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特設ホームページでは、応募いただいた作品を3月末
までご覧いただけます。
魅力的・個性的な作品がたくさん掲載されています！
横浜FC・ニッパツ横浜FCシーガルズの選手によるリ
フティング動画、かめ太郎と横浜F・マリノス公式キャ
ラクターマリノスケとのコラボ
動画も！

フィナーレライブ配信の主な内容（予定）

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➡

　令和3年度神奈川区民まつりのフィナーレライ
ブ配信日がいよいよ近づいてまいりました。
　地域ごとの魅力紹介や応募いただいた作品紹
介など、盛りだくさんの内容になっています！ス
マートフォンやパソコンで参加できます！特設
ホームページでぜひご覧ください。

➡詳細はこちら

● 消防音楽隊による演奏＆ポートエンジェルス119の演技
● 子どもたちによる「かめ太郎こども体操」リレー
● 応募動画・ぬり絵の紹介＆受賞作品発表
　…たくさんの応募作品の一部をダイジェストで紹介

● 地域ごとの魅力動画
　…21の地域別の魅力が

たっぷり詰まった動画
を紹介。あなたの知っている場所もきっと出ますよ

● かながわ未来への願い／
　 医療従事者の方たちへのありがとう
　…皆さんからいただいたメッセージを紹介

   問合せ  地域振興課  411-7086  323-2502主  催  神奈川区民まつり実行委員会

フィナーレライブ配信は12月19日　 15時から始まります！

特 集

神奈川区民まつり 検索

冬に火事が多い
原因は

何でしょう？

こんな火事に
ならないために
できることは？

住宅用
火災警報器は
作動しますか？

日

（松見地区紹介動画より）



　地域のイベントや防災・防犯、子ども会、
シニアクラブなどの活動には、多くの協力
が必要ですが、これまで地域活動に参加し
たことがない人も多くいます。多くの人に
お手伝いや参加いただければ、地域の活
動を活発にし、元気な地域をつくることが
できます。
　神奈川区では、地域の活動について「お
手伝いしてもよい」「お手伝いできそう」な
どの関心を持っている人を見つけ実際の
活動につなげる、自治会町内会の取組を支
援しています。
　地域人材マッチング事業でアンケートを
した結果、ある地域では「お手伝いしても
よい」と回答した人は40.7％という結果に
なっています(グラフ参照）。このような人
たちに声を掛け、実際のイベントのお手伝
いやホームページの作成、防災活動等、さ
まざまな自治会町内会活動に参加していた
だいています。

　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、車を貸した人も処罰の対象になります。
神奈川県内では2020年に139件の飲酒運転
事故が発生し、5人が亡くなっています。

地域人材マッチング事業で解決！ 12月は飲酒運転根絶強化期間

地域活動の担い手不足で困っていませんか？ 絶対ダメ！！飲酒運転

●車両等を運転した者
　酒酔い運転※1：5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
　酒気帯び運転※2：3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

●車両等を提供した者
　(運転者が)酒酔い運転：5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
　(運転者が)酒気帯び運転：3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

●酒類を提供した者又は同乗した者
　(運転者が)酒酔い運転：3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
　(運転者が)酒気帯び運転：2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※1 酒酔い運転… アルコール量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運
転ができないおそれがある状態の人

※2 酒気帯び運転… 体に保有するアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.15ミ
リグラム以上の状態の人

問合せ 区政推進課地域力推進担当　 411-7026  314-8890 問合せ 地域振興課　 411-7095  323-2502

●アンテナ（足下を確かめる）
●バンパー（障害物から身を守る）
●�シンボル（視覚障害があることを

周囲に知らせる）

白杖とは、視覚障害のある人が歩くときに前
方の地面に触れて確認するために使う白い
杖のことです。材質、チップの形、値段もさま
ざま。折りたたんでカバンに入れられるもの
もあります。

