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金沢区のいま 区の人口
（前年同月比 725人減）

世帯数

199,684人

88,313世帯
2018年
9月1日現在

10月の土曜開庁日　13日・27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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至金沢八景駅

海の公園南口駅

海の公園柴口駅

日時10月20日(土)
10時～15時30分
※荒天時は21日（日）に順延

会場 海の公園
金沢シーサイドライン「海の公園南口」駅・
「海の公園柴口」駅下車

イベント盛り沢山♪イベント盛り沢山♪
秋の金沢最大のイベント秋の金沢最大のイベント
イベント盛り沢山♪
秋の金沢最大のイベント
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模擬店・各種PRコ
ーナー  １０時～

出展数90以上。

体験型ブースや地
元グルメも ！
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野外ステージ  １０時４０分～野外ステージ  １０時４０分～野外ステージ  １０時４０分～
区内で活動する多彩なグループが出演

3

フリーマーケット  １０時～約150店舗が出店。掘り出し物があるかも？
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パレード
１０時～
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フラダンス
ステージ  １

０時５０分～

海の公園で
南国気分

5

水難救助訓練  １０時３０分～
普段は見られない救助訓練の様子が

間近で見られるよ！
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※写真は一昨年の模様です。

※ 開催の可否 　 050-3159-6791（当日6時30分～）　この記事に関する問合せ　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

今年はダンス今年はダンス
ステージを特設！ステージを特設！
今年はダンス
ステージを特設！

Ａｏｚｏｒａ Ｆａｃｔｏｒｙ
＠海の公園なぎさ広場
・・・「ＬＩＮＫＡＩ横浜金沢」の
企業の技術・製品と触れ合える
ワークショップ

★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！！

詳しくは
6ページを
ご覧ください

ット  １０時～が出店。あるかも？

シーサイドラインシーサイドライン
プロモーションガールプロモーションガール
幸野ゆりあ幸野ゆりあ

シーサイドライン
プロモーションガール
幸野ゆりあ

海の公園
管理センター

3
P P
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わたしのミニライブも
あります。
野外ステージにて
14時10分～（予定）

13時～（なくなり次第終了）

14時45分～抽選開始お楽しみ大抽選会

柴口休憩所

お楽しみ大抽選券 配布場所



Aozora Factory 検索

この特集に関する問合せ　企画調整係（６階602）　　　788-7726   　786-4887

「LINKAI横浜金沢」のものづくりを体験しよう！

　「LINKAI横浜金沢」とは、市の臨海南部にある、1,000を超える企業・事業所が立地する一大産業拠点です。
　この産業団地の特徴は、製造業、卸・小売業、運輸・物流業を中心に、主に中小企業が集積していることです。
そのため、私たちが「LINKAI横浜金沢」の企業の名前を聞くことは多くありません。しかし、普段よく使用してい
る製品の部品をこのエリアの企業が製造しているなど、特定の分野で高いシェアを持つ企業も多く、高い技術・
高性能な設備を有する企業や、働きやすく多様な人材が活躍している企業が集まるエリアです。

～海の公園で、人が、企業が集い、躍動する！～
そもそも・・・「LINKAI横浜金沢」って？

更なる活性化を目指して・・・エリア新名称、ロゴマーク決定の経緯
　今も発展を続けるこのエリアですが、経済のグローバル化の進展や少子高齢化等により、
人材確保など多くの課題が明らかになりつつあることから、地域の企業と行政が力を合わせ、
「金沢臨海部産業活性化プラン」を策定。そして、2017年12月には、プランの取組の一つとし
て、この地域に親しみやすい、「LINKAI横浜金沢」という新名称やロゴマークを決定しました。

京急富岡

杉田

能見台

金沢文庫

産業振興
センター

京
浜
急

行
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LINKAI
横浜金沢

金
沢シーサイドライン

かわいい
ロゴマークも
完成したよ！

　子どもたちに職業体験を通じてLINKAIにあるお仕事を知ってもらいた
い・・・との想いから始めたAozora Factory。知る人ぞ知る企業の魅力が集結
するワークショップも、5回目を迎え、ますますパワーアップ！
　LINKAIの企業の技術や商品に触れながら、新しい発見をして、親子で楽しい
共有体験をお持ち帰りください！　合言葉は「青空工場で会いましょう！」

企業と学生がその枠を越えて、Aozora Factoryとして金沢区の魅力を発信します。
一人でも多くの方の参加をお待ちしております！！

Aozora Factory理事
東海シヤリング株式会社
植松　絵梨佳さん

Aozora Factory理事
株式会社ヨコハマ機工
梅宮　さや香さん

「LINKAI横浜金沢」では、ほかにも楽しいイベントを開催しています ！

10月12日（金） 10時～21時
　　 13日（土） 10時～16時
横浜市金沢産業振興センター（福浦1-5-2）

主催：ＰＩＡフェスタ実行委員会
　　（　 781-1131）
金沢産業団地 秋のお祭り ！
展示室にて地元企業の物産展を
開催。その他野菜即売、体験型の
イベント、ステージイベント、災害
食キッチンなど盛りだくさん♪

食品・卸の企業が集まるMDC
で、月１回人気商品を格安価
格・できたてで直売 ！
中華・スイーツなど豊富な商品
が勢ぞろい ！ 行列覚悟です ！

10月27日（土）、11月17日（土）
10時～売り切れ次第終了
ＭＤＣ会館（幸浦2-26-1）及び周辺

主催：（協）横浜マーチャンダイジングセンター
　　  （　 784-1501）

　10月20日（土）10時～15時30分　※荒天中止
　海の公園なぎさ広場（金沢シーサイドライン「海の公園柴口」駅下車すぐ）
主催：ＮＰＯ法人Aozora Factory　共催：横浜市立大学芦澤ゼミ
後援：横浜市経済局、金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会

「本格ものづくり」や「金沢区の“食”」などをテーマにした、魅力的なワークショップがいっぱい ！ 一部を紹介するよ ！

ハーバリウム製作体験 ・（株）ミナロ
・藤森工業（株）
・（株）シラド化学

・（株）鈴音
・（株）セージ

・（有）竹内紙器製作所
・関東プリンテック（株）
・山陽印刷（株）野菜収穫体験とサラダブーケ 青空印刷工場 ！

美味しい、美しいギフト作り

・トミタテクノロジー（株）
最先端技術による高品質の
野菜を収穫し、ブーケを作ろう ！

横濱元町霧笛楼のお菓子を、オリジナルボック
スに詰め込んで、伝統の横浜手捺染で作られた
布で美しく包みます。
世界で唯一の、心あふれるギフトの完成です。

熟練の技術で作られた型紙から、素敵な箱を組み
立てて、自分だけのギフトボックスを作りましょう。
大好評の「本物の印刷機械を使ったポストカード
製作」も体験できます。

