大声で叫ぶ、そのために家で練習しておく
　（「たすけてー」でなくても「ギャー」でもOK）
● 人

ひとけ

気のない場所や死角となる場所など、子どもと保護者
であらかじめ確認しておく 詳しくは、

交　通

防　犯

昨年1年間に子どもが関係する交通事故は
区内で40件

子どもが被害に遭いやすいのは
誘拐、暴行、恐喝

「右・左・右」
を確認！

事故に
遭わない
ために

被害に
遭わない
ために

 バットや硬
かた

いボールの利用について

砂場の利用について

ごみの持ち帰りと喫煙マナーについて

犬の放し飼いについて

みんなで
子どもたちを

見守り
ましょう

アフリカンダンス＠神奈川区2019 検索

8月に第7回アフリカ開発会
議が横浜で開催されます。



工事にともない中央通路と西
口地下街間の仮設地下通路は、
7月中旬頃から一定期間通行で
きなくなります。
問合せ  都市整備局都心再生課

671-2693 664-3551

横浜駅西口仮設地下通路
通行止めのお知らせ

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  13時30分～16時　※2020年1月15日は10時～16時

 9月25日（水） 主な内容
○食生活のポイント　○生活習慣病予防とは
○調理実習　　　　　○身体活動と運動
○お口の健康　　　　○食品衛生について
○食生活等改善推進員（ヘルスメイト）の活動紹介　等

★標記日程以外に全市合同で実施する講演会が1回あります。
　12月2日（月）午後　関内ホール（中区住

すみよしちょう

吉町4-42-1）

10月 9日（水）

10月30日（水）

11月27日（水）

12月11日（水）

2020年1月15日（水）※

2020年3月11日（水）

食生活等改善推進員（ヘルスメイト）養成講座

連載 3 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

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

7月19日、8月16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

7月8日、8月19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

薬・生活衛生パネル展示
薬・危険ドラッグ・生活衛生に関する
パネルを展示します。

7月16日（火）～19日（金） ※神奈
川区薬剤師会会員による相談等は
18日（木）・19日（金）13時～15時

区役所別館1階 区民ホール
生活衛生課
411-7141 411-7039

年末たすけあい募金
配分金説明会
8月2日（金）①14時 ～15時 ②18

時～19時  はーと友
ゆう

神奈川 多目
的研修室（反町1-8-4）  地域福祉
推進を目的に活動している団体  

当日直接
区社会福祉協議会
311-2014  313-2420

災害ボランティアセンター
サポーター養成講座

区内で災害が発生したときに設置され
る災害ボランティアセンターやサポー

ターの役割を学ぶ養成講座の第1回。
講師：横浜創英大学こども教育学部
平

ひらの ともやす

野友康さん
8月29日（木）15時～17時  
はーと友神奈川 多目的研修室  
区内在住の高校生以上、先着50人

7月11日（木）から電話で区社会
福祉協議会

311-2014  313-2420へ

● 善意銀行（4月寄付分） ●

○明るい社会づくり運動
　神奈川区協議会
○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。（敬称略）

区社会福祉協議会 
311-2014 313-2420

各種検査・相談
申込み・問合せ 福祉保健課

411-7138 316-7877

無料
要予約

無料
要予約

無料
要予約
（匿名）

夏は、プールで涼しく、健康的に過ごしませんか!
営業期間：7月13日（土）～9月1日（日） 期間中無休

白幡仲町公園プール…白楽駅歩10分 ※子ども用プールのみ
　　　　　　　　　　 白幡仲町17  431-5620（期間中） 
六角橋公園プール…神橋小学校前バス停下車または白楽駅歩14分
　　　　　　　　　 六角橋6-1  432-3346（期間中） 

