
撮影：山梨 雅明さん（第44回金沢まつり花火大会フォトコンテスト　花火大賞作品）

　当日１８時３０分～２１時まで交通規制を行います。
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。
　シーサイドラインは、大幅な減便となる可能性があります。
運行状況を確認するとともに、時間に余裕を持ってご来場
ください。また、ご利用の際は整列乗車へのご理解、ご協力
をよろしくお願いいたします。

●交通規制 ●ごみの持ち帰り

　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。
●ペット入場お断り

　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。
安全に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。

●場所取り禁止

海の公園会 場 海の公園会 場

【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。）

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

8月2４日（土）

　「金沢まつり」の開催費用の大半は、自治会・町内会や
企業・団体等の皆さまからの協賛金で賄っています。
　広く区民の皆さまからもご支援とご協力をいただき
たく募金をお願いします。

金融機関名

口座種類
口座番号
口座名義

横浜銀行
金沢支店
普通預金
1588462

振替口座
00240-2-82092

普通預金
1311653

ゆうちょ銀行
横浜金沢支店

三井住友銀行
金沢文庫支店

　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。

金沢まつり実行委員会募金専用

募金箱

ご協力
お願いします！

相談は金沢警察署　　７８２-０１１０へ

区内で
振り込め詐欺
増加中!!

振り込み一瞬！
後悔一生！
振り込み一瞬！
後悔一生！

★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!

実行委員会からのお願い実行委員会からのお願い

19 ～時 20時 荒天中止

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

19 ～時 20時 荒天中止

海の公園

8月2４日（土）

【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。）

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

広報よこはま金沢区版
No.262

月号8金沢区
幸せお届け大使
ぼたんちゃん

月号

金沢区のいま
令和元年
7月1日現在

8月の土曜開庁日　10日・24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。 金沢区ホームページ 検索

情報発信中!情報発信中!
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【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 ―



パソコン相談（悠遊パソ金沢） 演劇（潮の音）

風呂敷ラッピング（本田 睦美さん） フラダンス（マカニ・フラハラウ）
ほんだ むつみ

ぜひ
お越しください !

　「街の先生やってみたら？あなたに合うかも」とお声
掛け頂いたこの一言が、今の活動の原点です。そして、
活動を通して知り合いになれた方が「あなたに合いそ
うな場があります」と、次のステージへ、次の出会いへ
と繋げてくださり、今に至ります。『街の先生』に登録し
たことで、心が通じ合う人々や場所に巡り合えました。

　さまざまなジャンルの『街の先生』と登録団体による「見る・学ぶ・体験する」イベントです。
親子で楽しめるスペースもありますので、ぜひ皆さんでいらしてください！

生涯学習交流会 フォーラムKANAZAWA

　本業は登山ガイドです。東日本大震災の後、登山経験
から学んだことをいかして地域に貢献できないかと考
え、『街の先生』に登録しました。
　「防災につながる山ごはんのワークショップ」や、「転
ばないための山歩き体操＆脳トレ教室」など暮らしに役
立つ情報を企画・発信して、体を動かすことが苦手だっ
た人からも、たくさんの笑顔をいただいています。

　「けしごむはんこ」はお子さまからご年配の方まで
素敵な作品を作れるのが特徴です。彫らなくても捺
す楽しみも味わえます。
　私は、「フォーラムKANAZAWA」への参加をきっ
かけに、『街の先生』としての活動を始めました。今後
は学校のPTA保護者向けイベント、絵手紙作家さん
や書道家さんとのコラボレーション企画(落款印作
り)など、幅広く活動していけたらと思います。

　『街の先生』とは、金沢区民の生涯学習活動の活性化にご自身の経験などをいかすため、金沢区民活動
センターへ登録する制度です。
　金沢区民活動センターは、地域の『街の先生』の活動を応援し、さらに元気な金沢区を目指します！

11/16（土）１０時～
会場：金沢区役所・金沢公会堂・泥亀公園（区役所隣接）

予約不要

お

らっかん

ブースの一例

この特集に関する問合せ 金沢区民活動センター“ゆめかもん”（区役所２階）　　７８８－７８０３　　７８９－２１４７
区民活動支援担当（６階６０１）　　　　  ７８８－７８０６　　７８８－１９３７

　六浦地区センターでは、金沢区『街の先生』佐藤 淳子
さんに平成30年度事業の講師としてご協力いただきま
した。
　先生の講座では、歪んだ骨格を調整する体操を行い、
先生も参加者も楽しい時間となりました。
　その後は有志でサークルを作り、現在もセンターを
活動場所として利用されています。

さとう じゅんこ
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活動先の紹介
スキルアップ講座の受講
フォーラムKANAZAWAへの参加
作品展示ギャラリーの利用

お花を教えられるけど、
地域の役に
立てられないかしら？

街の紹介なら自分にも
できるかもしれないな・・・

詳しくは、金沢区民活動センター“ゆめかもん”(区役所２階)へ
金沢区　街の先生 検索

こんなサポートが
受けられます！

私も『街の先生』として
頑張るぞ！

早速活動を始めよう！



　９月５日、１０月３日の木曜日（全２回）
１０時３０分～１２時３０分（受付１０時～）
　区役所５階栄養相談室（５０２）　　区内
在住の40～74歳で、血糖値が高めの人や
治療を開始して間もない人でHbA1c値が
5.6～7.9%の人／２０人抽選 ※治療中の
人は医師の許可が必要　　食事や運動の
講話など　　運動できる服装、血液検査数
値が分かるもの
　　　　、年齢、HbA1c値、治療中の人は
医療機関名を８月２８日（水）までに 　または
　 で下記へ　　健康づくり係（４階４０８）
　７８８－７８４０　　７８４－４６００　・　①９月１１日（水）金沢さくら保育園（泥