• グリップ：握る部分。誤って落とさないよう
に滑りにくい素材になっている

• シャフト：柄
え

の部分。ここが白いので白杖と
言います。夜に光が反射する加工が全体に
してあるものや、周りに注意を促すために
赤色を付けているものが多い

•チップ（石
いしづき

突）：地面に触れる部分。さまざま
な形がある

問合せ  区政推進課　 411-7021 314-8890

　皆さんは街中で白杖を持っている人を見かけたことはあ
りますか？白杖は全盲の人だけでなく、見えにくい「弱視」の
人も使っています。実は、とても大事な役割があるんです。

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！

白杖って？ 白杖の主な3つの役割

取材協力  横浜市立盲特別支援学校

［ 第2回 ］　白
はくじょう

杖の役割

地域の活動（行事・お祭り）の
お手伝いについて

町内会活動に参加したことが
ありますか？
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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」

酒を飲んでから時間が
経っているから…

飲んだ酒の量が
少ないから…

すぐそこまでの
運転だから…

酒を飲んでも事故を
起こさない自信があるから…

こんな気の緩みや過信が重大事故に繋がっています。

●こんなとき「大丈夫」と思っていませんか？

▶過去に当事業を実施した
　地区のアンケート結果

街で困っている様子の白杖を持った人がいたら、まずは声を掛けましょう。
「どうしたらよいですか」と聞くと、「駅に行きたいので、肩を貸してください」など具体的
に教えてくれると思います。市立盲特別支援学校では、視覚障害のある児童生徒が白杖を
持って歩行訓練する際に、自ら周りの人に声をかけて「援助依頼」をする練習もしていま
す。お互いに声を掛ける、コミュニケーションが大事ですね。

　地域人材マッチング事業では、区が自治会町内会を支援して、地域
にお住まいの人にアンケートを行い、地域活動への関心や活動への
参加の意向を確認します。その後、関心がある人へ声掛けや交流会
を経て、一緒に活動する仲間になっていただいています。
　地域活動の担い手不足でお困りの自治会町内会は、ご相談ください。

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
人の車に
同乗しない

　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
校に通う弱視の女の子のラブコ
メディです。12月はいよいよ最終
回へ向け盛り上がっていきます。
また、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。

自治会町内会活動に
参加したことがありますか？

地域の活動（行事・お祭り）の
お手伝いについて

「地域人材マッチング事業」で
新たな担い手を見つけてみませんか？

皆さんの自治会町内会でも

斎藤分南部町内会  防犯パトロール
（2020年12月）

幸ケ谷地区連合町内会  野菜もぎ取り
（2019年7月） 出典：警察庁W

ウェブ

ebサイト

飲酒運転・飲酒運転ほう助行為に対する罰則

前方を肩幅より広めに低
く振りながら歩くこと
で、障害物を事前に発見
します

神奈川区  地域人材マッチング事業 検索



さまざまな草花とふれあい
に満ちた、素敵な公園です。
お近くにお越しの際は、ぜひ
お立ち寄りください。

仁恵病院

新子安

子安台市場前

子安小前

新子安地域
ケアプラザ

首都高
速

京急
本線

京浜
東北
線

京急
新子
安駅

新子
安駅

1

15

子安小学校

子安小学校入口

打越公園（新子安1-38）
新子安駅から徒歩8分

各種検査・相談

※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。

　持ち家の相続の手続が不安な人や、相続した家
の処分・売却の方法についてお悩みの人は、ぜひ
ご参加ください。

お気軽に�家の未来と向き合う�良いチャンス

空家無料相談会を開催します

内容（事前予約制・先着順）

▶専門家の話を聞いてみたい
セミナー （各30分程度）  各先着15人

○相続登記の未完了物件の処分について（講師：司法書士会）
　…14時30分～15時
○不動産取引に関する注意点（講師：宅地建物取引業協会）
　…15時30分～16時
○相続に関する税金の基礎知識（講師：税理士会）
　…16時30分～17時

▶具体的な相談にのってほしい
個別相談  …14時～17時（1回1組30分以内）  先着28組

　不動産・相続・登記・成年後見・境界の調査・税金・害虫駆除等、相談し
たい悩みに応じて専門家が対応（参加団体：セミナー講師3団体、行政
書士会、土地家屋調査士会、ペストコントロール協会）

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

12月13日、2022年1月17日（各回月
曜）9時～14時30分／12月24日、2022
年1月14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）

