
大学と連携したまち
づくりを

紹介します！

　金沢区では、関東学院大学、
横浜市立大学と平成20年11月に
協定を締結し、大学の専門的な知識や、
学生の行動力、斬新で柔軟な発想を
生かしたまちづくり「キャンパスタウン
金沢」を進めています。
　区民の皆様も地域と大学で取り組みたい活
動などがありましたら、区役所地域力推進担当
までご相談ください。

地域力推進担当（６階６０１）　　７８８－７７１８　　７８８－１９３７

ビジネスとして必要な事業継続性、安
全・安心な暮らしのための法規制など
の難しさをクリアしつつ、面影と地域
の歴史を残すため、建材を再利用す
るなど検討・工夫を重ねました。

学生の真 な姿勢と提案のレベルの高さが印象的でした。
留学生と交流できるシェアハウスは、地域活性化だけでは
なく、ビジネスモデルとしても継続性が高く魅力的でした。
現在は、地域に若者を呼び込む施策の１つとして高齢者と大
学生の「世代間ホームシェア」にも取り組んでいます。

　金沢区は、少子高齢化・人口減少に伴う
「空き家」の増加が課題となっています。
　この課題の解決策の一つとして、横浜市
立大学、京浜急行電鉄、金沢区が連携して
空き家の利用促進に取り組み、昨年、その
成果として「日本人学生と留学生のシェア
ハウス」（写真）が実現しました。

　横浜南部市場は、平成27年に卸売市
場が中央卸売市場本場に統合された後も
横浜南部市場共栄会を中心に多くの商店
が近隣の需要にこたえています。
　共栄会と関東学院大学は、南部市場の
活性化を目指して交流を続け、市場の魅
力を多くの人に知ってもらうため、平成
28年から学生が中心となってミニコミ
紙を発行しています。

空き家利活用プロジェクト空き家利活用プロジェクト
横浜市立大学　×　京浜急行電鉄 ×　金沢区横浜市立大学　×　京浜急行電鉄 ×　金沢区
空き家利活用プロジェクト

横浜市立大学　×　京浜急行電鉄 ×　金沢区

　朝夷奈切通は、古くは金沢で作られた塩を
鎌倉に運ぶ「塩の道」で、熊野神社など随所に
昔を偲ぶ景色がある道です。
　金沢研究会と金沢区では、この道を中心に
金沢と鎌倉をつなげる取組を行っています。

金沢プロムナードづくりプロジェクト金沢プロムナードづくりプロジェクト
横浜市立大学金沢研究会  ×　金沢区横浜市立大学金沢研究会  ×　金沢区

金沢プロムナードづくりプロジェクト
横浜市立大学金沢研究会  ×　金沢区

横浜南

南部市場の活性化プロジェクト南部市場の活性化プロジェクト
関東学院大学　×　南部市場共栄会 関東学院大学　×　南部市場共栄会 
南部市場の活性化プロジェクト
関東学院大学　×　南部市場共栄会 

横浜市立大学　国際総合科学部
田辺　紘之さん
たなべ ひろゆき

京急電鉄　まち創造事業部
（左）田名部 美紗さん、（右）菊田 知展さん

たなべ きくた ちひろみ　さ

最近はネットでの買い物等、人同士の対話が希薄
ですが、市場にはそれがあり、そこが「良さ」だと思
います。プロジェクトでは、全員で市場を訪問して
この「良さ」を共有し、大事にしながらミニコミ紙を
作成しました。

関東学院大学人間環境学部　
(左)堀田　咲穂さん、(右)姜 慶美さん

ほった かん きょんみさきほ

歴史資産にあふれる鎌倉と金沢を繋ぐ朝夷奈切通の魅力を、多くの方に知ってもらい、訪れてもらえれ
ばいいですね。今は朝夷奈切通を中心としていますが、いずれは金沢の称名寺から鎌倉駅まで通じる
道を「プロムナード」として実現したいと思っています。

横浜市立大学　国際総合科学部　
(左) 西口 理央さん、(中央) 中村 賢司さん、(右) 松木 萌さん

にしぐち なかむら けんじ もえまつぎり　お活性化に向け、まずは一般のお客様に市場を知っ
てもらいたいと思っていますが、学生さんの感性
やWeb等の知識が助けになっています。特にミニ
コミ紙は学生さんらしい、温かみのあるデザイン
がよいですね。

横浜南部市場共栄会
（中央）鈴木　隆さん

すずき たかし

大学や金沢区と
一緒に空き家への
新しい取組が実現
でき、今後も様々な
形で一緒に連携
していきたいと
考えています。

シェアハウス オープン当日の様子

現在整備が進行中のにぎわいエリア イメージ図

朝夷奈切通
（平成29年12月16日

「みちあるき」プロジェクトの様子）

学学学と
留学生が日本の文化に触れ、
地域と触れ合うきっかけが
できればいいですね。

地域力推進担当
石原職員
いしはら

住まいに関するセミナーを開催します。
詳細は8ページへ

※ミニコミ紙は横浜南部市場 食品関連卸売センター休憩所にて配架しています。

自然あふれ、近隣の方にも愛されるこの道を、
多くの方に歴史を感じながら歩いてもらえれば
と思います。

横横横浜南部

平成31年の「一般
客に開かれた賑わい
施設」としての開業
を見据え、活性化に
取り組みたいと
思います。

間環境学部

「おいしいよ！」って
勧めてくれた食材が
本当においしい！
「本当の口コミ」が
市場にはあると
思います。

あ さ い な きりどおし

しの

5

★市役所職員を装った「保険料の払い戻しがあります」の電話が来たら要注意！
★電話でお金の話が出たら詐欺と疑いまず相談を！ 相談は金沢警察署　　７８２-０１１０へ

区内で
振り込め詐欺
増加中！！

金沢区のいま 区の人口
（前年同月比 817人減）

世帯数

200,033人

87,632世帯
2018年
1月1日現在

2月の土曜開庁日　10日・24日　9時～12時
戸籍課、保険年金課、こども家庭支援課で一部業務を行っています。

【金沢区役所】〒236-0021  金沢区泥亀2-9-1　　788-7878（代表）　― 番号のお掛け間違いにご注意ください ―
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森 裕子 部長
もり　ゆうこ

年６回の大会開催、月１回の練習会、
区対抗戦の準備や出場等を行って
います。小学生
から高齢の方
まで楽しめる場
所作りを目指し
ています。

バドミントン

伊東 博美 部長
いとう　ひろみ

８月・10月に大会
開催のほか、合同稽
古・講習会（毎月第
３日曜日・瀬ケ崎小
にて）を実施してい
ます。区内剣友会５
か所で見学もでき
ます。

剣　道
毎年６月頃に三ツ沢陸上競技場で競
技大会を開催しています。小学５・６
年生から一般の種目です。是非ご参
加ください。

陸上競技

ダブルスでメンズ・レディース・ミッ
クス・シニアメンズ大会を開催して
います。皆様の
お声をお聞き
し、楽しい大会
にしていきたい
と思います。

テニス

山本 正之 部長
やまもと  まさゆき

金沢区体育協会で活動中の専門部を金沢区体育協会で活動中の専門部を
紹介します！紹介します！

金沢区体育協会で活動中の専門部を
紹介します！

大村 勉 部長
おおむら つとむ

軟式大会を開催しています。野球を愛
する選手・審判員募集中！今年は「高松
宮賜杯」の市大会で
金沢区代表チーム
「KUROSPO」が優
勝し県大会出場し
ています。

