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金沢区のいま 区の人口
（前年同月比 999人減）

世帯数

199,034人

87,999世帯
2019年
1月1日現在

2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。

横浜市立大学
三浦半島研究会

この記事に関する問合せ
地域力推進担当（６階６０１）
　 ７８８ー７718　　
　 ７８８ー１９３７

大学と地域で取り組む！大学と地域で取り組む！大学と地域で取り組む！

　金沢区では、関東学院大学、横浜市立大学と平成２０年１１月に協定を締結し、大学の専門的な知識や学生の行動力、斬新で柔軟な発想を
生かしたまちづくり「キャンパスタウン金沢」を進めています。以下の取組は、キャンパスタウンサポート事業の補助金を活用しています。

鎌倉市と協力！朝夷奈切通と
周辺の魅力をつなげる
　スマートフォンなどで周辺の情報
を含めて発信できるよう工夫します。
いろいろな情報を取り入れて、みち歩
きの楽しみ方を提案します。

金沢70年の人生模様を時代とともに振り返る
　研究会員ゆかりの地域を取り上げる『三浦半島
ジャーナル』を発行しています。
　「思い出を集めると、町の移り変わりなどが映し出
され、その時代の空気を感じる」と代表の福村さんは
語ります。

暇さえあれば取材に出かける
　ある喫茶店では、年代別の来店時
間を教えてもらいました。また、フェイ
スブックで随時取材場所を発信した
ことで、思いがけないつながりも生ま
れました。

金沢文庫すずらん通り商店会
をスポーツで盛り上げる
　金沢文庫キャンパスに近く、学生に
馴染み深い商店街を旗で装飾し、連携
をアピール。スポーツイベントで地元
ににぎわいを生み出します。

　ウオーキングを通じて町の魅力探しに
取り組みました。地域の皆さんと楽しく歩
きながら、身近なコースを考えました。

　70年前の野島を再現した模型展示
で、歴史に触れる機会をつくりました。

地域で活動している方とつながる

日常に溶け込む魅力を再発見

　今年度はウェブサイトを作成します。切
通周辺で実施したみち歩きでは、金沢区・
鎌倉市からの参加者と、ウェブサイト作り
を検討しました。

模型作成中の様子

柴町の今昔写真 （左）昔（右）今

小学生の歴史学習をお手伝い！

関東学院大学 水沼研究室

　歴史的な魅力を発見し、インスタグラ
ムで発信！ 「パークタウンきずなの会」の
まち歩きにも参加しました。

広報誌「HAKKEY+」

　横浜市大・関東学院大合同チームで、
区内の身近な魅力を発信する広報誌を
発行しました。

　活動拠点　並木ラボ

横浜市立大学 三輪・中西ゼミ

野島をコンピュータで映像化

関東学院大学 石井ゼミ

　今と昔を並べて対比した写真で、町の
移り変わりを振り返ります。

　並木の商店街にある活動拠点で多
世代交流のきっかけをつくりました。

　金沢八景のかつての美しい景色や変
遷をコンピュータで映像化し表現します。

関東学院大学 新井ゼミ

鎌倉市で昔の風景をつくる活動を学ぶ

鎌倉市役所でのワークショップ 歩いてみると新しい発見がたくさん！

「金沢プロムナード」として
更に愛着を感じてもらいたい！

小学生の学習
にも活用でき
る仕組みを作
りたい！

関東学院大学の緑の旗を
きっかけに足を運んでもらいたい！

吉田さん
おの よしだ

ウオーキングのための歩き方講座も実施！

三浦半島ジャーナル 金沢区誕生70周年企画

区役所1階配架スペース、6階地域振興課にて
配布中　※配布部数には限りがあります。

三浦半島研究会
フェイスブック
二次元コード

ふくむら
三浦半島研究会

代表　福村さん

執筆を意識せず、自然に出てきた言葉を
受け取るようにしました。

人々の言葉を金沢の歴史として
文章で残していきたい。

(上)地域振興課　石原職員
いしはら

(下)区政推進課　品田職員
しなだ

(左)区政推進課　結城職員
ゆうき

(右)地域振興課　中込職員
なかごみ

　　区制 70周年の
金沢区はこんな活動で
盛り上がりました

あさいなきりどおし

撮影：平野 照男さん
ひらの てるお

『人は恋をする。いつの時代でも。』

記憶を受け継ぐ記憶を受け継ぐ記憶を受け継ぐ

金沢70年の人生模様を時代とともに振り返

地域情報を発信する地域情報を発信する地域情報を発信する

金沢文庫すずらん通 会

魅力を再発見する魅力を再発見する魅力を再発見する横浜市立大学
金沢プロムナードづくり
プロジェクトチーム

関東学院大学
道幸ゼミナール

小野さん

両大学の学生の皆さん！
さまざまなテーマでのご応募の
ご相談お待ちしています！

学生会HAKKEY+
ハッキ―

関東学院大学 中泉ゼミ

ャーナル 金沢区誕生70周年企画

金沢区特集では、
「恋愛」を切り口に
区民の思い出を
掲載！

広報よこはま金沢区版
No.256

金沢区
幸せお届け大使
ぼたんちゃん
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新しい金沢八景新しい金沢八景新しい金沢八景
　金沢八景駅周辺では、まもなく土地区画整理事業が完成し、まち開きを迎えます！ 
　平成元年に開業した金沢シーサイドラインは、３０年の時を経て延伸し、京急線金
沢八景駅との乗換えが便利になります。工事期間中は、歩行者通路の変更等ご不便
をおかけしました。ご協力ありがとうございました。
　３月には駅前広場や東西自由通路を供用開始し、歴史と文化の魅力を活かした
金沢八景駅周辺のまちづくりが新しい一歩を踏み出します。 土地区画整理事業前

（昭和 60年頃）

平成30年12月撮影

～金沢八景駅周辺のまちづくり～

京急線と、金沢シーサイドラインの
乗換えがしやすくなるね。
東西自由通路を通れば駅の西側にも
アクセスできるよ。

金沢シーサイドライン新駅舎 駅前広場付近

東西自由通路（こ線部） 東西自由通路（西側階段）

4
3

2

5

6

1

4

2

5

1

土地区画整理事業に関すること 都市整備局金沢八景駅東口開発事務所 ７８２-７３２１ ７０１-７９１９
東西自由通路、駅西側道路に関すること 都市整備局市街地整備調整課 ６７１-２６９５ ６６４-７６９４
金沢シーサイドライン延伸に関すること 道路局建設課 ６７１-２７３９ ６６３-８９９３ 
公園に関すること 環境創造局公園緑地整備課 ６７１-２６５３ ６７１-２７２４

