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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。

月号

神奈川区長 神奈川区連合町内会自治会連絡協議会会長

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。

「笑顔でつながる神奈川区」を大切に
　これまで地域の皆様と、防災・防犯対策、子育て支援、高齢
者の見守り、健康づくりや地域の力やつながりを育むなど、さ
まざまな取組を積み重ねてまいりました。新型コロナウイル
ス感染症対策で一時は休止を余儀なくされたこともありまし
たが、新しい生活様式を取り入れて再開できる取組も増え、こ
うした明るいニュースを耳にすると、温かい気持ちになりま
した。
　これからも、「笑顔でつながる神奈川区」はそのままに、地域
の皆様と一緒に知恵と工夫をこらして前向きに取組を進めて
いきたいと考えております。
　本年も、区役所職員一丸となって区民の皆様のいのちとく
らしを守り、笑顔と元気をお届けしてまいります。皆様の更な
るお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

地域のつながりを大切に
　昨年は、自治会町内会をはじめとした地域の活動にとって厳しく
我慢の年でありました。春のお花見、夏の盆踊り、秋の運動会や敬老
のお祝い、冬のクリスマス会や餅つきなど、各地域で子どもからお
年寄りが集い四季折々の行事を楽しむ予定でしたが、やむを得ず
中止にするなど残念な思いもいたしました。
　この我慢の経験により、日常のご近所づきあいや地元商店での買
い物など、身近な人や地域との語らいやふれあいが、私たちの生活
を豊かにし潤いを与えていたことを改めて認識することになりま
した。
　先行きがはっきりとは見通せない状況が続きますが、これから
も、地元への愛着や地域のつながりを生かし、住みよいまち神奈川
区を守り続けるために、皆様と共に今できることを進めてまいりた
いと考えておりますのでご理解ご協力をよろしくお願いします。

特集は ・ ページへ➡

新 春 特 集
1968年

（昭和43年）

2020年
（令和2年）

東神奈川駅西口付近　写真：神奈川図書館



　ノーベル化学賞受賞者吉
よしの あきら

野彰氏の少年時代の愛読書『ロ
ウソクの科学』は、「なぜ？どうして？」から始まる科学の
魅力が詰まった1冊。その名著をわかりやすくした本『「ロ
ウソクの科学」が教えてくれること』の編訳者・尾

おじま よしみ

嶋好美 
さんによる実験を交えた楽しい講演で、科学の扉をたた
いてみませんか？

日　時  3月6日（土）14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  150人（多数抽選）
申込み   2月12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・手話通訳等が
必要な場合はその旨を書いて、 地域振興課「読
書講演会」係へ。窓口に持参する場合は神奈川図
書館（立町20-1）か地域振興課へ。

神奈川区読書活動推進講演会
『ロウソクの科学』を体験！

「なぜ？」から始まる思考力の育て方

　2008年から筑波大学にて科
学に強い関心と興味のある小
中高校生向け科学教育プログ
ラムの運営を担当。これまで
500名以上の生徒の自由研究
を指導してきた。著書に『「ロウ
ソクの科学」が教えてくれるこ
と』『理系力が身につく週末実
験』『食べられる科学実験セレ
クション』等がある。

問合せ  区政推進課　 411-7021  314-8890

　区内の小学校の児童の皆さんが描いた区の花・チューリップの絵の力作が
227点集まりました。審査会を実施し選ばれた「区長賞」「育み ハミング♪か
ながわく賞」「神奈川区小学校優秀賞」の作品を紹介します。

