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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。

万が一に備え
自転車保険
に加入を

　交通ルールを守っていても、一瞬の気の緩みや判断ミスで、
事故を起こしてしまうかもしれません。高額な賠償が必要な自
転車事故も発生しています。神奈川県では自転車損害賠償責任
保険の加入が義務化されています。

▶自転車事故の高額賠償事例
　小学生が夜間、自転車で帰宅途中に歩行者の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等で意識が
戻らず、監督責任を問われた保護者に判決で「約9,500万円」の賠償命令が出ました。

自転車安全利用五則を守りましょう！

神奈川区マスコット
キャラクター　かめ太郎

事故の被害者・加害者にならないために

ルール・マナーを守って安全に自転車に乗ろう！

横浜市　自転車保険 検索

特集は ・ ページへ➡

　区内では、2021年の1年間に自転車が関係した交通事故は99件
発生し、2020年より28件増加しています。自転車は子どもから大
人まで手軽に利用できますが、誤った乗り方やルールを守らない
と事故の被害者にも加害者にもなってしまう危険があります。
　これだけは守りたい！自転車の基本的な通行ルール「自転車安
全利用五則」を紹介します。

　　自転車は、車道が原則※

※ 歩道は例外…「自転車及び歩行者専用」の標
識があるとき、13歳未満の子どもや70歳以
上の高齢者、体の不自由な人が運転するとき

1

※13歳未満はヘルメット着用が義務付けられています。

問合せ 地域振興課
　　 　 411-7095  323-2502

特 集

　　歩道は
　　歩行者優先で
　　車道寄りを徐行

3 　　安全ルールを守る

×飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
●夜間はライトを点灯
●交差点での信号遵守と
　一時停止・安全確認

4

　　子どもはヘルメットを着用※5

　　車道は左側通行2



先着1,000人をご招待！ご優待！ 活動が活発になる前に

横浜F
エフシー

Cかながわ区民D
デー

AY開催 ハチの巣は早期発見・早期駆除！
　ほとんどのハチは5月ごろから巣を作り始め、夏から秋にかけて巣がどん
どん大きくなっていきます。そして、巣が大きくなるにつれ、危険も増しま
す。巣が大きくなる前に発見できれば、比較的簡単に駆除ができます。

　ハチを刺激すると刺されることがあるので、急に近づかない、揺らさない、
近くで騒がない。

対象席種 �バックホームエンド指定席、ホームゴール裏指定席　
� ※席種は変更になる場合があります。

日　時 5月29日（日）キックオフ：14時（開場：12時〈予定〉）
会　場 ニッパツ三ツ沢球技場（三ツ沢西町3-1）

地下鉄「三ッ沢上町駅」徒歩15分、横浜駅西口からバス
「三ツ沢総合グランド入口」徒歩5分

対象・定員 �区内在住・在勤・在学（在園）者とその家族、先着1,000人
費　用 �高校生以下：無料、大人:1,500円　
� ※高校生以下は保護者同伴

申込み �5月7日（土）13時から、横浜FCホームページの専用申
込みフォームから申込み

※車椅子席もあります（数に限りあり）。
※事前に yokohamafc@tstar.jpからメールが届くように受信設定をしてください。
※�定員数に達した場合、申込みフォーム画面から通常価格でのチケット案内ページへ移
りますので、予めご了承ください。

問合せ 生活衛生課　 411-7143  411-7039

招待試合：サッカー Jリーグ　横浜FC VS レノファ山口FC

巣が作られやすい場所をチェック！

　横浜FCでは、「Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」に
沿って感染対策を行いながら試合を開催しています。新しい観戦スタイル
を厳守いただきますよう、よろしくお願いいたします。

問合せ 横浜FC（かながわ区民DAY担当）　 443-6592  443-6593
 区政推進課　 411-7027  314-8890

横浜FC　観戦ルール・マナー 検索

　横浜FCと神奈川区役所は、脱温暖化、環境保全や環境啓発に協働し
て取り組むため、「E

エコ

COパートナー協定」を2010年に締結しています。
　横浜FCは全てのホームゲームで、来場者1人あたり1kg分のCO2の
カーボンオフセットを行っています。「かながわ区民DAY」では試合に
勝った場合、2倍（2kg分）のカーボンオフセットが行われます。
　かながわ区民DAYでサッカー観戦をして、エコに貢献しませんか？

