
多文化共生多文化共生
～ つながる、ひろがる、支えあい ～～ つながる、ひろがる、支えあい ～～ つながる、ひろがる、支えあい ～

金沢区では、さまざまな団体が多文化共生を目指して活動しています。金沢区では、さまざまな団体が多文化共生を目指して活動しています。

多文化ママ交流会
　子育て中の外国人
のお母さんは、言葉
や習慣の違いから地
域に溶け込めず、家
にこもりがち。こん
な外国人ママの子育
てをサポートしよう
と立ち上がったグループです。お弁当や運動
会など、日本の子育て文化の紹介をはじめ、
育児に関する悩みや母国の子育て事情につい
ての情報交換など、国の垣根を越え、地域の
一員として自信を持って子育てを楽しんでも
らえるよう工夫しています。
　月に１回、金沢区地域子育て支援拠点 とこ
とこで活動中。　

リンク トゥ ミャンマー
　日本に住むミャン
マー人の支援のため、
在日ミャンマー人と日
本人が協力して運営し
ている団体です。
　ミャンマー人への相
談対応のほか、国際イ
ベントでミャンマーの
紹介をしたり、地域で「ミャンマー語を知る
講座」を開催したりするなどの文化交流も
行っています。ミャンマーに関する相談にも
対応します。
　ボランティアをしてみたい地域の方募集中 ！
　

NPO法人 エスクリータ・イスパナ
　母語がスペイン語
の子どもたちが、ス
ペイン語や文化、習
慣を忘れないように
勉強する会です。日
本人の参加もO.K.！
親子で一緒にスペイ
ン語を学び、踊り、
歌、行事などで文化体験しませんか？
　「Escuelita Hispana（エスクリータ・イス
パナ）」とは、「スペイン語を学ぶ小さな学校」と
いう意味で、金沢国際交流ラウンジの登録団
体です。月2回、土曜日の午後に横浜市立大学
シーガルセンターで活動中。

　横浜市では、日本語を十分に話せない外国人のために、区役所・福祉施設
などの行政窓口、学校・保育園などに、市民通訳ボランティアを
派遣しています。語学をいかして、ボランティアをやって
みませんか？（特にベトナム語、ネパール語）

　日本語教室や子どものための日本語学
習支援教室「かもめ教室」のほか、ラウ
ンジの運営にたくさんのボランティアが
活躍しています。

＜日本語教室＞火・木・土・日曜日　10時～11時30分
横浜市立大学シーガルセンター２階（瀬戸22-2）

＜交流企画グループ＞
イベントの企画・運営

＜かもめ教室＞外国にルーツをもつ小・中学生のための教室です。
●火曜日　16時～18時45分　オフィスかなざわ（長浜１０６－８金沢スポーツセンター内）
●木曜日　16時～18時45分　カナカツ（洲崎町2-6アイワパークサイドビル１階）
●金曜日　15時～16時30分　並木北コミュニティハウス（並木１－７－１）
●土曜日　10時～11時30分　横浜市立大学シーガルセンター

金沢国際交流ラウンジ
786-0531　　　786-0532

この記事に関する問合せ　　区民活動支援担当（6階601）　　　788-7804　　 　788-1937

区役所でもらえる多言語パンフレット

リンク トゥ ミャンマー 代表 みやま　
567-5858
info@npoltm.org
リンク トゥ ミャンマー 検索

金沢区地域子育て支援拠点 とことこ
780-3205　　　780-3206

金沢国際交流金沢国際交流
ラウンジではラウンジでは
金沢国際交流
ラウンジでは

金沢国際交流ラウンジ（区役所２階）
9時～17時　　日曜日・祝日・年末年始
786-0531 　　786-0532

市民通訳ボランティアも募集中！

２０１９年１月12日（土）14時～16時　
金沢公会堂多目的室（区役所２階）
矢野デイビットさん（ミュージシャン、自立支援団体Enije代表、
明星大学客員講師）　　100人先着
12月12日（水）９時から　・　、または　（氏名・電話番号明
記）で金沢国際交流ラウンジまで

第７回アフリカ開発会議横浜開催推進イベント
多文化共生講演会「日本とガーナの間に生まれた自分ができること」

矢野デイビットさん

多言語版金沢区区民生活マップ★
地図面は英字、生活情報面は英語・中国語・ハングル・スペイン語・やさしい日本語

国民健康保険ガイド
国民健康保険の制度やしくみについて　英語・中国語・スペイン語など５言語
　保険係(２階202）　　788-7835　　788-0328

ごみと資源の分け方・出し方リーフレット
英語・中国語・ベトナム語など９言語、英語イラスト版もあり　
　資源化推進担当(６階601）　　788-7808　　788-1937

金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」利用案内
未就学児と保護者の交流の場　英語・中国語・スペイン語など５言語
　こども家庭係(４階404）　　788-7785　　788-7794

外国人住民子育て応援リーフレット★
妊娠・出産から小学校入学までの手続き　英語・中国語・スペイン語など９言語

病院のかかり方（小児救急医療）★　英語・ハングル・スペイン語など７言語
多言語版防災リーフレット★　英語・ポルトガル語・タイ語など９言語

あれこれあれこれあれこれ ★に関するお問合せは、金沢国際交流ラウンジへ

リ
NN エエ

が

外国語が話せなくても
だいじょうぶ ！

ボランティア
大募集！

5

金沢区のいま 区の人口
（前年同月比 881人減）

世帯数

199,463人

88,259世帯
2018年

11月1日現在

12月の土曜開庁日　8日・22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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広報よこはま金沢区版
No.254

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！！

月号1212月号12 号



～12月3日から9日は「障害者週間」～12月3日から9日は「障害者週間」※です～です～～12月3日から9日は「障害者週間」※です～
※障害者週間は障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として国が定めているものです。

　金沢区には約9,000人の障害のある人が生活しており、これは、区の人口約20万人の4.5％にあたります。
　皆さん会社や学校、障害のある人の活動の場に通うなど、ひとりひとり、さまざまな生活を送っています。
　今回は、「障害のある方の活動の場」の一つ、金沢福祉センターに通う前田さんの一日を紹介します。

障害者福祉施設、地域作業所の作品、製品を販売しています。ぜひ、ご利用ください。
　毎週火曜日～金曜日１１時~１５時（製品がなくなり次第終了） 　　金沢公会堂多目的室前（区役所２階）
協力団体：ごのご（弁当）、すぺーす海（手工芸品）、聖星学園（パン）、航（和紙・陶芸品・織物）、ゆうゆう（クッキー・手工芸品）、
　　　　 ひだまりの家（手工芸品）、ミモザ（パウンドケーキ・手芸品）、金沢福祉センター（菓子）