審査員 佐
　 さとう　うしお

藤 潮（区連合町内会自治会連絡協議会会長）、 島
　 しまだ　めぐみ

田 惠（区子ども会育成連絡協議会会長）、
　　　  区小学校校長会会長、区長、副区長、区土木事務所長 （敬称略）

写生画展
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区長賞

神奈川区小学校優秀賞

育み  ハミング♪
かながわく賞 区民公募による子育て

支援キャッチフレーズ

講　師  
筑波大学サイエンスコミュニケーター
尾嶋好美 博士

神奈川区　読書活動推進事業 検索

※ 参加可否については、郵送で2月22日（月）頃
までにお知らせします。

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

災害発生直後は、食料や日用品の調達が難しくなります。日頃から
必要な備蓄をしておくことが大切です。今回は、食料の備蓄につい
て紹介していきます。

1 最低3日分の備蓄をしましょう

3 避難生活の長期化に備え、栄養バランスを考えて備えよう！

2 普段食べているものも活用し「食べながら備える」

神奈川区が区民の皆さんに伝えたい、防災関連情報をコラムでお届けします

大地震に対する備え 〜食料の備蓄について〜

第2弾

備蓄の必要性 ローリングストック法で無駄なく賢く備蓄

非常食として利用しやすいものを紹介します

　発災直後はライフライン（電気・ガス・水道）
が停止し、支援物資が届くまでに時間がかか

ることが想定されるた
め、最低3日間は自分た
ちだけで過ごせるよう
準備しておく必要があ
ります。

　乾パンやアルファ米、インスタント食品ばかりの食事では
炭水化物中心になってしまい栄養が偏る可能性が高く、避難
生活が長期化した場合、健康に大きく影響してくるので対策
が必要です。

※このほかにも、長期間常温で保存できるものは手軽に非常食として利用できます。

●缶詰…長期保存可能。肉類や魚類からなるたんぱく質を摂取できる。
● 野菜ジュース…複数年保存可能なものが多い。野菜に含まれるビタミン、鉄分、ミネ

ラル等を手軽に摂取できる。
● 魚肉ソーセージ…常温で約3か月保存可能。たんぱく質やカルシウム等栄養豊富。

　ローリングストック法とは、家族構成や生活スタイ
ルにあわせて、食料や日用品を少し多く買い、備えた
ものを賞味期限が近いものから順番に消費しながら
新たに買い足していく備蓄方法です。

第30回
 区の花

長期間常温で保存できるも
のは非常食として活用しや
すいので、買い物の際に3
を参考にしてみてね！

問合せ  総務課防災担当　 411-7004　 324-5904

ローリング
ストック法

買い足す

備える

食べる

食べた分を補充
する

最低3日分の用意

賞味期限が近い
ものから食べる
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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

1月18日、2月1日(各回月曜)
9時～14時30分
1月15日、2月19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）、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。

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

1月28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）

1月8・22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歳～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

●善意銀行（9・10月寄付分）●

○かめたろうおもちゃ病院
○宗教法人　孝道山本仏殿
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

イベント情報

❶ 家への侵入口をふさぐ
　1円玉程の隙間からも侵入する
ネズミ！隙間があれば金網など
丈夫な素材でふさぎましょう。

❷ 餌になるものを片付ける
　ネズミは人の食べ物以外にも、
ペットの餌、生ごみ、ろうそくや
石けんなども食べます。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。

❸ 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、布などを持ち帰って巣の材料
にします。不要なものを処分して室内を整理整頓し、隠れ場所も減らしま
しょう。

　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。

　エリア内の地区社会福祉協議会会長と地域のキャラバンメイトと
ケアプラザ職員が連携したネットワークで、認知症当事者や家族を
支援する取組をしています。ロバメイトフェスティバルという、認知
症当事者やその家族、認知症サポーターやさまざまな支援者と一緒
に取り組む文化祭も例年開催しています（令和2年度は中止）。
　令和2年度は、集まって取り組むことができませんが、「私たちが
できることは何か?」を忘れずに、W

ウェブ

EB活用にも挑戦しています。認
知症キャラバンのキャラクターのロバのように一歩一歩進んでいきます。

　3地区の主任児童委員、地区社会福祉協議会会長やケアプラザ職員などが連携し、子どもの見
守りや支援を行うネットワーク「神ちゃん家」が2年前に発足しました。
　2か月に1回、子どもについての情報交換を行っています。また、ス
クールソーシャルワーカーや学習支援ボランティアを招いた講座を
行い、子どもの見守り・支援の大切さを地域に発信しています。ひとり
ぼっちになりがちな子ども、保護者、学校の先生にとって、今こそ、地域
の皆さんの支えが必要だと感じています。