◯期間外の問合せ先
　市指定管理者 オーエンスグループ  03-3544-1551 03-3544-1560

プールの
種別 利用時間 料金

（1時間） 利用できる人

25ｍプール
9時～18時

（水浴は
17時50分まで）

100円

小学2年生以上
※1年生以下の子どもは原則として利用
できません。ただし、水着着用の保護者

（18歳以上）1人につき1人の入場・利用
ができます。※白幡仲町公園プールに
は25ｍプールはありません。

子ども用
プール

9時～16時
（水浴は
15時50分まで）

60円

幼児～小学1年生　
※未就学児は水着着用の保護者（18歳以
上）1人につき2人の幼児の入場・利用がで
きます。オムツが取れていない子どもは、
水浴ができません（幼児専用のビニール
プールをご利用ください）。

＜注意＞※バイク・車での来場はご遠慮ください（駐車場はありません）。 ※水温・気温
が低い場合は休むことがあります。 ※お得な回数券をご利用ください。

　ヘルスメイトは、地域で健康づくりをお手伝い
するボランティアです。子どもにも食べやすい野
菜料理の提案や、高齢者の健康を維持するための
食生活の紹介、ウオーキングによる
健康づくり等の活動をしています。
仲間と一緒に、地域の健康づくりを
広めませんか。

会　場  区役所別館2階 予防接種室　＊変更の場合あり
対象・定員  区内在住で、全日程参加でき、受講後は食生活等改
善推進員として活動できる人、30人（多数抽選）
費　用  テキスト代（1,200円程度）
申込み  9月6日（金）までに電話かFAXに氏名・住所・電話・

「ヘルスメイト養成講座受講希望」を書いて福祉保健課へ

イベント情報

※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。

福祉 健康と

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。



入所していない親子もどうぞ！

保育所等へ入所を希望している皆さんへ

！

！

！

神奈川区保育・教育コンシェルジュ　中
なかむら なおこ

村直子

　保育所・認定こども園では、「子育てひろば」として
園庭開放や育児講座などを行い、施設や職員の力を
生かした地域の子育て支援に取り組んでいます。

▶利用できる事由
◎ 保護者が働いていたり、出産、病気や親族の介護などのために、保育所等での保育を

必要とする場合に利用することができます。
◎ 仕事の場合は「1日4時間以上、かつ月16日以上」働いているときに利用できます。

保育所等の
見学をおすすめします

　園内にある「いちご畑」は地域の親子
が集える場。地域子育て支援担当の保育
士が訪ねる人を笑顔で迎えます。

仕事でなくても、用事やリフレッシュのために使
える保育サービスはありますか？

休日や子どもが病気のときなどでも、やむを得な
い事情で預かってほしい場合はどうしたらいい
ですか？

保育所等の種類や保育サービスなどがいろいろあっ
て、私の働き方だとどれに申し込めばいいのかわか
らない…

一時保育・乳幼児一時預かり事業・横浜子育てサ
ポートシステム等が利用できます。

休日保育・病児保育・病後児保育・24時間型緊急
一時保育等が利用できます。

お困りの場合は、ぜひコンシェルジュに気軽に
ご相談ください。

保育・教育コンシェルジュへの相談
日  時 月～金曜 9時～15時
場  所 区役所別館3階303窓口
申込み 電話かFAXか直接、こども家庭支援課

　　　 411-7157  321-8820へ
※ 予約優先ですが、空き状況等によっては予約がなくても随

時相談できる場合もあります。
※ 例年9～11月上旬は混雑します。早目の予約をおすすめします。

※ 利用希望時の施設等の状況により、受入れが難しい場合もあります。
※ 各種保育サービスについてはホームページに掲載しているほか、区役所別

館3階303窓口で資料を配布しています。

「子育て」の時期は、同時に『親育ち』の時期でもあります。子どもを
育て、子どもに教え、子どもから教わり、子どもとともに育ち歩

む…。ぜひ身近にある子育て支援の取組や保育サービスなどを活用し、
あせらず、急がず、ゆったりとした気持ちで、今しかないお子さんとの時
間を大切に過ごして欲しいと思います。

