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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。

　区内のパン屋さんでスタンプを集めて、素敵な賞品を当てよう！
実施期間  11月1日（火）〜12月31日（土）  ※2023年1月に抽選実施予定

1  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「商店街ベーカリーラリー」冊子（応募はがき付き）を手に
入れよう。

2  冊子に掲載されているお店で買い物（1回の利用で1スタンプ）を
して、スタンプを3つ集めよう。

3  応募はがきを郵送（切手不要）して、賞品を当てよう。

　区内の市民活動団体や生涯学習団体
等の皆さんによる、大人も子どもも楽
しめるイベントです！どなたでもご来
場できます。
日  時  11月6日（日）10時〜15時30分  

　　　　※雨天決行・荒天中止

会  場  神奈川公会堂（富家町1-3）
主  催  かながわ湊フェスタ実行委員会

※ 時間帯で発表内容が異なります。また、
内容を変更する場合があります。

区内商店街でパンを買おう 神奈川区区民活動支援センター活動PR展

「商店街ベーカリーラリー」開催

片倉うさぎ山プレイパーク

問合せ 区民活動支援センター　 411-7089  323-2502問合せ 地域振興課　 411-7086  323-2502

神奈川区マスコット
キャラクター　かめ太郎

参

加

方

法

特 集

特集は ・ ページへ➡

　横浜市では市内広域シェアサイクル事業の社会実験を行っています。
日常のちょっとした移動を快適・便利にする電動シェアサイクルを、あ
なたも利用してみませんか。
※利用には事前のアカウント登録が必要です。

▶利用料金
　利用開始から30分間：130円（延長15分ごと100円）
　※事前に登録したクレジットカード等から引き落とし
▶サイクルステーション
　電動シェアサイクルを乗り降りできる場所です。
設置場所 区内では、新子安駅・白楽駅周辺の自転車駐車場、コンビ

ニエンスストア等の計16か所（8月31日現在）。
　　　 ※羽沢横浜国大駅、新横浜駅、岸根公園駅等にも設置予定

◯ 電動アシスト自転車（かご付、3段ギア）だから、
坂道も楽々♪

◯ 「H
ハロー

ELLO C
サイクリング

YCLING」のサイクルステーションで
あれば、区内に限らずどこでも乗り降り可能

サイクルステーションを増設中！

電動シェアサイクルで“らくらくスイスイ”な移動を

問合せ 区政推進課　 411-7028  314-8890

内  容

★近くのサイクルステーションなどの詳細は➡ HELLO CYCLING 検索

かながわ湊
みなと

フェスタ2022

このロゴが
目印です！

★ 詳細は、上記の冊子か、区ホームペー
ジをご覧ください➡
神奈川区  商店街ベーカリーラリー 検索

写真提供：高
たかやま けんじ

山健二さん（区内在住）

● 活動の紹介・展示　
● 体験コーナー、ワークショップ
（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）

…見る！聞く！体験する！みんなの市民活動　大博覧会…

※当日催行に関する問合せ： 090-3008-0209（当日8時以降）

おすすめポイント



～平家物語・耳なし芳
ほういち

一・浦島伝説～
　能楽師である安

やすだ のぼる

田登さんが、謡
うたい

や琵
びわ

琶の演奏を交え、観て、聴い
て、感じて楽しむ古典を紹介します。
講　師 �能楽師　安田登さん（写真）

下
しもがかりほうしょうりゅう

掛宝生流のワキ方として日本や海外の能の公演に出演するほ
か、能・音楽・朗読を融合させた舞台を数多く創作・出演。著作多
数。NHK�Eテレ“100分de名著”�「太平記」・「平家物語」を解説。

ゲスト 琵琶奏者　塩
しおたか かずゆき

高和之さん　俳優　榊
さかきばら ゆうみ

原有美さん
日　時 12月18日（日）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 250人（多数抽選）
申込み �10月3日（月）〜11月11日（金）必着で横浜市電子申請・届出シス

