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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）。

区の人口
244,915人

世帯数
126,050世帯

（2020年2月1日現在）
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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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マスコット
キャラクター
かめ太郎

1コース
のみの

参加もOK
　旧東海道をめぐり歴史に触れるウオーキングイベントです。
歴史ガイドの解説が聞けるポイントもあります。

日  時 3月14日（土）10時〜17時（受付：10時〜14時） 
※雨天決行・荒天中止  ※受付開始前の来場はご遠慮ください。

申込み 当日直接、各コースのスタート地点で受付
※ 開催の有無は当日8時以降に横浜市コールセンター  664-2525で確認できます。

スタート：神奈川通東公園
　　　　　  （新町16、神奈川新町駅歩1分）

ゴール：横浜市民防災センター
　　　　 （沢渡4-7）

障害のある人たちの
活躍を紹介します。

イベント

神奈川区
コース

（約6.5km）

鶴見区
コース

（約5km）

高札場

問合せ 区政推進課　 411-7028  314-8890

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。

特集は ・ ページへ➡

京急×鶴見区×神奈川区
旧東海道ウォーク

参加特典
①コース上の「食べどころポイント」での1日限りの特典
②各コースのキーワードを全て集めたら「京急×区オリジナル手ぬぐい」
③両コースのキーワードを全て集めたら「京急オリジナルグッズ」
※②③は数量限定、記念品引換は17時まで

●入賞作品は
　区ホームページで公開中

問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

お知らせ
第11回「わが町 かながわ とっておき」

写真コンテスト  入賞作品紹介

水
みずかみ たつや

上達也さん

一般部門　優秀賞

第11回  かながわとっておき  入賞作品 検索

（撮影地：新浦島町） 

（撮影地：菅田羽沢の農業地域） 

谷
たにぐち かすみ

口華純さん

小中学生部門
かめ太郎賞

ばんりょく

すてきなアレンジメントが完成

特 集

●詳細はこちら 旧東海道ウォーク　神奈川区　780 検索

スタート：鶴見神社公園
　　　　　  （鶴見区鶴

つるみちゅうおう

見中央1-14、京急鶴見駅歩5分）

ゴール：生
なまむぎ

麦事件碑そば高架下緑地（鶴見区生麦1-16付近）

※2コース巡る場合は、どちらのコースから始めてもかまいません。



大事なペットについて考えてみませんか

かながわ防災セミナー

　被災地での動物救援ボランティアの体験をもとにした、災害時に必要な日
頃の備えやトレーニングについてのお話です。
日　時 �3月21日(土)13時～14時�※雨天決行・荒天中止
会　場 横浜ベイクォーター��3階��メイン広場（金港町1-10）
� （B

ベイ

AY�D
ドッグ

OG�F
フェスタ

ESTAイベント会場）
申込み 当日直接

　3月16日(月) ～4月11日(土)の間は、特に混雑が予想されます。
※�関連情報は ページへ➡

3・4月の土曜開庁日（3月14日・28日、4月11日・25日）：9時～12時
※�土曜日は、他市町村や他機関へ問合せが必要な業務など、一部取扱いができない業務が
あるため、事前に確認の上、お越しください。

◇�本人確認書類…顔写真付きの書類は1点（運転免許証など）。顔写真付きで
ない書類は複数提示（健康保険証、年金手帳など）
◇転出証明書（横浜市外からの転入の場合）
◇委任状（本人または同一世帯員以外の人が届け出る場合）

　特殊詐欺（振り込め詐欺）の被害に遭わな
いためには、「犯人と話をしないこと」が最も
効果的です。犯人は声を録音されることを嫌
うため、留守番電話に設定する、「自動通話録
音装置」を取り付けるなどして、被害を防ぐ
対策をしましょう。
※�「自動通話録音装置」…着信音が鳴る前に相手方
に自動で警告メッセージを流し、通話を録音する
装置です。

　1月12日・19日に行われた「子ども会新春書き
初め大会」に、区内の小・中学生75人の皆さんが
参加しました。

お知
らせ

お知
らせ

春の引っ越しシーズンは、区役所
戸籍課窓口が大変混み合います

区子ども会育成連絡協議会主催

神奈川区 子ども会 新春書き初め大会

特殊詐欺（振り込め詐欺）の
被害を防ごう

問合せ �神奈川消防署総務・予防課　 316-0119

問合せ �区政推進課　 411-7028�� 314-8890

混雑を避けるポイント

　この度、神奈川ロータリークラブの60周年
記念奉仕事業の一環として、「自動通話録音装
置」50台が神奈川区役所に寄贈されました。今
後、区内の地域ケアプラザなど身近な施設で、
区民の皆さんに実際に装置を見ていただき、特
殊詐欺対策への理解を深めていただけるよう、
活用していきます。