亀１－２１－１）②１０月２日（水）並木保育園
（並木１－４－４）各１０時～１１時（受付９時４５
分～）　　市内在住の０歳の子と保護者／
各１５組先着
　８月１３日（火）から　 で下記へ
　①②とも金沢さくら保育園
　７８１－９３６０（受付 月～金曜日９時３０分
～１６時）　　７８１－９３２６

　９月１２日・２６日の木曜日（全２回）１４時～
１５時３０分　　区役所１階１号会議室
　おおむね６５歳以上の人／２５人先着
　金沢区スリーA™ボランティア講師
　スリーA™（脳活性化リハビリゲームを
通じ、笑いながら脳の活性化を行う認知
症予防）の紹介と体験
　飲み物（動きやすい服装で）
　８月１３日（火）から　 で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７８０　　７８６－８８７２

　１０月１日（火）～令和２年３月２７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　　申込書（区役所、区内地区セン
ター、区内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８月３０日
（金）（必着）までに郵送で下記へ、または 
　へ持参 ※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
たものに限ります。
　区民活動支援担当「展示スペース」担当
（６階６０１） （〒２３６－００２１ 泥亀２－９－１）
　７８８－７８０６　　７８８－１９３７

　９月１２日（木）１３時３０分～１５時
　区内在住の人／３０人先着
　区役所５階１号会議室
　小川 めぐみ氏（横浜市立脳卒中・神経
脊椎センター）
　脳卒中について、脳卒中の予防と再発
予防について
　８月１３日（火）から　 で下記へ、または
　　　を記入して　 で下記へ
　高齢者支援担当(４階４０２)
　７８８－７７７７　  ７８６－８８７２
共催:中途障害者地域活動センター ライブ
アップ金沢

　９月１０日（火）１４時３０分～
　区役所１階１号会議室
　５０人先着
　関東学院大学ラグビー部、道幸ゼミナール
　初心者でもわかるラグビールール教室
　８月１９日（月）から下記へ　、または氏名、
電話番号を　 で下記へ
　区民活動支援担当(６階６０１)　
　７８８－７８０５　　７８８－１９３７　
　kz-sports@city.yokohama.jp
詳細は

　９月２３日（祝・月）９時～（受付８時３０分～）
　金沢スポーツセンター第１体育室（長浜
１０６－８）　
　１部：金沢区民ダンス大会（一般の部：ワル
ツ・タンゴ、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／
１部：各４０組、２部：２５０人
　１人１，０００円（飲み物付き）
　９月２日（月）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

　①ミックスダブルス②シニアミックスダ
ブルス(新設)：９月２１日（土）９時～１９時、③
シニア男子ダブルス：１０月１４日（祝・月）９
時～１９時　※雨天順延（１１月４日（振休・
月）または１２月８日（日））
　長浜公園テニスコート（長浜１０６－６）

　午前は六国峠をハイキング、午後は金沢
自然公園でクラフト作りを楽しみませんか。
　９月７日（土）９時１５分～１４時 ※小雨決
行、荒天中止
　京急「金沢文庫」駅西口（集合）、金沢自
然公園（解散）
　区内在住者（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
　８月１１日（祝・日）９時から　 、または　 で
氏名、電話番号、年齢(小学生以下は学年)、
性別を右記へ　　金沢スポーツセンター　
　７８５－３０００　　７８５－７０００
主催：金沢区役所　運営：（公財）横浜市体育協会

　９月２日・９日の月曜日（全２回）１４時～１５
時３０分　　区役所１階１号会議室
　おおむね６５歳以上の原則両日とも参加
できる人／２５人先着
　高垣 茂子氏（かながわ健康財団 健康運
動指導士）　　頭を使いながら体を動かす
認知症予防に効果のある運動
　飲み物（動きやすい服装で）
　８月１３日（火）から　 で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７８０　　７８６－８８７２

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

　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、
次の花火大会のPRなどさまざまな場面で使用されます。

第45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）

　８月２６日（月）～９月６日（金）（消印有効）に、作品の裏に下記の応募票を貼付
し郵送、または下記　 へ
　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

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。
金沢まつりのホームページにて発表します。また、入選作品の展示
会も予定しています。（　 区役所１階）

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（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。入賞者の氏名、作品名を掲載することも
ありますので、予めご了承ください。
⑤審査結果に関する問合せ及び要望には応じかねます。

金沢区 スポーツ振興 検索

金沢区庁舎展示スペース 検索

金沢区庁舎展示スペース　出展者募集

　８月２８日（水）９時３０分～１２時（１人３０
分）　　区役所４階生活衛生課相談室
　犬（登録済）を飼っている人、飼う予定の
人／５人先着 ※犬を連れての参加不可
　犬の習性から飼育上の問題などについ
て、訓練士に相談できます。
　８月１３日（火）～２３日（金）に　 で下記へ
　環境衛生係（４階４０７）
　７８８－７８７３　　７８４－４６００

犬との暮らし方相談室

脳卒中予防
～大切なのは予防と早期発見～

コグニサイズ™体験講座

金沢区市立保育園合同育児講座
～あかちゃんのふれあい遊び～

旧川合玉堂別邸 開園日
　９月７日（土）１０時～１６時（入園は１５
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

ラグビーワールドカップ2019™開幕直前！
「ラグビールール教室」を開催

スリーA™体験講座

横浜つながりの森自然観察

第１４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

金沢区民硬式テニス大会

今すぐ始める！血糖コントロール教室 　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（詳細
は大会要項参照）／①②３０組先着、③５０
組先着　　①～③１組３，５００円
　８月３０日（金）・３１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（長浜１０６－８ 金沢スポーツセン
ター内）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
金沢区体育協会 検索

テーマ

募集作品

入　賞
審　査

発　表

その他

題名
第４５回金沢まつり花火大会　フォトコンテスト応募票

カメラ

撮影場所
氏名

住所　〒

電話 （　　　　）

第４５回金沢まつり「花火大会」
フォトコンテスト募集要項
第４５回金沢まつり「花火大会」
フォトコンテスト募集要項

　子どもたちにとって身近な夏の風物詩と言えば
「花火」。しかし、おもちゃの花火とはいえ、原料は
火薬であり、使い方を誤ると大きなケガや火災に
つながりとても危険です。このような事故を防ぐた
めにも、花火をする時には必ず大人が付き添い、火
の危険性を教え、着火用のライターなどは子ども
の手の届かないところで管理し、子どもだけで遊
ばせないように注意しましょう。

金沢消防署 予防課　　・　781-0119

花火による火災やケガを防ごう!!

