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　感染症は新型コロナウイルスだけではありません。冬場を中
心に流行するインフルエンザとノロウイルスも忘れずに！

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、掲載内容が変更になっています。
また、掲載されているイベントなどは中止・延期になる場合等がありますので、事前に確認してください。

手洗い・消毒で清潔に

これからの季節に気を付けたい感染症

専用液が白く光って洗い残しを確認
できる手洗いチェッカーを区役所本

館3階308窓口で団体に貸出
中（数量限定・要予約）！
※詳細は福祉保健課へ

手のひらを
こする

指を合わせて
指の間を洗う

両手の甲を
指先までこする

親指と手のひらを
ねじり洗いする

指先、爪の間を
こする

手首を
こする

問合せ 福祉保健課　 411-7138  316-7877
　　　 生活衛生課　 411-7141  411-7039

　新型コロナウイルス感染症を含め、さまざまな感染症予防
に手洗いや消毒が効果的です。皆さん、一人ひとりが感染症
にかからない、うつさないという意識をもつこと
で、日々を元気に過ごしましょう。

◆正しい方法で手洗い 
　正しい方法で手洗いをすると、付着
したウイルスがこんなに減ります！

◆家庭用塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）による消毒 
　家庭内感染を防ぐためにも、家の中を清潔にしましょう。

手洗い 残存ウイルス
手洗いなし 約100万個

ハンドソープ
などで10秒も
み洗い後流水
で15秒すすぐ

1回 約0.01％
（数百個）

2回繰り
返す

約0.0001％
（数個）

正しい
手洗いの方法
　手を流水でぬらし、ハンドソープをよく泡立てて
から洗い、最後はしっかり洗い流しましょう。

予防策
● 手洗い、手指消毒…手洗いはハンドソープ、手指消毒はアルコール消毒が

おすすめです。
● 流行期に人混みを避ける、マスクを着用する…咳やくしゃみをすると、飛

ひ

沫
まつ

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、体調がす
ぐれない時は外出を控え
ましょう。

● 予防接種…感染する可能
性を減らし、発病しても重
症化を防ぐ効果が期待で
きます。

　ノロウイルスは少ないウイルス量でも感染する、感染力が
非常に強いウイルスで、感染すると下痢、おう吐、発熱などの
症状がみられます。通常1～2日で回復しますが、症状を繰り
返すうちに脱水症状を起こし、重症化することもあります。