❶ウォーミングアップ見学
❷ピッチユニフォームバナー（右写真）
※�イベント参加の申込みは、チケット申込時、自動的
に申込みとなります（多数抽選）。

区民限定体験イベントもあります

ⒸYOKOHAMA�FC

カーボンオフセットとは　神奈川区　012 検索

●�マーブルや横じま模様のボール型､
巣穴は1つ
●�初期の巣はとっくりを逆さにしたよ
うな形

●�「シャワーヘッド」または「ハスの実」
「お椀」を逆さにしたような半円型
●�巣を下から見ると六角形の巣穴がた
くさん

●駆除業者を教えてほしい　●駆除方法を知りたい
※ 区役所ではハチの駆除は行っていません。防護服や駆除機材を貸し出すほか、駆除
の方法や注意事項についての相談をお受けしています。

このような場合は、区役所にご相談ください

スズメバチの巣の特徴 アシナガバチの巣の特徴

駆除は業者に依頼することをおす
すめします

個人での駆除が可能な場合があり
ますのでご相談ください

作り始め 夏頃

「伝える」ことの大切さ、難しさ

第 1 回

　全日本ろうあ連盟創立70周年記念映画「咲
え

む」の監督である早瀨憲太郎
さんに映画製作についてお聞きしました。「咲む」は聴覚障害者が主人公
の映画となっています。

問合せ 区政推進課   411-7021  314-8890

早
はやせ

瀨 憲
けんたろう

太郎
生まれつき耳が聞こえない「ろう者」。ろう
児・ろう者対象の学習塾の経営のほか、ろう
者向けやろう者をテーマとした映像・映画
の製作を行っている。2007～2014年に
NHK「みんなの手話」講師、2016年にNHK
「みんなで応援！リオパラリンピック」キャ
スターを務める。

プロフィール

▶ 脚本も担当されたとのことですが大変だったことは？
　「咲む」は私のオリジナル物語のため、ゼ
ロから作る大変さはありました。
　脚本の製作の過程で、自分にとっての言
語である手話で物語を紡ぐ事に挑戦しま
した。生まれつき耳が聞こえない私は、「書
き言葉」は本などから学習できますが、「話
し言葉」のような日本語の微妙なニュアン
スを知ることが難しいです。よって日本語で考えて脚本を作るとどうし
ても硬い表現になったり、普段皆さんが使わない言い回しになったりす
ることがあります。そのために、手話で考えた内容を撮影して手話による

脚本を作り、それを日本語に翻訳した日本語訳の脚本を作成しました。手
話は視覚言語なので手話と映像は親和性があります。手話で物語を作る
ことでダイレクトに映像をイメージしやすく、脚本段階から映画「咲む」
の世界観をしっかり築くことができました。

▶映画「咲む」についてお聞かせください
　監督も主人公もろう者と聞くと、どうしても教育映画や福祉映画と思わ
れがちです。だからこそ、この映画を製作するにあたり、あえてメッセージ
性は伝えないようにしました。エンターテインメント映画として映画を楽
しんでいいただき、それぞれ感じてもらいたいと思います。結果的に障害
について「知る」きっかけになれれば嬉しいです。
　5月8日（日）に神奈川公会堂で上映され、他区でも上映する予定です。詳
細はホームページをご覧ください。

ズバリ、お聞きします！

咲む 検索

映画タイトルロゴ

天井裏・壁の中
（スズメバチのみ）

床下・戸袋の中
（スズメバチのみ）

垣根・
植え込みの中

木のうろの中
（スズメバチのみ）

作り始め 夏頃

ハチを刺激
しないように
注意しよう！



※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。

若者のための専門相談
◆相談員:よこはま東部
ユースプラザの地域連携
相談員（社会福祉士等）
5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

（支援者・地域の人も相談できます。）
電話でよこはま東部ユースプラ

ザ（ 642-7001）へ
横浜市青少年相談センター　
752-8366� 332-5077

●善意銀行（2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
5月9日、6月6日（各回月曜）

9時～14時30分
5月20日、6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

各種検査・相談

無料
要予約

（匿名）

無料
要予約

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。

無料
要予約

問合せ  地域振興課　 411-7086  323-2502

●入賞作品は、
　区ホームページでも
　ご覧いただけます
第13回��神奈川区とっておき 検索

川
かわしま まさよし

島正義さん

一般部門　
かめ太郎賞

「孝道山の春」

（撮影地：白幡西町）�

（撮影地：神奈川小近くの国道沿い）�

　マスクや体操チラシを配布するなど
工夫をしながら、高齢者や障害のある
人、子育て家庭など
の訪問や見守り活動
を行っています。相
談内容に応じて関係
機関につなぎます。

