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特 集

医療機関等と協力して

災害時のぼり旗掲出訓練を行います
お知らせ

実施期間
　大規模災害が発生したと
きに、診療が受けられる病院
や診療所※は「診療中」、薬を
出すことができる薬局は「開
局中」の黄色いのぼり旗を掲
出します。お近くの医療機関
等でご確認ください。
※歯科診療所を含む

　横浜FCと神奈川区役所は、2010年に「ECO
パートナー協定」を締結し、脱温暖化や環境保全・
環境啓発などの取組を協働して進めています。
　今年も、横浜FCのホームゲームが行われる8月
24日（土）に「ECOパートナー DAY」を開催しま
す。
　横浜FCはホームゲームの毎試合、入場者1人あ
たり1kg分のカーボンオフセット※を行っていま
す。ECOパートナー DAYでは、試合に勝利した
場合、入場者1人あたり4倍の4kg分のカーボンオ
フセットを行い、温室効果ガスの削減の取組を進
めます。
※カーボンオフセット…イベント開催により排出される
CO2を植林などにより埋め合わせる取組

◎状況により、訓練中に診療（開局）
中でも、のぼり旗を掲げられない医
療機関や薬局もあります。

問合せ 福祉保健課  411-7136  316-7877

ただいま留守にしております…

▲薬局

病院・診療所▶

－振り込め詐欺に遭わないために－

在宅中でも
振り込め詐欺は昨年を上回るペースで発生中！

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

横浜FC vs 鹿児島ユナイテッドFCを観戦してエコに貢献しよう

E
エコ

COパートナーD
デー

AY
開催！

問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

お知らせ

入賞作品はホームページで公開中

第10回  神奈川区とっておき写真コンテスト 検索

藤
ふじわら のりこ

原典子さん

一般部門　
かめ太郎賞

（反町公園） 渡
わたなべ

部りこさん

（子安通）

小中学生部門
優秀賞

イベント

日  時 8月24日（土）
18時キックオフ（開場：16時）
会  場 ニッパツ三ツ沢球技場

（三ツ沢西町3-1）

市内にある
樹木の手入
れの際に発
生した間

かんばつざい

伐材の輪
切りを利用したマ
グネットやキーホルダーを作っ
て、楽しみながら環境について
学べる小学生以下の子ども向け
のワークショップも行います。

※試合の詳細等については、横浜
FCオフィシャルホームページから
ご確認ください。 横浜FC 検索



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

　国民健康保険では、内臓脂肪型肥満やメタ
ボリックシンドロームを早期に発見し、生
活習慣病を予防・改善する「特定健康診査（特定健
診）」を行っています。9月末までに受診すると、抽
選で1,000人に賞品が当たります（早期受診キャン
ペーン）。

横浜市けんしん専用ダイヤル
664-2606  664-2828　

受付時間  月〜土曜8時30分〜17時15分
※祝休日・年末年始を除く

横浜市特定健診
　ホームページ▶

対　象   40〜74歳の横浜市国民健康保険加入者
 ※妊娠中及び一部施設に入所中の人を除く。

受診方法  特定健診実施医療機関へ予約の上、受診（無料）
当日の持ち物  受診券、記入済み問診票、国民健康保険証

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

対象・定員 区内在住者、各回先着40人

保険年金課からのお知らせ

国民健康保険の健康診断（特定健診）
早期受診キャンペーン実施中！

お知らせ

問合せ  保険年金課保険係　 411-7124  322-1979

問合せ  区政推進課　 411-7021  314-8890

特定健診・キャンペーンに関する問合せ先

早期受診キャンペーン期間 早期受診キャンペーン賞品
9月30日（月）まで

（特定健診は2020年3月末まで受診可能）

横浜銀行アイスアリーナ招待券、
クオカードなど

※応募不要、賞品選択はできません。

横浜市  特定健診 検索

募集

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

家族が急に倒れたら…

心肺蘇生法及びAEDの取扱い

近所で火災発見！

初期消火器具を使って初期消火

地域の危険要素を確認

災害図上訓練

研修会の内容

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

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 18時〜20時30分
  9月  6日（金） 横浜市民防災センター Ｂ ─ ─

  ９月24日（火） 区役所本館地下1階
機能訓練室・研究室 Ａ Ｃ ─

10月  2日（水）

横浜市民防災センター

Ａ Ｂ ─

10月10日（木） Ｂ ─ ─

10月21日（月） ─ ─ Ａ

10月23日（水） ─ ─ Ｂ

10月28日（月） ─ ─ Ａ

10月31日（木） ─ ─ Ｂ

日程

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）

9月30日（月）まで

　区内19の公立小学校の児童の皆さんが区の花・チューリップを写生し、
4,353点の力作が集まりました。審査会により選ばれた「区長賞」「育み ハ
ミング♪かながわく賞」「神奈川区小学校優秀賞」の作品を紹介します。