この特集に
関する問合せ

新しい建物の工事が
次々と進んでいるね。
金沢八景に新たな
賑わいが生まれるよ。

歩道が整備されたり、
電線類が地中化されて
安全で快適になるよ。
駅前広場もできて、バスや
タクシーの利用も便利に
なるね。

いよいよまち開き！ 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業施行区域

（仮称）金沢八景西公園

京急線金沢八景駅新駅舎

6

3

金沢八景駅東口地区土地区画整理事業施行区域

現在は階段や園路などの整備と
管理休憩棟の建築工事を並行
して行っているよ。
来年度からは古民家の復元工事が
行われるよ。
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多目的
運動広場

野球場

草地広場

遊具広場

金沢スポーツセンター

中央広場

テニス
コート

至京急線
「京急富岡」駅

至金沢シーサイドライン
「並木中央」駅

管理センター

⑪バドミントン
　小学生/30人先着
ラケットの持ち方からゲームまで、
オリンピアンによる直接指導を受ける
ことができます！

⑨剣道
胴着の着用、素振り・
打ち込み体験、
技法の披露等

⑧卓球
ラケットの持ち方、
簡単なルール解説

⑦ゲートボール
打ち方の体験、
簡単なルール解説

⑤ラグビー
関東学院大学ラグビー部
によるラグビー体験

④さわやかスポーツ
輪投げ、ラダーゲッター、スカットボール、
ターゲットゲーム等

⑥ターゲット
バードゴルフ

ショットの打ち方、
かご入れ体験

⑩ミニバスケットボール
　小学3～6年生
ドリブル・パス・シュートの練習、
ゲーム等

小学生以下/50人先着
元DeNAベイスターズ
竹下 浩二選手・土居 龍太郎選手
による投げ方、バッティング指導③親子・大人テニス

A.親子でテニスを楽しもう！
小学生及び保護者

　　各20組先着（午前・午後）
B.初心・初級者向けテニス教室
中学生以上・大人
各16人先着（午前・午後）

1992年バルセロナ
オリンピック
バドミントン

ダブルス ベスト16
森 久子さんが指導！

事前申込
事前申込

事前申込

事前申込

①野球 事前申込

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

②小学生サッカー

会場図会場図会場図

“スポーツ”で 熱くしよう！
寒い冬を

楽しくスポーツ体験！

今年も
やります！

金沢区制 70周年記念

金沢区体育協会
事務局員　藤井 節子さん

ふじい せつこ

金沢区体育協会 会長  佐野 昇司さん
さの しょうじ

金沢区体育協会
事務局長 高見 勝貞さん

たかみ かつさだ

テニス部 部長
山本 正之さん
やまもと まさゆき

日時

会場

３月16日（土）１０時～１４時３０分（受付は１４時まで）
長浜公園・金沢スポーツセンター スポーツで寒さを

吹き飛ばしましょう！

剣道部 部長　伊東 博美さん
いとう ひろみ

ターゲットバードゴルフ部 部長　目黒 清さん
めぐろ きよし

バスケットボール ミニバスケットボール部 部長
庄司 義明さん
しょうじ よしあき

さまざまなスポーツ体験が
できます！ お楽しみに♪

詳細は、金沢区体育協会ホームページ等
をご覧ください！

金沢区体育協会は、区民の皆さんがスポーツに親しみ、スポーツを通じて健康づくりや親睦交流を深
めることを目的に 17種目の専門部で活動しています。
　「金沢区体育協会スポーツフェスティバル」は、毎年どなたでも気軽にスポーツに触れていただく
機会として開催しています。多くの皆さんの参加をお待ちしています。

参加費無料

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

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

● の記載のないものはどなたでも参加できます。団体での申込みもお待ちしています。
●当日は、動きやすい服装でお越しください。室内種目は、室内履きを持参してください。

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

【申込受付】
【申込方法】
【申込み・問合せ先】

申 込 ・ 参み 加 方 法

★雨天時、屋外種目は中止になることがあります。
開催可否：金沢区体育協会ホームページでお知らせ、または電話（ 　782-9234）でお問合せください。 （当日8時30分～9時まで受付）

事前申込

ラグビーワールドカップ2019™と東京2020オリンピック・パラリンピックが
横浜市で開催されます！

申込方法はこちら♪

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

たけした こうじ りょうたろうど　い

TM© Rugby World Cup Limited 2015

検索金沢区体育協会

金沢区版　／ 2019（平成31）年 2 月号　●7



Kanazawa

　金沢地区センター～永島亀巣顕彰碑
～寺前公園～瀬戸神社（解散）（５km）
　２月１１日（祝・月）～３月10日（日）に
下記　へ。はがきまたは　の場合は、参
加者全員の　　　、年齢、性別を記入し
て下記へ ※講演会または街歩きのみの
参加不可
　NPO法人横濱金澤シティガイド協会
（〒２３６－００２７ 瀬戸１５－１３）
　　 ７８７－０４６９  

後援：金沢区役所、NPO法人横浜金沢
文化協会

▲

２０１９ 合同公募展 作品募集
横浜金沢観光協会と横浜写真連盟が
合同で開催する写真展の作品を募集
します。
入選作品は横浜市民ギャラリーで展示
されます。
【テーマ】「自由作品部門」、「横浜金沢部
門（金沢区の風景や歳時記）」
【サイズ】モノクロ・カラー 単写真に限
る、四ツ切またはA４、余白・余黒可
　１枚 １，０００円（22歳以下は５００
円）※郵便振替の送金に限る
　３月１日（金）～３１日（日）（必着）に
応募用紙（　または区役所、区内地区セ
ンター・コミュニティハウスで配布）を作
品の裏面に貼付して、下記へ（持参可、平
日のみ）
　横浜金沢観光協会 合同公募展係
（〒２３６－００２８ 洲崎町１－１８）
　７８０－３４３１　　３４９－７０３５
詳細は

▲

金沢区ことぶき大学
高齢者のための教養講座です。
　３月１日（金）１３時～１６時３０分
（受付１２時３０分～）
　金沢公会堂講堂（区役所隣接）
　区内在住の人／550人先着
　講義「戦国江戸湾の海賊」（　青山学
院大学講師 真鍋 淳哉氏）、防犯講座、
県警音楽隊演奏
　金沢区シニアクラブ連合会事務局　
　　 ７８４－５１２１
共催：金沢警察署　後援：金沢区役所