取材
協力1

取材
協力2

金沢福祉センター（瀬戸６－４）
所長　川井さん

金沢区障害者地域作業所連絡会（通称：区作連）※

代表　竹石さん
　区内でさまざまな仕事や活動をしながら、いきいきと暮
らしている障害のある方が、たくさんいらっしゃることを
ぜひ知ってもらいたいと思います。
　当センターでは、お菓子の販売、アルミ缶の回収、チラ
シのポスティングなど行っています。ぜひお気軽にお立ち
寄りください。　　　　　　　　　　　　　

　区内には加盟団体以外にも多くの福祉事業所があります。
　その活動内容はお菓子・パン・お弁当などの食品づく
り、さをり織り・アクセサリー・陶芸品等の手工芸品づく
り、公園の清掃やポスティング作業など多岐に及んでい
ます。
　これらの売り上げは、施設に通っている障害のある方
たちの工賃（収入）になります。個人での購入はもちろん、
地域や職場等のイベントや行事にもぜひ、ご利用くだ
さい。

※区内の障害者地域作業所などの情報交換や交流などを図るため
に、利用者や職員の交流やレクリエーションの開催、障害者福祉
活動の推進などを行っています。加盟団体は紹介した金沢福祉セ
ンターを含め１５団体です。

お菓子は１個１００円で、近隣
の行事で販売しています。
個人の注文も承っています
ので問合せください。　

　  ７８５－３７１２
　  10時～15時
　  土・日曜日、祝日

私たちの一日と私たちのつくった私たちの一日と私たちのつくった
製品を紹介します！製品を紹介します！
私たちの一日と私たちのつくった私たちの一日と私たちのつくった
製品を紹介します！製品を紹介します！
私たちの一日と私たちのつくった
製品を紹介します！

区役所でも、障害のある人がつくった製品を販売しています！

この特集に関する問合せ　障害者支援担当（４階４０１・４０２）　　７８８－７８４９　　７８６－８８７２

区内の「障害のある方の活動の
場紹介ＭＡＰ」をホームページに
掲載しています。

※注文、出店相談は直接各事業
　所へお問合せください。

金沢区　障害のある方の
活動の場紹介MAP 検索

金沢福祉センターへ出勤、
朝礼です！

今日のお昼は、「ごのご」の
お弁当です。曜日によっては、
ボランティアが給食を作ります。

さあ、お仕事が始まります！

さあ、午後の
お仕事です！

　ウォーキングを兼ねてご協力い
ただいているお店などにアルミ缶
を回収に行きます。そしてアルミ
缶をつぶし、金属回収業者に買い
取ってもらいます。
　その後、チラシ折りの作業です。
この代金が、本人たちの収入の一
部になります。

　「ごのご」も「障害のある
方の活動の場」です。
　１日平均２５０個以上の日
替わり弁当を製造販売して
おり、区役所内でも販売し
ています。
　ぜひ、ご利用ください。

　前田さんは、先ほど
折ったチラシを持って、
ポスティングに出かけま
した。
　ほかのメンバーたちは
クッキーを作っています。

▼

完成したクッキーはこちら！
（カゴ（クラフト）もメンバーの作品です）

９時～
９時４５分

13時～
15時30分12時

10時～12時

地域の皆さんにも、
日頃から温かく見守って
いただいています！

ボランティアの
関東学院大学 佐藤さん

前田さん

栄養満点！
手作りお弁当

火・水・木曜日１１時～（製品がなくなり次第終了）
金沢公会堂多目的室前（区役所２階）

掃除、帰りの会を
して、退勤です。

15時30分
～16時

お
疲
れ
様

　
　

で
し
た
！

おはようございます！

まえだ

金沢福祉センターで
販売中

かわい たけいし

今日も一日頑張りましょう！

※場所は変更となる
　場合があります。

※場所は変更となる
　場合があります。
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スポーツで金沢区を元気に！スポーツで金沢区を元気に！スポーツで金沢区を元気に！スポーツで金沢区を元気に！スポーツで金沢区を元気に！
～“スポーツ推進委員”をご存じですか？～～“スポーツ推進委員”をご存じですか？～～“スポーツ推進委員”をご存じですか？～

私たちと一緒にスポーツで
金沢区を元気にしましょう！

地域で スポーツ推進委員は、市内・区内さまざまな場所で、活躍しています！

●スポーツ推進委員は、自治会町内会の推薦を受け、市長から委嘱を受けて活動しています。
●地域でのスポーツ・レクリエーションの普及活動や区内スポーツ大会の企画運営、　
市スポーツ大会の運営協力を行っています。

任期：２年　対象：新任は原則65歳未満の方、再任は原則70歳未満の方 高島 副会長

小池 副会長

小田原 副会長

樋口 副会長

金沢区スポーツ推進委員連絡協議会
常山　正樹 会長

シーサイドトライアスロン大会

成人女子バレーボール大会（春・秋） ソフトボール大会（成人・少年）

連合町内会大運動会（富岡第一地区） 六浦ダンスパーティ（六浦地区）

横浜マラソン2018 東京2020オリンピック・パラリンピックPR
（金沢まつりいきいきフェスタ）

ラグビーワールドカップ2019™PR
（区体協フェスティバル）

市内スポーツ大会の運営
協力、ラグビーワールド
カップ2019TMや東京2020オ
リンピック・パラリンピック
等のPRも行っています！！

体を動かして、
交流を深める
イベントを地
域で行ってい
ます！

区内各チームが互い
に高め合い、親睦を
深めます！

つねやま　     まさき

区内で成人・少年ソフトボール大会、
成人女子バレーボール大会、
金沢まつりいきいきフェスタでのさわやか
スポーツ体験など

　現在、金沢区では131名のスポーツ推進委員が活動をしています。
　私たちは、区民の皆さんがスポーツを通じて元気にいきいきと生活できるよう、
各種スポーツ大会の運営や競技指導などを行っています。
　私たちの活動の一部をご紹介します。

ひぐち

こいけ

たかしま

おだわら

市内で

スポーツ
推進委員に
なりませんか？

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
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Kanazawa

　萩博物館 主任学芸員 道迫 真吾氏
　１００人抽選
　２０１９年１月１３日（日）までに下記
　の講座申込フォーム、または往復はが
き（１人１枚）に　　　を記入して、神奈
川県立金沢文庫（〒２３６－００１５ 金
沢町１４２）へ
　神奈川県立金沢文庫観覧料
　区民活動支援担当（６階６０１）
　７８８－７８０７　　７８８－１９３７