ワークショップと出展企業の紹介

本業ではつながりのない3社が手を組む事
で、それぞれの会社だけでは考えられなかっ
た美しい製品が産まれました。連携やつなが
りが、イノベーションを巻き起こします。
Aozora Factoryに来て、参加して、体験し
て、どんどんつながりましょう ！！

素敵な
インテリアに
なること
間違いなしです！

（株）ミナロ取締役副社長
齋藤礼嗣さん

左から
　山陽印刷（株）代表取締役社長　秋山高秀さん
　関東プリンテック（株）常務取締役　本多竜太さん
　（有）竹内紙器製作所　専務取締役　堀木淳一さん

トミタテクノロジー（株）
代表取締役社長　富田啓明さん

横浜市立大学
谷澤茉莉さん 横浜市立大学　角あゆみさん

コンピュータによる完全管
理の温室設備など、最新の
技術を生かして、計画性・
生産性・品質を追求した最
先端の農業に取り組んで
います。

ポーランドで生産され
るトマトの６割が、トミ
タテクノロジーさんの
作った「富丸ムーチョ」 ！
グローバルな
舞台でも
活躍しています！

本物の職人技と現代印刷技術のハーモ
ニーを、体験して楽しんでください。

同業３社のコラボレーション！同業３社のコラボレーション！
さらに・・・５社連携企画！さらに・・・５社連携企画！

同業３社のコラボレーション！
さらに・・・５社連携企画！

PIAフェスタ2018 MDCアウトレットセール

楽しく！美しく！話題沸騰のハーバリウムを、
自分で作れる人気ワークショップ ！

むてきろう
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※ワークショップは内容が変更になる場合があります。一部有料のものもあります。





　金沢区体育協会　ボウリング部　
島谷（しまたに）
　０９０－６３４１－６７８２　
　７８８－２６１２
後援：金沢区役所

▼金沢区民バドミントン総合体育大会
　１１月４日（日）９時～
　金沢スポーツセンター
　（長浜１０６ー８）
　男子ダブルス（Ａ・Ｂ・Ｃランク別）、
女子ダブルス（Ａ・Ｂ・Ｃランク別）
　区内在住、在勤、在学の人、バドミ
ントン協会登録者（登録料：年間５０
０円）
　１組２，５００円（当日払い）
　１０月８日（祝・月）～１９日（金）に
申込書（下記　からダウンロード）を、
　・　で下記へ
　金沢区体育協会バドミントン協会
事務局　中島
　・　７７２－６８９９（１８時～２１時）
　kanazawakukyoukai@yahoo.co.jp

後援：金沢区役所

▼精神疾患・ひきこもりの家族教室
　「家族のコミュニケーションを高め
　る」～ゆとりを持って接するための
　ワークショップ～
　１０月３０日（火）、１１月２７日
（火）（全２回）１４時～１６時
　区役所３階１号会議室
　区内在住の精神疾患・ひきこもりの
人の家族で２回とも参加できる人/２
０人程度先着
　金沢文庫エールクリニック 臨床心
理士 山口 玄太氏
　１０月２５日（木）までに　で下記へ
　障害者支援担当（４階４０１・４０２）
　７８８－７８４８　　７８６－８８７２

▼趣味の作品展
　（金沢区シニアクラブ連合会）
　前期：１１月９日（金）～１３日（火）
（能見台・並木・六浦・ 利谷地区）、
後期：１１月１６日（金）～２０日（火）
（富岡・金沢地区）９時～１６時（前・
後期ともに初日は１４時から、最終日
は午前のみ）

▼第30回金沢区民文化祭
①金沢区音楽のつどい
　１０月２１日（日）１１時３０分開演
　磯子公会堂（磯子区磯子３－５－１）
②吟と舞の祭典
　１０月２７日（土）１０時開演
　金沢産業振興センター（福浦１－５
－２）
③金沢三曲演奏会
　１０月２８日（日）１０時３０分開演　
　磯子公会堂（磯子区磯子３－５－１）
④区民の作品展（絵画、写真、書道、
　文芸、手工芸・陶芸）
　１１月６日（火）～１０日（土）１０時
～１６時（６日は１３時から、１０日は
１５時まで）
　金沢公会堂多目的室・区民ギャラ
リー（区役所２階）
⑤華道展
　１１月１０日（土）・１１日（日）１０
時～１７時（１１日は１５時３０分ま
で）　
※１１日は、いけばな体験コーナー（１０
時～）あり。
　金沢地区センター（泥亀２－１４－
５）
⑥茶会
　１１月１０日（土）１０時～１５時　
　金沢地区センター（泥亀２－１４－
５）
　お茶券１，０００円（２席）、体験
コーナー（無料）あり
　区民活動支援担当（６階６０１）
　７８８－７８０６　　７８８－１９３７

主催：金沢区民文化祭実行委員会

▼金沢区総合体育大会
　ボウリング大会
　１１月１１日（日）１３時～（受付１
２時３０分～）
　スポルト八景ボウル（泥亀２－１３
－１）
　男女別個人戦、３ゲーム、オフィシャ
ルハンデ、アメリカン方式
　区内在住・在学・在勤者/５０人先着
　一般２，７００円、中学生以下２，４
００円（当日払い）
　１０月２４日（水）～３１日（水）に、
　　　、年齢を　・　で右上記へ

　かながわ健康財団 
　健康運動指導士　高垣 茂子氏
　おおむね６５歳以上で原則両日と
も参加できる人/２５人先着
　１０月１５日（月）から　で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７７７　　７８６－８８７２

▼中途障害者連絡会 講演会
　「シナプスの可塑性：基礎から臨床」
　１１月１０日（土）１３時～１５時
　能見台地区センター 体育室（能見
台東２－１）
　横浜市立大学医学部生理学教授
　高橋 琢哉氏
　１００円　　上履き
　ＮＰＯ法人中途障害者地域活動セ
ンター ライブアップ金沢
　・　７８６－８６８９