野　球

高橋 正 部長
たかはし　ただし

９チームが在籍し、市や県大会で優
勝など成績を残しています。体験、入
部いつでも歓迎
です。金沢区少年
野球連盟ホーム
ページもご覧くだ
さい。

少年野球

島谷 晴久 部長
しまたに  はるひさ

身障者とのふれあい大会を含め
年間5回の大会と各区対抗大会
にも選手を派遣、
ハンデ制で誰で
も楽しめる生涯ス
ポーツを目指して
います。

ボウリング

岡田 武 部長
おかだ　たけし

区内小学生少年少女が参加する
サッカークラブチームで構成してい
ます。是非、親
子でサッカーを
楽しみましょう！

少年サッカー

水島 達男 部長
みずしま　たつお

金沢区体育協会
事務局
高見 勝貞 事務局長
たかみ かつさだ

金沢区体育協会
事務局
藤井 節子さん
ふじい せつこ

春と秋、シングル（男子上・中級・初
心者）ダブルス（女子A・B
・混合・シニア）の区民
大会を行っています。
是非ご参加ください！

卓　球

椎名 京子 部長
しいな　きょうこ

小学校区、クラブ単位でチームを作
り活動しており、どなたでも大歓迎。
年6回の大会と
合同練習会で、
楽しさとふれあ
いを満喫しませ
んか。

バレーボール

目黒 清 部長
めぐろ　きよし

ゴルフをミニ化したスポーツです。
程よい運動でシニアの健康維持に
は最適！
老若男女が
楽しめます。

ターゲットバード
ゴルフ

大辻 明 部長
おおつじ あきら

ダンスは生涯スポーツに最適です。
小学生から80才以上の方まで春と
秋の大会に参
加いただいて
います。今年か
らダンス講習会
も開催します。

ダンススポーツ

山﨑 健志 部長
やまざき　たけし

市や県の各種大会に参加していま
す。子どもたちのスポーツ愛好の
精神により、将
来地域の担い手
となれるよう
ご支援お願いし
ます。

中学校体育連盟

長

学

島谷 晴久 部長
しまたに  はるひさ

中学

ミニバスケットは小学生が対象で７・
８・12・３月に大会を、バスケット
ボールは高校
生以上が対象
で６月と３月に
大会を開催し
ています。

バスケットボール
ミニバスケットボール

庄司 義明 部長
しょうじ　よしあき

山下 逸重 部長
やました　いつしげ

春と秋に一般男女・壮年・マスター
ズ・少年の部など８種目の大会で練
習の成果を競っ
ています。
チーム・審判に
興味のある方
大募集中！！

ソフトボール

年齢問わず、屋外で健康づくり・
仲間づくりができます。作戦を駆使
して脳の活性化も！
新人教室に是非
お越しください。

ゲートボール

小笠原 洋子 部長
おがさわら　ようこ

各専門部が行う大会などの参加募集は毎月の広報よこはま金沢区版でもお知らせしています。
各部への問合せは金沢区体育協会事務局（　 　  782-9234  平日10時～12時）へ・

　横浜市内では今後、2019年にラグビーワールドカップ2019TMが、2020年には東京2020
オリンピック・パラリンピックが開催され、ますますスポーツの熱が高まろうとしています。
　今回は、金沢区内のスポーツ技術の向上と区民の皆さん主役のスポーツ振興を目指して活動
する金沢区体育協会の活動を紹介します！

　横浜市内では今後、2019年にラグビーワールドカップ2019TMが、2020年には東京2020
オリンピック・パラリンピックが開催され、ますますスポーツの熱が高まろうとしています。

スポーツで金沢区をスポーツで金沢区を
　　　熱く・元気に！　　　熱く・元気に！
スポーツで金沢区を
　　　熱く・元気に！

●　　　　　　　　2018（平成30）年 2 月号　／　金沢区版6



長浜公園・金沢スポーツセンター

区制70周年記念プレ事業

　この特集に関する問合せ　区民活動支援担当（６階６０１）　　　788-7805　　　788-1937

多目的
運動広場

野球場

草地広場

遊具広場

金沢スポーツセンター
中央広場

テニス
コート

至京急富岡駅

至並木中央駅

金沢区体育協会スポーツフェスティバル金沢区体育協会スポーツフェスティバル金沢区体育協会スポーツフェスティバル

⑥小学生サッカー体験 13時～14時30分

3月24日（土）10時～14時30分（受付は14時まで）日時

会場

⑧バドミントン体験

　 小学生／30人先着
　 ラケットの持ち方から
ゲームまで、オリンピアンか
ら直接指導を受けることが
できます！

　 幼児～小学校低学年
　 区内サッカースクール講師によるボールの蹴り方などの指導、ゲーム

④ラグビー体験 
　 関東学院大学ラグビー部によるラグビー体験

10時～14時30分

⑤ターゲットバードゴルフ体験 
　10時～12時
　ショットの打ち方、かご入れ体験

⑩ゲートボール体験
 
　10時～12時
　 打ち方の体験、簡単な
ルール解説

②親子・大人テニス体験
　午前の部：10時～11時30分／午後の部：12時30
分～14時
　A.親子でテニスを楽しもう！
　　小学生及び保護者／午前・午後 各20組先着
　B.初心者向けテニス教室
　　中学生以上／午前・午後 各18組先着
※AB共にラケット貸出あり（子供用大人用各先着順）

⑪車いすバスケットボール体験
13時15分～14時45分
小学５・６年生／40人先着
ドリブル・パス・シュートの練習や、ゲームなど

　「ラグビーワールドカップ2019TM」が
横浜でも開催されます！
　金沢区でも大会を盛り上げましょう！

要チェ
ック！！

要チェ
ック！！

参加費
無料！

と記載のあるものは事前に申込みが必要です。それ以外は当日直接会場へお越しください。

●　 の記載のないものはどなたでも参加できます。団体での申込みもお待ちしています。　　
●当日は、動きやすい服装でお越しください。
●屋内の種目⑦、⑧、⑨、⑪の種目を体験する人は、室内履きを持参してください。

２月１３日（火）１０時から先着順
下記申込先へ　・　・　にて（FAXの場合、申込種目・参加者の氏名（ふりがな）・電話番号を記入）
金沢区体育協会事務局（長浜１０６－８ 金沢スポーツセンター内） 　・　 ７８２－９２３４
（受付時間　平日１０時～１２時）

【申込受付】
【申込方法】
【申込・問合せ先】

申 込 ・ 参 加 方 法

　「東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク」では、サッカーと野球・ソフトボールが横
浜で開催されます。
　金沢区体育協会スポーツフェスティバル
でも、オリンピック・パラリンピック種目が体
験できます！当日は大会応援ブースもあり
ます。金沢区でも大会を盛り上げましょう！

◆雨天時、屋外の種目は室内で実施または中止となる場合があります。
  開催可否：金沢区体育協会ホームページでお知らせ、または電話（ 　782-9234）でお問い合わせください。
　（当日8時30分～9時まで受付）

当日、スタンプラリー実施！③・④の種目+１種目以上を体験された方には景品を差し上げます！

事前申込

主催：金沢区体育協会、公益財団法人 横浜市緑の協会　　共催：金沢区役所

11時～12時30分

事前申込

事前申込

事前申込

①野球体験
　小学生／50人先着
　元DeNAベイスターズ
竹下浩二選手、土居龍太
郎選手によるボールの
投げ方、バッティング指
導など

10時～11時30分

③さわやかスポーツ体験
　10時～14時30分
　 輪投げ、ラダーゲッター、スカットボール、ターゲット
ゲーム、チュックボールなど

（京浜急行「京急富岡」駅下車徒歩17分、金沢シーサイドライン「並木中央」駅下車徒歩7分）

1992年バルセロナ
オリンピック
バドミントン

ダブルス ベスト16
森 久子さんが指導！

管理センター

パラリンピック
種目を

体験しよう！

⑦剣道体験

　 胴着の着用、素振り・打ち
込み体験、技法の披露など

13時～14時30分

事前申込

⑨卓球体験  
11時15分～12時45分
ラケットの持ち方、
簡単なルール解説

金沢区幸せ届け大使 ぼたんちゃん TM©RWCL2015

事前申込

　私たちは、区民の皆さんがスポーツに親しみ、スポーツを通じた健康づくりや親睦交流を深めることを目的に活動
しています。加盟している17種目の専門部が、区民大会などを行っていますので、是非ご参加ください。
　また、毎年、区民の皆さんに気軽にスポーツに触れていただく機会として「金沢区体育協会スポーツフェスティバル」
を開催しています。今年は３月24日（土）、どなたでも楽しめる内容をご用意してお待ちしています。

スポーツを体験し、
スポーツを体験し、好きになろう！
好きになろう！

スポーツを体験し、好きになろう！

よしがき さだかず

金沢区体育協会　芳垣 定一副会長（会長代理・陸上競技部部長）
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　３月３日（土）１０時～１２時
　横浜市立大学金沢八景キャンパス内 ピオニーホール（瀬戸２２－２）
　１００人先着　　齊藤広子氏（横浜市立大学教授）
　　 、はがきまたは　に①氏名 ②連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
③相談の概要（第２部参加者のみ）を記入して、２月１１（祝・日）～２８日（水）（必
着）に下記へ