テム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（区役所本館5階506窓口）へ

※参加可否については、Eメールまたは郵送で11月18日（金）頃までにお知らせします。

申込みは
こちらから▶

　冬は風邪、インフルエンザやノロウイルスなど、感染症が流行
しやすい季節です。免疫力が弱っていると感染しやすくなり、感
染したときに重症化する恐れがあります。予防策を行うと共に、
普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、冬に向け
て免疫力を高めていきましょう。

❶こまめな手洗い、手指消毒
　外出から帰宅したときや、食事の前、トイレの後等に、せっけ
んを用いて30秒以上流水で手洗いしましょう。

❷流行期に人混みを避ける、マスクを着用する
　咳やくしゃみをすると、飛

ひまつ

沫が1〜2ｍ飛ぶといわれているので、正し
くマスクを着けましょう。体調が優れないときは外出を控えましょう。

❸予防接種をする
　予防接種は、感染する可能性を減らし、発病しても重症化を防
ぐ効果が期待できます。

　今年の大河ドラマにも登場し、注目された歴史人物「源頼朝」の絵本をご紹介し
ます。この絵本では頼朝の少年時代に始まり、弟の義経に出会うまでの時代を描い
ています。1159年の平治の乱で源氏が平氏に敗れると、頼朝は父や兄を失い自身
も平氏に捕まって、伊豆に流されます。伊豆の蛭

ひるがこじま

ヶ小島で長い年月を過ごした頼朝
は、やがて30歳を過ぎて挙兵し、平氏討伐への道を歩み始めます。
　「源平絵巻物語」は全10巻のシリーズ。美しい絵とやさしくわかりやすい文章
で、小学生くらいから大人まで楽しめる古典の入門にぴったりの本です。

◯紹介している本を予約したいときは➡
◯神奈川図書館のイベントについては ページに掲載しています。

書　名：『源�頼朝』源平絵巻物語第三巻
著　者：赤

あかば すえきち

羽末吉／絵　今
いまにし すけゆき

西祐行／文
出版社：偕成社　出版年：1979年

　家庭から出る生ごみの約
半分が食べ残し・手つかず
食品・過剰除去（皮の剥

む

きす
ぎなど）といった食品ロス
です。その量は、市内で年間
約86,000トン、一人当たり
約23キログラムにもなり
ます。

　各家庭で使いきれない未開封食品をフードドライブに持ち寄り、食べられるのに廃棄されてしまう
食品を活用することで、食品ロスの削減につながります。受け付けた食品は、区社会福祉協議会やフー
ドバンク団体を通じて、食品を必要としている人へ無償でお渡しします。

� 受付できる
食品

●未開封のもの　●賞味期限まで2か月以上あるもの　
●常温保存が可能なもの
（お米、乾麺、缶詰、調味料、お菓子、インスタント・レトルト食品、粉ミルク、離乳食など）

受付できない
食品

●賞味期限2か月未満のもの　●開封されているもの　●生鮮食品(肉・魚・野菜)　
●アルコール（みりん、料理酒除く）　●冷蔵・冷凍食品、お弁当　など

区役所地域振興課（区役所本館5階505窓口）
411-7091　 323-2502

資源循環局神奈川事務所（千若町3-1-43）
441-0871　 441-5938

神大寺地区センター1階（神大寺2-28-18）
491-4441　 491-4442

神奈川地区センター1階（神奈川本町8-1）
453-7350　 453-7351

神之木地区センター3階（神之木町7-1）
435-1712　 435-1796

菅田地区センター2階（菅田町1718-1）
471-2913　� 471-2914

白幡地区センター1階（白幡上町44-12）
430-3050　� 401-0021

●受付場所一覧　
※受付時間や受付場所は各施設へお問い合わせください

フードドライブを活用しよう！

なくそう 食べ物の“もったいない”