認知症当事者や家族を連携して支援「ロバメイトフェスティバル」

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〜

片倉三枚地域ケアプラザ
[担当地区] ※地区連合町内会単位

神大寺・片倉・三枚

　片倉三枚地域ケアプラザは、地域の皆さんが安心して生き生きと暮らしていけるように、地域と
連携しながら認知症当事者や家族、子どもの見守りや支援に力を入れて活動しています。

連載
❼

問合せ 福祉保健課　 411-7135  316-7877

▲ロバメイトフェスティバル
　（令和元年度）

▲講座は大賑わい（令和元年度）

　区役所に寄せられたネズミの相談件数は、直近5年間は毎年100件を
超えており、令和2年度も4月からの半年で61件寄せられました。室内に
置いた食べ物がかじられる、5mm ～1cmほどの黒い塊（フン）が落ちて
いる、夜になると天井や壁から物音（カリカリ、バタバタ）がするなどが
主な相談内容です。ネズミはウイルスやダニを媒介し、私たちの健康を
脅かしたり、暮らしに大きな被害を及ぼします。
　家にネズミが一度入ってしまうと、何度も入られることになります。
そこで、「ネズミが住みにくい環境」を作りましょう。

「ネズミが住みにくい環境」とは？

子どもの見守りや支援のためのネットワーク「神ちゃん家」
かん

　生活衛生課では、ネズミの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、
専門業者の団体をご案内いたします。

問合せ  生活衛生課　 411-7143  411-7039

片倉三枚
地域ケアプラザ
の皆さん

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。



問合せ 区政推進課　 411-7021  314-8890

横浜開港

羽沢横浜国大駅 開業

区制100周年

横浜市中央卸売市場本場 開設

東京オリンピック 開催

菅田・羽沢の農地を保全へ

日本貿易博覧会 開催

反町公園 開設

横浜市制 施行

神奈川区制 施行

かめ太郎誕生

　横浜の開港に伴い、アメリカやイギリ
スなどの各国の総領事館が神奈川宿周
辺（現在の神奈川区東神奈川）に置かれ
ました。

　開業をきっかけに駅前の開発も予定されています。ますま
す便利になりますね！

　東日本で最初の中央卸売市場として、山内町に開設されました。
　せりは、品物の値段を指で示す「手やり」を使って行います。「手やり」は
買い手が希望する価格を片手で表すものです。せり人は大勢の買い手の
手やりを見定めて、一番
高い値段を示した人を
指名します。

　オリンピックのサッカー競技が、
当時の三ツ沢球技場（現在のニッパ
ツ三ツ沢球技場）で計6試合行われま
した。金メダルを獲得したのはハン
ガリー。日本は、準々決勝で敗退しま
した。

　高度経済成長期に急速な宅地開発が進む中、菅田・羽沢の一部の農地が農業専用地区に指
定され、まとまりある農地が将来にわたって保全されることになりました。

　戦後復興の起爆剤として計
画された日本貿易博覧会の一
部が、現在の反町公園を会場
として開催されました。

　日本貿易博覧会神奈川会場の跡地は1959
（昭和34）年まで市庁舎として使用されたあ
と、反町公園として整備されました。開園当
時、東洋一といわれた大噴水やゴーカートな
どの遊具もありました。

　1889年4月の人口は116,193人、対して2020
年9月の人口は3,757,630人。約130年の時を経
て、約32倍に増えました。

　鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷区、磯子区の5区
が誕生。1927年10月の神奈川区の人口は114,723人
でした（現在の人口は ページ右下参照）。

　「ウミガメ」をモチーフにした、神奈川区マ
スコットキャラクターかめ太郎が誕生しまし
た。誕生したときは、今よりもっと亀に近い姿
でした。2007（平成19）年にご存知！今の姿
になりました。