中丸小学校2年
前

まえだ あかね

田朱音さん

南神大寺小学校3年
髙

たかだ たくま

田拓磨さん

羽沢小学校5年
金

かねこ ひとみ

子仁美さん

菅田小学校6年 
原
  はら　なつき

菜月さん

西寺尾小学校1年 
瀧

たきもと なのか

本菜乃香さん

大口台小学校2年 
片

かたがい れあ

貝怜空さん

子安小学校2年 
弓

ゆみおか あいな

岡愛奈さん

池上小学校6年 
永

ながおか ほのか

岡萌乃香さん

審査員 佐
さとう

藤 潮
うしお

（区連合町内会自治会連絡協議会会長）、
　　　  島

しまだ

田 惠
めぐみ

（区子ども会育成連絡協議会会長）、
　　　  区小学校校長会会長、区長、副区長、区土木事務所長（敬称略）

区民公募による子育て
支援キャッチフレーズ

神奈川区小学校優秀賞

区長賞

育み  ハミング♪
かながわく賞

第29回  区の花

問合せ  税務課家屋担当　 411-7054  323-1383

家屋を新築・増築した場合は職員が調査に伺います
平成31年1月2日から令和2年1月
1日までに新築・増築された家屋
は、令和2年度から固定資産税・都
市計画税が課税されます（都市計
画税の課税は、市街化区域内の家
屋に限ります）。税額の基礎となる
評価額を算出するために、地方税
法に基づき、区役所税務課家屋担

当の職員が訪問して家屋の屋根や
外壁、各部屋の内装及び建築設備
などの状況を調査します。調査に
伺う際は、事前の連絡のうえ、調査
の日程を調整しますので、ご理解・
ご協力をお願いします。また、建物
図面などの借用をお願いする場合
があります。

※ 調査をする職員は調査の際「徴税吏員証」、「固定資産評価補助員証」または
　「職員証」を携帯しています。

区民
どなたでも

参加できます

写生画展



肺がん検診
9月6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  680円
8月28日（水）までに電話で

※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。
◯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

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

8月16日、9月20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

8月19日、9月9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

健康の芽
人生100歳時代、からだの健康・元気を
もらって「なかま」をつくりませんか。

①9月5日：ウオーキング〜正しい
姿勢の歩き方〜  ②9月12日：「コグ
ニサイズ」&尿漏れ予防と対策  ③9
月19日：落語〜一

いっしょういちじゃくいちどいちろう

笑一若一怒一老〜
（公開講座） ④9月26日：食事で体が
変わる ⑤10月3日：人生100歳時代
の居場所づくりと健康吹き矢（木曜
全5回）いずれも10時〜12時  

①神奈川地区センター  ②③④⑤
区役所本館5階 大会議室  25人 ※
③のみ75人（多数抽選） 1,000円

（全回分） ※③のみ参加は500円
8月21日（水）必着で、はがきか

FAXかEメールに申込者氏名（ふりが
な）・郵便番号・住所・電話・年代・応募
動機と参加回数（全回または公開講座
のみ）を書いて 地域振興課生涯学
習担当  411-7093  323-2502

kg-gakyuu@city.yokohama.jpへ

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、セルフケア、脳ト
レ、リズム運動など

9月6日〜12月13日（毎週金曜全12
回 ※9月27日・10月25日・11月29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  
保険料500円程度  ※詳細は要問合せ

8月28日（水）〜30日（金）に電話
で盲特別支援学校：保

ほしな

科  
431-1629  423-0284へ

各種検診・検査・相談
申込み・問合せ 福祉保健課

411-7138 316-7877

無料
要予約
（匿名）

無料
要予約

無料
要予約

要予約

イベント情報

9月24日〜30日「結核予防週間」にあわせて 健診を受けよう！

連載 4 申込み・問合せ 福祉保健課
411-7138  316-7877

日　時  9月27日（金）9時30分〜10時30分
　　　 9月30日（月）13時30分〜14時30分
会　場  区役所別館2階 健診・検査室
内　容  問診・胸部エックス線検査
対象・定員  65歳以上で、胸部エックス線検査を受け

る機会がなく、3か月以内に受
けていない人、各回先着20人

申込み  電話か直接、福祉保健課へ

　肺がん、肺炎、肺結核…年齢とともに呼吸機能が低下し、肺の病気にかかりやすくなります。なか
でも結核は、1日に50人の新しい患者、5人の死亡者が発生している怖い感染症です。さらに、新たな
結核患者17,625人のうち、65歳以上が7割近くを占めています（「結核の統計2017」より）。
　結核は決して、他人事でも、過去の病気でもありません！結核の発病は、胸部エックス線検査で分
かるので、1年に1回は健診を受けましょう。
　もし結核と診断されても大丈夫！標準で6〜9か月間、毎日きちんと薬を飲めば治ります。また、
結核の治療費用は公費負担制度もありますので、ご安心ください。