フードドライブを活用して食品ロスを削減しよう！

令和4年度神奈川区読書活動推進講演会

あなたの知らない 感じる古典
新型コロナウイルス感染症にも有効

冬の感染症を予防しよう

問合せ 地域振興課　 411-7091　 323-2502

問合せ 福祉保健課　 411-7138　 316-7877

問合せ 神奈川消防署総務・予防課　 316-0119（代）

神奈川区　読書活動推進 検索

横浜市蔵書検索 検索

� 申込み・問合せ �地域振興課� 411-7092�� 323-2502
� � 神奈川図書館� 434-4339�� 434-5168

予防のポイント 　　

対　象 市内在住65歳以上の人など
期　間 10月1日（土）〜12月31日（土）　※休診日は除く

接種場所 �市内協力医療機関　
費　用 �2,300円（住民税非課税世帯や生活保護受給者などは無料）
� ※手続などの詳細は福祉保健課へ

高齢者インフルエンザ予防接種のご案内

【2022年度全国統一防火標語】

お出かけは マスク戸締り 火の用心

　神奈川区は2022年上半期市内火災発生件数等が18区中上位
でした。これから火災が発生しやすい時季を迎え
ます。尊い命や大切な財産を守るため、自宅ででき
る防火対策を確認しましょう。
横浜市　火災予防冊子 検索

●11月9日は住宅用火災警報器市内一斉点検の日です●
住宅用火災警報器の設置・点検・交換をしましょう！

秋の火災予防運動 11月9日（水）～15日（火）

生ごみ

資源化物
（分別対象）

33.8％
その他
50.0％

令和3年度調査結果16.2％

食品ロス

調理くず等
53.7％

46.3％ 食べ残し32.1％

過剰除去 4.4％
手つかず食品 9.8％

神奈川図書館
開館35周年
記念事業

●家庭から出る燃やすごみの割合

お知らせ



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。

肺がん検診…区役所別館2階

　薬は病気やけがを治すのに役立つも
のですが、正しく使わなければ副作用に
より健康を損なう恐れがあります。使用
期間、用法、用量、保管方法を守り、使用
上の注意をよく理解して正しく使用し
ましょう。薬について、不明な点や、服用
後に問題が生じたときは、医師、薬剤師
等の専門家にご相談ください。

10月17日〜23日は
薬と健康の週間

です

　かかりつけ薬剤師・薬局が、飲んでいる薬の情報をまとめて管理し、継続
的に把握することで、複数診療科を受診した場合でも、薬の飲み合わせ等を
確認できます。薬の飲み忘れや飲み残しで困ったときに相談することで、薬
を適切に使用するためのアドバイスを受けられます。

かかりつけ薬剤師・薬局をもちましょう

　お薬手帳は使っているすべての薬を記録するための手帳です。一つにま
とめて、継続して記録しましょう。お薬手帳を活用することで、使用する薬
の重複や飲み合わせの確認ができます。
　また、スマートフォン等でも管理ができる「電子版お薬手帳」は、災害・緊
急時など、お薬手帳を持っていないときも活用できます。�

お薬手帳を活用しましょう日　時 11月11日（金）受付：9時〜10時
対象・定員 �2023（令和5）年4月1日時点で40歳以上の市内在住の人、先着30人
費　用 680円
申込み・問合せ 10月12日（水）〜11月2日（水）に電話で福祉保健課
　　　　　　� 411-7138へ

問合せ 横浜市けんしん専用ダイヤル　 664-2606�� 663-4469
　　　（受付時間：8時30分〜17時15分��※日曜・祝日・年末年始除く）

　　 は正しく
使いましょう

電子版お薬手帳 検索

薬

問合せ 福祉保健課　 411-7138�� 316-7877

早期発見のために

がん検診を受けましょう
　がんは横浜市民の死亡原因の第1位です。2人に1人はがんになるといわ
れており、自覚症状がなくても、気付いたときには進行している場合もあり
ます。
　自分で早く気付けないからこそ、がん検
診が効果的です。がんを早く見つけて早く
治療すれば、治る可能性も高く、体への負
担も軽く済みます。1回検診を受けて終わ
りではなく、がんを早期に発見するため
に、定期的に検診を受けましょう。

予約方法 �受けたい検診と医療機関を決めて、電話で予約

※�がん検診の詳細や受診できる医療機関は➡

　費用が無料になる人
2023（令和5）年4月1日時点で70歳以上の人（1953
（昭和28）年4月1日以前に生まれた人）、前年度住民
税非課税世帯または均等割のみ課税世帯の人、後期
高齢者医療制度が適用される人などは無料で受診
できます。詳しくはお問い合わせください。