▼旧川合玉堂別邸 開園日
　１１月３日（祝・土）１０時～１５時　
（入園は１４時３０分まで）※荒天の
場合、中止することがあります。
　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

▼第58回　健康づくり月間
　健康づくりパネル展（区食生活等
　改善推進員会主催）
　１０月２４日（水）～２６日（金）
９時３０分～１５時３０分
　区役所１階ホール
　健康づくり係（４階４０８）
　７８８－７８４０　　７８４－４６００

▼傾聴講座
　１１月１８日（日）１０時～１５時
　いきいきセンター金沢（泥亀１-２１-５）
　２０人
　１，５００円
　１１月１０日（土）までに、　　　、
年齢を記入して、はがき、　、　にて下
記へ
　ＮＰＯ法人こころの電話金沢
(〒２３６－００２８　洲崎町２－６ア
イワパークサイドビル)
　７８５－８７４７　　７８５－８７４９
　kokorokanazawa55@nifty.com

▼コグニサイズ™体験講座
　１１月７日（水）、１９日（月）（全２
回）１４時～１５時３０分
　区役所３階１号会議室
　認知症予防に効果のあるコグニサ
イズ™の実践
　飲み物（動きやすい服装で）

▶金沢区制70周年記念 金沢区秋季成人女子バレーボール大会
　１１月１８日（日）９時～１７時　　金沢スポーツセンター（長浜１０６－８）
　区内在住の成人女子チーム　　１チーム２，５００円
　１１月６日（火）１５時１５分に、申込書（区役所６階６０１窓口で配布ま
たは、　からダウンロード）・参加費を、区役所６階２号会議室へ持参　
※組合せ抽選及び監督会議も行います。
　区民活動支援担当（６階６０１）
　７８８－７８０５　　７８８－１９３７
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

▶金沢区制７０周年記念　柴漁港 秋のさかなフェア2018
　１１月１０日（土）９時～１４時　　※雨天時は１１月１７日（土）に延期
　柴漁港（柴町３９７　金沢シーサイドライン「海の公園柴口」駅下車徒歩６分）
　魚・野菜の直売、地魚グルメコーナー、遊漁船体験乗船ほか
　横浜市漁業協同組合柴支所　　７０１－８１８２　　７８５－６６９４

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

金沢区スポーツ振興 検索

金沢区民文化祭 検索

　①④区役所３階１号会議室、その他は区役所１階１号会議室
　１０月１５日（月）から　にて下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）　　　７８８－７７７７　　７８６－８８７２

かがやきライフお役立ち講座
～介護の日イベント～ 参加者募集！

Kanazawa

金沢消防署 予防課　　・　781-0119

コンロによる住宅火災を防ごう！！
～“ついうっかり”が引き金に 　～

コンロ火災の主な事例 火災の被害を防ぐには？

①鍋を火にかけ
たまま、その
場を離れる

①コンロを使用して
いる時は、その場
を離れない。

※買替えの際は、SIセ
ンサー付コンロを
購入しよう。

②服に火が燃えうつらないよう、防炎
のエプロンやアームカバーを着ける。

※防災ラベルのあるものを購入しよう。

②着ている服に、火が燃えうつる。

コンロの奥に
調味料などを
置かない。

コグニサイズ™体験講座（全２回）

男性介護者のつどい

認知症サポーター養成講座

スリーＡ™体験講座

口腔フレイルって何？

フレイル予防の食事

２５人

１５人

２０人

６０人

各回２０人

２０人

２０人

各回２０人

②１１月８日（木）

③１１月９日（金）

④１１月９日（金）

⑤１１月９日（金）

⑥１１月１２日（月）

⑦１１月１３日（火）

⑧１１月１３日（火）

１４時～１５時３０分

１３時～１５時

１０時～１１時

１４時～１5時45分

１０時～１１時

１０時～１１時

認知症予防につながる
筋肉トレーニング体験講座

医師が伝える認知症の基本
～診断・治療から進行遅延対策まで～

①１１月７日（水）・
　１９日（月）

①１３時４５分～１４時３０分
②１４時４５分～１５時３０分

①１３時４５分～１４時３０分
②１４時４５分～１５時３０分

日程 タイトル 時間 定員（先着）

金沢区　バドミントン 検索

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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　いきいきセンター金沢３階（泥亀１
－２１－５）
　区シニアクラブ連合会会員による、
手工芸、絵画、書道、写真、俳句などの
展示会
　金沢区シニアクラブ連合会事務局
　・　７８４－５１２１

▼看護師復職支援研修
　１１月１４日（水）・１５日（木）・１６
日（金）・２７日（火）、１２月１３日
（木）（全５日間）９時～１４時　
※１１月１４日（水）を含む原則２日間
以上の参加が必要

　金沢文庫病院（ 利谷東２－６－２
２）ほか
　看護師または准看護師免許保持者
/８人先着　※託児あり
　１１月６日（火）までに　・　・　で
　　　、保育の有無を下記へ
　金沢文庫病院　看護部　亀井
　７８５－３３１１　　７０１－２５３０
　tokuko.kamei@achs.jp

 両親教室（全3回コース） 
　１１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　　１０月２３日（火）
②1歳6か月児　　１０月１６日（火）、１１月６日（火）
③3歳児　　　１０月２４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
　１０月２６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
②１歳児歯ぴか教室
　１０月１６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
　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）
　１０月２６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）
　１０月２５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

⑤保育・教育コンシェルジュの出張相談
　１０月１８日（木）１０時～１１時３０分
　子どもを預けることに関わる相談
⑥栄養士相談
　１０月２５日（木）１０時～１１時
　離乳食・好き嫌いなど、食に関する相談
⑦保育士相談
　１０月２５日（木）１０時～１１時
　保育園の生活や子ども同士の関わりなど
⑧助産師相談
　１１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
⑨薬剤師相談
　１０月２６日（金）１４時～１５時３０分
　薬やスキンケアに関する相談など
⑩大人のストレッチ
　１０月１６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！
　１０月１８日（木）１３時～１３時２５分
　歌って遊ぶ楽しい会
⑫プレパパ・プレママ教室
　１０月１３日（土）・２７日（土）、１１月１０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
⑬養育者の健康チェック
　１１月１日（木）１２時３０分～１４時３０分
　健康づくり係栄養士のお話と健康チェック
⑭キラキラパパのわいわいカフェ
　１２月２日（日）❶１０時～１１時３０分（おおむね
０歳児の子とパパ）、❷１３時～１４時３０分（おおむ
ね１歳以上の子とパパ）
　音楽に合わせた健康体操とパパの健康チェック、
本音トーク
　１１月１日（木）から　　　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
　日・月曜日、祝日　　780-3205　　780-3206
　tokotoko@yokohamaymca.org