▶保育所等の種類　※対象年齢は施設により異なる場合があります。

種類 認可
保育所

認定
こども園

（保育利用）

地域型保育事業
横浜

保育室小規模
保育事業

家庭的
保育事業

事業所内
保育事業

（地域枠）

対象年齢※ 0～5歳児 0～2歳児

申請先 お住まいの区の区役所 各園に直接

☆このほか、認可外保育施設もあります（申込みは各園）。

「行ってみたい！」「うちの近所の園でも
やっているかな？」と思ったら…

◯「子育てひろば」実施施設の一覧表は市ホーム
ページへ
※ 園により日時・内容等が異なります。詳細は各園にお問い

合わせください。　

◯区内の保育
所等のマップ
は区役所別館
3階304窓口で
配布中

◯市立保育所の「子育てひろば」の情報は、毎月の広
報よこはま「子育て掲示板」（➡ ページ）に掲載し
ています。

　園児や、一緒に参加し
ている子どもたちと、思
いっ切り遊びましょう！

　親子で参加でき
る、子育てに役立つ
さまざまな講座を
開催しています。

　子育て中のちょっとした悩みや心
配ごとなど、気軽に相談してみませ
んか。誰かとおしゃべりしたいだけ
でもどうぞ。

保育・教育コンシェルジュから子育て中の皆さんへ

区内の「子育てひろば」紹介

季節のイベント「ひなまつり」の制作

同年齢の子どもたちに
交じって遊びや給食な
どを体験できます。

「トイレトレーニング」講座
熱心に話を聞き、意見交換する保護者のそば
で子どもたちは自由に遊んで過ごせます。

▶スケジュール・手続　例として4月入所に向け、区役所に申請する場合を紹介します。

＊前年度を参考にしたモデルケースであり、時期等は今後変更となる場合があります。
＊年度途中（5月以降）の利用を希望する場合はスケジュールが異なります。

親子で
楽しく

過ごせる

子育て中の
仲間と

つながる

保育士等に
気軽に

相談できる

月に一度の身長体重測定
「おおきくなったかな」
育児相談のイベントではありませんが、
測定後の自由時間には園の看護師が輪に
加わり、気軽に相談ができます。

広い園庭でのびのびと
「ボディペインティング」

神奈川区保育・教育コンシェルジュ　河
かわはら きょうこ

原恭子

申請時期にあわてないよう、早目に動き出しましょ
う。毎日通うことができるか、通園経路・手段など

を確認することは大事なポイントです。そして、ぜひ見学
に行ってみてください。園に電話をし、園の予定を確認し
て、相談して見学日を決めましょう。不安なことや疑問点は、保育所等にきちんと確
認しておくと安心です。施設の雰囲気や保育者の様子、子どもたちの過ごし方などを
見るといいと思います。
　 ページで紹介している「子育てひろば」を行っている園なら、それに参加するの
もおすすめです。
　申請書には、他区の保育所等も含め、希望順位を付けて記入します。たくさん見学
して、各家庭の希望に合った園が見つけられるといいですね。

　今月は、子育て中の皆さんにぜひ知ってほしい「保育園」を特集！区内の
保育所等で行っている地域の親子向けの子育て支援事業や、保育所等入所
に向けた手続の概要などを紹介します。
　入所を希望している人もそうでない人も、「子育てひろば」への参加や、入
所に向けた園見学などを通じ、お気に入りの保育園を見つけましょう。

問合せ こども家庭支援課
411-7112 ／ 411-7157（保育所等入所関係）  321-8820（共通） 

特 集

「いちご畑」は、いちごがつるを伸ばし根
をはり新しい株を増やすように、「子

育て支援の輪が地域に根ざし、子育ての仲間
の輪がもっともっと広がるように！」との思
いを込めてつけた名前です。
　知らない保育園だし…とためらっている人
も遠慮せず、ぜひ参加してください。皆さんの
参加をお待ちしています。