検診の種類 受診回数 対象者 検査項目 費用　

胃がん
X線または
内視鏡

2年度に
1回

50歳以上
（男女）

問診、X線検査（バリウム）
または内視鏡検査（胃カメラ）

3,140円

肺がん
1年度に
1回

40歳以上
（男女）

問診、胸部X線検査 680円

大腸がん
1年度に
1回

40歳以上
（男女）

問診、便潜血検査 無料

子宮頸がん
2年度に
1回

20歳以上
（女性）

問診、頸部細胞診検査 1,360円

乳がん
①か②の
選択制

2年度に
1回

40歳以上
（女性）

①視触診及びマンモグラフィ検査 1,370円

②マンモグラフィ検査単独 680円

前立腺がん
1年度に
1回

50歳以上
（男性）

問診、血液検査 1,000円

※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）
10月14・28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（7月寄付分）●

〇かめたろう　おもちゃ病院
〇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
11月7日（月）9時〜14時30分

10月21日、11月18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 生活衛生課　 411-7141�� 411-7039

●がん検診の種類・費用など （年度：4月1日〜翌年3月31日の期間）

横浜市がん検診 検索

定期的に
受けよう





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 10/14（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

10/14（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

10/17（月）
10/31（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 10/24（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）
　 10月31日（月）から横浜市電子申請・届出システム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2023年4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

11/28（月）
12/19（月）
1/16（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 12/10（土）

◯場所は区役所別館2階です。母親・両親教室の12月19日（月）は本館地下1階、12月10
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。

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

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

10/15（土）・11/5（土）
10時〜12時

10/22（土）11時〜12時
「おおきくなったね
カードがもらえるよ！」

10/15（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

☆10/5（水）・☆10/19（水）・
☆11/9（水）乳児食

10時45分〜11時45分

☆10/20（木）・☆10/27（木）
11時〜11時40分
 乳児食・幼児食

☆10/4（火）・☆10/21（金）・
☆11/8（火）11時〜11時40分

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

10/7（金）10時30分〜11時
交流保育

☆10/14（金）10時〜11時30分
ホール開放

☆10/26（水）10時〜11時
育児講座「トイレトレー

ニングについて」

☆11/10（木）
交流保育「散歩」

※詳細はお問い合
  わせください。

☆10/14（金）
10時〜11時

育児講座「子育てサロン」
☆10/25（火）
10時30分から

交流保育「リズム集会」

サテライト
◆ マタニティ＆産後親子のかなさんぽ♪

助産師さんとご近所の場めぐり
①入江・新子安エリア：10月13日（木）

9時50分〜12時、②大口エリア：10月
20日（木）9時50分〜12時

受付中。電話（ 642-5727）で

横浜子育てサポートシステム入会説明会
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。預かっ
てくれる提供会員さん大募集中！

10月20日（木）、11月9日（水）・19日
（土）、12月2日（金）・24日（土）16時〜17時

各回先着15人 
受付中。電話で区支部事務局

441-7708へ

専門相談
◆こどもの心やからだの発達について

10月18日（火）13時〜14時
◆みんなでトーク　こどもの言葉と
　コミュニケーションについて

11月2日（水）13時〜14時

トピックス
◆東日本大震災復興応援！
　リサイクルマーケット出店者募集

11月26日（土）10時〜13時（搬入は
9時〜9時50分） ※雨天中止

先着30組 500円
10月29日（土）からホームページで

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。
※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

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

※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

10月18日（火）、11月9日（水）
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

11月9日（水）13時20分〜14時30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24人 ※子の同伴可 
10月11日（火）から電話か横浜市

電子申請・届出システム
の申込みフォームで

無料
要予約

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

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）

☆の行事は電話か直接、施設へ
◎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。



生涯学習・区民企画型講座
★①心のアップデート
　～子育て中のわたしに～

「色と向き合い感じる時間」「わたしの
ときめきからはじまる幸せのお片づ
け」「すぐそばを幸せにする」「子ども
の能力の伸ばし方〜優位感覚を知ろ
う〜」「フラワーアレンジメント」

