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令和4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。

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。

特集は ・ ページへ➡

❶ 区内の商店街・駅PRボックスや区役所・地区センター等で配布している「商店
街かめ太郎ラリー」冊子、または店舗にあるチラシを手に入れよう。スタンプ台
紙が付いています。

❷ ステッカーが貼ってあるお店で買い物（1回100円以上利用で1スタンプ）をし
て、スタンプを3つ集めよう。

❸ 期間中に、冊子で紹介されている店舗や区役所地域振興課（本館5階506窓口）
に設置されている応募箱に入れて応募しよう。

★ 詳細は、区役所や地区センター等に置いて
ある冊子か、ホームページをご覧ください。

参加方法

かめ太郎ラリー 検索

　飲食店や小売店など個性豊かな区内商店街のお店
のスタンプを集めて、素敵な賞品を当てよう！

実施期間 12月31日（金）まで
　　　　※2022年1月に抽選実施予定

　コロナ禍で体を動かす機会
が少なくなっています。子ど
も・親・祖父母と一緒に体を動
かし、交流を深めましょう。

日  時 12月12日（日）
　　　　9時30分〜10時40分
　　　　（受付：9時）
会  場 神奈川スポーツセンター（三ツ沢上町11-18）
講  師 横浜F・マリノスふれあいコーチ、栗

くりはら ゆうぞう

原勇蔵クラブシップ
キャプテン（予定）

対象・定員 祖父母または親が区内在住の3世代（4歳〜小学6年生の
子ども・親・祖父母）、15組（多数抽選）

　　　　※各世代1人ずつは必ず参加してください。

費  用  1人100円（保険代）
持ち物 体育館用シューズ、飲み物、動きやすい服

装、靴を入れる袋
申込み  11月23日（祝・火）までに専用申込みフォー

ムから申込み
　　　　 https://www.f-marinos.com/web-form/input/13 
★抽選結果は11月30日（火）にメールでお知らせします。

問合せ  地域振興課　 411-7086  323-2502
問合せ  F・マリノススポーツクラブ地域連携本部

　　　　　　  yfm-hometown@marinos.co.jp

区内商店街で買い物しよう ［日産P
プレゼンツ

resents］横浜F・マリノスと

第９回「商店街かめ太郎ラリー」を開催 親子３世代サッカー教室

このステッカーが
貼ってある

お店が目印です

▼申込みは
　こちら

特 集

　神奈川区の工業は、1890年代以降、東京から横浜の湾
岸の埋立とともに発展し、日本の経済成長に大きく貢献
してきました。現在も、ものづくりは息づいています。
　今回は新型コロナウイルス感染症の影響のなか、活躍
している区内の中小企業のものづくりを紹介します。
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ショーケース編

　「かながわ湊フェスタ」は区内の市民活動団体や生涯学習団体等の皆さんに
よる、ステージ発表、体験コーナーやワークショップなど、大人も子どもも楽
しめるイベントです！ぜひ、ご来場ください。

日　時 �11月28日（日）10時～15時30分�
� ※雨天決行・荒天中止

場　所 �神奈川スポーツセンター（三ツ沢上町11-18）
� ※可能な限り公共交通機関の利用をお願いします。

主　催 �かながわ湊フェスタ実行委員会

●活動の紹介・展示 
● 体験コーナー、ワークショッ

プなど（バルーンアート、
工作など） 

● ステージ発表（ダンス、合
唱、演奏、マジックなど）

※�時間帯で発表内容が異なり
ます。また、内容は変更され
る場合もありますので、ご了
承ください。

※当日催行に関する問合せ… 090-3008-0209（当日8時以降）

　若者によるダンス・バンド・パ
フォーマンスなど、日頃の練習成
果を発表するイベント「B-SKY�
FES」を今年も開催します。
　今回はオンラインでの開催と
なりますので、皆さんの日頃の成
果を5分以内の動画にして送って
いただいたものを、まとめて
Y

ユーチューブ

ouTube上で発表します。

対　象 �区内在住・在学・在勤の概ね25歳以下のダンス・演奏
などができる団体

申込み �11月20日（土）までにB
ビースカイ

-SKY�F
フェス

ES公式ホームページ
から申込み

問合せ  資源循環局神奈川事務所　 441-0871  441-5938
　　　 地域振興課　　　　　　　 411-7091  323-2502

　12月は粗大ごみ収集の申込みが集中し、
電話がつながりにくくなります。申込みから
収集までに日数がかかり、年内の収集ができ
ない場合もありますので早めにお申し込み
ください。インターネットやチャットボット
からは24時間いつでも申込みできます。

