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令和3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。

●子育てアンケートを行いました

松見みはらし公園

▲羽沢長谷自治会館  支え手の皆さん

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。

お近くのすくすく
かめっ子を
区ホームページで
見つけてね！

すくすくかめっ子の
詳しいパンフレットは
区役所別館3階304窓口で配布中

　2019年7〜9月の神奈川区乳幼児健診受診者の皆さんに日頃の子育てへの思いや状況についてご意見をい
ただくアンケートを行いました。すくすくかめっ子に参加した人の中で87％が「参加してよかった」と回答し
ています。詳しくは区ホームページをご覧ください。

　屋外開催のすくすくかめっ子(雨天時はらい
らっく荘）。 ページの写真を見てください♪

　地域の身近な町内会館等で、月1回程度妊娠
中の人や就学前の親子がおしゃべりや仲間づ
くりをできる「たまり場」です。ほっとひと
息、安心感につながる場所です。時間内出
入り自由なので気軽にご参加ください。

　地域柄、復職を考えている人も多く、妊娠中、育児休業中に利用する人が多いの
が特徴です。公園の行き帰りに立ち寄りやすい場所にあります。
　かめっ子が顔見知りができ、情報交換もできる、地域のつながりを感じるきっか
けになれたらうれしいです。

　子育て中のスタッフが多いので、悩みを同じ立場で共有しやすいのが特徴です。
　以前私は羽沢南町内会館のかめっ子に参加し、実家のようにあたたかく迎えて
もらいました。かわいくもあり、大変でもある乳幼児期の子育てを共感してもらい
気持ちが癒

いや

されました。そこで、支え手として子育て中の人を元気にしたいと思
い、羽沢長谷自治会館でのすくすくかめっ子を立ち上げました。

特 集

2000年
すくすくかめっ子事業：
親がめ会議スタート
地域の団体やグループと区役所
が連携し、「親子のたまり場づく
り」の取組が始まる

2010年（10周年）
37会場に広がる

2015年
内閣府チャイルド・ユース
サポート章受章

2007年
地域子育て支援拠点かなー
ちえ開設
区役所と協働ですくすくかめっ
子を支援することに

地域子育て支援拠点かなーちえスタッフの皆さんと
かなーちえを運営しているNPO法人親がめ  

山
やまね   まこと

根 誠理事長（写真中央）

それぞれが自由に楽しむ会場の様子▶

すくすくかめっ子はどんなところ？

羽沢長谷自治会館

子育て中の人を元気にしたい！参加者から支え手へ

2013年
スタート

神奈川公園内にあります。妊娠中の人もぜひ！

2004年
スタート

2017年
スタート

すくすくかめっ子

参 加 者 の 声

すくすくかめっ子（親子のたまり場）は令和2年度で20周年！
地域の皆さんがボランティアで「支え手」として

区内46会場のすくすくかめっ子を支えています。
その魅力をご紹介します。

問合せ こども家庭支援課　 411-7111  321-8820
　　　 区地域子育て支援拠点かなーちえ　 441-3901

2001年
神奈川区すくすくかめっ子が
新規スタート（10会場）

幸ケ谷集会所 支え手の皆さんの声▼

支え手の皆さんの声▼

2020年（20周年）
44地区46会場で

開催中



子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

2021年1月19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
離乳食に関する
講話・調理実演

2021年1月19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 
12月11日（金）から電話かFAXで

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

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 12/22（火）午前 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

12/22（火）午前
※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 12/7（月）・21（月）

母子健康手帳・
バスタオル（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 12/14（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）
　 横浜市電子申請・届出サービスの申込みフォームで

初めて出産する人とその家族 出産予定日が5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

12/14（月）
  1/25（月）
  2/  1（月）

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 1/23（土）

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の1月25日（月）は本館地下1階、土曜両親教
室の1月23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。
※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～14時30分
12月25日、2021年1月15日（各回金曜）
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（「お薬手帳」
があれば持参）、栄養士等による健康・
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。

