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　災害が発生してからあれこれ考えるのでは遅いです！雨が降り始めたとき、
警戒レベル発令後など、それぞれのタイミングでどう行動するかをあらかじめ
考えておくことが重要です。同封の「マイ・タイムライン作成シート」を使って、
家族構成や地域環境に合わせた自分自身の避難行動計画をたてましょう。

「マイ・タイムライン」を作成しよう！

●詳細は、ホームページからも確認できます。
　浸水ハザードマップについて
　マイ・タイムラインについて

横浜市  防災の地図 検索

横浜市  マイ・タイムライン 検索

　浸水ハザードマップでは、内
ないすい

水・洪水・高潮の3つの浸
水想定が確認できます。台風や大雨に備えて、お住まい
の地域でどのような被害が生じるかを把握し、避難場所
までの経路をもう一度確認しましょう。

神奈川区マスコット
キャラクター　かめ太郎

掲載し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。また、マスク着用などの感染症対策をお願いします。

風水害時の避難場所について

内水…下水道や水路からの浸水
洪水…河川の氾

はんらん

濫による浸水
高潮…海水面（潮位）が大きく上昇
　　　することによる浸水

問合せ  総務課防災担当　 411-7004  324-5904

　洪水や高潮の状況を考慮して、避難場所を開設する予定です。状況に応じ
て、開設する避難場所が変わりますので、ホームページやテレビの情報など
を確認するか、緊急情報の専用電話 050-3196-3300（自動音声）をご利
用ください。

　社会状況が大きく変化している今、地域の活動にも変化
が求められます。「地域で何か新しい活動をはじめてみた
い！」「もう少し活動を工夫したい」など、新しい地域活動
に向け、「地域づくり大学校」で仲間と出会い、これからの
地域を“楽しく”“暮らしやすく”しませんか？

特 集

特集は ・ ページへ➡

子育て情報交換グループ台風や大雨で慌てないように、日頃から備えておきましょう

浸水ハザードマップを８月に区内の全世帯・全事業所に配布します！

特別警報級の台風が横浜市
に上陸、接近するパターン

  ◯幸ケ谷小学校　◯羽沢小学校
  ◯子安小学校　　◯神大寺小学校
  ◯浦島丘中学校　◯神奈川小学校

一般的な規模の台風が横浜市
に上陸、接近するパターン

  ◯神大寺小学校　◯浦島丘中学校 
  ◯神奈川小学校

いざというとき
すぐ手に取れる

場所に
保管しましょう

パターン

1 パターン

2

〈避難場所の開設パターン〉
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　投票日当日、用事で投票に行けない場合や新型コロナウイルス感染症への感染の
懸念を理由として期日前投票ができます。ご自分の「投票のご案内」をお持ちくださ
い。また、「投票のご案内」の裏面の「請求書兼宣誓書」（期日前投票の際に必要）へ
事前に記入してお持ちいただきますと、スムーズに受付ができます（「請求書兼宣誓
書」は期日前投票所にも用意しています）。

★神奈川区役所と神大寺地区センターの2か所で期日前投票ができます。投票時間
が異なりますので、ご注意ください。
※今回の横浜市長選挙では、神奈川大学での期日前投票所は開設しません。

　投票所・期日前投票所へは、ご自分の「投票のご案内」をお持ちください。「投票のご
案内」を世帯ごとに、ひとつの封筒に同封して郵送します。
※投票所には、アルコール消毒液や使い捨て鉛筆等を用意します。感染症対策にご協力ください。

期日前投票所 投票期間 投票時間 交通手段等

神奈川区役所
本館2階 中会議室
(広台太田町3-8) 8月9日（休・月）

～21日（土）
※土・日を含む

8時30分
～20時

駐車場が利用できます。
●市バス「二ツ谷町」徒歩3分
●JR「東神奈川駅」徒歩7分
●東急「反町駅」徒歩7分
●京急「京急東神奈川駅」徒歩9分

神大寺地区センター
2階 中会議室

（神大寺2-28-18）

9時30分
～20時

駐車場はありません。公共交通機関
をご利用ください。
●市バス「神奈川土木事務所前」徒歩1分
●地下鉄「片倉町駅」徒歩7分

投票日：8月22日（日） 投票時間：７時～20時

投票所を確認して行きましょう

横浜市長選挙が行われます

期日前投票

当日投票所の変更

分散投票にご協力ください

問合せ  区政推進課
411-7021  314-8890

　区内の公立小学校全18校の児童の皆さんが区の花・チューリップを写生し、4,405点の力作が
集まりました。審査会を経て選ばれた「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。受賞作品は、横浜市役所と神奈川図書館で展示しますので、ぜひ
ご覧ください。
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区民公募による子育て
支援キャッチフレーズ

第31回
区の花

写生画展

投票区 これまでの投票所 新しい投票所

４ 銀
ぎんれい

嶺幼稚園 大口台小学校（大口仲町460）➡
問合せ 神奈川区選挙管理委員会　 411-7014～6  411-7018 応募・問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