無料
要予約
（匿名）

無料
要予約

12月10・24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（9月寄付分）●

○かめたろう　おもちゃ病院
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

無料
要予約

申込み・問合せ 建築局住宅政策課　 671-4121  641-2756

日　時  2022年1月12日（水）14時～17時 
場　所  区役所本館2階中会議室及び4階第3会議室
対　象  市内に空家を所有している人、市内の空家を相続する可能性のある人など
申込み  12月13日（月）～2022年1月5日（水）に横浜市電子申請・届出サービ

スか電話かFAXで申込み　※FAXの場合は、区役所等で配布する申
込書に記入し、建築局住宅政策課へ送信してください。

横浜市空家無料相談会 検索

高齢者インフルエンザ
予防接種はお済みですか？
対  象 ❶65歳以上の人 ❷60歳以

上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器
の機能、またはヒト免疫不全ウイル
スにより免疫機能に1級相当の障害
のある人
日  時 12月31日（金）まで
場  所 市内協力医療機関
費  用 2,300円（生活保護受給、市

民税県民税非課税世帯等は無料）
問合せ 横浜市予防接種コールセン

ター  330-8561 664-7296

住まなくなった家は
どうやって売却したら

いいのかなあ…

問合せ  神奈川土木事務所  491-3363  491-7205

●地域の皆さんと楽しく続けています
　にぎやかな子どもたちの声が響き渡る打越公園。その花壇で和気あいあ
いと土を耕したり花に水をあげたりしているのは、打越公園愛護会の皆さ
んです。花苗づくりの取組や、地元の子どもたちと一緒
に花植えを行うなど、世代を問わず地域に開かれた活
動等が評価され、「みどりの愛護」功労者国土交通大臣
表彰を受賞しました。
　打越公園愛護会の皆さんは、「もともと花が好きで、
公園を訪れる子どもたちや皆さんの笑顔がやりがいで
す。」「みんなでやることが楽しいです。声を掛け合って、
無理なく続けています。」と充実した表情です。

※「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰
「みどりの日」の制定の趣旨を踏まえ、花と緑の愛護に顕著な功績
のあった民間団体に対し、その功績をたたえ表彰するものです。

打
越
公
園
愛
護
会
の

皆
さ
ん

取材当日は、花の植え替

えの真っ最中。春の開花

が待ち遠しいです

公
園
内
の
啓
発
ポ
ス

タ
ー
は
、地
元
の
子
ど

も
た
ち
が
描
い
た
も
の

打越公園愛護会が第32回「みどりの愛護」功労者
国土交通大臣表彰※を受賞しました

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。
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　住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を
感知すると警報音を発して知らせてくれる装
置です。
　2021年1月～9月末までの横浜市内の住宅
火災発生件数は235件で、前年同期と比較し
23件増加し、亡くなった人が住んでいた家の
約8割が住宅用火災警報器を設置して
いませんでした。

対策ポイント

対策ポイント

�コンロ使用中はその場
から離れない
�コンロ周りは整理
整頓、こまめな清掃
�安全装置付ガスコ
ンロの導入を検討

�ストーブの上や周囲に洗濯物を干さない、置かない
�給油時はストーブを消して、給油後はふたが閉まっている
ことを必ず確認
�使用しないときはコンセントを抜く。寝る前は消す

住宅用
火災警報器

寝  室 台  所

設置（交換）していないと、
火災時の被害が増加！

コンロから目を離さないで！冬の時期は、ストーブ火災が多発！

もしものときに作動
するための点検・交換
をお願いします。点検
方法などお困りの場
合、神奈川消防署まで
ご相談ください

対策ポイント ❶
定期的に年2回の点検を

対策ポイント ❷
交換は10年を目安に

消防職員が火災の危険をチェック！！

お困りのことは、神奈川消防署
またはお近くの消防出張所まで
ご連絡ください

住宅用火災警報器は、正常に作動しますか

家の中には、さまざまな危険箇所があります

　調理中にその場から離れる、コンロ周りに置い
てある物や油汚れなどに引火し、火災に至るケー
スが主な原因です。毎日使うものだからこそ、気
を付けて使用しましょう。

　出火すると被害が大きくなりやすいのがストーブ※

です。また、電気ストーブは灯油等の燃料がいらず、換
気の手間もかからないことから、手軽で安全と思われ
がちですが、電気ストーブに可燃物が接触し火災に至
るケースが多く発生しています。
※電気ストーブ・石油ストーブ・ガスストーブ・石油ファンヒーター