年末は混み合います

粗大ごみの申込みはお早めに

一番長い辺が、金属製品で
30cm以上、それ以外（プ
ラスチック製品、木製品な
ど）で50cm以上のもの

オンライン参加者募集中！

神奈川区区民活動支援センター活動PR展

B
ビー

-S
スカイ

KY F
フェス

ES20211
テンス

0th a
アニバーサリー

nniversary開催

かながわ湊
みなと

フェスタ2021

問合せ B-SKY FES実行委員会事務局（山
やまだ

田）　
　　　 090-3212-3271　 b.sky.fes@gmail.com

問合せ 区民活動支援センター　 411-7089  323-2502

見る！聞く！体験する！みんなの市民活動　大博覧会

かながわ湊フェスタ2019の様子

　区内にある福祉作業所のさまざまな自主製品が、区役所別館1階のショー
ケースで紹介されているのをご存じですか？可愛いアクセサリーや小物、
日用雑貨など、心を込めて制作されています。ほっと癒されるハンドメイ
ド雑貨を、ぜひ使ってみてください。なお、ハンドメイドのお菓子は売店で
販売しています。
　区役所での販売回数は限られ
ていますが、個別の販売や、「イ
ベント用にまとまった数が欲し
い！」などのご注文も相談でき
ます。ほかにもたくさんの製品
が「ハートメイドカタログ」に掲
載されていますので、こちらも
ご覧ください。

中心のみ見える。離した方が見える 視野の全体がぼやけて見える。近い方が見える

ある特定の角度からしか見えない

いろいろな所にぶつかる、つまず
く。あざが頻繁にできる。

あいさつされたが、気
づかなかった。悪気は
ないのに無視したと
思われた。

向こうから歩いてくる人が、自分が避けると思った
のか、そのままぶつかった。

問合せ �高齢・障害支援課  411-7114 324-3702

問合せ �区政推進課　 411-7021 314-8890

ショーケース（上）とハー
トメイドカタログ（左）

B-SKY�FES�2019の様子

　「視覚障害」この言葉から何を思い浮かべますか。一概に全盲の人とは限りません。見
えるけど、見えにくい「弱視」も視覚障害なのです。そして、弱視は視覚障害の方の大半を
占めています。また、見え方は多種多様です。今回は日常生活の一部を紹介します。

知っているようで、知らないことがありましたね。次回のテーマは何かな!?乞うご期待!!

［第1回］　弱視の多様な見え方

　毎週水曜夜10時に放映中のドラ
マ「恋です！～ヤンキー君と白

はくじょう

杖
ガール～」（日本テレビ）は、盲学校
に通う弱視の女子高生のラブコメ
ディです。笑って、泣けて、楽しい
内容です。また、横浜市立盲特別支
援学校（松見町）の先生が監修して
います。ぜひ、ご覧ください。

横浜L
ラブ

OVE�W
ウォーカー

ALKERで
も紹介記事があります
ので、こちらも！

▲中心のみ見える

全体がぼやけて見える▶

どんな見え方なの？

申込み…粗大ごみ受付センター

◆インターネット・
　チャットボット

◆電話（月～土曜の8時30分～17時、年末年始以外は祝日も受付）
　 0570-200-530（携帯電話・IP電話からは 045-330-3953）
◆聴覚・言語に障害のある人専用　 550-3599

横浜市　粗大ごみ 検索

自己搬入もできます…事前に粗大ごみ受付センターへ申込みのう
え、搬入場所に直接持ち込むこともできます。
※処理手数料は収集する場合と同額です。�※当日持ち込みの申込みは当日15時
までです。�※申込状況により、ご希望に沿えない場合があります。

搬入場所 鶴見資源化センター（鶴見区末
すえひろちょう

広町1-15-1�資源循環局鶴見
工場内）など市内4か所

◆L
ライン

INE（横浜市公式アカウント）
※�チャットボットにアクセスで
きます。

ある
ある

ある
ある

ある
ある

対象 事前申込み・有料

取材協力  横浜市立盲特別支援学校

24時間
受付



12月1日は
世界エイズデー

♥日常生活では感染しません
　HIV（ヒト免疫不全ウイルス★）の主な感染経
路は、性行為感染、血液感染などです。HIVは
感染力が弱く、トイレ・お風呂・プールの共用
などの日常生活で感染することはありません。
★エイズを引き起こすウイルスのこと