12月24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）

12月11・25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

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

12月14日、2021年1月18日（各回月曜）

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

イベント情報

無料
要予約

●年末年始の休館のお知らせ
　12月26日（土）～2021年1月4日（月）

なかまトーク・みんなでトーク・タイム
◆産後のカラダケア（骨盤体操）

12月16日（水）10時～11時

横浜子育てサポートシステム入会説明会
地域で子どもを預けたり預かったり
する有償の支え合い活動の説明会で 

す。年間日程はホームページでご確
認ください。預かってくれる提供会
員さん大募集中！送迎など短時間サ
ポートもあります。

12月11日（金）・19日（土）、2021年 
1月16日（土）・27日（水）16時～17時

各回先着15人 
受付中。横浜子育てサポートシス

テム神奈川区支部事務局
441-7708へ

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

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  前日までに電話で

※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。
※状況により、ひろばの利用を変更する場合があります。ホームページでご確認ください。

かなーちえからのお知らせ

かなーちえ 検索

年末年始・
日曜・祝日

の急病

神奈川区休日急患診療所（内科・小児科）　 317-5474
はーと友

ゆう

神奈川 3階（反町1-8-4 反町駅歩5分）
◆診療日時：日曜・祝日及び12月30日～1月3日10時～16時
※そのほかの医療機関等は ページ（「広報よこはま」市版へ）➡

神奈川区  両親教室 検索

横浜市　臨時申請窓口 検索

出張
ひろば

※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

◯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

　新型コロナウイルス感染症予防などのため、
家で過ごす時間が長くなると、筋力が落ちて
動きづらくなったり、気持ちが落ち込んで閉
じこもってしまうことなどが心配されます。
　保健活動推進員は、自治会町内会の推薦に
より市長から委嘱をされた地域の健康づくり
のリーダーです。区役所と一緒に、生活習慣病
予防など、健康づくり推進のためにいろいろ
な活動をしています。

問合せ  福祉保健課　 411-7138　 316-7877

問合せ 神奈川警察署　 441-0110（代）
　　　 地域振興課　　 411-7095　 323-2502

元気に体を動かしましょう

保健活動推進員と健康づくり

保健活動推進員は地域でこんな活動をしています

イベントや講演会に参加したいときは？

● 生活習慣病予防や健康増進のための
ウオーキング、健康について体験・学
習ができる健康チェック、健康体操
教室や学習会などを開催しています。

● タバコの害など、健康のための啓発
活動をしています。

● 会報誌『あるく』を作成し、健康に関
する情報を提供しています。

　地域の保健活動推進員、または福祉保健課にお尋ねください。自治会町
内会の掲示板などでもお知らせしています。

（今年度の活動は変更されていることがあります）

特別定額給付金や還付金の案内を装った
不審な電話やメールに注意してください。 不審に思ったら

家族や警察へすぐに
相談してください

問合せ 神奈川警察署
441-0110（代）

注意!! 「知っていても
　だまされる!!」 特殊詐欺（振り込め等）にご用心

被害件数…44件、被害金額…約3,712万円

 迷惑電話防止機能付電話機等の購入費用の一部を補助します
（70歳以上等の要件あり）。詳しくは地域振興課まで

令和2年1月〜9月末に神奈川区内で
発生した特殊詐欺被害の件数と金額

羽沢横浜国大駅周辺地区の
バリアフリーに関する情報をお寄せください

募集期間 12月1日（火）～2021年1月29日（金） （当日必着）
提出方法  「バリアフリーに関する情報記入用紙」※に記入し、郵送かFAXかE

メールか直接
※ 「バリアフリーに関する情報記入用紙」は、ホームページからダウンロードができま

す。また、神奈川区・保土ケ谷区役所の各窓口（下記参照）や神奈川区・保土ケ谷区内の
地区センター・地域ケアプラザにも置いてあります。

　  バリアフリーに関する情報とは
　皆さんが利用する施設（駅、福祉施設、文化施設、商業施設など）や、駅からそ
の施設に行くまでの経路で、バリアフリー※の観点で課題があると思われる

