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検索わいわい防災マップ

災害に負けない過ごしかた
～土砂災害・浸水害編～

　金沢区は豊かな自然に恵まれています。しかし、その中には危険な崖地も存在しています。
　平成29年10月22日の台風21号では、崖崩れや高潮被害が発生しました。皆さんの身近で起こりうる災害を
防ぐために、日頃から準備をしましょう。（市版2ページも併せてご覧ください。）

持ち出し品は日頃から準備し、できる
だけ少なくしましょう。
（ラジオ・水・懐中電灯・ベビー用品など）

側溝や雨水ますをふさがないよう、
表面を清掃しましょう。
土のうや家にあるもので
浸水を防ぎましょう。

自宅が土砂災害警戒区域、浸水想
定区域に含まれていないか確認し
ましょう。

土のうを作り、長めの
板などと組み合わせ
て利用します。

プランターやポリタン
クを並べ、レジャー
シートで包みます。

水を入れたポリ袋を
ダンボールに入れて
並べます。

事前に調べましょう 事前に備えましょう

避難を検討しましょう 気象や避難の情報を
確認しましょう

土地を知る

検索ハマの防災情報ガイド

気象の変化によりどのようなことが起こるのか、災害の
前兆現象などを確認しましょう。

災害を知る

避難場所、避難経路を検討しましょう。
避難場所を知る

※資料は区役所庶務係（6階603）でも配布しています。

※お年寄り、子ども、障害のある人など
　避難に時間を要する方は避難行動を開始してください。

みんなでみんなで
確認しよ

う！
確認しよ

う！みんなで
確認しよ

う！

収集した情報から、危険が
迫る前に早めの避難を検討
しましょう。

※避難準備・
　高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示

低 高緊急度

テレビ、ラジオ
インターネット
メール配信登録
情 報 交 換

：災害に関する情報全般
：気象庁ホームページ・Yahoo!!防災情報
：横浜市防災情報Eメール
：地域でのやりとり

低

低

高

検索ハマの防災情報ガイド詳しくは

日頃からの準備が被害の抑制につながります。

RADIO

雨水ます
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金沢区のいま 区の人口
（前年同月比 751人減）

世帯数

199,610人

87,941世帯
2018年
5月1日現在

6月の土曜開庁日　9日・23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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　この度、平成30年度の金沢区の運営方針と予算を策定しました。
　運営方針は、金沢区で働く職員がどのような目標に向かって事業を行っていくかをまとめたものです。
　目標を達成するための取組の一部をご紹介します。

平成30年度 金沢区の運営方針・予算のご紹介

基本
目標

予算

地域の皆さまと共に考える、挑戦する、つくる！
～ 訪れたい、住みたいまち・環境未来都市 金沢を目指して ～

目指せ！環境未来都市
～住んでみたい、住み続けたいまちの実現～ 719万円

　少子高齢化や環境などの地域の課題解決を目指して、地域、企業、大
学などと連携協力し、ＩＣＴ（情報通信技術）も活用しながら、地域活性化
策を推進します。

金沢区におけるＧＩＳ※を利用した
地域支援マップの整備推進【新規事業】
120万円
※ＧＩＳ…地理情報システム。デジタルの地図上に

様々な情報を重ね、分析等を行う。 ＧＩＳを利用した地域支援マップ

02 金沢の魅力をもっと発信！
～歴史、自然、観光、大学、産業のまち金沢～ 2,629万円

　地域や大学、地元産業等と協働して積み重ねてきた事業をさらに発
展・拡充させながら、金沢区の歴史資産や観光資源などの魅力を発信す
る事業を推進します。

金沢発 ！ 「地元企業活性化」
大学連携プロジェクト事業
45万円

Aozora Factory
（体験型ものづくりワークショップ）

03 すくすく育て！かなざわっこ
～子どもが健やかに育つまちづくり～ 1,694万円

　身近な場での子育て支援を充実させるとともに、地域、関係機関のつ
ながりをより強め、子どもの健やかな成長を見守り育むまちづくりを一層
進めます。

ほめる・つたえる・のばす金沢区
子育て支援事業
193万円 

商業施設での出張保育イベント

04 誰もが健康で生きがいを
感じられる地域の実現！

1,532万円

　金沢の歴史と自然環境を生かした健康づくりや、第３期地域福祉保健
計画の取組などを通して地域のつながりを広げ、誰もがいきいきと健康
で生きがいを実感できる地域を実現
します。また、地域や関連団体と連携
を深めながら、地域包括ケアの推進に
取り組んでいきます。

金沢区魅力いっぱい ！
健康ウオーキング事業 150万円 健康ウオーキング

05 防災力･災害対応力、アップ！ 1,600万円 06 区民の皆さまへの
｢まごころ｣あふれる区役所づくりりり 1,697万円

　継続して取り組んでいる｢金沢まごころ運動｣を軸に、皆さまに寄り添
う共感と信頼の区役所となるよう、区役所サービスの充実を図ります。ま
た、区制70周年を迎え、新公会堂も完成する平成30
年度は、記念式典や関連事業、広報、プロモーション
活動を通じて、地域団体や区民の皆さまと協働で盛
り上げていきます。

金沢区制70周年記念事業の推進
500万円 区制70周年記念ロゴマーク

　災害発生時に、地域防災の円滑な運営ができる地域の人材育成や工
業地域も含めた民間事業者との連携強化を広げるなど、共助による災害
への備えを充実させます。また、関係局
との連携により、緊急時における、迅速・
確実な情報伝達の仕組みづくりを進め
ます。

金沢防災“えん”づくり事業
～顔の見える防災の輪～ 784万円 医療救護隊活動訓練

　今年５月に、金沢区は区制70周年を迎えました。
来年２月の新たな公会堂オープンを中心に平成30
年度の１年間を70周年イヤーとしています。
　金沢区には、区民、企業、大学という多様な担い
手の皆様と、海や山といった自然、鎌倉時代から約
800年間に渡って重ねてきた歴史もあります。こう
いった金沢区内の資源を生かしながら、区制70周
年を彩っていく、これが今年の大きなテーマだと思
います。この70周年を契機と
して、未来に向けて発展させ
ていく、そういう年にしていき
たいと思います。目標達成に
向け、金沢区役所職員一丸と
なって取り組んでまいります。