11月8・15・22・29日、12月6日（火曜
全5回）10時〜12時 神奈川区役所・
神奈川公会堂（富家町1-3） 区内在
住の子育て中の人、20人（多数抽選） 

1,500円（全回分）
★②日本語ボランティア
　はじめの一歩

「地域の日本語ボランティアって何す
るの？」「使ってみようやさしい日本
語」「学び合う日本語教室をめざそう」

「相談を受けたら?日本語ボランティ
アをするうえでの心構え」など

11月11・18・25日、12月2・9日（金曜
全5回）10時〜12時 神奈川区役所・
神奈川地区センター（神奈川本町8-1）

区内在住の日本語ボランティアと
して活動する気持ちのある人、20人

（多数抽選） 1,000円（全回分）
………………上記共通………………

1歳以上（0歳児は同室受講）、講座
申込時に要申込み、500円（全回分）

①10月24日（月）、②10月26日（水）
までに横浜市電子申請・届出システ
ムの申込みフォームまたはEメール
かFAXかはがき（必着）に講座名・氏
名（ふりがな）・住所・電話・講座を知っ
たきっかけ・応募動機・保育が必要な
場合は子の氏名（ふりがな）・年齢月齢

（講座開始日現在）を書いて
地域振興課生涯学習担当
411-7093 323-2502
kg-gakyuu@city.yokohama.jpへ

神奈川区の生涯学習事業 検索

神の木公園クラフト教室
ブレスレット作り

植物の実を使ったブレスレット作り
10月22日（土）10時〜11時 
神の木公園（神之木台13-20） 
先着5組  1組300円

10月1日（土）から電話か直接、
神の木公園詰所 421-7883へ

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★わんぱくおてんば探検隊
野外炊事・野外ゲーム・自然観察

11月23日（祝・水）9時30分〜15時
30分 

小学1・2年生、48人（多数抽選）
3,500円　

★そばうち教室
A：12月3日（土）、B：12月4日（日）

10時30分〜14時 家族、各回16組
48人（多数抽選） 1家族5,500円
★ふれあい親子クラブ冬見っけ隊
自然遊び・季節のおやつ作りなど

12月7・14・21日、2023年1月11・
18・25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

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

第21回
アンサンブルコンサート

区文化協会員の楽器・歌のコンサート
11月13日（日）14時〜16時30分（開

場：13時30分）
神奈川公会堂（富家町1-3）
先着400人  当日直接
区文化協会器楽部：中

なかむら

村
080-4190-0770 323-2502（地

域振興課） flmie@mac.com

新
にいはる

治恵みの里
市民の森散策と里芋収穫体験

農家の案内で新治市民の森を散策後、
株ごとサトイモを掘ります。

10月29日（土）10時30分〜12時30
分 にいはる里山交流センター（緑
区新

にいはるちょう

治町887） 市内在住の家族・グ
ループ（子どもは1人で森を歩ける年
齢以上）4人まで（1人でも可）、先着15
組 1組2,000円（サトイモ2kg付）

10月15日（土）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

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
ネギ収穫体験 i

イン

n 都岡
農家指導のもと、極太に育ったネギの
収穫体験を行います。とれたてのネギ
の甘さを味わいませんか？

11月26日（土）（荒天時27日（日））10
時30分から 旭区上

かみかわいちょう

川井町の畑（瀬
谷駅よりバスで「細

ほそやと

谷戸第3」下車歩
14分 ※車での来場可） 市内在住の
家族・グループ（1人でも可）、30組（多
数抽選） ※当選者のみ郵送で通知

1袋500円（5本程度） ※収穫した袋
数を買い取り

11月10日（木）（必着）までに、はが
きか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「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
948-2480 948-2488

神奈川区民綱引大会
11月6日（日）9時〜13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・在学者によるチーム
10月25日（火）までにFAXで住所・