共催：金沢区役所、神奈川県立金沢文庫

▼グループトーク「みんなで話そう！
　横浜での子育て」を開催します
子育ての楽しさや困りごとを語り合いな
がら、横浜での子育てについて一緒に考
えてみませんか。皆さんの声は、次期「横
浜市子ども・子育て支援事業計画」の策
定にいかします。
　２０１９年１月２６日（土）１０時～１２時
　区役所１階１号会議室
　子育て中の人など/３０人先着
　１２月１１日（火）～１月１１日（金）
に、　・　・　にて、　　　、参加を希望す
る開催区、Eメールアドレス、子どもの人
数・年齢、託児の希望（子どもの人数、年
齢、氏名）を記入の上、下記へ　
※下記　に参加申込書あり
　こども青少年局企画調整課
　６７１－３７２２　　６６３－８０６１
　kd-kikaku@city.yokohama.jp

▼精神保健福祉ボランティア講座
　①２０１９年１月２２日（火）、②２月８
日（金）、③３月１３日（水）（全３回、他に
も見学実習あり）①１４時～１６時、②③
１３時３０分～１５時３０分
　区役所３階３号AB会議室ほか
　４０人先着　　１００円
　　　　を記入の上、　、　または下記
　へ
　金沢区ボランティアセンター（金沢区
社会福祉協議会内）（泥亀１-２１-５い
きいきセンター金沢）
　７８４-２２２２　　７８４-９０１１

方を知りたい、電源が入らない、ホーム
ページのログインID/PWを忘れてしまっ
た など）、歩数計アプリの新規登録サポー
ト、歩数計の新規参加登録
　クリップ付ストラップ１００人先着、電
池２００人先着、歩数計販売５０人先着
（赤黒各２５個）
　歩数計（ストラップ・電池交換希望者）
　よこはまウォーキングポイント事業事
務局（平日９時３０分～１７時３０分）
　０５７０－０８０－１３０
　６８１－４６５５
　０１２０－５８０－３７６

▼金沢区民バドミントン混合・
　シニアダブルス大会
　２０１９年１月１３日（日）９時～
　金沢スポーツセンター（長浜１０６
－８）
　混合一般（A・Bランク別）、混合シニア
（４５歳以上、A・Bランク別 ※年齢合計
１００歳以上）、シニアダブルス（６０歳以
上、A・B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５００円）
　１組２，５００円（当日払い）
　１２月１７日（月）～２８日（金）に申込
書（下記　からダウンロード）を、　また
は　で下記へ
　金沢区体育協会バドミントン部 中島
　・　 ７７２－６８９９（１８時～２１時）
　kanazawakukyoukai@yahoo.co.jp

後援：金沢区役所

▼金沢を知る講演会「伊藤博文ゆかり
　の地・萩と横浜・金沢」参加者募集
初代内閣総理大臣などを務めた伊藤博
文は、明治31年（１８９８）金沢・野島に
別荘を建てました。伊藤博文は、金沢の
地とどのように出会い、この地を選んだ
のでしょうか。伊藤博文ゆかりの地にあ
る萩博物館より講師を招き、萩や横浜・
金沢でのさまざまなエピソードを紹介し
ます。
　２０１９年１月２７日（日）１３時３０分～
１５時３０分
　神奈川県立金沢文庫 地下大会議室
（金沢町１４２）

機関・周辺駐車場をご利用ください。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
　経済局南部市場活用課
　４５９－３３１３　　４５９－３３０７

▼新年賀詞交歓会
金沢区の新年行事として恒例の賀詞交
歓会を開催します。新年の始まりを区民
が一堂に会してお祝いします。
　２０１９年１月５日（土）１１時～
　金沢地区センター（泥亀２－１４－５）
　３，５００円
　１２月１２日（水）までに会費を添え
て、下記　へ
　賀詞交歓会実行委員会事務局（庶務
係（６階６０３））
　７８８－７７０５　　７８６－０９３４

▼～食育講座　「みんな大好き元気
　メニュー」～
　２０１９年１月２９日（火）１０時～
１１時３０分
　いきいきセンター金沢２階（泥亀１－
２１－５）
　市内在住の１歳～未就園児とその保
護者/２０組先着
　１２月２７日（木）から（１２月２９日
（土）～１月３日（木）を除く）　で下記へ
　金沢さくら保育園
　７８１－９３６０（平日９時３０分～１６時）
共催：泥亀地域ケアプラザ
　　 親と子のつどいの広場「ふきのとう」
　　 金沢さくら保育園

▼よこはまウォーキングポイント 
　ご利用感謝キャンペーン
　１２月１６日（日）１３時～１９時　
　サンモール洋光台駅前広場（磯子区洋
光台３－１３、JR「洋光台」駅徒歩１分）
　ウォーキングポイント歩数計のストラッ
プ・電池無償交換、歩数計の販売（歩数計
を紛失・故障した人対象、価格は下記まで
問合せください）、使い方相談会（歩数計
に出ているWマークや電池マークの消し

▼旧川合玉堂別邸 開園日
　２０１９年１月５日（土）１０時～１５
時（入園は１４時３０分まで）　※荒天の
場合、中止する可能性があります。
　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

▼コグニサイズフォローアップ講座
　２０１９年１月７日（月）・１６日（水）・
２２日（火）（全３回）１４時～１５時３０分
　区役所１階１号会議室
　コグニサイズの講座を受講したことがある
人、原則全ての回に参加できる人/２５人先着
　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）
　かながわ健康財団 健康運動指導士 
高垣 茂子氏
　１２月１２日（水）から　で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７７７　　７８６－８８７２

▼スポーツスタッキング講座
　２０１９年１月１５日（火）・３１日
（木）、２月２１日（木）、３月１日（金）・
７日（木）（全５回）１４時～１５時３０分
　区役所１階１号会議室
　おおむね６５歳以上の男性/２０人先着
　１２個のカップを積み上げては崩し、タ
イムを競うスポーツです。脳の活性化を図
り、認知発達能力の向上を目指します。
　飲み物（動きやすい服装で）
　１２月１１日（火）から　で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７７７　　７８６－８８７２

▼横浜南部市場からのお知らせ
横浜南部市場（鳥浜町１－１）は、複合商
業施設の整備工事中のため、駐車場の
大変な混雑が見込まれます。年末（１２月
３０日（日）まで）のお買い物は公共交通

　金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」では、「とことこひろば見守りボランティ
ア」（※）、「とことこ 公園サポーター」、「横浜子育てサポートシステム提供会員」な
ど、さまざまなボランティアを募集しています。

　１２月１８日（火）１４時～１５時　  （毎月１回（不定期）開催しています。開催日
はお問合せください）
　金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」（能見台東５－６ ２階）
　金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」　　７８０－３２０５

　年末年始は、食べ物をのどに詰まらせる事故が多くなります。食べ物によ
る窒息事故に注意しましょう。

●もちなどは、小さく切って
食べやすく。

●ゆっくりと噛んでから、飲
み込みましょう。

❶傷病者の横に回ります。
❷手のひらの付け根で肩甲骨
の間を繰り返し力強くたた
きます。

2019年1月5日（土）
９時10分～10時40分　（小雨決行）
横浜市立大学 シーガルセンター（瀬戸22－2）
式典、木遣り・纏振込み、消防総合訓練、一斉放水、
和太鼓演奏、消防車両展示ほか
※天候等により、一部内容を変更する場合が
　あります。　
※公共交通機関をご利用ください。
主催：平成31年金沢区消防出初式実行委員会