金沢区長　國原 章弘
くにはら あきひろ

個性ある区づくり推進費とは？
　区役所が独自に予算を組むことができる
費用で、地域の課題や区内のニーズに対応
したり、地域の特徴を生かした事業を展開
したりするための予算（自主企画事業費）
と、区庁舎や地区センターなどの区民利用
施設を管理運営するための予算（一般管理
費）があります。

個性ある
区づくり推進費 30年度予算

9,871万円

5億9,975万円

6億9,846万円

自主企画事業

一般管理費

合計

区役所が独自に企画・実施する事業のほか、市役所各局と
区が連携して、次のような事業を進めていきます。

○緊急時情報システム運用試行事業
○金沢臨海部産業活性化推進事業
○金沢区心部におけるまちづくり検討及び実行のモデル的取組
○南部市場跡地活用事業
○金沢シーサイドラインの延伸

金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん

金沢シーサイドライン延伸完成
イメージ図

運営方針について 企画調整係（6階602） 788-7726 786-4887
予算について 予算調整係（6階604） 788-7708 786-0934この特集に関する問合せ

《主な事業》

《主な事業》

《主な事業》

《主な事業》

《主な事業》

《主な事業》
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この特集に関する問合せ

泥亀公園の工事が始まりました

　金沢区総合庁舎再整備事業に伴い、一時閉鎖していた泥亀公園の再整備工事が始まりました。
　新たな泥亀公園は、区庁舎や公会堂と一体的なデザインを取り入れた、区民の皆さんの憩いの空間として、また、
フリーマーケットなどのイベント会場としてもご利用いただけます。
　来春のオープンに先立ち、新しい泥亀公園の姿をご紹介します！！

至　金沢文庫 至　金沢八景※上記、公園平面図は計画であり、今後の施工で変更となる可能性があります。
※公園工事及び公会堂の外構工事にあわせて、周辺道路も整備します。
　工事中、歩道等の一部が通行できなくなるおそれがありますので、ご了承ください。

芝生広場・
　　　遊具広場

　公園の中央には、約1,000㎡の芝生広
場を整備し、イベント時には、イベント広場
と一体でご利用いただくことができます。
　また、幼児用の遊具を配置するなど、多
様な活動や体験を楽しめる空間とします。

　消防出初式、フリーマーケット、防
災フェスタ等多くの人が集える場で
す。イベント時には仮設の手洗い場
等が使用できます。
　デザインの面では、区庁舎の壁面
に取り入れた「方形モチーフ」
を舗装のパターンに
用いることで、
庁舎との一体性
を感じられる空
間にします。

芝生広場のイメージ（写真は瀬谷区二ツ橋公園芝生広場）

設置予定のジャングルジム

　金沢区のキャラクターであるぼたんちゃん
をモチーフにした遊具も
設置する予定です。

イベント広場

植栽の考え方
　金沢区の木・花である「ヤマザクラ」
「ボタン」、金沢八名木など、金沢に由来
し、季節ごとに花や紅葉が楽しめる植
栽を中心に配置します。公園外周は植
栽帯で囲い、国道１６号側と公会堂側
には木陰で休憩できるベンチを設置し
ます。

※金沢八名木とは…
青葉楓（あおばかえで）、西湖梅（せいこばい）、黒梅（くろう
め）、桜梅（さくらうめ）、文殊桜（もんじゅざくら）、普賢象の
桜（ふげんぞうのさくら）、蛇混柏（じゃびゃくしん）、松
なお、樹木の種類及び読み仮名については諸説あります。

エントランス

災害用
ハマッコトイレ

　京急「金沢八景」駅側からの区庁舎・
公会堂全体のエントランスになる場所
です。旧泥亀公園の回廊をモチーフと
した休憩施設を設け、来園者を迎える
空間とします。
　また、夏場の暑さを和らげる機能も
期待される「ミスト施設」を設置します。

エントランスに設置予定の休憩施設

金沢区総合庁舎再整備事業について
公園の整備について
公園の管理・利活用について

区役所予算調整係（６階604）
環境創造局公園緑地整備課
金沢土木事務所

　788-7708　　　786-0934
　671-2653　　　671-2724
　781-2511　　　781-2822

1

1

3

3

2

2

5

5

6

6

4
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イベント広場
芝生広場

植 栽

遊具広場

エントランス

災害用ハマッコトイレ公会堂へ
↑

区庁舎へ
←

災害用
ハマッコトイレの
しくみ

　下水直結式の仮設トイレである「災
害用ハマッコトイレ」を設置できるよう、
専用の下水道管を整備します。地震発
災直後でもトイレ機能を確保すること
により、多くの区民が集まる区役所の
応急対応能力の向上を図ります。
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　６月２９日（金）までに申込書（　にて配付）に記入の上、参加
費を添えて　へ（平日８時４５分～１７時まで）

※申込者とお祝いを伝えたい方の名前をプログラムに掲載します。差し支えあ
る場合は申込みをご遠慮ください。

申込方法

　地域力推進担当（６階６０１）　　788－7809　　788－1937

者で構成するチーム（女性参加可）
　１チーム２０，０００円
　６月２３日（土）～７月８日（日）に申込書
（下記　からダウンロードもしくは申込先で
入手）および参加料を、クロスポベースボー
ルショップ（谷津町３６５　７８０－５５８
９）へ
※７月１１日（水）１９時開催の主将会議に
必ず出席してください。（　 区役所２階金沢
公会堂）
　金沢区体育協会 野球部 武石（たけい
し）　　090－4923－2122

後援：金沢区役所
▶「重症筋無力症」医療講演会
　６月２７日（水）１４時～１６時
　区役所１階１号会議室
　専門医が疾患についての基礎知識や治
療、日常生活のポイントなどをお話します。
　患者本人・家族など/４０名先着
　国立病院機構 横浜医療センター　
髙橋 竜哉氏
　 　・　・　で　　　を下記へ
　難病担当（４階４０２）
　７８８－７７７６　　７８６－８８７２
　kz-tokutei@city.yokohama.jp
▶食品衛生責任者講習会の開催
　６月26日（火）、７月１1日（水）、８月30
日（木）１４時３０分～（受付１４時～）
　区役所３階３号会議室Ｂ
　区内食品営業施設の食品衛生責任者
　各開催日の６日前までに　または　　　
を　で下記へ
　食品衛生係（４階４０６） 
　７８８-７８７１ 　７８４-４６００
※講習会は無料ですが、駐車場は有料です。