【主な事例】
×ストーブの上に干した洗濯物が落下し出火

×ストーブをつけたまま就寝し、布団がストーブに
　  触れ出火

×ストーブの近くにいた虫に殺虫剤を噴射したため出火

　住宅火災で亡くなる、約7割が65歳以上の人です。横浜市では消防職員
が火災発生の危険が潜む場所を本人と一緒にチェックします！また、住宅
用火災警報器取付けのお手伝いもします。

対  象 高齢者世帯など
内  容 ○コンロ・ストーブ・コンセントなどの火災発生の危険が潜む場所を確認

　　　 ○住宅用火災警報器の取付けや点検

　本体のボタンを押すか、付属の紐を引きます。正常な場
合、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。反応しない、
または異常を知らせる音声の場合は交換が必要です。

　設置年数は、設置のときに記入した設置年月や交
換期限で確認できます。また、記載がない場合は、製
造年で時期が分かります。

私
た
ち
が

　
案
内
し
ま
す
！

　皆さん、おうちに潜む危険はどこか分かりますか。特に、これ
から寒くなる冬は火災や事故が多い季節です。
　おうちに潜む危険を把握し、予防方法を確認しましょう。

問合せ 神奈川消防署
　　　 316-0119（代）

防災訪問に
来ました

タオルを
かぶせたら、
危ないですよ

住宅用火災警報器
取付けの

お手伝いしますね

◆ストーブ火災の電気ストーブと
　ほかのストーブの比較（2010～2019年）

申込みは
消防署へ！

命を守る大切な
役割をしている
んだね

ダメ！

ダメ！

ダメ！

31人
死者数

死者数

電気
ストーブ
21人

ほかの
ストーブ

10人

※電気ストーブには、カーボン
　ヒーター、ハロゲンヒーター
　が含まれています。

出典：総務省消防庁ホームページ

特 集

お住まいの地域を
管轄している

出張所を
ご確認ください

設置あり

5.3人

設置なし

11人

◆住宅用火災警報器の
　設置「あり」「なし」別の
　火災被害
　（2017～2019年）

（人／火災100件）

2倍！

出典：横浜市消防局
　　 ホームページ

❶ 神奈川消防署 広台太田町3-8（神奈川区総合庁舎内） 316-0119

❷ 浦島消防出張所 浦島町363 461-0119

❸ 菅田消防出張所 菅田町2364-1 474-0119

❹ 片倉消防出張所 片倉1-3-1 413-0119

❺ 松見消防出張所 松見町1-40-40 402-0119



●年末年始の休館のお知らせ
　12月26日（日）～2022年1月3日（月）

なかまトーク
◆パパたちの子育てトーク
　「時短！簡単！パパ料理 聞かせて」

12月11日（土）10時30分～11時30分

サテライト
◆マタニティとご家族向け
　「赤ちゃんのいる暮らし」
エア沐

もくよく

浴や着替えのコツなど
①12月11日（土）13時30分 ～14時

30分、②2022年1月8日（土）10時～11
時  各先着6組

①受付中、②12月17日（金）から電
話（ 642-5727）で
◆現役保育士さんと♪
　「父と子の遊びタイム 赤ちゃん編」

12月18日（土）10時～11時　
先着10組

◆専門相談
　「子どもの心やからだの発達について」

2022年1月7日（金）13時～14時

マタニティプログラム
◆マタニティ&孫まごタイム体験版
赤ちゃんのいる暮らし、エア沐浴&
着替えの仕方

12月18日（土）10時～11時30分
妊娠中の人・孫のいる人・これか

ら孫の生まれる人、先着6組
12月1日（水）から電話で

トピックス
◆オンライン子育ておはなし会
　「子どものいのちを守る防災
　～その時あなたがすることは～」
講師：防災士  かもんまゆさん

12月22日（水）10時～11時30分
先着50人
ホームページで

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 12/21（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