楽しい花火　正しく遊んで火災を予防しよう！

もしも、
服に火が燃え移ったら？

花火をする前に
バケツと水を
用意しましょう

必ず燃えるもののない
広い場所で
遊びましょう

終わったら
ごみは必ず

持ち帰りましょう

①ストップ(その場で止まる)
②ドロップ(その場で倒れる)
③ロール(その場で転がる)
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　１０月１９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
　往復はがきに　　　、出店品目を記入し
て、８月３０日（金）（必着）までに下記へ
※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

第４５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

金沢区
子育てひろば
常設園だより

今回のイチ押し
イベント

 
　９月６日（金）・１３日（金）・２０日（金）
９時３０分～１１時３０分（受付９時～）
　区役所５階
　プレママ・パパ同士の交流と産前産後のイメージ
づくり　　妊娠５か月以上の人とパートナー
　　 または　、　で　　　、予定日を下記へ
　こども家庭支援担当（４階４０４）　　７８８－７７８７
　７８８－７７９４　　kz-kodomo@city.yokohama.jp

　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

　８月２２日（木）、９月６日(金)9時～12時
　区役所５階 栄養相談室（５０２）
　子どもの食事についての個別相談
　乳幼児期から高校生までの保護者
　②～⑤　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

　８月２３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、母子健康手帳　
　　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

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）

 乳幼児健診

 子どもの歯と食の相談・教室（予約制）

 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

③

８月２７日（火）、９月１０日（火）
８月２０日（火）、９月３日（火）
８月２８日（水）

①乳幼児・妊産婦歯科相談

⑤子どもの食生活相談

❷８月２７日（火）１０時～１１時　多胎ママ交流会
❸９月４日（水）１０時～１１時　はじめてのとことこ

　８月２８日(水)１０時３０分～１０時５０分
⑦わらべうたであそびましょう♥

　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

　９月５日(木)１０時～１２時
　妊産婦・赤ちゃんの健康・ミルクや卒乳に関する
相談など

⑧助産師相談

　とことこが近くの公園などに出張します。 
※各開始１時間前の時点で雨の場合は中止

⑩出前ひろば（お外で遊ぼう!）

　８月１５日(木)１０時～１１時３０分
　子どもを預けることに関する相談

④保育・教育コンシェルジュの出張相談

　８月１５日(木)１３時～１３時２５分
　歌って遊ぶ楽しい会

⑤うたってあそぼう!

　８月２１日（水）１4時～１5時
⑥子育て応援ボランティア説明会

　８月１４日（水）１０時～１１時
③大人のストレッチ

②

●あおぞら谷津保育園 ●きらら保育園
育児講座「発達とあそび０歳児」
　９月３日（火）10時～11時　
　同園地域子育て支援室（谷津町２３１－５）
　どなたでも参加できます
　事前に 　にて　　７８４－０５４２

「きらら探検隊」
　９月10日（火）10時～11時30分　　同園ホール（能見
台東２－３）　　園内の探検、スタンプラリー、給食体験　
　地域の未就園児と保護者／８組先着　　500円
　８月26日（月）10時から　にて　　７９０－３４４０

①4か月児
②1歳6か月児
③3歳児

検索金沢区  とことこ

①子育てサポートシステム入会説明会
❶８月２０日（火）１３時３０分～１４時３０分
とことこ研修室
❷８月２４日（土）１０時３０分～１１時３０分
いきいきセンター金沢（泥亀１－２１－５）
❸９月７日（土）１３時３０分～１４時３０分　
釡利谷地域ケアプラザ(釡利谷南２－８－１)

西柴第四公園
六浦公園

❶９月３日（火）
❷９月５日（木）
❶❷１０時～１１時３０分

　健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

　８月２２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

④もぐもぐ離乳食教室（２回食頃）

②おしゃべり会と交流会
❶８月２６日(月) １０時～１３時
　発達に不安のあるママ同士で話しましょう 
　※１２時～１３時 食事スペースあり

　９月６日（金）１０時～１１時
　季節の折り紙を折ります。作品はとことこに飾ります。

⑨工作クラブ

　８月２３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

③ごっくん離乳食教室（はじめる頃）

■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１６日（金）９時～１２時、１３時３０分～１５時３０分
９月６日（金）１３時３０分～１５時３０分
　区役所５階 健康相談室（５０３）

　運営をお手伝いいただける方募集。ま
た、クラフトビールのお得な前売り券を
区内各所で発売中。
　１０月１２日（土）・１３日（日）・１４日（祝・月）
１０時～２０時  ※１４日は１０時～１７時３０分
　八景島シーパラダイス イベント広場
　２０歳以上（開催当日時点）で、２日以上参
加できる人　　８月１１日（祝・日）～９月２０
日（金）に　　　、年齢、メールアドレス、参加
可能日を　 応募フォームへ
　横浜金沢クラフトビール＆グルメフェ
スタ事務局（受付１０時～１７時）
　０３－６８０５－００９４
　entry@yokohama-kanazawa-beer
fes.com　
詳細は、 横浜金沢クラフトビール 検索

横浜金沢クラフトビール＆グルメフェスタ２０１９
ボランティア募集と前売り券販売

■禁煙相談
　９月６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

　８月３０日（金）１０時～１１時３０分（受付９時４５分～）
　能見台地域ケアプラザ多目的室（能見台東２－１）
　おおむね１４か月未満で歯が２本以上生えた子と
保護者/２０組先着
　普段使っている子どもの歯ブラシ、母子健康手帳