▶区役所で相談できます！「ひきこもり等の
　困難を抱える若者の専門相談」
　毎月第１・３金曜日　１３時３０分～１６
時２０分（１回の相談時間は５０分）
　区役所４階相談室　　市内在住の１５歳
から３９歳の方、またはその家族/１日３組
相談員：よこはま南部ユースプラザ「地域連
携相談員」（社会福祉士など）
　 　でこども家庭支援課（７８８－７７２８）へ
※電話相談を希望する場合は、青少年相談
センター（　２６０－６６１５）または、よこは
ま南部ユースプラザ（　７６１－４３１３）へ
　こども青少年局青少年相談センター
　260－6614　　262－4156
▶旧川合玉堂別邸 開園日
　７月７日（土）１０時～１６時（入園は１５
時３０分まで）　 ※荒天時、中止する可能性あり
　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
▶野島公園で自然体験
　７月１４日（土）１０時～１５時
　野島青少年研修センター（野島町２４－
２）※入口に集合
　野島公園で干潟観察やフォトラリーなど
　区内在住の小学校１～６年生及び保護
者（友達同士も可）/２０組先着
　６月１２日（火）９時から　にて、　　　・
参加人数を下記へ　　昼食
　野島青少年研修センター　
　782－9169　　701－9599  
主催：金沢区役所　運営：野島青少年研修センター
▶金沢区民秋季軟式野球大会（二部）
　７月中旬から１２月下旬の日曜日・祝日
　野島公園野球場（野島町２４－１）ほか
　トーナメント戦　　区内在住、在勤、在学

▶平成30年度金沢区夏季少年ソフトボール大会
　７月２９日（日）※雨天延期８月５日（日）　　 利谷ひろば公園（能見台６ー３７）
　区内在住の小学生チーム　　６月２５日（月）～７月２日（月）に　、郵送、　にて
申込書（　　　　　　　　　　　　　 　でダウンロードまたは、区役所６階６０１
で入手可能）を下記へ※７月９日（月）１８時から区役所３階３号会議室で開催の組
合せ抽選会および監督会議に出席してください。
　区民活動支援担当（６階６０１）（〒２３６－００２１ 泥亀２ー９ー１）
　７８８－７８０５　　７８８－１９３７　　kz-sports@city.yokohama.jp
主催：金沢区スポーツ推進委員連絡協議会　共催：金沢区役所
▶「海水からの塩づくり」と「昔、塩を運んだ“塩の道”を歩く」参加者を募集します！
■第１回　海水からの塩づくり
　８月５日（日）８時３０分～１４時３０分　※雨天延期８月１１日（祝・土）
　海の公園砂浜　　海の公園の砂浜で、海水から塩をつくります。
■第２回　昔、塩を運んだ“塩の道”を歩く
　８月２５日（土）９時～１４時　※雨天延期８月２６日（日）
　金沢公会堂多目的室（区役所２階）～朝比奈峠～塩嘗(しおなめ)地蔵（鎌倉市）
　区内在住・在学の小・中学生（保護者も参加可）/各回５０人先着
※第１回と第２回どちらか一つへの参加も可能です。
　６月１８日（月）から下記　内電子申請または往復はがきに　　　、学年、保護者
氏名（参加の有無）、参加希望の回を記入して下記へ　　昼食、飲み物（バス代は個
人負担）　　区民活動支援担当「塩づくり担当」（６階６０１）
　788－780６　　788-1937
▶ジュニアサマー金沢　～夏と遊ぼう野島！自然の海で仲間づくり～
　７月２８日（土）～２９日（日）１泊２日　　野島青少年研修センター（野島町２４－２）
　カヌー体験・磯遊び・宝探し等　　区内在住・在学の小学３～６年生/６０人抽選
　５，０００円
　６月１２日（火）～１８日（月）に、はがきまたは　で　　　、保護者氏名（ふりが
な）、学年、性別、生年月日を記入して下記へ
※７月１４日（土）全体説明会（保護者同伴、参加費持参）
　区民活動支援担当「青少年指導員」担当（６階６０１）（〒２３６－００２１ 泥亀２ー９ー１）
　788－7805　　788－1937　　kz-seishi@city.yokohama.jp

検索金沢区スポーツ振興

検索金沢区　塩づくり

検索金沢区体育協会

検索金澤写真アルバム

金 沢 区 制 周 念 業金金 沢 区 制 7070 周 年 ★ 記 念 事 業金 沢 区 制 70 周 年 ★ 記 念 事 業

　金沢まつり実行委員会事務局（地域活動係（６階601））　
　788-7801　　788-1937

第４４回金沢まつり「花火大会」開催にご協力お願いします
金沢区制70周年記念

区役所地域活動係（６階601）他、協力施設・店舗など

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
普通預金
1588462

金沢まつり実行委員会募金専用

振替口座
00240-2-82092

普通預金
1311653

ゆうちょ銀行
横浜金沢支店

三井住友銀行
金沢文庫支店

８月２５日（土）19時～（※荒天中止）　　海の公園　　

　４４回目を迎える「金沢まつり花火大会」は、多くの区民の皆さまに期待されるイベ
ントであり、金沢区の夏の風物詩となっています。今年は、区制７０周年を祝して、例年
より５００発多い４,０００発を打ち上げます。
　開催の費用は、ほとんどを自治会・町内会や企業・団体等の皆さまからの協賛金で
賄っており、広く区民の皆さまからもご支援とご協力をいただきたく募金をお願いいた
します。
　なお、「金沢まつり花火大会」は諸条件（荒天時等）により開催できない場合もあり
ますが、いただいた募金は金沢まつり実行委員会が責任をもって金沢まつりで活用さ
せていただきます。

　１万円以上（観覧スペースをご用意します：原則１団体３名様）
※諸条件により開催できない場合、いただいた参加費は金沢まつ

り実行委員会が責任をもって、金沢まつりで活用させていただきます。

開催概要

募金
受付口座

募金箱設置場所

参加費

金澤写真アルバムに皆さんの思い出をお寄せください！
金沢区制70周年記念

　金沢区制７０周年を記念し、区の昔の写真などを掲載した「金澤写真アルバム」を
リニューアルし、言葉や音を登録できるようにしました。金澤写真アルバムに新たな
彩りを加えていただきたく、思い出などの言葉やお囃子などの音を募集します。
　掲載された方には記念品を贈呈します。「こんな思い出でもいいのかな？」「写真と
は関係ない思い出だけど…」といったものでもかまいません。詳細は下記へお問い
合わせください。

