
　「金沢まつり」の開催の費用は、ほとんど
を自治会・町内会や企業・団体等の皆さん
からの協賛金で賄っています。
　また、区民手づくりのお祭りとして、花火
大会当日は地域の方々や大学生が募金活
動や会場の整理を行っています。
　広く区民の皆さんからもご支援とご協力をいただきたく
募金をお願いします。

金沢まつり実行委員会事務局（地域活動係（6階601））　　788ー7801　　788ー1937
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第４４回

8月25日（土）
19時～20時（荒天中止）
会場：海の公園
京急「金沢文庫」駅徒歩20分
金沢シーサイドライン「海の公園南口」駅・「海の公園柴口」駅各徒歩１分

【開催可否問合せ先】　　050-3159-6791
（当日９時～/一部の携帯電話・PHSからはかけられません。）

【実行委員会からのお願い】
●交通規制
当日１８時３０分～２１時（予定）まで交通規制を行います。現場の警察官・警備員の指示に従ってく
ださい。また、周辺道路は大変な混雑が予想されるため、来場には、公共交通機関をご利用ください。
なお、工業団地線、柴町線（京急バス）は、交通規制時間中は、運休となります。
●ごみの持ち帰り
きれいな海を次の世代に残すため、ごみの分別・持ち帰りにご協力ください。
●ペット入場お断り
会場内は大変混雑します。事故防止のため、ペットを連れての来場はご遠慮ください。
●場所取り禁止
場所取り用のシートやロープに足を取られて転倒する事故が起きています。
安全な花火大会が続けられるよう、前日からの場所取りはご遠慮ください。

今年は
４０００発
打ち上げ

撮影：林 元一さん（第43回金沢まつり花火大会フォトコンテスト　花火大賞作品）

5

金沢区のいま 区の人口
（前年同月比 757人減）

世帯数

199,749人

88,272世帯
2018年
7月1日現在

8月の土曜開庁日　11日・25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）　― 番号のおかけ間違いにご注意ください ―
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金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん

★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！！

い。



知っていますか？
金沢土木事務所

　安心して道路を車が走れる、雨が降ってもまちに水があふれない、公園で安全に
遊べる、そのような区民の皆さんの日常を支えるのが金沢土木事務所の役割です。
金沢区には約500kmの道路と約840kmの下水道、約200の公園があります。
　これら多くの施設を安全・安心、快適に利用できるよう、金沢土木事務所は多くの
ボランティアの方々と協働で取り組んでいます。

  

こんな事をしています！

一緒に活動しませんか？

　金沢土木事務所は、道路パトロールカーに
よる巡回や、計画的にさまざまな修繕・整備を
行うことで、区民の皆さんが安心して過ごせる
環境づくりに努めています。

　金沢土木事務所は多くのボランティア団体の方々と連携
し、公園の花壇の手入れや道路の清掃を行うことで、区民の
皆さんが快適に過ごせる環境づくりに努めています。

　ハマロードサポーターは道路の手入れや
清掃を行う団体です。
　道路のゴミや落ち葉の清掃活動と道路脇
に花を植える活動をしています。

　公園愛護会は、公園の花壇の手入れや清掃を行
う団体です。
　金沢区では、公園愛護会のボランティアの方々
が土木事務所にあるフラワーセンターで、公園に
配布する花苗を育てています。

ハマロードサポーター
関東学院大学福祉研究部
代表 沼田 尚之さん

能見台北公園
公園愛護会

会長 大方 親良さん

災害対応
地震・台風・大雪など災
害時の巡回や応急対応
を行います。

ガタつきの補修
振動や騒音を防ぐた
め、マンホール蓋のガタ
つきを補修します。

公園の再整備
子どもたちが安全に遊
べるように、古くなった
遊具などの再整備を
行っています。

道路・下水道・公園の不具合は
金沢土木事務所まで

会長 大方 親良さん

皆さんのご参加をお待ちしております!

倒木処理 高潮対策

補修前 補修後

補修前 補修後

パトロールで安全管理!!

穴埋め作業

☆ハマロードサポーター、公園愛護会についての問合せは金沢土木事務所まで☆
この特集に関する問合せ　金沢土木事務所（寺前1-9-26）  　　781-2511　　781-2822

私たちは年に数回、学校周辺のごみ拾いを行っ
ています。清掃活動を通してごみが少なくなる
ことを嬉しく思い、また地域貢献にやりがいを
感じています。今後もきれいな町づくりに尽力
していきたいです。

能見台北公園は、運動広場やテニ
スコートもある緑豊かな公園です。
花壇のお世話だけでなく、あじさい
の植樹も行っています。100本を超
えるあじさいロードができ、賞賛の
声をいただいていることが活動の
励みとなっています。

快適な道路を

公園をきれいに
そして華やかに

もっときれいに！ もっと住みやすく！もっときれいに！ もっと住みやすく！
ハマロードサポーターハマロードサポーター
もっときれいに！ もっと住みやすく！
ハマロードサポーター

公園を支える縁の下の力持ち公園を支える縁の下の力持ち
公園愛護会公園愛護会
公園を支える縁の下の力持ち
公園愛護会

延べ約2600人が参加!!延べ約2600人が参加!!延べ約2600人が参加!!

金沢区の愛護会金沢区の愛護会
結成率は市内トップクラス‼結成率は市内トップクラス‼
金沢区の愛護会
結成率は市内トップクラス‼
189団体

198公園

黄色いボディーが目印

公園愛護会マスコットキャラクター あいごぽん

ー
部

金
沢
土
木

ぬまた なおゆき

おおかた ちから
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ピカピカ光るピカピカ光る
よこはま夜の動物園　ナイト金沢ZOOよこはま夜の動物園　ナイト金沢ZOO
ピカピカ光る
よこはま夜の動物園　ナイト金沢ZOO

　8月毎週土日　２０時３０分まで開園時間延長（最終入園１９時３０分）
　一般500円、高校生・中人300円、小・中学生200円、小学生未満無料（毎
週土曜日高校生以下無料）
※よこはま動物園・金沢動物園共通年間パスポート　18歳以上2,000円
交通：京急「金沢文庫」駅下車、西口バス乗場でバスに乗車