⑤子どもの食生活相談
　１０月２５日（木）、１１月２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
　②～⑤　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！）

❶１０月１１日（木）カメギ根公園
❷１０月１２日（金）下ノ浜公園
❸１０月１７日（水）富岡総合公園ケヤキ広場
❹１０月２３日（火）走川公園
❺１０月２５日（木）六浦公園
❻１０月２６日（金） 利谷第四公園
❼１１月８日（木）カメギ根公園
❽１１月９日（金）下ノ浜公園

各１０時～１１時３０分
　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　
　❶１０月１７日（水）・❷２５日（木）、❸１１月６日（火）
　❶❷１０時３０分～１１時３０分、❸１３時３０分～
１４時３０分
　❶富岡東地域ケアプラザ（富岡東４－１３－３）
❷親と子のつどいのひろば「おりーぶ」（六浦東1-50-1 
関東学院六浦こども園１階）❸とことこ研修室
③子育て応援ボランティア説明会　
　１０月１９日（金）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

❶１０月１１日（木）１４時～１５時
　はじめてのとことこ
❷１０月１２日（金）１０時３０分～１１時３０分
　多文化ママ交流会
❸１０月２２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。
❹１０月２３日（火）１０時～１１時
　多胎ママ交流会

金沢区子育てひろば
常設園だより

＜金沢さくら保育園＞「園庭であそぼう！」　　１１月１３日（火）９時４５分～１０時３０分　　同園園庭（泥亀
１－２１－１）　　地域の１歳～未就園児とその保護者/１５組先着　　１０月１５日（月）から金沢さくら保育園
へ　　７８１－９３６０
＜あおぞら谷津保育園＞「育児講座：子どもの病気とけが」　　１０月１５日（月）１０時～１１時　　地域子育て
支援室（同園内）（谷津町２３１－５）　　地域の未就園児とその保護者　　子どもの病気や、身近に潜む事故に
ついての講義　　事前に　で、あおぞら谷津保育園へ　　７８４－０５４２

・

・

■禁煙相談
　１１月２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
■胃がん検診（胃部Ｘ線検査）
　１１月１５日（木）
予約受付期間：１０月１６日（火）～
１１月５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）

　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）
　１０月１９日（金）9時～12時、１３
時３０分～１５時３０分
１１月２日（金）
１３時３０分～１５時３０分
　区役所5階 健康相談室（503）

金沢区  とことこ 検索

②

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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①みんなの健康体操
　１０月１２日・２６日、１１月９日の金曜日
１０時～１１時３０分
　１回４００円
②ハッピーハロウィン！
　１０月２７日(土)～３１日（水）　
　幼児～小学生　　お菓子のプレゼント
（無くなり次第終了）
③おもちゃ病院
　１０月２５日(木)９時３０分～１２時３０
分　　　修理無料、部品実費
④親子で生パスタづくり
　１１月２３日(祝・金)１０時～１２時
　10組２０人　　１組1,000円
⑤プロが教えるカラオケ講座（４）
　１１月６日～１２月１１日の火曜日（全６
回）１２時３０分～１４時３０分　
　５０人抽選　　３，０００円（６回分）
　④⑤往復はがきに　　　を記入して、④１１
月９日(金)、⑤１０月２５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おれたちのコーラスクラブ（冬の陣）
　１１月６日・17日、１２月１１日・２２日、
２０１９年１月１５日・２６日の火・土曜日
（全６回）９時３０分～１１時  
　歌う事が好きな男性／３０人先着　
　２，８００円（６回分）
②いわいとしお ワークショップ「みんなで
　つくろう！100かいだてのいえ」
　１１月１７日（土）１４時～１６時 
　幼児～大人（未就学児は保護者１人同
伴）／５０人抽選　
　３００円（未就学児同伴の保護者も必要）
③ジュニアクッキング（お菓子作り）
　１１月２５日、１２月２３日、２０１９年１
月２７日、２月２４日、３月２４日の第４日
曜日（全５回）１０時～１２時　
　小学３年生～中学生/２４人抽選　
　６，０００円（５回分、材料費込み）
④X’masハーバリウム講座
　～アロマ香るX’masブーケをボトルに詰め込んで～
　１１月２９日（木）９時３０分～１１時３
０分　　１６人抽選　　２，０００円 
　①往復はがきに　　　、年齢を記入して
上記、または　、または返信用はがきを添
えて　へ
②～④往復はがきに　　　、②④年齢、③
学年を記入して、②１１月２日(金)③１１月
１１日（日）④１１月１５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みんなで楽しむわらべうた
　１０月１３日、１１月１０日の土曜日１１
時～１１時３０分　
　未就園児と保護者
②ほうかごボクシング
　１０月１１日～１１月８日の木曜日１６
時３０分～１７時４５分 
　小学生～高校生　　１回５００円 
　上履き、タオル、軍手、飲み物
③知ってためになるジュースのお話
　１０月２９日（月）１０時～１３時 
　１５人先着　　１，０００円 
　看護師による食育に関する講座
④菜央先生の料理教室
　シーフードポットパンシチュー おっしゃれ～♪
　１１月２２日（木）１０時～１３時 
　１５人先着　　２，０００円（材料費込み）
　③１０月１３日（土）④１１月１日（木）か
ら　または　へ