　かながわ支え愛プランでは、地域の皆さんと共に「困ったときに助け合
う関係づくり」や「お互いを認め合い支え合う地域づくり」に取り組んで
います。一緒に活動を進めている地域ケアプラザ・地域包括支援センター
の取組を連載します。

子どもたちが安心して過ごせる町
を目標に、住民や保育・教育機関が
参加して意見交換をしています。

自治会町内会と各団体が協力して
開催しています。小中学生がボラ
ンティアをするなど、担い手の輪
が広がっています。

意見交換の結果、5月には保育園児と地域
の人が中心となり公園等に花を植えるフラ
ワープロジェクトを行い、交流を深めました

幅広い世代が楽しめるイベントです（写真は
じゃんけん大会の様子）

こどもみらい会議（新子安地区） 神奈川地区フェスタ（神奈川地区）

第3期神奈川区地域福祉保健計画 ～かながわ支え愛プラン～

新子安地域ケアプラザ
[担当地区]（地区連合町内会単位）

新子安・入江・子安通1丁目・浦島丘・神奈川

新子安地域ケアプラザは「地域住民と施設等
のネットワークづくり」「世代間の交流」に力
を入れています。地域の皆さんと一緒に取り
組んだ地域づくりの事例を紹介します。

副所長  下
しもかわべ

川邊さん（左）と
コーディネーター  池

いけだ

田さん 

連載
❶

問合せ 福祉保健課
411-7135  316-7877

健診を受けて、
早期発見・
早期治療！

受診者には、
健診記録が管理

できる「健康手帳」を
プレゼント！

● 善意銀行（5月寄付分） ●

○明るい社会づくり運動
　神奈川区協議会
○大口七島地区
　民生委員児童委員協議会
○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
○反町地域ケアプラザ
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

●結核健診

無料
要予約

※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。



3億

2億

1億

0

（円）

2016年

約1億
2,800万

2017年

約1億
4,400万

2018年

約2億
5,700万

○○警察ですが、あなたの
キャッシュカードが犯罪に
使われています。
後ほど銀行協会から電話があると
思います。

銀行協会です。
口座を悪用されないように
キャッシュカードを
新しくしましょう。
本人確認のため
暗証番号を教えてください。

犯人は、信用させるために、い
ろいろな人物になりすまし
て、電話をかけてきます。
弁護士、警察官、金融機関、役
所、〇〇協会、デパート店員…
男性だけでなく、女性の場合
もあります。

犯人A
（警察官役）

犯人B
（協会職員役）

犯人C
（協会職員役）
※直接、受け
　取りに来る

平日の午前10時～午後1時を
狙って多数発生！
一人で家にいる時間を狙い、そ
の日のうちにお金を引き出し
ます。

直接キャッシュカード
を預かる手口だけでな
く、封筒にカードを入
れさせ、目を離した隙
に偽のカードとすり替
える手口も。被害者はカードを
取られたことさえ気付きません。

始めの電話がかかってから、家に取りに
来るまであっという間！
家族などに相談する余裕を与えません。

詐欺に遭わないためには電話に出ないことが最も
重要です。そのためには…

警察を装う電話 銀行協会を装う電話 キャッシュカードの受け取り 通帳を確認してはじめて…

　留守番電話は声の録音を嫌がる犯人の撃退に
効果的です。
　最近は、呼び出し音が鳴る前に警告メッセージ
が流れ、自動的に通話を録音する機能が付いた迷
惑電話防止機能付き電話機や、既存の電話機に接
続するタイプの自動通話録音装置もあります。
＊電器店、家電量販店等で数千円～1万円台で購入できます。

 自動通話録音装置 を貸し出します
　固定電話に接続するタイプの自動通
話録音装置を無料で貸し出す予定です。

　● 対象者：区内在住の65歳以上の人 
     ※ほかにも要件があります。

　● 申込期間：9月2日（月）～10月18日（金）
　● 貸出予定台数：100台（多数抽選）
　● 問合せ：地域振興課（防犯担当） ☎411-7095
     ※内容は募集開始までの間に変更となる場合があります。

私も使っています！
　自動通話録音装置は、着信音が鳴る前に自動で警告メッ
セージが流れます。電話をかけてくれる友人や知人に失礼
ではないかと心配していましたが、理解してくれてほっと
しました。
　迷惑電話もなくなり安心して電話に出ることができま
す。しつこいセールスの電話もなくなって、一石二鳥です
ね。もっと早く取り付けていればと思いました。
　ぜひ地域の皆さんにおすすめしたいです。