氏名・年齢・電話・チーム名・全員の氏
名・年齢を書いて区綱引連盟事務局

317-1224へ
区綱引連盟事務局：小

こみや

宮
080-5544-2187

第47回神奈川区
女子団体戦卓球大会

1チーム10人の5複団体戦
11月10日（木）9時〜17時 神奈川

スポーツセンター（三ツ沢上町11-18）
区内及び近隣区在住・在勤・在学・

在チームの卓球愛好者、先着70人
1人1,000円

10月27日（木）までにFAXか郵送
で代表者の住所・氏名・電話・チーム
名・参加者氏名・年齢を書くか専用の
申込用紙を区卓球協会事務局：峯

みねぎし

岸
（〒221-0802 六角橋5-2-22）

080-1153-3451 481-6945へ
※専用の申込用紙は神奈川スポーツ
センター・協会にあります。

令和4年度
第24回区民ソフトボール大会

ファーストピッチソフトボールのトー
ナメント戦

11月20日から（各回日曜）9時〜16
時30分 区内グラウンド 区内在
住・在勤・在学・在籍のチーム（一般男
子・女子） 1チーム7,000円

10月1日（土）〜16日（日）に専用
の申込用紙を郵送（必着）で区ソフト 
ボール協会事務局 担当：石

いしい

井
（〒221-0802 六角橋6-26-17）

080-5673-4321へ
※専用の申込用紙は事務局にご連絡
ください。

※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。

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
………………上記共通………………

三ツ沢公園青少年野外活動センター
（三ツ沢西町3-1）

10月15日（土）〜11月3日（祝・木）
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（そば
打ち教室は参加回も）・参加者全員の
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

中央市場の食材を堪能！
B
バーベキュー

BQ＆海鮮鍋
市場の隣でオリジナルメニューを堪能

11月3日（祝・木）〜13日（日）15時〜
21時（土・日・祝日は11時〜21時）

山内ふ頭（山内町14-2 中央市場隣）
要入場料 ※食材セット有、詳細は

ホームページ参照
10月11日（火）からホームページの

申込みフォームで
中央卸売市場本場経営支援課
459-3337 459-3307

横浜市場　場外マルシェ 検索

全日本学生音楽コンクール
1位入賞者によるコンサート

才能あふれる学生たちの演奏会にご
招待

11月5日（土）15時30分から（開場：
15時） 区民文化センターかなっく
ホール（東神奈川1-10-1） 区内在
住・在勤・在学の人、10組20人（多数抽
選） ※当選者のみ通知します。

10月19日（水）までにはがき（必着）
に行事名・住所・氏名・電話・希望人数

（2人まで）を書いて毎日新聞社事業本
部クラシック・ヨコハマ事務局

（〒100-8051 東京都千代田区一
ひとつばし

ツ橋
1-1-1）へ

文化観光局文化振興課
671-3714 663-5606

シルバー人材センター
神奈川事務所からのお知らせ

★フランス語教室（初級）
簡単な会話から指導します。

11月8日（火）・9日（水）・15日（火）・
16日（水）10時〜11時30分 各回10
人（多数抽選） 各回1,500円（全4回
受講は6,000円）
★パソコン教室（初級）
認定講師が丁寧に指導します。

11月10日（木）・11日（金）・17日（木）・
18日（金）13時30分〜15時30分 

各回15人（多数抽選） 各回2,200
円（全4回受講は8,000円）　
………………上記共通………………

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

10月31日（月）までにホームペー
ジの申込みフォームか電話かFAXに
氏名・年齢・住所・電話・教室名・参加希

申込み 当日先着順受付（受付：教室開始30分前から） 
持ち物 運動のできる服装・タオル・室内シューズ・飲み物（キャップ付き）など

※詳細はホームページまたはお問い合わせください。
○駐車場は大変混み合いますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

◆当日受付教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※祝日、休館日は除く 
教室名 曜日 時間 参加費 対象・定員