♥HIV検査は無料・匿名で受けられます
　HIV感染後の数年間は自覚症状がほとんどなく、検査を受けなけ
れば感染の有無は分かりません。感染しても早期発見し適切な治療
を受ければ、エイズの発症を防ぐことができます。福祉保健課では無
料・匿名でHIV検査を実施しています。

レッドリボンはエ
イズに偏見を持っ
ていない、エイズ
と共に生きる人々
を差別しないとい
う意思表示です。

エイズを知り、

HIV検査を
　 　受けましょう

11月12・26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（8月寄付分）●

○宗教法人�孝道山本仏殿
○おてらおやつクラブ
　浄土真宗�なごみ庵
○大口七島地区
　民生委員児童委員協議会
○ハイツ浦島丘自治会
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

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
11月8日、12月13日（各回月曜）

9時～14時30分
11月19日、12月24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

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）

各種相談

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。

問合せ  福祉保健課　 411-7138  316-7877

　一人ひとりが「子育てにやさしいまち」を心がけることが、子どもの虐待防
止につながります。ご近所や出会った親子に声を掛けたり、ほんの少しお手
伝いをしたりすることで、子育て中の親子の心の支えになることがあります。
　気になる様子の親子がいるときは、可
能であれば声を掛けてみましょう。育児
の悩みを聞き相談先を伝えたりするこ
とで、心が少し穏やかになるかもしれま
せん。声を掛けづらかったり迷ったりし
た場合は、下記までご連絡ください。子
育てに悩んでいる人も、一人で抱え込ま
ずに気軽にご相談ください。

11月は児童虐待防止月間

子育ての悩みをご相談ください

問合せ  福祉保健課　 411-7132  316-7877

●主任児童委員は
　どんな人たち？
　主に子どもに関する支援を行
う民生委員・児童委員※です。区
役所や児童相談所、学校などと
連携をしながら、地域の子ども
たちが健やかに過ごせるよう活
動しています。

●相談の秘密は守ります
　民生委員法により「守秘義務」
が定められており、相談した人
の秘密は守られます。安心して、
ご相談ください。

※民生委員・児童委員…厚生労働大臣から委嘱された
無報酬・非常勤の地方公務員です。地域住民の一員
として地域の相談や見守り、相談内容によっては専
門機関とのつなぎ役として活動しています。

子どもたちの健やかな成長を見守る

地域の子育てを応援しています

問合せ  こども家庭支援課　 411-7111  321-8820

▶子ども家庭支援相談（区役所別館3階）�� 411-7173

▶よこはま子ども虐待ホットライン
　 0120-805-240（24時間365日フリーダイヤル）

▶かながわ子ども家庭110番相談L
ライン

INE
　親子関係や家族の悩み、子育ての不安など、子どもにか
かわる相談をLINEで受け付けています。保護者はもち
ろん、子どもの皆さんからの相談もお待ちしています。

▲詳しくは
こちら

日  時 毎週水曜��9時30分～10時
場  所 区役所別館2階�受付
定  員 先着5人
予約申込み 検査前日12時までに電話か直接無料・要予約(匿名)

HIV・梅毒
検査

〈主任児童委員連絡会〉
副代表

伊
いとう よしえ

東良恵さん

代表

加
かやま せつこ

山勢津子さん

副代表 

山
やまだ そのお

田園生さん

オレンジリボンは、子育て中の
親子を温かく見守りサポート
したいという意志を示すマー
クです。“児童虐待のない社会
を作ろう”というメッセージも
込められています。

▶子育て家庭からの相談に応じたアドバイス
▶学校や保育園など関係機関と連携・情報共有を通じた
子どもの見守り

▶「こんにちは赤ちゃん訪問」や「すくすくかめっ子～親子
のたまり場～」への協力

▶「オレンジリボン運動」の啓発活動への参加

こんな活動を
しています

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。



　昭和14年創業。昭和35年から三枚町に移転。「当初はこの辺りは田
んぼばかりで、電気も通っていなかった」と村

むらの　たかし

野 隆社長。
　現在は板金・溶接等金属加工工場として、高速道路のトンネルに設置さ
れている防災消火栓のフレームや、ランドマークタワーの屋上にも設置さ
れている消火用の泡原液槽等を製造しています。防災用消火栓のフレームは
年間1,000台以上を受注し、国内で20％以上のシェアを誇っています。
　金属を丸く加工したり、圧力がかかる容器の溶接は手作業で行っています。受
注生産のため、時期により生産量に波があるなか、品質と納期に応えることで、お客
様の信頼を獲得し続けています。