　子どもの外遊びの開催や高齢
者に向けたお弁当の配食など�
自治会町内会等と協力しなが
ら、さまざまな交流の場を開催
しています。参加者からその場
で相談を受け、関係機関につな
げることもあります。

民生委員・児童委員は、地域の福祉的な相談に応じ、区役所や専門機
関とのつなぎ役として活動しています。

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です。この日を記念して、民生委員・
児童委員の制度・役割や各地区の活動を紹介するパネル展を実施します。
また、民生委員・児童委員の活動紹介動画も放
映しています。ぜひご覧ください。

日　時 �5月6日（金）～26日（木）8時45分～17時
会　場 区役所別館1階��区民ホール

問合せ 福祉保健課　 411-7132  316-7877

川
かわさき 　つばさ

﨑 翼さん

小中学生部門
かめ太郎賞

「青空を泳ぐカメ」 

●見守り・訪問活動 ●交流づくり

毎年6月4〜10日は「歯と口の健康週間」です

日　時 �6月16日（木）13時20分～16時
（受付時間:13時15分～15時15分�※20分ごとの受付）

会　場 区役所別館2階　健診フロア
対象・定員 �区内在住の2歳～未就学児、各回先着10人（時間予約制）

※月齢が近くても2歳未満はフッ素塗布はできません。
持ち物 �タオル・歯ブラシ

予約方法 �5月11日（水）～31日（火）までに区ホームページの横浜市電子申
請・届出サービスから申込み

★混雑回避のため、受付時間ごとに定員があります。定員になり次第、締め切ります。
★�新型コロナウィルス感染症の状況により内容の変更や中止となる場合がありま
す。ご了承ください。

内　容 歯科健診・フッ素塗布・
　　　�歯科矯正相談

　お口は生活するうえで、食事や会
話をするのに大切な器官の一つで
す。いきいきした生活を送るために、
毎日の歯みがきや、定期的に歯科健
診を受けるなど、ケアをして、長く
健康なお口を保ちましょう。

問合せ 福祉保健課　 411-7138  316-7877

歯と口の健康週間事業

無料・要予約

フッ素塗布

第13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

5月12日は「民生委員・児童委員の日」

活動紹介のパネル展開催！

神奈川区��歯と口の健康週間 検索

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。



新町
あいりす保育園

保育士
浅

あさい

井しおりさん

新町
あいりす保育園

保育士
石

いしづか　むつみ

塚 睦さん
申込み・問合せ 神奈川消防署消防団係  316-0119（代）

横浜市で『震度7』クラスの地震が起きたときの被害予想をご存じですか？

34,300棟が全壊

　77,700棟が全焼

　　3,000人を超える死者

　　　　　　…が発生すると予想されています。

さらには津波浸水による被害でライフラインは広域で機能障害、

緊急輸送路や鉄道の分断なども懸念されています。

そんな大規模災害が起きたとき、消防署の消防隊だけでは神奈川区のすべての

災害事案に対応することはできません。

　　ただ助けを待っているだけならば…
　　　　　　…目の前で尊い命は失われていきます。

そうはさせないために、私たち『神奈川消防団』は組織されています。

私たちは普段、神奈川区に暮らす住人や会社員、学生です。

来るべき災害に備えて、訓練などを行っています。

それでもひとたび災害現場に立てば危険は伴います。

　　そんな危険に身を晒
さら

しても守りたいものがこの街にはあります。
　　家族、恋人、友人、家、会社…

災害に見舞われた人たちを一人でも、財産を一つでも多く守りたい。

そんな思いで、私たち『神奈川消防団』は活動しています。

●PR動画「わたしたち☆神奈川消防団」を
　ぜひご覧ください！

●消防団への入団の申込み・問合せは、
　神奈川消防署まで！

　「消防団」と聞くと、「厳しい」「大変」というイメージ
を持つ人もいるかもしれませんが、神奈川消防団では
明るく元気に活動している団員がたくさんいます！

神奈川消防団 検索

わたしたち☆神奈川消防団 検索

特 集



神の木公園からのお知らせ
★写真展！作品募集
春から初夏にかけての公園内や公園
からの風景などの写真を募集します。
ビューポイントを選び発表、展示（9月
頃予定）を行います。応募者には記念
品を贈呈。
◆募集作品：2Lサイズ、先着20作品

