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区の人口
244,838人

世帯数
125,924世帯

（2019年10月1日現在）

神奈川区役所  〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8    411-7171（代表）
神奈川区役所  編集・発行／区政推進課広報相談係    411-7021　 314-8890

もくじ　特集… ・ ページ ／ お知らせ… ・ ページ ／ 福祉と健康… ページ ／ 子育て… ページ ／ スポーツ… ページ ／ 施設から… ページ

神奈川区
シンボルマーク

神奈川区役所 検索

かながわ

日時・期間　 会場　 対象・定員　 費用　 持ち物　 保育　 申込み　 問合せ　 電話　 ファクス　 ホームページ　 Eメール
（区役所の宛先）〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8 神奈川区役所◯◯課　※費用の記載のないものは無料です。 ※掲載内容は変更になる場合があります。

〈全ページ共通〉
マークの説明

ツイッターで情報発信中！
@yokohama_KNGW

2019
（令和元）年
No.265

月号11

神
奈
川
区
長　

高
田
靖

た
か
だ 

　 

や
す
し

子どもたちの歌声が響き渡る

第10回神奈川区小学校音楽フェスティバル

『東
とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

海道五十三次之内　神奈川　台
だいのけい

之景』（横浜市中央図書館所蔵）
かつては坂道に茶屋が並ぶ、神奈川湊

みなと

を見おろす景勝の地でした。
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問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

　区内の13小学校が参加する合唱などの発表会で、今年で
10回目を迎えます。子どもたちの素晴らしいハーモニーを
ぜひお聴きください。

日  時 12月7日（土）10時30分〜15時50分（開場：10時）
会  場 神奈川公会堂（富家町1-3）　 申込み 当日直接

　飲食店や小売店など個性豊かな区内商店街のお店のスタンプを集めて、
すてきな賞品を当てよう！
期  間 12月31日（火）まで　※2020年1月に抽選実施予定

対象店 区内商店街加盟店
（チラシが貼ってあるお店が目印です）
※詳細は冊子またはチラシをご覧ください。

スタンプを集めてもらおう！今年で7回目

「商店街かめ太郎ラリー」開催
イベント

イベント

特集は ・ ページへ➡

① 区内商店街、区内駅PRボックス、区役所、
地区センター等で配布している「商店街か
め太郎ラリー」冊子または店舗にあるスタ
ンプ台紙付きのチラシを手に入れよう。

② チラシが貼ってある商店街加盟店で買い
物をして、お店のスタンプを3つ集めよう。

③ 期間中に、冊子で紹介されている店舗または区役所にある応募箱に入れ
て応募しよう。

●市・区ゆかりの団体からの協賛賞品はこちら
神奈川スポーツセンター トレーニング室利用回数券3,000円分（10回分） 3人
カリタ ハンドドリップ用ポット 1人

京急電鉄 観
かんのんざき

音崎京急ホテルS
スパッソ

PASSO（温浴施設）ペア招待券 3人

三溪園 ペア入園券 10人

東急電鉄 のるるんランチB
ボックス

OX・消せる3色ペン・手帳バン
ドペンケースのセット　 3人

日産自動車横浜工場 ダイキャストカー（GT-R）　 3人
横浜みなとみらい 万葉倶楽部 ペア入館券 10人
横浜銀行アイスアリーナ ペア滑走招待券・タオル・ストラップのセット 5人

（公財）横浜市緑の協会 ズーラシア・金沢動物園ペア共通招待券　 5人
横浜DeNAベイスターズ 選手サイン色紙（1枚） 10人
Jリーグ 横浜FC ビッグフラッグタオルマフラー 5人

ほかにも、商店街や店舗からのすてきなプレゼントが当たるエリア賞や、かめ太郎グッズも当たります。

参加方法

特 集見どころいっぱい、
新たな発見も神

奈
川
宿
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う

●タイムスケジュール
グループ A B C D E
発表時間 10：30～11：10 11：40～12：40 12：50～13：50 14：00～15：00 15：10～15：50

出
場
校

① 西寺尾小学校 幸ケ谷小学校 羽沢小学校 菅田小学校 青木小学校

② 神奈川小学校 西寺尾第二小学校 三ツ沢小学校 大口台小学校 子安小学校

③ ― 池上小学校 神橋小学校 二谷小学校 ―

④ 2校全体合唱 3校全体合唱 3校全体合唱 3校全体合唱 2校全体合唱
※参加13校を5グループに分けた入れ替え制（グループ内は①→②→③→④の順に発表）

問合せ 地域振興課青少年担当　 411-7093  323-2502
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11月は児童虐待防止月間

参加しよう！オレンジリボン運動
令和2年度 
かながわ地域支援補助金

年末は混み合います

粗大ごみの申込みはお早めに！
令和元年度神奈川区人権啓発講演会

「あなたに会えてよかった」

　オレンジリボンは子育て中の親子を温かく見守
り、サポートしたいという意志を示すマークです。“児
童虐待のない社会を作ろう”というメッセージも込め
られています。
　子育てを応援する第一歩としてオレンジリボンを
胸に着け、児童虐待防止の活動に参加しませんか。

