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区役所の開庁時間 ◯平日8時45分〜17時（祝日・休日・12月29日から1月3日を除く）。※昼の時間帯はお待たせする時間が長くなる場合があります。
区役所の開庁時間 ◯毎月第2・4土曜日9時〜12時（戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）。
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神奈川区
シンボルマーク

神奈川区役所 検索

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。
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ツイッターで情報発信中！
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●内容
〈第一部〉式典　
〈第二部〉演技（車両分列行進、消
防総合演技、一斉放水など）

〈第三部〉消防ふれあい（消防車
両乗車体験、防火衣試着など）

消防のイベント・活動に参加しませんか

神奈川消防署からのお知らせ
お知らせ

　「令和の絆
きずな

 神奈川区の団結〜区民ととも
に 安全で安心なまち かながわを目指して
〜」をテーマに、区内の防災機関や団体が一
堂に会し、区の消防力を披露します。
　また、区内の中学校・高校のダンスや吹奏
楽を楽しめるプログラムもあります。
日  時 2020年1月11日（土）10時〜12時
会  場 反町公園（反町1-12）

※ 雨天の場合は、式典のみ市民防災センター（沢渡
4-7）で実施

　消防団員は18歳以上の区内在住・在勤・在学者で構成され、火災を中心に
地域で発生した災害に対応してい
ます。近年は地震や風水害等の天
災も増えてきています。被害を最
小限にするために、皆さんの力が
必要です！消防団への入団をお待
ちしています。

消防団は、災害活動だけでなく、区内の各種イベントで消
防車乗車体験等を通じた広報や、地域の皆さんへの防災
指導なども行っています。

◆ 防災の知識が身に付く！（救命法や防災資機材取扱な
どに関する資格も取得可）

◆身分は特別職地方公務員　◆活動に応じた報酬あり

特集は ・ ページへ➡

平成31年出初式の様子

申込み・問合せ 神奈川消防署総務・予防課　 316-0119（代）

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。

令和2年神奈川区消防出初式

消防団員　募集中！

こんな
 活動も！

こんな
メリットも！

山下公園や野毛山動物園など景色がよ
くお気に入りです。仲良くなった日本

人と食事会などで話せたときうれしいです。

日本語の正しい使い方を教えてく
れるとうれしいです。会ったら

あいさつしてもらえ
ると安心できます。

K
カーミット　カーベル

ermit Carvellさん（国籍：アメリカ合衆国）

末
すえだ

田ロサーナさん
（国籍：ペルー）

外国籍の人の声

道に迷ったとき、目的地まで一緒
に行ってくれた人がいてうれし

かったです。

日本で出産したとき不安でしたが病
院が親切でうれしかったです。自治

会町内会の回覧板の情報が役に立ちます。
近所の人が親切で助かるので、何かあれば
連絡してねと言われるとうれしいです。

高
たかつ

津メレサさん
（国籍：フィリピン）

シャウ ローアさん
（国籍：中国）

横浜は電車やバスが時間
通りに到着して便利で

す。病院の受付に外国語を話せ
る人がいたらいいなと思いま
す。やさしい日本語で話してく
れるとうれしいです。 川

かわのべ

延リザさん
（国籍：フィリピン）

前
まえだ

田ジーンさん
（国籍：ソロモン諸島）

K
カナック

ANAK（詳しくは ページ）で勉強中の皆さんに横浜の好きなところ・うれしかった
対応などを聞きました。コミュニケーションのとり方の参考にしてください。

特 集

神奈川区は横浜
駅や東京都内、

空港にも行きやす
いです。昔区役所にあったチラシの掲示板
コーナーを通じて外国人と友達になりた
い日本人と知り合い、仲良くなれてうれし
かったです。



お知らせ

マイナンバーカードでe
イー

-T
タ ッ ク ス

axを利用した
確定申告を予定している人へ

ストップ・飲酒運転！

12月は飲酒運転根絶強化月間です

ネズミによる被害を予防しましょう

ネズミにチュ～意！

公園・道路等を支える地域のボランティア活動団体の集い

かながわ愛護会交流会
　健康運動指導士による「ケア・ウォーキング」
の講演や、ガーデニングの基礎が学べる講座な
ど、どなたでも楽しめる内容が盛りだくさんで
す。皆さんの来場をお待ちしています！

　年末は特に、飲酒の機会が多くなる時期です。飲酒運転
は、ドライバーはもちろん、その車に同乗した人やドライ
バーに酒類を提供したお店も処罰の対象になります。
　神奈川県内では2018年に177件の飲酒運転事故が発
生し、7人が亡くなっています。

　ネズミは感染症を媒介したり、家の電線などをかじって火災の原因を
つくることがあります。夜になると天井や壁から物音（カリカリ、バタバタ
等）がする、置いてあった食べ物がかじられている、5mm ～1cm程の黒い
かたまり（ふん）が落ちている、これらはネズミのしわざかもしれません。
ネズミ対策に重要なことは、ネズミが住みにくい環境を作ることです。