5月16日（月）～7月31日（日）（必着）
に郵送で作品に題名・氏名・電話・撮影
年月日・撮影場所を記入して神の木公
園詰所「神の木公園写真展」係

（〒221-0011 神之木台13-20）へ
★親子体操教室
遊具などを使いながらインストラク
ターと一緒に体操をしませんか。

6月13日（月）10時30分～11時30
分 神の木公園（神之木台13-20）

未就園児と保護者、先着10組
1組500円
5月16日（月）から電話で

………………上記共通………………
神の木公園 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

★あったかエコキャンプ
エコを意識した野外炊事・野外ゲー
ム・クラフト

7月3日（日）10時～15時30分 
三ツ沢公園青少年野外活動セン

ター（三ツ沢西町3-1） 
小学生、48人（多数抽選） 3,500円

5月3日（祝・火）～6月3日（金）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
氏名（ふりがな）・住所・電話・学年を書
いて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へ
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（初級）
認定講師が丁寧に指導します。

6月9日（木）・10日（金）・16日（木）・
17日（金）13時30分～15時30分 

市シルバー人材センター神奈川事
務所（立町20-1 老人福祉センター う
らしま荘2階） 

各回15人（多数抽選） 

天時：3日（日））③9時から・④14時から 
A：旭区下

しもかわいちょう

川井町の畑（三ツ境駅か
らバス「程

ほどがや

ヶ谷カントリークラブ前」
下車歩5分）、B：旭区今

いまじゅく

宿南
みなみちょう

町の畑（二
俣川駅からバス「ニュータウン第4」下
車歩9分） ※会場の希望不可・車での
来場はできません。 

市内在住の家族・グループ（1人で
も可）、各回15組（多数抽選） ※当選者
のみ郵送で通知 

各回2,200円（全回受講は8,000円）
5月31日（火）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

新
にいはる

治恵みの里からのお知らせ
★サツマイモ作り教室
芋苗の植え付けから始めて収穫まで
を、農家と一緒に楽しみませんか。

①苗植え付け：6月4日、②土寄せと
草取り：7月2日、③草取りと蔓

つる

返し：8
月6日、④収穫：10月15日（土曜全4回）
①②10時30分～12時30分、③9時30
分～11時、④10時30分～12時 
※生育や天候状況による日時変更あり

市内在住の家族・グループ（1組4人
まで、1人でも可）、先着15組程度 

1組3,000円（全回分・サツマイモ8
株付）

5月15日（日）0時から新治恵みの里
ホームページの申込みフォームで
★市民の森散策とジャガイモの収穫
農家の案内で里山の散策と新ジャガ
の収穫を楽しみませんか。

6月11日（土）（予備日：12日（日））
10時30分～12時30分
※生育や天候状況による日時変更あり

市内在住の家族・グループ（1組4人
まで、1人でも可 ※子どもは森を1人
で歩ける子）、先着15組 

1組1,400円（ジャガイモ3kg付）
5月16日（月）0時から新治恵みの里

ホームページの申込みフォームで
………………上記共通………………

にいはる里山交流センター
（緑区新治町887）

https://www.niiharu.link/
環境創造局

北部農政事務所
948-2480
948-2488

都
つおか

岡地区恵みの里
「枝豆収穫体験 i

イン

n 都岡」
農家指導のもと、枝豆の収穫体験を行
います。

6月25日（土）（荒天時：26日（日））①
9時から・②14時から、7月2日（土）（荒

1組1,000円（8本程度収穫）
6月10日（金）必着で、はがきかFAX

に希望回（①～④）・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「枝豆収穫体験 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。

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。

平沼記念体育館からのお知らせ 休 館  5月16日（月）
〒221-0855 三ツ沢西町3-1 311-6186 316-8521
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/ 

