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ツイッターで情報発信中！
@yokohama_KNGW

問合せ 区政推進課  411-7021  314-8890

問合せ 地域振興課  411-7091  323-2502

おにぎり約280個約643万トン
約380万トン

約2万2,000円

日本の年間食品ロスの発生

量は約643万トン（平成28

年度農林水産省推計）。

飢
きが

餓に苦しむ国への世界の

年間食糧援助量約 380万ト

ン（2017年）の約1.7倍！

廃棄量の方が多いなんて

1人あたりの食品ロスの年間発生量です。

なんと、1人あたり年間約28キロ、おにぎり約280個分に

なります。お金に換算すると約2万2,000円分もの食料を

廃棄していることになります。お金も

家庭から出る
生ごみの約 60％は可
食部です。まだ食べら
れるものを捨てるな
んて

（平成30年度組
そせい

成調査）

約60%

家庭か
ら出る
生ごみ

約40%

食糧援助 1ページ
の答え

困り事やトラブルなどを相談できます

区役所の特別相談
お知らせ

　区役所では、無料で受けられる専門家による「特別相談」を行っていま
す。日々の暮らしの中での困り事などに、ぜひご利用ください。

　神奈川区の魅力をPRする写真を募
集しています。

テーマ 「神奈川区らしい」「神奈
川区ならでは」の魅力をPRする
写真
募集部門 ①一般部門
　　　　②小中学生部門

応募サイズ 四つ切またはA4サイズ
応募点数 1人につき3点以内
応募期間 受付中
●郵送…10月31日（木）必着
●窓口受付…10月31日（木）まで
に区役所本館5階505窓口 
地域振興課（平日9時〜17時）
応募方法 プリントした作品を郵
送か直接、 地域振興課写真コン
テスト担当へ

一般部門 賞 小中学生部門

1点
賞状、1万円の
図書カード

最優秀賞 1点
賞状、5千円の
図書カード

2点
賞状、5千円の
図書カード

優秀賞 2点
賞状、3千円の
図書カード

若干数 賞状、記念品 かめ太郎賞 若干数 賞状、記念品
※入賞作品は、区役所別館1階区民ホール等で展示を行うほか、入賞者氏名・作品を広
報よこはま神奈川区版及び区ホームページに掲載することがあります。
※詳細は、区役所・地区センター等で配布中のチラシ、または区ホームページでご確認
ください。

内容（1人25分程度） 相談日・時間   申込み方法（先着順・時間指定不可）

法律相談 毎週金曜
13時〜16時

区内在住・在勤・在学者は、相談
日当日9時から、区外の人は10
時30分から電話（ 411-7021）
で予約受付。先着6人。

司法書士相談 第1火曜13時〜16時 相談日当日9時から電話
（ 411-7021）で予約受付。先
着6人。行政相談、公証相談は
先着4人。

税務相談（2・3月を除く） 第2火曜13時〜16時
行政相談★／公証相談 第3火曜13時〜15時
宅地建物相談（1・8月を除く） 第3火曜13時〜16時

★11月の行政相談は区役所ではなく神奈川図書館で行います。
※祝日・休日・12月28日〜1月4日は実施しません。

神奈川区の魅力を「パチリ！」

第11回「わが町 かながわ とっておき」
写真コンテスト  作品募集中

お知らせ

応募・問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

第11回  神奈川区とっておき写真コンテスト 検索

府
ふかわ こうせい

川昊生さん

第10回「わが町 かながわ
とっておき」写真コンテスト
小中学生部門　かめ太郎賞

（六角橋商店街） 

　区民・事業者の皆さんと行政が一斉に、
「清潔できれいなまち神奈川区」のマナー
アップを目指し、ポイ捨てごみの清掃など
を行います。区内の各地域や団体ごとに定
めた集合時刻、集合場所から清掃を行いな
がら、11時までにメイン会場に集結します。
　昨年度は3,336人の皆さんにご参加いた
だきました。
　参加される団体・企業・学校等を募集して
います。事前にご連絡ください。

みんなのまちを、みんなできれいに

第13回わが町かながわマナー違反一掃作戦
イベント

9月25日（水）小雨決行
※荒天の場合は予備日に延期

【予備日】9月26日（木）
小雨決行・荒天中止

◯ イオンスタイル東神
奈川前広場

◯ 新子安オルトヨコハ
マ  バス降車場付近

特集は ・ ページへ➡

－家計にもやさしい食品ロス削減－

特 集

実施日

メイン会場



お知らせ

お知らせ お知らせ

振り込め詐欺の撃退には、声の録音が効果的

「自動通話録音装置」を無償で貸し出します

大切な命や財産を火災から守る！

住宅用火災警報器の設置と点検を
地域ぐるみで対策を

「飼い主のいない猫」を増やさないために

申込み・問合せ 地域振興課防犯担当  411-7095  323-2502

対象世帯  ●65歳以上のみの世帯（一人暮らしを含む） 　または、
 ●同居している人が勤務等で不在のため、日中は65歳以上のみの世帯
 ※区内世帯に限ります。

貸出台数  140台（予定） ※多数抽選
申込み   申請書に申込者の本人確認書類（免許証・保険証等、65歳以上であること

が確認できるもの）の写しを添付し、郵送か直接、 地域振興課へ
※申請書は区役所本館5階505窓口で配布、または区ホームページからダウンロードできます。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/bosai_bohan/bohan/kikitaiyo.html