真
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株式会社ムラノセイコー【三枚町】

工場敷地内には社宅があり、地
域密着。地域清掃等に積極的に
参加してきました。

伝統技術を伝えるため、町の先生として区内中学校
の生徒に本染めの体験を行ってきました。

　大正10年に横浜で創業。100年続く老舗のタオル、手拭染色製造販売の会社
です。関東大震災の後、松本町に移転。昭和23年から現在の三ツ沢上町で工場

を始めました。当初はアメリカへの輸出が主でしたが、その後、国内向け商
品に切り替え、百貨店等で販売していました。山

やまもと しょういち

本昭一社長によると、「現
在は小学校の運動会やお祭りの手拭・タオルの注文が多い」とのこと。

　手作業で行う本染めを数多く製造していましたが、時代とともに移
り変わり、現在は機械等を使ったプリント染めを中心にオーダーメ

イドの製品を製造しています。

岩井の胡麻油株式会社【橋本町】

エス山本繊維加工有限会社【三ツ沢上町】

　昭和8年創業。ネジ・ボルトの販売、製作を請け負っ
ているネジの総合商社です。
　京浜工業地帯に広く納品しており、1個何銭の小さ
なものから1個何万円もする特殊なものまで商品の種
類は数えられないほど。曽

そが けいすけ

我圭介部長によると、東京
ディズニーシー建設の際にも大量に納品されたそう
です。また、橋や高速道路などでも使われ、私たちの生
活のさまざまな場面を支えています。
　事業者だけでなく、個人のお客様にもネジ1本から
販売。オーダーメイドのネジも受注していて、「ネジ・
ボルト類のことなら内田ボールトに相談すれば全て
が揃う」そういう存在になれるように、日々ネジ・ボル
トと向き合っている会社です。

　岩井の胡麻油株式会社は安政4年に千葉県佐倉で創業。当初は
菜種、落花生、胡麻等を製油していましたが、明治中頃より胡麻
油一筋。当時から原料は輸入に頼っていたため、輸入の要所であ
る横浜へ明治26年に本社・工場を移転し、以来120年余り神奈川
区で操業しています。
　「製油における焙

ばいせん

煎という工程は胡麻油特有」と岩
いわい てつたろう

井徹太郎社
長は話します。胡麻原料は産地により、油分・水分・皮の厚さが違
うため、「匠の技」を伝承した技術者が、その日の温度・湿度に合
わせ、焙煎の温度や時間の微調整を行っています。煎