戸籍担当（２階２０５）　　７８８-７７３１　　７０１-５２３４

▼金沢区読書活動推進講演会
　京急電鉄 駅の物語～金沢区とともに～
金沢区を走る京急の駅の歴史や変遷など、
地域に関する興味深いお話をお届けします。
　３月４日（日）１３時３０分～１５時（開
場１３時１０分）
　金沢地区センター２階大会議室（泥亀
２－１４－５、金沢図書館併設）
　６０人先着　　飯島 学氏（京浜急行電
鉄（株） 総務部総務課）
　２月１６日（金）９時３０分から　また
は　へ、または氏名、電話番号を　に記
入して下記のいずれかへ
　金沢図書館　
　７８４－５８６１　　７８１－２５２１
区役所読書活動推進担当（６階６０１）
　７８８－７８０４　　７８８－１９３７
　kz-dokusyo@city.yokohama.jp

▼金沢区庁舎展示スペース　出展者募集
４月２日（月）～９月２８日（金）に区庁舎１
階エレベーターホール前の展示スペースで
展示を行う出展者を募集します。（全11期）
　区内在住、在勤、在学の個人、区内を中
心に活動する団体／応募多数の場合抽選
　２月２８日(水)（必着）までに、申込書
(区役所、各地区センター、各コミュニティ
ハウスで配布または下記　からダウンロ
ード)を下記へ郵送、または　へ　※展示
品は来庁者へのおもてなし、または区の
魅力発信を目的としたものに限ります。
　区民活動支援担当(６階６０１)
（〒２３６－００２１ 泥亀２－９－１　区
民活動支援担当「展示スペース」担当）　
　７８８―７８０６　　７８８―１９３７

▼旧川合玉堂別邸 開園日イベント
　「庭園吟詠」
自然豊かな別荘跡で、吟詠を楽しみませ
んか。あわせて表門・園庭の見学もできま
す。希望者は園内をガイドが案内します。
　３月３日（土）１０時～１５時（入園は１
４時３０分まで）
※雨天時はイベントを、荒天時は開園を中止する
可能性があります。　※駐車場はありません。
　富岡東5-19-22（「京急富岡」駅東口徒歩２分）
　企画調整係（６階602）
　７８８－７７２６　　７８６－４８８７
※当日連絡先：旧川合玉堂別邸
　０８０－１２４１－０９１０

▼金沢区認知症講演会
　～若い世代が介護を担う～
現役世代が認知症患者の介護を通じて
得た経験や想いなど、日常生活の中で介
護者として担う役割や、現役世代の介護
者の支援に関する研究を講演します。

　３月９日（金）１３時３０分～１５時４５分
　金沢地区センター２階大会議室（泥亀
２－１４－５）
　区内在住、在勤の人／６０人先着
　２月１３日（火）から　、または　　　を
記入して　で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７７７　　７８６－８８７２

▼NPO法人横濱金澤シティガイド協会
　平成30年度ボランティアガイド養成
　講座受講生募集
　４月１５日（日）～平成３１年３月１７
日（日）の期間内で全１６回
　健康・健脚でガイド活動に興味のある
人／３０人抽選
　８，０００円（資料代、保険料など／１６回分）
　３月２日（金）までに下記　入力フォー
ムへ、またははがき・　に　　　、年齢、性
別を記入して下記へ ※抽選結果は3月１５
日（木）までにはがきでご連絡します。
　NPO法人横濱金澤シティガイド協会
（〒236-0027 瀬戸19-31-205）
　　 ７８７－０４６９

後援：金沢区役所

▼障害普及啓発講演会「思春期の精神疾
　患・障害をうけとめる」
　～ひきこもりでこじれないために～
　３月２日（金）１４時～１６時
　区役所３階１号会議室
　区内在住の当事者の子の家族、区内で
活動・区内在勤の支援者／８０人先着
　大森 武氏（湘南病院精神科医師）
※手話通訳を希望する人は２月１５日（木）
までに下記へ
　障害者支援担当（４階４０１）
　７８８－７８４８　　７８６－８８７２

▼金沢区ことぶき大学
　３月１０日（土）１３時３０分～１５時３
０分（開場１３時）
　金沢公会堂多目的ホール（区役所２階）
　区内在住の人／１００人先着
　真鍋 純哉氏（青山学院大学講師）
　戦国時代の金沢
　 もしくは、　　　を記入して　で下
記へ
　金沢区シニアクラブ連合会事務局
　　 ７８４－５１２１
後援：金沢区役所

▼金沢区民軟式野球大会
　３月１８日（日）～１２月下旬の日曜日・祝日
　野島公園野球場ほか
　一部：選抜８チームによる年間リーグ戦
二部：一般チームによる春季トーナメント戦

三部：40歳以上で構成するチームの年間
リーグ戦
　区内在住、在勤、在学者で構成するチ
ーム（女性参加可）
　一部：45,000円/年間、二部：20,000
円/春季大会、三部：30,000円/年間（全
て１チーム当たり）
　２月１７日（土）～３月４日（日）11時～
21時に、申込書（下記　からダウンロード
もしくは申込先で配布）および参加料を、
クロスポベースボールショップ（谷津町
365  　780-5589）へ
　金沢区体育協会 野球部 武石（たけいし）
　090-4923-2122
　
※３月７日（水）19時開催の主将会議（金
沢産業振興センター（福浦1-5-2）で実施）
に必ず出席してください。
後援：金沢区役所

▼金沢区制７０周年記念第21回「称名寺
　薪能」関連企画 子ども連吟参加者募集
金沢区のご当地
能「放下僧（ほう
かそう）の謡（うた
い）を習い、５月３
日（祝・木）開催予
定の第21回称名
寺薪能の当日に発表します。（金沢区制70
周年記念 第21回「称名寺薪能」の詳細は
広報よこはま３月号でお知らせします）
【稽古予定日】２月２０日、３月６日・２０日、４
月３日・１７日の火曜日各17時３０分～１８時
　瀬戸町内会館（瀬戸４－２６）
　区内在住、在学の小学生／20人抽選 
※お稽古に参加できる人
　はがきまたは　に、　　　、学年、保護
者氏名を記入して、2月１６日（金）（必着）ま
でに区役所地域振興課「薪能子ども連吟」
担当（〒236-0021 泥亀２－９－１）へ
　kz-bunka@city.yokohama.jp

　ふみくらの仲間たち「称名寺薪能」実行
委員会　　090－3809－2753

▼金沢区人権講演会
　「東京2020パラリンピックを契機に
　した共生社会の実現」
　３月１９日（月）１５時３０分～１７時
（開場１５時）
　横浜市立大学金沢八景キャンパス内 
シーガルホール（瀬戸２２－２）
　４００人抽選
　田口 亜希氏（（公財）東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会アス
リート委員、平成24年度金沢区民栄誉賞
受賞者）
　はがき・　・　に、代表者の　　　、参
加人数を記入して、３月２日（金）（必着）まで
に下記へ、または区役所　 入力フォームへ
※抽選にもれた人にのみ、３月９日（金）ま
でに連絡します。
※託児（２歳以上の未就学児、１０人先
着）、手話通訳希望者は申込時にお伝え
ください
　庶務係（６階６０３）
　７８８－７７０５　　７８６－０９３４
　kz-somukouen@city.yokohama.jp

▼講演会「多様性を認め、自分らしく生き
　られる社会づくり～２０人に１人はいる
　かもしれない性的マイノリティ～」
　２月２７日（火）１３時３０分～１６時
（開場１３時）　
　横浜市立大学金沢八景キャンパス内 
カメリアホール（瀬戸２２－２）
　８０人先着
　星野 慎二氏（ＮＰＯ法人 ＳＨＩＰ）ほか
※手話通訳を希望する人は２月２２日（木）
までに下記へ
　運営企画係（４階４１０）
　７８８－７８２０　　７８４－４６００
主催：金沢区民生委員児童委員協議会