❶ エサになるものを片付ける
　ネズミは人の食べ物以外にも、石けんや仏壇にあるろうそく、生ごみ
なども食べることがあります。かじられないように固いふた付きの容器
や扉の閉まる戸棚などに入れましょう。

❷ 巣の材料になるものを片付ける
　ネズミは新聞紙や段ボール、ビニール袋などを持ち帰って巣の材料に
します。不要なものを
捨てて室内を整理整頓
しましょう。

❸侵入口をふさぐ
　ネズミは、10円玉程
の隙間からも侵入しま
す。家の周囲をときど
き点検して、隙間があ
れば金属板など丈夫な
素材で塞ぎましょう。

　酒を飲んだら、運転してはいけません！少ししか飲んでいないから、短い距
離だから、自分なら大丈夫、という気の緩みや過信が重大な事故につながって
います。

●こんなとき、「運転しても大丈夫」と思っていませんか？

●12月１日から、「ながら運転」※が厳罰化されました。
　たとえば、携帯電話の使用等（保持）の場合、違反点数と反則金が約3倍に引
き上げられました。

○ 違反点数は1点 ➡ 3点 　○ 反則金は普通車で6,000円 ➡ 18,000円

問合せ  神奈川土木事務所　 491-3363  491-7205

問合せ  戸籍課　 411-7034  324-3586

問合せ  生活衛生課　 411-7143  411-7039問合せ  地域振興課　 411-7095  323-2502

　有効期限は発行から5回目の誕生日までです。
　対象の人には通知が届きます。

ボランティア
活動に

興味のある人
大歓迎！

暮らし

暮らし

募集

内　容  ○ 「ケア・ウォーキング」の講演　 
講師：黒

くろだ えみこ

田恵美子さん（東海大学医学部客員教授、NPO法人日本健康
運動指導士会副会長）

  ○ ガーデニングの基礎講座　 
講師：横浜市こども植物園  緑の相談員

  ○ 令和元年度横浜市公園愛護会表彰、パネ
ル展示など

 ※イベント内容は変更になる場合があります。

日　時  12月19日（木）13時～15時30分
 （受付：12時30分）
会　場  神奈川公会堂（富家町1-3）

 ※公共交通機関をご利用ください。

定　員  先着300人　 申込み  当日直接
黒田恵美子さん

● マイナンバーカードを準備しましょう
　マイナンバーカード方式のe-Taxを利用した確定申告をする場合に
は、マイナンバーカードに格納された電子証明書が必要です。マイナン
バーカードを作成していない場合は、早めに手続をお願いします。
※ e-Tax（国税電子申告・納税システム）：インターネット等を利用して電子的に手続

が行える国税庁のシステム

　申請から交付までに1か月半～2か月程度かかります。

■電子証明書更新手続専用臨時窓口

■申請方法

電子証明書の有効期限を迎える人は更新手続が必要です

マイナンバーカードを取得していない人へ

ネズミが住みにくい環境を作る3つの基本

 12月2日（月）から 区役所本館1階第1会議室

● マイナンバーカードの受取は予約制です。交付通知書（案内はがき）
が届いたら、記載された方法（インターネットまたは電話）で予約し
てから、区役所窓口にお越しください。

受取窓口  区役所別館1階  戸籍課104窓口（平日9時～17時）
※第2・第4の土曜開庁時は106窓口（9時～12時）

　悲惨な交通事故を引き起こす飲酒運転を根絶するために、飲む人も飲まな
い人も飲酒運転は絶対に「しない・させない・ゆるさない」を徹底しましょう。

● 酒を飲んだら運転しない
● 運転する人には酒を飲ませない
● 酒を飲んだ人には運転させない
● 酒を飲んだ人の車に同乗しない

※ ながら運転：自動車等を運転しながら、スマートフォンや携帯電話等を注視すること・手
で持って通話すること

　どうしても携帯電話等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に
停車してから使いましょう。

　生活衛生課では、ネズミ駆除に関する相談や捕獲
用のカゴの無料貸出しを行っています。
※ 区役所では駆除作業は行っていません。駆除が難しい場

合は、専門業者の団体を案内します。

しないさせないゆるさない

◯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

酒を飲んでから
時間が
経っている

飲んだ酒の
量が少ない

酒を飲んだが
目的地が近い

酒を飲んでいても
事故を起こさない
自信がある

マイナンバー総合フリーダイヤル   0120-95-0178

×

横浜市  マイナンバーカード 検索

電線の
導入部分

換気扇の
ダンパー

外壁の穴、
亀裂

窓の
隙間

ドア下の
隙間

通気口

エアコンの
引込み口



エイズを知って、自分と大切な人を守りましょう

連載 8 申込み・問合せ 福祉保健課
411-7138  316-7877

　レッドリボンはエイズに
偏見を持っていない、エイズ
と共に生きる人々を差別し
ないという意思表示です。

させていただきます。
神奈川区歯科医師会 検索

傾
けいちょう

聴ボランティア養成講座
「傾聴ボランティア」とは、耳と目と心
を相手に傾けて話を聴く活動です。
基本的な知識や技術を学んで、ボラ
ンティア活動を始めてみませんか？