　金沢まつり実行委員会事務局（地域活動係（６階601））　
　788-7801　　788-1937

大切な人にあなたの気持ちを込めて花火を打ち上げませんか

　金沢まつり花火大会の目玉企画、「お祝い花火」への参加者を募集します。
　お祝い花火は、結婚祝い、出産祝い、長寿祝い、周年祝い、優勝祝いの５種類で、大
会当日、お祝いの気持ちを表す花火を打ち上げます。また、参加者及びお祝いを伝えた
い相手の氏名を大会プログラムに掲載します。参加費に応じた観覧スペースもご用意
いたします。（個別のメッセージや氏名はアナウンスされません。）

金沢まつり花火大会 検索

～第４４回金沢まつり花火大会（８月２５日（土）開催）お祝い花火の参加者募集～

富岡小学校の裏手
ではミカンを作って
いたわね

富岡の海岸近くでは
海苔のほか、塩作りも
盛んでした

金沢自然公園は最初は
動物が少なくて、犬を連れ
てたら、園の動物と間違え
られたな

金沢区制70周年記念

アニサキスにご注意！

アニサキスによる食中毒の予防法

　食品衛生係（４階４０６）　　788-7871　　784-4600

　魚介類に寄生するアニサキスによる食中毒が増えています。横浜市で平成２９年
に発生した３９件の食中毒のうち９件がアニサキスによるものです。
家庭で作ったシメサバが原因となった事例もあり、家庭での調理も注意が必要です。
※アニサキスは、通常の料理で用いる程度のワサビ、醤油、酢などでは死にません！！

加熱調理(６０℃ １分以上)が最も効果的です。
冷凍処理(－２０℃ ２４時間以上)も効果があります。
内臓部位に多く寄生するので、魚を調理する際は早めに内臓を除去しましょう。
(筋肉部位に移行して寄生している場合もあるので、注意が必要です。)
自宅で切り身を刺身に切り分ける際もよく注意して調理しましょう。
（方法の一例として、隠し包丁や薄く切り分ける等）

●
●
●

●

アニサキスが寄生する主な魚介類
サバ、イカ、タラ、イワシ、サケ、カツオ、ブリ　など

●

アニサキスとは？

　体長が2～3cm位、半透明白色でひも状の寄生虫で、海産魚介類に寄生してい
ます。主に魚の内臓表面に寄生しますが、筋肉にも一部寄生することがあります。
渦巻き状になっていることが多く、半透明粘膜の袋に入っているものもあります。

思い出の例

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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　区役所5階 健康相談室（503）
■禁煙相談
　７月６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
　７月９日（月）
予約開始日：６月１１日（月）～
　区役所５階 健康相談室（503）

　４０歳以上/５０人　　６８０円
■胃がん健診（胃部X線検査）
　７月１９日（木）
予約受付期間：６月１９日（火）～７月
９日（月）
　金沢土木事務所３階会議室
　４０歳以上/４０人　　１,５７０円
　神奈川県結核予防会　
　２５１－２３６３（受付９時～１２時）

 両親教室（全3回コース） 
　７月６日（金）・１３日（金）・２０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　　６月１２日（火）・２６日（火）、７月１０日（火）
②1歳6か月児　　６月１９日（火）、７月３日（火）
③3歳児　　　６月１３日（水）・２７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
　６月２２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
　６月１９日（火）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
③ごっくん離乳食教室（はじめる頃）
　６月２２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
④もぐもぐ離乳食教室（2回食頃）
　６月２１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

します。）
❸６月２５日（月）口唇口蓋裂の会
❹６月３０日（土）多胎ママ交流会
❺６月２２日（金）多文化ママ交流会

❶１４時～１５時、❷❸１０時～１２時、❹１０時～１１
時、❺１０時３０分～１１時３０分
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
　６月１６日（土）１０時～１１時３０分
　横浜市立大小児科の医師による個別相談
⑥保育・教育コンシェルジュの出張相談
　６月２１日（木）１０時～１１時３０分
　子どもを預けることに関わる相談
⑦栄養士相談
　６月１４日（木）１０時～１１時
　離乳食・好き嫌いなど、食に関する相談
⑧保育士相談
　６月１４日（木）１０時～１１時
　保育園の生活やこども同士の関わりなど
⑨助産師相談
　７月５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
⑩大人のストレッチ
　６月１９日（火）１０時～１１時
　大人のためのストレッチです。金沢スポーツセンター
の職員に教わります。
⑪歌って遊ぼう！
　６月２１日（木）１３時～１３時２５分
　歌って遊ぶ楽しい会
⑫絵本作家 保科琢音の読絵ん会
　６月２３日（土）１４時～１４時３０分

　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

組先着　　スプーン（保護者・子）、エプロン（子）など
⑤ぱくぱく幼児食教室
　７月５日（木）１０時３０分～１２時（受付１０時～）
　区役所５階 栄養相談室（502）
　お話と試食（子どもが食べやすい野菜・魚メ
ニュー）、親子体操
　１歳４か月～２歳代の子と保護者/２０組先着
⑥子どもの食生活相談
　６月２１日（木）、７月６日（金）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　②はウェブ予約可
　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！）
 　　❶６月１２日（火）沢木谷公園

❷６月１３日（水）六浦あさがお公園
❸６月１４日（木）カメギ根公園
❹６月１５日（金）下ノ浜公園
❺６月２８日（木）六浦公園
❻６月２９日（金） 利谷第四公園
❼７月７日（土）能見台中央公園芝生広場（プレイパーク）

各１０時～１１時３０分（プレイパークのみ１１時～１３時）
　とことこが近くの公園などへ出張します。
※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　