「暗証番号」+「キャッシュカード」、それは詐欺です！

神奈川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

　犯人はまず、家の固定電話にかけてきます。名乗るのは、警察、区の職員、デパート店員、子ども
などさまざま。誰を名乗ってくるかは予想がつきません。
　また口実も、改元、消費税増税、確定申告など、世の中の動きやはやり、季節などに合わせて刻々
と変化していきます。
　「自分がだまされるわけがない」と考えていても相手はだましのプロ。対抗しようとしても無理
だと思ってください。
　犯行のパターンはさまざまですが、これだけは覚えていてください。
　電話で「暗証番号を聞き」+「キャッシュカードを自宅に取りに来る」のは詐欺です。
　「詐欺かな？」と疑う電話がかかってきたら、必ずキャッシュカードを渡す前に警察や区役所、
家族に相談してください。

登録はこちらから▶

これがキャッシュカード詐欺の手口

詐欺に遭わないために…
今すぐできる対策

不審な電話を取ってしまったら、迷わず相談！キャッシュカードを渡す前に必ず確認！  神奈川警察署  441-0110（代）

まだ対策をしていない人へ

電話でこの話が出たら！

大切な財産を守るための『保険』だ
と思って、今すぐ対策を
　「大切な人から電話があるかもしれないから」と留守番電話に
するのをためらっていませんか？ 
　神奈川区は交通の利便性もよく、犯人がアクセスしやすい立地
にあります。いつ、犯人があなたの家に電話をかけてきてもおか
しくありません。
　迷惑電話防止機能付きの電話機への変更や留守番電話の設定は、あなたの大切な財産を守るため
の『保険』です。まだ使える電話機を取り替えることをためらったり、留守番電話の設定の手間を惜し
んだりせず、今すぐできる対策をしましょう。ぜひ家族や近所の人にもすすめてください。

ぜ
ひ
家
族
の
電
話
機
の

設
定
を
し
て

あ
げ
ま
し
ょ
う

お互いに 声を掛け合い ましょう
　被害を広げないためには、近所の人とのコミュニケーションも
重要です。
　「こんな電話がかかってきた」「こんな対策をしている」など、隣
近所で日頃から声を掛け合うことで、被害を未然に防ぐことがで
きます。

 防犯情報メール を
配信しています
　区内で発生した身近な犯罪の情報を、神奈川
警察署の情報提供に基づき、区役所から配信し
ています。

警察と区役所が連携し、
振り込め詐欺撲滅に
取り組んでいます

神奈川区防犯情報メール 検索

神奈川警察署
服

はっとり ふみひこ

部文彦生活安全課長

在宅時でも
留守番電話に
設定する

留守番電話が
作動する前に
電話を取らない

　自分だけはだまされないと思っていませんか？
　振り込め詐欺の被害者は「自分だけは引っかからない」と思っていたにもかかわらず、犯人の巧妙な
手口・話術によりだまされています。被害を防ぐために、今すぐできる対策を紹介します。

問合せ 地域振興課　 411-7095  323-2502

在宅中でも

－振り込め詐
さぎ

欺に遭わないために－

銀行協会です。
古いカードをお預かりして、
預かり証をお渡しします。

　2018年の区内の振り込め詐
欺の被害額は約2億5,700万円
で、金額は過去最大、県内市区町
村でワースト2を記録しました。
　今年に入ってからも被害件数
は増加しており、6月末現在で
41件（昨年同時期34件）発生し
ています。

区内の被害状況

時給が高いアルバイトの誘い話に注意！
逮捕される10代の若者が増えています
　「指示された家に書類を受け取りに行くだ
けの簡単な仕事」などの誘いに乗り、振り込め
詐欺の一部を担う10代の若者が増えていま
す。小遣い稼ぎの感覚でたった一度でも誘い
に乗ると、詐欺グループから抜け出すことが
難しくなります。
　誘われてもきっぱり断ることが大切です。

詐欺に加担しないために

偽物

「こんな言葉にだまされない！」
◯高額なアルバイトがある
◯カードを預かってくるだけの簡単な仕事
◯ほとんどが警察に捕まらないから大丈夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

詳しくは
広報よこはま9月号で

お知らせします

特 集

神奈川区役所　大
おおすか

須賀地域振興課長（左）、神奈川警察署　服部生活安全課長▶

本物



対象 内容
日程

持ち物
8月 9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 9（金）午後 13（金）午後

24（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

9（金）午後 24（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 5（月）

26（月）
2（月）
30（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 19（月） 9（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