金沢文庫駅東口行政サービスコーナーは 3月31日（土）に閉所します

検索横浜市 コンビニ交付

検索金沢区庁舎展示スペース

検索横濱金澤シティガイド協会

検索金沢区役所 人権講演会

Kanazawa

金沢消防署 予防課　　・　781-0119

消火器のき・ほ・ん

住まいの有効活用セミナー・相談会

全国春の火災予防運動 ３月１日～３月７日

寒い日が続いて、空気が乾燥し、火災が起こりやすい時期です。
さて、みなさんの身近にある便利な初期消火器具といえば？

使い方をおさらいしましょう！

きいろのピンを
抜き ほースを火元に

向け ん～！と、力強く
レバーをにぎる

消火器取扱のポイント！
●放射距離は、３ｍ～５ｍ　●放射時間は、10秒～15秒
●消火器の薬剤が届く距離まで、運んでから操作しましょう。

火災を発見したら、大きな声で周りに知らせましょう！

　使っていない家屋や庭の有効活用に関する最近の事例紹介（第１部）と具
体的物件を対象にした相談会（第２部）を開催します。

　　  横浜市立大学地域貢献担当（〒236-0027 瀬戸２２－２）
　　  787-2205　　chiiki@yokohama-cu.ac.jp
主催：横浜市立大学　共催：京浜急行電鉄（株）、京急不動産（株）
後援：金沢区役所、横浜市建築局

・
・

・

・

　３月３日（土）１３時３０分～１６時（開場１３時）
　横浜市立大学金沢八景キャンパス内 シーガルホール（瀬戸２２－２） ※駐車場はありません
　４００人先着

第43回金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
【基調講演】
「多世代が交わるとき、何かが生まれる～世代間交流は地域が元気にな
る魔法のクスリ～」　　藤原 佳典氏（東京都健康長寿医療センター研究所）
【地域活動の取組事例発表】
富岡小学校花だん応援隊、 利谷地区 小泉町内会

平成29年度 金沢区福祉保健のつどい

　　  　事業企画担当（４階４０９）　　７８８－７８１３　　７８４－４６００

第1部

第2部

　３月３１日は通常どおり、１７時まで業務を行います。
　４月1日以降、住民票の写しなど各種証明書の取得については、区役所や近隣の行
政サービスコーナーをご利用ください。
　また、横浜市に住民登録されており、マイナンバーカードをお持ちの人は、マル
チコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストアでも、証明書の取得が
できます。※ 手続きの詳細は市ホームページや市コールセンター（　664-2525
　664-2828）等でご確認ください。 ※戸籍附票と戸籍証明書は市内本籍分のみ

そう、消火器ですね！

齊藤  広子 氏

炎が天井に届く炎が天井に届く
ような場合は、ような場合は、
初期消火を初期消火を
あきらめて、あきらめて、
避難しましょう！

炎が天井に届く
ような場合は、
初期消火を
あきらめて、
避難しましょう！ょうょょううょょょょょううしょしょししょしょしまままししままましししししししししししししょょょょまままましょしょしょしし

検索金沢区体育協会

今月11日以降の記事を掲載　※料金表示のない催しは無料

区役所への郵便物は
〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1　金沢区役所○○係
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催しの申込などにより収集した個人情報は、目的以外に使用、第三者に提供することはありません。

 両親教室（全3回コース） 
　３月２日（金）・９日（金）・１６日（金）
9時30分～11時30分（受付9時～）　　区役所5階
　プレママ・パパ同士の交流と産前産後のイメージづ
くり　　妊娠5か月以上の人とパートナー
　　  または　、　で　　　、予定日を下記へ
　こども家庭支援担当（4階404）　　788-7787　
　788-7794　　kz-kodomo@city.yokohama.jp

 乳幼児健診
①4か月児　　２月１３日（火）・２７日（火）
②1歳6か月児　　２月２０日（火）、３月６日（火）
③3歳児　　　２月１４日（水）・２８日（水）
　区役所5階（受付13時～13時50分）
※対象者には事前に通知します。各対象年（月）齢の1
週間前になっても届かない場合は下記へ
　こども家庭係（4階404）
　788-7785　　788-7794

 子どもの歯と食の相談・教室（予約制）
①乳幼児・妊産婦歯科相談
　２月２３日（金）13時30分～14時45分
　区役所5階 歯科相談室（505）
　歯科健診（未就学児のみ）、歯科相談など
　0歳児～未就学児と保護者、妊娠中または産後1年未満
の人/25人先着　　普段使っている歯ブラシ、母子手帳
　　または　で　　　、子の名前・生年月日を下記へ
　こども家庭支援課（4階404）
　788-7785～7　　788-7794
②はじめての歯ぴか教室
　２月２８日（水）10時～11時30分（受付9時30分～）
　区役所５階 健診室（507）
　６～１０か月頃の子と保護者／２０組先着
　普段使っている子どもの歯ブラシ、母子手帳　
③１歳児歯ぴか教室
　３月６日（火）10時～11時30分（受付9時30分～）
　区役所５階 健診室（507）
　１歳～１歳４か月頃の子と保護者／２０組先着

　　　多胎ママ交流会
　　❷２月16日(金)14時～15時
　　　はじめてのとことこ
　　❸２月23日(金)、３月９日（金）10時～11時
　　　多文化ママ交流会
　　❹２月26日(月)10時～12時
　　　発達に不安のあるママ同士で話しましょう
　　　※12時～13時 食事スペースあり
④助産師相談
　３月１日（木）10時～12時
　妊産婦・赤ちゃんの健康・ミルクや卒乳に関する相
談など
⑤エコチル調査の啓発を含めた小児科の先生の
　健康相談
　３月10日（土）10時～11時30分
　横浜市立大小児科の先生による個別相談
⑥保育・教育コンシェルジュの出張相談
　２月15日（木）10時～11時30分
　子どもを預けることにかかわる相談
⑦保育士相談
　2月20日（火）10時～11時30分
　3月7日（水）14時～15時30分
　子ども同士のかかわりなど
⑧歌ってあそぼう！
　２月15日（木）13時～13時25分
　歌ってあそぶ楽しい会
⑨金管三重奏ミニコンサート
　２月24日（土）13時30分～14時
⑩ママのストレッチ
　２月２７日（火）１０時～１１時
　大人のためのストレッチ。金沢スポーツセンターの
職員に教わります。
　金沢区地域子育て支援拠点 とことこ（能見台東
5-6 2階）利用時間：9時30分～15時30分
　月・日曜日、祝日
　780-3205　　780-3206
　tokotoko@yokohamaymca.org

　普段使っている子どもの歯ブラシ、母子手帳
④ごっくん離乳食教室（はじめる頃）
　２月２３日（金）10時～11時30分（受付9時30分～）
　区役所5階 栄養相談室（502）
　お話、試食（保護者のみ）など
　4～5か月頃の子と保護者/20組先着
⑤もぐもぐ離乳食教室（2回食頃）
　２月２２日（木）13時30分～15時（受付13時～）
　区役所5階 栄養相談室（502）
　お話と試食など　　7～8か月頃の子と保護者/20
組先着　　スプーン（保護者・子）、エプロン（子）など
⑥子どもの食生活相談
　２月２２日（木）9時～12時
　区役所5階 栄養相談室（502）
　子どもの食事についての個別相談
　乳幼児期から高校生までの保護者
　②～⑥　または　で　　　、子の名前・生年月日
を下記へ
　健康づくり係（4階408）
　788-7842　　784-4600

 金沢区地域子育て支援拠点　とことこ
※　の表示がない催しは、とことこひろばで開催
※とことこ研修室の住所は、能見台通8-22ブルーグレイス能見台102
①出前ひろば（お外で遊ぼう！）　
　　❶２月１５日（木）富岡西公園
　　❷２月２８日（水）六浦あさがお公園
　　❸３月８日（木）カメギ根公園
　　❹３月９日(金) 沢木谷公園
各10時～11時30分　　とことこが近くの公園へ出
張します。　※朝９時の時点で雨の場合は中止
②子育てサポートシステム入会説明会　
　　❶２月１３日（火）13時30分～14時30分
　　　とことこ研修室
　　❷２月２２日（木）10時30分～11時30分　　
　　　とことこ研修室
③おしゃべり会と交流会
　　❶２月13日(火)10時30分～11時30分

金沢区子育てひろば
常設園だより

＜あおぞら谷津保育園＞「旬の食べものの話（春）と給食試食会」（　 育児講座）
　3月1日（木）11時～12時　　同園地域子育て支援室（谷津町２３１－５）　　地域の未就
園児とその保護者／30組先着　　500円　　2月13日（火）から　であおぞら谷津保育園へ
　784-0542
＜きらら保育園＞「きらら・おとの☆ゆうえんち」（　リトミック）　　2月27日（火）10時～10
時45分　　　同園ホール（能見台東2-3）　　地域の未就園児とその保護者　　790-3440