区役所への申請手続等についての詳細は、「保育所
等利用案内」に掲載されています。

配布場所

区役所別館3階
303窓口

保育所等
利用案内

保育所等
施設一覧

「子育てひろば」に来てみませんか？

保育所等入所  基本の『き』

たとえば…こんな質問にお答えします
あおぞら第2保育園

理事長  井
いざき かずお

﨑和夫さん（左）、園長  森
もり

  博
ひろし

さん

一時保育 乳幼児一時
預かり事業

横浜子育て
サポートシステム
（外部サイト）

申請前 2月10月 決定後11月 4月1日・入所

●見学など
　情報収集

上旬：「就業証明
書」入手

中旬：「保育所等
利用案内」入手

※区役所等で配布し
ます。詳細は問合せを。

上旬：一次申請
締切 

※居住する区によ
り提出締切日が異
なります。必ず利
用案内を確認して
ください。

上旬：結果通知
※郵便で届きます。 

●各施設の説明
　会等に参加
●入所準備

入所からしばら
くは「短縮（慣ら
し）保 育」の た
め、保育時間は
短くなります。

病児保育
事業

病後児
保育事業

24時間型
緊急一時保育

休日保育

　保育所・認定こども
園を親子で体験する
ことができます。 横浜市  子育てひろば 検索

園庭・施設開放

育児相談

育児講座

交流保育

申込み前にやって
おくといいことは
ありますか？

区民公募による子育て
支援キャッチフレーズ

取材したのは、
あおぞら第2保育園（六角橋）

※ 市のホームペー
ジ か ら ダ ウ ン
ロードもできま
す。該当ページの二次元コードはこちら➡

各種保育サービスについての詳細はホームページをご覧ください。
各ページの二次元コードはこちら➡

神奈川区
保育・教育コンシェルジュ　
原

　 はらだ    れい

田 玲

※ 保育・幼児教育や子育て支援など、子育てに関するさまざまな情報
を市ホームページに掲載しています。 横浜市  子育て・教育 検索



子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

8月6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

8月6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
7月11日（木）から電話かFAXで

子育て講演会�
「2歳児の子育てのくふう」
講師：東部地域療育センター
ソーシャルワーカー 鈴

すずき とよこ

木豊子さん
8月27日（火）10時～11時30分
区役所本館5階 大会議室 
区内在住の1歳10か月～2歳（8月

27日時点）の保護者、先着50人 
2歳以上、先着25人、申込時に要予約

7月12日（金）から電話でこども家
庭支援課 411-7111 321-8820へ

無料
要予約

無料
要予約

対象 内容
日程

持ち物
7月 8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

12（金）午後
23（火）午前 9（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

23（火）午前 9（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 1（月）

22（月）
5（月）

26（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 8（月） 19（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

1（月）
8（月）

22（月）

5（月）
19（月）
26（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

  27（土）   24（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（7月15日を除く）
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

水あそび 毎週月～金（7月15日を除く）
 10時30分～11時30分

☆18（木） 
9時45分～10時30分

☆26（金） 
11時30分～12時

土曜日施設
園庭開放

6・20（土）10時～12時
（保育室でも遊べます）

27（土）10時～12時
（雨天時：うさぎルーム）

20（土）10時～12時
「園庭で遊ぼう」

（雨天時：おひさま室）

ランチ
交流◎

☆3・17（水）
離乳食後期・乳児食

☆18・25（木）
乳児食・幼児食

☆12・19（金）
乳児食・幼児食

離乳食後期・乳児食：1食320円、幼児食：1食240円
育児講座・
交流保育

☆1（月）10時から
「親子で七夕飾りを作ろう」

☆4（木）9時45分から
「どろんこあそび」

☆5（金）9時30分から
「七夕集会交流」

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

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。

7月13日（土）・26日（金）、8月17日
（土）・29日（木）、9月14日（土）・27日（金）、
10月3日（木）いずれも10時～11時 

各回先着20人 

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
◆�マタニティプログラム
妊娠中から来てほしい！知ってほし
い！地域情報もたくさんあります。
○産前から知っ得！赤ちゃんのいる
産後の暮らし・体験版
いろいろな抱っこの方法、先輩親の

体験談などなど…地域活動をしてい
る助産師さんもアドバイザーとして
来てくれます。妊娠中の人はもちろ
ん、もうすぐ孫の生まれる人もぜひ
どうぞ！

7月20日（土）10時30分～11時30分
○簡単！マタニティヨガ

①7月12日（金）②8月9日（金）いず
れも10時～12時 先着15人

①受付中 ②7月19日（金）から、い
ずれも電話か直接

◆学生ボランティア�
　オリエンテーション
学校の夏休みに親子ふれあい体験を
してみませんか?
①7月27日（土） ②8月3日（土）
いずれも13時30分～15時