①初めての水彩色鉛筆画 
　～私にも描ける！素敵な絵～
　１１月２日・１６日、１２月７日・２１日、２
０１９年１月１８日、２月１日の金曜日（全６
回）１５時～１７時 　　成人／１６人抽選 
　３，５００円（６回分）　　水彩色鉛筆等一式
②おもてなし料理 和洋中 年末に向けて
　１１月７日～１２月１９日の第１・３水曜
日（全４回）１０時～１２時３０分　
　成人／１６人抽選　　７，０００円（４回分）
③女性のためのデジカメ教室
　～綺麗にお花を撮るために～
　１１月１１日～１２月２３日の第２・４日
曜日（全４回）９時３０分～１１時３０分　
　成人女性／１５人抽選　　３，０００円
（４回分） 　　デジタルカメラ
④お正月飾りにもなるクリスマスドアス
ワッグを作りましょう
　１１月２９日（木）１０時～１２時　
　成人／２０人抽選　　２，６００円 
⑤楽しいリトミック
　１１月２０日～１２月１８日の火曜日（全
５回）（A）９時４５分～１０時３０分（B）１
０時４５分～１１時３０分　　１歳６か月
以上の未就学児と保護者／各部１０組　
　３，５００円（５回分）　
　①～⑤往復はがきに　　　、年齢を記
入して、①③～⑤１０月２０日(土)②１１月
７日(水)(全て必着)までに上記へ

　　　

①初めてのスマートフォン講座
　１０月３０日（火）操作の部：１０時３０分
～１２時、アプリの部：１３時～１４時３０分
　各部３０人抽選　　各部５００円
※対象ＯＳはAndroidのみ
②横浜マイスターに学ぶシウマイ＆
　回鍋肉教室
　１０月２３日（火）１１時～１３時３０分
　２０人抽選　　１，５００円（材料費込
み）
③イタリアの家庭料理Ⅲ
　１０月２０日（土）１０時３０分～１４時
　１５人抽選　　１，７００円（材料費込み）
④ハロウィン・クラフト教室
　１０月２１日（日）９時３０分～１１時３０
分　　小・中学生（小学１・２年生は要保
護者同席）／１５人抽選　
　５００円（材料費込み）
⑤ビートルズで作る英語耳（第３期追加募集）
　１０月２０日～１２月１５日の隔週土曜
日（全５回）１５時３０分～１６時５５分
　若干名抽選　　４，５００円（５回分、初
回全納）
　①～⑤往復はがきに　　　を記入して、
１０月１８日(木) (全て必着)までに上記、
または　へ

①子育てサロンなみき
　１０月１６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
　１０月１６日（火）１２時～１４時３０分

ピラティス教室
　１１月１０日・１７日、１２月１日・１５日、
２０１９年１月５日・１９日、２月２日・２３日
の土曜日（全８回）１４時３０分～１５時３
０分　　１６歳以上／１８人先着
　４，２００円（８回分）
　１０月１１日（木）から　または　へ

④初めての茶道入門教室
　１１月１２日・１９日・２６日、１２月３日の
月曜日（全４回）１０時～１２時　　成人／
１０人先着　　３，０００円（４回分）
　②～④１０月１７日(水)から　へ

①おはなし会
　１０月１６日(火)１１時～１１時３０分　
　乳幼児と保護者
②金沢区制70周年記念事業 
　秋の読書リレー ～本でつながる～
　１０月１５日（月）～１１月３０日（金）　
　幼児～成人
③金沢区制70周年記念事業 朗読会～橘 
　有美の一人語り（金子みすゞ他）～
　１１月１８日（日）１４時～１５時３０分
　高校生以上／３０人先着　　３００円
④パソコン何でも相談
　１２月５日・１２日の水曜日９時３０分～
１６時、１２月２１日（金）９時３０分～１２
時３０分　　水曜日各日８人先着、金曜日
１０人先着　　１回６００円
⑤つまみ細工で彩る クリスマス
　～ポインセチアのブローチ～
　１１月２９日（木）、１２月３日（月）（各日
同内容）１０時～１２時３０分　
　各日５人先着　　１回２，０００円
　③～⑤１０月１１日（木）から　または　
へ（当日申込み不可）

老後のライフプランセミナー
　１０月２７日（土）セミナー：１０時～１１
時１５分、個別相談：１１時３０分～（希望
者のみ）　　２０人先着　
　１００円（セミナー資料代）
　相続問題、認知症と財産の管理など
　１０月１１日（木）から　または　へ

①「司法書士による老い支度講座」
　セミナー・個別相談会
　１１月４日（日）１３時３０分～１６時３０分
　いきいきセンター金沢 　　３０組先着
②つながる！始まる！ボランティアデビュー
　１１月１日（木）・１１日（日）・１５日
（木）、１２月１１日（火）ほかボランティア見
学・体験の日程あり（全５回）　各日１０時
～１２時（11/1のみ１３時～１５時）　　
　できるだけ全回参加可能な人／２０人先着
③体験！男性アレコレ講座
　・　（１）しめ縄作り講座：１１月２９日
（木）（２）交流会：１２月７日（金）とも１３時
３０分～１５時３０分
　各２０人抽選　　各５００円（材料費別途）
　①②１０月１１日（木）から　または　へ
③１０月３１日（水）までに　または　へ

①歌って遊ぼう♪
　ケアプラザでミニミニ運動会
　１０月２９日（月）１０時３０分～１１時３
０分　　２歳以上の未就園児と保護者／
１５組先着　　１家族３００円
②離乳食講座
　１１月４日（日）１０時～１１時３０分 
　１歳頃までの子と保護者／２０組先着
　１家族３００円
　　または　へ

八景コミュニティハウス文化祭
　１０月２７日（土）・２８日（日）１０時～
１７時（２８日は１６時まで） 
　作品展示、ウクレレ演奏、太極拳実演ほか

楊名時太極拳体験教室
　１０月２１日（日）・２５日（木）・２７日
（土）１０時～１１時３０分（各日同内容）
　各回１５人先着　　木下 勝裕氏（横浜
市健康太極拳の会）
　１０月１３日（土）９時から　または　へ

①いきいき健康体操
　１０月２０日、１１月３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宇宙を楽しむ～月面観察
　１１月１５日（木）１７時３０分～１９時３０分
　小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
／２０人先着　　天体望遠鏡で月の観察
共催：星空観賞クラブ
③パソコン講座ワード応用編「年賀状作成」
　１１月８日・２２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
協力：並木パソボラ
④パソコン・スマホ相談室
　1１月４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　　パソコンまたはスマー
トフォン
　②～④１０月１３日（土）９時から　また
は　へ

①親子で☆うきうき☆おはなし会
　１１月１１日（日）１０時３０分～１１時
②ちょっとそこまで“植物ウォッチング”
　１１月１７日（土）９時３０分～１２時３
０分 ※荒天中止　　富岡総合公園（富岡
東２-９） 　　成人／２０人先着　
　２００円（資料代込み）
③しかけ絵本づくり
　１１月１１日（日）１１時～１１時４０分
　小学生、幼児と保護者１２人先着　