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）

◯横浜市役所1階 展示スペース…8月11日（水）～19日（木）
◯神奈川図書館…9月3日（金）～12日（日）

展示場所

審査員

　投票日が近くなるにつれて、投票者数が増える傾向があります。特に投票日前
日の土曜（8月21日）は、期日前投票所が大変混雑しますので、分散投票にご協力
をお願いします。

第13回「わが町 かながわ とっておき」写真コンテスト

魅力いっぱいの写真を大募集
　神奈川区の魅力をPRする写真を募集します。

テーマ
「神奈川区らしい」「神奈川区ならでは」の
魅力をPRする写真

募集部門 ①一般部門　②小中学生部門
応募点数 1人につき3点以内
募集期間

8月2日（月）～10月29日（金）  ※郵送の場合は10月29日（金）必着
応募方法

【インターネット】横浜市電子・申請届出サービスから画像データを提
出（JPEG形式／10MBまで）

【郵送または窓口受付】現像写真を 地域振興課（区役所本館5階505
窓口）へ提出

賞

● 入賞作品は、区役所区民ホール等で展示をするほか、広報よこはま
神奈川区版及び区ホームページに掲載することがあります。

● 詳細は、区役所・地区センター等で配布中のチラシ、
　または区ホームページでご確認ください。

一般部門 小中学生部門

最優秀賞 1点 賞状、1万円の
図書カード 1点 賞状、5千円の

図書カード

優秀賞 2点 賞状、5千円の
図書カード 2点 賞状、3千円の

図書カード

かめ太郎賞 若干数 賞状、記念品 若干数 賞状、記念品

第12回「わが町 かながわ とっておき」
写真コンテスト
小中学生部門　最優秀賞

「夕ぐれにうかぶ三日月と富士山」

わが町 かながわ とっておき   写真コンテスト 検索

スマートフォン
からも

簡単に応募
できるよ



　肺がん、肺炎、肺結核…年齢とともに呼吸機能が低下し、肺の病気に
かかりやすくなってしまいます。なかでも結核は、国内で1日に40人弱
の新しい患者、6人弱の死亡者が発生している怖い感染症です。さらに、
2019年に新たに結核患者として登録された14,460人のうち、60歳以上
が7割を占めています（厚生労働省結核登録者情報調査年報より）。
　結核は決して、他人事でも、過去の病気でもありません。結核を発病し
ていないかは、胸部エックス線検査で分かるので、1年に1回は健診を受
けましょう。

Q. 結核になったらどうしよう。治る病気なの?

　もし結核と診断されても、大丈夫。標準で6～9か月間、毎
日きちんと薬を飲めば治ります。結核の治療費用は公費負
担制度もありますので、ご安心ください。

時　間 9月24日（金）9時30分～10時30分
　　　　9月27日（月）13時30分～14時30分
会　場  区役所別館2階  健診・検査室
内　容 問診・胸部エックス線検査
対象・定員  65歳以上で、胸部エックス線検査を受ける機会
　　　 がなく、3か月以内に受けていない人、各回先着20人
申込み  8月11日（水）から電話か区役所本館3階308窓口（福祉保健課）へ

申込み・問合せ  福祉保健課  411-7138  316-7877

階308窓口（福祉保健課）
411-7138 316-7877へ

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）

8月13・27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

●善意銀行（5月寄付分）●

○おてらおやつクラブ 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

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時までに電話か区役
所本館3階308窓口（福祉保健課）

411-7138 316-7877へ

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

8月23日、9月13日（各回月曜）9時
～14時30分／8月13日、9月10日（各
回金曜）9時～11時

区役所別館2階 一般健康相談室
前日までに電話か区役所本館3

各種検査・相談

無料
要予約

（匿名） 無料
要予約

無料
要予約

※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。

掲載し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。
また、マスク着用などの感染症対策をお願いします。