②すくすく歯ぴか教室★能見台(歯の生えはじめに)
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①みんなの健康体操
　８月２３日（金）１０時～１１時３０分　　  
　４００円
②おもちゃ病院
　８月２２日（木）９時３０分～１２時３０分
　修理無料、部品実費

②ヨガ教室「夏の疲れ～疲労解消ヨガ」
　９月１３日～１２月１３日の金曜日（１１/１・
２２は除く）（全１２回）（１）９時２０分～１０時
２０分（２）１０時４０分～１１時４０分
　各１２０人抽選　　５，０００円（１２回分）
③太極拳教室「初めての人はもとより、
　進度にあわせた丁寧な指導」
　９月１１日～１２月１１日の水曜日（１０/３０、
１１/２０は除く）（全１２回）（１）９時５分～１０
時２０分（２）１０時３０分～１１時４５分
　各１００人抽選　　５，０００円（１２回分）

⑤こども造形教室
　９月１４日・２８日、１０月５日・２６日、１１月９
日・２３日、１２月１４日・２１日の土曜日（全８回）
（１）９時３０分～１１時３０分（２）１２時３０分～
１４時３０分　　小学１～４年生/各１６人抽
選　　４，０００円（８回分）
⑥こども将棋教室
　９月１５日～１２月１５日の第３日曜日（全
４回）１０時～１１時　　小学生/１６人抽選　
　２，０００円（４回分）

①おもちゃ病院
　８月２４日（土）９時３０分～１２時３０分 　 
　修理無料、部品実費

⑤横浜マイスターに習うフランス料理
　(実演・試食会)
　９月１２日（木）１１時～１２時　　成人/１８
人抽選　　１，０００円（材料費込み）
　②８月１１日（祝・日）③９月１日（日）から 
　または　 へ、④⑤往復はがきに 　　　、
年齢を記入して④８月２７日（火）⑤９月３日
（火）（全て必着）までに上記へ、または返信
用はがきを添えて　 へ ※　 は１０時から、
　は１１時から

②おもちゃ病院
　８月１２日（振休・月）９時３０分～１２時３０
分　　　修理無料、部品実費

⑥１歳児とママの体操２
　９月１８日、１０月２日・１６日・３０日、１１月
６日・２０日の水曜日（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）
　④～⑥往復はがきに　 　  、⑤⑥子の名
前（ふりがな）・月齢・性別を記入して、④８月２２
日（木）⑤⑥９月５日（木）（全て必着）までに上
記へ、または　 、返信用はがきを添えて 　へ

釡利谷地区センター

①オータムフェスティバル（ダンスパーティ）
　９月１４日（土）１３時～１６時　　１４０
人先着　　３００円（８０歳以上無料）

①６０歳以上の健康体操
　８月１２日・２６日、９月９日の月曜日１０時～
１１時３０分　　
　６０歳以上　　１回４００円

能見台地区センター
〒236-0058　能見台東2-1
787-0080 787-0090

④オータム フェスティバル（カラオケ大会）
　９月１４日（土）９時３０分～１２時　
　３０人抽選（６５歳以上優先）

金沢地区センター
〒236-0021　泥亀2-14-5
784-5860 789-3599

⑦チャレンジ華道
　９月２１日～１２月２１日の第３土曜日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　
　①８月１５日（木）から　 へ、②～⑦往復は
がきに　　   、②③希望の部、④年齢、カラオ
ケ曲名・歌手名⑤学年、希望の部、⑥学年、初心
者・経験者（やったことがある）・経験者（三段以
上）の区分け⑦年齢を記入して②③８月２５日
（日）④８月２０日（火）⑤８月３１日（土）⑥９月
１日（日）⑦９月７日（土）（全て必着）までに上記
へ、または　、返信用はがきを添えて　 へ

（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

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）

検索能見台地区センター ホーム

③金沢地区センター寄席
　９月８日（日）１３時～１５時(予定)　　成人/
７０人抽選　　７００円　　桂 歌助氏ほか

②なごみサロンなみき
　８月２０日（火）１２時～１４時３０分　　
③「ダンディな男」のためのMEN’s★カレッジ
　９月１８日、１０月２日・９日の水曜日（全３回）
１３時～１５時３０分　　区内在住でおおむ
ね８０歳以下の男性（全３回参加可能な人）/
２０人先着　　タイプ別診断・大人の体力測
定・お酒を楽しむために　
　③８月１１日（祝・日）から　 または　 へ

①子育てサロンなみき
　８月２０日（火）１０時３０分～１２時　　
　乳幼児と保護者

並木地域ケアプラザ
〒236-0051　富岡東2-5-31
775-0707 775-0877

④ベーシックヨガ教室
　９月１０日～１１月１９日の火曜日（９/１７
は除く）（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　　成人/各部３０人抽
選　　５，０００円（１０回分）
⑤大人が楽しむ 初めてのヒップホップダンス
　９月６日～１０月４日の金曜日（全５回）
１５時～１６時３０分　　成人/２０人抽選
　３，０００円（５回分）

⑤ジョンの英会話 Ⅰ・Ⅱ（第３期募集）
　Ⅰ：９月４日～１１月６日の水曜日（全１０
回）１９時～２０時２０分、Ⅱ：９月６日～１１月
８日の金曜日（全１０回）１０時３０分～１１
時５０分
　各若干名先着　　各１０,０００円（１０回
分、教材費別途５,４００円）
⑥ミニ体験講座（水彩画／静物画）
　９月１５日（日）１２時３０分～１６時３０分
　２０人先着　　３００円
⑦ミニ体験講座（絵手紙：絵葉書とゴム印）
　９月１５日（日）１３時３０分～１５時
　１０人先着　　５００円
　①～⑦８月１１日（祝・日）９時から　 へ、
または往復はがきに　  　  を記入し左下
記へ ※①～⑤の費用は初回全納