①消費税軽減税率制度説明会
　１０月２３日（火）・２４日（水）１４時～
１５時３０分（受付１３時３０分～）　
　横浜南税務署５階大会議室
②平成３０年分 年末調整等説明会
　１１月５日（月）１３時３０分～１６時（受
付は１３時～）　 　　磯子公会堂（磯子区
磯子３-５-１） 
　年末調整、法定調書・給与支払報告書の
作成・提出の方法など
※磯子公会堂駐車場は有料

①いきいき健康チェック
　１０月１５日(月)１１時４５分～１２時４
５分　
②大広間健康生活座談会
　１０月２２日(月)１３時～１４時　
　「防ごう！感染症／かもめ体操」
　①②市内在住６０歳以上
　①３階②４階大広間
　区役所高齢・障害支援課
　７８８-７７７７　　７８６－８８７２

第26回 なかよしカモメまつり
　１１月３日（祝・土）１０時～１５時　
　模擬店、手品、チアダンス、ゲームなど
※前日（11/2）は準備のため１３時閉館

みかん狩り
　１０月下旬～１２月下旬（みかんがなくな
り次第終了）　　　小学生以上８００円、

※休館日は各施設にお問い合わせください。

〒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

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

並木地域ケアプラザ

〒２３６-００58　能見台東２-１
　７８7-0991　　７８7-0993

能見台地域ケアプラザ

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・

西金沢コミュニティハウス
〒２３６-００４６　 利谷西４－８－１
（西金沢学園内）　　   ７０１－１７２７・

〒２３６-００26　柳町1-3
　７８5-2403　　７８5-2404

柳町コミュニティハウス

検索柳町コミュニティハウス

〒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

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

金沢地区センター

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

富岡並木地区センター

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・

富岡コミュニティハウス
〒２３６-００５２　富岡西７－１３－１
（富岡小学校内）　　 　７７５-０５４９・ 〒２３６-8550　並木3-2-9

　７８9-3731

横浜南税務署

〒２３６-0051　富岡東４-１２
　　 ７69-2530

富岡八幡公園こどもログハウス

・

柴シーサイド恵みの里
〒２３６-0012　柴町464
　７８5-6844　　７８8-8588
（JA横浜柴農園管理事務所）
　毎週月曜日（休日の場合は翌日）

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

泥亀地域ケアプラザ

ようめいじ

ホイコーロー

（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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託児あり　（　７１４－２６６５）

※１０月１日（月）～１１月５日（月）は改修工
事に伴い全館休館中

　１０月２７日（土）１０時～１５時　　（※荒天時延期 １０月２８日（日））
　いきいきセンター金沢（泥亀１-２１-５）
　模擬店、演芸大会、ふれあい広場、ボランティア体験など ※一般駐車場はありません 
　いきいきセンターまつり実行委員会　　７８８－６０８０（金沢区社会福祉協議会）

④定期教室（　５，１２０円、別途教材費２，０００円）

　１２月１日（土)（１）１０時～１１時４５分
（２）１３時３０分～１５時１５分
　各部８５人先着　
　前売り・事前予約 ９００円／
当日券1,000円
　１０月１１日（木）から　・　、または　へ 

３歳以上の未就学児４００円、３歳未満無
料（園内４０分間食べ放題、３歳以上は、み
かんのお土産付）※団体は要予約

第１６回長浜ホール音楽祭～Ballad（バラード）
　１０月２７日(土) １４時～１６時（１３時
３０分開場）　　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１，０００円 ※入場はチケッ
ト番号順
　　・　、または　　　を　・　で上記へ

金沢工場３Ｒ夢フェスタ2018
３Ｒ夢を知らなきゃ、もったいない！
　１０月１４日（日）１０時～１５時　
　工場内バスツアー、クイズラリーほか
詳細は

スポレク（隣接金沢工場にて同日イベント有）
　１０月１４日（日）９時～１７時　
　（１）メリさんをさがせ：施設内でキャラク
ターを探します。（２）ハロウィン工作　
（３）水泳記録会：２５ｍのタイム測定ほか
※（３）は施設利用料金がかかります。

おしゃべり場「ハロウィンの工作」
　１０月１５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ハロウィンフレーム作りとお祭り
　１０月２０日（土）１０時３０分～１２時
　２０人先着　　１，０００円
②ハーバリウム教室
　１０月２７日（土）１０時～１１時３０分
　１０人先着　　１，０００円
　①②１０月１１日（木）から　または　へ

コンビニエンスストア お仕事説明会
　１０月２４日(水)１４時～１６時 
　市内在住おおむね６０歳以上／３０人先着
　１０月１１日(木)から　にて上記へ

手話入門講座～手話に興味があり、始めた
いと思っている方～
　１１月１５日～１２月１３日の木曜日（全
５回）１８時４５分～２０時３０分 
　３０人先着　　いきいきセンター金沢２
階多目的ホール（泥亀１-２１-５） 
　往復はがき、　、　に、　　　、年齢を記
入して１１月８日（木）（必着）までに上記へ

フォーラム南太田シネマ「エンディングノート」

絵画サークル 遊アート会作品展／遊アート会
区民の作品展（絵画・書道・写真・文芸・手工芸・陶芸）／金沢区民文化祭実行委員会

　区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
　 788-7803 　　789-2147  　１１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

１０月２８日(日)～１１月３日（祝・土）
１１月６日(火)～１０日 (土)

１０月１日(月)～１６日（火)
１０月１７日(水)～３１日(水)

招福万席（亀田 耕悦氏）／ＮＰＯ法人 横浜金沢文化協会(写真)
争奪戦（宮島 よし子氏）／ＮＰＯ法人 横浜金沢文化協会(写真)