2020年1月20日（月）10時～12時・
27日（月）13時30分 ～15時30分、2月
3日（月）10時～12時30分（全3回）

はーと友神奈川2階（反町1-8-4）
全回出席可能で受講後に区内施

設などで活動できる人、25人（多数
抽選） 1,500円（全回分）

12月20日（金）必着で往復はが
きに「傾聴ボランティア養成講座受
講希望」と記入の上、住所・氏名・電
話・受講理由を記入し、神奈川区社協
ボランティアセンター

（〒221-0825 反町1-8-4 はーと友神
奈川1階）

322-2897  313-2420へ

● 善意銀行（9月寄付分）●

〇明るい社会づくり運動
　神奈川区協議会
○六角橋地区
　民生委員児童委員協議会
○片倉三枚デイサービス有志一同
○かめたろう　おもちゃ病院
○昭和電工（株）　横浜事業所
○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

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

12月20日、2020年1月17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

12月9日、2020年1月27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

区歯科医師会による 
無料口腔がん検診の
お知らせ
2020年2月9日（日）12時～16時
はーと友

ゆう

神奈川2階（反町1-8-4）
20歳以上の区内在住の人、先着50人

12月11日（水）～2020年2月1日
（土）必着で、はがきに氏名・性別・生
年月日・年齢・郵便番号・住所・電話を
書いて木村歯科医院内 がん検診事
務局（〒221-0822 西神奈川1-6-10 
KOシティー61ビル1階）

321-6664へ
※受診券の発送をもって発表に代え

各種相談
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

イベント情報

●日常生活では感染しません
　HIV（ヒト免疫不全ウイルス：エイズを引き起こすウイルスのこと）の主な感染経路は、性行為感染・血液感染
などです。HIVは感染力が弱く、トイレ・お風呂・プールの共用などの日常生活で感染することはありません。

●HIV検査を受けましょう。無料・匿名で受けられます
　HIV感染後の数年間は自覚症状がほとんどなく、検査を受けなければ感染の有無は分かりません。感染し
ても早期発見し適切な治療を受ければ、エイズの発症を防ぐことができます。福祉保健課では無料・匿名で
HIV検査を実施しています。

HIV抗体検査　無料・要予約（匿名）
HIV及び梅毒の検査を実施します。

毎週水曜 9時30分～10時 
※12月4・11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12時までに電話か直接

12月1日は
世界エイズデー

無料
要予約

● 年末年始・日曜・祝日の急病 ●
神奈川区休日急患診療所

はーと友
ゆう

神奈川3階（反町1-8-4 反町駅歩5分）  317-5474
◆診療科：内科・小児科　
◆診療日時：日曜・祝日及び12月29日～1月3日、10時～16時　
※そのほかの医療機関などは ページ（「広報よこはま」市版）へ➡

日  時 2020年1月26日（日）14時～16時（開場：13時30分）
会  場 区民文化センター かなっくホール（東神奈川1-10-1）
定  員 250人（多数抽選）
申込み 1月10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（1申込みにつき5人まで）・代表者住所・電話・
一時保育希望の有無（有りの場合は子どもの名前・ふりがな・年齢月
齢も）を書いて、 地域振興課「読書講演会」係か、地域振興課か神奈
川図書館（立町20-1）に直接
一時保育 1歳以上の未就学児、1申込みにつき3人まで、

20人程度（多数抽選）

※ 参加可否については、Eメールか郵送で1月16日（木）頃までにお知らせします。

　『ぼくの鳥の巣絵日記』、『ピン・ポン・バス』などで知られる絵本作
家、鈴木まもるさんの講演会です。同じく絵本作家のかこさとしさん
の最晩年に完成を託された『みずとはなんじゃ？』の制作秘話もあ
り！ぜひご参加ください。

申込み・問合せ 地域振興課　　 411-7093  323-2502
　　　　　　 神奈川図書館　 434-4339  434-5168

講  師 鈴木まもるさん
画家・絵本作家・鳥の巣研究家。絵本・童話の挿絵など児童図書の絵
を主に描いている。絵画活動と並行して鳥の巣の研究をしている。
主な絵本は『せんろはつづく』（金の星社）、『ピン・ポン・バス』（偕成
社）、『ウミガメものがたり』（童心社）、『つかまえた！』（講談社）な
ど多数。

神奈川区　読書活動推進事業 検索

絵本作家 鈴
すずき

木まもる氏講演会
1部：絵本と鳥の巣の不思議・2部：『みずとはなんじゃ？』ができるまで

神奈川区読書活動推進講演会※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。



高校生に習字を教える子どもたち

英語の本の読み聞かせ

　KANAKは地域の施設の会議室
を利用した日本語教室から始ま
り、現在21人のボランティアで運
営しています。
　日本語教室には毎回20人ほどが
参加し個別に勉強しています。生
活していく上で日本語を学ぶこと
はとても大事。継続して参加する
人が多く、日本語能力試験2級の資格を取得するなどの意欲や成果を出
している人もいます。
　現在では、日本の文化や料理を伝えるなどの日本語教室以外のイベン