実施日 実施場所
研修内容及び研修時間
10時～12時 14時～16時

 9月 1日（水） 横浜市民防災センター (沢渡4-7) B B

9月 6日（月） 区役所本館地下1階 機能訓練室・研究室 C A

9月18日（土）
区役所本館1階 神奈川消防署 会議室 A ―

横浜市民防災センター ― B

9月27日（月） 区役所本館1階 神奈川消防署 会議室 A ―

10月 5日（火）
横浜市民防災センター B ―

区役所本館5階 小会議室 ― A

10月23日（土）
区役所本館地下1階 機能訓練室・研究室 A ―

横浜市民防災センター ― B

10月26日（火） 区役所本館1階 神奈川消防署 会議室 A C

10月27日（水） 横浜市民防災センター ― B

10月29日（金） 区役所本館1階 神奈川消防署 会議室 C A

●研修会の内容

災害に備えて、必要な知識と技術を身につけよう

防災研修会・家庭防災員研修を開催

Ａ  救急研修 ●救命処置要領等（AEDを含めた心肺蘇生法）

Ｂ  地震防火研修
●家庭で行う地震対策　　●初期消火要領
● 横浜市民防災センターにおける地震・火災・風水害など

の防災体験

Ｃ  災害図上
　 （D

ディグ

IG）訓練
● 災害対策を検討するため、神奈川区の白地図にさまざま

な情報を書き込む訓練

心肺蘇生法及びAEDの取扱い

家族が急に倒れたら…

初期消火器具を使って初期消火

近所で火災発見！

災害図上訓練

地域の危険要素を確認

●日程　 対象・定員 区内在住者、各回先着20人程度

◯ 緊急事態宣言等（まん延防止等重点措置を含む）や大規模災害等が発令・発生し
た際は研修を中止することがあります。

◯ Ａ・Ｂ・Ｃ各日程の研修内容は同じです。また、Ａ・Ｂ・Ｃのうち
一部の参加も可能です。

◯研修会場には公共交通機関をご利用ください。
◯ Ａ・Ｂ研修は実技があるため、動きやすい服装でお越しください。

申込み・問合せ  開催日の前々日（受付時間：平日9時～17時）までに電話で
神奈川消防署予防課　 316-0119

健診を受けて、
早期発見・早期治療！

受診者には、健診記録が
管理できる「健康手帳」を

プレゼント！　

無料
要予約

9月24日～30日「結核予防週間」にあわせて

結核健診を受けよう！

　だまされてお金を振り込んでしまった被害者のほとんどは、特殊詐欺
に気を付けなければいけないことを知っているにも関わらず、被害に遭
いました。それほど、言葉巧みに誘導してきます。「他人事」と思わず、自
分にも電話があるかもしれないという心構えをしておきましょう。
　少しでも「変だな？」「おかしいぞ？」と思ったら、家族や警察にすぐに
相談してください。　　　　　　　  神奈川警察署　 441-0110（代）

注意!!
問合せ 地域振興課

411-7095
323-2502知っていてもだまされる！

特殊詐欺!! オレオレ
詐欺

キャッシュカード
詐欺

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。



　地域づくり大学校は、すでに地域で活動している人やこれから活動したい人が、「住
んでいる“まち”をもっと楽しく、暮らしやすくしていきたい」という思いを、講義や
ワークショップにより、具体的な活動につなげていく学び合いの場です。2015年に
開講して、これまでに幅広い世代の約150人が参加しています。

“まち”を暮らしやすくし
たい気持ちを持つ仲間
と出会います。

地域では、新型コロナウ
イルス感染症の影響

で残念ながら多くの活動が
できなくなっています。地域
活動は、暮らしやすいまちづ
くりには欠かせません。この
ような状況だからこそ、新し
い発想で住んでいるこの“ま
ち”をもっと楽しく面白くし
ていきましょう！

※申込方法は ページをご覧ください。

◯第7期のカリキュラム（全5回）
時  間 13時〜16時
場  所 市民協働推進センターほか

〈第1講〉9月19日（日） 開校式
講義・ワーク

〈第2講〉10月16日（土） 講義・ワーク

〈第3講〉11月14日（日） フィールドワークま
たはオンライン訪問

〈第4講〉2022年1月16日（日） ワーク

〈第5講〉2月26日（土） 発表・修了式

世代や地域を越えた学
び合いを通じて、地域で
活動の助けとなる仲間
とつながります。

地域づくりの専門家か
ら講義を聞き、現地訪問
などで実践的に学びま
す。新たな視点で地域を
見る目を養います。

「地域づくり大学校」にはたくさんの“楽しさ”があります

あなたも参加しませんか

出会う

つながる

学ぶ

神奈川区　地域づくり大学校 検索

地域づくり大学校
校長

神奈川区連合町内会自治会
連絡協議会
佐

さとう  うしお

藤 潮会長

【　　 　　　 】

認定NPO法人　
市民セクターよこはま  事務局長
吉

よしはら さやか

原明香さん

社会福祉法人
神奈川区社会福祉協議会  事務局長　
髙

たかはし ひろゆき

橋博之さん

【第7期総合コーディネーター】
神奈川区地域子育て支援拠点
かなーちえ施設長
NPO法人 親がめ理事　塚

つかはら  いずみ

原 泉さん

「地域づくり大学校」って、こんなところ

第7期の参加者を募集します

あなたの小さな「やれるかも」を応援します

　緑豊かな菅田町の佇
たたず

まいを未
来に残したい思いがあり、菅田
道路の9か所のバス停周辺に、花
壇やコンテナを設置する活動を
始めました。

　コットンハーバー地区の高層マンション
群、高齢者住宅、企業などが連携し、子どもか
ら大人まで住民同士の継続的な交流ができ
るコミュニティづくりを目指して、2019年
から活動しています。