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

　10月22日(月)金沢スポーツセンター 検索

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

フォーラム南太田

アラビアオリックス
　アラビアオリックスは、アラビア半島の砂漠での暮
らしに適応しており、暑い太陽の光を吸収しにくく、
体が熱くなりすぎないようオトナの体の色は白色をし
ています。ちなみに、赤ちゃんの時は砂漠の砂に紛れ
るような茶色の毛をしています。2018年3月に誕生
したミナも、生まれた時は茶色でしたが、今ではすっ
かりオトナと同じ白色になりました。でもまだ母親と
比べて体は一回り小さく、角は短いので、親子で展示
場に出ていると、見分けられると思います。
　野生のアラビアオリックスは、約45年前に一度絶滅してしまいました。そ
こで海外の動物園等の施設が飼育していたものを繁殖させて野生に戻し、
現在野生下では1200頭ほどになりました。野生復帰に成功したという、哺
乳類では珍しい経歴を持つ動物です。ぜひ注目してみてくださいね。

①アニマルアートコラボ展vol.9　　10月6日（土）～11月11日（日）
　アート作品展示やワークショップを開催。
②ハロウィン特別イベント　　10月27日（土）～28日（日）
　動物園ならではのハロウィンイベントを開催。

　金沢動物園（〒２３６-００４２　 利谷東５-１５-１）　　７８３-９１０0　　７８２-９９７２
　１０月は無休、１１月５日（月）・１２日（月）

ミナ(手前)と母親のカナ(奥)

動物園からのお知らせ動物園からのお知らせ動物園からのお知らせ

当日受付教室のご案内
①ヨガ＆エクササイズの５０～６０分教室(　１回５００円)

教室名 曜日・時間
姿勢コンディショニング
月曜日のヨガ
健康体操タイム
水曜日のエアロ６０プラス
水曜日のヨガ

月９時～
月１０時～
火１０時～
水９時２５分～
水１９時３０分～

教室名 曜日・時間
ほぐしストレッチ＆ヨガ
らくらく骨盤体操
ZUMBA®
金曜日のエアロ60（託児あり）
モーニングボクサタイム

木１１時～
木１２時～
金９時５５分～
金１１時１０分～
土９時３０分～

②ヨガ＆エクササイズの４５分教室（　1回４００円）　
教室名 曜日・時間

水曜日のエアロ４５
土曜日のエアロ４５

水１０時３５分～
土９時１５分～

教室名 曜日・時間
土曜日のヨガ45 土１０時５分～

③ストレッチ３０分教室（　1回３００円）　
教室名 曜日・時間

ストレッチポールタイム 金１２時２０分～

教室名 開催 曜日・時間
マージャン初級教室 12月３日～３月４日（全８回）月１３時～１４時４５分 １０月１日（月）～２７日（土）に上記　　へ

〒２３６-００52　富岡西6-3
　７７５-２７１４　　７７５-３０４４

富岡西公園

〒２３６-0011　長浜106-6
　　 ７82-8004

長浜公園

・

〒２３６-0021　泥亀１-２１-５
（いきいきセンター金沢1階）
　３７０-８３５６　　３７０-８３79

金沢区生きがい就労支援スポット

検索カナいきネット

　①～③１６歳以上
※教室開始15分前より受付。託児は生
後６か月から　
詳しくは　または　へ

〒２３６-００03　幸浦2-7-1
　７89-2181

リネツ金沢

リネツ金沢 検索

〒２３６-0003　幸浦２-７-１
　７８4-9711　　７８4-9714

資源循環局金沢工場

検索資源循環局金沢工場 イベント

検索フォーラム南太田 イベント

しょうふくばんせき

金沢区手話サークル「橋の会」

検索橋の会

〒２３６-0046  利谷西１－１０－１３
　　  ７01-8450
　myusfamily@gmail.com
・

第２０回＆金沢区制70周年記念 いきいきセンターまつり
楽しいイベント盛りだくさん。
金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん 　　　もやってくる！ 地域の皆さんと交流しましょう。

①展示「明治期の伊藤博文」
　１０月２７日(土）～１１月２５日（日）　
　伊藤博文の明治期の業績を辿るパネル展示
②歴史講座「明治期の伊藤博文」
　１１月１９日(月）１０時～１１時３０分　　４０人先着　
　５００円（資料代込み）
③朗読と箏 明治BUNGAKU「夢十夜」
　１１月２３日(祝・金）１３時３０分～１４時３０分
　４０人先着　　１，０００円（抹茶・干菓子セット券付き）
　②③１０月１１日（木）から　または　へ

旧伊藤博文金沢別邸 明治１５０年記念企画

　旧伊藤博文金沢別邸　〒２３６-００２５ 野島町２４　 　・　 ７８８-１９１９
　１０月１５日、１１月５日・１９日の月曜日

〒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

着着　着　

付き付き付き付きききききききき））き）き）き））き）き）き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））き））））））））））））））））））き
伊藤 博文
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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21回 ヨコハマ３Ｒ夢情報発信！
ス　リ　ム

①秋の特別かみしばい　　１０月１４日（日）第１部（子ども向け）：１４
時～１４時３０分、第２部（大人向け）：１４時３０分～１５時３０分　
②かなざわ大人のライブラリーツアー2018　第２回 横浜市金沢図書館
　１０月２５日（木）１０時～１２時　　８人先着　
　１０月１１日（木）から　または　へ
③働きたいあなたのための個別相談（女性限定）第２回
　１０月２５日(木)９時４０分～、１０時３０分～、１１時２０分～　
　３人先着　　１０月１１日（木）から　または　へ
④防災おはなし会～消防士さんがやってくる～
　１1月7日（水）１5時３０分～16時
　秋の火災予防運動に先駆けて、金沢消防署とコラボレーショ
ンした特別おはなし会です。

「幼稚園・認定こども園の見学・説明会にお越しください」出生前の申込み

認可保育所等入所説明会

障害児保育

市外の保育園の申込み

認可保育所等の選考方法等を説明します。　※託児はありません。
①10月12日（金）10時～11時30分　13時30分～15時　区役所3階1号会議室
②10月13日（土）10時～11時30分　13時30分～15時　区役所3階1号会議室
③10月14日（日）10時～11時30分　13時30分～15時　区役所3階1号会議室
④10月15日（月）10時～11時30分　13時30分～15時　区役所3階1号会議室
⑤10月16日（火）10時～11時30分　13時30分～15時　区役所3階1号会議室

⑥10月17日（水）13時30分～15時　富岡東地域ケアプラザ
⑦10月18日（木）10時～11時30分　六浦地域ケアプラザ
⑧10月19日（金）10時～11時30分　並木地域ケアプラザ