リボンの配布場所：区役所別館3階 304窓口（こども家庭支援課）

　12月は粗大ごみ収集の申込みが集中し、電話がつながりにくくなります。申
込みから収集までに3週間以上かかる場合もありますので早めにお申し込み
ください。インターネットでは24時間いつでも申込みできます。

　地域の課題解決へ向けて、地域のさまざまな団体が新規に立ち上げる事
業を応援します。

　虐待かどうかの判断は、子どもがどう感じ、
どう傷ついているか「子どもの立場」から判断
されるものです。子育ての悩みを一人で抱え込むことがきっかけと
なって虐待につながることがあります。子育てに悩んでいる人も、「虐
待かな…？」と気になっている人も、気軽にご相談ください。

　主任児童委員は、主に子どもに関す
る支援を行う民生委員・児童委員※で
す。区役所や児童相談所、学校などと
連携しながら、子育て家庭からの相談
に応じたアドバイスやオレンジリボ
ン運動の啓発など、地域の子どもたちが健やかに過ごせるよう活動して
います。お住まいの地域の主任児童委員を知りたいときは、福祉保健課
へお問い合わせください。
※�民生委員・児童委員…厚生労働大臣から委嘱された無報酬・非常勤の地方公務員

です。自らも地域住民の一員として地域での相談や見守り、相談内容によっては
専門機関とのつなぎ役として活動しています。

申込み・問合せ �総務課　 411-7007�� 324-5904

問合せ �資源循環局神奈川事務所　 441-0871�� 441-5938

〜�命の大切さ、命は繋がっている�〜
　実体験に基づくトークと思いのこもった歌を聴きながら、命の大切
さ、生きていることの素晴らしさについて一緒に考えてみませんか。

日　時  12月5日（木）
14時～15時30分（開場：13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  11月11日（月）からホームページの申込

みフォームかはがきかFAXに
①参加者全員の氏名、②代表者の連絡先を書い
て 総務課へ
※ 手話通訳を希望の場合は、11月22

日（金）までに要申込み。

申込み  粗大ごみ受付センターへ電話、もしくはインターネットから

子ども家庭支援相談（区役所別館3階）　 411-7173
よこはま子ども虐待ホットライン� 0120-805-240
 （24時間365日フリーダイヤル）

●子育てのことで悩んだら
　相談してみましょう！

●主任児童委員も
　オレンジリボン運動を
　応援しています

●事前説明相談会

講　師  う〜み�さん
北海道函館市出身のシンガーソングライター。運動中の事故により頚

けいつい

椎を損傷
するが、事故を乗り越え、自らの経験から命の大切さを一貫して訴えている。
2001年の映画『千と千尋の神隠し』イメージアルバムで『あの日の川へ』を歌う。
現在は全国各地で公演等を行いながら、メディアにも多数出演。

募集

補助金活用事例

粗大ごみ受付センター

一番長い辺が、金属製品で30cm以上、それ以外（プラスチック商
品、木製品など）で50cm以上のもの　
＊事前申込みにより有料で収集します。

対象

問合せ �（児童虐待防止）こども家庭支援課　 411-7173　 321-8820
� （主任児童委員）福祉保健課� 411-7132　 316-7877

申込み・問合せ �区政推進課　 411-7026　 314-8890
　　　　　　　　　　　　� kg-tiiki@city.yokohama.jp

主任児童委員には守秘義務があり、相談した人の秘密は守られます
ので、安心してご相談ください。

昨年の区民まつりでの啓発活動

区民力発揮コース 地域スクラムコース
募集
事業

子育て支援、高齢者支援、地域の魅力アップ、担い手の育成などの
地域の課題を解決することを目指す事業

対象
団体

区民を中心とした、おおむね5人
以上により構成される団体

自治会町内会を含む2つ以上の
団体が連携するもの

支援
内容

○ 事業実施に直接必要となる経
費の補助

○ 区民利用施設の一部の優先予約
○ 広報よこはま神奈川区版への掲載

事業実施に直接必要となる経費
の補助

受付
期間 12月9日（月）～2020年1月31日（金）

※ 募集要項は、区ホームページに掲載するほか、区政推進課や区内地区センター等で配
布します。

※令和2年度予算の執行を伴う事業などは、市会での予算議決後に確定します。

日　時  12月9日（月）10時～12時　 会　場  区役所本館4階 第3会議室
申込み  12月5日（木）までに①参加者の氏名 ②連絡先 ③参加人数を、電話

かFAXかEメールか直接、区政推進課へ

「かながわママコーラス　マミムジカ」
～ママコーラスで“孤

こそだ

育て”解消～
「みなかんファースト！」

～自治会加入促進プロジェクト～

区民力発揮コース 地域スクラムコース

◆インターネット（24時間受付）　
　 https://www.sodai.city.yokohama.lg.jp
◆電話（月～土曜の8時30分～17時、年末年始以外は祝日も受付）
　 0570-200-530（携帯電話・IP電話からは 045-330-3953）