▲ たくさんの仲間が交流の場に集い、意見
交換をしています。

▲ 開催日にはたくさんの子ど
もたちが来てくれます。

　2017年に、未来ある子どものために
三ツ沢東町で子ども食堂をオープンし
ました。2018年9月には、三ツ沢西町
で2か所目を開設しました。2021年か
らは、三ツ沢上町と三ツ沢南町で子ど
もの学習支援をしています。

　町内会活動がもっと活性化し
たらいいなと思って受講しまし
た。学ぶなかで、自分が地域でや
りたいことを段階的に行動する
イメージができ、他地区の人と
知り合うことで地域を見る視野
も広がりました。受講生は前向
きな人が多く、毎回楽しく参加
したことを思い出します。

視野が広がり、
肩の力が抜けました

　自治会や子ども会、PTAの活動が
地域づくりに欠かせないことを改め
て実感しました。地域の中でゆるやか
につながり合える新しい活動やイベ
ントづくりの旗振り役として、無理せ
ず、自分が楽しむことを大事に進んで
いきたいです。

活動は無理せず
自分が楽しむこと

　地域づくり大学校を知ったとき
は、正直期待はしていませんでし
た。でもカリキュラムが良く練ら

れていて、座学だけでなく現
場訪問や卒業生の実績を知る
ことができました。地元の自
治会に参加するきっかけにも
なりました。

人生100年時代、
迷ったら参加してみる 　地域活動に取り組んでい

る人と世代を越えたつなが
りができました。なかなか
経験できないことなので、
これからの大きな糧になり
ました。つながりを大切に
し、今でも、仲間が運営して
いる地域の活動に参加して
います。

たくさんの人との
つながりを大切に

　地域づくりの主役はあなたです！暮らしやすい
まちにするために、ゆるやかに地域とつながり、み
んなで一緒に考えていきましょう。

● これから地域で何かやってみたい人
● 区内の自治会町内会等の地域活動に

関わっていて、新たな活動や工夫を
考えている人

● そのほかの活動に関わっている人

こんな人を
募集して
います！

①
時限目

④
時限目

⑤
時限目

「地域づくり大学校」はどうでした？
　これまで10代から70代までの幅広い世代が参加しています。住んでいるまちをより
良くしたいと思っている人が出会い、世代や地域を越えた仲間ができています。

②
時限目

卒業生の活動が広がっています
　地域でやってみたいことを描いた「夢プラン」を実現している卒業生が
います。その中から3つの事例を紹介します。

③
時限目

櫻
さくらだ  ひろし

田 宏さん（3期生）東神奈川町内会会長

田
たなか ようこ

中揚子さん（1期生）

山
やまだ りゅうじ

田隆治さん（5期生）

小
おがわ まなみ

川真奈美さん（1期生）石
いしい まさよし

井正良さん（2期生）

中
なかしま

島さえさん（5期生）神奈川大学  学生

萩
はぎわら まさいち

原雅一さん（5・6期生）

東部御
ごてんちょう

殿町自治会  防犯担当

曽
そね やすお

根泰夫さん（4期生）

神大寺北町自治会  防災担当副部長

金
かねこ  あや

子 斐さん（6期生）
「かながわママコーラス マミムジカ」
で活動中

菅田町
街なみ
花物語

コットン
コミュニティ
タウン

ふれあいっこ
三ツ沢受講生からの共感に後

押しされ「街なみ花物
語」の夢プランを描けまし
た。大切な仲間と協力者で、
5年目を迎える現在も楽し
く活動しています。

大学校の講義で実際
の防災活動を見学

でき、地域のまちづくり
で役立てることができま
した。

段階的な学びや現地
見学、講師や仲間

からのアドバイスがあっ
たからこそ「ふれあいっ
こ三ツ沢」の夢プランを
描けたと思います。

同じエリアに住む
小川さんの「夢プ

ラン」との共通性に気
付き、子ども食堂で一
緒に活動しています。

問合せ
区政推進課

411-7026
314-8890

特 集

　仕事をしながら、子育て世代に向けた
活動をしています。いろいろな視点から
地域の取り組みを知って、とても刺激に
なりました。託児サービスもあったの
で、子どもを連れて参加でき、子どもた
ちも楽しんでいました。

子育て中でも
楽しく参加できました

卒業生に聞いてみた



なかまトーク・みんなでトーク
◆パパ達の子育てトーク
　「父親のモヤモヤ・本音トーク」

8月14日（土）10時30分～11時30分
◆ベテラン保育士と子育てあれこれトーク
講師：松

まつお きよみ

尾清美さん
9月7日（火）10時30分～11時30分

サテライト
◆カウンセラーとみんなでトーク
　心の整理術

8月12日、9月9日（各回木曜）
10時30分～11時30分
◆赤ちゃんのいる暮らし～エア沐

もくよく

浴～
助産師とエア沐浴や抱っこ体験。先
輩父母からお話も聞けます。

9月4日（土）10時～11時30分
マタニティとその家族、先着6組
8月18日（水）から電話

（ 642-5727）で

ちえのわタイム
◆親子で手あて
　�～ホッと一息♥手あての力を自分
に子どもに～
9月9日（木）10時30分～11時30分

トピックス
◆�横浜子育てサポートシステム予定
者研修～提供・両方会員大募集！

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です。送
迎など短時間のサポートもありま
す。提供・両方会員予定者研修を開催
します。