　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

怠感、筋肉痛・関節痛、乾いた咳などの
症状が現れます。

ポイント
● 感染経路は「人→人」「人→食べ物→人」「食べ物→人」
● 回復後もウイルスが排出される（1週間〜1か月程度）

予防策
● 手洗い…不特定多数の人が使用するドアノブやスイッチ

に触れた後や、感染者のおう吐物等を処理した後に手指
についたウイルスが口に入り、感染することがあります。

● 健康管理の徹底…下痢やおう吐などの症状がある場合は、食品を直接取り扱う作
業は避けましょう。感染者が調理した食べ物を食べて感染することがあります。

● 食品などはしっかり加熱（食材や調理器具は85～90℃で90秒以上）…二枚貝等、
ウイルスが付着した食べ物を十分に加熱せずに食べて感染することがあります。

● 消毒…感染者のおう吐物や便が付いた部分には家庭用塩素系漂白剤（次亜塩素酸
ナトリウム）による消毒が効果的です。

コロナ  横浜市  手洗い 検索

横浜市　消毒液の作り方 検索
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正しい手洗
いは新型コ

ロナウイルス感染
症予防策としても
効果的。食事・睡
眠・適度な運動も
大切に！

こまめな手洗いが
大切。帰宅後、調理

の前後、食事前は特に重
要です。
○ 事前準備…爪は短く、

時計や指輪は外す
○ 終了後…清潔なペー

パータオルなどで拭
き取る

（出典：厚生労働省資料、
 参考：森功次他：感染症学雑誌）

高齢者インフルエンザ予防接種
令和2年度は自己負担が無償化され
ます。詳細は ページへ➡
問合せ 市予防接種コールセンター 

330-8561 664-7296
※受付時間：9時〜17時
  （土日祝日・年末年始
　を除く）

※手指消毒に次亜塩素酸ナトリウムは使用できません。

！
！



提供してほしい食品

受付できない食品

受付場所 受付時間

区役所地域振興課（本館5階505窓口） 8時45分～17時
（年末年始・土日祝日除く）

資源循環局神奈川事務所（千若町3-1-43） 9時～16時
（年末年始・日曜除く）

神大寺地区センター 1階（神大寺2-28-18） 開館時間（ 491-4441）
神奈川地区センター 1階（神奈川本町8-1） 開館時間（ 453-7350）
神之木地区センター 3階（神之木町7-1） 開館時間（ 435-1712）
菅田地区センター 2階（菅田町1718-1） 開館時間（ 471-2913）
白幡地区センター 1階（白幡上町44-12） 開館時間（ 430-3050）

未開封で2か月以上賞味期限が残っている常温保存可能なもの
お米、乾麺、レトルト・インスタント食品、調味料、菓子、ジュース、水、お茶、粉ミル
ク、離乳食、健康食品、防災備蓄品、海苔、ふりかけ、お茶漬けなど

　フードドライブとは食品ロス削減に向けた取組の一つで、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」へ変えていく取組で
す。集めた食品は子ども食堂やひとり親家庭の食糧支援
など、食を必要としている人へ寄贈しています。

賞味期限まで2か月未満のもの、開封されているも
の、生鮮食品（肉・魚・野菜）、アルコール（みりん、料
理酒除く）、手作り品、冷蔵・冷凍食品、お弁当など

問合せ 地域振興課資源化推進担当　 411-7091  323-2502

フードドライブにご協力ください

缶詰等の食品を集めています

●区内のフードドライブ受付場所一覧

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

11月17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） 
前日までに電話か直接

らくらく離乳食講習会
講話・調理実演

11月17日（火）

13時20分～14時20分（受付：13時10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、

先着20人 ※子の同伴可 
10月12日（月）から電話かFAXで

親子でお口の健康教室
歯科医師による講話、
ブラッシングアドバイスなど

11月12日（木）
10時～11時30分(受付：9時45分)

区役所別館2階 歯科相談室 
区内在住の3歳までの子と保護者、

先着10組
10月12日（月）から電話かFAXか

直接

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

無料
要予約

内容／対象 日程 持ち物

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

歯科健診・相談、歯みがき、アドバイスなど
乳幼児・未就学児 10/9（金）午後 母子健康手帳・

歯ブラシ・タオル

歯科相談
妊産婦・産後1年未満

10/9（金）午後
※時間の詳細は問合せを 母子健康手帳

②母乳相談　時間：13時20分～16時（予約時にお知らせします）

授乳について
妊娠中・産後の人 10/5（月）・19（月）

母子健康手帳・
タオル（体重測
定時に使用）

③母性相談　時間：13時30分～14時50分（予約時にお知らせします）

女性の健康相談
妊産婦及び不妊、更年期でお悩みの女性 10/12（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 出産予定日が3月の人

母子健康手帳・
筆記用具・子育
てガイドブック

「どれどれ」

平日3回…妊娠中の歯の健康、母乳
で育てよう、妊娠中の食生活、妊婦体
操、出産後の生活、お産の経過と呼吸
法など

10/12
11/16
12/ 7

（各回月曜）

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 11/28（土）

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の11月16日（月）は本館地下1階、土曜両親教
室の11月28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人も参加
できます。

※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に
ついては、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

9時～11時
区役所別館2階 一般健康相談室
前日までに電話か直接

健康チェック・相談
薬剤師によるお薬相談、保健師・栄養
士による健康・食事相談、健康測定な
どを実施します。気軽にお越しくだ
さい。
※骨健康度測定器・血圧計・血管年齢
測定器などを設置する予定です。