◆定期教室（7～9月開催）    　　　 　　　 　　　         　 ※祝祭日、休館日は除く
教室名 日程・曜日 時間 参加費 対象・定員（多数抽選）

バドミントン(経験者） 7月5日から
毎週火曜
全11回

（7月19日、
9月20日を除く）

9：00～10：50 12,760円 16歳以上、24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

火曜ヨガ 9：30～10：30 9,680円

16歳以上、10人
初めてのピラティス

7月6日から
毎週水曜
全13回

9：00～ 9：50
10,010円

ステップUPピラティス 10：00～10：50

ズンバ 19：30～20：30 11,440円

はつらつ健康作り
7月7日から
毎週木曜
全12回

（8月11日を除く）

10：00～10：50 6,600円 16歳以上、70人

フラダンス 11：00～12：15 11,880円

16歳以上、10人リフレッシュ・ボディケア1 13：10～14：10
10,560円

リフレッシュ・ボディケア2 14：20～15：20

子
供
教
室

バド 基本1

7月7日から
毎週木曜
全10回

（7月28日、8月4・
11日を除く）

17：00～17：50

9,000円

小3～中学生、8人

バド 応用1 小3～中学生、14人

テニス1 年中～小学生、16人

バド 基本2

17：55～18：45

小3～中学生、8人

バド 応用2 小3～中学生、14人

テニス2 年中～小学生、16人

5月10日（火）～31日（火）（必着）にホームページの申込みフォームか往復はがきに 
①参加教室名（曜日） ②参加者氏名（ふりがな） ③生年月日や学年 ④郵便番号・住所 
⑤電話 ⑥過去1年間の当該教室の参加経験の有無を書いて施設へか直接
※定員に満たない教室のみ初めての人向けの体験教室を実施します。
※詳細はホームページをご覧ください。

　2022年2月中の特殊詐欺被害は8件発生しており、今年に入って急
増しています。
　電話でお金の話は詐欺を疑いましょう。県内では、息子や孫をか
たって現金を要求するオレオレ詐欺が急増しています。

どうすれば防げる？
◯常時、留守番電話に設定する
◯迷惑電話防止機能付き電話機を設置する

犯人からの電話に出ないことが、被害防止への第一歩！

問合せ 地域振興課　 411-7095  323-2502

特殊詐欺被害に注意を！

相談はこちらへ！
神奈川警察署
441-0110（代）

急増中!!

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。



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 5/13（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

5/13（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

5/16（月）
5/30（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 5/23（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）
　 5月31日（火）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11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

6/27（月）
7/11（月）
8/ 8（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

7/9（土）
※7/23（土）へ変更あり

◯場所は区役所別館2階です。母親・両親教室の土曜教室の日程・会場はホームペー
ジでご確認ください（5月上旬頃予定）。

◯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、土曜はパートナーと参加可）。
※乳幼児健康診査については、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。

●5月11日〜6月10日の休園日● 毎週火曜

〒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

　エミューはダチョウと同じ走鳥類で、空を飛
べない代わりに足がとても速い鳥です。オー
ストラリア大陸に広く分布しており、主にサバ
ンナ林や草原などに生息しています。体長150
～190cmで、現存する鳥類の中ではダチョウ
に次いで世界で2番目に大きいとされていま
す。卵もダチョウに次いで2番目に大きく、約
13cm前後できれいな深緑色をしています。この卵を温めるのはオスの
役割でとてもイクメンな鳥なのです。ズーラシアでもシロ（25才・オス）
が抱

ほうらん

卵し、2019年3月にはナッツ（オス）が孵
ふか

化しています。
　現在、ズーラシアではオス3羽・メス3羽の合計6羽を飼育していて、オ
セアニアの草原ゾーンでアカカンガルーと共に展示場に出ています。
かっこよくてかわいいエミューをぜひ見に来てください。

ズーラシア 検索

エミュー

展示場を駆けるエミュー

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

なかまトーク
◆パパたちの子育てトーク
　「春だ！親子でおでかけおすすめスポット」

5月14日（土）10時30分～11時30分
◆シングル親&ステップファミリートーク

5月14日（土）13時30分～14時30分

ちえのわタイム
◆セルフあしうらマッサージ
マタニティの人もOK♥

5月24日（火）13時～13時30分

ネットワーク
◆保育・教育コンシェルジュと話そう
　「保育のお話 基本のキ」
① 5月31日（火）10時～11時 神之
木地区センター ② 6月8日（水）13
時～14時 六角橋地域ケアプラザ

5月10日（火）からホームページで

サテライト
◆私たちの町 まるっとわかるトーク

5月24日（火）10時30分～11時30分

◆イヤイヤ期みんなどうしてる？
トーク&新聞紙あそび

6月8日（水）10時30分～11時30分
◆双子三つ子の子育てトーク

6月9日（木）10時30分～11時30分
※東神奈川では第1金曜に開催

トピックス
◆春だ！！親子で外へでかけよう！
かなーちえスタッフが出向きます♪
★情報と相談の出前
①きらきらプレイパーク 5月22日

（日）10時～15時30分 神奈川公園 
②片倉うさぎ山プレイパーク 6月
1日（水）10時～15時 片倉うさぎ
山公園 ③ポートサイド公園 6月3
日（金）11時～12時 ④白幡の森プレ
イパーク 6月5日（日）10時～15時 