④エンジョイ・シンプル英会話（第３期募集）
　９月７日～１１月９日の土曜日（全１０回）
１０時～１１時３０分　　若干名先着  
　９,０００円（１０回分）※休館日は各施設にお問合せください。

④読書感想文教室
　８月１８日（日）・２０日（火）・２２日（木）(全
３回)１０時～１２時　　小学４～６年生/
８人先着　　８００円(３回分)

柳町コミュニティハウス
〒236-0026　柳町1-3
785-2403 785-2404

①おはなし会
　８月２０日（火）１１時～１１時３０分
　乳幼児と保護者

検索柳町コミュニティハウス

③パソコン・スマホ何でも相談
　１０月２日・９日の水曜日９時３０分～１６
時　　各日８人先着　　１回６００円

⑤手話を始めてみませんか
　９月５日～１１月２１日の第１・３木曜日（全
６回）１３時３０分～１５時　　１２人抽選　
　２，０００円（６回分）
　③④８月１１日（祝・日）から　 または 　
へ、⑤往復はがきに　  　  を記入して、８月
２６日（月）（必着）までに上記へ、または　 で

③おひざの上のおはなし会
　９月２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(3)
　９月３日～１０月８日の火曜日（全６回）１２
時３０分～１４時３０分　　成人/５０人抽
選　　３，０００円（６回分）
⑤０歳児とママの体操２　
　９月１８日、１０月２日・１６日・３０日、１１月
６日・２０日の水曜日（全６回）９時４５分～１０
時３０分　　生後４か月～１歳未満の子と保
護者/１５組抽選　　３，６００円（６回分）

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

検索釡利谷地区センター  ホーム

六浦地区センター
〒236-0031 六浦5-20-2

788-4641・

②夏休みのフラワーコースター
　８月２２日（木）１０時～１２時
　小学生～中学生（小学１・２年生は保護者
同伴）/２０人先着　　５００円（材料費込み）

④マッシさんのイタリア料理
　９月４日（水）１０時～１３時　　成人/１５
人抽選　　２，０００円（材料費込み）

③“押し花シリーズ”私のジュエリーボックス
　９月１９日（木）１０時～１２時　　成人/１２
人先着　　２，０００円（材料費込み）

⑥丸くてかわいい苔玉を作ろう
　９月１１日（水）１０時～１２時　　成人/１６
人抽選　　２,６００円（材料費込み）
⑦アクティブシニアの初めての英会話教室
　９月５日～１１月７日の木曜日（全１０回）
１３時１５分～１４時４５分　　６０歳以上/
１５人抽選　　８,０００円（１０回分）
　③～⑦往復はがきに　　　、年齢を記
入して８月２０日（火）（全て必着）までに上
記へ、または返信用はがきを添えて　 へ

オオツノヒツジ

夜の動物たちの様子や園内のイルミネーションをお楽しみいただけます。
　金沢動物園（〒２３６-００４２　釡利谷東５-１５-１）　　７８３-９１０0　　７８２-９９７２

　

　オオツノヒツジは、主にロッキー山脈に生息する野
生のヒツジです。日本国内では盛岡の動物園と、金沢動
物園でしか飼育していない貴重な動物です。金沢動物
園では、開園当初から飼育しており、動物園のシンボル
にもなっています。
　暑さよりも寒さに強い動物です。秋から冬にかけて
は繁殖のシーズンでもあります。オスは「オオツノヒツ
ジ」の名の通り、大きなもので片方3kgにもなる角を激
しくぶつけ合い、メスを奪い合います。その結果、金沢
動物園でも毎年5～7月に赤ちゃんが誕生しています。
　今年も５月に赤ちゃんが誕生しました。名前は「リンタロウ」といいます。オ

スです。母親の「コハル」と一緒に展示場にいますので、
ぜひ、ご覧ください。午前中の方が、展示場内を元気に
走り回っている姿をご覧いただけると思いますので、
おすすめです。
　オスの象徴である立派な角になるまで５年ほどかか
ります。０、１、２、3才の個体がいますので、角の大きさ
の違いもじっくり観察してみてください。

今年生まれの「リンタロウ」

２０１３年生まれ（６歳）の
「エビゾウ」

8月毎週土・日曜日、祝日９時３０分～２０時３０分（最終入園１９時３０分）
よこはま夜の動物園　ナイト金沢ZOO

富岡並木地区センター
〒236-0051　富岡東4-13-2
775-3692 775-3792

①ベビーふれあい体操（第２期募集）
　９月１３日～１１月２２日の第２・４金曜日
（全６回）（１）０歳児（４か月～）の部：１０時～
１０時４５分（２）１歳児の部：１０時５５分～１１
時４０分　　各部１６組先着　
　３,０００円（６回分）

①いきいき健康体操
　８月１７日、９月７日の土曜日９時３０分～
１０時３０分　　　１回３００円

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

検索並木コミュニティハウス

④フラで輝く毎日を
　９月１１日～１２月２５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） ※未就学児託児あり１回５００円（５人先着）
⑤はがきサイズのパステル画
　９月４日～１１月６日の第１・３・５水曜日（全６
回）１５時３０分～１７時３０分　　１６人抽選
　３，０００円（６回分、教材費別途２００円）
　③８月１４日（水）９時から④８月１４日
(水)９時～２７日(火)に　 または　へ、⑤
往復はがきに　　　、年齢を記入して８月
２０日（火）（必着）までに左下記へ

②らくらく健康体操（第２期募集）
　９月３日～令和２年１月７日の隔週火曜
日（全１０回）１０時～１１時３０分　
　若干名先着　　４,０００円（１０回分）

①作って遊ぼ 木のおもちゃ 
　船のパズルとゆらゆらおさかな
　８月１０日（土）～１２日（振休・月）１１時
～１６時３０分 ※１２日は１６時まで　　
　小学生以上　　１回３００円