シニアビクス 月曜 13：15〜14：45

600円

50歳以上、50人

簡単ヒップホップ＆バランス
リセット 火曜

10：00〜10：50
16歳以上、30人

軸トレ＆バランス運動 11：00〜11：50

股関節コンディショニング

水曜

10：00〜10：50 16歳以上、35人

簡単フラダンス 13：05〜13：55 ☆小学生以上、40人

ズンバ 14：05〜14：50 16歳以上、30人

リフレッシュ筋トレ NEW
木曜

9：00〜9：50 ☆小学生以上、40人

木曜ボクサ 12：25〜13：15 ☆小学生以上、40人

バスケットボールタイム 金曜 19：15〜20：45 16歳以上、60人

※ほかにも教室があります。日程が変更となる場合があります。　　　　  ☆小学生は保護者同伴

神奈川スポーツセンターからのお知らせ
三ツ沢上町11-18（三ッ沢上町駅歩5分） 
314-2662  314-4115 神奈川スポーツセンター 検索

休 館  10月24日（月）

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
10月24日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着5組
当日直接

◆ワンコイン講座
　～私だけのクリスマスチャーム作り！～

11月12日（土）①10時～10時45分、
②11時～11時45分

各回先着8人 500円
10月15日（土）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

◆親子でレッスンABC　
10月25日～11月29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）
10月4日（火）から電話か直接

◆親子モリモリ体操
11月2・9・16日、12月7・14日、2023

年1月11・18・25日（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）
動きやすい服装・体育館履き・飲み物
10月12日（水）から電話か直接

◆土曜キッズバレエ
11月5・12・19・26日、12月10・17

日、2023年1月14日（土曜全7回）
14時～14時50分

4歳～未就学児、先着18人
4,900円（全回分） レオタード・

バレエシューズ・タイツ・飲み物
10月15日（土）から電話か直接

◆木曜バレエ
11月10日～12月15日（毎週木曜全 

6回）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エレガンスバレエ（中
学生以上）：18時45分～19時45分

各先着18人
①②4,200円、③4,500円（全回分）
①②10月20日（木）、③10月21日（金）

から電話か直接
◆正しいフォームでジョギング

11月13日、12月11日、2023年1月
8日、2月12日、3月12日（日曜全5回）9
時30分～11時30分

先着20人 7,500円（全回分）
10月16日（日）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（10月）
10月7・14・21・28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

無料（部品代実費）
10月19日（水）から電話か直接

◆�神奈川のいまむかし「多米一族と豊
顕寺～青木橋から三ツ沢へ」
協力：NPO法人
神奈川区いまむかしガイドの会

10月31日（月）10時～11時30分
先着20人 500円
10月17日（月）から電話か直接

◆望遠鏡工作教室（秋）
自分で作った望遠鏡で夜空を見よう。

11月6日（日）9時30分～12時
小学生、先着6人（小学3年生以下は

保護者同伴） 3,800円
えんぴつ・セロハンテープ・工作用

ボンド・はさみ・持ち帰り用袋・三脚
（持っている人のみ）

10月20日（木）から電話か直接
◆みそ作り講座
　～米

こめこうじ

糀みそ～
11月20日（日）A：9時30分～11時、

B：11時30分～13時
①一緒にみそ作りができる小学生

以下の子と保護者1人・各先着8組、②
成人・各先着12人

1組・1人4,100円（4kgのみそ持ち帰り）
エプロン・三角巾・手拭きタオル・

マスク・持ち帰り用袋
①10月26日（水）、②10月27日（木）

から電話で

〒221-0044 東神奈川1-10-1
440-1211 440-1139
kanack-hall.info/

区民文化センターかなっくホール 休館
第3月曜

◆おとなJ
ジャズ

AZZ
出演：T

タロウ

ARO K
コヤマ

OYAMA Q
クインテット

uintet
10月21日（金）19時～20時

（開場：18時30分）
先着300人 1,000円（全席指定）

◆未来のヴィルトゥオーゾを紹介します！
出演：カルテット・アマービレ

11月13日（日）14時～16時
（開場：13時30分）

先着300人 3,000円、高校生以下
1,000円（全席指定）
………………上記共通………………

受付中。電話（かなっくホールチケッ
トデスク 440-1219）か直接

〒221-0862 三枚町199-4
413-2571 413-2573
https://wakatake.net/category/facility/carekatakura/