◆�火・水・木曜の午前中の早い時間は、待ち時間が比較的
短くなっています。
◆�神奈川区ホームページで窓口の待ち人数を確認できます。

※�当日、戸籍課103窓口で受け取る番号札に
記載の二次元コードから、自分の順番まで
の人数を確認することもできます。

◆�証明書（住民票の写しや印鑑登録証明書等）のみの発行は「行政サービ
スコーナー」をご利用ください。
　横浜駅（駅構内みなみ通路）や新横浜駅（地下鉄駅事務所並び）など
　取得できる証明書・場所・時間などの詳細は　
◆マイナンバーカードを使用し、コンビニで各種証明書を取得できます。
※�電子証明書機能を搭載していない場合や有効期限切れの場合は利用できません。
　取得できる証明書・店舗・時間・手数料などの詳細は

●転出・転入・転居届…戸籍課（区役所別館1階103窓口）

●手続に必要なもの

講　師 �JAHA（日本動物病院協会）認定　
� 家庭犬インストラクター、横浜市動物適正飼育推進員

� 遠
えんどう

藤�エマさん
“愛犬の気持ちをわかりやすく楽しく伝える”をモットーに活動。
ドッグトレーニングに関する講演や指導のほか、動画配信も行う。

書き初め大会の様子➡

小学2年 

畑
はたなか�るな

中瑠七さん

区子ども会
育成連絡協議
会長賞

中学3年 

藤
ふじた�とおこ

田透子さん

区文化
協会長賞

小学5年 

佐
さとう�ここ

藤小瑚さん

区長賞

問合せ 地域振興課��� 411-7093　 323-2502　

横浜��新病院 検索

区内唯一の災害拠点病院　　　　
　新病院は、区内唯一の災害拠点病院として、重症・重篤な傷
病者を受け入れるなど、災害時の医療・救護活動において中
心的な役割を担います。
　また、新病院の診療棟は免震構造になっていて、震度7の地
震でも被害を最小限に抑えられるようにしています。

7日間の自立稼働
　新病院では、外部からのエネ
ルギーや物資の供給が途絶えて
も7日間は災害拠点病院として
の機能を発揮できるよう、自家
発電設備を整備し、医薬品・医療
資器材の備蓄をしています。

5月1日（金）〈外来は5月7日（木）〉に開院する新病院の特徴について、連載で紹介します。

新病院に関する
情報はこちら

問合せ 市民病院総務課庶務係　
　　　�� 331-1961��
� 332-5599

横浜市立市民病院を知ろう新 〈連載3〉

�災害時は赤い旗が目印！�

■新病院の内覧会を開催します
日　時 �4月10日（金）10時～16時
　　　�（受付終了：15時30分）
会��場 �横浜市立市民病院（新）
　　　�（三ツ沢西町1-1）
申込み �当日直接

特
殊
詐
欺
防
止
啓
発
ポ
ス
タ
ー

2019年1～12月の県下の警察署（54署）の中で
神奈川区は特殊詐欺の被害額ワースト（約2億4800万円）

子ども

横浜市行政サービスコーナー 検索

横浜市　コンビニ交付 検索

※郵送による転出届の詳細は 横浜市��郵送による転出届 検索

問合せ 戸籍課��� 411-7034　 324-3586　

引っ越し先 届出期間 手続

転出
横浜市外へ 目安は引っ越し予定日の

1か月くらい前から
転出届を提出または、「郵
送による転出届」を郵送※

市内の他の区へ 神奈川区役所での手続はありません
（新住所地で転入届が必要です）

転入

横浜市外から

新しい住所に住み始めて
から14日以内（未来日で
の届出はできません）

転入届を提出

市内の他の区から
転入届を提出
（前の区での転出届は
不要です）

転居 神奈川区内での
引っ越し 転居届を提出

時間に
余裕を持って

手続を
お願いします

イベント

災害があったらどうなるの〜愛犬の準備はできていますか〜



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
3月13日（金）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
3月9日、4月6日（各回月曜）9時～

14時30分、4月17日（金）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

神奈川区災害ボランティアセンター
サポーター養成講座
被災地での活動内容を聴き、災害ボ

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

無料
要予約

イベント情報

　区役所別館1階の区民ホー
ルに「健康チェック・情報コー
ナー」があります。
　血管年齢、脳年齢、骨の健康
度が手軽に測定できる機器や
健康づくりに役立つチラシが
置いてあり、機器は平日の開庁
時間に自由に利用できます。
　また、保健活動推進員＊の皆
さんの協力で、握力測定や足指
力測定等、常設機器以外の健康
チェックを開催しています。次回は5月28日（木）13時から、以降は月1回
程度の開催予定です。詳細は、区ホームページをご覧ください。
　コーナー内のチラシを参考に、ぜひ健康づくりに取り組んでみま
しょう。短時間の取組でも、「続けることで体の状態が改善した」という
話も聞かれます。定期的に健康チェックをしてみてください。