10月22日（木）13時～15時
区役所別館1階  区民ホール
当日直接
福祉保健課 
411-7138  316-7877

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談

◆相談員：よこはま東部ユースプラ
ザの地域連携相談員（社会福祉士等）

10月9・23日（各回金曜）
13時30分～16時30分 ※1回50分

区役所別館3階 こども家庭支援課
15～39歳の市内在住の人とその

家族
電話でこども家庭支援課

411-7173 321-8820へ

肺がん検診
11月13日（金） 

受付：9時～10時  
区役所別館2階
2021（令和3）年4月1日時点で40

歳以上の市内在住の人  680円
10月12日（月）～11月4日（水）に電話で

※肺がん検診は、年度内に1回受診
できます。
○無料になる人…2021（令和3）年4
月1日時点で70歳以上の人（1951(昭
和26）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
手続きなど詳しくは問合せを
○肺がん検診は協力医療機関でも受
診できます。

HIV・梅毒検査
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12時までに電話か直接

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

10月19日、11月9日（各回月曜）
9時～14時30分
10月16日、11月20日（各回金曜）

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

（匿名）

無料
要予約

要予約 イベント情報

無料
要予約

◆父親育児支援事業「パパ講座」
①10月10日：絵本の読み聞かせと

父親も楽しむ子育て
②11月14日：ほめる子育て
③2021年1月9日：仕事と育児の両立

（土曜全3回）10時～11時30分　
3歳までの子と父親、先着8組
受付中

◆ 中学生と親子のふれあい体験授業
①10月15日（木）・②10月19日（月）・

③10月22日（木）・④10月26日（月）
10時～12時

栗田谷中学校 地域交流室
「まろんるーむ」（栗田谷3-1）

6歳までの子と保護者、各回先着6組
受付中

東神奈川1-29 東部療育ビル3階（東神奈川駅または京急東神奈川駅から歩3分）
9時30分〜15時　 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
 横浜子育てサポートシステム 神奈川区支部 事務局 441-7708

神奈川区地域子育て支援拠点

<出張ひろば> 羽沢長谷自治会館  毎週水曜10時～14時
沢渡三ツ沢地域ケアプラザ  毎週木曜10時～14時

※会場の記載がないものはかなーちえで開催します。

かなーちえからのお知らせ

かなーちえ 検索

※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
※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。

と

問合せ 神奈川消防署総務・予防課
 316-0119（代）秋の火災予防運動 11月9日（月）～15日（日）

火災から命や財産を守るために
住宅用火災警報器を
設置・点検しましょう！

がんの早期発見のため

がん検診を受けましょう！

問合せ 横浜市けんしん専用ダイヤル　 664-2606  663-4469
 （受付時間：8時30分～17時15分 ※日曜・祝日・年末年始除く）
 福祉保健課　 411-7138   316-7877

　がんは横浜市民の死亡原因の第1位です。2人に1人はがんになると言われ
ており、病気が進んでいても自覚症状がなく、気付いた時には進行している場
合もあります。
　自分で早く気付けないからこそ、がん検診が効果的です。がんを早く見付け
て早く治療すれば、治る可能性も高く、体への負担も軽くすみます。がんの早
期発見のため、定期的に検診を受けましょう！

検診の種類 受診回数 対象者 検査項目 費用

胃がん
（Ｘ線または内視鏡） 2年度に1回 50歳以上（男女） 問診、Ｘ線検査（バリウム）

または内視鏡検査 3,140円

肺がん 1年度に1回 40歳以上（男女） 問診、胸部X線検査 680円

大腸がん 1年度に1回 40歳以上（男女） 問診、便潜血検査 無料

子宮頸がん 2年度に1回 20歳以上（女性） 問診、頸部細胞診検査 1,360円

乳がん
（①か②の選択制） 2年度に1回 40歳以上（女性） ① 視触診及びマンモグラフィ検査

② マンモグラフィ検査単独
①1,370円
②　680円

前立腺がん 1年度に1回 50歳以上（男性） 問診、血液検査 1,000円

●がん検診の種類・費用など（年度とは、4月1日から翌年3月31日までの期間です。）

実施医療機関に電話で➡詳細（費用、検査項目等）や受診できる医療機関は
　
※ 70歳以上の人、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などは