トも不定期で行って
おり、ホームページな
どで参加者を募集し
ています。

7,162

5,005

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

8,000

6,000

4,000

（人）

中国
41%

韓国
14%ネパール

10%

フィリピン
7%

ベトナム
7%

その他
21%

◆国籍別の割合（2019年4月調べ） ◆外国人人口の推移（各年4月調べ）

●日本語教室
日  時 毎週月曜 11時～12時30分　 場  所 区役所本館5階  交流室

※費用や 不定期開催イベントなどは、ホームページで確認してください。

　神奈川区は市内18区中4番目に外国籍の住民が多く、近年も増加を続けていて、そ
の国籍もさまざまです。多様な国籍の人が共に地域の一員として暮らしていくと、文
化の違いなどに互いに戸惑いを感じることもあるかもしれません。その違いを認め合
い、新たな出会いを楽しみ、共に暮らしていくことを願って、活動している人が区内に
はたくさんいます。一緒に、多文化共生の輪を広げていきましょう。

KANAK 検索

●神奈川区国際交流の会〈K
カナック

ANAK〉
一緒に水泳学習

交流後はお見送り

　いろいろな国の文化や習慣を知って“ちがい”を楽しみませんか。外国の人も
大歓迎。
運営委員 「地域につなげる国際交流部」（「神奈川区に多文

化共生をすすめる会」から立ち上げた生涯学級）
➡内容や申込方法などは ページをご覧ください。

※ 生涯学級…区民の皆さんが運営委員となり、さま
ざまな地域の課題について仲間と学び合い講座
の企画運営を行うことを区が支援する事業（令和
元年度は3つの区民企画型講座を実施）

区内の外国人の状況

特 集

問合せ 地域振興課生涯学習担当
411-7093  323-2502

kg-gakyuu@city.yokohama.jp

日本語教室などで国際交流

学習支援教室で
勉強などをする子どもたち　2017年から外国につながる小学生を中心に学習支援

をはじめ、現在は多様な国籍をもつ小・中学生計約30人が
毎週通っています。
　高校生以上の約40人のボランティアの皆さんが、おも
に1対1で子どもたちと学習しています。学習のあとに、ダ
ンスやゲームをすることもあります。
　将来子どもたちが「おせっかいを焼いてくれた大人が
いた」ことを思い出し、困ったときに周囲の人に相談でき
るようになる成長を願い、日々活動しています。

●学習支援教室
日時・場所 ①毎週火曜 15時～17時：神大寺地区センター（神大寺2-28-18）
　　　 ②毎週土曜 10時～12時：はーと友

ゆう

神奈川（反町1-8-4）

●ボランティアに参加したい人、勉強に参加したい人、問合せ先はこちら
申込み・問合せ 友ゆうスペース　代表：塚

つかごし

越
　　 　　  090-2428-2912  402-9402 yuyuspace@outlook.jp

外国につながる
子どもたちへの学習支援

　エレノア・ルーズベルト高校（米国・メリーランド州）の生徒が県立横浜翠嵐高等学
校と交流をはじめたことをきっかけに、三ツ沢小学校でも28年前から交流が始まりま
した。今年6月にも、6年生がエレノア・ルーズベルト高校の生徒25人を出迎え、ドッジボールや折り紙など日
本の文化体験や給食交流でもてなし、楽しいひとときを過ごしました。
　言葉が通じなくても互いに関心を持ち、ふれ合うことができる機会であり、直接交流できるのは、外国語学
習への意欲にもつながる貴重な経験だと思うので、今後も続けていきたいと考えています。

●三ツ沢小学校
アメリカの高校生と交流

　学区内にある横
浜朝鮮初級学校と
は、28年前から交流をはじめ、行事交流以外
にも同学年の児童が一緒に、プールや校外
学習、給食など日常的な活動を共にします。
年に数回行うこうした交流を6年間続ける
ので、子どもたちは互いに友達になります。
他校と合同の球技大会などではお互いに応
援し合う、きょうだい校のような間柄です。
　「異文化を知る」というより「人を知る」
ことで、相手を大切に思い合う関係につな
がっています。やさしい心を育み、共に生き
ていくことを学ぶ、青木小にとって大切な
交流です。

●青木小学校
横浜朝鮮初級学校と交流

●学ぶ つながる 国際交流ことはじめ2020

はじめの一歩を
踏み出しませんか

　地域の多文化共生に取り組む人や外国
につながる人が集まり交流、情報を共有で
きる場を作ることでニーズに合わせた情
報提供ができたらいいと考え、2014年に
発足しました。現在5団体、個人会員は12
人程度で活動しています。
　国際交流・情報サロンや外国人の方への
情報・相談コーナーなどをやっています。