点について、情報をお寄せください。
※ バリアフリー：高齢者や障害者、妊娠している人、ベビーカーを利

用している人など誰もが円滑に移動し、施設を利用できること

 （例）   

　   「あおり運転」は犯罪です
　2020年6月30日からあおり運転が「妨害運転罪」として新たに規定されまし
た。最大で5年の懲役または100万円の罰金が科されます。また、妨害運転をし
た者は運転免許を取り消されることとなります。
　「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な運転を心掛けましょう。も
し、あおり運転を受けた場合は、近くの安全な場所に避難し、車外に出ず110番
通報してください。また、相手の車のナンバーなどを記録してください。ドライ
ブレコーダーも効果的です。

提出・問合せ ◯神奈川区役所  区政推進課企画調整係（本館5階502窓口）
　　　　   　 411-7028  314-8890  kg-kusei@city.yokohama.jp
　　　      ◯保土ケ谷区役所  区政推進課企画調整係（本館2階22窓口）
　　　　   　〒240-0001 保土ケ谷区川

かわべちょう

辺町2-9
　　　　 　  334-6227  333-7945  ho-kikaku@city.yokohama.jp

　市では、羽沢横浜国大駅を中心とした地区を対象に、バリアフリー化を推進す
るための基本構想の作成を進めています。その参考にするため、羽沢横浜国大
駅やその周辺施設のバリアフリーに関する情報をお寄せください。

　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2019年に132件の飲酒運転事
故が発生し、6人が亡くなっています。

××
×

羽沢横浜国大駅  バリアフリー 検索

保健活動推進員の活動に興味がある人は、お住まいの地域の自治会町
内会にご相談ください。

私たち、
保健活動推進員は、

地域の中で健康づくりの
推進役を担って

います

12月は飲酒運転根絶強化月間です

ストップ・飲酒運転！

ウオーキングイベントの様子（2018年）

●こんなとき、「運転しても大丈夫」と思っていませんか？

　こんな気の緩みや過信が重大事故につながっています。

酒を飲んでから
時間が

たっているから
大丈夫

飲んだ酒の量が
少ないから

大丈夫

すぐそこまでの
運転だから

大丈夫

酒を飲んでも
事故を起こさない
自信があるから

大丈夫

　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！」を徹底してください。

● 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 
● 酒を飲んだ人の運転する車に同乗しない

しない
させない

ゆるさない

問合せ 神奈川消防署総務・予防課　 316-0119（代）問合せ 地域振興課　 411-7095  323-2502

　例年、1月に反町公園で開催している「神奈川区消防出初
式」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加者等
を制限して執り行い、一般公開を中止します。来場を楽し
みにしていただいた皆様にはお詫びいたしますとともに
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

月・火・金曜:12時～19時30
分、土・日曜9時～17時
※第3土曜の翌日の日曜・祝日・
年末年始を除く

西区北
きたさいわい

幸1-6-1 横浜ファー
ストビル15階（横浜駅歩3分）

市マイナンバーカード専用
ダイヤル  0120-769-706
※持ち物などの詳細は

令和3年神奈川区消防出初式  
一般公開中止のお知らせ

マイナンバーカードの
新規申請は

臨時申請窓口が便利です

みなさんからの
情報をお待ちして

います！

横浜消防
マスコット

キャラクター
ハマくん！

A施設の入り口に段差
があって入りにくい。

B施設へ行くとき、案内表
示がなくて分かりにくい。

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。



※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

◆L
ラナ

ana先生の大人の英会話
2021年1月7・21日、2月4・18日、3

月4・18日（木曜全6回）10時～11時
先着16人　 7,200円（全回分）　
12月11日（金）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

◆親子モリモリ体操
2021年1月13日～3月24日（毎週水

曜全11回）10時45分～11時45分　
2・3歳児と保護者、先着30組　
1組7,150円（全回分）　
12月18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

◆おりがみ教室（1月クラス）
2021年1月27日（水）

9時30分～11時30分　
24人（多数抽選） 500円　
はさみ・のり・筆記用具・新聞紙　
1月6日（水）～20日（水）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