①「野村住宅センター」行きバス「夏山坂上」下車徒歩6分
②急行「金沢動物園」行きバスで10分（土・日・祝日のみ）

　金沢動物園（ 利谷東5-15-1） 　　783-9100　　782-9972

　８月毎週土曜日と日曜日は、20時30分まで開園時間を延長し、「よこはま夜
の動物園　ナイト金沢ZOO」を開催します。暗闇に動く夜の動物たちやライト
アップ、イルミネーション等、光輝く真夏の夜の動物園を、ぜひご覧ください。

オオツノヒツジ コアラ ガウル

オカピ インドゾウ「むし・虫・カブトムシ！展」「むし・虫・カブトムシ！展」「むし・虫・カブトムシ！展」「むし・虫・カブトムシ！展」「むし・虫・カブトムシ！展」
7月14日（土）～
　8月26日（日）

　ヘラクレスオオカブト等の外国産のカブトムシや国内の身近な
昆虫を展示します。また、期間限定で国産の
カブトムシに触れられる「カブトムシ放し飼い
ゾーン」もオープンします。
ナイト金沢ZOO開催時間中もご利用いただけます。

企画 展

よ こ は ま
夜 の 動 物 園

ヘラクレスオオカブト
（展示のみ） 国産のカブトムシ カブトムシ巨大オブジェ 金沢動物園 検索

園路のライトアップや
イルミネーション

金沢区制70周年記念 こどもまつり8月11日（祝・土）・12日（日） 金沢区制70周年記念 

第44回 金沢まつり花火大会
8月25日（土）

光のアート作品を園内各所で展示8月25日（土）・26日（日）

コアラ ガウル

インドゾウオカピ

夜の動物夜の動物たち夜の動物たち
光と影が動物たちを昼間と違う表情にみせます。

ぼたんちゃん
も登場

夜景や花火も

よく見えます

ナイト金沢 ZOOナイト金沢 ZOOナイト金沢 ZOO
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地域活動係（６階601）　　788-7802　 　788-1937
都市整備局 金沢八景駅東口開発事務所　 　782-7321 　　701-7919
道路局 交通安全・自転車政策課 　　671-3644 　　663-6868

　　 772-6899（１８時～２１時のみ）
　kanazawakukyoukai@yahoo.co.jp

後援：金沢区役所
▶金沢区民硬式テニス大会
　ミックスダブルステニス大会：９月２９日（土）９時
～１９時、シニアメンズ大会（1958年12月31日以前
生まれの人）：１０月１３日（土）９時～１９時　※雨
天順延（１１月１１日（日）または１１月２４日（土））
　長浜公園テニスコート（長浜１０６－６）
　ダブルス・トーナメント、８ゲーム先取・ノーアドバ
ンテージ方式、三位決定戦、コンソレーション
　区内在住、在勤、在学、在クラブの人（今年度から
一部変更あり。詳細は大会要項参照）/５０組１００
人先着　　１組３，５００円
　９月７日（金）・８日（土）１０時～１５時に申込書
（※）に参加料を添えて金沢区体育協会事務局（金沢
スポーツセンター（長浜１０６－８）内）へ 
※申込書及び大会要項は、下記　 からダウンロード、ま
たは金沢区体育協会事務局、区役所（６階６０１）で配布
　金沢区体育協会 テニス部 山本　　090-8105-1416
　　　　　　　　　　　　　後援：金沢区役所
▶横浜つながりの森自然観察
　　 ９月１５日（土）集合：９時３０分 京急「金沢文
庫」駅西口、解散：１４時 金沢自然公園
　区民（３ｋｍのハイキングコースを歩ける人）※小学
３年生以下は保護者同伴/２０人先着
　午前：六国峠のハイキング、午後：クラフト作り　
※雨天の場合、ハイキングのコースを変更します。
　８月１３日（月）９時から　　　、生年月日、性別を
下記　へ
　金沢スポーツセンター　
　785-3000　　785-7000
主催：金沢区役所　運営：金沢スポーツセンター
（（公財）横浜市体育協会）
▶旧川合玉堂別邸 開園日
　９月１日（土）１０時～１６時（入園は１５時３０分まで）
　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）
　788-7729　　786-4887
※当日連絡先：旧川合玉堂別邸
　080-1241-0910
▶スリーAフォローアップ連続講座（全２回）
　９月７日（金）・１３日（木）１０時～１２時
　区役所１階１号会議室
　過去にスリーAの講座を受講した人、現在スリーA
の活動を行っている人（原則２日間参加できる人）/
２５人先着
　NPO法人 よこはまかたつむりの会
　８月１３日（月）８時４５分から　にて下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　788-7777　　786-8872
▶第１３回金沢区民オータムダンスパーティ＆
　区民ダンス選手権大会
　９月２４日（振休・月）９時～（受付８時３０分～）
　金沢スポーツセンター第１体育館（長浜１０６－８）
　１部：金沢区民ダンス大会（一般の部：ワルツ、タン

▶横浜市マンション管理組合サポートセンター
　「金沢区交流会」
　２０１９年３月までの毎月第１日曜日９時３０分
～１１時３０分　
　金沢地区センター２階小会議室（泥亀２－１４－
５）　　分譲マンションに住んでいる人
※資料代をいただく場合があります。
　横浜市マンション管理組合サポートセンター
　・　 663-5459　
または建築局 住宅再生課　
　671-2954 　　　　641-2756

▶「ボーイズタウン・コモンセンス ペアレンティング 
　子育てスキル講座」
【月曜コース】
　①９月３日（月）・②１０日（月）１０時～１２時
　区役所３階１号会議室　
　２歳～就学前の子の養育者/３０人先着
（託児あり）
【水曜コース】
　①１０月３１日（水）、②１１月７日（水）１０時～１２時
　区役所５階健診室AB
　２歳～就学前の子の養育者/２０人先着（託児あ
り）※２回１コース、原則２回参加できる人・コースを
またいでの受講不可
　感情的に叱らない怒鳴らない、子どもの効果的な
しつけ方を学べます。
　NPO法人Com子育て環境デザインルーム
　８月２０日（月）～２７日（月）に、　 にて下記へ
　こども家庭支援担当（４階４０４）
　788-7787　　788-7794
▶「金沢区庁舎展示スペース　出展者募集」
１０月１日（月）～２０１９年３月２９日（金）に区役
所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。
　区内在住、在学または在勤の個人、区内を中心に活
動する団体/応募者多数の場合抽選
　８月３１日（金）（必着）までに申込書（区役所、各
地区センター、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、または金沢区の
魅力発信を目的としたものに限る
　区民活動支援担当「展示スペース」担当（６階６０
１）〒236－0021 泥亀２－９－１
　788-7806　　788-1937