金沢消防署　予防課・庶務課　　・　781-0119

平成31年
金沢区消防出初式を行います！！

金沢区　バドミントン 検索

金沢区休日救急診療所からのお知らせ
年末年始の急病のときにご利用ください。
診 療 日  12月30日（日）～
2019年1月3日（木）、日曜日、祝日
診療科目 内科・小児科・歯科
診療時間 内科・小児科 １０時～１６時

　金沢町48（京急「金沢文庫」駅徒歩8分）
　782-8785
※夜間の救急は16ページをご覧ください。
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神社

一方
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一方通行

休日救急診療所

　健康保険証・公費医療証（持っている人）、
お薬手帳、現金を持参してください。

歯科 １０時～１２時（年末年始は１６時まで）
※ともに受付は９時３０分～

子育て応援ボランティア 募集中！！！
～地域での子育てをちょっとお手伝いしてみませんか？
毎月 説明会を実施しています～

神奈川県立金沢文庫 検索

新春
恒例

予防法 のどに物が詰まった時の応急手当

ららららら、飲飲、飲、飲、、

「とことこ」ひろばに来る親子の見守りやご自身の特技をいかして子育てを支援していただく
無償ボランティアです。「よこはまシニアボランティアポイント」の対象です。

※

絵本の読み聞かせや絵本
の修理、手遊びなど、得意
なことで子育てを応援して
みませんか？

横浜市  子ども・子育て支援事業計画 検索

「もちなどによる窒息事故を予防しよう！」
～“もしも”の時のために～

金沢消防団による一斉放水

まとい

　ボランティアに興味がある方は、まずは、お気軽に「とことこ」での説明会にお越
しください。お待ちしております！

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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■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）
　１２月２１日（金）9時～12時、
１３時３０分～１５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
⑥もぐもぐ離乳食教室（2回食頃）
　１２月２０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
⑦子どもの食生活相談
　１２月２０日（木）、２０１９年１月１１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
⑧ぱくぱく幼児食教室
　２０１９年１月１７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
　②～⑧　または　で　　　、子の名前・生年月日
を下記へ ②～④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！）
　１２月１３日（木）１０時～１１時３０分
　カメギ根公園
　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　
　❶１２月１１日（火）１０時３０分～１１時３０分
　❷１２月１５日（土）１３時３０分～１４時３０分
　❶西金沢地域ケアプラザ（ 利谷南３－２２－３） 
　❷とことこ研修室
③子育てサポートシステム予定者研修（子どもを預
かる方の研修）
　２０１９年１月２９日（火）～３１日（木）
　能見台地域ケアプラザ（能見台東２－１）
　市内在住で入会説明会に参加（必須）し、子育て支
援に熱意と理解のある満２０歳以上の健康な人

両親教室（全3回コース） 
　２０１９年１月１１日（金）・１８日（金）・２５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　　１２月１１日（火）・２５日（火）、
  ２０１９年１月８日（火）
②1歳6か月児　　１２月１８日（火）
③3歳児　　　１２月１９日（水）、２０１９年１月９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
　１２月２６日（水）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
　２０１９年１月７日（月）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
　１２月１９日（水）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
④就学前の歯ぴか教室
　２０１９年１月７日（月）１３時３０分～１４時４５
分（受付１３時１５分～）
　区役所５階 健診室（５０７）
　４～６歳の未就学児と保護者/２０組先着
　普段使っている子どもの歯ブラシ、母子手帳
※教室で配付する歯ブラシ・鏡はお持ち帰りいただけます。
⑤ごっくん離乳食教室（はじめる頃）
　１２月１４日（金）10時～11時30分（受付9時30分～）

※時間など詳細はお問合せください。
④子育て応援ボランティア説明会　
　１２月１８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
⑤おしゃべり会と交流会

❶１２月１１日（火）１０時～１１時　多胎ママ交流会
❷１２月１４日（金）１０時～１１時
　きょうだい児の子育てについて話しましょう
❸１２月１７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。
❹１２月１７日（月）１０時～１２時
　口唇口蓋裂のお子さんを持つ保護者の方同士
　で話しましょう
※１２時～１３時は、食事スペースを用意します。
❺１２月２１日（金）１４時～１５時
　はじめてのとことこ

⑥保育・教育コンシェルジュの出張相談
　１２月２０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
　１２月１２日（水）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
　１２月１２日（水）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
　２０１９年１月１０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
　１２月１２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
　１２月１８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！
　１２月２０日（木）１３時～１３時２５分
　歌って遊ぶ楽しい会
⑬プレパパ・プレママ教室
　１２月２２日（土）１０時～１２時
　とことこ研修室
　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
　日・月曜日、祝日　　780-3205　　780-3206
　tokotoko@yokohamaymca.org

金沢区子育てひろば
常設園だより

＜きらら保育園＞交流保育「おもちつき」　　　2019年１月９日（水）１１時～１２時　
　同園園庭（能見台東２－３）　　地域の未就園児とその保護者　　７９０－３４４０
＜あおぞら谷津保育園＞「育児講座：親子でつくろう」　　１２月１３日（木）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　
　地域クリスマス会に向けた、親子でのクリスマス制作　　
　事前に　で、あおぞら谷津保育園へ　　７８４－０５４２

・

2019年１月１１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
　2019年１月１１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）
　2019年２月７日（木）
予約受付期間：2019年１月７日（月）～
２５日（金）
　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）

■肺がん検診
　2019年１月９日（水）
予約開始日：１２月１２日（水）～
　区役所５階 健康相談室（５０３）
　４０歳以上／５０人
　６８０円

　健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

金沢区  とことこ 検索

② ③ ④

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正月装飾展示
　2019年１月４日（金）～９日（水）
９時３０分～１６時３０分　　　　
②花びら餅
　2019年１月１２日(土)～１４日
（祝・月）９時３０分～１６時（受付15時
30分まで）　
　６００円（抹茶付き）