八景島
〒236-0006 八景島
788-9778 788-9732

③ディンプルアート体験 車のリサイクル
　から生まれたステンドグラス風のアート
　８月１３日（火）・１４日（水）１１時～１６時　
　小学生以上　　マグネット４００円ほか

info@hakkeijima-partnership.jp

②砂絵ワークショップ
　８月１３日（火）～１５日（木）１１時～１６
時　　　小学生以上　　１回５００円②室内で楽しむ さわやかスポーツ

　８月２４日（土）９時３０分～１１時３０分　

②十五夜コンサート 二胡の調べ
　９月１４日（土）１７時～１８時３０分　　　小
学生以上（中学生以下は保護者同伴）/５０
人先着　　東野 英子氏(二胡の会)

③パソコン・スマホ相談室
　９月１日・１５日の日曜日９時３０分～１５時３０
分　　各日５人先着　　１回６００円

③健康ヨガ教室（第３期募集）
　９月５日～１１月１４日の木曜日（１１/７
は除く）（全１０回）９時２０分～１１時３０分
　若干名先着　　４,５００円（１０回分）

　毎週月曜日（８/１２は除く）、８月１３日（火）
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②小学生バトミントン教室
　９月７日・２１日、１０月５日・１９日、１１月２
日の土曜日（全５回）１１時～１３時　　小学
生/１０人抽選　　２，５００円（５回分）　　
　①②往復はがきに　　　、年齢を記入
して、８月２０日（火）（全て必着）までに上記
へ、または返信用はがきを添えて　 へ

　②３階会議室１・２ 生きがい作業室、③３階　
　③は区役所高齢・障害支援課（４階４０２）   
　７８８－７７７７　   ７８６－８８７２   ①②は晴嵐かなざわへ

　市内在住６０歳以上/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・交通費
は自己負担　　往復はがきの往信の
表面に宛先、裏面に　　　、生年月
日、年齢、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）８月２５日（日）（必着）ま
でに上記へ、または返信用はがきを添
えて　 へ ※電話番号を明記のこと

　 　もしくは往復はがき、または専用の申込用紙（要返信用切手）に　　　、教室名、生
年月日、年齢、性別、希望教室への過去１年間の参加の有無を記入して、８月２４日(土)
（必着）までに上記へ

定期教室参加者募集

教室名 曜日 時間 対象 回数・費用
全１０回 ９,９００円

火

水

木

金

土

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
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

16歳以上

16歳以上

16歳以上/女性

16歳以上/女性

16歳以上

教室名 曜日 時間 対象 回数・費用

１３時３０分～１４時２０分

火

月

水

金

火曜日のリハビリ体操
（体力維持向上）

体幹トレーニング

火曜15時の肩腰膝改善
火曜16時の肩腰膝改善
はつらつ体操
ピラティス

月曜10時の肩腰膝改善
月曜11時の肩腰膝改善

水曜９時のらくらく体力づくり
水曜10時のらくらく体力づくり
しっかりした足腰づくり
女性健康体操
朝ヨガ（託児あり）
コースヨガ（託児あり）
生活習慣病予防
姿勢デザイン

16歳以上

16歳以上

16歳以上

16歳以上

50歳以上

65歳以上

50歳以上
16歳以上/女性

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

教室名 定員 時間
和みのヨーガ
金沢今昔講座と健康ウォーキング
心を込めて絵手紙を描こう
手作り消しゴムスタンプ
愉しみながらのウクレレ
ゆったりストレッチ
リンパを流すストレッチ
はじめての英会話
腹式呼吸で歌って健康
広重東海道五十三次と江戸文化
基礎から学ぶ筆ペン講座

２０
２０
２０
１６
２０
２５
２０
２０
２０
２０
２０

開催日
第１・３月曜
第２・４月曜
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１・３木曜
第２・４木曜
第１・３金曜

１０時３０分～１２時
１０時～１２時 ※毎月2回目は、探索外歩き
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
１３時～１５時
１０時３０分～１２時３０分
１４時３０分～１６時

②長浜ホール ゴスペルコンサート
　１０月５日（土）１４時～１６時（１３時３０分
開場）　　１０４人先着　
　チケット：前売り・当日とも１，０００円（小学
生以下無料、前売りで完売の場合当日券の
販売なし）
　①８月１１日（祝・日）②９月１日（日）から 
　　　を　 ・ 　・　 で上記へ、または　 へ

①第５５回みず色の風コンサート
　ロマン派・印象派～弦楽四重奏曲の世界
　９月１４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・当日とも１，５００円（前売
りで完売の場合当日券の販売なし）

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

検索長浜ホール 

②日本語ボランティア募集
　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）　　日本語教室養成講座などを２０時間以
上受けた人、それ相当の知識経験を有する人
　①８月１９日（月）から　 へ、② 　へ

金沢国際交流ラウンジ
〒236-0021　泥亀2-9-1(区役所2階)
786-0531 786-0532

①インドネシアの家庭料理
　９月１１日（水）１０時～１４時　　富岡並
木地区センター 料理室（富岡東４－１３－２）
　成人/２０人先着　　８００円（申込時支払い）

klounge@shore.ocn.ne.jp

①「趣味の教室」受講生募集（１０月～３月開催 全12回 初心者向け)

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

１０時～１０時５０分
１１時～１１時５０分

※

(※1)

(※2)
(※3)