＊保健活動推進員は、自治会町内会から推薦されて、それぞれの地域でウオーキング
や健康チェックなどの活動をして、区民の皆さんの健康づくりを応援しています。

問合せ 福祉保健課�� 411-7138�� 316-7877

　生後91日以上の飼い犬には、登録（犬の生涯で1回）と年1回の狂
犬病予防注射が義務付けられています。4月には右のとおり出張
会場を設けます。また、一部の動物病院では年間を通して出張会場
と同様に登録と狂犬病予防注射（鑑札と注射済票の交付）ができま
す（注射料金は病院ごとに異なります）。
費　用 3,650円（注射料金3,100円＋注射済票交付手数料550円）
※�注射料金が変わりました。ご注意ください。
　新たに登録する場合は別途、登録手数料3,000円。
持ち物 ○すでに犬を登録している場合…3月中旬に郵送する「お
知らせ」に同封の「狂犬病予防注射済票交付申請書（兼登録申請
書）」に必要事項を記載したもの
○市外からの転入や譲渡犬の場合…犬鑑札
※�当日の気象状況等により中止することがあります。実施の有無は、8時45分
以降に、生活衛生課に電話または横浜市動物愛護センターのホームページ
でご確認ください。
※�犬をしっかり押さえられる人が連れてきてください。
※�犬の体調によっては獣医師の判断で注射が受けられない場合があります。

日付（4月） 受付時間 会場名 所在地

� 9（木）
午前 神の木公園内詰所横 神之木台13-20

午後 入江町公園（新子安駅側広場） 入江1-27-15

11（土） 午前 神奈川土木事務所　 神大寺2-28-22�

16（木）
午前 横浜市動物愛護センター＊ 菅田町75-4

午後 菅田東町会館（長導寺並び） 菅田町1674

18（土） 午前／午後 神奈川区役所（反町公園側） 広台太田町3-8

21（火） 午前 株式会社創
そうけんしゃ

健社駐車場（片倉公園並び） 片倉2-37-11

23（木）
午前 羽沢神明社 羽沢町922

午後 羽沢長谷自治会館（横浜保土ケ谷中央病院北側） 羽沢南1-4-11

24（金）
午前 大口駅前公園（大口駅西口正面右側の公園）　 大口通68-2

午後 白幡八幡神社 白幡仲町13-25

●出張会場日程表 【受付時間】午前：10時～12時　午後：13時30分～15時

＊菅田みどりの丘公園から会場を変更しました。ガーデン山自治会館は廃止しました。

問合せ 生活衛生課　 411-7143　 411-7039

　かつての東海道の面影を残す台町から宮前商店街
の歩道（路面）に、旧東海道のデザインをあしらったプ
レートを7枚設置しました。
設置場所 宮前商店街入口付近ほか

旧東海道デザインプレートがお目見え
まち歩きで探してみよう

問合せ 区政推進課�� 411-7028�� 314-8890

横浜市動物愛護センター��お知らせ 検索

健康チェック・情報コーナーをご活用ください

連載�　１0

ランティアセンターやサポ－ターの
役割について学ぶ講座です。
3月25日（水）14時～16時
はーと友

ゆう

神奈川2階�多目的研修室
（反町1-8-4）� 区内在住の高校生以
上の人、先着50人

3月11日（水）から電話かFAXで
区社会福祉協議会
311-2014�� 313-2420へ

●善意銀行（12月寄付分）●

○あけぼの通商店会
○中田
○明るい社会づくり運動
　神奈川区協議会
○スカイハイツトーカイふれあい会
○おはなし花束
○（株）八丁幸
○かめたろう�おもちゃ病院
○横浜冷凍（株）
○神奈川ロータリークラブ
○おてらおやつクラブ
　浄土真宗なごみ庵
○大野��佑
○大口七島地区
　民生委員児童委員協議会
○（株）不動テトラ�横浜支店
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

新型コロナウイルス情報は ページへ➡

※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。



　『まちでくらす』は、障害があっ
てもなくても、誰もが自分らしく、
住み慣れた場所で、いきいきと安
心して生活してほしいという思い
から、神奈川区地域自立支援協議
会が主体となり、地域の人たちの
協力のもと作成されたガイドブッ
クです。区の相談機関や事業所な
どの情報を掲載しています。ぜひ
ご覧ください。
配布場所 区役所別館3階301窓口
まちでくらす　神奈川区 検索

　身近な場所で、さまざまな特技や能力を生かして活躍している障害のある人た
ちがいます。仕事をしたり、スポーツをしたり、ボランティアをしたり、趣味を楽し
んだり。いきいきと暮らし、働く人や活動を紹介します。
　障害の有無に関わらず誰もが自分らしく暮らし、互いに支えあい
共に生きる社会を作っていきましょう。

問合せ 高齢・障害支援課　 411-7114  324-3702

　大口駅西口から続く点字ブロックにそって坂道を登ったとこ
ろに、市内唯一の公立盲学校、横浜市立盲特別支援学校がありま
す。ここには「専攻科」という課程があります。生徒の平均年齢は
40代。はり、きゅう、あん摩マッサージ、指圧などの専門的な技術
を身に付け、国家試験受験資格を得ることを目指して学んでい
ます。
　盲特別支援学校では臨床実習の一環として、校内で地域の人
に施術を受けてもらう場を設けています。教員の指導の下、生徒
が施術を行い、技術だけではなくコミュニケーション能力を高
める大切な場になっています。
　生徒の約8割が、卒業後の進路としてヘルスキーパー※を希望
しています。しかし、横浜市内の企業からの求人はまだ少ないた
め、学校でも積極的に職場開拓を行っています。
※ヘルスキーパー…国家資格を有する視覚障害者があん摩マッサージ・指
圧・はり・きゅうなどの施術を行う職種。企業が福利厚生の一環として取り
入れ、業務中に生じた疲労等を取り除き、健康増進と作業能率の向上を目的
としています。