い

り上がった
胡麻を耳（パリパリとした音）・目（煎り上がりの色）・舌（苦味・焦
げ味）で実際に確認します。

　圧搾製法にこだわり、化学的製法は一切採用
していません。搾油された後も遠心分離機は使
用せず2週間静置し、不純物を沈殿・分離させ、
上澄みを濾

ろか

過し、不純物を完全に除去していま
す。手間暇は掛かりますが、その分雑味のない、
風味・香味抜群の胡麻油を生産しています。

わが社の社会貢献

わが社の社会貢献

コロナ禍で家庭
用の需要が増え
ています

瓶・缶などへの充填作業

金属を直角に
曲げる加工

広い工場の中、作業を分担し
製品を完成させて
いきます

タオルや手拭の
名入れなどは人
の手で直接印刷
することも

大量注文のタオルなどは特注の染
機で1色ずつ染めていきます。最
大8色まで染められ、色を重ねる
ことで微妙な色合いも調整可能

所狭しと並ぶネジ・ボルト。数えきれない種類の中か
らお客様が求めているものを提供します

熱で金属を溶かし、
接着させる溶接

環境活動にも力を入れてお
り、商品はリサイクル可能な
瓶かブリキ缶としています。
搾油後の搾りかすは粉砕し、
養鶏場で飼料となり、捨てる
ところがありません。

わが社の社会貢献

企業の成長には地域
への貢献が不可欠。会
社の敷地の一部を学
童保育へ貸し出して
います。

わが社の社会貢献

問合せ
地域振興課
411-7087
323-2502

容器の溶接は丁寧に
手作業しています

焙煎の温度や時間
は毎日調整します

消火用
泡原液槽

同じ種類のボルト
でも長さや大き
さは何通りも

手拭を畳むと
かわいい「はっぴ」に！

株式会社内田ボールト【新子安】

橋などの構造物に使
われる高力ボルト。
私たちの生活を支え
ています



なかまトーク
◆アラウンド20歳の子育てトーク

11月19日（金）13時30分～14時30分
◆わくわくタイム i

イン

n ポートサイド公園
12月3日（金）11時～12時 ※雨天中止

◆初めまして♪
　パパと赤ちゃんのふれあい遊び
講師：共育ち・ひなた 宮

みやじ ようこ

地陽子さん
12月4日（土）10時～11時30分
5か月までの子（第1子）と父親、先

着6組  バスタオル
11月6日（土）から電話で

サテライト
◆赤ちゃんの親子ふれあい遊び

12月2日（木）13時30分～14時30分
先着12組
11月11日（木）から電話（ 642-5727）で

◆助産師とみんなでトーク
11月25日（木）10時30分～11時30分

トピックス
◆秋の子育て応援タイム月間
①おはなしタイム in 沢渡出張ひろば

11月18日（木）11時15分 ～11時45分
先着30人 
11月17日（水）からホームページで

（要「ひろば」の予約）
②打楽器コンサート「あしあと」～屋
外駐車場～ 11月20日（土）10時30
分～11時30分  先着30組 

11月1日（月）からホームページで
③白幡の森プレイパークD

デー

AYにて
リース作り 11月20日（土）11時～
14時  300円
④片倉うさぎ山プレイパーク祭りに
てリース作り  11月21日（日）10時
～14時  300円
⑤おはなしタイム in 羽沢出張ひろば 

11月24日（水）11時～11時30分　 

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  前日までにホームページで

出張
ひろば

◆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）

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

神奈川区地域子育て支援拠点

※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。
※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

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
 サテライト 642-5727  利用者支援専用 642-5728

かなーちえ 検索

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 11/12（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

11/12（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） 1組40分

授乳について（母乳・人工乳）
妊娠中・産後の人

11/ 8（月）
11/22（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 11/15（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）
　 12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

1/31（月）
2/21（月）
3/ 7（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 2/26（土）

◯場所は区役所別館2階です。母親・両親教室の2月21日（月）は本館地下1階、2月26日
（土）は本館5階大会議室です。

◯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、個別通知をしていますが、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

12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

12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 
概ね7～9か月児の保護者、

先着20人 ※子の同伴可 
11月11日（木）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

11/6（土）・11/20（土）・
12/11（土）

10時～12時

11/27（土）11時～12時
「おおきくなったね
カードがもらえるよ！」

11/20（土）
11時～12時

「園庭で遊ぼう」
※当面、園庭のみ開放します。

◎ランチ
交流

☆11/10（水）・☆11/17（水）・
☆12/1（水）

乳児食

☆11/18（木）・
☆11/25（木）
乳児食・幼児食

☆11/9（火）・☆11/26（金）・
☆12/10（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

☆11/19（金）
10時～11時30分

ホール開放「冬の飾り作り」

☆11/15（月）11時～12時
育児講座

菅田地域ケアプラザ

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

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。お土産プレゼント

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。



子育て講演会
「2才児の子育てのくふう」

◆講師：東部地域療育センター
ソーシャルワーカー 鈴

すずき とよこ

木豊子さん
12月14日（火）13時30分～15時 
区役所本館5階 大会議室 区内

在住の1歳6か月～2歳6か月児の保護
者、先着30人 1歳以上、先着10人

（11月30日（火）までに要申込み）
11月11日（木）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

外国につながる子どもたちの
学習支援ボランティア養成講座

主に小学生を対象とした学習支援教
室をつくりませんか。

12月18・25日、2022年1月8・22日、
2月5・19日、3月5・19日（土曜全8回）
15時30分～17時30分 六角橋地域
ケアプラザ（六角橋3-3-13） 講座終
了後に区内で学習支援ボランティア
として活動でき、なるべく全回出席
できる人、20人（多数抽選） 1,000
円（全回分） 講座申込時に要申込み