5（月）
19（月）
26（月）

2（月）
9（月）
30（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

��� 24（土） �� 28（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

水あそび
毎週月〜金

（8月12日（休・月）を除く）
10時30分〜11時30分

☆7（水）�
9時45分〜10時30分

☆6（火）�
11時30分〜12時

土曜日施設
園庭開放

3・17（土）10時〜12時
（保育室でも遊べます）

31（土）10時〜12時
「おおきくなったね
カードがもらえるよ！」
（雨天時：うさぎルーム）

17（土）10時〜12時
「おもちゃで遊ぼう」
（雨天時：おひさま室）

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
◆影絵で遊ぼう♪
　影絵グループ「こぐま」
8月29日（木）13時30分〜14時

ネットワーク
◆保育・教育コンシェルジュと話そう
「保育園のお話・基本のキ+α」
8月29日（木）：反町地域ケアプラザ、

9月20日（金）：六角橋地域ケアプラザ
いずれも10時30分〜11時30分

◆�ネットワーク交流会・みんなで学び
タイム「福祉分野にもプロジェクト
マネージメントを！」

講師：山梨県立大学准教授�田
たなか　けん

中 謙さん
8月30日（金）17時〜19時
先着50人� 受付中

なかまトーク・みんなでトーク
◆パパ達の子育てトーク
　「父親のモヤモヤ、本音、あれこれ」
9月7日（土）10時30分〜12時

トピックス
◆暑くても外遊び♪夏は水遊び♪
外の木陰は思いのほか涼しい♪�おもいっ
切り遊んで心も体も大きくな〜れ！
赤ちゃんも遊べますよ♪
①「きらきらプレイパーク」
8月17日（土）10時30分〜15時（雨

天中止）� 神奈川公園�※かめっ子
と同時開催
②「プレイパークで外遊びタイム」
8月24日（土）10時〜17時（雨天中止）

白幡の森プレイパーク（白幡西緑地）
③「情報と相談の出前」
8月28日（水）10時〜17時
片倉うさぎ山プレイパーク（片倉う

さぎ山公園）�※雨天時：うさきちハウス
④「親子で外で遊ぼうわくわくタイム」�
9月6日（金）11時〜12時
反町公園�※雨天時：かなーちえ

⑤「もっと外で遊びタイム」（外遊び応援隊）
9月10日（火）10時30分〜12時（雨天

中止）� 三ツ沢中公園

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）及び9月30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。

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）

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談
9月10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
9月10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
8月13日（火）から電話かFAXで

親子体操教室
9月9日（月）

10時30分〜11時30分
神の木公園（神之木台13）
未就園児（歩き始め〜）と保護者、

先着10組
1組500円
8月11日（祝・日）から電話で

神の木公園� 421-7883へ

無料
要予約

無料
要予約

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   8 月   （公立保育園の施設園庭開放・子育て支援事業）

☆の行事は事前申込みが必要です。
※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。
※松見保育園の「おべんとうひろば」は、熱中症、食中毒防止の為、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。

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。

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。



横浜音祭り2019��共催
神奈川区ボイストレーニング講座
プロのボイストレーナーと一緒に発
声の基礎を学びませんか？
10月24日（木）、27日（日）①10時〜

11時30分��②14時〜15時30分
かなっくホール（東神奈川1-10-1）
区内在住・在勤・在学の人、各回20

人（多数抽選）
9月15日（日）までにホームペー

ジの申込みフォームか往復はがきに
申込者氏名・住所・電話・年齢・メール
アドレス・同伴者（2人まで）全員の氏
名と年齢・希望日と希望時間（①か②）
を第2希望まで書いて 地域振興課
ボイストレーニング講座担当
411-7093� 323-2502へ
神奈川区　ボイストレーニング講座 検索

第41回�神奈川区
コーラス交歓会出演団体募集
11月16日（土）12時30分開演
神奈川公会堂（富家町1-3）
参加費：1団体2,500円
8月31日（土）までに電話かFAX

で区文化協会：土
どべ

部� 314-8883へ
※区文化協会への加入が必要（要会費）

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース
★講演会「わが子の不登校…どうした
らいいの？きっと大丈夫！」
◆講師：認定NPO法人フリースペース
たまりば理事長��西

にしの�ひろゆき

野博之さん
9月8日（日）講演会：13時30分〜15

時30分、交流会：15時30分〜16時30分
神奈川地区センター（神奈川本町8-1）
区内在住者・不登校や学校を休みが

ちな小中高校生の保護者、先着50人
8月11日（祝・日）からFAXかEメー

ルに氏名・電話・保護者か否かを書い
て「はなまといる」：東

ひがしだ

田
413-2605

hanamatoiru@gmail.comへ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ
★ヨガ＆太極拳教室
9月10日〜11月19日（毎週火曜全