先生の指導を受けて上達を目指します

◯�進行性の病気なので、将来全盲になるかもしれま
せん。そのときになっても働いて、誰かの役に立
ちたいです。
◯�体だけではなく気持ちもほぐし、癒やしの空間を
提供できる施術者になりたいです。
◯�私たちが街で困っているように見えたときには、
突然触られるとびっくりするので、まず「どうし
ました？」「お手伝いしましょうか？」と声を掛け
てくださるとありがたいです。

心と体を癒
い

やす技術で
社会貢献

問合せ
横浜市立盲特別支援学校
高等部専攻科進路担当

431-1629  423-0284
ys-ybesg@edu.city.yokohama.jp

ヘルスキーパーに興味のある企業は、お問い合わせください

横浜市立盲特別支援学校 検索

福利厚生の一助をめざして

生徒の声

▲「まちでくらす」
　二次元コード

大小合わせて15個の愛情込めて
作った「わたし達の愛しいお花」
を届けています

僕たちが一生懸命
作っています。
見てもらえるとう
れしいな。

　「お花のデリバリー」は、区役
所が神奈川区障害者地域作業所
連絡会に委託している事業で
す。区内にある8つの事業所（浦
島共同作業所、ぐりーんろーど、
青

せいとうさぼう

桐茶房、せせらぎ、たんまち福
祉活動ホーム、もくもく、リワー
ク神奈川、わかば工芸）が順番
で、毎週月曜日に区役所の窓口
にお花を飾っています。

「お花のデリバリー」で
区役所に華

はな

を

すてきなアレンジメントをお届け

たんまち
福祉活動ホーム
細
ほそかわ

川さん

ボランティアの先生と一緒に作ります。メンバーの感性や
創造力で、すてきなアレンジメントが生み出されています

　区役所で障害のある人がチームの一員として
働いています。パラアスリートとしても活躍中の
高齢・障害支援課の林

はやしだ

田職員を紹介します。

〈これまでの成績：知的障害のクラス〉
●リオ2016パラリンピック競技大会
　100メートル平泳ぎ7位
●アジアンパラゲームス2018
　100メートル平泳ぎ銅メダル獲得

　介護保険関係の
事務の仕事をして
います。
　障害の特性で、
環境の変化やイレ
ギュラーなことが苦手なので、パソコンの入力作業や書
類整理の仕事を担当しています。
　コミュニケーションを大事にして、一緒に働いている
人に積極的に声を掛けるようにしていますが、人との関
係が近すぎるのも苦手なので適度な距離を取るよう、心
掛けています。

◯�自分に厳しく、努力しているすごい
人です！
◯�電話や窓口応対は、ほかの職員がお
手伝いしています。
◯�仕事をお願いするときは分かりやす
い言葉で伝えています。それ以外は
ほかの職員と何も変わらないです。

仕事もスポーツも
全力で！

何事にも自分らしさを持つ

介護保険担当チームみんなで
助け合って働いています

神奈川区の障害者の状況

冊子「まちでくらす」をご活用ください

　障害の種類は大きく3種類に分かれています。いずれ
かの障害者手帳を交付されている人の数は、神奈川区で
約1万人、人口比では区民の約25人に1人となっています。

（2019年3月末現在）

◯身体障害…�視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、肢
体不自由、内部障害

◯知的障害…�判定機関で知的障害と判定された人

◯精神障害…�精神疾患のため、日常生活または社会生
活に制約がある人

特 集 　住宅街の中にある「地域活動支援センターむすび」では、コーヒーカフェ
を開いています。地域にとけこんだ、障害のある人もない人も気軽に集え
る、居心地のいい居場所を目指しています。