◆聴覚・言語に障害のある人専用　 550-3599

事前に申込みのうえ、下記搬入場所に直接持ち込むこと
もできます。  ※処理手数料は収集する場合と同額です。

自己搬入も
できます

搬入場所   鶴見資源化センター（鶴見区末
すえひろちょう

広町1-15-1 資源循環局鶴見工場
内）など市内4か所

区民公募による子育て 
支援キャッチフレーズ

横浜市  粗大ごみ 検索



◯調理する人の健康管理  ◯食材や調理器具の加熱（85〜90℃ 90秒以上）
◯小まめに手洗い  ◯調理器具の消毒（次亜塩素酸ナトリウム）

問合せ 生活衛生課
411-7141�� 411-7039

ノロウイルス
による食中毒

冬は特に
注意！

予防の
ポイント

インフルエンザを予防するために…【予防のポイント】

連載�7 問合せ �福祉保健課
411-7138  316-7877

　これからインフルエンザの流行期となります。
予防のポイントを押さえて、健

すこ

やかに過ごしま
しょう。インフルエンザは、ウイルスが咳やくしゃ
み、汚染された手を介して鼻や口に入り、感染しま
す。急な高熱、頭痛、全身倦

けんたいかん

怠感、筋肉痛・関節痛、乾
いた咳などの症状が現れます。

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

11月11日、12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
前日までに電話か直接

ボランティア入門講座
ボランティアを始めてみませんか。

11月20日（水）、2020年1月15日
（水）、3月18日（水） いずれも10時30
分～12時 ※3回とも同内容

はーと友
ゆう

神奈川（反町1-8-4）
各回前日までに電話かEメール

で区社会福祉協議会ボランティアセ
ンター  322-2897　

volunteer@kanakushakyo.comへ

歩いて・噛
か

んでフレイル予防! 
～認知症予防にもつながる～

フレイルとは、加齢とともに心身の
活力（筋力・認知機能・社会とのつな
がりなど）が低下した状態です。健康
な状態からフレイルの段階を経て、
要介護状態になると考えられていま
す。また、お口の健康を保ち、栄養を
効果的に摂取することは、認知症や
病気予防に効果的。フレイル予防や
お口の健康を講演で学び、認知症予
防体操もやってみましょう。

講師：福島歯科クリニック
院長  福

ふくしま  ゆたか

島 豊さん
かながわ健康財団 
健康運動指導士  高

たかがき しげこ

垣茂子さん
横浜市立脳卒中・神経脊

せきずい

髄センター
管理栄養士  熊

くまがえ なおこ

谷直子さん
12月12日（木）13時30分～15時30

分（受付：13時） 
神奈川公会堂（富家町1-3）
先着300人  当日直接
高齢・障害支援課
411-7110  324-3702

● 善意銀行（8月寄付分） ●

〇明るい社会づくり運動
　神奈川区協議会
〇（宗）孝道山本仏殿
〇神奈川区シニアクラブ連合会
〇社交ダンスまゆの会
〇おてらおやつくらぶ
　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

肺がん検診
2020年1月10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
12月6日（金）～26日（木）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
※11月20日・27日、12月4日はB型肝
炎・C型肝炎の検査も追加できます。

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

11月15日、12月20日（各回金曜）
9時～11時

区役所別館2階 栄養相談室
前日までに電話か直接

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

③インフルエンザの
　予防接種をする
予防接種は、発
症する可能性を
減らし、発症し
ても重症化を防
ぐ効果が期待で
きます。

①こまめな手洗い、
　手指消毒
外出から帰宅し
た と き・食 事 の
前・トイレの後等
に、液体せっけん
を使って30秒以
上流水で手洗いしましょう。

②流行期に
　人込みを避ける、
　マスクを着用する
咳やくしゃみをすると、
しぶきが1～2ｍ飛ぶと
言われています。咳が出
る人は必ずマスクをつ
けましょう。

それぞれの予防策を行うとともに、
普段から十分な睡眠やバランスの
良い食事を心がけ、免疫力を高めて
インフルエンザにかからないよう
にしましょう。

こそだてひろば  11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 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

2・16（土）10時～12時
（保育室でも遊べます）

30（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）

16（土）10時～12時
「園庭で遊ぼう」

（雨天時：おひさま室）

ランチ
交流◎

☆6（水）
乳児食

☆21・28（木）
乳児食・幼児食

☆8・22（金）
乳児食・幼児食

乳児食：1食320円、幼児食：1食240円

交流
保育

6（水）9時30分～10時
「リズム交流」

☆27（水）9時45分～10時45分
「公園花壇づくり」

☆13（水）
9時45分から

「運動あそび」

☆15（金）
9時30分から

「リズム交流」

育児
講座 −− −−

1（金）10時40分から
「おはなし広場」
西菅田団地集会所

☆18（月）10時から
育児講座

菅田地域ケアプラザ

※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。
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神奈川台場跡