受付期間  9月2日（月）～10月18日（金）
 ●郵　送　消印有効
 ●窓口受付　区役所本館5階505窓口 
　　　　　　　　  地域振興課（平日9時～17時）

●住宅用火災警報器とは
　火災による煙や熱を感知し、音声や警報音により
火災の発生を知らせ、被害の拡大を防ぎます。

●設置効果
　未設置の住宅では、設置済みの住宅に比べ火災による死者数が約1.5倍
になっており、未設置住宅の方が被害が大きいことが明らかになってい
ます。

●点検方法
○ テストボタンを押す、またはひもを引っ張

り、警報音を確認する（テストの際の警報
音は1回で切れます）。

○ 電池切れは表示を確認、または音でのお知
らせに注意する。

○半年に1回くらいの点検がおすすめです。

　飼い主のいない猫を増やさないために、どんな対策を思い浮かべますか。

　猫は繁殖力が高く、年に2～3回、1度に
2～6頭出産します。
　地域で話し合い、猫の数が増えないよ
う「T

ティーエヌアール

NR※」を行ったうえで、地域ぐるみ
で管理していくことが効果的です。

問合せ  神奈川消防署総務・予防課　 316-0119（代） 問合せ  生活衛生課　 411-7143  411-7039

固定電話に接続して
使用します

　電話の呼び出し音が鳴る前に「振り込め詐欺等防止のため、会話が録音されます」などの警告メッ
セージが流れ、通話を自動で録音する「自動通話録音装置」を高齢者世帯向けに無償で貸し出します。

神奈川区  防犯  843 検索

◆貸出しの可否は10月下旬ごろ郵送で通知します。
◆装置は区役所でお渡しします。
◆ 貸出しを受けた世帯には後日アンケートへのご協力をお願いしま

す（2020年3月頃実施予定）。

　今年創立70周年を迎えた大口通商店街は、明治・大
正期にルーツを持つ由緒ある商店街です。400ｍ近い
アーケード通りには休憩スペースも設置され、ゆっく
りと買い物が楽しめます。

　反町駅前通り商店街は、生活用品店を中心に、飲食店
や生鮮食料品店のほか、バラエティに富んだ店が並ん
でいます。寄

よせ

席やまち歩きなど、地元と連携したさまざ
まなイベントを活発に開催しています。

　消防署職員が自宅に取り付けに伺います。
対象   高齢者や障害者のみの世帯など、取付

けが困難な世帯
※ 取り付ける住宅用火災警報器は、申込者自身

でご用意ください。

取付け
支援もして
います！

T
トラップ

rap ……捕まえる　
N
ニューター

euter …不妊去勢手術　
R

リターン

eturn …元の場所に戻す

飼い主のいない猫の繁殖を抑え、元の場所で一代限
りの生を全

まっと

うさせることです

TNR
とは?

※

横浜消防
マスコット
キャラクター
ハマくん

扌

扌
住宅用火災警報器

餌やりの禁止➡おなかを空かせた猫がごみをあさる、ほかの場所で増え
る等、根本的な解決にはなりません。
家から離れた場所に置き去りにする➡遺棄することは犯罪（動物の愛護
及び管理に関する法律第44条第3項）です。

★不妊去勢手術費用の一部補助があります。一頭につき上限5,000円。
横浜市　不妊去勢手術 検索

耳カットは
不妊去勢手術が
済んだ印です

問合せ  地域振興課
411-7086  323-2502

身近な地域で買い物をしま
せんか？区内の魅力的な商
店街を紹介します。

大口通商店街 反町駅前通り商店街

9月13日（金）・14日（土）
には、70周年を記念した
商店街の20％プレミアム
付き商品券（にぎわい商
品券）の発売があります。
10月下旬には秋の大感謝
祭とハロウィンちびっ子
フェスティバルも。

9月28日（土）には東横フ
ラワー緑道フェスタが開
催されます。商店街から
の出店やフリーマーケッ
トで、買い物や飲食が楽
しめます。

JR大口駅西口方面から延びる
アーケード

昨年の東横フラワー緑道フェスタ
の様子

o-guchi.yokohama/ www.tanmachi.kanagawaku.com/
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問合せ 地域振興課　
411-7095  323-2502