●神奈川区に多文化共生をすすめる会
●国際交流・情報サロン
日  時 毎月第1月曜 13時～15時　
場  所 区役所本館5階  交流室 

●外国の方への情報・相談コーナー
　（生活に役立つ情報の提供、日本語の文章の
　内容を理解するための支援など）
日  時 毎週水曜 10時30分～13時30分
場  所 反町駅前ふれあいサロン（桐畑20-12）

国際交流・情報サロンでは、情報共有や活動の企画などを行います

外国につながる人たちとの「居場所づくり」を目指す

スタッフの皆さん

毎回にぎやかな
日本語教室

角
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●友
ゆう

ゆうスペース

重
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田英明校長

言葉が分からな
くても、やさしい

日本語や身振り手振りである
程度伝えられるはず。あいさつ
など一声掛けることで、知り合
えたらよいと思います。

まずは笑顔で声掛け！
特に災害時や通院時

は専門用語が多く不安な
ことも多いので、ぜひ話し
かけてあげてください。
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講座の詳細が載っ
ているチラシもあ
ります。
区役所本館5階506
窓口などで配布中



対象 内容
日程

持ち物
12月 2020年1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 24（火）午前 28（火）午前

31（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 28（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 2（月）

16（月）
6（月）
27（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） 20（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）
16（月）

6（月）
20（月）
27（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

�� 14（土） � 25（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

●年末年始の休館のお知らせ
12月28日（土）〜2020年1月6日（月）

ちえのわタイム
◆産後ビクスとカラダのお話
講師：助産師�犬

いぬかい

飼ミチ子
こ

さん
12月18日（水）10時〜11時

◆マタニティお話会
　あなたへの贈りもの
講師：かながわおはなしの会アリス

12月19日（木）11時〜12時
◆地域ボランティアによる
　おもちゃ病院
12月21日（土）13時〜15時

ネットワーク
◆�ネットワーク交流会
　�「人と人の間で育て合う♪読み聞か
せ・わらべうた遊びの魅力」

講師：かながわおはなしの会アリス

2020年1月8日（水）16時〜18時
区内で子育て支援に関わる地域の

人、先着50人�
受付中。電話か直接

なかまトーク・みんなでタイム
◆シングル親＆
　ステップファミリートーク
12月11日（水）10時30分〜11時30分

◆国際交流
12月12日（木）、2020年1月9日（木）

11時〜12時
◆パワー全開！親子で新聞紙遊び
12月27日（金）10時30分〜11時30分

トピックス
◆絵本作家・保

ほしな�たくお

科琢音さんによる、
　楽しい読み聞かせ♪読

どくえ

絵ん会
かい

12月14日（土）14時45分〜15時15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12月14日（土）・16日（月）及び2020年1月
27日（月）は本館地下1階、1月25日（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。

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
2020年1月21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
2020年1月21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
12月11日（水）から電話かFAXで

イベント情報

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
2020年1月15日（水）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歳児（1

月15日時点）の保護者、先着50人
2歳以上、先着25人、要申込み
12月12日（木）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

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

こそだてひろば  12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。�※天
候等により変更や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

14・21（土）10時〜12時
（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

☆11・25（水）
乳児食

☆19・26（木）
乳児食・幼児食

☆6・13（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 11・25（水）9時30分〜10時
「リズム交流」

☆11（水）9時45分から
「冬の飾り作り」 −−

育児講座 ☆14（土）10時から
「冬の飾り作り」 −− −−

※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。



※年末年始の休館は、各施設へお問い
合わせください。

新春子ども書き初め大会
★書き初め大会
①2020年1月12日（日）10時から�②

2020年1月19日（日）10時から� ①羽
沢スポーツ会館（羽沢町1700-1）�②区
役所本館5階�大会議室� 区内在住の
小・中学生、①②各100人（多数抽選）�
※小学校低学年は保護者の送迎が必
要� 習字道具
◆ 課 題：小1：「大」または「生」、小2：
「花」または「正」、小3：「ゆめ」または
「元気」、小4：「太陽」または「新しい
友」、小5：「希望」または「信じる力」、小
6：「航海」または「無限の力」、中学生：
「尊敬」または「将来展望」�※小学生は
楷
かいしょ