ゆっくり歩いて、町を楽しんでください。
歴史的名所はもちろん、亀や青海波を

モチーフにした車止めや街路灯など、現在の
町づくりも見どころです。

「宿場」と「湊」が共存していたことから人口が多く、寺社
も多くあり、開港時には外国領事館が置かれました。当

時、神奈川宿周辺は市内でもっ
ともにぎわっていた場所のひ
とつです。

　横浜市域の旧東海道
を「人との触れ合いを
大切に、道に迷いなが
らも歩きやすい道」に
するための活動やイベ
ントなどを開催してい
ます。

　区内を中心に、周辺の市・区の史跡、旧跡などを案内するボランティ
アガイドの会です。

  イベント　 浦島伝説ゆかりの地を訪ねる
日  時 11月30日（土）9時30分～12時30分　 料  金 500円（資料代）
申込み・問合せ 11月26日（火）までに電話かFAXで神奈川区いまむかし
ガイドの会：高

たかはし

橋　 090-5823-1644  401-8320へ。
※そのほかにもイベントを開催しています。詳細はホームページへ。

●東海道風景街道

●神奈川区いまむかしガイドの会

　亀の車止めは、神奈川宿歴史の道の整備時
に浦島伝説にちなんでデザインされました。
ほかにも青

せいがいは

海波の模様が施された道など、楽
しみながら歩ける工夫がされています。

まち歩きのお供に最適な「神奈川宿 歴史
の道」「かながわ歴史 亀さんぽ」のガイド

マップを配布しています。
配布場所

区役所本館5階
502窓口（区政推進課）

＊ホームページでも公開中。

特 集

　平安時代の終わりにできたと伝えられる神
社です。もとは飯

いいつなしゃ

綱社といわれ、かつての神奈
川湊

みなと

に出入りする船乗りたちから信仰されて
いました。江戸時代には神社のすぐ脇に日本橋
から七つ目の一里塚※が置かれており、一里塚
には珍しく桜が植えられていました。
※一里塚…江戸の日本橋を起点として
一里（約4キロ）ごとに置かれた道しる
べのこと。
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　横浜開港当時は、フランス領事館に充てられました。浦島丘にあった観

かんぷくじゅじ

福寿寺が
火事で焼失したため、浦島伝説にまつわる品が本寺であったこの寺にもたらされま
した。それ以来、「浦島寺」とも呼ばれ、親しまれています。浦島太郎が竜宮城に行っ
たときに乙

おとひめ

姫様から授かったという菩
ぼさつ

薩像などが伝わったといわれています。

　幕府のおきてや決まり事などを人々に伝
えるための重要な場所でした。江戸時代の
高札場は、神奈川警察署西側付近にありま
した。現在は、神奈川地区センターの前に復
原されています。

長ち
ょ
う

延え
ん

寺じ

跡あ
と

・
土ど

居い

跡あ
と

ほ
　現在の神

かながわどおりひがし

奈川通東公園の場所には、
長延寺が建っており、開港当時はオラ
ンダ領事館に充てられました。
　このあたりは神奈川宿の江戸から
の入口にあたり、土居といわれる土盛
りがありました。土居は一般的には見

み

付
つけ

と呼ばれ、宿場の範囲を示す役割を
持っていました。

　東海道五十三次のひとつ、神奈川宿。「神奈川宿歴史の道」は、歴
史や伝説を残す要所にガイドパネルを設け、そのルーツを楽しく
訪ね歩くことができるようにした歴史の散歩道です。
　歴史スポットの探訪はもちろん、健康づくりのためのウオーキ
ングや趣味の御朱印集めなど、楽しみ方はさまざま。あなたも歴史
の道を巡ってみませんか。

問合せ 区政推進課　 411-7028  314-8890

神
奈
川
宿
歴
史
の
道
を
巡
ろ
う

飯綱社（出典：『金
かながわすなこ

川砂子』） 星野町公園からの眺め神奈川通東公園に建つガイドパネル

慶運寺と滝の川（出典：『金川砂子』）
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今年は開港160周年。開港当初の建造物はほとんど失われ
てしまいましたが、身近に近代横浜の誕生を物語る重要