9月6日（月）9時30分～12時50分、9
月13日（月）9時30分～15時、9月27日

（月）9時30分～14時45分（全3回）
※受講前までに入会説
明会にご参加ください。

電話（ 441-7708）で

◆かなーちえ（東神奈川）：東神奈川1-29 東部療育ビル3階（東神奈川駅・京急東神奈川駅歩3分）
◆サテライト：入江1-17-12-2（新子安駅・京急新子安駅歩4分） 642-5727

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（東神奈川）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。
◎定例のプログラムは、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

掲載し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。また、マスク着用などの感染症対策をお願いします。

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 8/31（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

8/31（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） 1組40分

授乳について（母乳・人工乳）
妊娠中・産後の人

8/16（月）
8/30（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20分～14時40分（予約時にお知らせします） 1組40分

女性の健康相談
妊産婦及び不妊、更年期でお悩みの女性 8/23（月） 母子健康手帳

（ある人のみ）

④母親・両親教室　時間：9時30分～11時45分（受付：9時から）
　 9月3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
　 神奈川区  両親教室 検索

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、母乳育児、
妊娠中の栄養、妊婦体操と呼吸法、受動喫
煙とアルコール、お産と産後の経過など

10/25（月）
11/22（月）
12/ 6（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 11/27（土）

◯場所は区役所別館2階です。母親・両親教室の11月27日（土）は本館地下1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。
◯母親・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（平日は妊婦のみ、土曜日はパートナーと参加可）。
※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、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）

※④は問合せ・キャンセルのみ

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

※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。

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談

9月14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） 
前日までに電話か区役所本館3階

308窓口（福祉保健課）へ

らくらく離乳食講習会
離乳食に関する講話・
調理実演

9月14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 
8月11日（水）から電

話かFAXか横浜市電子
申請・届出サービスの申
込みフォームで

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

無料
要予約

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
11時～12時

土曜日の
園庭開放 ※熱中症予防のため、お休みします。

◎ランチ
交流

☆9/8(水)
離乳食（完了期） － ☆9/10(金)

乳児食・幼児食

離乳食・乳児食：1食320円、幼児食：1食240円（1回1組）

施設開放・
その他の
イベント

☆8/3(火)
11時30分～12時

水遊び

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。また、感染症予防のため、園児とは
別室で食べます。※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。
※こそだてひろばの詳細は 神奈川区　こそだてひろば 検索

お土産プレゼント
神大寺保育園では、園庭開放やランチ
交流に参加した人に家庭でできる製
作キット等を差し上げています。

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。



「災害時のぼり旗掲出訓練」を実施します

家屋を新築・増築されると
職員が調査に伺います

2021（令和3）年1月2日から2022（令
和4）年1月1日までに新築・増築され
た家屋は、令和4年度から固定資産
税・都市計画税が課税されます（都市
計画税は市街化区域内のみ）。税額の
基礎となる評価額算出のため、地方
税法に基づき区役所の職員が訪問し
家屋の屋根や外壁、各部屋の内装及
び建築設備などの状況を調査しま
す。事前連絡のうえお伺いしますの
で、不明な点等がありましたらお問
い合わせください。なお、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、調
査は次の点に留意し実施します。
①出勤前に検温を行い、発熱等体調不
良の職員は出勤しません。
②調査開始時の手指消毒を行います。
③調査時は常にマスクを着用します。
④調査時間の短縮に努めます。
家屋内部への立ち入りを希望しない
場合はご連絡ください。
※職員は「徴

ちょうぜいりいんしょう

税吏員証」、「固定資産評
価補助員証」、「職員証」を携帯してい
ます。また、建物図面などの借用をお
願いする場合がありますので、ご理解
ご協力をお願いします。

税務課家屋担当
411-7054 323-1383

神奈川区地域支援補助金
スタートアップコース
★不登校と学校に行きづらい子の
　親の集い�はなまといる　
○Z

ズーム

oomによるオンライン講演会
「子どもの『学校へ行きたくない』に大
人ができること」
◆講師：（株）R

レオ

EO代表取締役
阿

あべ しんいち

部伸一さん
9月5日（日）13時30分～15時
不登校や学校を休みがちな小中高

校生の保護者・テーマに関心のある
人、先着50人

8月11日（水）～25日（水）にEメー
ルに氏名・電話・Eメールアドレス・保
護者か関係者かを書いて「はなまとい
る」講演会  担当：東

ひがしだ

田
090-6010-2341 413-2605
hanamatoiru@gmail.comへ

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�Ⅱ期
初心者向けの教室です。

9月7・14・28日、10月5・12日、11月
9・16・30日、12月7・14日（火曜全10回）
13時15分～14時45分 16歳以上の
未経験者、先着16人 5,700円（全回
分） ※各回毎は1回600円