書のみ、中学生は行書も可
★作品展示
2020年1月21日（火）〜30日（木）
区役所別館1階�区民ホール　
①羽沢会場：12月22日（日）まで

に電話か直接かFAXに記載事項※を
書いて羽沢スポーツ会館
381-2540� 383-3380へ

②区役所会場：12月26日（木）必着で
往復はがきに記載事項※を書いて、区
子ども会育成連絡協議会�島

しまだ

田�恵
めぐみ

（〒221-0803�中丸16）
090-1250-3609� 323-2502（地

域振興課）へ
※記載事項：氏名（ふりがな）・郵便番号・
住所・電話・年齢・学年、子ども会加入者
は子ども会名（未加入者は「未加入」）

生涯学級講座「学ぶ�つながる�
国際交流ことはじめ2020」
①2020年1月27日：講座「神奈川区

の国際関係の状況について」「救急時に
役立つコミュニケーションボードの
紹介」、②2月3日：外国の料理を通して
文化交流、③2月10日：講座「多文化共
生を理解するために」〜価値観の違い
にどう向き合うか〜、④2月17日：工
場見学「ゴミ問題を考える」、⑤3月2
日：講座を振り返って…自分にできる
活動をしよう！（月曜全5回）
いずれも13時〜15時
①③⑤神奈川区役所、②神奈川地

区センター（神奈川本町8-1）、④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）
区内在住の人、20人（多数抽選）
500円（全回分）� 1歳以上、1人500

円（4回分）�※④2月17日（月）を除く
1月5日（日）必着でEメールか�

はがきかFAXに、講座名・住所・氏名
（ふりがな）・電話・講座を知ったきっ
かけ・保育希望の人は子の氏名（ふり
がな）・年齢月齢（1月27日時点）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

新春花木等寄せ植え教室
縁起の良い花木等を鉢に寄せ植えしま
せんか（マンリョウ、ヤブコウジ、雪割
草等）。
12月18日（水）13時30分〜15時
神の木公園詰所（神之木台13-20）�

先着10人� 1,300円�
筆記用具・作業しやすい服装
12月11日（水）から電話で

神の木公園� 421-7883へ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ
★ふれあい親子クラブ冬みつけ隊
季節のおやつ作りや工作、自然遊びを
楽しみます。
2020年2月5・12・19・26日（水曜全

4回）14時30分〜16時30分� 年中・
年長相当の幼児と保護者、16組（多
数抽選）� 2人1組5,000円、追加1人
2,000円（2歳以下1人500円）（全回分）
★ダッチオーブン料理教室
ダッチオーブンを中心とした鍋料理
2020年①：2月22日（土）②：2月23

日（祝・日）いずれも10時〜14時�
家族またはグループ、各日12組（多

数抽選）� 中学生以上1人2,200円、
小学生1人1,800円、4歳〜未就学児
1人1,000円、3歳以下1人100円　
………………上記共通………………
三ツ沢公園青少年野外活動センター
12月15日（日）〜28日（土）にホーム

ページの申込みフォームか往復はが
き（消印有効）に事業名（ダッチオーブ
ン料理教室は参加日も）・参加者全員
の氏名（ふりがな）・性別・年齢・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/

看護師のための復職支援研修
講義や看護技術体験（採血・静脈点滴
注射等）、区内の病院見学と病棟での
看護実践体験、職員との交流・就業相
談などを行います。
2020年1月21日（火）（参加必須）、1

月22日（水）〜31日（金）の平日（期間
内複数申込可、1日につき1病院を選
択）9時〜16時
済生会神奈川県病院（富家町6-6）、

大口東総合病院（入江2-19-1）、紫雲会
横浜病院（神大寺3-1-12）、古川病院
（子安通2-286）、済生会東神奈川リハ
ビリテーション病院（西神奈川1-13-
10）、脳神経外科東横浜病院（羽沢町
888）、新横浜リハビリテーション病
院（菅田町2628-4）� 市内在住で再
就職を希望する看護師� 有料

12月26日（木）までに電話かEメー�
ルに、氏名（ふりがな）・年齢・住所・電
話・看護師免許の種類・経験年数・ブラ
ンク期間・希望日・希望病院（領域）・ユ
ニフォームサイズ（S/M/L/LL）・保育施
設利用の有無を書いて済生会神奈川県
病院：水

みずの

野�� 432-1111（内線2201）
kangobu@kanagawa.saiseikai.or.jpへ
済生会神奈川県病院　復職支援研修 検索

第24回区民男子シニア6人制
バレーボール大会
2020年1月12日（日）9時〜16時30

分� 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40歳以上の男子によるチーム（15

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
12月23日、
2020年1月6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＊ 12月23日（月） 15：00〜15：50
16歳以上、40人

ベーシックエアロビクス
12月12・19日、
2020年1月9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 12：30〜13：30

16歳以上、40人ヨーガ＊ 12月19日（木） 14：00〜14：50

ピラティス＊
12月13・20日、
2020年1月10
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歳以上女性、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/

歳以上の女子2人まで可）� 1チーム
4,000円（別途登録料2,000円）

12月1日（日）〜20日（金）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

第27回個人選手権
バドミントン大会
男女別・クラス別ダブルス戦
①男子：2020年1月19日（日）、②女

子：2月16日（日）いずれも8時45分〜
16時30分� ①日産体育館（恵比須町
6-1）②神奈川中学校（西大口141）�
区内在住・在勤・在学・協会登録者・登
録者とペアの人� 1人1,400円（協会
登録者は1人1,200円）