金沢区  とことこ 検索

今回のイチ押しイベント

　健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

■HIV（エイズ）検査・梅毒検査
　毎週火曜日10時～11時
　区役所5階 検査室（506）
匿名・無料で受けられます。
※相談のみは随時実施しています。
■健康相談
　２月１６日（金）9時～12時
　区役所5階 健康相談室（503）
■食事相談
　３月２日（金）9時～12時
　区役所５階 栄養相談室（502）

■禁煙相談
　３月２日（金）9時～12時
　喫煙者、年齢制限なし、3人先着
　区役所５階 健康相談室（503）
■肺がん検診
　３月１４日（水）
予約開始日：２月１４日（水）～
　区役所５階 健康相談室（503）
　40歳以上　　680円

明るい選挙クイズに挑戦！
　正解者の中から抽選で10人にクオカード（500円分）を進呈します。

（賞品の発送をもって当選者の発表にかえさせていただきます。）
金沢区の期日前投票所は今まで２か所でしたが、平成29年の市長選、
衆院選では３か所目を開設しました。それは次のうちどれでしょう？

①金沢区役所
②横浜市立大学金沢八景キャンパス
③金沢スポーツセンター

統計選挙係「選挙クイズ」担当（６階６０５）（〒236-0021 泥亀２－９－１）
788-7712　　786-0934

れでしょう？問題

　区内在住、在勤、在学の人
　はがきに〒住所、氏名、年齢、クイズの答えを記入して、２月２８日（水）
（必着）までに下記へ。区役所　からも応募できます。

検索金沢区 明るい選挙クイズ

ご応募お待ちして
います！

金沢区選挙マスコット　いこあら
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①利用団体による作品展示会
　２月１１日（祝・日）・１２日（振休・月）９
時～１７時（１２日は１６時まで）　　
②いきいき健康体操
　２月１７日、３月３日の土曜日９時３０
分～１０時３０分　　　１回３００円
協力：金沢スポーツクラブ

③室内で楽しむさわやかスポーツ
　２月２４日（土）１０時～１２時　　
　シャフルボード、ドッヂビーなど
　小学生以上
協力：金沢区さわやかスポーツ普及委員会
④私の骨盤調整
　３月１０日・１７日・３１日の土曜日（全
３回）１３時３０分～１４時３０分
　１０人先着　　１，２００円（３回分）
⑤パソコン何でも相談
　３月１１日、１８日の日曜日９時３０分
～１５時３０分
　各日５人先着 
　１回５００円　　ノートパソコン
　④⑤２月１１日(祝・日)９時から　また
は　へ

 
①おもちゃ病院
　２月１２日(振休・月)９時３０分～１２
時３０分　　　修理無料、部品実費
②おはなし会
　２月２０日(火)１０時３０分～１１時　
　乳幼児と保護者
③ミシンの相談会
　３月７日（水）１３時３０分～１５時３０
分　 
④パソコンなんでも相談（追加募集）
　２月１６日（金）９時３０分～１２時３０分
　若干名先着
　１回６００円
⑤AED体験会（追加募集）
　２月１９日（月）１０時～１１時　
　若干名先着 
　④参加費を添えて　へ、⑤　または
　へ

①平成３０年度 いきいき金沢助成金
　説明会
　第１回 ２月１４日(水)１８時～、
第２回 ２月１５日（木）１０時～、
第３回 ２月１６日（金）１３時３０分～
（各回同内容）　　
　いきいきセンター金沢2階
　金沢区に活動拠点を置き、地域福祉推
進のために事業を行う福祉活動団体等
または地域の障害福祉促進のために事
業を行う障害当事者団体等
※会場の都合上、１団体につき２人まで
申請：２月１９日（月）～３月２日（金）
※助成を希望される団体は、説明会の参
加が必須です。
②障害者ガイドボランティア研修
　３月６日（火）１３時３０分～１６時３０分
　いきいきセンター金沢２階
　障害者の外出支援に関心のある１８歳以
上の人／２０人（申込多数の場合は抽選）
　②３月２日（金）までに　または　へ、も
しくは　　　を記入して　で上記へ

①税務署での申告書の作成について　
申告書作成会場の開設期間：
　２月１３日(火)～３月１５日(木) (土・日
は除く。２／１８・２５は開場)
申告書作成会場は混雑しますので、長時
間お待ちいただくこととなります。あらか
じめご了承ください。また、混雑状況によ
り、受付を早めに締め切りますので、午後
４時までにお越しください。
※確定申告書などの提出の際には、マイ
ナンバーの記載と本人確認書類の提示
または写しの添付が必要となりますの
で、ご持参ください。
②給与所得者の医療費控除申告書
　受付　
医療費控除を受ける給与所得者の方は、区
役所でも申告書の作成・提出ができます。　
　２月１６日(金)～３月１５日（木）
 (土・日は除く)９時～１１時３０分、１３
時～１６時３０分　

　区役所３階３号会議室
　（１）平成２９年分の給与所得の源泉徴
収票（原本）（２）医療費の明細書（平成２
９年分の確定申告から、領収書の提出の代
わりに「医療費控除の明細書」の添付が必
要となりました。領収書の提出は不要とな
りますが、医療費の領収書は自宅で５年間
保存する必要があります。詳しくは国税庁
のホームページをご覧ください）（３）健康
保険や生命保険等で医療費が補てんされ
た場合は、その金額がわかるもの（４）印
鑑・納税者本人の受取口座の金融機関
名・支店名等および口座番号がわかるも
の（５）マイナンバーに係る本人確認書類
の写し等をご持参ください。
《本人確認書類の例》
○マイナンバーカード（個人番号カード）
○通知カード＋運転免許証など（番号確
認書類と身元確認書類）

リユース家具市民提供（第８回）
　市内在住・在勤・在学の人
　２月２６日（月）～３月１０日（土）（日曜日
は除く） ※申込みは１人１点、１世帯３点まで
【抽選】 ３月１２日（月）１０時
※結果は抽選後一週間以内に　に掲載。
申込みがなかった品物は１点に限り、先着
引取り可。
【引渡し】 抽選後～３月２４日（土）（日曜
日は除く）※期間中引取りがない場合は取
消になります。
【申込み・引渡し時間】１０時～１２時、
１３時～１６時
詳細は

金沢自然公園の梅が見頃を迎えます
　２月上旬～下旬

おひな様飾り
　２月３日(土）～３月４日（日）９時３０分～１
６時３０分
　明治後期から大正時代に作られたおひ
な様を展示します。

青空太極拳講座
　２月１７日（土）１０時～１１時
　自由広場（雨天の場合はグリーンハウス）
　飲物、動きやすい服装
　　 または　へ

①フォーラム南太田マルシェ
　３月１６日（金）１１時～１４時 
　地モノ野菜市と手づくり市、古布回収
②女性のがん手術後のリハビリ体操
　３月１３日（火）１０時１５分～１１時４５分
　がん手術後おおむね８週間以上の女性
／２０人先着
③女性のためのパソコン講座
　　 （１）再就職・転職のためのパソコン
講座：３月２２日（木）・２３日（金）・２６日
（月）・２７日（火）・２８日（水）（全５回）
（２）ファイル整理＆OneDrive入門：３月
２１日（祝・水）各１０時～１５時３０分

愛＆あい祭り
　３月３日（土）１１時～１５時　　
　地域の作業所などと協力し、作品展示
の他、喫茶、自主製品の販売をします。

①子育てサロンなみき
　２月２０日(火)１０時３０分～１２時　
　６歳までの乳幼児と保護者
②なごみサロンなみき
　２月２０日（火）１２時～１４時３０分　

①【医療講座】未病とサルコペニア
　（筋肉減少症）
　３月９日（金）１０時～１１時３０分
　３０人先着
　日本糖尿病療養指導士による講座
②ロコモ予防体操
　２月２１日（水）１４時～１５時３０分
　３０人先着
　①②　または　へ