事故の被害者にも加害者にもなることのないよう、交通ルールを守りましょう。

◆自分や家族の運転に不安を感じたら…考えてみませんか？運転免許自主返納制度 神奈川県  高齢者  免許返納 検索



　今回は、6月に実施された市立神奈川小
学校の「未

みりようぎょ

利用魚」を活用した独自給食の様
子を紹介します。「未利用魚」とは、水産物の 
流通過程で、サイズが小さいものや漁獲量
が少ないために市場では扱いにくく、一般
には出回らない魚です。
　当日の給食は未利用魚の説明の校内放送
が流れる中で始まりました。主菜は、未利用
魚を使った「コイワシのカレー揚げ」。子ど
もたちに人気のカレー味で、骨を気にせず
に丸ごと食べられ、おいしいと好評でした。
　また5年生は、市場関係者から水産資源の
有効活用などのお話を聞きました。

　この取組は、昨年度から横浜市中
央卸売市場魚食普及推進協議会の協
力で、独自給食が実施されている市
立小学校で行われています。未利用
魚の給食、次はどんなメニューが登

場するか楽しみ
ですね。

「地産地消」をキーワードに、神奈川区の魅力を連載で紹介します。

▲未利用魚を使った給食
　（主菜：コイワシの
　カレー揚げ）
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問合せ 区政推進課
411-7027 
314-8890

◀市場関係者の話に
　盛り上がる教室

肺がん検診
11月1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
10月1日（火）～23日（水）に電話か

直接 ※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時までに電話か直接

食生活健康相談
糖尿病や高血圧等生活習
慣病予防のための主に食生
活に関する個別相談

9月20日、10月18日（各回金曜）9時～
11時  区役所別館2階 栄養相談室

前日までに電話か直接

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

9月9日、10月21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
前日までに電話か直接

市民公開講座　　　　　　　　
「たかが便秘、されど便秘。　　
すっきり出して悩みを流そう!」

便秘のしくみを知ってあなたに合っ
た解決策を見つけましょう。
講師：大口さいとうクリニック院長
齋
さいとう なおやす

藤直康さん
10月13日（日）13時～14時（受付：

12時30分） 
神奈川区医師会 大会議室（反町

1-8-4 はーと友
ゆう

神奈川3階）  
区内在住の人、先着50人

9月11日(水)から電話で区医師
会  317-5475  317-5476へ

ライフデザインノート活用講座
区版エンディングノート「ライフデ
ザインノート」の活用に役立つ講座
★マネープラン
～介護・医療・葬儀のお金の話～
◆講師：ファイナンシャル・プランナー
井

いのうえ やすこ

上康子さん
10月19日（土）10時30分～12時
沢渡三ツ沢地域ケアプラザ（沢渡

56-1） 先着30人
9月19日（木）から電話か直接

沢渡三ツ沢地域ケアプラザ
577-8210 317-3171へ

★介護予防・健康寿命
～生涯現役の秘

ひけつ

訣は笑顔と仲間作り～
◆講師：看護師 斉

さいとう ともこ

藤友子さん

① 10月30日（水）13時30分～15時
地域包括支援センター若竹苑（羽沢

町550-1） 先着30人
9月30日（月）から電話か直接、地

域包括支援センター若竹苑 
382-0024  373-7472へ

② 11月11日（月）13時30分～15時
神之木地域ケアプラザ（神之木町

7-1） 先着30人
10月11日（金）から電話か直接、

神之木地域ケアプラザ 
435-2906  435-2908へ

※①②は同内容です。

● 善意銀行（6月寄付分） ●

○明るい社会づくり運動
　神奈川区協議会
○東神奈川部会
　（神奈川区内14郵便局）
○かめたろうおもちゃ病院
○おてらおやつくらぶ
　浄土真宗なごみ庵
○おてらおやつくらぶ
　曹洞宗愛知県第三青年会
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

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

知っていますか？10月11月は健康かながわ応援月間

連載 5 申込み・問合せ 福祉保健課
411-7138  316-7877

日　時  11月1日（金）13時30分～
　　　 15時30分（開場：12時30分）
会　場  神奈川公会堂（富家町1-3）
定　員  先着400人
申込み  9月11日（水）～10月25日（金）に電話か

　　　 FAXで、①氏名②年齢③住所④電話を福祉保健課へ ＊当日区薬剤師会によるお薬相談を実施（無料）

「走る意味
 ～闘病を乗り越え気づいたこと～」
　がん体験談や医師の講話から、がん検
診の重要性を学びましょう。

無料
要予約

　いつまでもイキイキと自分らし
く積極的に人生を歩むため、心身
ともに健康であることは重要な要
素の一つです。神奈川区では、健康
かながわ応援月間中、身近な場所
で健康づくりを応援するイベント
等を実施します。この機会に、あな
たも一緒に始めましょう！