な遺跡が残されています。横浜開港の翌年、勝
かつ かいしゅう

海舟の設計で築
造された神奈川台場の遺構です。星野町公園等で当時の石積
みを実際に見ることができます。

神奈川台場を望む風景
（山本博士さん所蔵）

（公社）神奈川台場地域活性化推進協会　理事長　山
やまもと ひろし

本博士さん

に
笠か

さ

の
ぎ

稲い
な

荷り

神じ
ん

社じ
ゃ

歴史の道へ

レッツゴー
！

みんなで歩いてみよう！

探しな
がら歩

くのも

楽しい
よ！

見どころいっぱい、新たな発見も

　笠をかぶった人がこの神社の前を通ると、自然に笠が
脱げ落ちたそうです。そのため笠

かさぬぎ

脱稲荷と呼ばれるよう
になり、その後、笠脱
を笠

かさのぎ

に言い換えた
といわれています。

「東海道風景街道」　湯
ゆかわ あつこ

川厚子さん

大綱金刀比羅神社
と一里塚跡

慶運寺

長延寺跡・土居跡

高札場

神奈川台場遺構

笠　稲荷神社

探してみよう

ガイドマップ配布中

神奈川区の歴史  345 検索

いまむかしガイドの会 検索

  イベント　 

武
ぶそう

相宿場通行手形スタンプラリー　
市内の旧東海道の宿場町（神奈川・保土ケ
谷・戸塚）から藤沢宿を歩いて楽しむスタ
ンプラリーを開催中。11月30日（土）まで。

問合せ 武相宿場連携まつり実行委員　
宿場そば桑

くわなや

名屋　 331-0233

通行手形  東海道風景街道 検索

今と昔の

違いが分かるね！

今

今

今

今

今

今

昔

昔

昔

令和元年度中に、鶴見
区に続き「旧東海道デ
ザインプレート」が道
路上に設置される予
定です。

達人に
聞いた

達人に
聞いた

達人に
聞いた

こんなところ
にもカメ！

「神奈川区いまむかしガイドの会」
左から佐

さとう  のぼる

藤 昇さん、清
しみず よしろう

水敬朗さん



新鮮な野菜を販売している直売
所を巡るウオーキング（約4km）

11月27日（水）9時～11時頃 
集合：片倉町駅、解散：菅田農

園直売所（菅田町922） 区内
在住・在勤・在学の人、20人（多数
抽選）  飲み物・タオル・帽子 
※当日は、歩きやすい服装と履き慣
れた運動靴で参加してください。

11月15日（金）までにホーム
ページの申込みフォームかはが
き（必着）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

対象 内容
日程

持ち物
11月 12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

8（金）午後
26（火）午前 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

26（火）午前 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 11（月）

25（月）
2（月）

16（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 18（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

11（月）
18（月）
25（月）

2（月）
9（月）

16（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

   23（祝・土）  14（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

ちえのわタイム
◆簡単取り分け離乳食by横浜友の会

12月3日（火）10時30分～11時30分

マタニティ＆孫まごプログラム
◆産まれる前から知っておきたい！
　赤ちゃんが泣いて困った時の対処法

11月21日（木）10時30分～11時30分

ネットワーク
◆受けていますか？がん検診
講師：市民病院がん検診センター
統括保健師 浦

うらしま ゆき

島有希さん

11月13日（水）10時30分～11時30分
◆5分でできる♪
　片付けタイム&トーク
講師：地区わj

ジョブ

obメンバー
11月26日（火）13時30分～14時30分

トピックス
◆横浜市地域における父親育児支援講座
パパならではの絵本の読み聞かせ&
仕事と育児の両立
講師：NPO法人 全日本育児普及協会 
江

えど よしかず

戸義和さん（2児の父親）
12月7日（土）10時～11時45分

先着20組
受付中。電話か直接

◆おひざに抱っこでOK♪子育て講演会
「ありのままの我が子を受け止めよ
う♥安心して失敗のできる環境

（地域）で子どもは育つ」
講師：関東学院大学 
専任講師  久

くぼ けんた

保健太さん
12月9日（月）10時～11時30分

（開場：9時30分）
区民文化センター かなっくホール
子育て中の人・地域の人、先着300人
先着30人（2歳以上）、1人500円、

要予約
11月12日（火）から電話か直接

◆知ってほしい！ダブルケア
　育児と介護が同時に！？
　～ダブルケアラーの声をきく～
共催：神之木地域ケアプラザ
講師：一般社団法人ダブルケアサポート 
植

うえき よしこ

木美子さん
11月29日（金）10時～12時（13時ま

で交流タイム）
神之木地域ケアプラザ
ダブルケアに関心のある人
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11月25日（月）、12月14日（土）・16日（月）
は本館地下1階、11月23日（祝・土）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。

直売所ウオーキング
～菅田町砂田川沿いを歩く～

区内の直売所を紹介した冊子「ベジ
M

マップ

AP G
ゴーゴー

OGO!」掲載のコースです。
区役所5階502窓口で配布中！

神奈川区　直売所ウオーキング 検索

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）

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

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

12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

12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
11月11日（月）から電話かFAXで

イベント情報

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。
主催：外そとあそび市実行委員会

11月12日（火）10時30分～12時
三ツ沢公園（三ツ沢西町3-1）
当日直接
こども家庭支援課
411-7111 321-8820

「ひきこもり・不登校・働けない」 
若者との関わり方について 

（セミナー・個別相談会）
急速に変化する社会の中で若者が自立
に向けて一歩を踏み出すために、知っ
ておきたい家族や地域での支え方に
ついて専門相談員がお話しします。

11月30日（土）13時30分～16時30分
反町地域ケアプラザ（反町1-11-2）  
先着30人

11月11日（月）から電話かEメー
ルでよこはま東部ユースプラザ

642-7001 642-7003
ypt@sodateage.net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

※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。



新年賀詞交換会
地域の皆さんと新年の門出をお祝い
する賀詞交換会を行います。

2020年1月6日（月）15時～16時30分 
ホテル横浜キャメロットジャパン

（西区北
きたさいわい

幸1-11-3） 
区内在住・在勤の人 
3,500円（郵便振替）

12月10日（火）までに電話かFAX
で総務課 411-7006 324-5904へ

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★わくわく探し「芋
いもにかい

煮会」
11月24日（日）

1部（芋煮とおにぎり作り）：9時～10
時30分、2部（芋煮とおにぎりの食事
会）：10時30分～12時 

六角橋地域ケアプラザ（六角橋3- 
3-13）  50人（多数抽選） 

500円 （未就学児無料）
11月15日（金）までにEメールに参

加者全員の氏名・参加人数（未就学児は
年齢も）・1部への参加の有無を書いて

yokohamawakucafe@gmail.comへ
わくわく探しカフェ事務局
090-8115-4306
yokohamawakucafe@gmail.com
https://www.wakucafe.net/