12/21（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

12/ 6（月）
12/22（水）

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 12/13（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）
　 2022年1月31日（月）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7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

2/28（月）
3/14（月）
4/11（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 3/26（土）

◯場所は区役所別館2階です。母親・両親教室の3月14日（月）は本館地下1階、3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

2022年1月18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

2022年1月18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 
12月13日（月）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

12/11（土）・12/18（土）・
1/8（土）

10時～12時

12/25（土）11時～12時
「おおきくなったね
カードがもらえるよ！」

12/18（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

☆12/1（水）・
☆12/15（水）

乳児食

☆12/16（木）・
☆12/23（木）
乳児食・幼児食

☆12/10（金）・
☆12/14（火）
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

☆12/17（金）
10時～11時30分

ホール開放
「おもちゃであそぼう」

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。



● 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・祝日および12月
30日～1月3日10時～16時
※そのほかの医療機関などは ペー
ジ（「広報よこはま」市版へ）➡

小児救急医療セミナー
「知ってあんしん！こどもの急
な病気・事故～おうちで看ると
き、病院にかかるとき～」

◆講師：済生会横浜市東部病院こども
センター長 岩

いわもと まり

本眞理さん
2022年1月19日（水）10時～11時

30分（開場：9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30人
1歳以上、先着10人（1月3日（月）ま

でに講座申込時に申込み、0歳児は保
護者と一緒に聴講を）

12月11日（土）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

▲ 参加申込み
はこちら

▲ 保育申込み
はこちら

令和3年度 1月消費生活教室
★ インターネット・スマホ（携帯電話）

の落とし穴
　 ～サイト・メール・広告に潜む素顔

なき悪意～
◆講師：NPO情報セキュリティフォー
ラム 廣

ひろせ ゆみ

瀬由美さん
2022年1月28日（金）14時～16時

（開場：13時30分）
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

12月20日（月）から電話かFAX 
で氏名・住所・連絡先を地域振興課消
費生活教室担当

411-7086 323-2502へ

新春子ども書き初め大会
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
◆ 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

かいしょ

書のみ、中学生は行書
も可。

区内在住の小・中学生
2022年1月7日（金）（必着）郵送（折

り跡が付かないよう注意）で作品と
記載事項※を記入した紙を同封し、区

平沼記念体育館からのお知らせ
★2021冬休みこどもスポーツ教室
今年の冬のスケジュールは自分で作ろ
う！主に初めての人向けの教室です。

12月27日（月）・28日（火）・29日（水）、
2022年1月4日（火）・5日（水）・6日（木）
○スポンジテニス

①9時～9時50分、②9時55分～10
時45分 ※①②の連続受講可

年中～小学6年生、各回先着15人 
※小学1年生以下は保護者同伴　
○バドミントン

①9時～9時50分、②9時55分～10
時45分 ※①②の連続受講可

小学3年～中学2年生、各回先着10人
………………上記共通………………

平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
各回1,000円
室内履き・飲み物・タオル（※バト

ミントンはラケット（ある人のみ））
12月15日（水）からホームページの

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

第26回区民6人制
ミックスレクリエーション
バレーボール大会

予選リーグ戦・決勝トーナメント戦
2022年1月23日（日）9時～21時
神奈川スポーツセンター（三ツ沢

子ども会育成連絡協議会：島
しまだ

田 惠
めぐみ

（〒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。
○注意事項：半紙サイズは縦334mm
横242mmの規格。課題の誤字は無
効。字は半紙の中に納めること。必ず
学年、氏名を左脇タテ書きし（署名も
審査対象）、区名、学校名等は記入しな
い。半紙の汚れ、破損、折跡があるもの
は、展示はされるが審査対象外。字の
配置の目印のために半紙を折るのも
不可。
★作品展示