❶６月１６日（土）１３時３０分～１４時３０分 
富岡地域ケアプラザ
❷６月２７日（水）１０時３０分～１１時３０分
とことこ研修室

③子育て応援ボランティア説明会　
　６月１４日（木）１４時～１５時
　とことこで募集しているボランティアに関する説明会
④おしゃべり会と交流会

❶６月１２日（火）はじめてのとことこ
❷６月２５日（月）発達に不安のあるママで話しま
しょう（※１２時から１３時は食事スペースを用意

金沢区子育てひろば
常設園だより

＜金沢さくら保育園＞「プール開放」　　７月１０日（火）～３１日（火）までの火曜日と木曜日１１時４５分～１２時４５分
　同園園庭　　地域の１歳～未就園児とその保護者/１５組先着　　６月１１日（月）から、　にて金沢さくら保育園へ　
　781－9360
＜きらら保育園＞①育児講座「流行する小児感染症と予防接種の重要性について」　②パフォーマンスショー
　７月２１日（土）①１５時～１５時４０分 ②１５時～１５時５０分（①②終了後、同園園庭にてお祭り（模擬店出店と盆
踊り）があります。）　　きらら保育園（能見台東２-３） ①２階保育室、②同園ホール　　地域の未就学児とその保護者
/①３０人先着 ②２０組先着　　６月２５日（月）から、　にてきらら保育園へ　　790-3440

・

・

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（生活習慣病等）
　６月１５日（金）9時～12時、１３時３０
分～１５時３０分
７月６日（金）１３時３０分～１５時３０分検索横浜川崎治水事業所

金沢区  とことこ 検索

・

平成３０年度金沢区地域子育て支援拠点とことこ重点目標

①利用者自身がお互いの存在を認め合い高め合う
ことのできる場面が多くなることを目指します。
②子育て支援に関わる方の募集を積極的におこな
い、地域での子育て支援の輪を広げていきます。

▶土砂災害「特別」警戒区域の現地調査
　（基礎調査）を実施中
神奈川県では、土砂災害「特別」警戒区域
(レッドゾーン)の指定に向けて、がけ地の現地
調査を行っています。調査員は身分証明書を
携帯し、がけ地付近の敷地に立ち入る場合は
主旨を説明しています。
今後、現地調査を進め、2019年以降に基礎
調査の結果を公表し、　等でお知らせする予
定です。詳細は下記へ。
　神奈川県横浜川崎治水事務所　急傾斜地
第二課（西区岡野２－１２－２０）　
　411-2522　　411-2602

はじめての
歯ぴか教室

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。
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①みんなの健康体操
　６月２２日（金）１０時～１１時３０分　
　４００円
②七夕飾りを飾ろう
　６月２３日(土)１０時３０分～１２時　
　幼児と保護者、小学生
③おもちゃ病院
　６月２８日（木）９時３０分～１２時３
０分　　　修理無料、部品実費
④おひざの上のおはなし会
　７月２日（月）１１時～１１時３０分　
　乳幼児と保護者
⑤夏休みこども工作
　～輪ゴム動力プルバックカー
　７月２５日（水）（１）９時３０分～１１
時、（２）１３時～１４時３０分
　小学生／各部２０人抽選
　３００円(材料費込み)
⑥夏休み！こどもパン作り
　７月２１日（土）（１）９時３０分～１２
時３０分、（２）１３時３０分～１６時３０分
　小学生／各部１６人抽選
　１，０００円
　⑤⑥往復はがきに　　　、⑤学年⑥
学年、希望の部（（１）（２）もしくは（３）ど
ちらでも可）を記入して、⑤７月１２日
(木)⑥７月５日(木) (全て必着)までに上
記へ、または返信用はがきを添えて　へ

①おはなしのへや
　６月１６日(土)１１時～１１時３０分　
②家庭で楽しむワンランクアップのパン作り
　７月１０日～１１月１３日の第２火曜日
（8/14を除く）（全４回）１０時～１４時　
　各回１６人抽選　
　１回２，５００円（初回に参加回数分
全納）※１～３回のみ参加も可
　元能見台通「麦カフェ」オーナー
　②往復はがきに　　　、年齢、参加希
望の回を記入して、６月２６日(火)（必
着）までに上記へ、または返信用はがき
を添えて　、もしくは　へ

①初夏のウォーキング
　６月２２日(金)９時３０分～１５時
※雨天中止
　５０人先着　　５００円（拝観料は各自）
　ＪＲ「大船」駅南改札口（集合）～長尾
砦跡～小雀公園（昼食）～常勝寺バス
停（解散）（行程約７km）
　弁当、飲み物、敷物、雨具
②伊藤園 おいしいお茶のいれかたセミナー
　６月２８日（木）１４時～１５時３０分
　２０人先着
③いただきま～す！旬の野菜料理
　by野菜ソムリエ
　６月２７日（水）１０時～１３時
　１５人先着　　２，０００円(材料費込み)
④ゆるりら骨盤調整
　７月５日～２６日の木曜日（全４回）
１０時～１１時３０分
　１５人先着　　２，０００円（４回分）
⑤菜央先生の料理教室
　「手作りカレーとナンなんです♪」
　７月１２日（木）１０時～１３時
　１５人先着　　２，０００円（材料費込み）

　シャフルボード、ドッチビーなど
協力：金沢区さわやかスポーツ普及委員会
③みんなで楽しくタヒチアンダンス
　７月２０日、８月３日・２４日の金曜日
(全３回)１３時～１４時３０分
　小学生以上（未就学児は親子で参加）
／１５人先着　　１，５００円（３回分）
④パソコン・スマホ相談室
　７月１日・１５日の日曜日９時３０分
～１５時３０分　　各日５人先着　
　１回５００円
　パソコンまたはスマートフォン
　③④６月１３日(水)９時から　または
　へ

①おもちゃの病院
　６月１１日(月)９時３０分～１２時３
０分　　　修理無料、部品実費
②おはなし会
　６月１９日(火)１０時３０分～１１時　
　乳幼児と保護者
③パソコン何でも相談
　（１）８月８日・２２日の水曜日９時３
０分～１６時（２）８月１７日（金）９時３
０分～１２時３０分
　各日８人先着
　１回６００円
④つまみ細工で作る 金魚のブローチ
　（追加募集）
　６月２１日（木）１０時～１２時３０分
　若干名先着　　２，０００円
⑤包丁の研ぎ方講座（追加募集）
　６月２４日（日）１０時～１２時　
　若干名先着　　６００円
　③６月１１日（月）から　または　へ、
④⑤　または　へ（当日申込不可）

①星に願いを！七夕まつり
　７月７日（土）１０時～１２時　
　乳幼児と保護者、小学生
②押し花体験教室
　６月１４日・２８日の木曜日１３時～
１５時　　　成人／各日８人先着　
　１回５００円 　　ピンセット、ボンド、
つまようじ、はさみ
③コーヒーカップで“いけばな”体験
　７月７日（土）１０時～１２時
　成人／１２人先着　　８００円
　コーヒーカップ、花はさみ、持ち帰り用袋
　③６月１１日(月)から　へ