区では、歴史や見どころを紹介
したウオーキングマップをご
用意しています。魅力いっぱい
の神奈川区を実際に巡ってみ
ませんか。

区役所で配布中！

開港当時、領事館として使われたお寺と
国名の正しい組み合わせを線で結ぼう。

現在相鉄線とJR線が直通運転中ですが、令和4年度に新たに
相鉄線と直通運転が開始される予定の路線は？

次の手やり
の数字はい
くつ？

次のサッカー準々決勝の組み合わせのうち、
三ツ沢球技場で行われた試合は？

A 市営地下鉄（ブルーライン）   B 京急線   C 東横線

A 東西統一ドイツ  対  ユーゴスラビア
B ハンガリー  対  ルーマニア
C チェコスロバキア  対  日本

このころの反町公園に実際に
あったものは？
A ジェットコースター
B ローラースケート場
C プール

A 本
ほんがくじ

覚寺
●

●

イギリス

B 浄
じょうりゅうじ

瀧寺
●

●

フランス

C 慶
けいうんじ

運寺
●

●

アメリカ

神奈川区　ウオーキングマップ 検索

神奈川区　かめ太郎 検索

年末年始を自宅で過ごしている人も多いかもしれません。
家族と友人と電話などで話しながら、あるいは一人でも…

ぜひいろんな「つながり」を大切にしながら区の魅力を再発見してください。

新 春 特 集

　1951（昭和26）年の開業から神奈川スケートリンクと
して公園に隣接していたアイススケート場は、2015（平
成27）年に横浜銀行アイスアリーナとしてリニューアル
オープン！

せりの様子（1970年）　
写真：横浜市史資料室現在のせりの様子（2020年）

反町公園（1968年）
写真：横浜市史資料室

日本貿易博覧会の会場図　写真：横浜市史資料室

神奈川会場の様子
写真：横浜市史資料室

　菅田・羽沢の農業地域では、キャベツの生産が盛んです。また、ブロッコ
リーやほうれん草などの野菜のほか、シクラメンなどの花や鉢物も有名で
す。七草のパック販売発祥の地でもあります。1月7日は七草粥を食べて無病
息災を願いましょう。直売所で新鮮な農産物を購入できます！

直売所マップ集
「ベジM

マップ

AP G
  ゴーゴー

OGO！～神奈川区の直売所探訪～」
区役所本館5階502窓口で配布中！

　羽沢横浜国大駅周辺で実施されている（神奈川羽沢南二
丁目地区）土地区画整理事業は、2020（令和2）年12月4日に
一通り整理され、今後、駅周辺にふさわしい土地利用が期待
されます。

初代かめ太郎 現在のかめ太郎

羽沢横浜国大駅
周辺イメージ図

※ イメージ図の無断転載はご遠慮ください。現時点のイメージであり、
今後変更となる可能性があります。

A B C

神 奈 川 区

神 奈 川 区

神 奈 川 区

神 奈 川 区

神 奈 川 区

1859年
（安政6年）

1889年
（明治22年）

1927年
（昭和2年）

1931年
（昭和6年）

1963年
（昭和38年）

1964年
（昭和39年）

1972年
（昭和47年）

1983年
（昭和58年）

2019年
（令和元年）

2027年
（令和9年）

1949年
（昭和24年）

  あ
なたの未来はどんな未来？



新春特集　　　　　　　　　　　　の答え神 奈 川 区

※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 こそだてひろば（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。※詳しくはホームページを確認してください。
神奈川区　こそだてひろば 検索

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
10時30分～14時

毎週水・木
10時30分～11時30分

毎週火・金
10時30分～11時30分

土曜日の
園庭開放

1/9（土）・1/16（土）・
2/6（土）

10時～12時

1/23（土）11時～12時
「おおきくなったね
カードがもらえるよ！」

1/16（土）
11時～12時

※当面、園庭のみ開放します。

◎ランチ
交流

☆1/6（水）・☆1/20（水）・
☆2/10（水）
乳児食

☆1/21（木）・
☆1/28（木）
乳児食・幼児食

☆1/12（火）・☆1/22（金）・
☆2/5（金）

乳児食・幼児食

乳児食：1食320円、幼児食：1食240円

施設開放

☆1/15（金）
10時～11時30分

ホール開放
「新聞紙であそぼう」

（先着5組）

なかまトーク・みんなでトーク・タイム
◆�シングル親&ステップファミリー

トーク
1月30日（土）10時30分～11時30分

◆ワーキング親トーク
2月6日（土）13時30分～14時30分

◆2～3歳児　集まれ～パワー全開
　新聞紙遊び&トークタイム

2月10日（水）13時30分～14時30分

ネットワーク
◆ダブルケアカフェ
　「一緒に話そう！介護&子育て」
　神之木地域ケアプラザの社会福祉
士も来てくれます。
1月23日（土）10時30分～11時30分