　こども家庭係（4階404）　　788-7795　　788-7794

　2012年から2013年にかけて起きた「パソコン遠隔操作事
件」を覚えていますか？
　メールやウェブへの殺害・爆破予告、誤認逮捕、マスコミなど
への真犯人からの犯行声明メールの送付、江の島の猫に付けら
れたマイクロSDカードの回収、犯人逮捕とこれも冤罪かとの疑
い、保釈、一転動かぬ証拠で自白、起訴から判決…と、驚くべき
事件の展開が詳細な取材のもとにルポされています。インター
ネット社会の危険性とともに、刑事司法制度の問題なども考え
させられます。

　「パソコンやスマートフォンはどういう仕組みで動いている
のだろう？」と思うことがありませんか。この本はイラストやフ
ローチャートを駆使し、例え話を用いてコンピューターの原理
を簡単に説明するという工夫をしています。文章は語り口調
で、案内役のネコとネズミによる素朴なつぶやきに共感しつ
つ気軽に読み進められます。「コンピューターと仲良くなる手
助けをします」という監修者の言葉の通り、コンピューターを
味方につけられる気がしてきます。

２階一般書コーナー　ラベルの記号　368

神保　哲生／著　　光文社

　便利なパソコンやスマートフォン。身近な存在だからこそ、立ち止まって
考えてみませんか？

１階児童書コーナー　ラベルの記号　54.8

『コンピューターってどんなしくみ？デジタルテクノロジーや
インターネットの世界を超図解』（子供の科学★ミライサイエンス）

村井　純／監修　佐藤　雅明／監修　誠文堂新光社

　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 　 784-5861　　781-2521
　１０月９日（火） 施設点検日

『PC遠隔操作事件』大人向け

こども向け

金
沢
図
書
館
か
ら

の
お
知
ら
せ

資源化推進担当（６階６０１） ７８８－７８０８　　７８８－１９３７
資源循環局金沢事務所 ７８１－３３７５　　７８８－０２６９

食べ物の「もったいない」「もったいない」を減らそう！を減らそう！食べ物の「もったいない」を減らそう！
　横浜市の家庭から出される燃やすごみの中には、年間約１１万１千トン
もの食品ロスが含まれており、そのうち約２万トンが手つかず食品です。

「ヨコハマ3R夢！」マスコット  イーオ・ミーオ

約２万トン=
収集車１万台分～？！
　　　もったいない！！

・10日と30日は冷蔵庫をチェックしよう

　土壌混合法は、土に含まれるバクテリアで生ごみを分解し、
土壌を豊かにします。
　区役所では土壌混合法の講習会を定期的に開催しています。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
　　奇数月第３木曜日
　　１０時～１１時　（予約不要）
　　区民活動支援センター
　　（区役所２階）
　　区内在住の人

　認定こども園（保育利用）、認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業（以上「認
可保育所等」と言います）の2019年4月の入園申込みを10月12日（金）から受付開始
します。申込書類は原則、郵送でご提出ください。
　幼稚園・認定こども園（教育利用）は、10月15日（月）から各園で願書を配布し、
11月１日（木）から各園で申込みを受け付けます。

利用案内の配布開始　10月12日（金）
配付場所　区役所（４階４０４）、金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」、認可保育所など
申込み方法　原則、郵送にてご提出ください。
郵送締切日：１１月９日（金）（消印有効）
窓口締切日：１１月１６日（金） 出生前申込みの人および障害児保育、
　　　　　　　　　　　　　　　　市外保育所申込みの人が対象です。

●
●
●

見学・説明会・募集要項
　園ごとに異なります。詳しくは各園へお問合せください。
入園願書の配付開始　10月15日（月）　配付場所：各園
願書の受付開始　11月１日（木）　提出先：各園
入園選考（面接等）・結果の通知
　園ごとに異なります。詳しくは各園へお問合せください。

●

●
●
●

市外の保育園の申込みは、締切日が各自治体で異なります。ご自
身で締切日を確認のうえ、締切日の10日前までに区役所（４階
404）に申込書を持参してください。　※郵送申込み不可

障害があったり、発達に心配があったりするお子さんで、認可保
育所等の利用を希望する場合は、希望園をお子さんと一緒に事
前に見学し、状況をお伝えいただいたうえで、10月中に区役所
（４階404）にお越しください。　※郵送申込み不可

認可保育所等認可保育所等認可保育所等 幼稚園・認定こども園（教育利用）幼稚園・認定こども園（教育利用）幼稚園・認定こども園（教育利用）

これから出産予定で、４月からの利用を希望する人は、１１月１６
日（金）までに区役所（４階４０４）に申込書を持参してください。
※郵送申込み不可 　各園は建学の精神に則り、保育・教育の方針や内容、設備などに特色を持ち、保育料

等の保護者負担額も異なります。また、横浜市型預かり保育など、幼稚園教育時間前
後の預かり保育を行う園も多くなり、園バスや給食の有無などの違いもあります。
　幼稚園・認定こども園に入園を希望する場合は、希望園に願書を提出します。希望
園を選ぶにあたっては、お子さんの成長・発達に合わせた園選びのために、ぜひお子さ
んと一緒に園を見学し、できれば実際に遊んでみたうえで、募集要項や説明会等で保
育・教育の方針や内容、保護者負担額等をご確認ください。
　また、お子さんの発達上の不安や入園相談なども各園にお問合せください。

公益社団法人 横浜市幼稚園協会 金沢支部

保育・教育
コンシェルジュから
園によって方針、保育内容、設備など特色が異なります。事
前に予約し、お子さんと一緒に園の見学をしましょう。
園訪問をすると疑問や不安が解消されますよ。

『必ず園の見学をしましょう』『必ず園の見学をしましょう』『必ず園の見学をしましょう』

土壌混合法なら
生ごみを土に混ぜると分解できます！

食食食

食

実際にごみ
として出された
手つかず
食品です。

食べ物の「もったいない」を減らすために

食べ残しや野菜の皮などの
生ごみも減らしたいな…

◎冷蔵庫10・30（イーオ・ミーオ）運動

・料理は食べきれる分だけ作ろう
◎食材を無駄なく使いきり、食べ残しをなくす

・賞味期限：おいしく食べられる期限
・消費期限：もう食べられない期限

◎賞味期限・消費期限を正しく理解する

平成31年度の保育園、幼稚園、認定こども園の入園申込みが始まります

じんぼう　 てつお

むらい　じゅん さとう　 まさあき
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