12月28日（土）〜1月4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

よしだ

田
（〒221-0801�神大寺1-21-51）
482-0981へ

※専用の申込用紙は地域振興課にあ
ります。

区民冬季初中級テニス
ミニ団体戦

男子ダブルス・女子ダブルス・ミック
スダブルス各1組による団体戦（一般
の部・ベテランの部（55歳以上））
2020年2月9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・協会員、20チーム

（多数抽選）� 1チーム12,000円
1月10日（金）必着ではがきかEメー

ルに申込者氏名・住所・電話・年齢・参
加資格（協会員は団体名、在勤者は勤
務先とその住所）・参加の部を書いて
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

※専用の申込みフォーマットは区テ
ニス協会ホームページにあります。

会場を変更して
開催します

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 �12月16日（月）

12月15日（日）からホームページの申込みフォームで（先着順）

動きやすい服装・室内シューズ・飲み物

◆冬休み�子供球技教室
教室名 日程・曜日 時間 参加費 対象・定員

初めての？テニス1
12月28日（土）・
29日（日）、
2020年

1月4日（土）・
6日（月）

8：40〜 9：40

1回
820円

年中〜中学1年生、12
人�※年中〜小学1年
生は保護者同伴初めての？テニス2 9：45〜10：45

初めての？
バドミントン1 8：40〜 9：40

小学3年生〜中学2年
生、10人初めての？

バドミントン2 9：45〜10：45

※1と2は連続受講できます。

◆当日受付教室（先着順） 
教室名 日程・曜日 時間 参加費 対象・定員

フットサルタイム
12月18・25日、
2020年1月8日
（各回水曜）

21：00〜22：40
（受付：20：30〜） 720円 18歳以上、40人

ファジーテニス
タイム

12月19日、
2020年1月9日
（各回木曜）

11：00〜12：45
（受付：10：30〜） 600円 16歳以上、24人

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。

&



※年末年始の休館は、各施設へお問い
合わせください。

〒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

◆みんなで楽しむスポーツチャンバラ
12月14日、2020年1月18日、2月8

日、3月14日（土曜全4回）9時～10時
45分  小学生以上、先着20人

2,000円（全回分） ※中学生以下1,600
円  動きやすい服装・飲み物・タオル

12月11日（水）から電話かFAXか直接
◆イブニングキッズ英会話
　（リトルクラス）

12月20日、2020年1月17・31日（金
曜全3回）17時30分～18時15分

小学1～3年生、先着5人
1,350円（全回分）
12月11日（水）から電話かFAXか直接

◆おはなしのはらっぱ
12月23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

◆親子英語リトミック
2020年1月9日～3月19日（毎 週 木

曜全11回） ①0～1歳の子と保護者：
10時～10時50分 ②2歳以上の子と保
護者：11時～12時 ①②各先着20組

1組7,150円（全回分）
12月12日（木）から電話か直接

◆キッズ・ジュニア・エレガンス・バレエ教室
2020年1月9日～3月19日（毎週木曜

全11回） キッズクラス（年中・年長）：15
時10分～16時、ジュニアクラス①（小学
1・2年生）：16時10分～17時10分・②（小
学3・4年 生）：17時20分～18時20分、エ
レガンスクラス（中学生以上）：18時45
分～19時45分 各クラス先着20人 

キッズ・ジュニアクラス①②各7,150
円、エレガンスクラス7,700円（全回分）

12月13日（金）から電話か直接
◆新春のつどい
書き初め大会、模擬店や体験コーナーなど

2020年1月11日（土）10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

◆クリスマスコンサート
地区センター利用サークルが出演

12月21日（土）13時30分～15時
当日直接　

◆こどもサイエンス「和
わだこ

凧作り」
2020年1月5日（日）9時15分～11

時45分 12人（多数抽選） ※小学3
年生以下は保護者同伴 600円

12月20日（金）必着で往復はがき
に氏名（ふりがな）・性別・学年・郵便番
号・住所・電話・講座名を書いて施設へ
◆キッズプレバレエ 冬クラス
基礎を学びます。男の子も大歓迎！！

〒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
12月16日
（月）

◆初笑い！新春うらしま寄
よせ

席
　～みんなで笑って福を呼ぼう！～
出演：かながわ楽

らくしょうかい

笑会
2020年1月11日（土）13時30分～

16時 先着50人 500円
当日直接

◆未来のパティシエに学ぶ
　簡単ヘルシーカップケーキ
協力：横浜スイーツ＆カフェ専門学校

2020年1月18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
1月5日（日）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
12月23日
（月）

◆第7回 J
ジャズ

AZZ i
イン

n かながわ
12月14日（土）・15日（日）13時～16

時30分（開場：12時30分）
各日先着500人  各日100円 
当日直接

◆横浜室内合奏団
　家族で楽しむクリスマスコンサート

12月22日（日）14時～16時（開場：13
時30分） 先着500人

大人2,000円（当日2,500円）、小・中
学生1,000円、未就学児無料

直接（チケット販売中）

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
12月16日
（月）

神奈川図書館 検索

○年末年始の休館のお知らせ
12月29日（日）～2020年1月4日（土）午前
※1月4日（土）は12時開館

◆土曜日のおはなし会
12月14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
◆大人のための朗読会
司