10回�※10月22日（祝・火）を除く）
13時〜14時30分� 16歳以上の未経
験者、先着16人� 5,000円（全回分）
8月15日（木）から電話で施設へ

★ふれあい親子クラブ秋みつけ隊
10月2日〜23日（毎週水曜全4回）

14時30分〜16時30分� 年中・年長
と保護者、16組（多数抽選）� 2人1
組5,000円（全回分）、追加3歳以上1人
2,000円、2歳以下500円
★三ツ沢公園でスポレク2019
飯ごう炊飯・石窯ピザ（要事前予約）の
ほか、森のゲーム・クラフト・飲食物
のブースなどがあります（一部有料）。
10月20日(日)10時〜15時　

○飯ごう炊飯（カレー付）
市内在住者、50人（多数抽選）�
350円

○石釜ピザ
市内在住者、50人（多数抽選）
150円　

★網焼き料理教室
～秋の食材を網焼きにした料理づくり～
10月26日（土）・27日（日）10時30分

〜14時� 家族・グループ、各回64人（多
数抽選）� 中学生以上1,000円、小学生
800円、未就学児400円、3歳以下100円
★親子でいっしょに3B体操
10月3日〜31日（毎週木曜全5回）10時

〜11時� 1歳半〜未就園児と保護者、
20組（多数抽選）� 1組2,500円（全回分）
………………上記共通………………
三ツ沢公園青少年野外活動センター
8月15日（木）〜29日（木）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（※網焼き料理教室は
参加日も）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/

新
にいはる

治恵みの里
新米体験教室（全3回）
緑区新

にいはるちょう

治町の農家と一緒に稲刈り・脱
穀・精米を体験してみませんか。最後
にカマドで炊いた新米を味わいます。
①稲刈り：9月28日（土）�②脱穀：10

月12日（土）�③精米・新米のカマド炊
き：10月26日（土）いずれも10時30分
〜12時30分�※作物の生育・天候状況
など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・グループ（4人程

度まで、1人でも可）、先着15組程度�※
9月28日（①稲刈り）は必ず参加くだ
さい� 1組7,000円（全回分・収穫玄
米15kg付）
8月15日（木）から新治恵みの里ホー

ムページの申込みフォームで
www.niiharu.link/
環境創造局北部農政事務所
948-2480� 948-2488

第48回区民バドミントン大会
男女別クラス別ダブルス戦A・B・C・
シニア（45歳以上）
★女子の部： 9月1日（日）9時〜17
時� 神奈川中学校（西大口141）
★男子の部： 9月8日（日）8時30分
〜17時� 日産体育館（恵比須町6-1）
1人1,200円
8月17日（土）必着で専用の申込

用紙を郵送で区バドミントン協会：吉
よし

田
だ

（〒221-0801�神大寺1-21-51）
482-0981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にあります。

健康維持のためのボウリング体験会
ルールとマナー、実技を学びます。
9月4日〜25日（毎週水曜全4回）10

時30分〜12時� ハマボール（西区北
きた

幸
さいわい

2-2-1�ハマボールイアス8階）�
区内在住・在勤の50歳以上の人、先

着20人� 2,000円（全回分）
8月13日（火）から電話かFAXに

氏名・住所・年齢・電話を書いて、区ボ
ウリング協会（ハマボール内）
311-6700� 311-6712へ

区民秋季初中級ミックス
ダブルステニストーナメント
9月22日（日）9時〜19時� 三ツ沢

公園テニスコート（三ツ沢西町3-1）
区内在住・在勤または区テニス協会

登録者、52組（多数抽選）� 1組5,000
円�※協会員同士ペアは4,000円
9月2日（月）必着で専用の申込用紙

かＥメールに申込者氏名・住所・電話・
年齢、協会員は団体名、在勤者は勤務
先名と所在地を書いて区テニス協会
事務局（ 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。

第23回�区社会人サッカー
選手権大会
11月10日〜2020年2月23日の土・

日・祝日9時〜13時�※詳細は要問合せ�
新横浜公園（港北区小

こづくえちょう

机町3300）、
谷
やもと

本公園（青葉区下
しもやもとちょう

谷本町31-10）、三
ツ沢公園陸上競技場ほか�
区内在住・在勤・在学者によるチー

ム、先着10チーム�
1チーム15,000円（全回分）
8月11日（祝・日）から電話か専

用の申込用紙をFAXかEメールで区�
サッカー協会事務局
633-4567� 633-4577
kanagawaku.fa@gmail.comへ

※専用の申込用紙は区サッカー協会
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。
○工事のため、現在第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
出入口ではなく、地下駐車場からのエレベーターをご利用ください。