▶金沢区民親睦バドミントン大会
　９月３０日（日）９時～
　金沢スポーツセンター（長浜１０６－８）
　男女混成チームによる団体戦（申込みは個人単
位）※チーム編成は事務局で決定
　区民に限らず参加可能（金沢区バトミントン協会
への登録（年間５００円）が必要）
　１人１，０００円（当日払い）
　９月３日（月）～１４日（金）に、申込書（右上 　から
ダウンロード）に記入して、 　または　 で右上記へ
　金沢区体育協会バドミントン部 中島

▶金沢区制70周年記念 第４４回 金沢まつり「いきいきフェスタ」フリーマーケット出店者募集
　１０月２０日（土）１０時～１５時　※荒天時翌日順延
　海の公園柴口駐車場スペース
　区内在住・在勤の人/２５０店先着 ※飲食物・酒類不可
　１，５００円（１区画３．５ｍ×２ｍ程度）※当日受付で支払い
　８月３１日（金）（必着）までに、往復はがきに　　　、出店品目を記入して下記へ
※駐車場の利用は一般利用者と同様。※業者、政治・宗教団体などはご遠慮ください。
※家族など同一グループでの複数の申込みは無効。
　金沢まつり実行委員会事務局（地域活動係（６階601））
〒236－0021 泥亀２－９－１　　788-7801　　788-1937
▶横浜金沢クラフトビール＆グルメフェスタ２０１８ 前売り券発売とボランティア募集
　１０月６日（土）・７日（日）・８日（祝・月）１０時～２０時　※８日は１０時～１７時３０分
　八景島シーパラダイス　アクアミュージアム前広場　
　２０歳以上（開催当日時点）で、２日以上参加できる人　　９月１４日（金）までに
　　　、メールアドレス、参加可能日を　か　で下記へ
※クラフトビールのお得な前売り券発売中。
詳細は、 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　へ
　横浜金沢クラフトビール＆グルメフェスタ実行委員会
（横浜金沢観光協会内） 　780-3431　　349-7035
　info@yokohama-kanazawakanko.com

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

　統計選挙係「選挙クイズ」担当（６階605）（〒236-0021 泥亀２-９-１）
金沢区 明るい選挙クイズ 検索

明るい選挙クイズに挑戦しよう！

横浜金沢クラフトビール＆グルメフェスタ 検索

横浜市マンション管理組合サポートセンター 検索

金沢区バドミントン 検索

金沢区体育協会 検索

金沢区庁舎展示スペース 検索

第４４回金沢まつり「花火大会」フォトコンテスト募集要項
　金沢まつり「花火大会」の写真を募集します。花火大賞に選ばれた作品は、
次回の花火大会のPRなど、さまざまな場面で使用されます。

　８月２７日（月）～９月７日（金）（消印有効）に、作品の裏に下記の応募票を
貼付し、郵送または直接下記　へ
　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

①入賞作品及びネガフィルム、データの版権は主催者に帰属します。　②応募作品は
返却しません。　③入選者は後日ネガ、データを提出していただきます（返却しません）。
④入賞作品は当委員会の広報物等（パンフレット、チラシ、ホームページ）あるいは、当
委員会が認める広報物へ利用します。その際、入賞者の氏名、作品名を掲載することも
ありますので、あらかじめご了承ください。　⑤当コンテストの審査結果に関する問合
せおよび要望には応じかねます。

テ ー マ
募集作品

入 賞
審 査
発 表

そ の 他

第４４回金沢まつり「花火大会」の花火を撮影したものに限ります。
２Ｌ判＝大キャビネ判(127×178mm＝5×7インチ）のカラープリントし
た作品　※１人２点まで応募可。（３点以上応募の場合はすべて無効）
花火大賞１点、優秀賞５点、佳作５点
募集期間終了後、金沢まつり実行委員会において審査します。
金沢まつりの　にて発表します。また、入選作品の展示会も予定しています
（　 区役所２階）。

第4４回金沢まつり花火大会　フォトコンテスト応募票

題名

氏名

カメラ

撮影場所

電話　（　　　　）

住所　〒

金沢区制70周年記念

金沢八景駅周辺の自転車等放置禁止区域を変更します

下記ホームページから投票できます。

　広報相談係（1階101）
　788ー7723　　784ー9580

投票期間：８月１日（水）～１１月９日（金）

ゆるキャラグランプリ 検索

金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん

　金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃんが、ゆる
キャラ®グランプリ2018にエントリーしました。
皆さんの応援で、ぼたんちゃんを全国的に有名
にしましょう！

　金沢八景駅東口地区土地区画整理事業などによる道路整備の進捗に
伴い、下図のとおり禁止区域を拡大します。
変更年月日（予定）：９月１日（土）

ぼたんちゃんへの投票
よろしくお願いします！

投票はこちら

１
日
１
票

投
票
し
て
ね
♥

問
題

金沢区選挙マスコット
いこあら

　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。（商品の発
送をもって当選者の発表にかえさせていただきます。）

来年春に統一地方選挙（神奈川県知事選挙、神奈川県議会議員選挙、横浜市
議会議員選挙）が執行される予定です。横浜市議会議員に立候補できる年齢
は次のうちどれでしょう。

　　①満２０歳以上　　②満２５歳以上　　③満３０歳以上
　区内在住、在勤、在学の人
　８月３１日（金）（必着）までに、はがきに〒住所、氏名、年齢、
クイズの答えを明記の上、下記へ。区役所 　からも応募できます。

金沢区幸せお届け大使

788-7712  　 786-0934

・

・

国道 16号

金沢八景駅

至横須賀 金沢八景駅
第三自転車
駐車場

金沢八景駅
第四自転車
駐車場金沢八景駅

自転車駐車場

金沢八景駅
第六自転車
駐車場

至横浜

至金沢文庫至六浦

京急線
横浜市立大学

金沢八景駅前交差点

禁止区域
拡大箇所
自転車駐車場

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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拡大箇所は赤色に塗った部分です。