◀「健康かながわ応援月間」対象事業は
　こののぼり旗が目印！

講
演
会
開
催

※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

プロランニングコーチ　金
　きん　てつひこ

哲彦さん
プロフィール

1964年北九州市生まれ。早稲田大学時代、
箱根駅伝でエースとして活躍。87年別府
大分毎日マラソン3位。リクルート陸上部
でコーチ、監督を歴任。マラソン解説でも
人気。2006年大腸がんを発症し手術。翌
年には早くもフルマラソンを完走。

講師

横浜市立大学医学部
肝
かんたんすい

胆膵消化器病学教室 診療教授　斉
　  さいとう　さとる

藤 聡さん
プロフィール

1990年横浜市立大学卒、医学博士。日本消化器病学会及び
日本肝臓学会の指導医・専門医。

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。



安全に
食べられる
限界

まだ
食べられる

消費期限 賞味期限製造日 （保存日数）

（品質）

　食品ロス削減の第一歩は買い物に行く
前から！まずは冷蔵庫の中身をチェック
しましょう。お店に行くと「安いから」と、
買い過ぎてしまうことはありませんか？
買い物リストを事前に作り、食べきれる
量を購入しましょう。

　買ってきた食品はきちんと使い切ることを心掛けましょう。
　保存方法によって日持ちが良くなったり、旨味が増す食材があり
ます。たとえば大量のジャガイモを購入した際はリンゴを一緒に入
れると長持ちし、キノコは冷凍すると長期保存できるうえ、旨味が増
します。このような食材のまめ知識や残り野菜を集めてできるレシ
ピなどを区役所で配布中の「まるごと旬野菜〜使い切りレシピ〜」で
紹介しています！ぜひ参考にしてください。
◆メニューに迷ったら、レシピはこちら…

　3010運動は、宴会時の食べ残しを減らすための
キャンペーンです。
①�“乾杯後30分間”は席を立たずに料理を楽しみま
しょう。
②�“お開き10分前”になったら、自分の席に戻り、再
度料理を楽しみましょう。
と呼びかけて、食品ロスを削減するものです。
　一人ひとりが「もったいない」を心掛け、楽しくお
いしく宴会を楽しみましょう。

●お米　●お茶漬け・海
のり

苔・ふりかけ
●パスタ、そうめんなどの乾麺
●調味料（しょうゆ・食用油など）
●缶詰・レトルト・インスタント食品
●粉ミルク・離乳食・お菓子 
など

「ヨコハマ3R夢」マスコット　イーオ

※ごみを出さない調理方法を体験できる料理教室

※2か月以上賞味期限が残っている
　常温保存可能なもの

●賞味期限が2か月をきっているもの
●開封されているもの
●生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
●アルコール
  （みりん・料理酒は受付可）

食べ残し 手つかず食品
例：安売りなどで
大量に買ったが、
食べきれなかった
食品

 過剰除去
例：野菜や果
物の皮を厚く
むき過ぎたも
のなど

冷蔵庫確認と
買い物リスト作り♪

賢く使い切りましょう♪

「3
さんまるいちまる

010運動」を実践してみましょう

3
スリム

R夢クッキング※に参加した親子に
感想や食品ロス削減に向けた取組を聞いてみました！ 「賞味期限」と「消費期限」の違いって？

　賞味期限は品質が変わらずにおいしく食べることができる
期限、消費期限は安全に食べられる期限（袋や容器を開けない
まま、書かれた保存方法を守って保存していた場合）です。
　ただし、一度開けてしまった食品は、期限に関係なく早め
に食べるようにしましょう。

「食べきり協力店」を知っていますか
　横浜市では食品ロスを削減する取組（①小盛りメニュー等の導入 
②持ち帰り希望者への対応 ③食べ残しを減らすための呼びかけ実
践 ④ポスター等の掲示による食べ残し削減に向けた啓発活動の実
施 ⑤それ以外の食べ残しを減らすための工夫）のいずれかを実践し
ている飲食店や宿泊施設に「食べきり協力店」として登録していただ
いています。神奈川区内には58店舗（2019年7月時点）あります。

➡神奈川区をクリック

本来は食べられるのに、廃棄される食品のことを指します。食品ロスとは

受付できる食品

横浜市では、10月を食品ロス削減に重点的に取り組む月間としています。
日々の生活を見直すことで食品ロス削減に繋

つな

がるだけでなく、お財布にも優しくなれるかも？
今すぐできる食品ロス削減方法を紹介します！

問合せ 地域振興課　 411-7091  323-2502

◆環境省のホームページ
から三角柱ポップのダウ
ンロードができます。

※11月以降の区役所等でのフードドライブの実施についてはお問い合わせください。
　フードドライブに関する詳細は…

◆冊子は区役所本館5階505
窓口で配布中です。

◆賞味期限と消費期限のイメージ

家庭でできること食品ロス削減に向け
レッツトライ！ 外食時にできること食品ロス削減に向け

レッツトライ！

フードドライブの活用食品ロス削減に向け
レッツトライ！

－家計にもやさしい食品ロス削減－

横浜市　まるごと旬野菜 検索

横浜市  フードドライブ 検索

3010運動  環境省 検索

横浜市  クックパッド 検索 　各家庭で食べきれない未開封食品を持ち寄り、地域の福祉団体
や施設等へ寄付することで「もったいない」を「ありがとう」へ変え
ていく取組がフードドライブです。集めた食品は子ども食堂やひ
とり親家庭への食料支援、地域ケアプラザ等で開催する高齢者の
食事会等で活用されています。