①紙しばいの会
　２月２２日（木）１１時～１１時３０分　
　未就学児と保護者／１０組先着
②おはなしころりん村
　３月１日（木）１１時～１１時３０分　　
　未就学児と保護者／１０組先着
　絵本の読み聞かせや手遊び　　
③ドレミファぽぽ
　２月１８日（日）１１時～１１時３０分　
　未就学児と保護者／１０組先着
　歌とお話の会
④横浜金沢おもちゃ病院
　２月２０日(火)９時３０分～１２時３０
分　　　修理無料、部品実費
⑤金曜夜のリフレッシュ・ヨガ（第５期追加募集）
　２月９日～３月３０日の金曜日（３／９
を除く）（全７回）１８時５０分～２０時１０
分　　若干名先着　
　2,8００円（７回分、初回全納）
⑥始めてみよう太極拳（第４期追加募集）
　２月１２日～３月２６日の月曜日（２／
１９、３／１９を除く）（全５回）１３時～１
４時４５分　　若干名先着
　２,０００円（５回分、初回全納）
　⑤⑥現在募集中（　へ）

①おはなしのへや
　２月１７日(土)１１時～１１時３０分　
　小さなお子さんと保護者（小学生も可）
②親睦卓球大会（チーム戦）
　３月２５日(日)９時３０分～１５時
　初心者・中級者/１００人先着　
　１人５００円
③初心者のための英会話（追加募集）
　３月２２日～４月１９日の木曜日（全５
回）（１）９時１０分～１０時２０分（２）１０
時３０分～１１時４０分　　若干名抽選
　４，８００円（５回分、教材費込）
　１/２５～の講座の継続講座。途中参加可能
　②２月１１日（祝・日）から申込用紙
（　にて配布）に記入のうえ、参加費を
添えて　へ、③往復はがきに　　　、希
望の部（１）または（２）を記入して、３月
８日（木）（必着）までに上記へ、または
　、返信用はがきを添えて　へ

①私の手作り♪シュークリーム
　３月６日・１３日の火曜日（全２回）１０
時～１２時３０分　　成人／１６人抽選
　３,５００円（２回分）
　エプロン、三角巾、食器用ふきん、持ち帰り用容器
②大人の折り紙～薔薇の花を折る～
　３月１３日（火）９時３０分～１１時３０分
　成人／２０人抽選　　４００円　
③ハワイアンキルトのキュートなミニバッグ
　２月２７日～３月２０日の火曜日（全４
回）９時３０分～１１時３０分 
　成人／１２人抽選　　５，０００円（４
回分）　　鉛筆、ハサミ、物差し、仕付け糸
　①～③往復はがきに　　　、年齢を記
入して、①２月２６日(月)②３月５日(月) 
③２月２０日(火) (全て必着)までに上記へ

①春の文化祭（ 利谷地区センターまつり）
　３月２日（金）～４日（日）９時３０分～１

７時（４日は１５時まで）
　利用団体による作品展示、演技発表会など
②みんなの健康体操
　２月２３日、３月９日の金曜日１０時～
１１時３０分　　　１回４００円
　体育館履き、タオル
③おもちゃ病院
　２月２２日(木)９時３０分～１２時３０
分　　　修理無料、部品実費
④おひざの上のおはなし会
　３月５日（月）１１時～１１時３０分　
　乳幼児と保護者

①六浦寄席
　２月２７日(火)１３時～１５時
　５０人先着　　３００円
　秋風亭借金氏
②初めてのスマホ講座
　３月８日（木）使い方編：１０時３０分～
１２時 アプリ編：１３時～１４時３０分
　各部１５人抽選　　各５００円　
③菜央先生の春の料理教室
　３月１５日（木）１０時～１３時
　１５人抽選　　２,０００円
④楽しいパソコン講座
　３月１日～２９日の木曜日（全５回）
９時３０分～１２時 　　９人抽選
　３,０００円（５回分）
　①２月１１日（祝・日）から　または　へ
②～④往復はがきに　　　を記入して②
２月２８日（水）③３月５日（月）④２月２１
日（水）（全て必着）までに上記へ

〒２３６-００51　富岡東４-１３-２
　７７５-３６９２　　７７５-３７９２

富岡並木地区センター

〒２３６-００４５　 利谷南１-２-１
　７８６-２１９３　　７８６-２１９４

利谷地区センター

〒２３６-００２１　泥亀２-１４-５
　７８４-５８６０　　７８９-３５９９

金沢地区センター

〒２３６-００３１　六浦５-２０-２
　７８８-４６４０　　７８８-４６４１

六浦地区センター

※休館日は各施設にお問い合わせください。

〒２３６-0003　幸浦２-７-１
　７８4-9711　　７８4-9714

資源循環局金沢工場

〒２３６-8550　並木3-2-9
　７８9-3731

横浜南税務署

〒２３２-０００６　南区南太田１-７-２０
　７１４-５９１１　　７１４-５９１２

フォーラム南太田

〒２３６-００５８　能見台東２-１
　７８７-００８０　　７８７-００９０

能見台地区センター

検索能見台地区センター ホーム

〒２３６-００58　能見台東２-１
　７８7-0991　　７８7-0993

能見台地域ケアプラザ

〒２３６-００21　泥亀2-1-7
鈴木ビル２階・４階　　  　701-4116

金沢区生活支援センター

・

〒２３６-００51　富岡東２-５-３１
　７７５-０７０７　　７７５-０８７７

並木地域ケアプラザ

並木コミュニティハウス
〒２３６-００05　並木２-８-１
　７８１-７１１０　　７８１-７１４０

〒２３６-0021  泥亀１-２１-５
（いきいきセンター金沢内）
　７８８-６０８０　　７８４-９０１１

金沢区社会福祉協議会

旧伊藤博文金沢別邸
〒２３６-００25　野島町24
　　  ７88-1919・

〒２３６-００52　富岡西６－３
　７７５-２７１４　　７７５-３０４４

富岡西公園

〒２３６-００26　柳町1-3
　７８5-2403　　７８5-2404
　https://officekanazawa.org/yanagi/

柳町コミュニティハウス

検索金沢工場 リユース家具

・

〒２３６-0042  利谷東５-１５-１
　７８3-9100　　７８2-9972
　毎週月曜日（2月12日は開園）、2月13日（火）

金沢動物園

（アイコン）の詳しい内容は、8ページ上部をご覧ください。（アイコン）の詳しい内容は、8ページ上部をご覧ください。
今月11日以降の記事を掲載　※料金表示のない催しは無料今月11日以降の記事を掲載　※料金表示のない催しは無料

必要事項（行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、往復はがきの場合は返信の宛名面）
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　応募者多数の場合は抽選／申込みは１人１講座（多重申込は無効）／再申込み可
（※ただし新規申込者が優先）
　往復はがきの往信の表面に宛先、裏面に　　　・年齢・生年月日・電話番号・ご希望
の教室名、また返信の表面に自宅の住所・氏名を記入して、２月１１日（祝・日）～２月２
６日(月)(必着)までに上記へ(※返信の裏面は無記入)、または　へ（１０時～１６時３
０分に６２円はがき1枚持参）
②健康相談　　２月１３日(火)・２７日（火）１３時～１４時３０分　
③いきいき健康チェック　　２月１９日(月)１１時３０分～１２時３０分　
④大広間健康生活座談会　　２月２６日(月)１３時～１４時　　「認知症と認知症予
防ゲーム」
⑤【春の晴嵐まつり】紅白演芸大会 参加出場者募集　
　３月２１日(祝・水)９時～１６時３０分
　⑴個人/歌カラオケ枠４０人（男性２０人・女性２０人）抽選　⑵個人/踊りその他枠
１６人（男女問わず）抽選　⑶団体枠４団体抽選　　⑤２月２４日（土）までに３階　
へ（本人・団体代表のみ可）　　①～⑤市内在住６０歳以上　　②③３階④⑤４階大
広間　　③④については区役所高齢・障害支援課　　７８８-７７７７　

または 　へ　
※②③ともに託児あり
詳細は　７１４－２６６５へ

　女性／各１２人先着
　（１）１９，５００円（５回分）（２）５，５００円
　２月１５日（木）から　８６２-４４９６

金沢スポーツセンター
〒236-0011　長浜106-8　　785-3000　　785-7000

　２月26日（月）金沢スポーツセンター 検索

①健康づくり教室（４月～７・８月）

シニアの皆様と一緒に働く、
利谷地域ケアプラザの所長にお話を伺いました。

　生きがい就労支援スポットを通じて、送迎ド
ライバーや清掃スタッフを採用している 利
谷地域ケアプラザの藤井所長にお話を伺いま
した。
　「最高齢は75歳の女性ですが、年齢を感じ
させない元気な方で、清掃スタッフとしていき
いきと働いています。利用者の方 と々年齢が近