ゴ）、（オープンの部：ワルツ、スローF）　
２部：区民ダンスパーティ
　区内在住、在勤、在学、在サークルの人/一般の部・
オープンの部：各４０組、２部：２５０人
　１人１，０００円（飲み物付き）
　９月１日（土）から　で下記へ ※当日申込み可
　金沢区体育協会ダンススポーツ部　大辻
　070-6575-5088　後援：金沢区役所
▶「みんなで遊ぼう！うきうきわくわく能見台っこ」
　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）
　地域の保育園の保育士による子育て支援イベント
　未就学児とその保護者
　こども家庭係（４階４０４）
　788-7753　　788-7794

 両親教室（全3回コース） 
　９月７日（金）・１４日（金）・２１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　　８月２８日（火）
②1歳6か月児　　８月２１日（火）、９月４日（火）
③3歳児　　　８月２２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
　８月２４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
　９月４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歯ぴか教室★能見台
　８月３１日（金）１０時～１１時３０分（受付９時３０分～）
　能見台地域ケアプラザ多目的室（能見台東２－１）
　６か月～１歳４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
④ごっくん離乳食教室（はじめる頃）
　８月２４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）

❷８月２７日（月）１０時～１２時
発達に不安のあるママで話しましょう
※１２時～１３時は食事スペースを用意します。

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
　８月１８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
　８月１６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
　８月２３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
　８月２３日（木）１０時～１１時
　保育園の生活や子ども同士の関わりなど
⑨助産師相談
　９月６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薬剤師相談
　８月２９日（水）１４時～１５時３０分
　薬やスキンケアに関する相談など
⑪大人のストレッチ
　８月２１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。
⑫歌って遊ぼう！
　８月１６日（木）１３時～１３時２５分
　歌って遊ぶ楽しい会
⑬親子de簡単クッキング
　９月１１日（火）１０時～１１時
　能見台地域ケアプラザ（能見台東２－１）　　１家族３００円
　８月１４日（火）１０時から下記 　へ
⑭プレパパ・プレママ教室
　８月２５日（土）、９月８日（土）１０時～１２時
　とことこ研修室（能見台通８-２２ブルーグレイス能見台
１０２）　　沐浴や妊婦体験、先輩ママとの交流など
　　　　、出産予定日を　または　で下記へ
　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

　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）
　８月２３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ぱくぱく幼児食教室
　９月６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
⑦子どもの食生活相談
　８月２３日（木）、９月７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
　②～⑦　または　で　　　、
子の名前・生年月日を下記へ　
②③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！）
　９月１日（土）１１時～１３時　
　能見台中央公園（プレイパーク）
　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　
　❶８月２３日（木）・❷２９日（水）、❸９月１日（土）
　❶❸１３時３０分～１４時３０分、❷１０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　
　８月２１日（火）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

❶８月１８日（土）１１時～１２時
多胎ママ交流会

金沢区子育てひろば
常設園だより

＜きらら保育園＞「きらら探検隊」　　９月１１日（火）１０時～１１時３０分　　同園（能見台東２－３）
　地域の未就学児とその保護者/８組先着　　園内の探検、スタンプラリー、給食体験　　５００円　
　８月２４日（金）から　にて、きらら保育園へ　　790-3440
＜あおぞら谷津保育園＞「プール開放」　　８月２０日（月）～３１日（金）の平日１３時３０分～１４時３０
分　　　同園プール（谷津町２３１－５）　　屋上の大きなプールで遊べます。　　地域の未就学児～
小学生までの児童とその保護者　　１００円（小学生の場合）　　784-0542

・

▶生活に困っている…まずはご相談ください
仕事探し、家計、負債、滞納のことなど、どこに相談を
したら良いのかわからない時は、区役所生活支援課
にご相談ください。
　生活支援係（４階４０５）
　788-7815　　788-7883
▶金沢区市立保育園合同育児講座
　～親子で楽しむわらべうた＆お話会～
　①９月５日（水）・②１２日（水）・③１９日（水）１０
時～１１時（受付９時４５分～）
　①金沢さくら保育園（泥亀１－２１－１）、②並木
保育園（並木１－４－４）、③南六浦保育園（六浦５
－２０－１）
　市内在住の４月１日時点で１歳～２歳の子どもと
その保護者/各回１５組先着
　８月１３日（月）から　にて下記へ（各回共通）
　金沢さくら保育園　
　781-9360(受付：平日９時３０分～１６時)

▶こころの健康づくり講演会
　「何が若い世代を追いつめているのか～深刻な
　悩みを相談されたら～」
　９月３日（月）１４時～１６時（受付１３時３０分～）　
　横浜市立大学八景キャンパス内　シーガルホール
（瀬戸２２－２）　　４５０人先着

　NPO法人Light Ring.代表理事・精神保健福祉士
　石井 綾華氏
※手話通訳を希望する人は、８月２４日（金）までに
申込みください　 。
　健康づくり係（４階４０８）　
　788-7840　　784-4600

　分～１５時３０分
　９月７日（金）１３時３０分～１５時３０分
　区役所5階 健康相談室（503）
■禁煙相談
　９月７日（金）9時～12時
　区役所５階 健康相談室（503）
　喫煙者、年齢制限なし／3人先着

　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）
　８月１７日（金）9時～12時、１３時３０

金沢区  とことこ 検索

②

③

催しの申込み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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中国の家庭で作る美味しい【包子（パオズ）】
　９月２１日（金）１０時３０分～１４時３０分
　金沢地区センター 料理室
　２０人先着　　５００円 
　８月２０日(月)から参加費を添えて　へ

薬膳講座　夏の疲れをとる薬膳
　９月１８日(火）１０時３０分～１２時
　３０人先着　　１，５００円 
　８月１１日(祝・土)から　または　へ

　　
親子でコサージュ作り（おひとり参加可）
　８月２５日(土）１０時～　　同公園内グリー
ンハウス　　１０組先着　　１組１,０００円
　８月１１日（祝・土）から　または　へ

第２期水泳教室（９～１１月開催）
　月～土曜日 各種クラスあり(全１０～１２回)
　幼児（年中・年長）～成人・シニア
　５，３００円～１２，３６０円
　水中ウォーキング、アクアビクス、水泳（初心
者～）※詳細は　、または上記へお問合せください

おしゃべり場「竹細工を作ろう（風ぐるま）」
　８月２０日(月)１３時３０分～１５時　
　未就学児と保護者　　同公園レストハウス

　