　今年度はフードドライブを区民まつりで
実施するだけでなく、区役所や資源循環局
神奈川事務所でも食品を受け付けます。参
加、お待ちしています！

乾
麺

食
用
油

地 域 振 興 課

自治会町内会・防犯等担当
資 源 化 推 進 担 当505

　和洋中などジャンルを問わ
ず、より多くの店舗に取組に協
力していただくために、食べき
り協力店のロゴが今年度から
新デザインになりました。
　このロゴが目印です！

横浜市　食べきり協力店 検索

受付場所 受付期間・時間

新規 区役所本館5階505窓口
（地域振興課）

10月31日（木）まで受付中（土日祝除く）
8時45分～17時

新規
資源循環局神奈川事務所

（千若町3-1-43） 441-0871
10月31日（木）まで受付中（日曜除く）
8時30分～16時

区民まつり（反町公園）
資源循環局神奈川事務所ブース 10月13日（日）10時30分～15時30分

デザイン協力：学校法人岩崎学園�横浜デジタルアーツ専門学校

今週の献立
何にしよう
かな…

リストがあると
買い物する時間も
短縮できるね

どの食材が
足りない
かしら…

保存方法を
工夫して
長くおいしく
食べよう

買い物リスト
豚挽き肉400g
玉ネギ3個
牛乳1本
納豆1パック
トマト2個
……
……

まめ知識もったいない

まめ知識もったいない

受付できない食品

特 集

竹た
け
う
ち内
さ
ん
親
子

寺て
ら
し
ま島

さ
ん
親
子

岩
いわさ

佐さん親子石
いしい

井さん親子

区地域振興課
資源化推進担当

伊
いとう

藤係長（左）と山
やまだ

田職員

➡区役所の窓口は
　この表示が
　目印です

肉など必要な量だ
け買うバラ買いを
実践しています。

切り方を工夫すれば
捨てずに使える部分
がたくさんありそう
だと思いました。

ナスの皮のむき方
（ヘタのぎりぎりを
切る）が参考になり
ました。

お菓子など、スー
パーでの買いすぎ
に気を付けようと
思います。



対象 内容
日程

持ち物
9月 10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

13（金）午後
24（火）午前 11（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

24（火）午前 11（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 2（月）

30（月）
7（月）
28（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 9（月） 21（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

2（月）
9（月）
30（月）

7（月）
21（月）
28（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

��� 28（土） �� 26（土）

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

なかまトーク・みんなでトーク・タイム
◆シングル親＆
　ステップファミリートーク
9月14日（土）10時30分〜11時30分

◆マタニティ＆孫まごタイム
「赤ちゃんが泣いて困った時の
対処法」
9月19日（木）10時30分〜11時30分

◆パパ達の子育てトーク
「スマホで撮るパパの写真術」
10月5日（土）10時30分〜12時

トピックス
◆かなーちえまつり・
リサイクルマーケット出店者募集
出店規格：1.5m×1.5m
10月26日（土）11時〜14時
東部療育ビル駐車場�ほか
20組（多数抽選）�※区内在住の人

優先
500円（東日本大震災復興応援義

援金として）
9月20日（金）〜27日（金）に電話か直接

◆中学生と親子のふれあい体験授業
お互いのふれあいの中から、机の上で
感じ取れない「人の気持ち」や「命って
すごい」が伝わり合う授業です。すくす
く子がめ隊、中学校、主任児童委員さ
ん、コミュニティハウスと共催します。
親子の皆さん、遊びにきてね♪
神奈川中学校コミュニティハウス
①9月12日（木）�②9月26日（木）�

③10月3日（木）�④10月10日（木）�
⑤10月17日（木）いずれも10時30分
〜13時（授業は1時間）
栗田谷中学校・地域交流室「まろん

るーむ」
①10月11日（金）�②10月15日（火）�

③10月18日（金）��④10月21日（月）　
いずれも9時30分〜12時（授業は2時
間）

かなーちえ 検索

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の9月30日（月）及び10月28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
10月8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
10月8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
9月11日（水）から電話かFAXで

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   9 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。
◎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。
※松見保育園の「おべんとうひろば」は、熱中症、食中毒防止のため、7月から9
月の間お休みします。
※各園の園庭開放は、暑さ指数（WBGT）28以上の場合、中止になることがあります。