いこともあって、ケアプラザ全体が和気あいあいと華やいだ雰囲気となり
ました。長年培ってきた経験を活かした活躍ぶりには、スタッフ一同本当
に大助かりです」
　生きがい就労支援スポットは、シニアの力を必要とする企業・施設とシニ
アの皆さんとの懸け橋として、これからも地域社会を応援してまいります。

〒２３６-００２１ 泥亀１-２１-５　いきいきセンター金沢1階
３７０ー８３５６　　３７０ー８３７９ カナいきネット 検索

カカ
ニアの

ナナナ いい
様と一
きき スス

に働く
タタイイ ルル第4回

＊「生きがい就労支援スポット」は、「就労」や「ボランティア活動」、「地域活動」を始
　めたい…そんなシニアを応援する相談窓口です。是非、一度ご利用ください。

〒236-0021　泥亀1-21-5　　782-2908　　782-2909
老人福祉センター 晴嵐かなざわ

①4～9月開催　「趣味の教室」受講生募集（初心者向け）（全１２回）
教室名 定員 曜日 時間

和みのヨーガ
金沢の歴史を辿る
気軽にボイトレ
はじめての絵手紙
大人のぬり絵
やさしいウクレレ
ゆったりストレッチ
リンパストレッチ
はじめての英会話
葛飾北斎富嶽三十六景と江戸文化
いきいきボールペン字

第１・３月曜
第２・４月曜
第１・３火曜
第２・４火曜
第２・４火曜
第２・４水曜
第１・３水曜
第２・４水曜
第１・３木曜
第２・４木曜
第１・３金曜

１３時３０分～１５時
１０時～１２時 ※月２回目は探索外歩き
１０時～１２時
１０時～１２時
１４時～１６時
１０時～１１時１５分
１０時３０分～１１時３０分
１３時～１４時３０分
１０時～１１時３０分
１０時３０分～１２時３０分
１４時３０分～１６時

２０
２０
２０
２０
２０
２０
２５
２０
２０
２０
１８

火曜13時のリハビリ体操（体力維持向上）
火曜14時のリハビリ体操（体力維持向上）
ピラティス
姿勢コンディショニング（仮名）
火曜１５時の肩腰膝改善
火曜１６時の肩腰膝改善
水曜９時のらくらく体力づくり
水曜１０時のらくらく体力づくり
しっかりした足腰づくり教室
女性健康体操教室
朝ヨガ(託児あり)
コースヨガ(託児あり)
はつらつ体操
生活習慣病予防
姿勢デザイン
元気になる！！歩き方教室

火

水

金

１３時～１３時５０分
１４時～１４時５０分
１３時～１３時５０分
１４時～１４時５０分
１５時～１５時５０分
１６時～１６時５０分
９時～１０時
１０時５分～１１時５分
１１時３０分～１２時３０分
１３時～１４時３０分
９時～９時５０分
１０時～１０時５０分
１３時～１４時１５分
１３時３０分～１４時３０分
１３時３０分～１４時３０分
１４時２０分～１５時１０分

全17回  6,290円

全15回  5,550円
全1５回  6,450円
全17回  9,180円
全17回  10,880円
全16回  5,600円
全16回  6,880円
全10回  10,800円
全16回  7,680円

１６歳以上

６５歳以上

50歳以上
１６歳以上／女性
１６歳以上
１６歳以上
６０歳以上
４０歳以上
１６歳以上
１６歳以上

区役所2階多目的室
788-7890～1　　788-7866

金沢公会堂

利谷地域ケアプラザ 藤井所長

4月スタート
定期教室
参加者募集

教室名 曜日 時間 回数・費用対象

②子ども教室（４月～７月）

Y.S.C.Cサッカー教室(年中・年長)
Y.S.C.Cサッカー教室(小学１・２年生)
こどもHipHop（年中・年長）
こどもHipHop（小学１～４年生）
こどもバドミントン教室
こども野球教室
こども書道教室
親子リトミック
親子体操

幼児体操(年中・年長)①②

苦手チャレンジ

火

火

水

木

木

金

金

土

１５時１０分～１６時１０分
１６時２０分～１７時２０分
１５時１０分～１６時１０分
１６時２０分～１７時２０分
１７時３０分～１８時４５分
１７時５０分～１８時５０分
１７時１０分～１８時１０分
９時４５分～１０時４５分
１１時～１２時１５分
①１５時～１６時
②１６時１５分～１７時１５分
１７時３０分～１８時３０分

年中・年長
小学１・２年生
年中・年長
小学１～４年生
小学生
小学生
小学生

全15回  9,600円

全15回  9,600円

全15回  9,600円
全15回  9,600円

全16回  7,680円

全16回  5,120円

全16回 10,240円

全15回 11,250円

全15回  11,250円

年中・年長

小学生

教室名 曜日 時間 回数・費用対象

脳血管疾患などの疾病
に対する体力維持・向上
を希望する人

開始月に２歳半～４歳８
か月の子と保護者
H26.4.2～H28.4.1生
まれの子と保護者

全17回  6,290円

③種目教室（４月～６・７月）

バドミントン教室
社交ダンス教室(初心者クラス)
社交ダンス教室(初級者クラス)
火曜日の太極拳
水曜9:30のHULA
水曜11:15のHULA
水曜日の卓球リーグ
木曜日のHULA
木曜９時の卓球教室
木曜１１時の卓球教室
金曜日の卓球リーグ
金曜日の太極拳
バドミントンリーグ

９時～１０時４５分
９時１５分～１０時４５分
１１時～１２時３０分
１１時１０分～１２時４０分
９時３０分～１０時４５分
１１時１５分～１２時３0分
１１時５分～１２時５０分
１３時１５分～１４時４５分
９時～１０時４５分
１１時～１２時４５分
１１時０５分～１２時５０分
１５時１５分～１６時４５分
９時～１０時４５分

全10回  9,700円
全10回  5,900円
全10回  5,900円
全10回  5,400円
全10回  5,900円
全10回  5,900円
全10回  5,400円
全10回  5,900円

16歳以上女性
16歳以上女性
16歳以上
16歳以上女性

16歳以上

16歳以上

16歳以上

教室名 曜日 時間 回数・費用対象

月

木

水

⑤健康・文化系教室（４月～７・９月）

月曜１０時の肩腰膝改善
月曜１１時の肩腰膝改善
水墨画教室(入門)教室
絵手紙教室
子どものアトリエ教室（絵画教室）
初めての水彩画教室

１０時～１０時５０分
１１時～１１時５０分
１３時～１４時５０分
１５時１０分～１６時４０分
１６時５０分～１７時５０分
１３時５分～１４時４５分

16歳以上

16歳以上
小学生

教室名 曜日 時間 回数・費用対象

　区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
　 788-7803 　　789-2147  　２月１２日(振休・月) 、３月４日（日）

金沢区民活動センター
ゆめかもん

で 検索

区民ギャラリー

展示ケース

２月１１日(祝・日)～１７日(土)
２月１８日（日)～２４日(土) 
２月２５日（日)～３月３日(土)
３月５日（月）～１０日(土)

美文字を目指す／橋本 美榮子氏（金沢区「街の先生」）
「だれもがつくれるくらしの器」／陶芸アートプロジェクト・ハマMUG・ときめき工房
金沢スケッチ会絵画展／金沢スケッチ会
『区制７０周年』もっと知ろう金沢の郷土史 その１ 歌川広重と金沢八景／
林原 泉氏（金沢区「街の先生」）

２月１日（木）～２８日（水） 横浜金沢の花鳥風月を詠う／
NPO法人 横浜金沢文化協会（文芸作品）

　往復はがきまたは専用用紙(要返送用62円切手)に　　　、教室名、生年月日、年
齢、希望教室への過去１年間の参加の有無を記入して、２月２４日(土)(必着)までに
上記へ
※同一教室への重複応募は無効／応募多数の場合は抽選／託児は生後６か月から

全10回  6,400円
全11回  7,040円
全9回  6,750円

全1５回  5,550円

全12回  7,680円

ランチタイムコンサート『おんがく紙芝居』
大人から子どもまで♪ピアノの音色と紙芝居で、愛あふれるひとときをお過ごし下さい。
　2月14日（水）12時～13時　　※整理券配布 11時から　　100人先着　
出演：『おはなしオルゴール』（ピアノ）西原 和子 （紙芝居）はなふさ みつこ、
　　 さとう きみこ、ゆやま くみこ 全10回  5,400円