①夏休みファミリーコンサート～
　おおたか静流・夏のページ
　８月１８日（土）１４時～（１３時３０分開場）
　１０４人先着
　チケット：前売り・当日（残席がある場合の
み）とも１，０００円（小学生以下は無料）
②夏休みこども体験教室
　８月１８日（土）（１）１０時～１２時（２）１３
時～１５時　　小学生／各回２０人先着 　　
　ペットボトルを使った顕微鏡作り
　①②　・　または、　　　、②学年、希望の部
（１）または（２）を記入して　・　で上記へ

セカンドライフセミナー 就業を通じた生きがい・健康
　８月２９日(水)９時～１１時　　同事務所 
　市内在住おおむね６０歳／２０人先着
　往復はがきに　　　、年齢を記入のうえ、８
月１３日(月)から上記へ、または　ヘ

①親子でつくる“ゆらゆらモビール” 
　９月８日（土）１０時～１２時
　乳幼児と保護者・小学生／１２組先着　
　３００円
②“豆本”づくりに挑戦！
　９月６日（木）１０時～１２時　
　成人／１０人先着　　５００円
③秋の“いけばな”教室
　９月２９日（土）１０時～１２時
　成人／１０人先着　　１，５００円
④大人も子どもも楽しめる“折り紙教室”
　９月３０日（日）１０時～１２時
　１０人（組）先着　　２００円
　①～④８月１８日(土)から　へ

①いきいき健康体操
　８月１８日、９月１日の土曜日９時３０分～１
０時３０分　　　１回３００円　

協力：金沢スポーツクラブ
②スポーツ吹矢教室
　９月８日～１０月２７日の第２・４土曜日（全
４回）１５時３０分～１７時３０分　
　２０人先着　　２，０００円（４回分、マウス
ピース代含む）
③パソコン講座　デジカメ編集編
　９月１３日・２７日の木曜日（全２回）９時３０
分～１１時３０分　
　１０人先着　　１，０００円（２回分）　
　ノートパソコン、デジタルカメラ
協力：並木パソボラ
④パソコン・スマホ相談室
　９月２日・１６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
⑤ハワイを感じるフラダンス（託児付き）
　９月１２日～１２月２６日の第２・４水曜日
（全８回）１０時～１１時　　若干名先着
　４，０００円（８回分）
※託児は未就学児のみ。１回５００円
　②～④８月１４日(火)９時から　または　
へ、⑤　または　へ

①おもちゃ病院
　８月１３日(月)９時３０分～１２時３０分　
　修理無料、部品実費
②おはなし会
　８月２１日(火)１１時～１１時３０分
　乳幼児と保護者
③パソコン何でも相談
　１０月３日・１０日の水曜日９時３０分～１６時
１０月１９日（金）９時３０分～１２時３０分　
　各日８人先着　　１回６００円
④つまみ細工で作る 七五三飾り
　①３歳用：９月２０日（木）・２９日（土）１０時～
１２時３０分 ②７歳用：９月１７日（祝・月）・２７日
（木）各日１０時～１５時 ※１日で完成します　
　各日５人先着　　①２，０００円 ②３，０００円
　③④８月１１日（祝・土）から　または　へ 
※いずれも当日申込み不可

「司法書士が伝える介護中の財産管理と相続」
セミナー・無料相談会
　９月１６日（日）１０時～１５時（セミナーは午前） 
　３０人先着
　８月１１日（祝・土）９時から　または　へ

①体験！ 男性アレコレ講座 パン作り
　９月１２日（水）１２時～１７時
　男性／２０人抽選　　５００円（材料費別途）
②コーヒーdeボランティア講座２
　９月３日・１０日・１７日の月曜日・２５日
（火）（全４回）１３時～１５時
　いきいきセンター金沢（泥亀１－２１－５）　
　２０人抽選　　１，０００円（４回分）
③ちゅーりっぷファミリーコンサート
　９月２９日（土）１３時～１４時３０分　
　西公会堂講堂（西区岡野町１－６－４１）
　未就学児と家族／１０家族先着
　①８月３１日（金）②８月２０日（月）までに　
または　へ
③８月１５日（水）から　・　、または　　　を
記入して　で上記へ

①ピラティス教室
　９月８日・２９日の土曜日１４時３０分～１５
時３０分　
　１６歳以上／２０人先着　　１回６００円
②検査数値を読み解く、エコー検査で見つか
　る病気
　９月４日(火)１５時～１６時３０分　
　３０人先着 
　①②８月１１日（祝・土）から　または　へ

①子育てサロンなみき
　８月２１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
　８月２１日（火）１２時～１４時　

①みんなの健康体操
　８月２４日（金）１０時～１１時３０分 
　４００円
②プロが教えるカラオケ講座（３）
　９月４日～１０月１６日の火曜日（１０／９を
除く）（全６回）１２時３０分～１４時３０分
　５０人抽選　　３，０００円（６回分）
③はじめてのスマホ講座（２）
　９月２０日（木）・２１日（金）(１)午前の部：１０
時～１１時３０分(２)午後の部：１３時～１４時３
０分（全２回）
　２０日: はじめてのスマホ講座、２１日：質疑
応答　　各部１５人抽選　　５００円（２回
分）※対象OSは事前にお問合せください
④０歳児とママの体操
　９月１９日～１１月２８日の隔週水曜日（全
６回）９時４５分～１０時３０分　　生後４か月
～１歳未満児と保護者／１５組抽選　
　３，６００円（６回分）
⑤１歳児とママの体操
　９月１９日～１１月２８日の隔週水曜日（全
６回）１０時４０分～１１時４０分　　１歳児と
保護者／１５組抽選　　３，６００円（６回分）
　②～⑤往復はがきに　　　、③希望の部
（１）（２）もしくは（３）どちらでも可④⑤子の名
前（ふりがな）・年齢（月齢）・性別を記入して、②
８月２３日(木)③④⑤９月６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オータムフェスティバル（ダンスパーティ）
　９月２９日(土)１３時～１６時　
　１４０人先着　　３００円（８０歳以上無料）
②オータムフェスティバル（カラオケ大会）
　９月２９日(土)９時３０分～１２時　
　３０人抽選（６５歳以上優先）
③ヨガ教室
　９月２８日～１２月２１日の金曜日（１１／２
３を除く）（全１２回）（１）９時２０分～１０時２
０分（２）１０時４０分～１１時４０分　　各部
１２０人抽選　　各５，０００円（１２回分）
④太極拳教室
　９月２６日～１２月１９日の水曜日（１１／２
１を除く）（全１２回）（１）９時５分～１０時２０
分（２）１０時３０分～１１時４５分　　各部１
００人抽選　　各部５，０００円（１２回分）
　①８月２４日（金）から　にてチケット販売
②～④往復はがきに　　　、②年齢、カラオケ
曲名・歌手名③④希望の部（１）または（２）を記
入して、９月１０日(月) (必着)までに上記へ、ま
たは　、返信用はがきを添えて　へ