しば りょうたろう

馬遼太郎『無
むめい

名の人
ひと

』ほか
出演：朗読の会クローバー

12月21日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
12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

乳幼児と保護者、先着20組
当日直接

◆体幹トレーニングⅡ
　～年齢に合ったカラダ作り～

2020年1月11・25日、2月8・22日、
3月14・28日（土曜全6回）、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、各部先着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）・マッ
ト（持っている人のみ） 

12月13日（金）から電話か直接
◆節分の恵

えほう

方巻き作り
2020年1月26日（日）10時～13時
先着9人 ※小学生以下は保護者同伴 
1,200円
エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオル
12月20日（金）から電話か直接

※食物アレルギーの人はお問い合わ
せください。
◆手づくり　中華まんじゅう
　～皮から作る肉まん・あんまん～

2020年1月30日（木）10時30分～
14時 成人、先着18人 300円

エプロン・三角巾・手拭きタオル
12月11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
12月28日
（土）

◆エンジョイ・クリスマス会
12月14日（土）10時～11時30分
先着30人 当日直接

◆チェリーハウスのおはなし会
○おはなしころころ
　まりこ☆みゅーじあむ

12月23日（月）10時30分～11時
乳幼児と保護者、先着10組
当日直接

〒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

○大規模修繕による休館のお知らせ
12月29日（日）から2020年3月下
旬まで休館します。

〒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
12月16日
（月）

◆こどもJ
ジャズ

AZZクリスマスコンサート
出演：R

ロコ

OCO＆スペシャルバンド
12月21日（土）14時から
先着300人
一般2,000円、3歳～中学生500円

（0～2歳の膝上鑑賞は無料）
◆ お囃

はやし

子プロジェクト 
　i

イン

n かなっくホール
出演：望

もちづき ひでゆき

月秀幸・望
もちづき さたとしろう

月左太寿郎（囃子
方・お囃子プロジェクト）ほか

2020年1月5日（日）14時から
小学生以上、先着300人
一般3,000円、神奈川区民割引（一

般）2,500円、小中学生1,000円
………………上記共通………………

受付中（全席指定）。
電話（ 440-1219）か直接

2020年1月10日～3月13日（毎週金
曜全10回）17時15分～18時30分

年少～小学生、先着15人
7,000円（全回分）
12月11日（水）から電話か直接

◆親子プレバレエ 冬クラス
2020年1月15・22日、2月5・12・26

日、3月4・11・25日（水曜全8回） ①1～
2歳コース：10時～10時50分 ②1歳半
～3歳コース：11時10分～12時

①1歳～2歳程度の子と保護者 ②
1歳6か月～3歳程度の子と保護者、各
先着8組  1組5,600円（全回分）

12月11日（水）から電話か直接　
※兄弟姉妹参加は2組となります

〒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

◆キッズとジュニアのバレエ教室
2020年1月8日～3月25日（毎週水

曜全12回） ①キッズコース（年中～年
長）：15時10分～15時55分 ②ジュニ
アコース（小学生）：16時～16時45分

①②各20人（多数抽選）
8,800円（全回分）

◆金曜日のキッズとジュニアのバレエ教室
2020年1月10日～3月13日（毎週金

曜全10回） ①キッズコース（年少～年
長）：15時10分～15時55分 ②ジュニ
アコース（小学1～4年生）：16時～16
時45分 ①②各20人（多数抽選）

7,000円（全回分） 
…………バレエ教室共通……………

動きやすい服装・バレエシューズ
（厚手の靴下可）

12月11日（水）～2020年1月5日（日）
に電話か直接
◆表札つくりませんか！
　～鎌

かまくらぼり

倉彫の先生がやさしく指導～
2020年1月15日～2月5日（毎週水

曜全4回）9時30分～12時
成人、先着10人 4,500円（全回分）
12月12日（木）から電話か直接　

◆親子でりんりんリトミック
2020年1月17・31日、2月7・21日、3

月6・13日（金曜全6回）10時10分～11時
1歳6か月～3歳の未就園児と保護

者、30組（多数抽選）
1組3,600円（全回分）

◆親子でにこにこリトミック
2020年1月17・31日、2月7・21日、3

月6・13日（金曜全6回）11時10分～11
時50分 1歳～1歳5か月の子と保護
者、18組（多数抽選）

1組3,300円（全回分）
…………リトミック共通……………

動きやすい服装・タオル・飲み物・上履き
1月9日（木）必着で往復はがきに講

座名・申込者氏名・郵便番号・住所・電
話・子どもの氏名を書いて施設へ

〒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

◆おはなし花束のおはなし会
　～クリスマススペシャル！～

12月19日（木）11時～11時30分

◆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

12月19日、2020年1月9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
12月13・27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。