高校生以上
※ボランティアの日にちは希望を聞
いて調整します。 ※オリエンテー
ションは、1回参加でOK！

受付中。電話か直接

かなーちえ 検索

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の8月26日（月）は本館地下1階、土曜両親教室
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。

イベント情報
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   7 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。松見保育園の「おべんとうひ
ろば」は、熱中症、食中毒予防のため、7月から9月の間お休みします。各園の園庭開
放・水あそびは、暑さ指数（WBGT）28以上の場合、中止になることがあります。

※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。



直売所ウオーキング
～片倉・神大寺を歩く～

新鮮な野菜を販売している直売所な
どを巡るウオーキング（約3.5km）

7月24日（水）9時～10時30分頃（集
合：8時45分） 片倉町駅（集合・解散） 

区内在住・在勤・在学の人、15人（多
数抽選） 飲み物・タオル・帽子 ※当
日は、歩きやすい服装・履き慣れた運
動靴で参加してください。

7月19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・年齢・郵便番号・
住所・電話を書いて 区政推進課

411-7027 314-8890へ
神奈川区　直売所ウオーキング 検索

親子で3
スリム

R夢クッキング
～夏の自由研究にも最適！～

ごみを出さない料理方法を体験しなが
ら、絶品夏カレーを作って食べよう！

7月30日（火）10時～13時 神奈川
地区センター 区内在住の小学生と
保護者、先着9組 エプロン・三角巾

7月11日（木）から電話かFAXか
Eメールにイベント名・氏名・住所を
書いて地域振興課資源化推進担当

411-7091 323-2502
kg-shigenka@city.yokohama.jpへ

とっておきを巡るバスツアー
～神奈川大学＆羽

はざわよこはまこくだい

沢横浜国大
駅見学～

◆主催：わが町かながわとっておき実
行委員会　

8月23日（金）10時45分～15時頃（受
付：10時30分から） 区役所（集合・
解散） 区内在住・在学の小中学生と
保護者、15組30人程度（多数抽選）

歩きやすい服装 ※昼食は神奈川
大学学生食堂利用または弁当持参

8月2日（金）までにホームページの
申込みフォームで

神奈川区　とっておき 検索

区政推進課
411-7027 314-8890

神奈川区民まつり
ステージ出演者・
フリーマーケット出店者募集
10月13日（日）10時～15時30分 

※小雨決行 反町公園（反町1-12）
①ステージ出演者：区内在住・在

勤・在学者による団体（出演時間は交替
時間含め約15分） ②フリーマーケット
出店者：区内在住・在勤・在学者、募集区
画40区画 ※選定方法：神奈川区民ま
つり実行委員会にて選定し、結果を全
員に通知します。 1区画1,500円

7月19日（金）必着で、はがきか
FAXに氏名・住所・電話（ステージ出演
応募は団体名・内容も）を書いて 地域
振興課 411-7087 323-2502へ

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース
★不登校と学校に行きづらい子の親
の集い「はなまといる」
同じ立場の親同士、おしゃべりや情報
交換しませんか。

7月15日（祝・月）①グループでトー
クタイム：10時30分～12時、②交流タ
イム（ランチ持込み自由）：12時～14
時 反町駅前ふれあいサロン（桐畑
20-12） 不登校や学校を休みがち
な小中高校生の保護者、先着15人 