◆マザーズハローワーク
　出前就職支援セミナー
2月3日（水）10時30分～11時30分

トピックス
◆一日限りの無料法律相談
　神奈川ロータリークラブのみなさ
んのご協力を得て、税理士・弁護士な
ど専門家による相談日が実現！子
ども連れで相談できます。秘密厳守、
相談室も利用できます（1人1時間程
度）。
1月13日（水）13時～16時
先着9人
受付中。電話か直接

◆外遊びネットワーク交流会
講師：T

トウキョウ

OKYO�P
プレイ

LAY�
代表理事��嶋

しまむら�ひとし

村仁志さん
1月18日（月）10時～12時
外遊び活動支援に関心のある人、

先着15人
受付中。電話か直接

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

出張
ひろば

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談
2月9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
2月9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�
1月12日（火）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 1/19（火）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

1/19（火）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 1/4（月）・18（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 1/25（月） 母子健康手帳

（ある人のみ）

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6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

1/18（月）
2/15（月）
3/��1（月）

土曜1回…2人で子育て、赤ちゃんとの
生活、赤ちゃんが泣いて困ったらなど 2/27（土）

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の2月15日（月）は本館地下1階、土曜両親教
室の2月27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

無料
要予約

神奈川区��両親教室 検索

❶ A本覚寺とアメリカ、B浄瀧寺とイギリス、C慶運寺とフランス
❷ A＝3、B＝8、C＝6　　❸ ABC（全部）　　❹ B　　 ❺ C

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。



住宅用地の異動申告期限は
1月末日です

住宅やアパート等の敷地として利用
されている土地（住宅用地）について
は、固定資産税・都市計画税を軽減す
る特例措置が設けられています。住
宅等の新築や取り壊し、店舗から住
宅、または、住宅から店舗への改築な
どによって、土地の使用状況が変更
された場合は、固定資産税・都市計画
税の税額が変更になる可能性があり
ます。土地の使用状況を変更した場
合は、毎年1月末日までに土地の所在
する区役所へ「住宅用地異動申告書」
を提出してください。
税務課� 411-7051� 323-1383

野菜や花を栽培することので
きる分区園の利用者を募集し
ます

◆募集区画：①約10m2×34区画、②約
15m2×4区画
◆利用期間：4月1日（木）～2022年3月
31日（木）
菅田町赤坂公園（分区園）

（菅田町222-1）�
※駐車場がないため、自動車・オート
バイ等での来園はできません。

徒歩や自転車で分区園を利用でき
る家族、または8人までのグループ（2
世帯程度が目安）

①6,000円、②9,000円（1区画・年額）
1月29日（金）必着で往復はがき

の往信面に代表者の郵便番号・住所・
氏名・電話、希望区画（①か②）、グルー
プ利用は余白に「グループ利用」とほ
かの利用者の氏名を、返信面に住所･
氏名を書いて、㈱春