曜日（全４回）１０時～１２時
　成人／２０人先着　　２，０００円
（４回分）　　デジタル一眼レフカメラ
（コンパクトカメラ可）
　③④１２月１９日（水）から　へ

①冬の特別企画 第４弾「薬物乱用
　防止講座」
　2019年１月１２日（土）１０時～１１
時３０分　　２０人先着
②パソコン講座（エクセル基本編）
　2019年１月１０日～３月２８日の
第２・４木曜日（全６回）９時３０分～１
１時３０分　　１０人先着 
　２，５００円（６回分、教材費別途５４
０円）　　ノートパソコン 
協力：並木パソボラ
③パソコン・スマホ相談室
　2019年１月６日・２０日の日曜日　
９時３０分～１５時３０分
　各日５人先着　　１回５００円　
　ノートパソコンまたはスマートフォン
④ハワイを感じるフラダンスⅢ（託児付き）
　2019年１月９日～３月２７日の第
２・４水曜日（全６回）１０時～１１時 
　若干名先着 
　３，０００円（６回分）※託児１回５００円
（託児は未就学児のみ） 
⑤アロハの心でフラ教室Ⅳ
　2019年１月１７日～３月２１日の第
１・３木曜日（全５回）１３時～１４時３０分
　若干名先着　　２，５００円（５回分）
　①～③１２月１３日(木)９時から　
または　へ、④⑤　または　へ

①おはなし会
　１２月１８日(火)１１時～１１時３０分　
　乳幼児と保護者
②新春 柳町落語会
　2019年１月１４日(祝・月)
１４時～１５時　　４０人先着　
　２００円（未就学児無料）
③パソコン何でも相談
　2019年２月６日・２７日の水曜日　
９時３０分～１６時、2019年２月１５
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
　②③１２月１１日(火)から　または
　へ（当日申込み不可）

①子育てサロンなみき
　１２月１８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
　１２月１８日（火）１２時～１４時３０分　

①第１６回 文化祭
　１２月１５日（土）・１６日（日）１０時
～１５時頃　
　サークルの作品展示、サックス・フ
ルートの演奏会ほか
②親子でシャッターカードづくり
　１２月１５日（土）１０時～１２時　
　幼児・小学生を含む家族／１０人先着 
　３００円
③つながりライブラリー第２弾
　みんなで地球を考えよう
　2019年１月２０日（日）１０時３０分
～１２時３０分
　４０人先着　　おはなし会＆手作り
工作、番組「いきものがたり」上映
④デジタル一眼レフカメラ入門講座
　2019年１月２７日～２月１７日の日

①みんなの健康体操
　１２月１４日（金）１０時～１１時３０分　
　体育館履き、タオル　　４００円
②おもちゃ病院
　１２月２７日(木)９時３０分～１２
時３０分　　　修理無料、部品実費
③おひざの上のおはなし会
　2019年１月７日（月）１１時～１１
時３０分　　　乳幼児と保護者
④プロが教えるカラオケ講座（５）
　2019年１月８日～２月２６日の火曜
日（１／１５、２／１２を除く） (全６回)
１２時３０分～１４時３０分　
　５０人抽選　　３，０００円(６回分)
⑤ゆったり、おしゃべり、フラダンス
　2019年１月２２日、２月１９日、３月
１９日の火曜日 (全３回)１０時～１１
時３０分　　幼児以上／３０人抽選　
　１家族１，５００円(３回分)
⑥えいごがいっぱい（３）（未就園児）
　2019年１月７日・２１日・２８日の
月曜日（全３回）１０時～１１時 
　２～３歳児と保護者／２０組抽選 
　１，５００円（３回分）
⑦はじめてのスマホ講座（３）
　2019年１月２４日（木）・２５日（金） 
(全２回)（１）午前の部：１０時～１１時３０
分（２）午後の部：１３時～１４時３０分　
　２４日：初めてのスマホ講座 ２５日：
質疑応答　　各部１５人抽選　
　５００円(２回分) ※スマートフォンの貸出しあり
⑧絵画に挑戦
　2019年１月１６日～３０日の水曜日
（全３回）１０時～１１時３０分 
　１０人抽選  
　８００円（３回分、材料費込み）
　④～⑧往復はがきに　　　、⑤年
齢、参加者全員の氏名・年齢、⑥子の氏
名（ふりがな）・性別・年齢、⑦希望の部を
記入して、④⑧１２月２６日（水）⑤
2019年１月８日（火）⑥１２月２０日
（木）⑦2019年１月１０日（木）（全て必
着）までに上記へ

①新春ダンスパーティー
　2019年１月１２日(土)１３時～１６時
　１４０人先着　　１人３００円
②ヨガ教室
　2019年１月１１日～３月２９日の金曜
日（全１２回）（１）９時２０分～１０時２０
分（２）１０時４０分～１１時４０分
　各部１２０人抽選　　５，０００円（１２回分）
③太極拳教室
　2019年１月９日～３月２７日の水曜
日（全１２回）（１）９時５分～１０時２０
分（２）１０時３０分～１１時４５分　
　各部１００人抽選　
　５，０００円（１２回分）
④ファミリーリトミック
　2019年１月１９日、２月２日、３月２

日・９日・２３日の土曜日（全５回）
１０時３０分～１１時１５分　
　１歳６か月頃～３歳（歩ければ可）と保護
者／１５組抽選　　３，５００円（５回分）
⑤こども造形教室
　2019年１月１２日～３月２３日の
第２・４土曜日（２月のみ第１・４土曜
日）（全６回）（１）９時３０分～１１時３
０分（２）１２時３０分～１４時３０分 
　小学１～４年生/各部１６人抽選　
　３，０００円（６回分）
⑥チャレンジ華道
　2019年１月２６日、２月１６日、３月
１６日の土曜日（全３回）９時３０分～
１０時３０分　　年長以上（年長は保
護者同伴）/１０人抽選
　１回１，６００円
　①１２月１１日（火）から、　にてチケット
販売、②～⑥往復はがきに　　　、②③
希望の部、④子の年・月齢、⑤希望の部、
学年、⑥学年または年齢を記入して、②
③⑤１２月２０日（木）④2019年１月６
日（日）⑥2019年１月１２日（土）(全て必
着)までに左下記へ、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
　2019年１月１２日(土)１１時～
１１時３０分
②ほうかごボクシング
　１２月１３日～2019年１月10日の
木曜日(１/３は除く)１６時３０分～１
７時４５分　　　小学生～高校生 
　１回５００円 
　上履き、軍手、飲み物
③菜央先生の料理教室「最後まで
　飽きない 美味しいおせち」
　１２月２０日（木）１０時～１３時
　１５人先着　
　２，０００円（材料費込み）
④子ども化学講座「光るスライム」
　１２月２３日（祝・日）１０時～１２時 
　小学生（小学１・２年生は保護者同伴）
／１２人先着　　５００円
　③１２月１１日（火）１１時 ④１２月
１４日（金）１０時から　または　へ

①６０歳以上の健康体操
　１２月２４日（振休・月）１０時～１１時３０
分　　　４００円
②ベーシックヨガ教室
　2019年１月８日～３月１２日の火曜日
（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）
　②往復はがきに　　　、年齢を記入
して、１２月２０日（木）（必着）までに上
記へ