　　　

①みんなで楽しむわらべうた
　９月８日（土）１１時～１１時３０分
　未就園児と保護者
②作ってみたい！手打ちうどん！
　９月２０日（木）１０時～１３時
　１５人先着　　２，０００円
③月餅を作ろう
　９月１５日（土）１３時３０分～１６時
　１５人先着　　１,５００円
④第３期 徒然草
　９月８日～１１月２４日の第２・４土曜日（全
６回）１０時～１１時３０分
　５０人先着　　３，０００円（６回分）
⑤横浜マイスターに習うチーズ入りフランク
　９月１２日（水）１０時～１２時
　１５人先着　　２，４５０円（材料費込み）
　②～⑤８月１５日（水）１０時から　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

①６０歳以上の健康体操
　８月１３日・２７日、９月１０日の月曜日１０
時～１１時３０分　　　１回４００円 
②ベーシックヨガ教室
　９月４日～１１月１３日の火曜日（９／１８を
除く）（全１０回）（A）９時２０分～１０時２０分
（B）１０時３５分～１１時３５分　※（A）（B）は
センターで振り分け　　各部３０人抽選
　５，０００円（１０回分）
③ママもリラックス アロマオイルで
　ベビーマッサージ
　９月１２日（水）１０時～１１時３０分
　４～１０か月の首の座った乳児と保護者／１
０組抽選　　１，５００円 
④和の食材でイタリアン
　９月５日・１９日の水曜日（全２回）１０時～
１２時３０分　
　成人／１６人抽選　　３，０００円（２回分）
⑤ひとあじ違う！美味しいお茶の淹れ方教室
　９月１３日（木）１３時３０分～１５時
　成人／１６人抽選　　５００円
　②～⑤往復はがきに　　　、年齢を記入し
て、８月２１日(火) (必着)までに上記へ

①フットサル（ミニサッカー）体験会
　８月２９日（水）（１）小学１～３年生：１５時３
０分～１６時３０分（２）小学４～６年生：１６時４
０分～１７時４０分　　　小学生／各部２０人先着
　体育室用シューズ、タオル、飲み物、運動着
②司法書士による介護・相続・お金の話
　９月２日（日）講義：１０時～１２時　、個別
相談：１２時２０分～１５時　　　２４人先着
③化学捜査教室 犯人は誰だ？
　８月２３日（木）９時３０分～１１時３０分
　小学１年生～中学生（小学1・2年生は保護者
同席）／１２人先着　　５００円（教材費込み）
④シニアらくらく体操（追加募集）
　８月２１日～１２月１８日の第１・３・５火曜日
（全１０回）１０時～１１時３０分　　若干名先着
　４，０００円（１０回分、初回全納）
⑤健康ヨガ教室（追加募集）
　９月６日～１１月８日の木曜日（全１０回）
（１）９時２０分～１０時２０分、（２）１０時３０
分～１１時３０分　　若干名先着　
　４，０００円（１０回分）
　②　にて上記へ（個別相談のみ）
③８月１１日（祝・土）から参加費を添えて　へ
④⑤往復はがきに　　　、⑤希望の部（１）ま
たは（２）を記入して上記へ、または　へ

〒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。

〒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・

〒２３６-００51　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・

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

〒２３６-0011　長浜106-6
　　 ７82-8004

長浜公園

・

並木コミュニティハウス
 〒２３６-００05　並木２-８-１
　 ７８１-７１１０　　７８１-７１４０
　   https://officekanazawa.org/namiki/

〒２３６-００45　 利谷南２-８-１
　７８８-２９０１　　７８８-２９０６

利谷地域ケアプラザ

〒２３６-００21　泥亀1-21-5
　７８２-２９４０　　７８２-２９５９

泥亀地域ケアプラザ

〒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

〒２３６-００52　富岡西6-3
　７７５-２７１４　　７７５-３０４４

富岡西公園

〒２３６-００03　幸浦2-7-1
　７89-2181

リネツ金沢

リネツ金沢 検索

〒２３５-００４５　磯子区洋光台５－７－５
　８３２-３５１１　　８３１-３２８１

横浜市シルバー人材センター
磯子事務所

横浜市シルバー人材センター 検索

（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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Kanazawa

金沢消防署 予防課・庶務課（消防団係）　　・　781-0119

リユース家具市民提供（第４回）
　９月３日（月）～１３日（木）（日曜日は除く）
１０時～１２時、１３時～１６時
※申込みは１人１点、１世帯３点まで
【抽選】 ９月１４日（金）１０時
※結果は抽選後１週間以内に　に掲載。
【引渡し】抽選後９月２９日（土）まで（日曜日は
除く）
申込み条件・抽選・引渡し等の詳細は上記へ、
または

フォーラム南太田シネマ「ふたりの旅路」
　９月１９日（水）（１）１０時～１１時４５分
（２）１３時３０分～１５時１５分 
　女性／各回６０人先着　　各回８００円
　８月１４日（火）から　・　、または　へ　
※託児あり　。詳細は　７１４－２６６５へ

　市内在住６０歳以上(※講座は初心者向け)／申込みは１人１講座／新規申込者優
先／応募者多数の場合は抽選／教材費・保険料等実質負担の講座あり
　８月１１日（祝・土）～２８日(火)(必着)に往復はがきの往信の表面に宛先、裏面に
　　　、年齢、生年月日、希望教室名、また返信の表面に自宅の住所・氏名を記入して
（裏面は無記入）上記へ、または返信用はがきを添えて　へ
②いきいき健康チェック
　８月２0日(月)１１時４５分～１２時４５分　　　市内在住６０歳以上　　３階受付
　②については区役所高齢・障害支援課　　７８８ー７７７７　　７８６ー８８７２