横浜市場まつり2019
魚・野菜・果物…新鮮食材を買う！食
べる！マグロ解体ショー・青果模擬セ
リほかイベント多数

11月17日（日）8時～13時30分
横浜市中央卸売市場本場（山内町

1） ※公共交通機関をご利用ください
（横浜駅東口から市営バス48系統「中
央市場前」下車すぐ）。ペットを連れて
の来場はご遠慮ください。

経済局中央卸売市場本場 運営調整
課 459-3322 459-3307

園芸教室
～花を植付け心を癒

いや

す～
①台町公園（高島台29）：11月16日

（土）10時～12時、②神の木公園（神之
木台13）：11月16日（土）13時30分～15
時 ※いずれも雨天中止

各先着10人
11月11日（月）から電話かFAXで

台町公園 323-0129、
神の木公園 421-7883へ

もちつき体験教室
2020年1月11日（土）・12日（日）10

時30分～14時 
三ツ沢公園青少年野外活動センター 
家族・グループ、各回45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

11月15日（金）～29日（金）にホー
ムページか往復はがき（消印有効）に
事業名・参加日・参加者全員の氏名（ふ
りがな）・性別・年齢・住所・電話を書い
て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/へ

新
にいはる

治恵みの里
「コンニャク作り教室」

掘りたてのコンニャク芋を使って、生
コンニャク作りと試食。

12月1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（2人まで、1人も可）、先着15組

1組1,600円（お土産付き）
11月15日（金）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

都
つおか

岡地区恵みの里
「大根・白菜収穫体験 i

イン

n 都岡」
冬が旬の大根と白菜を収穫しませんか。

①12月14日（土）（荒天時：21日（土）） 
②12月15日（日）（荒天時：22日（日）） 
※いずれも10時から 

旭区下
しもかわいちょう

川井町の畑（三ツ境駅北口
からバス「程

ほどがや

ヶ谷カントリークラブ
前」下車、歩5分） ※車での来場可 

市内在住の家族・グループ（1人で
も可）、各日20組（多数抽選） 

大根1本150円、白菜1株300円（収
穫分は参加者が買取り）

11月29日（金）必着で、はがきかFAX
に希望日（①か②）、郵便番号・住所・電
話・参加者全員の氏名・年齢を記入し
て都岡地区恵みの里運営協議会事務
局「大根・白菜収穫体験 in 都岡」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
948-2482 948-2488

第54回区民女子9人制
バレーボール大会

クラス分け後、予選リーグを経て決勝
トーナメントで順位を決定。

12月8日（日）9時～17時 
子安小学校体育館（新子安1-36-1） 
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4,000円（別途登録料2,000円）

11月18日（月）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 担当：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73回日産カップ・神奈川区
ロードレース大会（横浜マラソ
ン2020チャレンジ枠選考）

一般（18歳以上、高校生を除く）男子
の部5.4km、高校男子の部5.4km、中
学男子2・3年の部3.6km、中学男子1
年の部1.8km、小学男子5・6年の部
1.8km、一般（18歳以上、高校生を除
く）女子の部3.6km、高校女子の部
3.6km、中学女子2・3年の部1.8km、中
学女子1年の部1.8km、小学女子5・6
年の部1.8km、ファミリーの部（小学1
～4年生と保護者、保護者1人に子は1
人限り）1km

申込み 当日先着受付  受付時間：各教室の開始20分～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。
○毎週開催ではありません。開催日時をご確認ください。
〇三ツ沢公園の駐車場をご利用ください。ただし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。

教室名 日程・曜日 時間 参加費 対象・定員

三ツ沢プラチナ健康タイム

11月18日、
12月2日

（各回月曜）

9：30～10：45

500円

16歳以上、40人

三ツ沢親子健康タイム◎ 11：00～11：50 0～2歳児と保護者、
40組

シニアビクス 13：15～14：45 50歳以上、40人

からだメンテナンス＊ 15：00～15：50
16歳以上、40人

ベーシックエアロビクス 11月7・14・21・
28日、12月5日
（各回木曜）

9：30～10：30

親子にこにこ体操◎ 11：00～11：50 3・4歳児と保護者、
40組

三ツ沢身
からだ

体喜ばせタイム 11月7・14・28日
（各回木曜） 12：30～13：30

16歳以上、40人ヨーガ＊ 11月7・21日、12
月5日（各回木曜） 14：00～14：50

ピラティス＊ 11月1・8・15・
22・29日、
12月6日

（各回金曜）

10：00～11：00

にっこり・しっかり健康体操 11：15～12：45 55歳以上、40人

レディースフィットネス 13：15～14：20 16歳以上、40人

◎対象年齢内の兄弟姉妹追加は1人につき追加100円

出張！神奈川スポーツセンター当日受付教室
神奈川スポーツセンターは天井脱落対策等の工事のため2020年3月31日（火）ま
で全館休館していますが、出張当日受付教室を開催します。