▲

第22回「称名寺薪能」関連企画
　子ども連吟参加者募集
金沢区のご当地能「放下僧（ほうかそう）
の謡（うたい）を習い、５月３日（祝・金）開
催予定の第22回称名寺薪能の当日に発
表します。（第22回「称名寺薪能」の詳細
は広報よこはま３月号でお知らせします）
【稽古予定日】２月１９日・２６日、３月５

▲

金沢区読書活動推進講演会
　清らかな水を横浜に届ける100年の
　森 ～横浜の水源、山梨県道志村の森
　について学びませんか？～ 
　３月２日（土）１３時３０分～１５時
　金沢地区センター大会議室（泥亀２－
１４－５、金沢図書館併設）
　５０人先着
　温井 浩徳氏（横浜市水道局 水源林
管理所長）
　２月１４日（木）９時３０分から　・　
にて、または　　　を　にて下記へ
　金沢図書館（泥亀２－１４－５）　
　７８４－５８６１　　７８１－２５２１
　kz-dokusyo@city.yokohama.jp

▲

金沢区民軟式野球大会
　３月１７日（日）から１２月下旬の日曜
日・祝日
　野島公園野球場（野島町２４）ほか
　区内在住・在勤・在学者で構成する
チーム
　一部：選抜８チームによる年間リーグ
戦、二部：一般チームによる春季トーナ
メント戦、三部：40歳以上で構成する
チームの年間リーグ戦
　一部：50,000円/年間、二部：
23,000円/春季大会、三部：35,000円
/年間
　申込書（下記　からダウンロードまた
は申込先で配布）および参加料を、２月
１６日（土）～３月３日（日）11時～21時
にクロスポベースボールショップ（谷津町
365  　780-5589）へ
　金沢区体育協会 野球部 武石
　090-4923-2122

※３月６日（水）19時開催の主将会議
（　金沢公会堂）に必ず出席してください。
後援：金沢区役所

▲

旧川合玉堂別邸 開園日
　３月２日（土）１０時～１５時（入園は
１４時３０分まで）
※荒天の場合は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

▲

講演会「障害者のはたらく今」
　２月１５日（金）１４時～１６時
　区役所３階１号会議室
　８０人先着
※手話通訳希望者は、２月１２日（火）
１６時までに　または　にて下記へ　
　障害者支援担当（４階４０１・４０２）
　７８８－７８４９　　７８６－８８７２

▲

あつまれ！にこポカ！とみおか・
　なみきっず
　２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）
　未就学児と保護者
　地域の保育園の保育士による子育て支
援イベント（手遊びや読み聞かせほか）
　こども家庭係（４階４０４）
　７８８－７７５３　　７８８－７７９４

▲
金沢発展の礎 泥亀新田350年の

　歴史《講演会と街歩き》
　３月１７日（日）９時３０分～１５時３
０分（受付９時～）（１２時まで講演会、
昼食後街歩き）　　金沢地区センター
大会議室（泥亀２－１４－５）
　８０人先着
　飲み物、昼食、雨具など

日・１９日、４月２日・１６日の火曜日（全
６回）各１７時３０分～１８時
　瀬戸町内会館（瀬戸４－２６）
　稽古に参加できる区内在住・在学の
小学生／20人抽選
　はがきまたは　に、　　　、学年、保護
者氏名を記入して、２月１４日（木）（必
着）までに区役所地域振興課「薪能子ど
も連吟」担当（〒２３６－００２１　泥亀
２－９－１）へ
　kz-bunka@city.yokohama.jp
　ふみくらの仲間たち「称名寺薪能」実
行委員会
　785ー3442

▲

金沢区庁舎展示スペース
　出展者募集
４月１日（月）～９月２７日（金）に区庁舎
１階エレベーターホール前の展示スペー
スで展示する作品を募集します。（来庁
者へのおもてなし、または区の魅力発信
を目的としたものに限ります）
　区内在住・在勤・在学の個人、区内を
中心に活動する団体／応募多数の場合
抽選
　申込書(区役所、各地区センター、各コ
ミュニティハウスで配布または下記　か
らダウンロード)を２月２８日(木)（必着）
までに下記へ郵送、または　へ
　区民活動支援担当(６階６０１)（〒２
３６－００２１ 泥亀２－９－１　区民活
動支援担当「展示スペース」担当）　
　７８８―７８０６　　７８８―１９３７

▲

土砂災害防止法に基づく基礎調査結
　果の公表と説明会について
神奈川県では金沢区内における土砂災
害“特別”警戒区域の指定に向けた調査
を進め、１月３０日に基礎調査結果（区
域図（案））を公表しました。
説明会では土砂災害防止法・区域指定・
土地利用の制限などについて、ビデオや
プレゼンテーション資料により、説明を
行います。
　２月２４日（日）（１）10時～11時30
分（主に金沢区北部在住者）、（２）14時
～15時30分（主に金沢区南部在住者）
　八景小学校体育館（泥亀１－２１－２）

▲

小中学生向け事業 阪田知樹ピアノコンサート ～はばたく君たちへ～
　３月３１日（日）１４時～１５時３０分（開場１３時３０分～）
　金沢公会堂講堂（区役所隣接）　
　区内在住・在学の小・中学生及び保護者／５００人抽選
　往復はがきに、代表者の　　　、参加者の人数内訳（大人・小学生・中学生・車い
す利用者）、学校名を記入して、２月２８日（木）（消印有効）までに下記へ　
※申込状況により保護者1人に変更させていただく場合があります。
※応募者による座席指定はできません。
　金沢公会堂ピアノコンサート担当（10～16時）（〒２３６－００２１ 泥亀２－９－１）
　７８８－７８９０　　７８８－７８６６
主催：金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会

▲

金沢漁港 海産物フェスタ
　２月２４日（日）９時～１４時　　※雨天決行
　金沢漁港（海の公園９ 金沢シーサイドライン「野島公園」「海の公園南口」徒歩5分）
　生わかめつかみどり、生のりむしり、八景島周辺遊覧船ほか ※有料の催し物あり
　横浜市漁業協同組合金沢支所　　７８１－８９２９　　７８１－８９６５