①ジョンの英会話（夜間コース）
　2019年１月９日～３月２７日の水
曜日（全１２回）１９時～２０時２０分　
　　高校生以上／１５人先着 
　１０，８００円（１２回分、教材費別途
３,０００円）※使用教材“S IDE  by  
SIDE”Extra Book ＆ eText１
②年越し蕎麦打ち教室　　　　　　
　１２月２４日（振休・月）・２５日（火）
午前の部：９時３０分～１２時３０分、
午後の部：１３時３０分～１６時３０分 
　各日各部８人先着 
　各日各部２，０００円（材料費込み）
③社交ダンス・パーティ
　１２月１５日（土）１３時～１７時
　追加募集５０人先着　　５００円
④金曜夜のリフレッシュ・ヨガ（追加募集）
　１２月１４日～2019年２月１５日の
金曜日（12/28、1/4を除く）（８回）１８
時５０分～２０時１０分 　　若干名 
　３,２００円（８回分、初回全納）
⑤シニアらくらく体操
　２０１９年１月８日～３月１９日の隔
週火曜日（全６回）
１０時～１１時３０分　　若干名　
　２,４００円（６回分、初回全納）
⑥とことん使えるスマホ講座（中級）
　１２月１５日・２２日の土曜日（全２
回）Androidの部：１２時１５分～１４
時３０分、iPhoneの部：１５時１５分～
１７時３０分
　若干名　　各部１，８００円（２回分）
　スマートフォン、筆記用具
⑦横浜マイスターに学ぶミートローフ
　作り教室
　１２月１９日（水）１１時～１４時
 　若干名　　１，７００円（材料費込み）
　①②１２月１１日（火）９時から　へ、
または往復はがきに　　　、②希望の
日・部を記入し上記へ、③～⑦　へ

〒２３６-００４５　 利谷南１-２-１
　７８６-２１９３　　７８６-２１９４
　12月10日（月）、12月28日（金）～1月4日（金）

利谷地区センター

〒２３６-００３１　六浦５-２０-２
　７８８-４６４０　　７８８-４６４１
　１２月２５日(火)、12月28日（金）～1月4日（金）

六浦地区センター

〒２３６-００２１　泥亀２-１４-５
　７８４-５８６０　　７８９-３５９９
　１２月１7日(月)、１２月２8日（金）～１月４日（金）

金沢地区センター

〒２３６-００51　富岡東２-５-３１
　７７５-０７０７　　７７５-０８７７
　12月23日(祝・日)・29日（土）～１月３日（木）

並木地域ケアプラザ

〒２３６-００5１　富岡東４-１３-２
　７７５-３６９２　　７７５-３７９２
　１２月１７日(月)、１２月２8日（金）～１月４日（金）

富岡並木地区センター

〒２３６-００５８　能見台東２-１
　７８７-００８０　　７８７-００９０
　12月28日(金)～１月４日（金）

能見台地区センター

検索能見台地区センター ホーム

〒２３６-００２６　柳町１-３
　７８５-２４０３　　７８５-２４０４
　 
　12月25日(火)、12月29日（土）～1月3日（木）

柳町コミュニティハウス

検索柳町コミュニティハウス

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
　毎週金曜日、12月28日（金）～１月4日（金）

・

〒２３６-００05　並木２-８-１
　７８１-７１１０　　７８１-７１４０
　 https://officekanazawa.org/namiki/
　12月29日（土）～１月３日（木）

並木コミュニティハウス

〒２３６-００25　野島町24
　　   ７88-1919
　12月３日(月)・１７日（月）、
　12月２９日（土）～１月３日（木）・７日（月）

旧伊藤博文金沢別邸

・

（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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６０歳からの就労啓発セミナー
～シルバー人材センターの仕組みと
働き方を知ろう！～
１２月２１日(金)１４時～１６時
いきいきセンター金沢３階
市内在住おおむね６０歳以上／３０

人先着
１２月１２日(水)から　にて上記へ

冬休みこども教室 １２月２７日（木）・２８日（金）（全２回）
各１,３００円（２回分）　 各６０人先着

ヨガ＆エクササイズの４５分教室　　　１回４００円

①保育園児とクリスマス会
１２月２０日（木）１０時～１１時１５分
②いきいき健康チェック
１２月１７日(月)１１時４５分～１２
時４５分
③大広間健康生活座談会
１２月２５日(火)１３時～１４時
①～③市内在住６０歳以上
①②３階 ③４階大広間
②③については区役所高齢・障害支援課
７８８-７７７７　　７８６－８８７２

おしゃべり場「お正月飾りを作ろう」
１２月１７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

お正月リースとしめ縄作り
１２月２２日(土）１０時～１２時
２０人先着　　各５００円
同公園内グリーンハウス
・　、または　　　を　で

卓球教室
2019年１月１６日～３月６日の水

曜日（全８回）１１時～１３時
初・中級者／１５人抽選
３，５００円（８回分、希望者のみ別途

スポーツ保険８００円）

卓球ラケット、運動できる服装・靴
往復はがきに　　　、年齢を記入し

て、１２月２５日(火)（必着）までに左下記
へ、または返信用はがきを持参して　へ

①ストレッチ＆骨盤底筋ケア３カ月コース
2019年１月８日～３月１９日の第

１・３火曜日（１月は第２・４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シンプルヨガ ３か月コース
2019年１月９日～３月２０日の第

１・３水曜日（１月は第２・４水曜日）（全
６回）１４時～１５時３０分　　女性／
２４人先着　　７，８００円（６回分）
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
④講座：2019年１月２３日（水）～２
５日（金）・２８日（月）・２９日（火）
（全５回）（２）即戦力ＵＰ！実践エク
セル：2019年１月２６日（土）・２７
日（日）いずれも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）
①１２月１１日（火）②１２月１２日

（水）から　または　、または　へ
③１２月１７日（月）から　８６２-４４９
６または　へ
※①②③託児あり（　714-2665）

所得税・個人消費税・贈与税の申告書
作成会場の開設期間
2019年２月１８日（月）～３月１５

日（金）（土・日曜日除く）
※２月１５日（金）以前は、申告書作成
会場はありません。

区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
788-7803　　789-2147
12月24日(振休・月)、12月29日（土）～2019年1月3日（木）、１月６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
１２月１６日(日)～２２日(土)
１２月２３日(祝・日)～２８日(金)
2019年１月７日(月)～１１日(金)

火曜会冬期絵画展／火曜会
みんなで描く動物たち／飯村 さち子氏（金沢区「街の先生」）
いよいよ今年開催！「ラグビーワールドカップ2019™」
紹介展示／金沢区役所

展示ケース
１２月１日(土 )～２８日(金 ) キラキラ輝くビーズの世界／湯瀬 鈴子氏（金沢区「街の先生」）

１６歳以上　※教室開始１５分前より受付。託児は生後６か月から

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

　12月25日(火)、12月30日（日）～１月３日（木）金沢スポーツセンター 検索

当日受付教室のご案内
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 内容

姿勢コンディショニング（骨盤底筋編）

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

ほぐしストレッチ＆ヨガ(木)