片倉三枚地域ケアプラザ 休館
最終日曜

◆市民公開講座
　～生き方と逝

ゆ

き方について考える～
医療と仏教それぞれの視点から、自ら
の人生の最終段階を考える講座です。
講師：協力医 赤

あかばね しげき

羽重樹さん、
僧侶 浦

うらかみ てつや

上哲也さん　
11月30日（水）16時～17時30分
先着30人 上履き・筆記用具
10月1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
10月11日
（火）

◆健康ミニセミナー
　�～寒さなんかに負けないぞ！風邪と
インフルエンザ、その対策と予防～
11月2日（水）12時30分～13時

ト（バスタオル可）
当日直接（受付：18時50分）

◆コアラびくす（10月）
10月11・25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（10月クラス）
10月26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
10月7日（金）～17日（月）に直接

◆親子でワッと遊ぼう（11月）
11月15日（火）10時～11時15分
乳幼児と保護者、先着10組20人程度
1家族100円
10月20日（木）から電話か直接

◆おはなしのとびら（11月）
11月17日（木）11時～11時20分
乳幼児と保護者、先着10組20人程度
10月20日（木）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
10月11日
（火）

◆ぶらり朗読会
くどうなおこ『のはらうた』ほか

10月15日（土）11時～12時
先着12人 当日直接

◆夢のとびら
　～おはなしの部屋
　by�まりこ☆みゅーじあむ～

10月17日（月）11時～11時30分
未就園児と保護者、先着10組
当日直接

◆知っていて損はない！
　介護の基礎知識
共催：新子安地域ケアプラザ

11月21日（月）10時～12時
先着20人
10月12日（水）から電話か直接

◆「神奈川湊
みなと

」
　～多

ため

米一族と豊
ぶげんじ

顕寺～
共催：NPO法人
神奈川区いまむかしガイドの会

①座学：11月22日（火）10時～11時
30分、②ウォーキング：11月29日（火）
8時55分～12時30分（集合：神奈川駅）

5km程度歩ける人、先着24人
1,000円（全回分）
10月18日（火）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

◆秋の星空めぐりと木星
　～ミニ工作はスター万

まんげきょう

華鏡～
10月29日（土）10時～11時30分
小学生、先着10人（小学3年生以下

は保護者同伴） 400円
10月13日（木）から電話か直接

◆おもちゃの病院�おもちゃドクター
10月29日（土）10時～15時
先着10点程度（1家族2点まで）

市内在住の60歳以上の人、先着15人
当日直接（受付：12時15分）

◆簡単おしゃれ！クリスマスリース講座
11月5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
10月14日（金）から電話か直接

◆ワイン講座
　～飲み比べ！美

おい

味しいワインの
　見極め方～

11月6日（日）13時～14時30分
市内在住の60歳以上の人、先着12人
2,000円
10月14日（金）から電話か直接

◆介護の基礎知識
　�～いざという時のために福祉用具
の種類や使い方を学ぶ～
共催：新子安地域ケアプラザ、反町地
域ケアプラザ

11月14日（月）10時～11時30分
先着15人
10月24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
10月11日
（火）

神奈川図書館 検索

◆土曜日のおはなし会
10月8日（土）①10時～10時30分、

②10時50分～11時20分
3～6歳、各回先着15人 
当日直接

◆大人のための朗読会
松
まつもと せいちょう

本清張『共犯者』ほか
出演：朗読の会クローバー

10月15日（土）15時～16時
先着15人
10月7日（金）から電話か直接

◆親子おはなし会
10月25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
10月18日（火）から電話か直接

◆大人のためのおはなし会
本を見ないでおはなしを語るストー
リーテリングのおはなし会です。
出演：横浜おはなしムギの会

10月28日（金）10時30分～12時
先着15人
10月21日（金）から電話か直接

◆定例おはなし会
11月1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�※荒天中止
〈宮向団地管理事務所前〉巡回予定日

10月20日（木）、11月3日（祝・木）
13時50分～14時50分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
10月21日、11月4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。
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