◆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 �8月26日（月）

◆秋期教室（10〜12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・税別） 対象・定員

バドミントン
10月1日から
毎週火曜全11回�
（10月22日、12月
3日を除く）

9：00〜10：50 9,185円 16歳以上、35人

やさしいストレッチ 10月2日から
毎週水曜全10回 11：10〜12：00 5,560円 16歳以上、16人

はつらつ健康づくり 10月3日から
毎週木曜全10回 9：20〜10：20 4,200円 55歳以上、70人

わくわく親子体操 10月10日から
毎週木曜全10回 10：30〜11：20 4,630円 2歳以上の子と保護者、

35組

ベビー＆ボディケア 10月4日から
毎週金曜全12回 9：40〜10：30

6,672円

首がすわる〜歩く前
の子と保護者、12組

ピラティス1 10月4日から
毎週金曜全12回

13：10〜14：10
16歳以上、12人

ピラティス2 14：20〜15：20

生活習慣改善体操 10月5日から
毎週土曜全10回�
（11月23日を除く）

9：30〜10：40
5,100円

40歳以上、18人

転倒予防体操 10：50〜12：00 40歳以上、15人

ジュニアテニス2
10月5日から
毎週土曜全12回�
（12月21日を除く）

7：40〜� 8：40 8,880円 小学2〜6年生、10人

大人のストレッチ 12月7・14・21日
（土曜全3回） 15：10〜16：10 2,220円 16歳以上、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 �8月19日（月）

8月11日（祝・日）〜31日（土）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

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

◆地産地消料理教室すげたキッチン
ハムマヨ&ひよこパンと季節の野菜
スープを作ります。

9月9日（月）10時～13時
先着8人 1,800円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
8月12日（休・月）から電話かFAXか直接

◆奈
なな

々先生と親子で体力アップ
9月24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
8月27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

◆手づくり水
すいぎょうざ

餃子料理教室
8月30日（金）10時～13時
先着16人 1,500円 
エプロン・三角巾・筆記用具
8月11日（祝・日）から電話か直接

◆フルーツカッティング
9月6日（金）10時～13時  先着12人 
1,800円 エプロン・三角巾・筆記用具
8月15日（木）から電話か直接　

………………上記共通………………
先着3人（6か月以上の未就学児）、1

人500円、8月24日（土）までに要予約
◆親子英語リトミック0歳～、2歳～
　音楽に合わせて楽しくABC

9月5日～12月19日（毎週木曜全15
回 ※10月31日を除く） 
①0～1歳児と保護者：10時～10時50
分 ②2歳児と保護者：11時～12時

①②各先着20組 1組9,750円
（全回分） 動きやすい服装

8月14日（水）から電話か直接
◆乳製品を使った和食料理
　～体を健康に保つ料理～

9月11日（水）10時30分～13時
先着20人 900円
エプロン・三角巾・筆記用具
8月15日（木）から電話か直接

◆手づくりパスタ料理教室
9月13日（金）10時～13時
先着15人 1,600円
エプロン・三角巾・筆記用具
8月16日（金）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

◆夏休みの宿題応援プロジェクト
小物作りやこども日舞の発表会

8月12日（休・月）10時～15時30分
小物作り：1作品300円～500円（材

料がなくなり次第終了） 当日直接
◆かみのきクッキング

9月21日：ミートローフ、10月19日：
肉まん・あんまん（土曜全2回）
9時50分～12時45分

先着12人 3,600円（全回分）
8月24日（土）から電話か直接

8月16日、9月6・20日（金曜全3回）
9時～11時30分

市内在住の60歳以上の人、先着5人
1,000円（全回分） 軍手・鉛筆（HB）
8月11日（祝・日）から電話か直接

◆まかせて厨
ちゅうぼう

房（1）
　～健康長寿のための料理！
　ゴーヤのいろいろアレンジ～

8月27日（火）10時～13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・ふきん・

手拭きタオル
8月12日（休・月）から電話か直接

◆第14回うらしま祭
　～作品展示や小物販売、演技発表
　など盛りだくさん～

9月1日（日）9時30分～15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
8月26日
（月）

◆第6回ハワイアン i
イン

n かながわ
横浜近郊地域で活躍しているフラダ
ンスチームやハワイアンバンドがす
てきなダンスと音楽を披露します。

8月17日（土）・18日（日）13時～16時
（開場：12時30分）

各日先着500人 当日直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
8月13日
（火）

神奈川図書館 検索

◆土曜日のおはなし会
8月10日（土） ①幼児（3歳～6歳）向

け：14時～14時30分 ②小学生（5歳～
小学2年生）向け：14時30分～15時

当日直接
◆大人のための朗読会
島

しまだ まさひこ

田雅彦『透
とうめいにんげん

明人間の夢
ゆめ

』ほか
出演：朗読の会クローバー

8月17日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆ラグビーワールドカップ2019TM  PR展
パネルなどのPRグッズやラグビーに
関する図書を展示します。