◯�ここで働き始めて、明るくなったねと言われます。服装にも気を使う
ようになりました。

◯�自分にできることを任されることで、もっといろいろなことができ
るようになりたいと思うようになりました。

◯�お客さんの笑顔や、「おいしかったよ」「また来ます」という言葉にや
りがいを感じています。

◯�精神疾患があっても、みんなと同じように生
活できることを分かってほしいです。

◯�「病気」ではなく「わたし」を見てほしいと
　思います。

障害のある人もない人も
みんなが憩える場所を

地域活動支援センターむすび
神之木台3-3（大口駅東口歩6分） 

947-4581  947-4582

笑顔で働く
ユウコさん

交流が生まれるくつろぎのカフェ

働いている人の声

コーヒーを豆から入れる
川
かわむら

村さん

▶カフェ営業時間
　火曜〜土曜（祝日除く）
　10時30分〜15時 
　※木曜ランチあり
▶インスタグラムで発信中

左から、生徒の吉
よしだ

田さん、群
ぐんま

馬さん、
藤
ふじもり

森さん、教員の磯
いそ

先生

　区内で生活している知的障害のあるAさんは、普段は
地域の作業所に通い、困ったことや分からないことは、相
談機関の支援者に相談しています。
　1年ほど前に、自分の得意な掃除で誰かに喜んでもらい
たいと思い立ち、支援者に相談。市内の公園の清掃ボラン
ティアを始めました。
　今は週2回、「きれいは安心」をモットーに支援者と一緒に
清掃活動をしています。公園の管理者から、その日掃除する場
所を教えてもらい、主に落ち葉掃除をしています。顔見知りに
なった子どもたちがあいさつしてくれたり、公園に来る人か
ら声を掛けられることも増えました。「今日もやってるのね、
お疲れ様。ありがとう！」の一言がとてもうれしいそうです。

きれいにした公園、大事に使ってね。
（Ａさん）みんなの役に

立ちたくて

得意なことで社会参加

　とても熱心に取り組んでいます。ひとりで
どんどん進められるので、私たちは見守って
いることが多いですね。頑張りすぎて疲れな
いよう、時々声を掛けています。

支援者の声

同僚職員の声

むすびmusubi0508 検索



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
◆入園グッズ見るだけタイム
　byソーイングs

スミ

umi
3月18日（水）13時30分〜14時30分

◆C
ココママシングス

oCoMamaSings 歌声ひろば♪
3月19日（木）11時〜11時40分

なかまトーク・みんなでトーク
◆マタニティ＆孫まごタイム
　体験版「赤ちゃんのいる産後の暮らし」

3月19日（木）13時30分〜14時30分
◆2～3歳児集まれ！！パワー全開！
　親子で新聞紙遊び♪

3月26日（木）10時30分〜11時30分

相　　談
◆女性の悩みなんでも相談

3月12日（木）13時30分〜14時30分
◆専門相談・こどもの心やからだの
　発達について

3月17日（火）13時〜14時30分
◆栄養士とみんなでトーク
　（乳幼児食生活相談）

3月27日（金）10時〜11時

トピックス
◆春だ！ファミリーで外遊びタイム♪
プレイパーク（ “ケガと弁当は自分も
ち”がモットーの冒険遊び場・地域グ

ループが運営）は、赤ちゃんから高齢
者まで、いろいろな世代がふれあう
場です。かなーちえスタッフも出張
します。

①片倉うさぎ山プレイパーク
3月25日（水）10時〜17時
②白幡の森プレイパーク
3月28日（土）10〜17時

〈公園での外遊びタイム〉
③反町公園・親子で外で遊ぼうわく
わくタイム
4月3日（金）11時〜12時
※雨天時：かなーちえ
④西寺尾の丘公園・もっと外で遊び

タイム
4月10日（金）10時30分〜12時
※雨天中止
⑤羽沢町公園・もっと外で遊びタイム
4月10日（金）10時30分〜12時
※雨天中止
◆マタニティ＆孫まごタイム
生まれる前から知っておきたい！
目からウロコの産後の暮らし
講師：NPO法人「孫育て・ニッポン」
ぼうだ あきこ さん

3月14日（土）13時30分〜15時
妊娠中の人、そのパートナー、孫の

いる人、これから孫が生まれる人

かなーちえ 検索

対象 内容
日程

持ち物
3月 4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

17（火）午後
24（火）午前 28（火）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）午後
母子健康手帳

※時間の詳細は問合せを

②母乳相談　時間：【3月】13時30分〜16時 【4月】13時20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）
13（月）
27（月）

母子健康手帳・
タオル

③母性相談　時間：【3月】13時30分〜14時30分 【4月】13時30分〜14時50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 出産予定日が
8月の人

出産予定日が
9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、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

3/ 9
4/20
5/11

（各回月曜）

4/13
5/25
6/ 1

（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 4/25（土） 5/23（土）

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の4月20日（月）、5月25日（月）は本館地下1
階、4月25日（土）、5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。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

こそだてひろば   3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。

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

4月7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

4月7日（火）
13時30分〜14時30分（受付：13時15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24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
3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