8月15日（日）～9月6日（月）にホー
ムページの申込みフォームか電話で
★ふれあい親子クラブ秋見っけ隊
自然遊び・季節のおやつ作り・工作・催
事体験

9月15・22・29日、10月13・20・27
日（水曜全6回）14時30分～16時 

年中・年長と保護者、16組（多数抽選） 
2人1組7,800円（全回分）、追加3歳

以上1人3,600円、2歳以下600円
8月15日（日）～22日（日）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・参加者全員の
氏名（ふりがな）・住所・電話・学年を書
いて施設へ
★もしもの体験キャンプ
消防署による水消火訓練・煙体験・心肺
蘇生法・三角巾の使い方・避難所体験

9月12日（日）9時30分～15時 
小学生を含む家族、16組（多数抽選）
小学生以上1人3,000円、4歳～未

就学児2,200円、3歳以下200円
8月15日（日）～22日（日）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・参加者全員の
氏名（ふりがな）・住所・電話・学年を書
いて施設へ
★バーベキューグリル料理教室
料理体験（バーベキューアドバイザー
参加）

C：9月19日（日）、D：9月20日（祝・
月）10時～14時 

家族、各回8組（多数抽選） 
小学生以上1人2,800円、4歳～未

就学児1,500円、3歳以下200円
8月15日（日）～9月5日（日）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・参加回・参
加者全員の氏名（ふりがな）・住所・電
話・学年を書いて施設へ
★鉄板料理教室
料理体験・野外ゲーム体験

※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。

問合せ 福祉保健課　 411-7136�� 316-7877

C：9月23日（祝・木）、D：9月26日（日）
10時～14時 家族、各回16組（多数
抽選） 小学生以上1人2,400円、4歳
～未就学児1,500円、3歳以下200円

8月15日（日）～9月5日（日）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・参加回・参
加者全員の氏名（ふりがな）・住所・電
話・学年を書いて施設へ
………………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

三ツ沢公園で野外活動 検索

シルバー人材センター
神奈川事務所からのお知らせ
★パソコン教室（初中級）
シルバー人材センターの認定講師が丁寧
に指導します（ワード・エクセル入力）。

9月2日（木）・16日（木）・24日（金）・
30日（木）13時30分～15時30分 

市内在住の60歳以上の人、各回15
人（多数抽選） 

各回2,000円（全回受講は7,000円）
★健康体操
日常生活に取り入れることができる
ストレッチ体操をしませんか。

9月6・13・20・27日（各回月曜 ※9
月20日は祝・月）13時30分～15時

市内在住の60歳以上の人、各回20
人（多数抽選） 

各回800円（全回受講は3,000円）　
………………上記共通………………

老人福祉センターうらしま荘（立
町20-1）　

8月27日（金）までにホームページ
の申込みフォームか電話かFAXで氏
名・年齢・住所・電話・教室名・参加希望
日を書いて市シルバー人材センター
神奈川事務所

402-4832 402-4835へ
横浜市シルバー人材センター 検索

都
つおか

岡地区恵みの里
「稲刈り・脱穀体験教室」（全2回）

農家指導のもと、稲刈り・脱穀の体験
をします。

①稲刈り：9月25日（土）9時から、
②脱穀：10月9日（土）13時30分から 
※生育状況等による変更あり

旭区矢
やさしちょう

指町（下
しもかわい

川井ICそば）の田んぼ 
市内在住の家族・グループ（1人で

も可）、20組（多数抽選） ※当選者のみ
郵送で通知 

1組5,000円（全回分・玄米5kg付）
9月10日（金）（必着）ではがき、また

はFAXに参加者全員の氏名（ふりが
な）・年齢・郵便番号・住所・電話を書
いて都岡地区恵みの里運営協議会事
務局「稲刈り・脱穀体験教室」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
948-2480 948-2488

掲載し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。また、マスク着用などの感染症対策をお願いします。

　大規模災害時に診療が可能な病院・診療所
は「診療中」と書かれたのぼり旗（赤色または黄
色）、開局可能な薬局は「開局中」と書かれた旗

（黄色）を掲げます。災害時を想定し、病院・診療
所・薬局がのぼり旗を掲出する訓練を実施しま
す。災害に備えて近くの病院・診療所・薬局の場
所や診療科目を調べておきましょう。
※ 状況により、診療（開局）中でも、のぼり旗を掲げ