らくらく骨盤体操

ＺＵＭＢＡ®

金曜日のエアロ（※託児あり）

モーニングボクサタイム

９時～

１０時～

１０時～

９時25分～

19時30分～

１１時～

１２時～

９時55分～

１１時１０分～

９時30分～

月

火

水

金

土

木

身体のバランスや姿勢を体幹から
整えます。
初心者向けのゆったりしたヨガで
身体をほぐします。
イスに座りながら、簡単な体操で
身体を動かします。
ベーシックな動きを中心に、
楽しみながらしっかり動きます。

初心者から経験者まで。

簡単な体操とヨガで身体を
ほぐしていきます。
骨盤まわりをほぐして全身を
整えます。

アップテンポな曲に合わせて。

基本的な動作が多く、初心者でも
楽しめます。
ボクシングの動きを取り入れて
身体を動かします。

教室名 曜日 時間 内容
水曜日のエアロ４５

土曜日のエアロ４５

土曜日のヨガ４５

１０時35分～

９時15分～

１０時５分～

水

土

初心者向けの動きを中心に
エクササイズ！

ベーシックな動きを中心に。

初心者向けのゆったりとした
動きで。

教室名 対象 時間 内容
子ども運動基礎教室

小学生体力向上教室

９時30分～10時30分

10時45分～12時

年中～小学２年生

小学生

走運動・マット運動
・ボール運動の習得
「走・跳・投」の向上を
目指します。

〒２３６-００３８ 六浦南５-１９-２
　   ７８８-５４２８
12月28日（金）～１月４日（金）

六浦スポーツ会館

・

〒２３６-0042  利谷東５-１５-１
７８3-9100　　７８2-9972
12月17日（月）、25日（火）、29日（土）
～1月1日（祝・火）、1月７日（月）

金沢動物園
〒２３６-0021　泥亀１-２１-５
７８２-２９０８　　７８２-２９０９
12月22日（土）、12月28日（金）～１月４日（金）

老人福祉センター 晴嵐かなざわ

〒２３６-0011　長浜106-6
　 ７82-8004

長浜公園

・

〒２３６-００52　富岡西6-3
７７５-２７１４　　７７５-３０４４

富岡西公園

〒２３２-０００６　南区南太田１-７-２０
７１４-５９１１　　７１４-５９１２
 １２月１７日(月)、２９日（土）～１月３日（木）

フォーラム南太田

〒２３６-8550　並木3-2-9
７８9-3731
毎週土・日曜日、祝日、12月29日（土）～１月3日（木）

横浜南税務署

＜イベント情報＞
Zooから初日の出！
2019年１月１日（祝・火）６時２０分

～８時（最終入園７時３０分）
園内「しいの木山展望台」から初日の

出鑑賞ができます。一部動物も観覧可。
先着１００人にオリジナルポスターカレ
ンダーをプレゼント。

ストレッチ30分教室 １回３００円
教室名 曜日 時間 内容

ストレッチポールタイム １２時２０分～金 ストレッチポールを使いゆっくりと
時間を使って身体をほぐします。

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

金沢生きがい就労支援スポット

検索カナいきネット

毎週火・木・土・日曜日、祝日、
12月28日（金）～1月4日（金）
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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22回
　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 　 784-5861　　781-2521
　１２月１７日（月）、１２月２８日（金）～２０１９年１月４日（金）

①おひざにだっこのおはなし会　
　１２月２６日（水）１０時３０分～１１時
　１～２歳の乳幼児と保護者/１５組先着
　12月１3日（木）から　または　へ
②定例おはなし会　　１２月１９日（水）１５時３０分～１６時

NPO法人 旧川合玉堂別邸及び
園庭緑地運営委員会理事長
植周造園株式会社

人の輪がつくる 金沢のまち
お お ご しゅういちろう

大胡　周一郎さん
　大胡さんは、金沢区で生まれ育ち、現在も区内で造園業を営む“かなざわ彩りび
と”です。旧川合玉堂別邸庭園※（別名：二松庵、横浜市指定名勝）の保存活動や、金
沢区の良さについてお話を伺いました。

〇庭を造るうえで大切にしていること
　家業は曾祖父の代から続く造園業。高校の造園科を卒業してすぐ、見習いから始め、技
術や仕事への厳しい姿勢を祖父、父、先輩の職人から学びました。
　自分が良いと思った庭でも、お客様が満足してくれないと駄目。そのためにお客様とはで
きるだけ多く会い、材料の持ち味・特性を見極めながら、お客様の意向を十分に反映できる
庭造りを心がけています。

〇旧川合玉堂別邸庭園を守る
　庭園は、祖父が造園しました。依頼主である玉堂先生の
意向で近隣の山からクヌギやナラといった雑木を選び、里山
の風景を再現したそうです。それ以降、三代にわたって手入
れや修復を手掛けており、現在はＮＰＯ法人代表として、庭
園の保存活動にも携わっています。
　時を経て、庭園の景色も変わってきています。心がけてい
ることは、庭園の形や良さを残しながら、自然に変わってきた

所も極力活かすこと。“見守る”といいますか。代々携わってき
た庭を、「大事にしないといけない」という思いが強くあります。
　運営委員会のボランティアの方 も々、庭園の保存活動に熱
心に取り組んでいます。また、多くの区民の方にこの庭園を
知っていただこうと、野点（野外での茶会）や、コンサートなど、
色々なイベントも企画しています。皆さんいきいきと活動してい
ます。若い方々にも参加していただけると嬉しいですね。

〇今も昔も変わらない金沢の心
　海の埋立てによって大きな住宅地ができ、風景も大きく変わり、人も増えました。しかし、人
情深く、真っ直ぐな人間が多いのは、今も昔も変わらない気がします。これからも、地域の
人々が和を大切にしてつながることができれば一番いいですね。世の中がIT化され、色々
便利になっていますが、最後は人とのつながり…“人の輪”がまちをつくるのでしょうから。

大胡 周一郎さん：昭和１６年生まれ。平成16年度横浜マイスターに選定される。平成１９年、NPO法人
旧川合玉堂別邸及び園庭緑地運営委員会理事長就任。区内外の造園を多く手掛けるほか、若手の
人材育成にも積極的に取り組んでいます。

広報相談係（１階１０１）　　788－772２　　７８４－９５８０

金沢区制７０周年特別企画

※日本画家 川合玉堂が創作・居住した場。平成25年の火災により主屋は焼失しているが、起伏を活かした
　雑木林やのどかな海の眺望など、変化に富んだ庭園が残されている。（富岡東５－１９－２２　原則毎月第１土曜日開園）