※1 小１初参加は１５時１０分～
※2 開始月に２歳6か月～４歳８か月の子と保護者
※3 H27.4.2生まれ～H29.4.1生まれの子と保護者

※ １０月からの消費税増税に伴い、参加料を改定します。増税が中止の場合は参加料の改定は行いません。
　予めご了承ください。

※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

40歳以上
16歳以上

③いきいき健康チェック
　８月１９日（月）１１時４５分～１２時４５分　　
　市内在住の６０歳以上

②いきいき映画祭
　９月２日（月）１３時３０分～１５時３０分 ※１２時～整理券
配布　　  ５０人先着　　「８年越しの花嫁 奇跡の実話」

博文邸喫茶
　８月１０日（土）～１２日（振休・月）１０時～
１６時（ラストオーダー１５時３０分）
　６００円（上生菓子と抹茶）※なくなり次第
終了

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 ①卓球教室
　９月４日～１１月２０日の毎週水曜日（全１２
回）１１時～１３時　　成人（初・中級）/１５人抽選
　５，５００円（１２回分、希望者はスポーツ保険８００円）

六浦スポーツ会館
〒236-0038 六浦南5-19-2
・ 788-5428

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

検索金沢スポーツセンター ８月２６日(月)

全１０回 ６,０００円

全１０回 ５,５００円

全１０回 ６,０００円

全１０回 ５,５００円
全１０回 ６,０００円

全１０回 ５,５００円

全１０回 ６,７００円

全１６回 ６,０８０円

全１１回 ４,１８０円

全１１回 ３,９６０円

全１１回 ６,０５０円

全１２回 ４,５６０円

全１２回 ５,２８０円
全１２回 ６,６００円
全１２回 ７,９２０円
全１２回 ５,２８０円
全８回 ８,８００円

　区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
　788-7803　　789-2147　　８月１２日（振休・月）、９月１日（日）

金沢区民活動センター
ゆめかもん

で 検索

区民ギャラリー

展示ケース

　８月１１日（祝・日）～１７日（土）
　８月１８日（日）～２４日（土）
　８月２５日（日）～３１日（土）
　９月２日（月）～７日（土）
　９月９日（月）～１４日（土）

工筆画家李嵒の世界/　　　　　　李 振彦氏
きりえワールドへようこそ！/きりえサークル金沢
「釡利谷スケッチの会絵画展」/釡利谷スケッチの会
「西金沢写友会写真展」/西金沢写友会
「花と花風景」写真展/あじさい写真クラブ

　９月２日（月）～３０日（月）創作粘土で作るすてきな花 /々 　　 　　　佐藤 多美枝氏

金沢区「街の先生」

金沢区「街の先生」

小学１・２年生

教室名 曜日 時間 対象 回数・費用

水

木

金

小学生

年少・年中
年中・年長

年中～小１

小学生

１５時１０分～１６時１０分
１６時２０分～１７時２０分
１５時１０分～１６時１０分

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
こどもアトリエ教室(絵画・造形)
こども書道教室
親子リトミック教室（託児あり）
親子体操教室（託児あり）
幼児体操教室（年少・年中）
幼児体操教室（年中・年長）
苦手チャレンジ

年中・年長

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

教室名 曜日 時間 対象 回数・費用

水

木
１６歳以上

１３時～１４時５０分
１５時１０分～１６時４０分
１３時５分～１４時４５分

水墨画(入門)教室
絵手紙教室
はじめての水彩画教室

①スポーツ種目系教室

②健康づくり系教室

③親子・こども向け教室

④文化系教室

全１１回 ７,２６０円

全１１回 ８,４７０円
全１１回 ７,２６０円
全１０回 ７,７００円
全１０回 ６,６００円
全８回 ３,９２０円
全１０回 ４,９００円

全１０回 ３,３００円

全１０回 ６,６００円

全１０回 ６,６００円

全１２回 ７,９２０円

112019（令和元）年 8月号 ／ 金沢区版



広報相談係（1階101）　　788-7721　　784-9580　　

金沢区
幸せお届け大使
ぼたんちゃん

　例年４月下旬～５月中旬にかけて、区内随所で見られる、
気品のある大きな花が、金沢区の花「牡丹」です。
　本コラム（全４回）では、牡丹の花の妖精 金沢
区広報キャラクター“金沢区幸せお届け大使 
ぼたんちゃん”が、その魅力に迫ります！
　今回は牡丹の花について、國原金沢区長に
聞いてみました。

　中国原産の落葉低木で、７～８世紀頃に薬用植物として渡来したと言
われています。その後、花の美しさから観賞用にも栽培されるようになり、
江戸時代には多くの観賞用の品種が生み出されました。
　２０ｃｍ程度の大きな花が、若枝の先端に１つずつ咲きます。園芸用の品
種だけで300～400種類程あると言われています。

　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。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！

　未就園の親子を対象に、子
育て支援、園を知ってもらうこ
とを目的に実施しています。

　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！

　金沢区では、江戸時代から野島にあった
旧永島邸の庭園の牡丹が、特に有名でし
た。昭和初期まで「泥亀 の牡丹」と呼ばれ、
春になると一般に開放され、花見客で賑
わったそうです。
　平成５年（1993年）、区制45周年を記念
し、区民投票により区の花に選定され、現
在も区民の皆さんに親しまれています。

　「王者の風格」「富貴」「壮麗」・・・薄く大きな
花びらが幾重にも重なり、豪華に咲き誇る姿
が花言葉を連想させますね。

※

次回掲載は10月号(予定)です。
どうぞお楽しみに♪

金沢区　國原区長
くにはら

ぼたん

園庭開放・園舎開放

どこの園で何をやっているの？ ※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 所在地 連絡先 園庭等開放 親子
教室 直近（８月～10月）のイベント情報 ※　 (要予約)以外は当日直接園(会場)へお越しください。育児講座・