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
（保育室でも遊べます） － －

◎ランチ
交流

－
　　　　　　　　

☆19（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
－

－

☆3（火）
「ひな祭り集会」交流

6（金）
「おはなし広場」
西菅田団地集会所

園児と一緒に
給食体験。

親子で一緒に食べ
てみませんか。

※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。



春のコンサート in 公会堂
VOL.XVIII（18）

ヴォーカルハーモニーの魅力
◆主催：神奈川区文化協会
◆出演：ハーモナイズとナオミ、
　　    THE VOICES

3月28日（土）14時〜16時（開場：13時
20分） 神奈川公会堂（富家町1-3）

事前整理券：先着300枚、3月27日
（金）21時までに直接
当日整理券：先着200枚、12時から直
接  ※いずれも1人2枚まで

神奈川公会堂
432-3399 432-3321　

令和2年度 神奈川芸能大会
舞踊、民謡、カラオケなど

5月17日（日）10時〜16時
神奈川公会堂
先着400人 当日直接

★出演者募集
1曲4,000円
4月8日（水）10時に専用の申込用紙

と参加費を神奈川公会堂1号会議室へ
持参

神奈川芸能大会実行委員会：楠
くすもと

本
421-4481

※専用の申込用紙は神奈川芸能大会
実行委員会へお問い合わせください。

神奈川区地域支援補助金
区民力発揮コース

★男の料理教室「するなり会」
　2020年度入会希望者募集
料理の専門家を迎えるなどして和気
あいあいの時間を楽しむ集まりです。

4月4日〜2021年3月6日（毎月第1土
曜全12回 ※5・1月は第2土曜） 

神之木地区センター（神之木町7-1） 
区内在住の40〜79歳の男性、8人程

度（多数抽選）  12,000円（全回分）
3月14日（土）までにFAXに氏名・

年齢・住所・電話を書いて、するなり
会：長

はせがわ

谷川 421-1059へ

かながわ☆七福館めぐり
NPO法人こらぼネット・かながわ所
管の7施設（神奈川・神之木・神大寺・
菅田地区センター、うらしま荘、神奈
川公会堂、幸ケ谷公園コミュニティ
ハウス）がそれぞれ七福神ならぬ“七
福館”となって、スタンプラリーを開
催します。春のお散歩がてら七福館
を巡ってください。全館巡った人に
は完走賞を贈呈！（スタンプ台紙は
各施設にあります。）

3月24日（火）〜30日（月）9時〜17時
各施設に当日直接
NPO法人こらぼネット・かながわ
441-1230  441-1233

台町公園　自然観察会
3月28日（土）10時〜12時 
台町公園 詰所前集合（高島台29） 
筆記用具・虫眼鏡（持っている人）
当日直接
台町公園詰所 323-0129

神の木公園　自然観察会
4月5日（日）10時〜12時 

神の木公園 詰所前集合（神之木台
13-20） 筆記用具・虫眼鏡（持って
いる人） 当日直接

神の木公園詰所 421-7883

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★ヨガ＆太極拳教室
4月7・14・21、5月12・19・26日、6月

2・16日（火曜全8回）
13時15分〜14時45分 

16歳以上で未経験の人、先着16人 
4,800円（全回分 ※1回600円）
3月15日（日）から電話で施設へ

★ふれあい親子クラブ自然みつけ隊Ⅰ
　季節のおやつ作り・自然遊び

4月15・22日、5月13・20日、6月3日
（水曜全5回）14時45分〜16時45分

年中･年長児と保護者、16組（多数抽
選） 2人1組6,500円、追加1人3,000
円（2歳以下1人700円）（全回分）

3月15日（日）〜29日（日）にホーム
ページの申込フォームか往復はがき

（消印有効）に事業名、参加者全員の氏
名（ふりがな）・性別・年齢・住所・電話
を書いて施設へ
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
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/