られない病院・診療所・薬局もあります。
実施期間 9月1日（水）～4日（土）

▲薬局の旗

▲病院・診療所の旗

問合せ 区政推進課　 411-7026�� 314-8890
　 　   kg-tiiki@city.yokohama.jp

　あなたの小さな「やってみたい」を応援します。暮らしやすい、楽し
い“まち”を一緒に考えましょう。
対象・定員 これから地域で何かやってみたい人など、20人（多数選考） 
　　　  ※対象や活動内容は ・ ページの特集をご覧ください。
　　　  ※応募多数の場合は、9月上旬ごろに結果をお知らせします。
受講料 無料（交通費等は自己負担）
申込方法  8月31日（火）必着で、横浜市電子申請・届出サービス、または 

Eメール、FAX、郵送で ★必要事項 を記入して 区政推進課へ

※ 詳しくは、右のリーフレット
（区役所等で配布中）か区ホー
ムページをご覧ください。

★必要事項

◦住所　◦氏名（ふりがな）　◦年代　◦電話
◦Eメールアドレス（お持ちの場合のみ）
◦加入している自治会・町内会　◦現在参加している地域活動
◦これから地域でやってみたいこと（400字以内）
　※ 記入した内容は講座で活かしたいと考えます。自由な発想でお書き

ください。
◦オンライン会議（Zoom）について
　Ⓐ参加できる　
　Ⓑ使ったことがない
　Ⓒ自宅にインターネット環境が整っていない
◦託児サービスを希望する場合は子どもの年齢

神奈川区　地域づくり大学校 検索

地域づくり
大学校（第7期）
参加者を募集します！



〒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

◆からだを整える（骨盤矯正）
　ゆったりピラティス

9月7日、10月5・19日、11月2・16・
30日（火曜全6回）
①中級クラス：9時50分～10時50分、
②初級クラス：11時20分～12時20分

成人女性、各先着12人
4,200円（全回分）
タオル・ヨガマット（バスタオル

可）・5本指ソックス・飲み物
8月23日（月）から電話か直接

◆親子でレッスンABC
　～ネイティブな英語に耳から
　慣れよう～

9月7日～10月26日（毎週火曜全7
回 ※9月21日を除く）14時40分～15
時30分 4歳～未就学児の子と保護
者、先着15組 1組4,900円（全回分）

8月17日（火）から電話か直接
◆親子モリモリ体操
　～親子で楽しくストレッチ～
体を動かす楽しさを知ります。

9月8日～10月27日（毎週水曜全8
回）10時45分～11時45分

2・3歳の子と保護者、先着30組
1組5,200円（全回分） 飲み物
8月18日（水）から電話か直接

◆親子英語リトミック
　～0歳からの英語教室～

9月9日～10月28日（毎週木曜全7
回 ※9月23日を除く）①0・1歳の子
と保護者：10時～10時50分、②2・3歳
の子と保護者：11時～12時

各先着20組  1組4,550円（全回分）
8月12日（木）から電話か直接

◆木曜バレエ
　～きれいな姿勢とからだを作る～

9月9日～10月28日（毎週木曜全7 
回 ※9月23日を除く）①ジュニアク
ララ（小学1・2年生）：16時10分～17時
10分、②ジュニアスワン（小学3～6年
生）：17時20分～18時20分、③エレガ
ンス（中学生以上）：18時45分～19時
45分  各先着20人

①②4,900円・③5,250円（全回分）
レオタード・バレエシューズ・タイ

ツ・飲み物
①②8月19日（木）・③8月20日（金）

から電話か直接
◆初めての小学生英語
耳から自然に覚えよう。

8月7日（土）～17日（火）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
8月10日
（火）

◆キッズとジュニアのバレエ教室
可愛いバレエダンサーになろう！

9月1日～12月22日（毎週水曜全16
回 ※11月3日を除く）①キッズバレエ

（年中・年長）：15時10分～15時55分、
②ジュニアクララ（小学1・2年生）：16
時～16時45分、③ジュニアスワン（小
学3～6年生）：16時50分～17時35分

各先着20人 12,000円（全回分）
動きやすい服装・バレエシューズ

（厚手の靴下）
8月11日（水）から電話か直接

◆親子でりんりんにこにこリトミック
　～動いて笑って元気になろう～

9月3・17日、10月1・15・29日、11月
12・26日、12月10日（金曜全8回）
①りんりん（1歳6か月～3歳の未就園
児と保護者）：10時10分～10時55分、
②にこにこ（1歳～1歳5か月児と保護
者）：11時5分～11時50分

①20組・②15組（多数抽選）
1組4,400円（全回分）
8月11日（水）～25日（水）に往復はが

き（必着）に氏名・郵便番号・住所・電話・
年齢・子どもの氏名を書いて施設へ
◆おもちゃの病院
大切なおもちゃがよみがえる！

9月4日（土）10時～14時
先着15点  無料（部品代実費）
8月12日（木）から電話か直接

◆初心者のための東海道歩き
　（ウオーキング）
　～江戸宿場町の歴史探訪：日本橋～
旧東海道の歴史を歩きで体験します。

9月15日（水）10時～12時30分（集
合：JR東京駅丸の内北口改札9時50分）

9km程度歩ける人、先着20人
600円
8月19日（木）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