無料で受診できます。詳しくは上記ホームページ、もしくはお問い合わせください。

横浜市がん検診 検索

予約方法について

特殊詐欺（振り込め詐欺等）を撃退！

「自動通話録音装置」を無償で貸し出します

神奈川区　自動通話録音装置 検索

●貸出しの可否は11月上旬ごろ郵送にて通知します。
●装置は区役所でお渡しします。
● 貸出しを受けた世帯は、後日アンケートへのご協力をお願いします
（2021年3月頃）。

問合せ  地域振興課防犯担当　 411-7095　 323-2502

　特殊詐欺の撃退には、電話の声の録音が効果的です。電話の呼び出し音が鳴る前に「防犯のため、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。

対象世帯  ※区内世帯に限ります
 ●70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70歳以上のみの世帯　
貸出台数  150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、70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。

申込期限  10月30日（金）（消印有効）
受付窓口  区役所本館5階505窓口 地域振興課

　かながわ支え愛プランでは、地域の皆さんとともに
「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
取組を連載で紹介します。

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～
連載
5

問合せ 福祉保健課　 411-7135  316-7877

地域包括支援センターの取組

地域包括支援センター若竹苑
[担当地区] 羽沢 ※地区連合町内会単位　

　連合町内会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会と協働し、身
近なつながりを作るために、平成26年からプロジェクトを立ち上げ、「あお
ぞら昼食会」、「星空ビアガーデン」を、各所で開催しました。
　誰でも参加でき、集い話せる場の良さの再認識が進み、サロン等の集いの
場が新たに15か所立ち上げられています。

　地区社会福祉協議会と協力し、「サロン・ミニデイ・親子の居場所等連絡
会」を立ち上げ、身近な見守りやつながりをどう広げ、ネットワークを作っ
ていくかについて話し合いを進めています。その結果の1つとして、親子の
居場所や見守り、地域での子育てについて考える「羽沢子育て支援ネット
ワーク」が立ち上がり、SNSによる情報発信などの取組を始めています。

地域包括支援センター 
若竹苑の皆さん

ネットワークづくり

昨年の「星空ビアガーデン」の
様子

「羽沢子育て支援
ネットワーク」の皆さん

羽沢プロジェクト

　地域包括支援センター若竹苑では、羽沢地区の「助けられ上手、助け上手な街羽沢」のス
ローガンのもと、地域の皆さんと一緒に、身近なつながりづくり、互いに支え合える地域づ
くりに取り組んでいます。

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。



〒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

◆英語d
デ

eあそぼう！
L

ラナ

ana先生と親子でE
　イングリッシュ

nglish！
11月5・19日、12月3・17日、2021

年1月7・21日（木曜全6回）10時～10
時45分 未就園児と保護者、先着25
組  1組4,200円（全回分）

10月11日（日）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

◆外国人講師による小学生英語入門！
ネイティブ英語を学ぼう！

11月14・28日、12月12・26日、2021
年1月9・23日、2月13・27日、3月13日

（土曜全9回）16時～16時45分  
小学生、先着12人 6,300円（全回分） 
10月17日（土）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

◆トワイライトヨガ＆ピラティス
11月5・12・19・26日（木曜全4回）18

時50分～20時  24人（多数抽選）　  
2,800円（全回分） ヨガマット　
10月15日（木）～25日（日）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

◆キッズとジュニアのバレエ教室
　～バレエの基礎で正しい姿勢と
　柔軟な体づくり! ～ （追加募集！）

11月4日～12月23日（毎週水曜全
8回） ①キッズ（年少～年長）:15時10
分～15時55分、②ジュニアバレエク
ララ（小学1・2年生）:16時～16時45分、

www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/
平沼記念体育館
311-6186 316-8521

神奈川区民綱引大会
11月3日（祝・火）9時～13時　
神奈川スポーツセンター（三ツ沢

③ジュニアバレエスワン（小学3～6
年生）:16時50分～17時35分

①先着6人、②先着3人、③先着9人
5,600円（全回分）
10月14日（水）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