　ラグビーの試合では引き分けだった場合、抽選で勝敗を
決める事があります。武蔵野電産ラグビー部がリストラで
廃部される最後の試合、選手の心に ができ、引き分け、
抽選で敗退してしまいました。
　５年後、元マネージャーの急死により顔を合わせた面々
は、皆あのふがいない試合を引きずっています。屈強なナ
ンバー８だった桐生は、同じメンバーで再戦しようと言い出
しました。くすぶる気持ちに決着をつけ新しい一歩を踏み
出したいと。相手チームや参加を渋るメンバーを説得して
回る桐生。愚直で強引なトライは成功するのでしょうか。

　思わず本を置いてチャレンジしたくなる「体を動かす遊
び」が盛りだくさんの本書。例えば、“スリッパ卓球”や“だるま
さんが逃げた”などの遊び。他にも、ジグザグに走ったり、体
を反らせてジャンプしたりというユニークな動作とともに、
体を上手に使うコツや運動を楽しむコツを紹介しています。
愉快なイラストで肩の力を抜きながら、親子で一緒に「たの
しいうんどう」をしてみませんか。

ラベルの記号：913.6/ト　２階一般書コーナー

堂場瞬一／著　　　　小学館

ラベルの記号：78　１階児童書コーナー

たのしいうんどう（こどものための実用シリーズ）
平尾剛／監修　たけなみゆうこ／画　　朝日新聞出版

二度目のノーサイドおとな向け

こども向け

金
沢
図
書
館
か
ら

の
お
知
ら
せ

　運動不足になる冬…スポーツに関連した本を読んで、コタツの中で胸
を熱くするのもよし、外に飛び出して汗をかくのもよし…

ネズミにチュ～意！ネズミにチュ～意！ネズミにチュ～意！

クマネズミ

ドブネズミ

ハツカネズミ

環境衛生係（4階407）　 788-7873　 784-4600

　ネズミは、病原菌を媒介したり、家の電源コードをかじって火災の原因
になることがあります。ネズミの習性を理解したうえで退治しましょう。

１.住みにくい環境にする（環境整備）
●ネズミに餌を与えない
　▶食料品はふた付きの容器に保管しましょう。
　▶ペットの餌のやりっぱなし・ほったらかしは禁物です。
●入り口を作らない（ネズミは１センチメートルの 間があれば侵入できます）
　▶通気口や排水口は、金網などを取り付けましょう。
　▶配管やエアコンのパイプなど、壁との 間や穴をふさぎましょう。
●巣を作らせない
　▶ネズミの巣は、天井裏だけではありません。押し入れ・物入れ・引き出しの奥　　
　などにも巣を作ります。日頃からの整理整頓や大掃除が大切です。
２.ネズミを捕獲する
　ネズミは、隅に沿って歩く習性があります。ネズミの通り道付近に仕掛けることが
ポイントです。
●ドブネズミは「捕そカゴ」で
　▶新鮮な餌を仕掛けて捕獲します。
●クマネズミ・ハツカネズミは「粘着シート」で
　▶ネズミの通り道付近に敷き詰めます。
３.毒餌による方法　
　ペットなどの誤食に注意して仕掛けましょう。
　▶毒餌（殺そ剤）を仕掛けて中毒死させます。
　▶暑い時期の使用は避け、冬期に使用しましょう。

　日本の家屋内に生息するのは、ドブネズミ、
クマネズミ、ハツカネズミの３種類です。

種　類

▶ 夜間に活動します。　▶ 警戒心が強いです。
▶ 門歯（前歯）が一生伸び続けるので、家具や配管、電気ケーブルなどをかじります。

習　性

ネズミ駆除の第一歩は「環境整備」です。駆除方法

環境衛生係では、捕そカゴの
貸出し（無料）を行っています。

四季折々の姿を見せる
旧川合玉堂別邸庭園

同庭園表門前にて

捕そカゴ

横浜金澤七福神御開帳と
スタンプラリー

愛らしく、親しみのある
マップのイラストは横浜市
にゆかりのある画家 故・
柳原良平氏によるもの。
かつて横浜金澤七福神を
訪れた際の良き思い出に
描かれました。

各七寺社、八景島シーパラダイス、区役所、
区内地区センター、区内京急各駅、
金沢シーサイドライン 金沢八景・八景島・新杉田駅

海の公園柴口駅

海の公園南口駅

八景島駅

福浦駅市大
医学部駅

産業振興
センター駅

幸浦駅
並木北駅並木中央駅

新杉田駅

南部市場駅

鳥浜駅

京急富岡駅能見台駅

金沢文庫駅

野島公園駅

金沢八景駅

金沢八景駅 正法院
ふくろくじゅ

長昌寺
ほていそん

寶蔵院
じゅろうじん

富岡八幡宮
えびすそん

瀬戸神社
べんざいてん

伝心寺
びしゃもんてん

龍華寺
だいこくてん

N

W

E

S

横
浜
横
須
賀
道
路

京急本線

金沢シーサイドライン

横浜金澤七福神マップ

ゴール

スタート　「富岡八幡宮（蛭子尊）」→「長昌寺（布袋尊）」→「京急富岡」駅→京急「金沢文庫」駅→「正法院（福禄寿）」→「伝心
寺（毘沙門天）」→「龍華寺（大黒天）」→「瀬戸神社（弁財天）」→金沢シーサイドライン「金沢八景」駅→金沢シーサイドライン
「海の公園柴口」駅→「寶蔵院（寿老人）」→　ゴール　八景島

＜コース例＞※回る順番は自由です。

２０１９年１月６日（日）９時～１６時 ※荒天時中止
無料（七福神の色紙500円、御朱印300円/1箇所につき）

　御開帳期間のうち、一日限定開催のイベントです。各寺社で配布される「スタン
プラリーシート」にスタンプを押しながら、七福神巡りをお楽しみください。

　７か所全てのスタンプを押したら、ゴールの八景島へお持
ちください。先着1,000人に記念品（おひとり様一つ限り）を
差し上げます。

第15回 横浜金澤七福神スタンプラリー

プラリ シ ト」にスタンプ

ち
差

　横浜金澤七福神が始まって、今年で15周年。横浜金澤
七福神御開帳は、２０１９年１月１日（祝・火）から1月8日
（火）です。
　『七福神マップ』を持って、歴史と自然に恵まれた横浜
金沢を開運招福と健康ウォークを兼ねて、七福神を巡る
小さな旅をしませんか。京急線や金沢シーサイドライン
を使っても、徒歩でも一日でまわることができます。

マップ
配布場所

　横浜金沢観光協会　　７８０－３４３１　　３４９－７０３５　 検索横浜金沢観光協会

当日開催の問合せ（朝８時から）　　　 ６６４－２５２５（横浜市コールセンター）

金沢区制７０周年記念事業

どうば　しゅんいち

ひらお つよし

※スタンプラリー開催当日
   のみ（16時まで）

スタンプラリーシート
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