①大正琴教室
　７月８日・２２日、８月５日の日曜日
（全３回）１０時３０分～１２時
　１０人先着
　中森 扶美子氏（横浜大正琴アンサン
ブル 和（Nagomi））
※大正琴の無料貸出しあり
②「暑中見舞いを筆ペンで」教室
　７月１１日（水）１０時～１２時
　１０人先着　　６０８円（筆ペン代含む）
　斉藤 広子氏
　①②６月１１日（月）９時から　または
　へ

　金沢地区センター大会議室
　外国人（同伴する日本人参加可）／２
０人先着
　スパッツ、白Ｔシャツ、白ソックス
※ゆかた（男・女）は貸します。
　６月１１日（月）から　または　へ、も
しくは行事名、氏名、出身国名、電話番
号を　にて

①いきいき健康チェック
　６月１８日(月)１１時４５分～１２時
４５分
②大広間健康生活座談会
　６月２５日(月)１３時～１４時
　「元気なうちから介護予防・体力測定
②／はまちゃん体操」
③世代交流事業　保育園児との七夕
まつり
　６月２９日(金)１０時～１１時１５分
④いきいき映画祭
　７月１０日（火）１３時３０分～１５時３
０分
　「犬と私の１０の約束」
　①～④市内在住６０歳以上　　　　
　①３階②４階大広間③３階工作室④
３階１・２生きがい作業室
　①②については区役所高齢・障害支
援課
　７８８-７７７７　　７８６-８８７２

①長浜ホール感謝祭２０１８
　７月８日(日) １０時～１６時３０分　
　当ホールを練習拠点としているアー
ティスト等による演奏や展示
②第５０回みず色の風コンサート
　モーツァルト・ロマンスの軌跡
　６月１７日(日)１４時～１６時（開場
１３時３０分～）
　小学生以上／１０４人先着
　チケット：前売り・当日（残席がある場
合のみ販売）とも１，５００円　
※入場はチケット番号順
　 　・　・　または　へ

第１０期・海の環境を考える親子講座
　７月１日～２０１９年１月６日の第１
日曜日 (全７回)１３時～1６時３０分 
※１０月７日のみ９時～１２時３０分(予定)
　小学生とその保護者／７組抽選(１組
４人まで)　　
　１人２，０００円（７回分）
　６月１８日(月)までに　にて上記へ

第２回 落語会
　６月２３日（土）１４時～（開場１３時３
０分～）
　中学生以上　　
　一般１，０００円、中学・高校生８００円 
※お車での来場はご遠慮ください。
　６月１１日（月）から　または　へ

〒２３６-0011　長浜１１４-４
　782-7371　　782-7389
　nagahama-hall@nagahama-hall.com

長浜ホール

検索長浜ホール

①子育てサロンなみき
　６月１９日(火)１０時３０分～１２時　
　乳幼児と保護者
②なごみサロンなみき
　６月１９日（火）１２時～１４時３０分
　

①いきいき健康体操
　６月１６日、７月７日の土曜日９時３
０分～１０時３０分　　　１回３００円  
協力：金沢スポーツクラブ
②室内で楽しむさわやかスポーツ
　６月２３日（土）９時３０分～１１時３
０分　　　小学生以上 

⑥化学捜査教室 犯人は誰だ！
　７月８日（日）１０時～１２時
　小学３年～中学生／１２人先着
　５００円
　指紋検出やルミノール反応の実験
⑦笑いヨガ 大きな声で笑って健康に
　７月４日～９月１９日の第１・３水曜日
（８月は第１・４水曜日）（全６回）１０時
～１１時３０分
　１５人抽選 　　３，０００円（６回分）
　①②④⑤６月１３日（水）③６月１１
日（月）⑥６月１５（金）各日１０時から　
または　へ
⑦往復はがきに　　　、年齢を記入し
て、６月２６日(火)（必着）までに左下記へ

①６０歳以上の健康体操
　６月１１日・２５日、７月９日の月曜日
１０時～１１時３０分
　１回４００円 

①イタリアの家庭料理　　　　　　
　６月２３日（土）１１時～１４時
　１５人先着　　１，７００円（材料費込み）
②キッズ・フットサル教室Ⅲ期（追加募集）
　６月２０日～７月１８日の水曜日（全
５回）小学１～３年生の部：１７時５０分
～１８時５０分、小学４～６年生の部：１
８時５０分～１９時５０分
　各部若干名先着　
　４，０００円（５回分）
③ジョンの英会話Ⅰ　　　　　　　　
　６月１５日～８月２４日の金曜日（８/
１０を除く）（全１０回）１０時３０分～１
１時５０分
　若干名先着 
　９，０００円（１０回分、教材費３，０００円別途）
④金曜夜のリフレッシュ・ヨガ（追加募集）
　６月２２日～８月３１日の金曜日（８/
１０を除く）（全１０回）１８時５０分～２
０時１０分　　若干名先着　
　４，０００円（１０回分）
⑤ビートルズで作る英語耳２（追加募集）
　７月２１日～９月２９日の第１・３・５
土曜日（全６回）１５時３０分～１６時４
５分　　若干名先着　
　５，０００円（６回分）
　①６月１１日（月）から　へ、②～⑤　
へ ※費用は全て初回全納

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

富岡並木地区センター

※休館日は各施設にお問い合わせください。

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

〒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

〒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

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

利谷地区センター

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

六浦地区センター

並木北コミュニティハウス
〒２３６-００05　並木1-7-１
（並木第一小学校内）　　  ７74-3405・

〒２３６-００52　富岡西６－３
　７７５-２７１４　　７７５-３０４４

富岡西公園

〒２３６-0021　泥亀２-９-１（区役所２階）
　７８６-０５３１　　７８６-０５３２
　klounge@shore.ocn.ne.jp

金沢国際交流ラウンジ

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

並木地域ケアプラザ

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

金沢地区センター

八景コミュニティハウス
〒２３６-００２１　泥亀１-２１-２
（八景小学校内）　　 　７９０-１７５７・

〒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

〒２３６-0013　海の公園10
　７01-3450　　７01-3334

海の公園

検索横浜市緑の協会　海の公園

外国人のための日本文化体験
ゆかたを着ておどってみよう
　７月１４日（土）１３時３０分～１５時３０分

（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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①ストレッチ＆骨盤底筋ケア
 ３か月コース
　７月３日～９月１８日の第１・３火曜
日（全６回）１３時３０分～１５時
　女性／２４人先着
　７，８００円（６回分）
②女性のためのパソコン開催
　・　（１）再就職・転職のためのパソコ
ン講座：７月１０日（火）～１２日（木）・
１７日（火）・１８日（水）（全５回）（２）エ
クセル中級：７月１４日（土）・１５日（日）
（全２回）各１０時～１５時３０分
　女性／各１２人先着