◆味
みそ

噌作り講座
　～高級食材で米

こめこうじ

糀味噌を手作り～
11月8日（日）9時30分～11時
成人、先着8人・保護者1人と一緒に

味噌作りができる小学生以下の子1
人、先着4組 1人・1組3,800円（4kg
の味噌持ち帰り） エプロン・三角巾・
手拭きタオル・マスク・持ち帰り用袋 

10月21日（水）から電話で

〒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
10月19日
（月）

◆イタリアワインとおつまみ
11月15日(日)13時～14時30分  
横浜市内在住の60歳以上の人、先

着8人  1,500円
10月18日（日）から電話か直接

上町11-18）  
区内在住・在勤・在学者を含むチーム

10月1日（木）～25日（日）にFAX
で住所・氏名・年齢・電話・チーム名・全
員の氏名・年齢を書いて区綱引連盟
事務局:小

こみや

宮  080-5544-2187　
317-1224へ

◆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

10月22日、11月5日（各回木曜）
13時50分～14時30分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
10月23日、11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

第6期
神奈川区地域づくり大学校

新しい生活様式に対応したこれから
の地域活動を考える講座です。

11月8日（日）※、12月6日（日）、2021年
1月16日（土）、2月14日（日）、3月14日

（日）（全5回）9時30分～12時15分頃 
※11月8日（日）は講座終了後、13時～
14時でオンライン会議の入門講座（参
加は任意）も行います。

区役所・横浜市市民協働推進セン
ター（中区本

ほんちょう

町6-50-10 市庁舎1階）  
地域活動に関わっている人、20人（多数

抽選） 先着5人（6か月以上の未就学児）
10月23日（金）までにEメールか

郵送かFAXで氏名・性別・年代・住所・
電話・地域における活動経験・Eメー
ルアドレス（任意）・加入の自治会・町
内会（任意）・保育が必要な場合は、子
の氏名・年齢・月齢（令和2年11月8日
時点）を書いて 区政推進課

411-7026  314-8890
kg-tiiki＠city.yokohama.jpへ

※詳細はホームページ
参照

ひきこもり、不登校などで
悩む家族等のための
セミナー・個別相談会

希望者にはセミナー後に個別相談を
実施します。

10月17日（土）13時30分～16時
神奈川地区センター（神奈川本町

8-1） 市内在住のおおむね15～39
歳の本人・家族・支援者など地域の
人、先着20人 当日直接

よこはま東部ユースプラザ
642-7001  642-7003
ypt@sodateage.net

平沼記念体育館からのお知らせ
★ 横浜元気！！スポーツ・レクリエー

ションフェスティバル2020
ジュニアスポーツ（スポンジテニス、
バドミントン）、H

ヒップホップ

ipHop体験、ジュ
ニアフットサル親善ゲームなど
※要事前申込み、詳細はホームページ参照

11月3日（祝・火）9時15分～16時　
平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
動きやすい服装・室内用シューズ・飲み物
10月15日（木）からホームページの

申込フォームで

ここまでが神奈川区版です。
問合せ  こども家庭支援課保育・教育担当

411-7157　 321-8820

◆ 配布場所：区役所別館3階303窓口（こども家庭支援課）・神奈川区内の認可
保育園・地区センター・区子育て支援拠点かなーちえ・地域ケアプラザ・行政
サービスコーナー（横浜駅）など

◆ 利用申請締切：11月2日（月）消印有効
◆ 書類提出先（郵送）：認定・利用調整事務センター
◆ 申込み時の注意：　
① 横浜市以外の保育所等の利用を希望する人は、利用希望先の施設がある自

治体で、申請締切日を確認の上、下記までご連絡ください。
② 障害児保育を希望する人は申込み前に相談が必要です。早めに下記までご

連絡ください。
③ 2021年2月3日（水）までに出生予定の子どもで、4月1日からの利用を希望す

る人は「仮申請」が可能です。申請書の児童氏名欄は『ベビー』と母の氏名、生
年月日欄は出生予定日を記入し提出してください。出生後2月10日（水）まで
に「正式申請」が必要です。

④ 幼稚園・認定こども園（教育利用）、横浜保育室の利用を希望する人は直接、
施設に申し込んでください。

⑤ 郵便事故等について、当方では責任を負いかねますので配達証明などの利
用をおすすめします。

2021（令和3）年4月に
保育所等の利用を希望する人へ

10月12日（月）から「令和3年度保育所等利用案内」を配布します

※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。

施設   お知らせから
の

※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。

＆

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。