200円  当日直接
はなまといる 担当：東

ひがしだ

田
090-6010-2341 413-2605
hanamatoiru@gmail.com

防セン��サマーフェスティバル2019
今年は日本の夏を満喫！消防ホースを 
使った噴水で水遊びできるよ！消防音
楽隊のパフォーマンスや飲食ブースなど

7月20日（土）11時～15時 
横浜市民防災センター（沢渡4-7） 
水に濡れても良い服装
当日直接
横浜市民防災センター
312-0119 312-0386　

横浜消防　サマーフェスティバル2019 検索

夏休み昆虫観察会
①神の木公園（神之木台13）：7月

27日（土）、②台町公園（高島台29）：7
月29日（月）いずれも10時～12時

各公園先着12人 筆記用具・虫取
り網・虫取りかご

7月11日（木）から電話で
神の木公園 421-7883
台町公園 323-0129へ

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グリル教室
バーベキューアドバイザーによる実
演やバーベキューグリルの体験

C：9月14日（土）、D：9月15日（日）
いずれも10時～14時 家族・グルー
プ、各回13組（多数抽選） 中学生以
上1人2,200円、小学生1,800円、4歳～
未就学児1,000円、3歳以下100円　
★もしもの体験キャンプ
被災時を想定した宿泊・生活体験

9月28日（土）14時～29日（日）14時
30分（1泊2日） 小学生と家族、20組

（多数抽選） 中学生以上1人5,500
円、小学生4,500円、4歳～未就学児
2,000円、3歳以下100円
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
7月15日（祝・月）～29日（月）にホー

ムページか往復はがき（消印有効）で事
業名（BBQグリル教室は参加回も）・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/

つるみ3R夢フェスタ
ごみ焼却工場見学会やリユース家具
抽選会など。食品ロス削減への取組
としてフードドライブ（未開封の缶
詰寄付受付 ※賞味期限が2か月以上
先のものに限る）を実施します。

7月20日（土）10時～15時 ※雨天時
は一部イベントが中止 資源循環局

鶴見工場（鶴見区末
すえひろちょう

広町1-15-1）
当日直接
資源循環局鶴見工場
521-2191 521-2193

平沼記念体育館からのお知らせ
★キッズテニス

9月5日～10月31日（毎週木曜全9
回）15時30分～16時30分 

年中～小学2年生、10人（多数抽選） 
7,200円（全回分）　

★ジュニアテニス
9月5日～10月31日（毎週木曜全9

回）16時40分～18時 小学2～6年生、
10人（多数抽選） 9,000円（全回分）
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
7月31日（水）までにホームページ

の申込みフォームで
平沼記念体育館
311-6186 316-8521
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

第26回区民女子6人制
バレーボール大会

予選リーグ戦、決勝トーナメントで順
位を決定

8月25日（日）9時～16時 日産体
育館（恵比須町6-1） 区内在住・在
勤・在学・在クラブの15歳以上の女性
によるチーム 1チーム3,000円（別
途登録料2,000円）

7月31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7回ミックスソフトテニス
区民大会

①一般男女ペア ②80歳以上男女ペ
ア ③100歳以上男女ペア ④120歳
以上男女ペア ⑤130歳以上男女ペア 
⑥140歳以上男女ペア

8月25日（日）9時～17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・在クラブ者、
先着50組100人 1組2,000円

7月11日（木）～8月8日（木）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：周

しゅうとう

東
481-7566
kanagawa9_softtennis@yahoo.co.jpへ
区ソフトテニス協会：田

たなべ

辺
090-2202-5209
tanabe-tennis.0716@ymobile.ne.jp

※専用の申込用紙は地域振興課にあ
ります。

第25回区民テニス団体戦
男子ダブルス・女子ダブルス（各2組）・
ミックスダブルス（1組）の計5組によ
る団体戦

8月25日（日）9時～19時 
三ツ沢公園テニスコート 
区内在住・在勤・区テニス協会登録

者、24チーム（多数抽選） 
1チーム15,000円（全員が協会登録

者の場合13,000円）　
8月10日（土）必着で専用の申込用

紙をEメールか往復はがきで区テニ
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

※専用の申込用紙は区テニス協会の
ホームページにあります。

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。

◆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

●水曜ヨーガ＊ 12：55～13：55
16歳以上、20人

●からだメンテナンス＊ 14：05～14：50

●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

●ボディメイク 13：20～14：20

☆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

●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 �7月22日（月）

7月1日（月）から天井脱落対策等の工事のため、第1・2体育室とエントラ
ンスホールは使用できません。通常の出入口が使用できないため、地下駐
車場からエレベーターをご利用ください。