三ツ沢公園青少年野外活動センター（三ツ沢西町3-1）
神奈川スポーツセンター  
314-2662  314-4115  www.yspc.or.jp/kanagawa_sc_ysa/

〒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  11月18日（月）

11月11日（月）～30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

2020年1月13日（祝・月）8時30分～12
時 日産スタジアム新横浜公園内周
回道路（港北区小

こづくえちょう

机町3300） 市内
在住・在勤・在学の人 一般2,000円、
高校生600円、小・中学生300円、ファ
ミリー1組300円

11月30日（土）必着で専用の申込
用紙を郵送で横浜市立錦台中学校陸

上競技部顧問（〒221-0001 西寺尾
3-10-1）へ

区陸上競技協会事務局 担当：佐
さとう

藤
090-1552-3924　
m-shugar@bj8.so-net.ne.jp

※専用の申込用紙は地域振興課・神奈
川スポーツセンター・区内各地区セン
ターにあります。

会場を変更して
開催します

◆第4期教室（2020年1～3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

バドミントン
2020年1月7日から

毎週火曜全12回 
（2月11日を除く）

9：00～10：50 11,000円 16歳以上、35人

火曜ヨガ
2020年1月7日から

毎週火曜全11回 
（2月11日を除く）

9：15～10：15 6,730円 16歳以上、16人

フラダンス 1 2020年1月7日から
毎週火曜全10回 

（2月11日を除く）

10：30～11：45
6,120円 16歳以上、15人

フラダンス 2 12：00～13：15

はじめてのピラティス 2020年1月8日から
毎週水曜全12回

9：10～10：00
7,340円 16歳以上、18人

ステップUPピラティス 10：10～11：00

やさしいストレッチ 2020年1月8日から
毎週水曜全10回 11：10～12：00 5,600円 16歳以上、16人

ズンバ
2020年1月8日から

毎週水曜全10回 
（2月26日を除く）

19：30～20：30 7,130円 16歳以上、12人

はつらつ健康づくり 2020年1月9日から
毎週木曜全10回 9：20～10：20 4,600円 55歳以上、70人

☆Jrテニス 1 2020年1月9日から
毎週木曜全11回 16：00～17：00 8,970円 年中～小学6年生、10人

ベビー＆ボディケア 2020年1月10日から
毎週金曜全12回 9：40～10：30 7,340円 首がすわる～歩く前

の子と保護者、12組

ピラティス 1 2020年1月10日から
毎週金曜全11回 

（3月20日を除く）

13：10～14：10
6,730円 16歳以上、12人

ピラティス 2 14：20～15：20

Jr テニス 2 2020年1月4日から
毎週土曜全13回 7：40～ 8：40 10,600円

年中～小学6年生、18人

Jr バドミントン入門 小学3～中学1年生、12人

生活習慣改善体操 2020年1月11日から
毎週土曜全10回

9：30～10：40
5,600円

40歳以上、18人

転倒予防体操 10：50～12：00 40歳以上、15人

☆印のみ会場が異なります。 三ツ沢公園青少年野外活動センター 
※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。

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」
○水餃子作り

12月4日(水)10時～13時 
先着15人 1,500円
11月11日（月）から電話かFAXか

直接
◯クリスマスパン作り
シュトーレンとほろ苦コーヒーゼリー

12月9日（月）10時～13時
先着8人 1,800円
11月11日（月）から電話かFAXか

直接
◯子どもパン教室
パンでクリスマスツリーを作ろう！

12月21日（土）13時～16時
小学生、先着10人 ※小学3年生以

下は保護者同伴 1,200円
11月23日（祝・土）から電話かFAX

か直接
………………上記共通………………

エプロン・三角巾・手拭きタオル
◆お正月の寄せ植え

12月18日（水）10時～12時
先着18人 2,000円
エプロン・持ち帰り用袋（直径30 

cmの鉢が入るもの）
11月20日（水）から電話かFAXか

直接
◆クリスマスコンサート2019

12月22日（日）13時～15時
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

◆カジュアルおもてなしおせち料理
12月6日（金）10時～13時
成人、先着12人 1,800円
エプロン・三角巾・筆記用具
11月11日（月）から電話か直接

◆おイモの科学
12月7日（土）13時～14時30分
小学4年生～中学2年生、24人（多

数抽選） 600円
11月30日（土）までにおもしろ科学

たんけん工房ホームページの申込み
フォームで
おもしろ科学たんけん工房 検索

◆クリスマスロビーコンサート
12月21日（土）13時～14時
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

◆地域ふれあい交流会
　～チクセンのサークルを
　体験・体感してみよう！～
野菜販売、ケアプラザのこどもコー
ナー（午前）・レコード喫茶（午後）、ナ
ザレ工房の作品販売も同時開催

11月23日（祝・土）10時～15時
一部有料  当日直接

ンブルロビーコンサート
11月29日（金）19時30分～20時30

分（開場：19時） 先着80人
当日直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
11月5日
（火）