2022年1月18日（火）～31日（月）
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）

新春花木等の寄せ植え教室
縁起の良い花木等を鉢に寄せ植えし
ます（万

まんりょう

両、松、雪
ゆきわりそう

割草等）。
神の木公園（神之木台13-20）：12月

14日（火）、台町公園（高島台29）：12月
15日（水）いずれも13時30分～15時

各先着5人 1,500円
筆記用具・作業しやすい服装

12月11日（土）から電話で
神の木公園 421-7883
台町公園 323-0129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 Ⅲ期
初心者向けの教室です。

2022年1月18日～3月15日（毎週火
曜全8回 ※2月22日を除く）
13時15分～14時45分

16歳以上、先着16人
4,560円（全回分） 

※各回毎は1回600円
12月15日（水）からホームページの

申込みフォームか電話で
★ふれあい親子クラブ春見っけ隊
自然遊び・季節のおやつ作り・工作・催
事体験

2022年2月9・16日、3月2・9・16・
23日（水曜全6回）14時30分～16時

年中・年長児と保護者、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

12月15日（水）～1月12日（水）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・電話番号・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

上町11-18）
15歳以上の区内在住・在勤・在学・在

クラブ者によるチーム（男性は1～3人）
1チーム4,000円（別途登録料2,000

円）
12月1日（水）～1月7日（金）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。

第20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、①レディースの
部：15歳以上の女性、②40歳以上の部：
男女混合、③60歳以上の部：男女混合

2022年2月19日（土）9時～17時 
神奈川スポーツセンター（三ツ沢

上町11-18）
区内在住・在勤・在学・在クラブ者

によるチーム  1チーム3,000円
12月15日（水）～1月31日（月）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。

　横浜市では、地震時に大規模な火災被害が発生すると想定される地域
に対して、さまざまな取組を行っています。被害を軽減させるためにで
きる対策を行い、地震火災に備えましょう。

ご自宅などの耐火性・耐震性を万全に

補助金や無料相談制度を活用ください

●無料派遣相談
　▶建物の安全性について相談したい

古い木造建物の耐火性や耐震性、建替の可否などを調査し、相
談できる建築士を無料で派遣します。

申込み・問合せ  横浜市建築士事務所協会  662-2711  662-8981

●補助金について
　 ※利用にはいくつか条件があります。詳細はお問い合わせください。

　▶古い建物を解体したい、燃えにくい建物を新築したい
建物の解体工事費や燃えにくい建物の新築工事費に対して、合
計最大300万円が補助されます。

　▶燃えにくいように改修したい、耐震改修したい
古い木造建物を燃えにくい建物に改修する工事や耐震改修をあ
わせて行う工事に対して、合計最大250万円が補助されます。

申込み・問合せ   都市整備局防災まちづくり推進課  671-3595  663-5225

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。



※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

◆おはなしのはらっぱ
12月27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

◆大人から始めるH
ヒップ

ip H
ホップ

op
ダイエット・運動不足に最適！！

2022年1月7・21日、2月4・18日、3月
4・18日（金曜全6回）13時30分～14時
30分 先着15人 4,800円（全回分）

12月11日（土）から電話かFAXか直接
◆はじめてのDIY
　～子ども用カントリーチェア～
花台やおもちゃ入れにも使えます。

2022年1月27日（木）10時～12時
先着15人 3,000円
汚れても良い服装
12月23日（木）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

◆正しいフォームでジョギング
　 ～理想とするランニングフォーム

を身につけましょう～
これから始める人、走りに自信のない
人やより良い走りを目指す人向けの
講座です。パーソナル診断付き。

12月12日、2022年2月13日、3月13
日（日曜全3回）9時30分～11時30分

成人、先着20人 4,500円（全回分）
12月5日（日）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～
すこやかな心と体を育てます。

2022年1月24日、2月14・28日、3月
14・28日（月曜全5回）①5～11か月の
子（首がすわりお座りができる）と保
護者：10時～10時30分、②1歳～1歳
11か月の子（たっち・よちよち歩きが

12月20日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着7組
当日直接

◆冬休み応援！教えてバドミントン
　 ～バドミントンのコツを教えても

らおう～
区バドミントン協会のコーチが楽し
く教えます（ラケットの貸出有り）。

2022年1月5日（水）10時～12時
小学生、先着25人
12月12日（日）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
広い体育室で思いっ切り遊びましょう！