▲

平成30年度　金沢区福祉保健のつどい
　３月２日（土）１３時３０分～１６時（開場１３時～）
　金沢公会堂講堂（区役所隣接）　　５００人先着
　第１部 第44回金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
　第２部 基調講演とコンサート「誰もがいきいきと輝いて暮らせるまち ～特異を
　 得意に変えて～」
【ピアノ・フルート演奏】自閉症のピアニスト 小柳 拓人氏　【講演】小柳 真由美氏
※手話・筆記通訳あり ※託児希望者は、2月15日（金）までに　にて下記へ
　事業企画担当（４階４０９）　　７８８－７８２４　　７８４－４６００

▲

保健活動推進員70周年記念講演会　「知っていますか？糖尿病のこと」
　３月１３日（水）１４時～１６時１０分　 （開場１３時３０分～）
　金沢公会堂講堂ほか（区役所隣接）　　５００人先着
　県立循環器呼吸器病センター医師・糖尿病療養指導士による講演会、管理栄養
士・看護師等による相談コーナー
※手話通訳希望者は、２月２６日（火）までに　または　にて下記へ
　運営企画係（４階４１０）　　７８８－７８２０　　７８４－４６００ 金沢消防署 予防課　　・　781-0119

「 消火器のき・ほ・ん！」
～３つのステップで火事を防ごう！！～

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

検索金沢区体育協会

検索横浜金沢観光協会

検索金沢区庁舎展示スペース

検索横濱金澤シティガイド協会
・

・

　空気が乾燥する季節となり、火災が起こりやすくなっています。
　皆さんの身近にある消火器の取扱いについておさらいしましょう。

き いろのピンを抜き ほ ースを火元に向け ん ～！と、力強く
レバーをにぎる

消火器取扱いのポイント

①火災を発見したら、大きな声で周りに知らせよう。①火災を発見したら、大きな声で周りに知らせよう。
②燃えている物の近く（５ｍくらい）まで運びましょう。②燃えている物の近く（５ｍくらい）まで運びましょう。
③必ず自分の逃げ道を確保しましょう。③必ず自分の逃げ道を確保しましょう。

①火災を発見したら、大きな声で周りに知らせましょう。
②燃えている物の近く（3m～５ｍくらい）まで運びましょう。
③必ず自分の逃げ道を確保しましょう。
④天井に炎がとどく、または燃え移ったら避難をしましょう。

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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※混雑緩和のため、対象地域を分けて開
催しますが、同内容のため、都合がつか
ない場合はほかの回の参加可。
基礎調査結果や説明会の詳細は　をご
覧ください。
基礎調査結果 

説明会の詳細 

　横浜川崎治水事務所急傾斜地第二課
　４１１－２５２２　　４１１－２６０２

⑤保育・教育コンシェルジュの出張相談
　２月21日（木）１０時～１１時３０分
　子どもを預けることに関する相談
⑥栄養士相談
　２月2０日（水）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
　２月2０日（水）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
　３月７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
　２月22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
　２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！
　２月21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
　２月23日(土)、３月９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
⑬春のうたdeリトミックあそび
　２月28日（木）10～11時
　能見台地域ケアプラザ（能見台東２-１）
　２歳以上の未就園児親子
　親子のリトミック遊び
⑭お医者さんの上手なかかり方
　３月８日(金)10時～11時30分
　区役所１階１号会議室
　小児科の先生による病院受診のポイントについてのお話
　⑬⑭２月12日(火)10時から下記に　または　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

３月１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
　3月１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）
　３月14日（木）
予約開始日：２月14日（木）～３月４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９～１２時）

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。

 両親教室（全3回コース） 
　３月１日（金）・８日（金）・１５日（金）
9時30分～11時30分（受付9時～）　　区役所5階
　プレママ・パパ同士の交流と産前産後のイメージづ
くり　　妊娠5か月以上の人とパートナー
　　 または　、　で　　　、予定日を下記へ
　こども家庭支援担当（4階404）　　788-7787　
　788-7794　　kz-kodomo@city.yokohama.jp

 乳幼児健診
①4か月児　　２月１２日（火）・２６日（火）
②1歳6か月児　　２月１９日（火）、３月５日（火）
③3歳児　　　２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
　２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
②１歳児歯ぴか教室
　２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）
　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）
　２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）
　２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
組先着　　スプーン（保護者・子）、エプロン（子）など
⑤子どもの食生活相談
　２月２１日（木）、３月１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！）
 　　❶３月２日（土）能見台中央公園（プレイパーク）
　　 ❷３月８日（金）下ノ浜公園
　　 １０時～１１時３０分（プレイパークのみ１１時から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　
　２月２２日（金）１３時３０分～１４時３０分
　親と子のつどいのひろば「ままのわ」（ 利谷東２丁
目１９－４３－１０１）
③子育て応援ボランティア説明会　
　２月13日(水)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
　　 ❶２月14日(木)14時～15時  はじめてのとことこ

❷２月20日(水)14時～15時
　きょうだい児の子育てについて話しましょう
❸２月25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。
❹２月26日(火)１０時～１1時　多胎ママ交流会
❺２月15日(金)１０時30分～１1時30分
　多文化ママ交流会

金沢区子育てひろば
常設園だより

＜きらら保育園＞交流保育「きらら・おとの☆ゆうえんち」
　２月26日（火）１０時～１０時４５分　　　リトミック、季節の歌など　　同園ホール（能見台東
２－３）　　地域の未就園児（１歳６か月以上）とその保護者　　　７９０－３４４０
＜あおぞら谷津保育園＞「旬の食べものの話（春）と給食試食会」
　３月４日（月）11時～12時　　保育園の管理栄養士による食育講座と給食試食
　同園地域子育て支援室（谷津町２３１－５）　　地域の未就園児と保護者／２０組先着
　500円　　事前に　で同園へ　　７８４－０５４２

・

　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）
　２月１５日（金）9時～12時、１３時３
０分～１５時３０分

金沢区  とことこ 検索

②

・

検索神奈川県土砂災害情報ポータル 

検索横浜川崎治水事務所
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①春の文化祭（ 利谷地区センターまつり）
　３月１日（金）～３日（日）９時３０分～
１７時（３日は１５時まで）
　利用団体による作品展示、演技発表会など
②みんなの健康体操
　２月２２日、３月８日の金曜日１０時～
１１時３０分　　　１回４００円 
　体育館履き、タオル
③おもちゃ病院
　２月２８日(木)９時３０分～１２時３０
分　　　修理無料、部品実費
④おひざの上のおはなし会
　３月４日（月）１１時～１１時３０分
　乳幼児と保護者
⑤自分と家族を守る相続・遺言・後見のお話
　３月２３日（土）（A）セミナー：１０時～
１１時１５分 （B）個別相談：１１時３０分
～１５時　　（A）40人抽選（B）20人抽選
　⑤往復はがきに　　　、個別相談の有
無を記入して３月６日（水）（必着）までに
上記へ