12月10日（金）までにホームペー
ジの申込みフォームまたはEメール
に講座名・氏名（ふりがな）・Eメールア
ドレス、保育希望の人は子の氏名（ふ
りがな）・年齢月齢（12月18日時点）を
書いて神奈川区に多文化共生を進め
る会 090-8115-4306

tabunka.yokohama@gmail.comへ
神奈川区に多文化共生 検索

横浜労災病院 市民公開講座
（オンライン講座）

胃がん・大腸がんの予防から検診、治

療や、アドバンス・ケア・プランニング
（病気になったときに受けたい医療や
ケアについて、前もって考え、家族等
と話し合っておくこと）について、専
門の医師と看護師がお話しします。
◆講師：内視鏡部副部長 金

かなざわ のりよし

沢憲由さん、
がん看護専門看護師 大

おおなぎ ひろみ

椛裕美さん
11月20日（土）14時～15時30分
先着300人
当日直接配信サイトへ（Z

ズーム

oomに
よる講演会、参加IDは横浜労災病院
ホームページで確認してください。）
横浜労災病院  公開講座 検索

横浜労災病院
474-8111
474-8344

都
つおか

岡地区恵みの里
大根・白菜収穫体験 i

イン

n 都岡
農家指導のもと、大根と白菜の収穫体
験を行います。

①12月11日（土）（荒天時12日（日））、
②12月18日（土）（荒 天 時19日（日））い
ずれも10時から 旭区下

しもかわいちょう

川井町の畑
（三ツ境駅からバスで「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
可） 市内在住の家族・グループ（1人
でも可）、各回20組（多数抽選） ※当選
者のみ郵送で通知 大根1本150円・
白菜1株300円（収穫分を買取り）

11月26日（金）必着で、はがきかFAX
に希望日（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）・年齢を書いて都岡地区恵みの里
運営協議会事務局「大根・白菜収穫体
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
948-2480 948-2488

※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。

三ツ沢西町3-1 311-6186 316-8521 www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/
平沼記念体育館からのお知らせ 休 館  11月15日（月）

◆冬期教室（2022年1〜3月開催）    　　　 　　　         　 ※祝祭日、休館日は除く

教室名 日程・曜日 時間 参加費
（全回分）

対象・定員
（多数抽選）

バドミントン 1月11日から
毎週火曜
全11回

9：00～10：50 11,550円 16歳以上、26人

バド　ビギナー1 9：00～ 9：50
8,800円 16歳以上、8人

バド　ビギナー2 9：55～10：45

Jrバド　基本1☆

1月6日から
毎週木曜
全13回

17：00～17：50

11,700円

小学3年～中学生、
8人Jrバド　基本2☆ 17：55～18：45

Jrバド　応用1☆ 17：00～17：50 小学3年～中学生、
14人Jrバド　応用2☆ 17：55～18：45

Jrテニス1☆ 17：00～17：50
年中～小学生、15人

Jrテニス2☆ 17：55～18：45

はつらつ健康作り 1月13日から
毎週木曜全12回 10：00～10：50 6,000円 16歳以上、70人

☆1と2の連続受講ができます。 
『お試し体験受講』ができます（有料・各コース1回限定）。詳細はお問い合わせください。

11月10日（水）～30日（火）にホームページの申込みフォームか往復はがきか直接 
※詳細はホームページをご覧ください。

11月16日（火）・24日（水）・
　　 30日（火）、12月7日（火）

　※土日・祝日の入園には予約が必要です。

〒241-0001 旭区上
かみしらねちょう

白根町1175-1
959-1000（総合案内）

動物
紹介

　北極圏に生息するホッキョクグマの学名
u

ウルスス

rsus m
マルティムス

aritimusは「海の熊」を表しており、
その名の通り、海と密接な暮らしをしていま
す。厳しい寒さを迎える冬には、一面広がる海
氷上で主食のアザラシを捕獲し、断熱材にも
なる分厚い脂肪を蓄えます。夏には狩りの場
所であった海氷が溶けて無くなるため、体に蓄えた脂肪を燃焼しつつ、
ほぼ絶食で過ごします。こうして海の変化と密接な生活を送るホッキョ
クグマは現在、温暖化や海洋汚染の影響により危機的状況に追い込まれ
ています。私たちの住む日本も海に囲まれた国です。海を通して繋がっ
ているホッキョクグマに思いをはせ、ホッキョクグマが暮らしやすい海
にするために、私たち一人ひとりの協力が欠かせません。