8月20日（火）～30日（金） 当日直接
◆親子おはなし会

8月27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

9月3日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着30人
当日直接

〒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。

8月26日（月）10時～11時
未就学児と保護者、先着30組
1家族100円 水着または水に濡

れてもよい服装・着替え ※オムツ着
用児は水遊び用の紙パンツを着用、
詳細は要問合せ 当日直接
◆スライムを作ろう

8月27日（火）14時～15時30分
先着100人 ※未就学児は保護者同伴
当日直接

◆白幡 秋フェス
　～みんなで楽しむ秋まつり～
ゲームや各種模擬店、リサイクルマー
ケットなどのイベントを開催します。

9月8日（日）10時～13時  当日直接
○リサイクルマーケット出店者募集

9月8日（日）9時30分～13時30分
（搬入・撤収含む） 先着16組

8月21日（水）から電話か直接

〒221-0801 神大寺3-25
491-4664

www.kana-sisetu.jp/log-top.html

神大寺中央公園こどもログハウス 休館
第3月曜

◆トワイライト講座
　「天体ショーとクイズ」
　～年に一回の夜のイベント～

9月7日（土）18時～19時 
先着100人 ※小学生以下は保護者

同伴  100円
8月13日（火）から電話かFAXか直接

◆ 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
8月21日（水）10時30分～11時30分
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
8月19日
（月）

◆若手応援！かなっく寄
よせ

席
出演：笑

しょうふくてい うこう

福亭羽光、入
いりふねてい こたつ

船亭小辰、瀧
たきがわ こいまる

川鯉丸
8月31日（土）14時～16時
小学生以上、先着300人 1,000円
受付中（全席自由）。電話（ 440-1219）

か直接
◆横浜音祭り2019パートナー事業
　若手応援コンサート
未来のヴィルトゥオーゾ（達人）を紹
介します！
出演：松

まつだ りな

田理奈・北
きただ ちひろ

田千尋（バイオリン）
9月14日（土）14時～16時
小学生以上、先着300人
3,000円、小中学生1,000円
受付中（全席指定）。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
8月13日
（火）

◆彫刻バードカービング体験講座
　～メジロのブローチを作ろう～
協力：うらしませきれい（バードカービ
ングサークル）

◆かながわママの輪づくり（4）
　～パンをこねながら先輩ママに
　相談しちゃお！～

9月28日（土）9時50分～12時30分
未就学児の母親、先着12人
1,300円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
先着3人（6か月以上の未就学児）、

1人500円、申込時に要予約
8月24日（土）から電話か直接

◆ パパとキッズのイクメンクラブ
　～パパと思いっきり遊んじゃお！～

「かながわママの輪づくり（4）」と同
時開催

9月28日（土）10時30分～11時30分
（部屋は12時30分まで）

2～6歳ぐらいの幼児と父親、先着
20組 1組200円

8月24日（土）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
8月13日
（火）

◆ホワイトスワン式F
フジ

uji産後骨盤ケアヨガ
　～1歳までの赤ちゃんと一緒に
　産後ヨガ体験～

9月3・17日（火曜全2回）10時～11時
12か月までの子と保護者、先着4組
1組1,000円（全回分）
8月14日（水）から電話か直接

◆秋の茄
なす

子を使った料理
デザートも作ります。

9月5日（木）10時～12時30分
先着12人 1,200円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
8月11日（祝・日）から電話か直接

◆キッズとジュニアのバレエ教室
9月4日～12月18日（毎週水曜全15

回 ※10月30日を除く） ①キッズ（年中
～年長）：15時10分～15時55分 ②ジュ
ニア（小学1～4年生）：16時～16時45分

①②各20人（多数抽選）
11,000円（全回分）
動きやすい服装・バレエシューズ

（詳細は要問合せ）
8月31日（土）までに電話か直接

◆親子リトミック
音楽に合わせてダンスや工作をします。

9月6・13日、10月11・25日、11月8・
22日、12月13・20日（金曜全8回） 
①1歳6か月～3歳児と保護者：10時
10分～11時 ②1歳～1歳5か月児と保
護者：11時10分～11時50分

①30組（多数抽選） ②18組（多数抽
選） ①1組4,000円（全回分） ②1組
3,700円（全回分） 上履き・タオル・
動きやすい服装・飲み物

8月30日（金）必着で往復はがきに
申込者氏名・住所・電話・年齢・子どもの
名前を書いて施設へ
◆おんぶ・だっこで親子フラダンス
5回参加で1曲マスターします。同室で
の見守り託児もあります。

9月10・24日、10月8・22日、11月5日
（火曜全5回 ※10月22日は祝・火）
10時～11時

未就園児と保護者、先着12組
1組2,500円（全回分）
8月12日（休・月）から電話か直接

◆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

8月15・29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
8月23日、9月6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。