しゅんぽうえん

峰園分区園担当
（〒236-0042�金沢区釜

かまりやひがし

利谷東8-3-20）
783-8009� 783-8019へ

台町公園「区の木コブシの
開花日当てクイズ」募集

台町公園内にある区の木“コブシ”の
開花日を当てるクイズをします。正解

者には抽選で記念品を差し上げます。
1月20日（水）～2月20日（土）10

時～16時に電話で台町公園詰所
323-0129へ

令和2年度 1月消費生活教室
★高齢者専用ホームの基礎知識
　 ～公的・民間施設の違いと
　　チェックポイント～
◆講師：介護コンサルタント
中

なかむら�すみこ

村寿美子さん　
1月26日（火）13時30分～15時30

分（開場：13時）
区役所本館5階�大会議室
市内在住・在勤・在学の人、先着40人
当日直接
横浜市消費生活総合センター

消費生活教室担当
845-5640� 845-7720

神奈川税務署からのお知らせ
★確定申告相談会（事前予約制）
税理士による無料相談です。事前予約
制で実施します。
2月9日（火）・10日（水）

9時30分～12時、13時～16時
区役所本館地下1階�研究室
1月12日（火）～15日（金）に電話で

神奈川税務署�個人課税部門
544-0141（代）（自動応答音声に従

い「2」を選択）へ
★神奈川税務署
　申告書作成会場開設（要入場整理券）
2月1日（月）～3月15日（月）　
神奈川税務署（港北区大

まめどちょう

豆戸町528-5）
入場整理券を当日配布（L

ライン

INEアプ
リで事前に入手することが可能です。
LINEアプリでの事前発行では、国税
庁LINE公式アカウントを「友だち追
加」が必要です。）
神奈川税務署� 544-0141（代）

土砂災害防止法に基づく
基礎調査結果の公表

神奈川県では区内における土砂災害

特別警戒区域の指定に向けた調査を
行い、11月中旬に基礎調査結果（区域
図（案））を公表しました。区域図（案）
はホームページのほか、横浜川崎治水
事務所（西区岡

おかの

野2-12-20�横浜西合同
庁舎）などで閲覧することができます。
神奈川県土砂災害情報ポータル 検索 　
神奈川県横浜川崎治水事務所�急傾

斜地第一課
411-2520� 411-2602

都
つおか

岡地区恵みの里
「ネギ収穫体験 i

イン

n 都岡」
農家指導のもと、ネギの収穫体験を行
います。採れたてのネギを味わいませ
んか？
①2月13日（土）（荒天時14日（日））、

②2月27日（土）（荒天時28日（日））
いずれも13時30分から

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）�※車での来場も可
市内在住の家族・グループ（1人で

も可）、各日20組（多数抽選）
約5本300円（収穫分を参加者が買

取り）
1月29日（金）必着で、はがきかFAX

に、参加希望日（①または②）・郵便番
号・住所・電話・参加者全員の氏名（ふ
りがな）・年齢を記入して都岡地区恵
みの里運営協議会事務局「ネギ収穫体
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
948-2483� 948-2488　

初心者のための
ボウリング教室

ボウリングのルールとマナー、実技を
学びます。

2月8・15・22日、3月1・8・15日（月
曜全6回）午前コース：10時～12時、午
後コース：15時～17時
ハマボール（西区北

きたさいわい

幸2-2-1�ハマ
ボールイアス8階）
区内在住・在勤の50歳以上の人、各

コース先着20人
3,000円（全回分）

1月14日（木）から電話かFAXに
氏名・住所・年齢・電話・希望のコース
を書いて区ボウリング協会（ハマボー
ル内） 311-6700� 311-6712へ

第26回神奈川区
オープンソフトテニス大会

①一般�②成年（40歳以上）�③シニア
1部（50歳以上）�④シニア2部（60歳
以上）�⑤シニア3部（70歳以上）
※いずれも男女別
2月11日（祝・木）9時～17時
三ツ沢公園テニスコート

（三ツ沢西町3-1）
先着60組�
1組2,000円
1月11日（祝・月）～21日（木）に専用

の申込用紙をFAXまたはEメールで
区ソフトテニス協会：周

しゅうとう

東
481-7566
kanagawa9_softtennis@yahoo.co.jpへ
区ソフトテニス協会：田

たなべ

辺
090-2202-5209
tanabe.tennis.0716@softbank.ne.jp

※専用の申込用紙は地域振興課にあ
ります。

第6回神奈川区民
シニアテニストーナメント

60歳以上の男子ダブルス、女子ダブ
ルス、ミックスダブルス
3月2日（火）9時～19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・区テニス協会会

員、36組（多数抽選）
1人2,500円
2月10日（水）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
務先名とその所在地）・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1」）

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

※専用の申し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。

◯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
食中毒警戒情報発令中

予防の
ポイント

※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。

＆

動物の遺棄、虐待は犯罪です（殺傷した場合は5年以下の懲役又は最高500万円の罰金）

大切な猫を危険から守り、ご近所の嫌われ者にしないために猫の飼い主の皆さんへ

　猫にとって、屋外には�●交通事故 �●迷子 �●感染症 �●猫同士のケンカ などの危険が多く、�●フン �●尿 �●臭い �●毛 �●鳴き声 
など近隣トラブルの原因になることもあります。猫の飼い方とルールを確認しましょう。