◆ママのためのリラックスストレッチ
8月24日（火）10時～11時
乳幼児を子育て中の母親、先着5人

※子の同伴可  1組100円
動きやすい服装・飲み物・ヨガマッ

ト（バスタオル可）
8月18日（水）から電話か直接

◆日本の古代史を学ぶ
　「日本の神社と神々
　～熊野信仰の神々～」
熊野の神々を探るロマンの旅です。

9月9・23日、10月14・28日、11月11
日（木曜全5回 ※9月23日は祝・木）
12時30分～14時30分

先着12人 3,000円（全回分）
8月26日（木）から電話か直接

◆神奈川のいまむかし「浦嶋伝説」
浦島伝説の歴史について学びましょう。
協力：NPO法人 神奈川区いまむかし
ガイドの会

9月4日（土）9時30分～11時
先着16人 300円

9月11・25日、10月9・23日、11月13・ 
27日、12月11日（土曜全7回）16時～
16時45分  小学生、先着12人

4,900円（全回分）
8月21日（土）から電話か直接

◆バレエストレッチ講座
　～バレエの要素を取り入れた
　ストレッチ体操～
猫背や肩こりを気にしている人に最適。

9月11・18日、10月2・9・16日（土曜
全5回）19時～20時

先着12人 4,000円（全回分）
動きやすい服装・飲み物・タオル・

ヨガマット（ヨガタオル可）・靴下
8月18日（水）から電話か直接

◆ママと楽しくふれあう2歳までの体操
　～今だから出来る土台づくり～

9月13・27日、10月4・25日、11月8・
22日、12月13日（月曜全7回）①5～11
か月の子と保護者：10時～10時30分、
②1歳～1歳11か月の子と保護者：11
時～11時45分

各先着15組 1組4,550円（全回分）
8月24日（火）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

◆コアラびくす（8月）
エアロビクスでリフレッシュ

8月3・17・31日（各回火曜）9時30分
～10時30分 各回先着24人 

各回700円 動きやすい服装・飲
み物・ヨガマット（バスタオル可）

当日直接（受付：9時20分）
◆かんたんバレエストレッチ（8月）
初心者向け講座です。

8月13・20・27日（各回金曜）19時～
20時10分（準備運動：18時50分）

各回先着12人  各回700円
動きやすい服装・タオル・ヨガマッ

ト（バスタオル可）
当日直接（受付：18時30分）

◆おりがみ教室（8月クラス）
8月25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
8月7日（土）～17日（火）に直接

◆トワイライトヨガ＆ピラティス（9月）
9月2・9・16・30日（木曜全4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） 

2,800円（全回分） 動きやすい服
装・タオル・飲み物・ヨガマット

8月21日（土）から電話か直接
◆ガラスの小瓶にアレンジメント
　「オイルに揺れる花のインテリア」
色あせない花のインテリア、敬老の日
のプレゼントにも最適です。

9月18日（土）9時30分～11時30分
先着8人 ※小学3年生以下は保護

者同伴  1,400円
9月3日（金）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
8月10日
（火）

◆健康相談コーナー
ベテラン看護師さんが待っています。

8月4日～2022年3月30日（毎週水
曜 ※11月3日、12月29日を除く）
13時30分～15時30分

市内在住の60歳以上の人
当日直接

◆うらしま軽音楽倶楽部
　～懐かしの洋楽を解説付きで
　レコード鑑賞～
アンケートで人気のベスト10を発表！

8月7日（土）13時～14時30分
市内在住の60歳以上の人、先着15

人 当日直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
8月10日
（火）

神奈川図書館 検索

◆親子おはなし会
8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8組
8月24日（火）から電話か直接

◆定例おはなし会
9月7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

◆中高年シングル女性の生活設計セミナー
　～生きのびるためのお金と
　制度のはなし～
役立つお金の話、知っておきたい行政
の支援サービス情報をお届け

9月7日（火）10時～12時
シングル女性、先着20人
先着順、有料（ 714-2665へ）
8月12日（木）からホームページの

申込みフォームか電話か直接

※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。

掲載し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。また、マスク着用などの感染症対策をお願いします。

◆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

8月12・26日、9月9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
8月20日、9月3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。問合せ 福祉保健課 411-7136  316-7877

災害時あなたの力を
貸してください Yナース募集中！

（横浜市災害支援ナース）
活動には

事前登録が
必要です

　災害発生時に、医師・薬剤師・市職員とともに、医療救護
隊の一員として区内の避難所等で主に軽症者に対する応
急医療に協力していただくYナースを募集しています。

登録資格 横浜市に在住・在勤の保健師・助産師・看護師・准看護師の有資格者
で、発災時に区内の地域防災拠点（指定された小・中学校）等で支援活動ができ
る人（ただし、病院勤務等で、災害時に職場に参集することになっている人は
原則除く）。　　　　　　　　　　　　　 ※詳しくは 横浜市  Ｙナース 検索