高齢者体操教室
体力測定、経

けいらく

絡ストレッチ、軽運動、コア
トレーニング、セルフケア、脳トレなど

4月10日〜7月3日（毎週金曜全12回
※6月5日（予定）を除く）13時15分〜
15時 盲特別支援学校（松見町1-26）

65歳以上の健康な人、先着25人
保険料500円程度

4月6日（月）〜8日（水）に電話で
盲特別支援学校：保

ほしな

科
431-1629 423-0284へ

新
にいはる

治恵みの里
トウモロコシ作り教室

農家に教わる栽培体験。最後に採りた
ての甘いトウモロコシを釜ゆでで味
わいます。

①種まき：4月25日、②追肥・土寄
せ：5月16日、③花粉付け・電気柵張
り：6月13日、④収穫・釜ゆで：7月11日

（土曜全4回）①②③10時30分〜12時
30分、④9時〜11時 ※生育や天候状
況による日時変更あり 

にいはる里山交流センター（緑区
新
にいはるちょう

治町887） 市内在住の家族（1家
族4人まで、1人でも可）・4月25日の種
まきに参加できる人、先着20組程度 

1組3,600円（全回分）
3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

平沼記念体育館からのお知らせ
★平沼記念体育館50周年記念「平

ひらたいさい

体祭」
平
ひらぬま りょうぞう

沼亮三の生誕にちなみイベントを

実施します。
※申込みは1人1コースのみ

3月28日（土）
○スポンジテニス

①9時〜9時50分、②9時55分〜10
時45分 

年中〜小学6年生、各回先着12人　
○バドミントン

①9時〜9時50分、②9時55分〜10
時45分 

小学3年生〜中学2年生、各回先着
10人　
○H

ヒップ

IP H
ホップ

OP D
ダンス

ANCE
①9時〜9時50分、②9時55分〜10

時45分 
年中〜中学3年生、各回先着15人

○ボッチャ体験
どなたでも体験できます。

9時〜10時40分　
★春休みだよ！ジュニア教室
主に初心者を対象とした教室です。
○スポンジテニス

3月26日（木）・27日（金）・30日（月）、
4月1日（水）〜4日（土）①8時40分〜9時
40分、②9時45分〜10時45分 

年中〜小学6年生、各回先着12人 
各回820円

○バドミントン
3月26日（木）・27日（金）・29日（日）・

30日（月）、4月1日（水）〜4日（土）①8時
40分〜9時40分、②9時45分〜10時45分 

小学3年生〜中学2年生、各回先着
10人  各回820円　
○H

ヒップ

IP H
ホップ

OP D
ダンス

ANCE
4月4日（土）①9時〜9時50分、②10

時〜10時50分 
年中〜中学3年生、各回先着12人 
各回1,000円

★バドミントン
　クリニック＆ゲーム
パターンドリル練習を中心に毎回テー
マを決め、後半はゲームで実戦してい

きます。
3月19日（木）①9時〜11時・②11時

〜13時、3月26日（木）、4月1日（水）〜
4日（土）11時〜13時 

中学生以上、各回先着12人 
各回1,100円

★バドミントン
　E

エンジョイ

NJOY・ペアでゲーム
毎回対戦相手を変えてゲームを楽し
みます。

3月19日（木）9時〜11時、3月26日
（木）、4月1日（水）〜4日（土）11時〜13
時 中学生以上、各回先着12組 

各回1組1,100円  シャトル
………………上記共通………………

平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
3月15日（日）からホームページの

申込フォームで　
平沼記念体育館
311-6186 316-8521
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

第27回区団体戦卓球大会
男子4単1複（4人制）、女子3複（4人制）
による団体戦。ともに一般、シニア（平
均60歳以上）

4月5日（日）9時〜21時 
神奈川スポーツセンター（三ツ沢上

町11-18） 
区内および近隣区在住・在勤・在

学・在チームの人  
1チーム4,000円
3月20日（祝・金）必着で専用の申込

用紙（または代表者住所・氏名・電話、
チーム名・参加者の氏名・年齢を書い
て）をFAXか郵送で区卓球協会事務局 
担当：長

ながた

田
（〒221-0865 片倉2-67-16-104）

481-1396へ
080-5542-5456 481-1396

h-ngt-2583@kxd.biglobe.ne.jp

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

3月2日（月）

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
3月5・12・19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 3月12・19日
（各回木曜） 12：30〜13：30

16歳以上、40人ヨーガ＊ 3月5・19日
（各回木曜） 14：00〜14：50

ピラティス＊

3月6・13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3月31日（火）まで全
館休館していますが、出張教室を開催します。

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/

会場を変更して
開催します

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

◆おはなしのはらっぱ
　～紙芝居とかわいい人形劇～

3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

◆K
キッズ

ids  H
ヒップ

ip  H
ホップ

op
ステップ・リズム・ボディコントロール
を習得しながら、表現力を高めよう！

3月30日～4月27日（毎週月曜全5 
回） ①リトルクラス（3歳～小学1年
生）:17時～17時45分、②ジュニアク
ラス（小学2～6年生）:18時～19時 

各クラス先着20人  
①3,000円  ②3,500円（全回分）　
3月11日（水）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

◆親子でワッと遊ぼう
　～体育室を走り回って気分爽快！～

4月6日（月）10時30分～11時30分
未就学児と保護者、先着20組
1組100円 当日直接

◆キッズ・ジュニア・エレガンスバレエ教室
　～美しい姿勢と柔軟な体づくり～

4月16日～8月27日（毎週木曜全17
回 ※7月23日、8月13・20日を除く） ①
キッズ（年中～年長）：15時10分～16時、 
②ジュニアクララ（小学1・2年生）：16
時10分～17時10分、 ③ジュニアスワ
ン（小学3～6年生）：17時20分～18時
20分、 ④エレガンス（中学生以上）：18
時45分～19時45分 各先着20人

各11,900円（全回分） 飲み物
3月14日（土）から電話か直接

◆親子英語リトミック
4月16日～7月30日（毎週木曜全15

回 ※7月23日を除く） ①0～1歳児と
保護者：10時～10時50分、 ②2歳～未
就園児の子と保護者：11時～12時  

①②各先着25組
各1組9,750円（全回分）
3月19日（木）から電話か直接

◆親子モリモリ体操
4月15日～7月22日（毎週水曜全13

回 ※4月29日、5月6日を除く）
10時45分～11時45分

1～3歳児と保護者、先着30組
1組8,450円（全回分） 飲み物
3月18日（水）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

◆キッズプレバレエ
基礎をしっかり学びます。ミニ発表
会あり。男の子も大歓迎！

4月3日～9月25日（毎週金曜全24回 
※7月24日、8月14日を除く） ①幼稚
園クラス：16時～17時、 ②小学生クラ
ス：17時15分～18時30分 ①4～6
歳の幼児 ②小学生、各クラス先着10人 