問合せ 生活衛生課
411-7143  411-7039

屋内で飼いましょう
◯つめとぎやおもちゃを用意
◯�上り下りできる場所を確保
　（猫は垂直運動を好みます）
◯いつも清潔なトイレ
◯�くつろげる隠れ場所の用意
　�（ケージやキャリーケースな
ら災害の備えにもなります）

※�ケージ等で動物病院に通院し
注射等でいやな思いをさせて
しまうと、そのケージに入るの
を怖がることがありますので、
上手に慣らしましょう。

飼い主の責務が「動物の愛護及び管理に関する法律」で明文化（令和2年6月施行）

快適な
屋内環境を

整えて
あげましょう

♥マイクロチップ装着の努力義務（※左記義務化のみ未施行。令和4年6月施行予定）

　飼い猫であることが一目で分かるように首輪などをつければ、なお良いですね。
♥みだりに猫を増やさないための不妊去勢手術
　迷子や災害のときの備えにもなるので、手術しておきましょう。
♥終生愛情をもって飼いましょう
　�災害や飼い主の病気など、万が一のときに備えて、預かってくれる人を探しておきましょう（区役所で
ペットの預かりはできません）。

◯�不適正な飼育により鳴き声、悪臭等で周辺の生活環境が損なわれていると認められる
ときは、飼い主に対し行政（区役所）が指導、助言できることも明文化されました。

罰則が
強化され
ました

ルールを
守りましょう



〒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

1月25日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着6組
当日直接

◆バレンタイン子どもパン教室
　～チョコチップ入りの
　ふわふわショコラ蒸しパン～

2月7日（日）11時～14時
小学3～6年生、先着12人
1,300円  
三角巾・エプロン・手拭きタオル
1月11日（祝・月）から電話かFAXか

直接
◆おもちゃの病院
大切なおもちゃが家に眠っていません
か？おもちゃドクターが修理します。

3月6日（土）10時～14時
先着15点（1家族2点まで）
無料（部品代自己負担）
2月6日（土）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

◆親子でワット遊ぼう
広ーい体育館で、親子で思い切り遊べ
る時間です。

2月1日（月）10時～11時30分
乳幼児と保護者、先着20組
1組100円
1月19日（火）から電話か直接

◆おもしろ科学たんけん工房
　～七色の炎を楽しもう！～
金属をアルコールに溶かして燃やし、
炎の色の変化を調べてみよう！
講師：おもしろ科学探検工房

2月6日（土）13時15分～15時45分
小学3年～中学2年生、先着12人　
1,000円
牛乳パック（洗ったもの）・雑巾1

枚・セロハンテープ・はさみ・ラジオペ
ンチ（ある人のみ）

1月16日（土）から電話か直接
◆あいちゃんのお話会
読み聞かせを通して、本のおもしろさ
を伝えます。

2月8日（月）11時～11時40分
乳幼児と保護者、先着8組
1月25日（月）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
2月4・18・25日（木曜全3回）

18時50分～20時
※19時からのヨガのみ参加も可

24人（多数抽選）
2,100円（全回分）
動きやすい服装・タオル・飲み物・ヨ

ガマット
1月14日（木）～24日（日）に直接

歳以上の人、各先着7人
各部2,500円（全回分）
ヨガマット・動きやすい服装・フェ

イスタオル・飲み物（キャップ付）・マ
スク

1月16日（土）から電話か直接
◆「神奈川宿」の町並み
　～神奈川湊～
東海道五十三次の宿場町「神奈川宿」
の町並みから、当時の神奈川湊につい
て学びます。
協力：NPO法人 神奈川区いまむかし
ガイドの会

2月20日（土）9時30分～11時
先着16人  300円
筆記用具・マスク
1月30日（土）から電話か直接

〒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
1月12日
（火）

◆津軽三味線ライブ
津軽三味線のプロフェッショナルな
演奏をお楽しみください。
出演：澤

さわだ かつのり

田勝紀さん
1月30日（土）13時～14時
小学生以上、先着25人  300円
当日直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
1月12日
（火）