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

7・21（土）10時〜12時
（21は、保育室でも

遊べます）

28（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）

21（土）10時〜12時
「作って遊ぼう」

（雨天時：おひさま室）

ランチ
交流◎

☆4（水）
離乳食完了食・乳児食

☆19・26（木）
乳児食・幼児食

☆13・20（金）
乳児食・幼児食

離乳食完了食・乳児食：1食320円、幼児食：1食240円

交流保育
4（水）リズム交流
9時30分〜10時
（受付：9時25分）

☆4（水）9時45分から
「リズムあそび」

☆27（金）9時30分から
「秋の自然とあそぼう」

（雨天中止）

育児講座
☆7（土）10時30分から
「オカリナコンサート」
小さい子も楽しめます

−−
6（金）10時40分から
「おはなし広場」
西菅田団地集会所

※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。



外
そと

そとあそび市
区内の外遊び活動団体が合同で開催
する外遊びイベントです。
9月20日（金）10時30分〜12時

※雨天中止
神奈川公園（栄町12-1）
区内在住の人� 当日直接
こども家庭支援課
411-7111� 321-8820

小児救急医療セミナー
知ってあんしん！こどもの
急な病気・事故
～おうちで看るとき、病院にか
かるとき～

◆講師：済
さいせいかい

生会横浜市東部病院
こどもセンター長�岩

いわもと�まり

本眞理さん
11月5日（火）14時〜15時30分

（開場：13時30分）
区役所本館5階�大会議室
区内在住の子育て中の人、先着65人
1歳以上、先着20人、講座申込時に申

込み。0歳児は保護者と一緒に聴講を。
9月20日（金）から電話で

こども家庭支援課
411-7111� 321-8820へ

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★親子向け音楽イベント
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する参加型音
楽イベントです。
①沢渡三ツ沢地域ケアプラザ（沢

渡56-1）：9月20日（金）
②反町地域ケアプラザ（反町1-11-2）：
9月24日（火）いずれも10時30分〜11
時30分（受付：10時15分）
区内在住の子と保護者、各回先着

15組
1組200円�※子ども追加1人100円
9月11日（水）からEメールに参加者

全員の氏名・参加人数（大人・子どもの
内訳も）・子の年齢月齢を書いて
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/

神の木公園からのお知らせ
★AED等の取扱い教室
松見消防出張所長による取扱講義と
実習
9月18日（水）13時30分〜15時
先着10人

★愛犬マナー教室
講師による基本的な指導と区生活衛
生課による災害時のペット対策
10月5日（土）9時〜10時��※雨天

中止
先着10組
………………上記共通………………
神の木公園（神之木台13-20）
9月11日（水）から電話かFAXで

神の木公園� 421-7883へ

自然観察会
公園内を散策して植物などを観察し
ませんか。
①神の木公園（神之木台13-20）：9

月29日（日）10時〜12時、②台町公園
（高島台29）：9月29日（日）13時30分〜
15時��※雨天中止
筆記用具・虫めがね（ある人のみ）
当日直接
①神の木公園� 421-7883、

②台町公園� 323-0129

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
C：11月9日（土）、D：11月10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　
★あったかエコキャンプ
11月16日（土）13時〜17日（日）15時
小学1〜6年生、50人（多数抽選）
6,500円　

★やきいも教室
A：11月23日（祝・土）、B：11月24日

（日）13時30分〜15時30分
家族・グループ、各回90人（多数抽選）
中学生以上1,000円、小学生800円、

4歳〜未就学児400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
9月15日（日）〜29日（日）にホーム

ページか往復はがき（消印有効）に事
業名（鉄板料理教室・やきいも教室は
参加回も）・参加者全員の氏名（ふりが
な）・性別・年齢・住所・電話・学校名・学
年を書いて施設へ
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/

神奈川区の水道メーター検針など
の委託事業者が変更となります
10月1日（火）から水道メーター検針、
引越しに伴う水道の開栓・閉栓業務及
び料金整理業務などを行う委託事業
者が、株式会社宅

たくはい

配から株式会社清
せいこう

光
社
しゃ

に変更となります。新委託事業者の
ユニフォームは下記のホームページ
で確認できます。
水道局お客さまサービスセンター
847-6262� 848-4281
横浜市水道局�検針�委託 検索

都
つおか

岡地区恵みの里「稲刈り・
脱
だっこく

穀体験教室」（全2回）
農家の指導のもと、稲刈り・脱穀の体
験をします。
①稲刈り：10月5日（土）9時から（荒

天時：6日（日））�②脱穀：10月19日（土）
13時から
旭区矢

やさしちょう

指町（下
しもかわい

川井ICそば）の田んぼ
市内在住の家族・グループ（1人で

も可）、20組（多数抽選）
1組3,000円（全回分・玄米5kg付き）
9月20日（金）必着で、はがきかFAX

に参加者全員の氏名・年齢・郵便番号・

住所・電話を書いて都岡地区恵みの
里運営協議会事務局「稲刈り・脱穀体
験教室」係
（〒241-0031�旭区今

いまじゅくにしちょう

宿西町289）
955-5057へ
環境創造局北部農政事務所
948-2481� 948-2488

新
にいはる

治恵みの里
「サツマイモ収穫体験」
10月20日（日）13時30分〜15時

（雨天時：27日（日）13時30分〜15時）
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・1人でも可）、先着15組
1組1,800円（収穫したサツマイモ