新金沢公会堂 講堂等の仮予約受付開始
２０１９年３月１日（金）より一般利用開始を予定している新金沢公会堂（講堂・会議室・
和室）の仮予約を開始します。

　8月以降、区庁舎2階と公会堂棟との接続工事を行います。振動や騒音等が発
生するため、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
工事の詳細は区役所予算調整係（６階６０４　７８８-７７０８）へ

※希望者が多数の場合、抽選となります。（受付：８時４５分、抽選：９時）
※多目的室（区庁舎２階）は現状通り予約を受け付けています。（リハーサル室は１月ま
で一時休館中）　　受付開始日時に　へ（詳細は上記までお問合せください）

　明治期よりのこる「旧長濱検疫所一号停留所（長浜
１０７－８）」が新たに登録有形文化財として登録され
ました。今後のイベントや詳しい情報などは下記　を
ご覧ください。
　厚生労働省横浜検疫所総務課
　２０１－４４５８　　２０１－３３０２

夏の風物詩といえば「花火   」 ～ルールを守って、楽しい花火！～

生涯学習「西柴」水彩画教室作品展／生涯学習「西柴」
 “きりえワールドへようこそ”／きりえサークル金沢
フォト2007作品展／フォト2007
横浜の風景を描く／ 利谷スケッチの会
第15回写真展／あじさい写真クラブ

　区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
　 788-7803 　　789-2147  　９月２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

８月１２日(日)～１８日 (土)
８月１９日(日)～２５日 (土)
８月２６日(日)～９月１日 (土)
９月３日(月)～８日 (土)
９月９日(日)～１５日 (土)

８月１日(水)～３１日(金) 茶掛 咄々 (々とつとつとつ)／神 玲子氏（金沢区「街の先生」）

ば「花花火   」 ～ルール花火   」 ～ル

花火を人に向けない！
必ず大人が付き添う！

金沢消防団では消防団員を募集しています。
入団資格は、金沢区内に居住している、または勤務・在学している、18
歳以上の方で、男女問わず入団できます。金沢区では、７０名以上の女
性団員が活躍しています。　※消防団員は70歳で定年となります。

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

①「趣味の教室」受講生募集（１０月～３月開催　全１２回）　
教室名 日時定員

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

２０
２０
２０
２０
２０
２０
２５
２０
２０
２０
１８

第１・３月曜日　１３時３０分～１５時
第２・４月曜日　１０時～１２時 ※月２回目は探索外歩き
第１・３木曜日　１３時～１５時
第２・４火曜日　１０時～１２時
第２・４火曜日　１４時～１６時
第２・４水曜日　１０時～１１時１５分
第１・３水曜日　１０時３０分～１１時３０分
第２・４水曜日　１３時～１４時３０分
第１・３木曜日　１０時～１１時３０分
第２・４木曜日　１０時３０分～１２時３０分
第１・３金曜日　１４時３０分～１６時

　往復はがきまたは専用の申込用紙（要返信用６２円切手）に　　　、教室名、性別、
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、８月25日（土）
（必着）までに上記または　へ（詳細は　、または上記へお問合せください。）

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

　8月27日(月)金沢スポーツセンター 検索

金沢公会堂
〒236-0021 泥亀2-9-1（区役所2階）　　788-7890　　788-7866
横浜市金沢公会堂 検索

金沢工場 リユース家具 検索

フォーラム南太田 イベント 検索

定期教室参加者募集
①スポーツ種目系教室(１０月～１２月開催　全１０回)　

教室名 時間曜日
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
金曜日の卓球リーグ
姿勢デザイン教室
金曜日の太極拳
バドミントンリーグ

火

水

木

金

土

対象 費用
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０５分～１２時５０分
１３時１５分～１４時４５分
１１時～１２時４５分
１３時３０分～１４時３０分
１５時１５分～１６時４５分
９時～１０時４５分

９，７００円

５，９００円

５，４００円

５，９００円

５，４００円
５，９００円
５，４００円
１０，８００円
５，４００円
６，５００円

②健康系教室(１０月～３月開催　全１６回)

③文化系教室(１０月～３月開催)
教室名（回数） 時間曜日

水墨画教室(入門)（全１０回）
絵手紙教室（全１２回）
初めての水彩画教室（全１２回）

水

木

対象 費用
１３時～１４時５０分
１５時１０分～１６時４０分
１３時５分～１４時４５分

６，４００円

７，６８０円

教室名 時間曜日
月曜【１０時・１１時】の肩腰膝改善 月

対象 費用
①１０時～１０時５０分
②１１時～１１時５０分 ５，９２０円

１６歳
以上

１６歳
以上女性

１６歳
以上

１６歳
以上

１６歳
以上

１６歳以上女性
１６歳以上

旧長濱検疫所一号停留所（厚生労働省横浜検疫所検疫資料館）が
登録有形文化財に登録されました

検索横浜検疫所  検疫史  アーカイブ

施　設 受付開始日時
講堂（ホール）
会議室、和室

利用希望日の６か月前 ９時～
利用希望日の３か月前 ９時～

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

フォーラム南太田
〒２３６-００03　幸浦2-7-1
　７８４-９７１１　　７８４-９７１４

資源循環局金沢工場

風の強いときや、燃え
やすい物のある場所
では、絶対にやらない！

遊び終わった花火は、
必ずバケツの水につ
けて完全に火を消す！
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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20回
　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 　 784-5861　　781-2521
　８月２０日（月）

　「昇曲導付芯入錦冠菊先点滅」まるで呪文のような言葉で
すが、実はこれ、花火の名前なのです。花火の名前にはルー
ルがあり、仕組みを理解すると、名前を見ただけでどんな花
火が上がるのか、大まかに理解することができます。この本
では、鮮明な写真と花火ごとに書かれた解説で花火の仕組
みが理解できます。「玉の座り」や「盆」など、花火にも評価ポ
イントがあります。見るだけではなく、技術の面から、今年の
花火大会を楽しんでみてはいかがでしょうか。

　ドドーンと響く音とともに、夏の夜空に広がる打ち上げ花
火。いくつもの色や形に変化する鮮やかさに、思わず心が動
きます。この本では、火薬や薬剤を配合して花火玉を作り出
す「花火師」さんたちのスゴ技を写真で解説。打ち上げ方に
よってさまざまな花火の種類もわかります。一方、線香花火
やロケット花火、ねずみ花火やへび玉など、家族や友だちと
楽しむ身近な花火も紹介しています。子どもだけでなく大人
も一緒に楽しく読んで、花火博士を目指しませんか。