　（１）１９，５００円（５回分）（２）１０，
８００円（２回分）
　①６月１２日（火）から　、　または　
へ②６月１６日（土）から　８６２-４４９
６または　へ
※①②託児あり。詳細は　 ７１４－２６６５へ

ヤマユリが見頃を迎えます
　６月中旬～下旬

〒２３６-0042  利谷東５-１５-１
　７８3-9100　　７８2-9972

金沢動物園

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

フォーラム南太田

区役所2階　　788-7890～1　　788-7866
６月１１日（月）、７月９日（月）金沢公会堂

　６月２５日（月）１２時～１３時１０分　（整理券配布１１時から）
　多目的室（区役所２階）　　１００人先着
　ピアノ・クラリネット演奏（金沢区「街の先生」）、琴演奏（もりのお茶の間/
つながりステーション）、インドネシアダンス（インドネシア家族の会）

金沢国際交流ラウンジ×ゆめかもんコラボイベント
「つながりの中で広がる世界」～ミニコンサート＆インドネシアダンス～

　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、性別、
希望教室への過去１年間の参加の有無を記入して、６月２３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カ月から

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

　6月25日(月)金沢スポーツセンター 検索

定期教室参加者募集（８月・９月～開催）
①スポーツ種目系教室

教室名 曜日 時間 対象 費用
木曜９時の卓球教室
木曜11時の卓球教室

９時～１０時４５分
１１時～１２時４５分

16歳以上 全１５回
11,250円木

②健康づくり系教室
教室名 曜日 時間 対象 費用

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～１１時

１３時～１４時１５分

１３時３０分～１４時３０分

１４時２０分～１５時１０分

１３時～１３時５０分

１４時～１４時５０分

①15時～１6時
②16時15分～17時15分

全16回
5,920円

全16回
5,920円

全16回
5,920円
全16回
6,880円

全16回
8,640円

全15回
5,250円
全15回
6,450円
全15回
7,200円

全16回
8,640円
全16回
10,240円

全17回
6,290円

火

水

金

④文化系教室(全８回)
教室名 曜日 時間 対象 費用

マージャン初級講座 １３時～１４時４５分 男女月

火曜13時のリハビリ体操

火曜14時のリハビリ体操

ピラティス

姿勢コンディショニング

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

女性健康体操

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

元気になる！！歩き方教室

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

１６歳以上
／女性

③親子・こども向け教室
教室名 曜日 時間 対象 費用

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

こどもアトリエ教室（絵画・造作）

こども書道教室

親子リトミック教室（託児あり）

親子体操教室（託児あり）

幼児体操教室(年中・年長)①②

苦手チャレンジ教室

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

16時50分～17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

17時30分～18時30分

小学1・2年生

小学１～４年生

小学生

小学生

小学生

小学生

小学生

全16回
10,240円

全16回
10,240円

全16回
12,000円

全9回
6,750円

全16回
10,240円

全15回
7,200円

全15回
4,800円

5,120円

全15回
9,600円

全16回
10,240円

水

金

木

年中・年長

年中・年長

年中・年長

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

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)

１６歳以上

１６歳以上

１６歳以上

６０歳以上

５０歳以上

４０歳以上

６５歳以上

　区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
　 788-7803 　　789-2147  　７月１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

６月１７日(日)～２３日(土)
６月２４日(日)～３０日(土)
７月２日(月)～７日(土)
７月８日(日)～１４日(土)

金曜会作品展／金曜会
初夏を彩るトールペイント／佐原 千佳子氏（金沢区「街の先生」）
金沢区更生保護女性会 活動展／金沢区更生保護女性会
第２回コラージュ・アート展／前田 よし永氏（金沢区「街の先生」）
※体験会「コラージュのカード作り」同時開催
　 ７月９日（月）～１３日（金）１３時３０分～１５時３０分

６月１日(金)～３０日(土) 絵画 水彩「滝」／ＮＰＯ法人 横浜金沢文化協会（絵画）

Kanazawa

金沢消防署 予防課　　・　781-0119

「おうちの中にたこ  　いませんか？」
　電気製品は、使い勝手が良く、安全性が高いと思われていますが、使用方
法を誤ると大きな火災に繋がります。使用状況をチェックし、火災を出さな
い環境づくりを心掛けましょう。

たこ　　に注意！！！ テーブルタップをたこ足
配線にすると熱を持っ
てしまい、火災の原因に
なるから注意しよう！！

一般的なテーブルタップの
許容電流は約1500Wだよ！

家庭用の電子レンジは
大体700W、ドライヤーは
900Wだから同時に使用
すると許容電流を超えて
火災の原因になるよ！

最大電力または定格電源の表示
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金沢図書館の本棚から金沢図書館の本棚から 第19回
　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 　 784-5861　　781-2521
　６月１８日（月）、７月３日（火）～５日（木）図書館特別整理

ダーウィンやアインシュタインといえば誰でも知っている有
名な科学者ですが、彼らとてまったく道を誤ることなく偉大な
発見を行ったわけではありません。ただ、その失敗は、結果的
に理論や考え方に間違いが見つかったとしても、ほかの科学
者の発想を刺激したり、新理論を導き出したり、のちに見直さ
れたりしました。本書では天才たちが失敗するまでの過程と
その思考プロセスを詳しくまとめ、科学にどのような影響を与
えたかを学ぶことができます。

徳島県の山奥の小学校教師だった著者は、谷あいに群れ飛ぶ
何千匹ものホタルに心を奪われ、子どもたちと観察を開始し
ます。なぜ光るのか？何を食べるのか？ホタルについての情報
も少ない時代に、子どもたちは実際に飼育して観察します。そ
の3年間の記録である本書には、失敗と発見を繰り返して活
動する子どもたちの姿が生き生きと綴られ引き込まれます。
ノンフィクションならではの臨場感に、思わずホタルの光が見
たいなと気持ちが動く1冊です。