①春休みおはなし会スペシャル
　３月２５日(月)１０時３０分～１１時３
０分 
②親睦卓球大会（チーム戦）
　３月２４日（日）９時３０分～１５時 
　初心者・中級者/100人先着 
　１人５００円
③春休みこども料理教室
　～皮から手作り！ギョウザを作ろう！～
　３月２９日（金）１０時～１２時３０分
　小学４年生～中学生/１２人抽選 
　１，８００円
④トールペイント教室
　～ウエルカムボードを作ろう！～
　３月６日～２０日の水曜日（全３回）９
時１５分～１１時３０分
　１０人抽選　　４，８００円（３回分）
　春柄か夏柄の花の絵を作成します。
　②２月１１日（祝・月）から　へ
③④往復はがきに　　　、③学年、④年
齢、性別を記入して、③３月１５日（金）④
２月２０日（水）（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
　３月９日（土）１１時～１１時３０分　 
　未就園児と保護者
②ほうかごボクシング
　２月１４日～３月７日の木曜日
１６時３０分～１７時４５分 
　小学生～高校生　　１回５００円 
　飲み物、軍手、上履き
③おもちゃ病院
　２月２３日（土）９時３０分～１２時３０
分　　　修理無料、部品実費
④六浦寄席～落語を楽しむ～
　２月２６日（火）１３時～１５時 
　５０人先着　　５００円
⑤グローバルキッチン「キッシュとサラダ」
　２月２８日（木）１０時～１３時　
　１５人先着　　２，０００円（材料費込み）

①子育てサロンなみき
　２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
　２月１９日（火）１２時～１４時３０分　

わが町再発見！「梅花を訪ねて」ウォーキ
ング
　２月２７日（水）９時３０分～１１時３０
分
　金沢文庫駅西口集合～宮川せせらぎ緑
道～ののはな館（歩行距離約３km）
　２０人先着　　３００円　 
　 　または　へ

①お雛さまかざり
　２月５日(火）～３月３日（日）９時３０分
～１６時３０分 
　明治後期から大正時代に作られたとさ
れるお雛さまを展示します。
②花と博文邸
　３月５日（火）～１０日（日）９時３０分～
１６時３０分 
　一葉式生け花次期家元 粕谷 尚弘氏に
より、博文邸が花で飾られます。

平成３１年度 金沢区社会福祉協議会「金
沢ふれあい助成金」「障がい作業所等助成
金」申請説明会
　２月１３日（水）１８時～１９時３０分・
２月１５日（金）１３時３０分～１５時（各
回同内容）　
　いきいきセンター金沢２階
　金沢区に活動拠点を置く、金沢区の地域
福祉推進または障害福祉推進のために事
業を行う市民活動団体・障害当事者及び
家族団体・NPO法人等
※会場の都合上、１団体につき２人まで
申請期間：２月１８日（月）～３月１日（金）
※初めて申請する団体は、説明会の参加
必須。申請書類は、説明会、　、　より入手
可。

おしゃべり場「おひな様つくろう」
　２月１８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

金沢自然公園の梅が見頃を迎えます
　２月上旬～下旬

①６０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！～
　２月２２日（金）１４時～１６時
②消防団員募集説明会
　「地域防災と消防団」
　３月８日（金）１４時～１６時
　①②いきいきセンター金沢３階
　①②市内在住のおおむね６０歳以上の
人/各３０人先着
　①②２月１３日（水）から　にて上記へ
共催：横浜市シルバー人材センター

リユース家具市民提供（第８回）
　【申込み】２月２５日（月）～３月９日（土）
（日曜日を除く）※申込みは１人１点、１世
帯３点まで
【抽選】３月１１日（月）１０時 ※後日　か
らも当選の確認ができます。未申込品は１
世帯１点に限り、先着引取り可。　　　　
【引渡し】抽選後～３月２３日（土）※期間
中引取りがない場合は取消しになります。
【申込み・引渡し時間】１０時～１２時、
１３時～１６時
　市内在住・在勤・在学の人
詳細は、

①利用団体による作品展示・発表会
　３月９日（土）・１０日（日）９時～２１時
（１０日は１６時まで）　
②なみき癒しヨガ
　４月９日～７月２３日の第２・４火曜日
（全８回）１０時～１１時３０分
　２０人先着　　４，０００円（８回分）
③エンジョイ☆フラ教室
　４月４日～７月１８日の第１・３木曜日
（全８回）１３時～１４時３０分
　２０人先着　　４，０００円（８回分）
④椅子を使った簡単ヨガ
　４月１６日～７月１６日の第１・３火曜
日（全７回）１０時～１１時３０分
　１５人先着　　３，５００円（７回分）
⑤ゆるめて～正す 私の骨盤調整
　４月１日～７月１５日の第１・３月曜日
（全８回）１０時～１１時
　１２人先着　　４，０００円（８回分）
⑥パソコン講座入門編
　４月１１日・２５日の木曜日（全２回）９
時３０分～１１時３０分
　１０人先着　　１，２００円（２回分）
　②～⑥２月１３日（水）９時から　また
は　へ

①おもちゃ病院
　２月１１日(祝・月)９時３０分～１２時３
０分　　　修理無料、部品実費
②おはなし会
　２月１９日（火）１１時～１１時３０分　
　乳幼児と保護者
③金沢区制70周年記念事業 作品展示会
　３月２日（土）９時～２１時・３月３日
（日）９時～１５時　
④ミシンの相談会
　３月８日（金）１３時３０分～１５時３０
分　
⑤ＡＥＤ体験会
　３月１１日（月）１０時～１２時
　２０人先着
⑥横浜ヘリポート施設見学と海辺の散歩道
　３月１５日（金）９時１５分～１２時３０
分（雨天中止）※金沢シーサイドライン「市
大医学部」駅高架下集合
　２０人先着　　５００円 
協力：横濱金澤シティガイド協会
⑦パソコン何でも相談
　４月３日・１０日の水曜日９時３０分～
１６時
　各日８人先着
　１回６００円
　⑤～⑦２月１１日（祝・月）から　または
　へ