白幡の森
★もっと外で遊びタイム
⑤ 5月27日（金）10時～11時30分

入江町公園 ⑥ 6月10日（金）10時
30分～12時 羽沢町公園

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30分　 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。

※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

6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

らくらく離乳食教室
離乳食に関する講話・
調理実演

6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 
おおむね7～9か月児の保護者、

先着20人 ※子の同伴可 
5月11日（水）から電話かFAXで

無料
要予約

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

5/7（土）・5/21（土）・
6/4（土）

10時～12時

5/28（土）11時～12時
「おおきくなったね
カードがもらえるよ！」

5/21（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

ー ☆5/19（木）・☆5/26（木）
乳児食・幼児食

☆5/10（火）・☆5/27（金）・
☆6/7（火）

乳児食・幼児食
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

☆5/18（水）10時～11時
育児講座

「イヤイヤ期に
ついての話」
☆5/27（金）

10時30分～11時
ホール開放「交流保育」

☆5/25（水）
10時40分～11時10分 

※雨天中止
育児講座
「園庭で

保育士と遊ぼう！」

ー

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

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



〒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
手作りのかわいい人形が登場します。

5月23日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着10組
当日直接

◆かろやかボディメイキング
　～骨盤矯正で美メンテナンス～

6月28日、7月5・12日（火曜全3回）
10時30分～11時45分

成人女性、先着14人
2,400円（全回分）
動きやすい服装・長めのスポーツ

タオル・ヨガマット・飲み物
5月24日（火）から電話か直接

〒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

◆親子モリモリ体操
　～親子で楽しくストレッチ～

6月1日～7月13日（毎週水曜全7回）
10時45分～11時45分

2・3歳の子と保護者、先着30組
1組4,550円（全回分）
5月17日（火）から電話か直接

◆ハンドクラフト i
イン

n 神大寺フラワー
　アレンジメント教室

6月2日（木）10時～12時
小学3年生以上、先着10人
1,500円 
花ばさみ（はさみ）・新聞紙・持ち帰

り用袋（底の広いもの）
5月12日（木）から電話か直接

◆おもちゃの病院
6月2日（木）10時～14時

※事前におもちゃをお持ちください。
修理後、電話で連絡します。

先着8人（※1家族2点まで）
5月14日（土）から電話か直接

◆親子英語リトミック
　～親子で楽しく英語を学ぼう～

6月2日～7月14日（毎週木曜全7回）
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）
5月18日（水）から電話か直接

◆親子でレッスンABC
　～親子で楽しく英語を学ぼう～

6月7日～7月12日（毎週火曜全6回）
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4,200円（全回分）
5月19日（木）から電話か直接

◆はじめてのシリーズ
　サークル体験講座Ⅸ
○能講座
装束や能面を学び、能を鑑賞します。

①座学：6月25日（土）、7月2日（土）
10時～12時、②能観賞：7月18日（祝・
月）13時30分～16時30分（集合：横浜
能楽堂（西区紅

もみじがおか

葉ケ丘27-2））（全3回）

心、行動や話し方を10色の色に分け
て視覚化します。

5月28日（土）13時～14時30分
成人、先着16人 500円
5月11日（水）から電話か直接

◆春の星空めぐりと月
　～ミニ工作は星座キーホルダー～
春の星座や月のおはなしとミニ工作

6月4日（土）10時～11時30分
小学生、先着8人（※小学3年生以下

は保護者同伴） 400円
5月20日（金）から電話か直接

◆0さいからのおはなし会
　～おやこであそぼう～
わらべうた、紙しばい、手あそび、絵
本など、0～2歳児中心のおはなし会
です。プレママ・プレパパ歓迎です。

6月6日（月）11時～11時20分
乳幼児2人までと保護者1人、先着

4組
5月23日（月）から電話か直接

◆おはなし花束のおはなし会
6月16日（木）11時～11時20分
乳幼児2人までと保護者1人、先着4組
6月2日（木）から電話か直接

〒221-0013 新子安1-2-4
423-1701 423-1702
https://www.hama-wel.or.jp/branch/shinkoyasu/