神奈川図書館 検索

◆親子おはなし会
1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8組 当日直接
◆テアトル図書館へようこそ！
　～みんなのまちの図書館が
　劇場に変身！～

“テアトル図書館”で『あらしのよるに』
『あるはれたひに』を体験してみよう！

1月30日（土）14時30分～15時15分
先着25人
1月6日（水）から電話か直接

◆親子でワッと遊ぼう
広いお部屋で普段はできない遊びを
やってみよう！

2月16日（火）10時～11時15分
乳幼児と保護者、先着10組（20人）

程度  1組100円
1月16日（土）から電話か直接

◆おりがみ教室（2月クラス）
2月24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
2月3日（水）～17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
1月12日
（火）

◆ぶらり朗読会
　～話題の児童書読み聞かせ～
ロビーで開催します。『あらしのよる
に』きむらゆういち  ほか

1月9日（土）11時～11時45分
当日直接

◆台湾グルメ
　「胡

こしょうもち

椒餅」と「冬の薬
やくぜん

膳スープ」
2月15日（月）10時～12時30分
成人、先着10人 1,300円
エプロン・三角巾・手拭きタオル・マ

スク
1月14日（木）から電話か直接

◆働きたい女性の応援セミナー
近々就職をしたい、いつか働きたいと
考えている人、育児休業中でこれから
職場復帰をする予定の人など、女性の
ための就職支援セミナーです。よく耳
にする「収入の壁」についてもわかり
やすく説明します。
共催：マザーズハローワーク横浜

2月22日（月）セミナー：10時30分～
11時30分、個別相談会：11時30分～12
時 女性、先着30人

1月13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

◆親子でワッと遊ぼう！
　i

イン

n 白幡地区センター
1月25日（月）10時～11時15分
未就学児と保護者、先着15組程度
1組100円
1月15日（金）から電話か直接

◆体幹トレーニング
　～年齢に合ったカラダ作り～

1月30日、2月13・27日、3月13・27
日（土曜全5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

◆定例おはなし会
2月2日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着15人
当日直接

〒232-0006 南区南太田1-7-20
714-5911 714-5912
https://www. women.city.yokohama. jp/m/

フォーラム南太田 休館
第3月曜

◆女性としごと応援デスク
①労働サポート相談：2月20日（土）

13時・14時・15時（各50分程度）
②キャリア・カウンセリング：2月13
日（土）・26日（金）10時・11時・13時・
14時（各50分程度）

女性、①先着3人 ②各日先着4人
要申込み、有料、先着順

（ 714-2665）
※免除制度あり

1月11日（祝・月）から電話か直接

◆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

1月21日、2月4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
1月22日、2月5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

※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

ここまでが神奈川区版です。

マイナンバーカードを初めて申請する皆さんへ

臨時申請窓口をご利用ください

開所時間 月・火・金曜：12時～19時30分（受付終了：19時15分）
  土・日曜：9時～17時（受付終了：16時45分）
 （第3土曜の翌日の日曜・祝日・年末年始を除く）
 ※混雑状況により、受付終了時間が早まる場合があります。
所在地 西区北

きたさいわい

幸1-6-1 横浜ファーストビル15階（横浜駅西口歩3分） 
 ※公共交通機関でお越しください。
対　象 市内在住で初めて申請する人（代理人による申請は不可）
持ち物  通知カード（申請時に回収）、本人確認書類2点（運転免許証と

健康保険証など）、住民基本台帳カード（持っている場合、申請
時に回収）

 ※15歳未満の人の申請は下記ホームページを要確認
 　持ち物などの詳細は 横浜市　臨時申請窓口 検索

問合せ  横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル
 0120-769-706
 平日：8時30分～20時、土・日曜・祝休日・年末年始：9時～17時30分

横浜駅の近くにあるマイナンバーカード臨時申請窓口は、平日夜間・
土日も開庁している日があり、申請時に必要な写真が無料で撮影でき
ます。カードは自宅郵送のため、受け取りも便利です。