⑥グッド・ク・ラックひょうたん～縁起のいい　
　ひょうたんにオリジナルの模様を入れます～
　３月７日（木）１２時３０分～１５時　
　１０人先着　　５００円
　④⑤２月１４日（木）⑥２月２０日（水）１
０時から　または　へ

①金沢地区センター寄席
   ３月１７日（日）１４時～１６時　
　５００円　　１５０人抽選
②梅の荏柄天神社と鎌倉八幡宮巡り
　２月２８日（木）１０時～１４時(雨天中
止） 　鎌倉駅西口集合、鎌倉駅東口解散 
　３０人抽選　　５００円
③大好きチーズケーキ～レアチーズケーキ
　とベイクドチーズケーキを作ろう～
 ３月１２日・１９日の火曜日（全２回）１０
時～１２時３０分　　１６人抽選　
　３，５００円（２回分）
　エプロン、三角巾、布巾、持ち帰り用容器
　①～③往復はがきに　　　を記入して、
２月２０日(水) (全て必着)までに上記へ

①センターまつり開催
　・　３月２日（土）・３日（日）展示：９時～
１５時、発表：１０時～１５時　
②紙しばいの会
　２月２８日（木）１１時～１１時３０分　
　未就学児と保護者/１０組先着
③おはなしころりん村
　３月７日（木）１１時～１１時３０分　
　未就学児と保護者/１０組先着　
　絵本の読み聞かせ、手遊び
④ドレミファぽぽ
　２月１７日（日）１１時～１１時３０分　
　未就学児と保護者/１０組先着　
　歌とお話の会
⑤横浜金沢おもちゃ病院
　２月１９日（火）９時３０分～１２時３０
分　　　修理無料、部品実費
⑥ジョンの英会話Ⅰ・Ⅱ
　（昼間クラス第５期追加募集）
　２月１５日～３月２９日の金曜日（３/
１を除く）（全６回） Ⅰ：１０時３０分～１１
時５０分、Ⅱ：９時５分～１０時２５分 
　若干名先着　　５，４００円（６回分）
　⑥　へ

※休館日は各施設にお問い合わせください。

検索金沢工場 リユース家具

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

利谷地区センター

〒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

〒２３６-００３１　六浦５-２０-２
　　　７８８-４６４１

六浦地区センター

・

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

金沢地区センター

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

富岡並木地区センター

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

並木地域ケアプラザ

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

泥亀地域ケアプラザ

〒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

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

検索旧伊藤博文金沢別邸

〒２３６-０００５　並木２-８-１
　７８１-７１１０　　７８１-７１４０

並木コミュニティハウス

検索並木コミュニティハウス

〒２３６-００03　幸浦2-7-1
　７８４-９７１１　　７８４-９７１４

資源循環局金沢工場

〒２３６-0011　長浜106-6
　　 ７82-8004

長浜公園

・

〒２３６-0042  利谷東５-１５-１
　７８3-9100　　７８2-9972
　毎週月曜日（２月１１日は開園）、２月１２日（火）

金沢動物園

〒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

〒２３６-0021  泥亀１-２１-５
（いきいきセンター金沢内）
　７８８-６０８０　　７８４-９０１１
　info@kanazawa-shakyo.jp

金沢区社会福祉協議会

検索金沢区社会福祉協議会
（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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　　もしくは往復はがき、または専用の申込用紙（要返送用６２円切手）に　　　、
教室名、性別、生年月日、年齢、希望教室の過去１年間の参加の有無を記入して、
２月２３日（土）（必着）までに上記へ
※各教室の詳細は、金沢スポーツセンターへ直接お問合せください。

アシックスジャパン監修
家族で歩こう！！ ふれあいウォーキング（足形測定付）
　３月２日（土）１０時～１１時３０分
　１５０人先着　　大人１,０００円、子ども（小学生以下）５００円 ※３歳以下無料
※小学３年生以下保護者同伴　　２月１2日（火）から　または　へ

　応募者多数の場合は抽選／申込みは１人１講座（多重申込は無効）／再申込み可
（※ただし新規申込者が優先）　　教材費・保険料等実費負担あり
　往復はがきの往信の表面に宛先、裏面に　　　・年齢・生年月日・希望の教室名、
また返信の表面に自宅の住所・氏名を記入して、２月１１日（祝・月）～２５日(月)(必
着)までに上記へ(※返信の裏面は無記入)、または　へ（１０時～１６時３０分に６２
円はがき1枚持参）
②いきいき健康チェック　　２月１８日(月)１１時４５分～１２時４５分　
③大広間健康生活座談会　　２月２５日(月)１３時～１４時　　
　口腔ケアについて／はまちゃん体操
④【春の晴嵐まつり】紅白演芸大会 参加出場者募集　
　３月２１日(祝・木)９時～１５時
　⑴個人/歌カラオケ枠４０人（男性２０人・女性２０人）抽選　⑵個人/踊りその他枠
１６人（男女問わず）抽選　⑶団体枠４団体抽選　　④２月２２日（金）までに３階　
へ（本人・団体代表のみ可）　　①～④市内在住６０歳以上　　②３階③４階大広間
　③④については区役所高齢・障害支援課　　７８８-７７７７　　７８６-８８７２　

愛＆あい祭り
　３月２日（土）１１時～１５時　
　地域の作業所などと協力し、作品展示
のほか、喫茶、自主製品の販売をします。

①税務署申告書作成会場の開設について
　２月１８日（月）～３月１５日（金）
９時１５分～１７時（受付８時３０分～１６
時）　　※土・日曜を除く。２月２４日（日）、
３月３日（日）は開場
※２月１５日（金）までは申告書作成会場
はありませんので、上記開設期間にお越し
ください。
●混雑時は、受付を早めに締め切ります
ので、１６時までにお越しください。●駐車
場の入庫待ちはできません。車での来署は