神奈川図書館 検索

◆土曜日のおはなし会
11月9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
有

ありしま たけお

島武郎『一
ひとふさ

房の葡
ぶどう

萄』ほか
出演：朗読の会クローバー

11月16日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
11月26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

12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

〒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

◆子どもの部屋ファミリーデー
　～親子で楽しむクリスマス会～
リズム遊び、手遊び、クリスマスの歌
や工作も楽しみます。

12月7日（土）10時～12時
3歳くらいまでの子と保護者
1家族300円 当日直接

◆女性のためのパソコン講座
①エクセル初級（全2回）12月14日

（土）・15日（日） ②再就職・転職のた
めのパソコン講座（全5回）12月18日

（水）・19日（木）・20日（金）・24日（火）・
25日（水）いずれも10時～15時30分

女性、各講座先着12人
①11,000円 ②20,000円 ※免除制

度あり（要問合せ） 有料（要問合せ）
11月16日（土）から電話（ 862-4496）

かホームページの申込みフォームで

◆グラスアートで作る干支かざり
　～ステンドグラスの彩りで～

12月5日（木）10時～12時
女性、先着10人 1,100円
11月14日（木）から電話か直接

◆クリスマスリース
　～フレッシュグリーンで作る～

12月7日（土）13時30分～16時
先着8人 2,000円
筆記用具・持ち帰り用袋
11月16日（土）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
11月30日
（土）

◆チェリーハウスのおはなし会
○おはなしぽけっと

11月11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

11月25日（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

◆ちぎり絵クリスマスオーナメント作り
12月15日（日）13時30分～15時
先着12人 700円
11月16日（土）から電話か直接

〒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
11月18日
（月）

◆曲目解題コンサート　
　シューマン『ピアノ五重奏曲』
出演：カシオペイア クァルテット＆
中
なかやま ひろゆき

山博之さん（ピアノ）
11月28日（木）19時開演
先着300人 ※未就学児入場不可
1,000円
受付中（全席自由）。

電話（ 440-1219）か直接
◆テレジンの子どもたち展
ナチス・ドイツ時代のチェコ・テレジ
ン収容所の子の絵画や詩の展示

12月3日（火）～8日（日）10時～17時
（受付終了：16時30分） 当日直接
◆チェコ少年合唱団
　ボニ・プエリ クリスマスコンサート

12月6日（金）19時開演 
先着300人 ※未就学児入場不可
高校生以上3,000円、6歳～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
11月5日
（火）

◆ボッチャ1日体験会
東京2020パラリンピック競技を体験

12月14日（土）15時～16時
先着20人
11月20日（水）から電話か直接

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

神奈川公会堂 休館
11月25日
（月）

◆大人のための演奏会シリーズ Vol.3
　「D

ドゥ

eux C
シャ

hats N
ノワール

oirs 演奏会」
コントラバスとハープによるアンサ

◆こどもクッキング
　～ブッシュドノエルを作ろう！～

12月15日（日）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） 2,000円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
12月4日（水）必着で往復はがきに

講座名・申込者氏名（ふりがな）・郵便
番号・住所・電話・学年・性別・アレルギー
の有無（アレルギーの種類）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

◆クリスマスキッシュと
　野菜と豆のスープ
　～野菜を使ったキッシュを
　作ってみよう～

12月3日（火）10時～12時30分
成人、先着12人 1,400円
エプロン・三角巾・手拭きタオル
11月12日（火）から電話か直接

◆ミニしめ縄を使った正月飾りを
　作ってみよう

12月15日（日）10時～12時
成人・小学生と保護者、先着12組
1組1,500円
11月13日（水）から電話か直接

◆ルールは5つ、
　2日で打てる初めての囲碁
　～ミニ盤（9路

ろばん

盤）で打ってみよう～
囲碁のマナーやルール、打ち方の流れ
を学びます。

12月21日（土）13時30分～15時、12
月22日（日）10時～11時30分（全2回）

小学生、先着16人
1,000円（全回分）
11月12日（火）から電話か直接

〒221-0075 白幡上町44-12
430-3050 401-0021
https://shirahata-cc.com

白幡地区センター 休館
第3火曜

◆リサイクル図書譲渡会
皆さんからいただいた本を1人10冊
まで譲ります。

11月17日（日）10時～14時
持ち帰り用袋 当日直接

◆篆
てんこく

刻
　～オリジナルはんこを
　作りましょう～
デザインは考えてきてください。
天然石の大きさ：約2.2×2.2×7cm

（予定） 
11月24日（日）14時～16時
小学生以上、先着12人  
800円
11月11日（月）から電話か直接

◆親子でワッと遊ぼう！
広い体育館でのびのび遊びましょう。

11月25日（月）10時～11時30分　
未就学児と保護者、先着30組
1家族100円 当日直接

◆みんなでヨーガ
11月26日（火）15時25分～16時

30分 先着30人 ※小学生以下は
保護者同伴 床に敷くマット（また
はタオル）・靴下  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

11月21日、12月5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
11月15・29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。

神之木地区センター・
神之木地域ケアプラザ

エレベーター休止のお知らせ
館内工事に伴い、次の期間エレ
ベーターが利用できません。
休止期間：2020年1月20日（月）～
3月下旬

※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。