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

◆夏休みこども卓球体験教室
8月6日（火）・9日（金）・13日（火）・15

日（木）（全4回）17時15分～18時45分
小学2～6年生、先着12人
1,600円（全回分）
7月16日（火）から電話かFAXか直接

◆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～
ボールやフラフープなどを使います。

8月27日（火）10時30分～11時30分
幼児と保護者、先着25組
1組200円（子ども追加1人200円）
飲み物・タオル
7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
7月16日
（火）

◆夏休み工作
　～ペーパークラフトの写真立て作り～

7月29日（月）10時～13時
小学生以上、先着15人 800円
7月12日（金）から電話か直接

◆親子手打ちうどん教室
7月30日（火）10時～13時
小学生と保護者、先着12組
1組2,000円
エプロン・三角巾・筆記用具・持ち帰

り用容器
7月13日（土）から電話か直接

◆親子でワッとあそぼう
　～夏はプール遊びもあります！～

8月5日（月）、9月2日（月）
未就園児と保護者、各回先着20組
1組100円 着替え（プール遊びを

する人） 当日直接

〒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

◆子どもクッキング
　～動物パンをつくってみよう～
好きなデザインのパンを作ります。

8月12日（休・月）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） 1,500円 エプロン・三
角巾かバンダナ・手拭きタオル・作っ
てみたいパンのデザイン画

7月29日（月）必着で往復はがき（1人
1枚）に氏名・郵便番号・住所・電話・学
年・アレルギーの有無を書いて施設へ
◆夏休みこどもサイエンス
★〈低学年向け〉
　ぶつからない車を作ろう

8月12日（休・月）10時～12時
小学1～3年生、10人（多数抽選）
700円
7月29日（月）必着で往復はがき（1人

1枚）に氏名・郵便番号・住所・電話・学
年を書いて施設へ
★〈高学年向け〉
　6足歩行ロボットを作ろう

8月20日（火）10時～12時
小学4～6年生、10人（多数抽選）

（開場：19時） 先着100人
当日直接

◆「第7回 J
ジャズ

azz i
イン

n かながわ」
　出演バンド募集
12月14日（土）・15日（日）に出演するバ
ンドを公募します。

12団体（多数抽選） 
1団体5,000円
7月16日（火）～8月15日（木）に電話

かFAXか直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
7月16日
（火）

神奈川図書館 検索

◆土曜日のおはなし会
7月13日（土）①幼児（3～6歳）向け：

14時から ②小学生（5歳～小学2年
生）向け：14時30分から 

当日直接
◆展示「もっと知ろう！もっと
　読もう！アフリカのこと」
第7回アフリカ開発会議のパネルや
アフリカに関する図書を展示

7月19日（金）～31日（水）
当日直接

◆大人のための朗読会
竹

たけにし ひろこ

西寛子『松
まつかぜ

風』ほか
出演：朗読の会クローバー

7月20日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆図書館 d
デ

e Y
イエス

ES！
　（ヨコハマ・エコ・スクール）
使用済みの食用油を使ってキャンド
ルを作ろう。発電実験の見学も。
講師：ソフトエネルギープロジェクト
佐

さとう かずこ

藤一子さん
8月1日（木）10時～11時30分
小学1～4年生、先着20人
7月11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

◆女性のためのパソコン講座
①ワード中級（全2回）8月13日（火）・
14日（水） ②即戦力U

アップ

P！実践エクセ
ル（全2回）8月15日（木）・16日（金） 
③速習パワーポイント（全2回）8月24
日（土）・25日（日）
いずれも10時～15時30分

女性、各講座先着12人
各10,800円 ※免除制度あり（要問

合せ） 有料（要問合せ）
7月17日（水）から電話（ 862-4496）

かホームページで

に飾り、置物を作ります。
8月31日（土）10時～12時
先着12人 ※小学3年生以下は保護

者同伴 1,400円
8月8日（木）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
7月31日
（水）