８株付き）
9月15日（日）から新治恵みの里ホー

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

平沼記念体育館
スポーツ・レクリエーション
フェスティバル
10月20日（日）

卓球：①9時30分〜10時40分�②10時
50分〜12時� 小学4年生〜中学1
年生、各12人（多数抽選）
スポンジテニス：①9時30分〜10時
40分�②10時50分〜12時� 年中〜小
学6年生、各10組（多数抽選）�※年中〜
小学1年生は保護者同伴
バドミントンジュニア：①9時30分〜
10時40分�②10時50分〜12時� 小学
3年生〜中学1年生、各10人（多数抽選）
サークル発表会出演者：12時〜14時��
先着15団体
平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
9月15日（日）からホームページで

※体力測定（12時〜15時）など当日直接
参加できるプログラムもあります。詳し
くはホームページを参照ください。
平沼記念体育館
311-6186� 316-8521
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

夜間初心者バドミントン教室
10月12・26日、11月9・30日、12月

7日（土曜全5回）18時〜21時
神大寺地区センター（神大寺2-28-18）
区内在住・在勤・在学・在クラブ者
1人3,000円（全回分）
9月21日（土）必着でFAXか往復

はがきに住所・氏名・年齢・電話を書い
て区バドミントン協会：阿

あくつ

久津
（〒222-0036�港北区小

こづくえちょう

机町865-2-501）
475-0614へ

第37回区民レディーステニス
トーナメント
女子ダブルス、一般の部・ベテランの
部（ペア共に55歳以上）
11月7日（木）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、48組（多数抽選）
1組5,000円�※協会員同士ペアは

4,000円
10月10日（木）必着で専用の申込用

紙かはがきかEメールに申込者氏名・
住所・電話・年齢・参加の部と参加資格
（協会員は団体名、在勤者は勤務先・所
在地）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。
○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  9月24日（火）

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

◆すげたファミリー寄
よせ

席
演目：『そば清

きよ

』『湯
ゆやばん

屋番』
9月29日（日）14時～15時
先着40人 200円
当日直接

◆韓国語を学ぼう
ハングル文字の基本的な読み書きを
基礎から学びます。

10月11・25日、11月8・22日、12月
13・20日（金曜全6回）13時～14時20分

先着15人 3,000円（全回分）
9月13日（金）から電話かFAXか直接

◆かながわ☆ママの輪づくり
子育て中のママのためのリフレッシュ
タイム！アロマハンドトリートメン
ト・耳つぼリフレ・スクラップブッキ
ングなど

10月16日（水）10時～12時
先着20人 1メニュー500円
先着8人（6か月～2歳）、1人500円、

申込時に予約
9月18日（水）から電話かFAXか直接

◆地産地消料理教室「すげたキッチン」
大

だいなごん

納言ブレッドを作ります。
10月21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
9月23日（祝・月）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
9月17日
（火）

◆マロンパンを作ってみよう！
9月25日（水）9時30分～13時30分
先着9人 1,600円
エプロン・三角巾・筆記用具
9月12日（木）から電話か直接

◆世界の料理講座
　～インドネシア料理～
メニュー：ミーゴレン・アヤムゴレン・
ガドカド・デザート

9月27日（金）10時～13時　　
先着15人 1,600円
エプロン・三角巾・筆記用具
9月13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
9月24日
（火）

◆敬老の日イベント
サークルの発表会や手工芸品の展示・
販売。カラオケもできます。

9月21日（土）10時～15時
当日直接

◆裁判傍
ぼうちょう

聴
　～裁判の後にあるものは～
実際の裁判を傍聴し、「その後」のお話
を保護司に伺います。横浜刑務所で行
われる矯

きょうせい

正展も見学します。
①横浜地方裁判所で裁判傍聴

10月17日（木）9時～13時30分
横浜地方裁判所（中区日

にほんおおどおり

本大通9）
（現地集合・解散）

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

神奈川公会堂 休館
9月24日
（火）

＝講堂利用休止のお知らせ＝
音響設備更新工事のため、次の期間
は講堂は使用できません。
○利用休止期間
2020年1月8日（水）～28日（火）

◆「第6回コーラス i
イン

n かながわ」
　参加希望団体募集
2020年2月8日（土）に開催予定の「第
6回コーラス in かながわ」に出演する
団体を募集します。

12団体（多数抽選） 
出演者1人500円
9月30日（月）までに専用の申込用

紙で ※詳細はホームページでご確認
ください。

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
9月17日
（火）

神奈川図書館 検索

◆土曜日のおはなし会
9月14日（土） ①幼児（3～6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
川
かわばた やすなり