全10回  6,500円
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金沢消防団エキスプレス No.4

金沢図書館の本棚から金沢図書館の本棚から 第17回

　進学校として知られる開成高校の硬式野球部が平成
17年全国大会東東京予選でベスト16入り。頭脳プレー？
よほどハードな練習をしているのか？取材をしてみると、グ
ラウンドでの練習は週1回、お世辞にも投打捕どれもうま
いとはいえず、むしろ下手。しかし監督や生徒たちに話を
聞くと「ドサクサで一気に大量得点」「全部理屈で教える」
「野球は偉大なるムダ」「練習ではなく『実験と研究』」…独
特の考え方で野球を楽しんでいました。

　金沢区は５月15日に区制７０周年を迎えます。平成２８年に「金沢区制７０周年
を区民協働で彩る実行委員会」（以下実行委員会）を設立し、様々な記念事業を計
画・実施しています。

　区民の方々に長年親しまれ、平成28年に閉館した金沢公会堂ですが、現在、金
沢区総合庁舎の隣に新公会堂を建設しており、区制70周年を迎える平成30年
度中に完成予定です。
　この新公会堂には座席数約６００席を有する、音響効果に優れたホールなどがつ
くられます。
　実行委員会では金沢区制７０周年および新金沢公会堂の完成を記念し、フルコ
ンサートグランドピアノ（※）の寄付を目標とし、協賛金の募集を行います。この
ホールにフルコンサートグランドピアノを設置することで、これまで以上に多彩な
音楽コンサートの開催が可能になるなど、金沢区の未来を音楽で明るくし、未来を
担う子ども達に夢や希望を与える
こととなるでしょう。

広く区民の皆さまからご支援・ご協
力いただきますよう、お願いしま
す。（協賛金は、ピアノ購入経費を中
心に、その他70周年関連事業にも
使用させていただきます）

　バケツに薄氷が張ると、いよいよ冬。氷は次第に厚くな
り、道に小川に畑に、さまざまな姿を見せます。そして雪が
降るとリンク造りが始まります。ブーツの底で雪を固め、水
を撒いて均等に氷を張るのです。完成すると、友だちも集
まってきてフィギュアスケートとアイスホッケーに熱中。
　繊細に変化する氷の表情を、美しい絵と詩のような文章
で表現した１冊です。厳しい冬を満喫するカナダの人々の
物語を、暖かい日本のお茶の間で、家族揃って楽しんでみ
ませんか。

ラベルの記号：783.7　　二階一般書コーナー

髙橋秀実／著　新潮社

外は寒いですが、暖かい家の中でスポーツを読書してみませんか。

ラベルの記号：オ　　一階児童書コーナー

『１２種類の氷』
エレン・ブライアン・オベッド／文　バーバラ・マクリントック／絵

福本友美子／訳　ほるぷ出版

　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 　 784-5861　　781-2521
　２月１3日(火)

『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』
おとな向け

こども向け

たかはしひでみね

ふくもとゆみこ

①定例おはなし会　　２月２１日(水)１５時３０分～１６時
　ひとりで参加できる子ども　
②おひざにだっこのおはなし会
　２月２８日(水)１０時３０分～１１時　
　１～２歳の乳幼児とその保護者／１５組先着
　②２月１４日（水）から　または　へ

金
沢
図
書
館
か
ら

の
お
知
ら
せ

　金沢消防団広報委員　　・　781-0119（金沢消防署）

一人ひとりの活躍が消防団の力に

一緒に消防団の活動をしませんか？
金沢区に居住・勤務・在学している18歳以上の人なら
男女問わず入団できます。

　自宅近くにサイレン塔があり、いち早く現場に駆けつけ
消火活動を行いました。
　夜中の出動は、家族の協力無しではできませんでした
が、幼い頃から父親の消防団活動を見てきた息子2人も、
今では消防団員として活躍してくれています。
　地域の安全のため、若い世代の活躍に期待しています。

金沢消防団　団長　平野　龍雄

　今回は金沢消防団で長年にわたってご功労いただいた団員と、現団
員に、長い消防団活動を振り返っていただきました。

　文化・スポーツなどの分野において顕著な功績をあげ、金沢区民に夢
と希望と感動を与えてくれた個人に対して、１月５日（金）の賀詞交歓会で
「金沢区民栄誉賞」が贈られました。

◇世代を超えて◇
ひらの たつお

　地元で造園業を営む家の長男の責務として入団しました
が、今年で定年を迎えます。気付けば50年の間にわたり、消
防団に従事しました。入団当時は地域でボヤや大火が多く発
生しており、昼夜を問わず迅速に出動する消防団の意義を、
身を持って体験しました。
　振り返れば消防団を通して人の輪が広がり、多くの仲間と
ともに歩んだ有意義な50年は、人生の財産となっています。

金沢消防団第七分団副分団長　渡邊　宏◇人の輪広がる消防団の50年◇
わたなべ ひろし

　入団して20年になり、第一分団で70名の団員と共に活動
しています。
　災害時に備えた消火訓練や被災者の救出訓練をはじめ、
地域の防災指導等と活動の範囲は様々ですが、70名の団員
が自身をスキルアップできる環境を整え、それぞれが成長し
ていくことで、地域の皆さんが安心して頼れる消防団を実現
していきたいと思います。

金沢消防団第一分団班長　鹿島　健太郎◇共に成長を目指して◇
かしま けんたろう

第２２回 区民栄誉賞

山桜賞（団体賞）

牡丹賞（個人賞）

ＦＵＮ ＦＵＮ ＰＯＷＥＲＳ（ＦＵＮ ＦＵＮ ＫＩＤＳ）
全国こどもチャレンジカップ第10回全国大会 チャレンジパフォーマンスエアロビクス部門優勝
かまねーズ（ＦＵＮ ＦＵＮ ＫＩＤＳ）
全国こどもチャレンジカップ第10回全国大会 チャレンジパフォーマンスリトルエアロビクス部門優勝

※受賞者個人についての質問にはお答えしかねます。

※髙田さんはご都合により、
　当日は欠席されました。

庶務係（６階６０３）　　788-7704　　786-0934

安保　彩華さん
全国こどもチャレンジカップ第10回全国大会　チャレンジサーキット　エアロビクス　ユース部門１位

石上　夢乃さん
第40回全国高等学校選抜自転車競技大会　個人ロード・レース女子優勝

岡田　一那さん
太陽生命カップ第８回全国中学生ラグビーフットボール大会優勝

佐藤　圭さん
第５回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト文部科学大臣賞

篠田　佳南さん
第17回全国障害者スポーツ大会バスケットボール女子優勝

髙田　柊さん
WORLD YO-YO CONTEST 2017 ２Ａ（ツーハンドルーピングトリック）部門優勝

あんぼ あやか

おかだ かずな

たかだ しゅう

しのだ か　な

さとう けい

いしがみ ゆ　の

受賞おめでとう
ございます

月15日に区制７０周年を迎えます。平成２８年に「金沢区制７０周年月 沢区制７０周年年年年沢区沢区制沢区沢区 ７０７０周７０７０金沢区制７０周年
彩る実行委員会」（以下実行委員会）を設立し彩 設立し、し、様々し、 な記念様々な記様々な記々な記々な記 事業をを計記念事記念事記念事記念事業を計業を計業を計業を計を設立を設立を設を設）を設立し

施していますま

記念すべき年を区民の手で彩ろう！
記念事業への協賛金 ご協力のお願い

金沢区制７０周年

ホール完成予想図
（実際とは異なる場合があります）

　金沢区制７０周年を区民協働で彩る実行委員会事務局（庶務係（６階６０３））
　７８８－７７０４～６　　　７８６－０９３４

（※）フルコンサートグランドピアノ
　　コンサートに適した大きなピアノ。
　　ホールの隅々まで音が響き渡ります。

協賛金振込先（区役所窓口（６階６０３）でも承ります）※申込期限は５月末頃とさせていただきます。

金融機関名

口座種類
口座番号

口座名義

横浜銀行　金沢支店 三菱東京ＵＦＪ銀行
金沢文庫支店

周年事業実行委員会　実行委員長
（シュウネンジギョウジッコウイインカイ　ジッコウイインチョウ）

横浜信用金庫
金沢支店

普通預金 普通預金 普通預金
6106678 0195113 0438510
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