◆エレガントフラ＆タヒチダンス
大人のフラダンス、初めての人講座

2021年1月13日～3月3日（毎週水曜
全8回）13時10分～14時30分　

先着18人 5,000円（全回分）
タウンスカート（貸出し有）・Tシャ

ツ・タオル・飲み物　
12月11日（金）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

◆占いの世界へようこそ
　「算

さんめいがく

命学とは」
　～占いの世界をのぞいてみよう～

2021年1月23日（土）13時～14時30分
成人、先着12人 300円　
12月21日（月）から電話か直接

〒221-0044 東神奈川1-10-1
440-1211 440-1139
https://kanack-hall.info/

区民文化センターかなっくホール 休館
12月21日
（月）

◆新春！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 ほか
2021年1月9日（土）14時～15時
小学生以上、先着150人　
一般2,000円（神奈川区民1,500円）、

子ども500円（高校生以下）　
受付中（自由席）。

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
12月21日
（月）

◆新春うらしま寄
よせ

席
　～ 笑う門には福来る! ～
出演：かながわ楽

らくしょうかい

笑会
2021年1月9日（土）13時30分～16時
小学3年生以上、先着25人　 300円
当日直接

神奈川図書館 年末年始の休館のお知らせ
12月29日（火）～2021年1月4日（月）午前 ※1月4日（月）は12時開館

問合せ 神奈川図書館 434-4339 434-5168

◆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17日、2021年1月7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
12月18日、2021年1月8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

子育て講演会
「本当は怒りたくない　子育て
中のアンガーマネジメト」

怒りの感情を理解し上手に付き合う
方法を学びます。
◆講師：（一社）日本アンガーマネジメ
ント協会認定　アンガーマネジメン
トファシリテーター　島

しまだ たえこ

田妙子さん
2021年1月25日（月）10時～11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50人
1歳以上、先着10人（ 1月8日（金）まで）
12月11日（金）から横浜市電子申

請・届出サービスの申込みフォームで
こども家庭支援課
411-7111
321-8820

令和3年度　
横浜市子育て支援者募集

子育て相談や地域の子育てグループ
などへの支援を行います。

12月7日（月）から区ホームページで
こども家庭支援課　
411-7111
321-8820

新春子ども書き初め大会
今年度は集合して書き初めを行う大
会は開催せず、書き初め作品を募集
します（事前申込み不要）。
★書き初め作品募集

区内在住の小・中学生
◆ 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「信じる心」、
小6：「航海」または「無限の力」、中学
生：「尊敬」または「将来展望」
※小学生は楷書のみ、中学生は行書も可

2021年1月12日（火）（必 着）郵 送
で作品と記載事項※を記入した紙を
同封し区子ども会育成連絡協議会：
島

しまだ めぐみ

田 恵（〒221-0803 中丸16）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」 ○参加賞は後日郵送します。
★作品展示

2021年1月20日（水）～28日（木）
区役所別館1階 区民ホール
区子ども会育成連絡協議会:島

しまだ

田 

090-1250-3609 
323-2502（地域振興課）

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★親子で遊ぼう「手遊び歌動画」
赤ちゃんの集まりに出掛けることが
できない人向けに、親子で楽しめる
手遊び歌動画を作りました。マミム
ジカと一緒に、おうち時間を楽しく
過ごしましょう♪ホームページから
アクセスできます。

https://mamimusica1212.jimdofree.com/
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

新春花木等の寄せ植え教室
12月16日（水）13時30分～15時　
神の木公園（神之木台13-20） 
先着10人 1,500円 
筆記用具・作業しやすい服装　

12月11日（金）から電話で
神の木公園 421-7883へ

区バレーボール協会からの
お知らせ　

★第26回区民ミックスレクリエー
　ション大会
予選リーグ戦・決勝トーナメント戦

（9人制・6人制の部）
2021年2月7日（日）9時～21時　　
15歳以上の区内在住・在勤・在学・在

クラブ者によるチーム、先着12チーム
1チーム4,000円（別途登録料2,000円） 

★第19回区民ソフトバレーボール
　フェスティバル
リーグ戦・順位決定戦（一般・レディー
ス・シニアの部）　

2021年2月20日（土）9時～17時　
小学生以上の区内在住・在勤・在

学・在クラブ者によるチーム、先着各6
チーム 1チーム3,000円　
………………上記共通………………

神奈川スポーツセンター（三ツ沢
上町11-18） 

12月11日（金）～2021年1月10日（日）
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

※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。

※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。