各クラス16,800円（全回分 ※4月と

〒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
3月16日
（月）

◆シューマンの会⑥
　～シューマンとクララ・シューマン
　のピアノコンチェルト～
出演：平

ひらさわ まさあき

沢匡朗・倉
くらた りな

田莉奈（ピアノ）、カ
メラータかなっく（室内オーケストラ）

3月26日（木）11時～12時10分
（開場：10時30分）

小学生以上、先着300人 1,000円
受付中（全席自由）。

電話（ 440-1219）か直接
◆P

プレイ

lay m
ミ－

e♪ハノン選手権2020
　前夜祭バージョン！
出演：春

はるはた

畑セロリ・北
きたじま なおき

島直樹（ピアノ）
4月3日（金）17時30分～19時
先着50人  当日直接

★演奏を希望する人
（1音での演奏またはハノンの練習曲）

先着15人
受付中。所定の申込用紙をFAXか直接

◆ハノン選手権2020
ピアノ練習曲「ハノン」で競う。

4月4日（土）10時30分～17時30分
3歳以上、先着300人
500円（1日鑑賞券 ※未就学児無料）
受付中（全席自由）。

電話（ 440-1219）か直接（出場希望
の人は別途要申込み）

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
3月16日
（月）

神奈川図書館 検索

◆土曜日のおはなし会
3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
幸

こうだ

田 文
あや

『早
そうしゅん

春』ほか
出演：朗読の会クローバー

3月21日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

◆親子おはなし会
3月31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

4月7日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着30人
当日直接

乳幼児と保護者、先着20人
当日直接

◆親子でワッと遊ぼう！
　i

イン

n 白幡地区センター
3月23日（月）10時～11時30分
未就学児と保護者、先着30組程度
1家族100円 当日直接

◆学問としての仏教Ⅱ
　釈

しゃか

迦の生涯とその思想
4月1・15日、5月6日、6月3・17日（水

曜全5回 ※5月6日は（休・水））
13時30分～15時

成人・全回参加できる人、先着33人
1,200円（全回分） 筆記用具
3月18日（水）から電話か直接

◆体幹トレーニング2020
　～年齢に合ったカラダ作り～

4月11・25日、5月9・23日、6月13・
27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
上の人を中心に、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）・マット（持って
いる人のみ）

3月27日（金）から電話か直接
◆味

みそ

噌作り講座
　～高級食材で麦味噌を手作り～

4月19日（日）10時～11時30分
成人、先着16人・一緒にみそ作りが

できる小学生以下の子2人までと保護
者1人、先着10組

1人・1組3,600円（4kgのみそ持ち帰り）
エプロン・三角巾・手拭きタオル
3月23日（月）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
3月31日
（火）

◆チェリーハウスのおはなし会
○おはなしぽけっと

3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

3月23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

◆桜まつり2020
書道・おり紙・短歌・水彩画・押絵・手芸
品の作品展示とコンサート
★作品展示

4月1日（水）～5日（日）
※最終日の展示は17時まで
★彩

いろど

りコンサート
4月5日（日）13時30分～16時30分
先着50人 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

改修工事に伴い3月24日（火）まで休
館します。

◆2020トムソーヤ春の写生会
　～春の風景を描いてみよう～
改修工事後、初のイベントとして開催
します。

3月31日（火）～4月14日（火）11時～
16時 当日直接

7月に8,400円支払い） 
レオタード・穴あきタイツ（男子は

半袖・短パン）・バレエシューズ・飲み物
3月13日（金）から電話か直接　　

◆親子プレバレエ春クラス
子ども中心ですが保護者も一緒に体
を動かしましょう。男の子も大歓迎。

4月8・22日、5月13・27日、6月10・
24日（水曜全6回）9時50分～10時40分 

2・3歳の幼児と保護者、先着15組
1組4,200円（全回分）
動きやすい服装・飲み物
3月11日（水）から電話か直接

〒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

◆おもちゃの病院
おもちゃドクターが修理します。

4月4日（土）10時～14時
先着15人 修理無料（部品代実費）
3月14日（土）から電話か直接

◆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！～

4月8日～8月26日（毎週水曜全18回 
※4月29日、5月6日、8月12日を除く）
①キッズバレエ（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、 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

各20人（多数抽選）
各12,600円（全回分）
動きやすい服装・バレエシューズ

（厚手の靴下でも可）
3月11日（水）～31日（火）に電話か直接

◆癒
いや

しのキャンドルヨガ
アロマとホワイトスワン式バレエヨガ

4月9・23日、5月14・28日、6月11・
25日、7月9・30日（木曜全8回）
18時30分～20時30分 

先着8人 3,200円（全回分）
3月12日（木）から電話か直接

◆親子でりんりんリトミック
4月10・24日、5月15・29日、6月5・

19日、7月3・10日（金曜全8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4,400円（全回分）
◆親子でにこにこリトミック

4月10・24日、5月15・29日、6月5・
19日、7月3・10日（金曜全8回）11時10
分～11時50分 1歳～1歳5か月の未
就園児と保護者、18組（多数抽選）

1組4,000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
3月11日（水）～31日（火）必着で往

復はがきに希望講座名・申込者氏名・郵
便番号・住所・電話・子どもの氏名・年齢
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
3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

3月19日（木）13時50分～14時20分、
4月2日（木）13時50分～14時30分※

※4月から時間が変更になります。

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
3月13・27日、4月10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。