ご遠慮ください。●確定申告書等の提出の
際には、マイナンバーの記載と本人確認書
類の提示または写しの添付が必要となり
ますので、ご持参ください。
②給与所得者の医療費控除申告書区役所受付
医療費控除を受ける給与所得者は、区役
所3階3号会議室でも申告書の作成・提出
ができます。（平成３０年分のみ）
　２月１８日（月）～３月１５日（金）（土・
日曜を除く）受付：９時～１１時３０分、
１３時～１６時３０分　
　（１）平成３０年分の給与所得の源泉
徴収票（原本）、（２）医療費控除の明細
書（平成２９年分の申告から、領収書の
提出の代わりに「医療費控除の明細書」
の添付が必要となりました。領収書の提
出は不要ですが、自宅で５年間保存が必
要です。また、医療保険者から交付を受け
た医療費通知を添付すると、明細の記入
を省略できます。）、（３）健康保険や生命
保険等で医療費が補てんされた場合は、
その金額がわかるもの、（４）印鑑・納税
者本人の受取口座の金融機関名・支店
名等及び口座番号がわかるもの、（５）マ
イナンバーに係る本人確認書類の写し等

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

　２月２５日（月）金沢スポーツセンター 検索

①健康づくり教室（４月～６月・４月～９月）

〒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

①平成３１年４月開講「趣味の教室」受講生募集（初心者向け）（全１２回）
教室名 定員 曜日 時間

和みのヨーガ
金沢今昔講座と健康ウォーキング
腹式呼吸で歌って健康
心を込めて絵手紙を描こう
たのしいぬり絵でデッサン
愉しみながらのウクレレ
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
広重東海道五十三次と江戸文化
基礎から学ぶボールペン字

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

１３時３０分～１５時
１０時～１２時 ※毎月２回目がウォーキング
１３時～１５時
１０時～１２時 
１４時～１６時
１０時～１１時１５分
１０時３０分～１１時３０分
１３時～１４時３０分
１０時～１１時３０分
１０時３０分～１２時３０分
１４時３０分～１６時

23
23
20
22
22
23
25
23
20
20
18

月曜１０時の肩腰膝改善
月曜１１時の肩腰膝改善
火曜１３時リハビリ体操（体力維持向上）
火曜１４時リハビリ体操（体力維持向上）
ピラティス
姿勢コンディショニング（体幹スッキリ編）
はつらつ体操
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）
元気になる！！歩き方
コースヨガ（託児あり）
生活習慣病予防
姿勢デザイン

月

火

水

金

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

4月スタート
定期教室
参加者募集

教室名 曜日 時間 回数・費用対象

②こども教室（４月～６月・４月～９月）

Y.S.C.Cサッカー教室(年中・年長)
Y.S.C.Cサッカー教室(小学１・２年生)
こどもHipHop（年中～小１）
こどもHipHop（小学生）
こどもバドミントン教室
こども野球教室
こどものアトリエ（絵画・造形）教室
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）

水

火

水

木

木

金

金

土

１５時１０分～１６時１０分
１６時２０分～１７時２０分
１５時１０分～１６時１０分
１６時２０分～１７時２０分
１７時３０分～１８時４５分
１７時５０分～１８時５０分
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１５分～１２時３０分

１５時～１６時
１６時１５分～１７時１５分
１７時３０分～１８時３０分

年中・年長
小学１・２年生
年中～小１

小学生
小学生
小学生
小学生

全11回  7,040円

全11回  7,040円

全11回  7,040円

全11回  7,040円
全10回  7,500円

全11回  5,280円

全11回  3,520円

全11回  8,250円

年小・年中
年中・年長
小学生

教室名 曜日 時間 回数・費用対象

脳血管疾患などの疾病
に対する体力維持・向上
を希望する１６歳以上

開始月に２歳半～４歳８
か月の子と保護者

小学生（小１初参加は
１５時１０分～）

H27.4.2～H29.4.1生
まれの子と保護者

全14回  5,180円

全11回  4,070円

全11回  4,070円

全11回  4,070円
全11回  4,730円
全11回  5,940円
全11回  5,280円
全11回  7,040円
全11回  4,730円
全8回  8,640円

全11回  5,940円

全11回  3,850円

③スポーツ系種目教室（４月～６月・４月～７月）（全１０回・卓球教室のみ全１５回）

バドミントン
社交ダンス（初心者）
社交ダンス（初級者）
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９時の卓球教室
木曜１１時の卓球教室
木曜日のHULA
金曜日の卓球リーグ
金曜日の太極拳
バドミントンリーグ

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

９，７００円
５，９００円

５，４００円
５，９００円

５，４００円
１１，２５０円

５，９００円
５，４００円

６，５００円

16歳以上

16歳以上女性

16歳以上女性

16歳以上

16歳以上

教室名 曜日 時間 費用対象

木

水

④文化系教室（４月～８月・４月～９月）

水墨画（入門）教室
絵手紙教室
はじめての水彩画教室

１３時～１４時５０分
１５時１０分～１６時４０分
１３時５分～１４時４５分

16歳以上

教室名 曜日 時間 回数・費用対象

　区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
　 788-7803 　　789-2147  　２月１１日(祝・月)、３月３日（日）

金沢区民活動センター
ゆめかもん

で 検索

区民ギャラリー

展示ケース

２月１０日(日)～１６日(土)
２月１７日(日)～２３日(土) 
２月２４日(日)～３月２日(土)
３月４日(月)～９日(土)

「金沢区制70周年記念」金沢八名木／NPO法人横濱金澤シティガイド協会
第９回 あさひ写真クラブ作品展／あさひ写真クラブ
第５回パソコン絵画作品展／マウスアートの会
季節の花 行事の花を楽しむ／MOA健康法サークル・金沢大道ネットワーク

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

全10回  6,400円
全12回  7,680円
全12回  7,680円

１６歳以上

１６歳以上

１６歳以上女性

１６歳以上

１６歳以上

１６歳以上
４０歳以上

６５歳以上

５０歳以上

５０歳以上

幼児体操教室（年少・年中）
幼児体操教室（年中・年長）
苦手チャレンジ

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

金沢区生活支援センター

・

〒２３６-8550　並木3-2-9
　７８9-3731

横浜南税務署
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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23回

いきいき 金沢・ささえあいプラン通信金沢・ささえあいプラン通信金沢・ささえあいプラン通信
金沢区地域福祉保健計画

第3回 数字で見る！

　“アン”と言えば、モンゴメリの「赤毛のアン」を思い浮か
べる人が多いと思いますが、この本はデパ地下の和菓子
店で働く、アンちゃん（梅本 杏子）の物語です。
　デパ地下で働く人やお客さんとアンちゃんが作り出す、
甘くて味わい深い短編が５つ入っていて、和菓子の秘密や
歴史などがさりげなく盛り込まれています。
　バレンタインが終わったら、桜餅を食べながら続編「アン
と青春」もいかがですか？