12月27日（月）10時～11時15分
乳幼児と保護者、先着10組程度
1組100円
12月17日（金）から電話か直接

◆おやこであそぼ　わらべうた
親子で楽しむふれあいタイム

2022年1月10日（祝・月）
11時～11時20分  

乳幼児（2人まで）と保護者、先着4組
12月20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
第3水曜

◆2022年！新春図書貸出福袋
　～開運粗品が付いています～
開けてからのお楽しみ！職員おすす
めの本が3冊入っています。

2022年1月4日（火）から
先着30袋  当日直接

〒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20日
（月）

◆新春うらしま寄
よせ

席
　～初笑い！笑う門には福来る！～
出演：かながわ楽

らくしょうかい

笑会

できる）と保護者：11時～11時45分
各先着15組 1組3,250円（全回分）
12月13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

◆かんたんバレエストレッチ（12月）
12月3・10・17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）

◆おりがみ教室（12月クラス）
12月22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
12月7日（火）～17日（金）に直接

◆こどもサイエンス
　「和

わだこ

凧作り」
好きな絵をかいて飛ばしてみよう。

12月26日（日）13時～15時30分
先着10人 ※小学3年生以下は保護

者同伴
1,200円 ※申込時に支払、キャンセ

ル不可（材料をお渡しします。）
12月12日（日）から直接

◆トワイライトヨガ＆ピラティス（1月）
2022年1月13・20・27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
12月7日（火）～17日（金）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

◆夢のとびら
　～おはなしの部屋
　by まりこ☆みゅーじあむ～
絵本の世界を楽しみませんか。

2022年1月8日（土）13時30分～16
時 小学生以上、先着25人 300円

12月13日（月）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
12月20日
（月）

神奈川図書館 検索

○年末年始休館のお知らせ
12月29日（水）～2022年1月4日（火）午前
※1月4日（火）は12時開館

◆親子おはなし会
12月21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
12月14日（火）から電話か直接

◆インドネシアの影絵と音楽
　「せいやのおはなし」
インドネシアの伝統打楽器・ガムラン
の奏者であり、影絵・絵本作家でもあ
る川

かわむら こうへいさい

村亘平斎さんの実演会です。
12月25日（土）14時～15時30分　
小学3年～中学生、先着30人
12月14日（火）から電話か直接

◆テアトル図書館へようこそ!
　～まちの図書館が寄

よせ

席に変身！～
いつもの図書館が寄席になる“テア
トル図書館”。落語の仕組みのレク 
チャーやワークショップの後、一席お
聞きいただきます。
出演：桂

かつら  みやじ

宮治さん
2022年1月10日（祝・月）15時～16

時  小学生以上、先着20人
12月17日（金）から電話か直接

※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

12月16日、2022年1月6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24日（金）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

問合せ 神奈川区新年賀詞交換会運営委員会 411-7007 324-5904

　例年1月開催の神奈川区新年賀詞交換会は、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止の取組に伴い、ご参加の皆様の安全安心を考慮し令和4年の開
催を中止することにしました。

令和4年神奈川区新年賀詞交換会の中止について

問合せ 神奈川消防署総務・予防課　 316-0119（代）

　「令和4年神奈川区消防出初式」は、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止の取組に伴い、参加者等を制限して開催す
るため一般公開を中止といたします。
　ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

令和4年神奈川区消防出初式
一般公開の中止について

横浜消防
マスコット

キャラクター
ハマくん

問合せ 地域振興課　 411-7095  323-2502

特殊詐欺の被害に
あわないために

▶ 「今すぐに金を振り込んで」と言われても、あわてずに必ず本人に
確認する。 

▶事実確認が取れないときは振り込まない。　　 
▶「携帯電話の番号が変わった」と連絡があったら要注意！（信用しない）

◯ 「お金が必要」と言われたら、まずは家族や警察に相談してください。
　神奈川警察署  441-0110（代）
◯ 被害防止には、迷惑電話防止機能付き電話機が有効です。

だまされないで