肉食ですが、夏には
草を食べることも

ズーラシア 検索

ホッキョクグマ

　小学生が放課後を楽しく安全に過ごせ
る場所として、各小学校に設置されてい
る「放課後キッズクラブ（キッズ）」と、地
域で運営されている「放課後児童クラブ

（いわゆる「学童保育」）」があります。開所
時間や送迎経路などを確認して、環境に
合った居場所を探しましょう。

放課後を小学校で過ごす
放課後キッズクラブ（キッズ） 放課後を地域で過ごす

放課後児童クラブわくわく区分
（区分1）

すくすく区分（区分2）
ゆうやけ（A） ほしぞら（B）

概要

「遊びの場」として利用す
ることを目的に実施
※災害時や感染症対策の
ため、受入中止の場合あり

保護者が就労等により昼間家庭にいない
子どもたちに、「遊びの場」と「生活の場」
を提供するために実施

昼間保護者がいない家庭等の
子どもたちが、安全で豊かな
放課後を過ごすために、地域
の理解と協力のもとで運営

場所 小学校の施設内 民間施設（マンション、一軒家等）

対象
当該実施校に通学している小学生、または当該小学校区内に居住する
私立学校等に通学する小学生
※「すくすく区分」に登録する場合、就労証明書等が必要

留守家庭児童等

利
用
時
間

平日 放課後～16時 放課後～17時 放課後～19時

放課後～19時
※クラブによって異なる土曜日 －

（プログラム参加は可） 8時30分～17時 8時30分～19時
学校休業日 2時間程度

利
用
料
等

利用料
（月額）

無料
※1日800円で

19時まで利用可能
※おやつ代実費

2,000円／月
※400円／回で

19時まで利用可能
※おやつ代実費

5,000円／月
※おやつ代実費 クラブによって異なる

※詳しくは各クラブへ問合せ
減免後の利用料

（月額） － 無料／月
（減免制度あり）

2,500円／月
（減免制度あり）

保険料 800円以内／年

申込み 各クラブへ直接問合せ　 放課後の居場所　神奈川区 検索
問合せ こども家庭支援課

       　 411-7046  321-8820

　令和4年度入所説明会が始まってい
ます。区内にはたくさんの魅力的な放
課後キッズクラブや放課後児童クラ
ブがあります。気に
なる施設は見学し
てみてください。

詳しくはこちら▶

休園日

放課後の
居場所

小 学 生 の

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。



〒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

11月22日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着6組12人
当日直接

◆絵手紙の年賀状
絵が苦手でも大丈夫！温かい気持ち
を添えた年賀状を送ってみませんか。

12月2日（木）13時30分～15時30分
先着15人 600円
11月11日（木）から電話かFAXか

直接
◆お正月の寄せ植えを作ろう！

12月20日（月）第1部：10時～12時、
第2部：13時～15時

各部先着18人  2,000円
汚れても良い服装・持ち帰り用袋

（鉢の直径30cm）
11月22日（月）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

◆はじめてのシリーズ
　サークル体験講座Ⅵ
○國学会
詩吟は脳トレーニングにも繋がります。

12月3日（金）10時～12時
先着5人  300円
11月12日（金）から電話か直接

○マムズ&キッズ英語あそび
楽しく英語を学ぼう

12月10・17日（金曜全2回）
①未就学児～小学1年生：14時45分～
15時35分、②小学2～5年生：15時45
分～16時45分

各先着6人  1,000円（全回分）
11月19日（金）から電話か直接

◆からだを整える（骨盤矯正）
　ゆったりピラティス
どなたでも安心して行えます。

12月7・21日、2022年1月18日、2月
1・15日、3月1・15日（火曜全7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  
4,900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　
11月14日（日）から電話か直接

◆こどもの料理教室
　～マフィン作り～
材料の計り取りからすべて1人で作り
ます。

12月18日（土）10時～12時
小学3～6年生、先着6人
1,200円
三角巾・エプロン・マスク・持ち帰

◆夢のとびら
　～おはなしの部屋
　byまりこ☆みゅーじあむ～

11月15日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着5組
当日直接

◆初心者のための東海道歩き
　（座学とウオーキング）
　～江戸宿場町の歴史探訪：品川～
江戸時代に整備された旧東海道の歴
史を歩きと座学で体験します。

①座学：12月15日（水）10時～12時、
②ウオーキング：2022年1月19日（水）
9時50分～12時（集合：泉

せんがくじ

岳寺駅改札）
4km程度歩ける人、先着20人
1,200円（全回分）
11月13日（土）から電話か直接

◆親子で楽しむ面白化学捜査
　～指紋採取とルミノール反応～
おもしろ化学捜査と題して指紋検出、
ルミノール反応やニンヒドリン反応
の実験をします。あなたも「科捜研」の
仲間入り！