　料理が得意な魔法使いが、チョコレートケーキ・パー
ティーを開きました。卵10個を入れて焼いたカステラに
チョコレートをかけた、とびきりのケーキを振舞おうと思っ
たのです。でも、悪い魔法使いだと思われていたので誰も
きません。仕方なくリンゴの木を相手にお茶の時間を過ご
しますが、やがて思いもよらぬ素敵な瞬間が訪れます。
　日常の中の不思議をテーマに、少々苦みの効いた物語
を集めた短編集です。朗読すると味わいが増します。どう
ぞ、家族そろってご賞味ください。

ラベルの記号　913.6/サ　２階文庫本コーナー

坂木 司／著　光文社

　２月14日はバレンタインデー。本の中のスイーツなら体重管理を気にする
必要はありません。どうぞ物語の滋味深い世界を堪能してください。

ラベルの記号 マ　　１階児童書コーナー

魔法使いのチョコレート・ケーキ
マーガレット・マーヒー作　　石井 桃子訳　福音館書店

　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 　 784-5861　　781-2521
　２月１２日（火）

和菓子のアン
おとな向け

こども向け

さかもと つかさ

いしい　ももこ

うめもと　きょうこ

金
沢
図
書
館
か
ら

の
お
知
ら
せ

①金沢区学校図書館ボランティア交流会　
　３月７日(木)１０時～１２時３０分　
　区内の小・中学校で学校図書館のボランティア活動をしている人
／３０人先着
②働きたいあなたのための個別相談（女性限定）第３回
　２月２８日（木）９時４０分～／１０時３０分～／１１時２０分～　
　３人先着
　①２月１５日（金）②２月１４日（木）から　へ、または行事名、〒住
所、氏名（ふりがな）、電話番号を記入して　で

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

山桜賞（団体賞）

牡丹賞（個人賞）

Ｆun Ｆun Ｐarty（ＦＵＮ ＦＵＮ ＫＩＤＳ）
全国こどもチャレンジカップ第11回全国大会　チャレンジパフォーマンス　アクティビティ部門優勝
ＦＵＮ ＦＵＮ ＲＯＣＫ（ＦＵＮ ＦＵＮ ＫＩＤＳ）
全国こどもチャレンジカップ第11回全国大会　チャレンジパフォーマンス　エアロビクス部門優勝
関東学院六浦中学校・高等学校 鉄道研究部
第10回全国高等学校鉄道模型コンテスト　Ｎゲージモジュール部門最優秀賞（文部科学大臣賞）
横浜創学館高等学校 チアダンス部
全国高等学校ダンスドリル選手権大会2018　ソングリーダー部門スモール編成優勝

※受賞者個人についての質問にはお答えしかねます。
庶務係（６階６０３）　　788-770５　　786-0934

梅澤　彩音さん
カラテドリームフェスティバル２０１８国際大会　組手部門 中学３年生女子重量級優勝

川崎　清純さん
アジアラグビーセブンズシリーズ２０１８韓国大会　男子セブンズ日本代表 優勝

鈴木　海翔さん
第16回全国中学校ヨット選手権大会　ＯＰ級男子の部 優勝

高林　歩実さん
全国こどもチャレンジカップ第11回全国大会　チャレンジサーキット ユース部門 エアロビクス 優勝

うめざわ あやね

すずき かいと

たかばやし あゆみ

かわさき せいじゅん

受賞おめでとう
ございます

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

粗大ごみの
申込みはお早めに

粗大ごみは事前申込みにより有料で収集しています。
また、受付から収集までは、2週間程度かかります。
特に混み合う２月、３月はお早めに申込みください。

粗大ごみとは、家庭から出されるもののうち
●一番長い辺が、金属製品で３０ｃｍ以上のもの
●それ以外（プラスチック製品、木製品など）で５０ｃｍ以上のものです。

申込み方法（粗大ごみ受付センター）

横浜市で収集しないごみ（テレビ、エアコンほか）の処分方法

ヨコハマ３Ｒ夢マスコット
イーオ

（一般加入電話から） 0570ｰ200-530（ナビダイヤル）
（携  帯  電  話から） 045-330-3953
（FAXから） 662-1225（聴覚・言語に障害のある方専用）

電話での申込み

インターネットでの申込み
横浜市 資源循環局 粗大ごみ 検索

インターネットを使えば、いつでも待たずに申し込めます！す！
携帯電話やパソコンで、いつでも簡単に申し込めるので、
時間がないときでも、ストレスなくご利用できます！
※特に２月、３月は引っ越しする人が多く、電話が混み合う
　ので、インターネットでの申込みがオススメです。

横浜家電リサイクル推進協議会

　「いきいき金沢・ささえあいプラン」では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
せるまちを目指して、さまざまな取組を進めています。

　地域の防災訓練や清掃活動、お祭りの運営、高齢者の見守りなど、地域に
よって自治会町内会の活動はさまざまです。地域の顔見知りを増やして、災
害などの「いざ！」という時にも助け合える安心の輪を広げましょう！

金沢区は18区中、第2位！
この数字は何の割合
でしょう？

あなたも地域の支えあいの大切な一員です

事業企画担当（４階４０９）　　788－7８2４　　 ７８４ー４６００

自治会町内会の加入率

金沢区地域福祉保健計画については、下記ホームページを見てね！
検索いきいき金沢ささえあいプラン

地域防災拠点での防災訓練 夏祭り

町内会の活動に
参加してみませんか？

答え 金沢区の加入率は81.3％で、
横浜市全体の73.4％に比べ
て7.9ポイント高くなってい
ます。しかし、平成25年の
同時期と比べると
2.5ポイント減少して
います。
参考）横浜市市民局自治会町内会実態調査

70.0

74.0

72.0

76.0

78.0

78.9

82.3
81.3

80.0

84.0

82.0

旭区 金沢区 栄区

平成30年4月1日現在

加入率  トップ 3

第2位

購入した店
舗は分かり
ますか？

はい

いいえ はい

購入した店舗で
申込みください。

直接運搬が
できますか？

指定引取り場所を下記ホームペー
ジで確認し、郵便局で料金を振込
みのうえ、お持ち込みください。

下記にご連絡ください。

検索家電リサイクル券センター

いいえ 　０１２０－６３２－５１５
　０１２０－０１４－３５３

二次元コード

？？？
（％）

※画面に表示される手数料表に品目がない場合は、電話での申込みとなります。

※川崎 清純さんは日本代表強化合宿に参加したため欠席です。
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