◆チェリーハウスのおはなし会
○おはなしぽけっと

7月8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

7月22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
7月16日
（火）

◆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
　シューマンの会②
　～シューマンと
　クララ・シューマンの歌曲～
出演：平

ひらさわ まさあき

沢匡朗（ピアノ）、山
やまぐち よしこ

口佳子（ソ
プラノ・藤

ふじわら

原歌劇団）　
7月25日（木）11時～12時（開場：10時

30分） 小学生以上、先着300人
500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
7月16日
（火）

◆ノンアルコールカクテル講座
ホームパーティーを盛り上げよう。

7月27日（土）10時～12時
成人、先着12人 1,000円
先着8人、1人500円
7月11日（木）から電話か直接

◆津軽三味線L
ライブ

IVE
出演：澤

さわだ かつのり

田勝紀さん ほか
8月3日（土）13時～14時（開場：12時

45分） 先着50人 300円
当日直接　

◆輪踊り！和踊り！
　みんなで踊ろう！盆ダンス！
ファミリー参加大歓迎！ガラポン福
引・ミニ縁日もあるよ！

8月3日（土）14時30分～16時30分
先着50人 当日直接

◆子育て支援特別企画
　～夏休みうらしま荘開放デー～
大広間・2階ロビー・娯楽室を開放し
ます。お弁当持参大歓迎！

8月14日（水）～23日（金）9時～17時
当日直接　

〒221-0821 富家町1-3
432-3399 432-3321
kanagawa-kokaido.jp/

神奈川公会堂 休館
7月22日
（月）

◆大人のための演奏会シリーズVol.2
　 吉

よしたか りさ

鷹梨佐（バイオリン）&藤
ふじもり

森もり
の（ビオラ）デュオリサイタル

　ロビーコンサート
8月2日（金）19時30分～20時30分

900円
8月6日（火）必着で往復はがき（1人1

枚）に氏名・郵便番号・住所・電話・学年
を書いて施設へ

〒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

◆親子でつるつる
　手打ちうどんに挑戦！

8月18日（日）9時30分～12時30分
小学生と保護者、先着16組
1組1,500円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
7月12日（金）から電話か直接

◆おりがみボランティア養成講座
共催：区区民活動支援センター

8月20・27日、9月3・10日（火曜全4
回）10時～12時 区内在住・在勤・在
学の人、16人（多数抽選） 

500円（全回分）
8月6日（火）までに電話か直接

◆夏休みマジックショー
　～笑

しょうたいむ

太夢マジックによる
　ファンタジックショー～

8月25日（日）13時30分～15時30分
（開場：13時） 先着60人

100円（20歳未満無料）
7月14日（日）から電話か直接　

◆夏休み応援！親子で楽しむ化学教室
　～人工イクラを作ってみよう！～
食べられる人工イクラを作ります。

8月28日（水）10時～12時
小学生と保護者、先着12組
1組1,000円
7月16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

◆ 親子でワッと遊ぼう！ i
イン

n 白幡地
区センター夏休みスペシャル！

　～プールで水遊び～
天気が良ければ、外で水遊びをします。

7月22日（月）10時～11時30分
乳幼児と保護者、先着30組
1家族100円 水着または水に濡

れても良い服装・着替え ※オムツ着用
児は水遊び用の紙パンツを使用。詳細
は問合せを。 当日直接
◆夏休み化学実験教室
　～わたあめ器を作ろう～

7月23日（火）14時～16時
小学生、先着12人 ※小学3年生以

下は保護者同伴 500円 
250mLボトル型空き缶
7月12日（金）から電話か直接　

◆学問としての仏教番外編
　～仏教における地獄と極楽の思想
　（前編）～

8月21日、9月4・18日、10月2・16日
（水曜全5回）13時30分～15時

全回参加できる人、先着33人
1,200円（全回分） 筆記用具
7月30日（火）から電話か直接

◆ガラス瓶
びん

に花を入れた置物を作ろう
　～敬老の日のプレゼントにも～
好きな花をオイルの入ったガラス瓶

◆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

7月18日、8月1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
7月12・26日、8月9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。

※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。