ラベルの記号：402　　2階一般書コーナー

マリオ・リヴィオ 著／千葉敏生 訳　早川書房刊

今回は科学の本をご紹介します。科学が好きな方はもちろん、苦手な方もいかがですか。

ラベルの記号：48.6　　1階児童書コーナー

ホタルの歌 原田一美 著　未知谷刊

偉大なる失敗　天才科学者たちはどう間違えたか
おとな向け

こども向け

ちば　としお

はらだかずみ みちたに

①学校ボランティア講座 ～読みきかせ～
　６月２9日（金）１０時～１２時３０分
　学校で読み聞かせボランティアをしている初心者の人/１5人先着
②学校ボランティア講座 ～修理～
　６月２８日（木）１０時～１２時３０分
　学校で修理のボランティアをしている初心者の人/12人先着
③大橋新太郎と金沢
　６月２４日（日）１３時３０分～１５時（開場１３時１０分）　　金沢地区セン
ター　　30人先着　　栗林 信夫氏（橫濱金澤シティガイド協会）
④働きたい女性のための個別相談 第１回
　６月２８日（木）９時４０分～、１０時３０分～、１１時２０分～
　３人先着　主催：フォーラム南太田
⑤定例おはなし会　　６月２０日（水）１５時３０分～１６時
⑥おひざにだっこのおはなし会　　６月２７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
　①②④⑥６月１４日（木）から　または　へ、③６月１２日（火）から　または
　へ

金
沢
図
書
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

ヨコハマ３Ｒ夢情報発信！
ス　リ　ム

資源化推進担当（６階６０１） 
７８８－７８０８
資源循環局金沢事務所（幸浦２-２-６） 
７８１－３３７５

生ごみ減量に挑戦！！生ごみ減量に挑戦！！生ごみ減量に挑戦！！
「ヨコハマ3R夢！」マスコット  イーオ

に気をつけましょう蚊
　蚊は、デング熱、ウエストナイル熱、日本脳炎など、さまざまな感染症を
媒介します。蚊が媒介する感染症を防ぐため、日頃から蚊に刺されない、
蚊を増やさない対策を行いましょう。

蚊の一生

蚊に刺されないために！

卵 ボウフラ さなぎ 成虫

１～２週間は水中で生活する

水面に卵を産む（１回に数十から数百個）

寿命は
約1か月

吸血する
のはメスだけ！！

水中

蚊の多いところでは、長袖・長ズボンなどを着用し、肌の露出を避け
ましょう。
虫よけスプレーなどは用法や用量を確認して正しく使用しましょう。
雑草が茂った場所や湿った風通しの悪い場所など、蚊のいる場所は
避けましょう。
蚊を家に入れないようにしましょう。

▶

▶
▶

▶

蚊を増やさないために！
◆ボウフラ（幼虫）対策
　ボウフラは小さな水たまりでも発生します。植木鉢
やプランターの水受け皿、庭先に置き忘れたバケツや
プラスチック容器など、水たまりの原因となるものを
片付けましょう。
◆成虫対策
　成虫は草むらなど湿った風通しの悪いところにいま
す。雑草の草刈りなどを定期的に行って、蚊のすみか
をなくしましょう。

環境衛生係（4階407）　　　788-7873　　　784-4600

その1 生ごみを土で分解（土壌混合法）生ごみを土で分解（土壌混合法）生ごみを土で分解（土壌混合法）
用意するものは、生ごみ、土、水だけです。
　生ごみと土を混ぜ水を加えると、バクテリアによ
り自然の力で生ごみを分解することができます。特
別な薬品は必要ありません。
　土壌混合法講習会を奇数月第３木曜日に区民活
動センター（区役所２階）にて開催しています。事前
申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。

土壌混合法を紹介したパンフ
レットを区役所資源化推進担当
（6階601）でも配布中です♪

その2 生ごみの水切り生ごみの水切り生ごみの水切り
生ごみの約８０％は水分です。
生ごみの水分は、腐敗や悪臭の主な原因です。

皆さんのご協力をお願いいたします

●生ごみの水切り 3つのポイント ●水切りをすると
　このような効果が…　★濡らさない

　★乾かす
　★ぎゅっと絞る

★嫌な臭いが減る
★ごみが軽くなる
★効率よく焼却でき焼却工場
　の発電量がアップ！

…

金沢区内の商業施設で保育士と遊ぼう！！金沢区内の商業施設で保育士と遊ぼう！！金沢区内の商業施設で保育士と遊ぼう！！金沢区内の商業施設で保育士と遊ぼう！！金沢区内の商業施設で保育士と遊ぼう！！

こども家庭支援課（４階４０４）　　　788-7753　　　788-7794

　地域の保育園の保育士が区内の商業施設に出張して、親子（未就学
児とその保護者）で楽しく遊べる子育て支援イベントを開催していま
す。手遊びやパネルシアター、コーナー遊びなど、楽しいプログラムが
いっぱいです。

　区内の保育園では、子育て中の親子を対象に園庭開放や育
児講座などを行っています。
　また、育児に関する相談や、授乳・おむつ替えなどで立ち寄
れる園（「あかちゃんの駅」）も多くありますので、是非お近くの
保育園に遊びにきてください♪　 この看板が目印！

参加者の声 本ではわかりづらい手遊びやわらべうたを
知ることができ、子どもも大喜びでした！

保育士さんの笑顔で子どもも笑顔になります！
参加型のふれあい遊びなど、親子で楽しめます☆

　毎月第２木曜日
　13時30分～14時
　アピタ金沢文庫店　２階こどものあそびば
　（ 利谷東２－１－１）

　毎月第４月曜日 （月曜祝日の場合は翌日火曜）　
　13時30分～14時
　イオン金沢八景店　２階よいこのひろば
　（泥亀１－２７－１）　

　６月20日(水) 10時～12時、13時30分
　～15時30分
　ビアレヨコハマ　新館３階特設会場
　（並木２－１３－２）　

　８月20日（月）10時～12時、13時30分～
　15時30分
　イトーヨーカドー能見台店 １階グランコート
　（能見台東３－１）
詳細は区ホームページをご覧ください
（天候等の状況により予告なくイベントを休止する場合があります。）

検索金沢区赤ちゃん・子ども・家庭

お買い物ついでにお立ち寄りください！
保育士たちが企画準備してお待ちしています
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