12月19日（日）10時～12時
小学生と保護者、先着10組
1組1,000円
11月12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

◆篆
てんこく

刻
　～オリジナルはんこを作りましょう～
素材（天然石）の大きさは約2.2×2.2
×7cm（予定）です。デザインをご用意
ください。

11月21日（日）13時30分～15時30分
小学生以上、先着9人  800円
11月11日（木）から電話か直接

◆ママのための
　リラックスストレッチ

11月23日（祝・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）
11月17日（水）から電話か直接

◆個別介護相談会
介護についての不安や悩み、疑問など
を相談してみませんか？「みまもりキー
ホルダー」の登録も行っています。
共催：六角橋地域ケアプラザ

12月3日（金）9時30分～11時30分
先着5人程度  当日直接

◆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」
手入れ不要で色あせない花のインテ
リアです。1人1つ中瓶で作ります。

12月4日（土）10時～12時
先着12人 

※小学3年生以下は保護者同伴
1,400円
11月18日（木）から電話か直接

◆クリスマスリース
　～フレッシュグリーンで作る～

12月11日（土）13時30分～16時

り用容器・筆記用具
11月21日（日）から電話か直接

◆おもちゃの病院　
12月25日（土）10時～14時 

※事前におもちゃをお持ちください。
「おもちゃの病院」実施会場には入れ
ません。修理後電話で連絡します。

1家族2点まで
無料（部品代実費）
11月23日（祝・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

◆かんたんバレエストレッチ（11月）
初心者向け講座です。

11月5・12・19・26日（各回金曜）
19時～20時20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50分）

◆コアラびくす（11月）
エアロビクスでリフレッシュしませ
んか。

11月9・30日（各回火曜）
9時30分～10時30分

各回先着20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）

◆おりがみ教室（11月クラス）
11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
11月7日（日）～17日（水）に直接

◆トワイライトヨガ＆
　ピラティス（12月）

12月2・9・16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
11月7日（日）～17日（水）に直接

◆おはなしのとびら
読み聞かせなど楽しい時間を過ごし
ましょう。

12月16日（木）11時～11時20分
乳幼児と保護者、先着7組14人程度
11月20日（土）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

◆ぶらり朗読会
　～名作で癒

い

やしのひとときを～
井
いのうえ

上ひさし『万
まんび

引き』ほか
11月13日（土）11時～12時
先着10人  当日直接

先着8人  2,200円
筆記用具・持ち帰り用袋
11月24日（水）から電話か直接

◆おはなし花束のおはなし会
　～クリスマススペシャル～

12月16日（木）11時～11時30分
未就学児と保護者、先着5組
12月2日（木）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
11月15日
（月）

◆いすでできる座
ざぜん

禅入門（3）
　�～瞑

めいそう

想することで不安やストレス
を和らげましょう！～

なかなか機会がない、ひざ・腰がつら
いという人におすすめ！

12月4日（土）10時～11時30分
市内在住の60歳以上の人、先着8人
200円
11月19日（金）から電話か直接

◆簡単おしゃれ！
　カジュアルお正月飾り
　 ～お正月飾りを作って、新年を迎え
ませんか～

新年を彩るかわいいお正月飾りを、簡
単に楽しく作りましょう！

12月11日（土）13時～14時30分
市内在住の60歳以上の人、先着10人
1,500円
11月26日（金）から電話か直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
11月15日
（月）

神奈川図書館 検索

◆親子おはなし会
11月30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
11月23日（祝・火）から直接

◆100周年記念パネル展示
　「横浜市立図書館100年の歩み」
今年100歳になった横浜市立図書館
の歴史を振り返るパネル展です。いつ
の時代も市民と共に歩んできた図書
館のこれまでをご覧いただき、これか
らの100年にご期待ください。

12月1日（水）～28日（火）
◆定例おはなし会

12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

※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

11月18日、12月2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
11月12・26日、12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

◯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