交流保育
あけぼの幼稚園
あさひな幼稚園
カナリヤ幼稚園
京急幼稚園

光輪幼稚園
こすもす幼稚園
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

釡利谷南
2-2-4 784-0610　　784-0624

・　 781-0170

772-1501　　772-1587

772-1782　　773-7711

〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

10/5(土)9時～14時 運動会

10/6(日)9時～14時 運動会（未就園児の参加競技は10時30分頃）

9/28(土)10時30分～11時 運動会、10/8(火)13時～14時 １日動物園

9/25(水)14時～15時 体験入園

10/12(土)9時～14時 わんぱく大会（運動会）

10/19(土)9時～14時30分 運動会  　大道小

774-2882　　774-5344
784-1152　　784-1634
783-1638　　788-1838

781-8828　　788-0536
773-9501　　776-0240
781-5200　　781-5207

783-8600　　783-1323
783-1761　　786-5086

701-9597　　701-9595

8/23(金)10時45分～11時30分 「チーミー」コンサート
9/25(水)13時15分～14時15分 福田翔さんによるふれあい歌遊び
10/12(土)9時～14時 運動会 　 釡利谷南小

認定こども園
金沢白百合幼稚園

認定こども園
関東学院六浦こども園

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8/28(水)･29(木)16時～18時 夕涼み会　 、10/12(土)10時～14時 運動会 　 西富
岡小（未就園児の参加競技は10時30分頃）、10/23(水)14時～15時 体験保育

9/6(金)･13(金)10時10分～12時 幼稚園で遊ぼう　、9/17(火)10時30分～12時 
人形劇「ピノキオ」　、10/5(土)9時45分～14時30分 運動会  　並木第一小
9/11(水)14時～15時 体験保育、10/12(土)9時15分～14時頃 運動会　  並木第四小

10/20(日)11時～14時 バザー

9/18(水)13時30分～14時30分 親子でお菓子づくり　、10/12(土)9時30分～13時30分 
運動会、10/21(月)13時～13時45分 親子で遊びましょう

9/4(水)・10/23(水)14時～15時 親子で遊ぼう　、9/21(土)9時45分～14時 運動会、
10/8(火)11時15分～12時30分 給食体験　 、10/9(水)９時30分～11時30分 子育て講演会

開園日常時開放
10時～15時

原則毎週水曜
8時30分～15時30分

開園日常時開放9時～15時
（午前保育日は9時～12時30分）

原則毎週水曜
10時40分～15時

月１回程度

園舎一部開放

富岡東
2-5-21
東朝比奈
2-54-13
釡利谷西
3-1-3
能見台
1-44-1
平潟町
26-29
富岡東
4-5-45
大道
1-46-5
並木
1-10-2
並木
2-3-2
西柴
4-24-1
金沢町
48
六浦東
1-50-1

親子教室

　幼稚園・認定こども園では、地域で子育て中の方など、どなたで
も参加できる園庭開放、育児講座・交流保育などを行っています。
ぜひお気軽に遊びにいらしてください。

園庭開放・園舎開放 親子教室

永島家の牡丹園 
県立金沢文庫所蔵(楠山永雄コレクション)

ながしま

育児講座・交流保育育児講座・交流保育

砂場・遊具があるので、手ぶらで遊びにいけます♪夏はプール遊びができる園も！

〇〇

ぼたんちゃんは
区の花を

イメージして
生まれたんだよ！

すけのり

ふうき そうれい

※永島家一族の永島祐伯氏の号「泥亀」が由来（現在の
地名「泥亀」にあったのではありません）。永島家は現在
の泥亀周辺の開拓を進めたことから、地名の泥亀（現在
の区役所周辺）の由来にもなっています。

金沢図書館の本棚から 第26回

　美しい夕暮れの空や月の姿をフルカラー写真で味わう一
冊です。たとえば、「航海薄明」の空。地上の風景と星が同時に
見え、航路を決めやすいこの時間帯は、少しずつ変化する空
の色と、ささやかな星のまたたきが心を和ませてくれます。
　「既生魄」という表現も登場します。上弦の月の別称で、
日ごとに明るさを増すことに由来します。空を表現する繊
細で豊かな言葉が満載。彗星の正体や夏の大三角につい
ても解説があり、思わず夜空を見上げたくなります。

①定例おはなし会　
　８月２１日（水）１５時３０分～１６時　
②こわ～いおはなし会
　８月２３日（金）１９時３０分～２０時　
　小学生以上（小学生は保護者同
伴）/３０人先着
③かなざわ 大人のライブラリーツアー
　2019 第１回 横浜市立大学図書館
　９月９日（月）１１時～１２時
　横浜市立大学金沢八景キャンパス
学術情報センター（図書館）正面玄関

　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 　 784-5861　　781-2521
　8月１3日（火）

金
沢
図
書
館
か
ら

の
お
知
ら
せ

　ムーミン一家が住んでいる緑の谷が、急に黒く変わってし
まいました。彗星が近づいてきたのです。ムーミンとスニフは
遠い天文台まで出かけ、彗星が8月7日、午後8時42分に地
球に衝突すると知らされます。果たしてムーミン谷はどうなっ
てしまうのでしょうか？
　子どもはもちろん、大人にも人気のムーミンの本が、新し
い装丁で読みやすくなりました。おなじみのキャラクターが活
躍し、さりげないユーモアと人生の知恵も詰まった物語です。
どうぞ、ご家族でお楽しみください。

ラベルの記号 ： 440　２階一般書コーナー

ラベルの記号 ： ヤ　1階児童書コーナー

『すごい夜空の見つけかた』

『ムーミン谷の彗星　ムーミン全集 １』

林 完次／写真・文　草思社
はやし

きせいはく

かんじ

しもむら りゅういち
トーベ・ヤンソン／作・絵　下村 隆一／訳　講談社

おとな向け

こども向け

　「熱帯夜」ということばにも、慣れてしまった暑い夏。せめて、本の中の
夜空に思いをはせ、しばしの涼を求めてみてはいかがでしょう。

（瀬戸２２－２）（集合）
　県内在住・在勤の２０歳以
上/１５人先着
④おひざにだっこのおはなし会
　８月２８日（水）１０時３０分
～１１時
　１～２歳の乳幼児と保護
者/１５組先着
　②８月１４日（水）③８月
２０日（火）④８月１５日（木）
から　または　へ
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こども家庭係（4階404）　　788-7753　　788-7794
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