端康成『笹
ささぶね

舟』ほか
出演：朗読の会クローバー

9月21日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
9月24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

10月1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

◆フォーラム南太田シネマ
　『氷の花火　山

やまぐち さよこ

口小夜子』
11月17日（日）13時30分～15時10分
先着90人
900円（当日1,000円、残席がある場

合のみ） 
有料（要問合せ）
9月17日（火）から電話かホームペー

ジの申込みフォームで

7・14日（土曜全6回 ※11月23日は祝・
土）、1部 下半身を鍛えながら体幹力
アップ！：9時15分～10時15分、2部 
うしろ姿もかっこよく！：10時30分
～11時30分

1部：65歳以上の人、2部：20歳以上
の人、各先着12人

各部3,000円（全回分）
動きやすい服装・フェイスタオル・

飲み物（キャップ付き）・マット（持っ
ている人のみ）

9月18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
9月30日
（月）

◆チェリーハウスのおはなし会
○おはなしぽけっと

9月9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

9月23日（祝・月）10時30分～11時
………………上記共通………………

乳幼児と保護者、先着10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
9月17日
（火）

◆60分ミニミニオペラ
　ようこそ魔法の箱へ
　～ビゼー作曲『カルメン』～
出演：大

おおやま だいすけ

山大輔（バリトン）、長
はせがわ ねい

谷川寧
（ストーリーテラー）ほか

10月5日（土）15時～16時（開場：14
時30分）

5歳以上、先着300人 1,000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
9月17日
（火）

◆未来のパティシエに学ぶ
　簡単スイーツの作り方（1）
　～ワイングラスでパフェを作ろう～
協力：横浜スイーツ＆カフェ専門学校

10月5日（土）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・筆記用具
9月11日（水）から電話か直接

◆ハマチャチャ（フリチャチャ）教室
70年代に横浜で生まれたハマチャチャ

（フリチャチャ）。70～80年代の洋楽
にのせて頭と体を同時に動かし、筋力
アップや認知症予防にも効果的

10月11・25日、11月8・22日、12月
13日（金曜全5回）14時～16時

市内在住の60歳以上の人、先着20人
1,500円（全回分）
9月20日（金）から電話か直接

◆心のメンテナンス「写経講座」
　～般

はんにゃしんぎょう

若心経を写す～
10月19日、11月16日、12月21日

（土曜全3回）13時～15時
市内在住の60歳以上の人、先着16人
1,000円（全回分） 書道用具
9月28日（土）から電話か直接

②保護司の活動と矯正展見学
11月2日（土）9時15分～13時30分
神之木地区センター（集合）～横浜

刑務所（港南区港
こうなん

南4-2-2）（現地解散）
①②とも参加できる人、先着15人
交通費等は各自負担
9月13日（金）から電話か直接

◆神
かんなづき

無月ダンスパーティー i
イン

n 神之木
10月26日（土）13時～16時
先着100人 500円
9月14日（土）～10月25日（金）に直接

〒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

◆ホカホカ肉まん作り
　～家族も喜ぶ肉まん＆酸

サンラータン

辣湯～
10月4日（金）10時～13時
先着12人 1,200円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
9月11日（水）から電話か直接

◆癒
いや

しのキャンドルヨガ
　～アロマの香りを楽しみながら…
　ホワイトスワン式バレエヨガ～
和室で楽しむキャンドルヨガ

10月10・24日、11月14・28日、12月
12・26日（木曜全6回）18時30分～20
時30分 先着8人

2,400円（全回分） 動きやすい服装
9月11日（水）から電話か直接

◆親子で楽しむ化学教室
　～人工イクラをつくってみよう！～
ココア味やコーラ味のイクラを作っ
て食べ比べ！

10月27日（日）10時～12時
小学生と保護者、先着12組
1組1,200円
9月15日（日）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

◆ティーコンシェルジュが教える
　「ハーブティーの楽しみ方」

9月27日（金）10時～11時30分
先着10人 1,000円
9月11日（水）から電話か直接

◆丸ごとカボチャのチーズカレー
　～カボチャづくしで秋を味わう～
野菜ソムリエによる調理体験講座

10月3日（木）10時～13時
先着16人 ※食物アレルギーのあ

る人は要問合せ 1,100円
エプロン・三角巾・布巾
9月14日（土）から電話か直接

◆英語で読む世界の結婚と家族
　～英国王室のスキャンダルと英国史～
人類学の観点から背景知識、英文の読
み方を学びます。

10月3・10日（木曜全2回）14時～15
時30分 先着10人（中学英語レベル
以上の人） 1,000円（全回分）

筆記用具・英和辞典（電子辞書可、
持っている人のみ）

9月13日（金）から電話か直接
◆体幹トレーニングⅡ
　～年齢に合ったカラダ作り～

10月12・26日、11月9・23日、12月

◆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

9月12・26日、10月10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
9月20日、10月4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。