ラベルの記号：575　２階一般書コーナー

金武 武　著／日本煙火協会　監修　　玄光社

ラベルの記号：57　１階児童書コーナー

『花火』― 子どもに伝えたい和の技術  ３ ―
和の技術を知る会　著　　文渓堂

眺望絶佳の打ち上げ花火
花火の名前や特徴がわかるビジュアルブックおとな向け

こども向け

　夜空に華やかに打ち上げられる花火は夏の醍醐味ですね。花火は見る
だけでも楽しいものですが、今年は花火の本をお手元に、いつもとは
ちょっと違う角度から楽しんでみませんか。

金
沢
図
書
館
か
ら

の
お
知
ら
せ

のぼりきょくどうつきしんいりにしきかむろぎくさきてんめつ

かねたけ   たけし

①定例おはなし会　　８月１５日（水）１５時３０分～１６時
②かなざわ大人のライブラリーツアー2018第１回 横浜市立大学図書館
　９月１４日（金）９時３０分～１０時３０分、１１時～１２時　
　各回１５人先着　　８月２２日（水）から　または　へ
③こわ～いおはなし会　　８月２４日（金）１９時３０分～２０時
　３０人先着　　８月１６日（木）から　または　へ
④おひざにだっこのおはなし会　　８月２２日（水）１０時３０分～１１時
　１～２歳の乳幼児と保護者/１５組先着
　８月１４日（火）から　または　へ

金沢区保健活動推進員会会長
能見台地区保健活動推進員会会長

健康づくりのまち 金沢
あ お き え つ こ

青木  悦子さん

　青木さんは、金沢区の健康づくりのリーダーとして活躍されている“かなざわ
彩りびと”です。保健活動推進員※の活動や金沢区の良いところなどについてお話
を伺いました。

◯地道に続けることが大切
　能見台へ引っ越してきて間もなく、保健活動推進員（当時は保健指導員）を頼ま
れました。引き受けたものの最初は戸惑い、活動の普及に苦労しましたが、区役所
の保健師さんと何度も意見を交わしたり、欠席した方のお宅に書類をお届けしたり
することなどを続けることにより、徐々に良い協力関係を築けるようになりました。地
道な事でも続けることの大切さを、地域から教わりました。

◯健康づくりに恵まれた環境
　金沢区は、自然豊かな魅力ある街です。能見台
周辺は街路樹が多く、能見台中央公園や鎌倉まで
のハイキングコースもあります。もちろん海辺の魅力
もあります。福浦周辺には海を感じながら歩ける散
策路があり、鳥浜にはどこか異国情緒を感じさせる
素敵なヨットハーバーもあります。そんな恵まれた環
境を生かしたウオーキングイベントを各地区で企画
し、皆さんに参加を呼びかけています。区主催の
「金沢区の魅力いっぱい！健康ウオーキング」も毎年

多くの区民が参加しています（今年度は１１月１７日（土）に実施）。これも、健康
に関心を持っている人が多いからだと思います。

◯多様な世代が笑顔になれる街を目指して
　金沢区では高齢化が進んでいます。一方で区内には
２つの大学があり、多くの学生が暮らしています。また、能見
台周辺には子育て支援拠点「とことこ」や大型スーパーも
あり、多くの子育て世代も暮らしています。
　高齢者にとっても、若い世代にとっても、共に暮らしやすい
街となることを考えることが大切だと思います。
　多様な世代が笑顔になれる、安全・安心な魅力ある街を目
指し、みんなで一緒になって考え、行動していきたいですね。

青木 悦子さん：昭和１５年生まれ。昭和６１年に能見台地区の保健活動推進員、平成１１年に同地区
会長、平成２５年より金沢区保健活動推進員会の会長に就任し、現在に至る。

広報相談係（１階１０１）　　788－772２　　７８４ー９５８０

こども家庭係（４階４０４）　　788-7753　　788-7794

金沢区制７０周年特別企画

※保健活動推進員：自治会町内会からの推薦により市長から委嘱され、区役所と協力しながら地域
　の健康づくりの推進のために活動する区民。区内１４地区において活動中。

　幼稚園・認定こども園では、園に入園している方だけでなく、地域で子育て中の方どなたでも利用できるサービスが
あります。ぜひお気軽に園に遊びに来てください。

幼稚園幼稚園幼稚園に遊びに来ませんかに遊びに来ませんかに遊びに来ませんか

園庭開放・園舎開放 どこの園で何をやっているの？

　外遊びを楽しんでもらうために、
地域の親子に園庭や園舎を開放し
ている園があります。
　地域の保護者同士の交流、情
報交換の場にもなっています。
　園児や一緒に参加しているお友
達と思いっきり遊びましょう！

育児講座・交流保育

　育児の参考になる講座・講演会や、親子遊び・季節のイベン
ト等を企画してお待ちしています！

未就園児クラス（プレ保育・親子教室）

　未就園の親子を対象に、子育て支援、園を知ってもらうこと、
環境に慣れることを目的に、一部の園で実施しています。

※開催日時や申込方法など、詳細は各園にお問合せください。

園名 住所
電話 / ファックス

園庭等
開放

育児講座
交流保育 プレ保育 親子教室

あけぼの幼稚園

あさひな幼稚園

金沢白百合幼稚園

カナリヤ幼稚園

関東学院六浦こども園

京急幼稚園

光輪幼稚園

こすもす幼稚園

さざなみ幼稚園

大道幼稚園

並木幼稚園

フレンド幼稚園

文庫幼稚園

天使幼稚園

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

富岡東2-5-21

東朝比奈2-54-13

利谷南2-2-4

利谷西3-1-3

六浦東1-50-1

能見台1-44-1

平潟町26-29

富岡東4-5-45

町屋町2-2

大道1-46-5

並木1-10-2

並木2-3-2

西柴4-24-1

金沢町48

774-2882/774-5344

784-1152/784-1634

784-0610/784-0624

783-1638/788-1838

781-0170/781-0170

772-1782/773-7711

781-8828/788-0536

773-9501/776-0240

701-9423/701-9903

781-5200/781-5207

772-1501/772-1587

783-8600/783-1323

783-1761/786-5086

701-9597/701-9595

能見台地区企画「公園でウオーキング」
講師からウオーキングについて学びま
した♪
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