新子安地域ケアプラザ 休館
第3土曜

◆介護者のつどい
　～在宅医療の基本を学ぼう～
医師より在宅医療の基本を学びます。
現在介護している人、興味のある人、
どなたでも参加いただけます。

6月15日(水)10時30分～12時
先着18人
5月16日（月）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
5月6日
（金）

◆ポールを使った
　ウォーキング講習会
　 ～整形外科医が考案したスポーツ

を学び、実践してみよう！～
足腰が弱ってきたと感じている人や
病気やケガでリハビリ中の人に！

5月23・30日、6月13日（月曜全3回）
9時30分～12時 
※5月23日は10時から

市内在住の60歳以上の人、先着15人
1,500円（全回分）
5月9日（月）から電話か直接

◆初めてのらくらくスマートフォン
　～基本的な操作を学びます～
スマートフォンを持っていない人、ら
くらくスマートフォンをお持ちの人
が対象です。

5月24日、6月14・28日、7月12・26
日（火曜全5回）10時30分～11時30分

市内在住の60歳以上の人、先着10人
5月10日（火）から電話か直接

◆アロマクラフト講座
　（ハーブティー付き）
ハーブティーを飲みながら、自分だけ
のアロマスプレーを作ります。

5月28日（土）13時～14時30分
市内在住の60歳以上の人、先着10人
1,000円
5月10日（火）から電話か直接

先着12人 5,000円（全回分）
5月21日（土）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（5月）
初心者向け講座です。

5月6・13・20・27日（各回金曜）
19時～20時15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（5月クラス）
季節のかわいい作品を作ります。

5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
5月7日（土）～17日（火）に直接

◆リラックストワイライトヨガ
　（6月クラス）

6月2日～30日（毎週木曜全5回）
19時～20時

24人（多数抽選）
3,500円（全回分）
動きやすい服装・タオル・飲み物・

ヨガマット
5月7日（土）～17日（火）に直接

◆おはなしのとびら
読み聞かせなど、親子で楽しい時間を
過ごしましょう。

6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 
5月20日（金）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

◆夢のとびら
　～おはなしの部屋
　by まりこ☆みゅーじあむ～
季節に合ったお話、手遊びなど楽しい
ことが盛りだくさん。

5月16日（月）11時～11時30分
未就園児と保護者、先着10組
当日直接

◆「神奈川湊」
　～神奈川宿の街並み～
講座とウオーキングで学ぶ神奈川恵図

①座学：6月9日（木）10時～11時30
分、②ウオーキング：6月16日（木）8時
50分～12時30分（集合：JR横浜駅北
改札口）（全2回）

5km程度歩ける人、先着20人
1,000円（全回分）
5月12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

◆カラーメンタリング®

　～私のト・リ・セ・ツを作る～
カラーメンタリングは目に見えない

◆健康ミニセミナー
　～元気に夏を乗り越えよう！
　熱中症と食中毒、その対策と予防～

6月1日（水）12時30分～13時
市内在住の60歳以上の人、先着15人
当日直接

◆いすでできる坐
ざぜん

禅入門（1）
　 ～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！

6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
5月13日（金）から電話か直接

◆まかせて厨
ちゅうぼう

房（1）
旬の食材を使った健康と長寿の料理

6月6日（月）10時～13時
市内在住の60歳以上の人、先着12人
800円
エプロン・布巾・手拭きタオル
5月16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
5月6日
（金）

神奈川図書館 検索

5月24日（火）～26日（木）は
図書特別整理のため休館します。

◆土曜日のおはなし会
ボランティアによる読み聞かせ会です。

5月14日（土）10時30分～11時
3～6歳、先着15人
当日直接

◆親子おはなし会
5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
5月23日（月）から電話か直接

◆定例おはなし会
6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

◆「絵本の読み聞かせ」
　ボランティア募集講座
土曜日のおはなし会のボランティア
を募集します。

6月7・14・21日（火曜全3回）
10時～12時

全回参加でき、毎月第2土曜午前の
おはなし会を交代で担当できる人、
10人程度（多数抽選）

5月11日（水）～27日（金）に横浜市電
子申請・届出サービスの申込みフォー
ムか直接

※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

5月12・26日、6月9日（各回木曜）
13時50分～14時50分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
5月20日、6月3日（各回金曜）

9時50分～11時10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。


