
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

【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 ―

金沢区のいま
令和元年
9月1日現在戸籍課、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!10月の土曜開庁日 12日・26日 9時～12時

※開催の可否　 050-3159-6791（当日6時30分～）

※写真は昨年の模様です。

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）
※荒天翌日順延
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なぎさ広場管理棟

お楽しみ大抽選会 
抽選券配布場所
13時～（なくなり次第終了）

南口休憩所
海の公園
管理センター

柴口休憩所 なぎさ広場管理棟

模擬店・各種PRコーナー
10時～

体験型ブースや地元グルメも！

区内で活動する多彩なグループが出
演

掘り出し物があるかも？

模擬店・各種PRコーナー
10時～

野外ステージ
10時40分～
野外ステージ
10時40分～

フリーマーケット 10時～
フリーマーケット 10時～

出店数
約90店

フェスタの始まりをパ
レードが

盛り上げるよ
海の公園で南国気分 普段は見られない救助訓練の

様子が間近で見られるよ！

お楽しみ大抽選会
14時45分～抽選開始

野外ステージ 14時35分～場所

シェイクアウト (いっせい防災行動訓練)
地震の際の1分間の安全行動

提供 効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

出店数
約100店超

パレード 10時～パレード 10時～ 水難救助訓練 10時30分～フラダンスステージ
10時50分～
フラダンスステージ
10時50分～

気軽に楽しく体を動かそう♪

スポーツ体験 10時～スポーツ体験 10時～水難救助訓練 10時30分～

金沢区
幸せお届け大使
ぼたんちゃん

金沢区
幸せお届け大使
ぼたんちゃん
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金沢八景駅

京急線

京急富岡駅

金沢シーサイドライン

京急富岡駅

能見台駅能見台駅

開催日：
参加費：300円※ご家族は無料

10/5、11/2の土曜日

健康のたちより処 ママのためのエクササイズ

子育てはじめの一歩＆からだを使った遊びみんなでワイワイ百人一首

かまりや英語クラブ

にぎやか亭むうたんカフェ

健康サポート教室「かめの会」あかちゃんといっしょ

富岡西７－１６－１ 　　７７１－２３０１ 富岡東２－５－３１ 　　７７５－０７０７

並木地域ケアプラザ

富岡東４－１３－３ 　　７７６－２０３０

富岡東地域ケアプラザ
釡利谷南３－２２－３ 　　７８８－２２２８

西金沢地域ケアプラザ

釡利谷南２－８－１ 　　７８８－２９０１

釡利谷地域ケアプラザ

能見台東２－１ 　　７８７－０９９１

能見台地域ケアプラザ
六浦５－２０－２　　７８６－８８０１

六浦地域ケアプラザ

泥亀１－２１－５ 　　７８２－２９４０

泥亀地域ケアプラザ
柳町１－４ 　　７９０－５２２５

柳町地域ケアプラザ

富岡地域ケアプラザ

　子どもから高齢者まで、誰もが利用
できる施設です。身近な生活の相談

窓口であるとともに、地域
づくりのお手伝いをして
います。

「京急富岡」駅近くの商店街で、握力、BCチェッ
カーなどの健康チェックを開催しています。ど
なたでもご参加いただけます。お茶スペースも

ご用意しています。

　地域ケアプラザは、高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよう、
身近な福祉・保健の拠点としてさまざまな取組を行っています。
　今回は、金沢区内にある９つの地域ケアプラザの取組の一部をご紹介します。

～金沢区の地域ケアプラザのご紹介～

毎月第4火曜日
10時～11時30分

子育て中のママがヨガやストレッチで、リ
フレッシュします。地域の先輩ママさんた
ちに子どもの見守りをして頂いています。

原則毎月第4火曜日
10時30分～

パパとお子さんでふれあい遊びや筋トレ
体操を楽しもう！(10組先着)

10月26日(土)　　
10時30分～12時
※10月8日（火）
　申込み開始

参加者同士コミュニケーションを図りなが
ら、上の句と下の句を頭の中で考え、瞬発力
を養っています。

毎月第１金曜日
１０時～１２時

知的障がい等のある方が楽しく英語に触れて
います。ご家族の方も楽しめる教室です。

毎月第１土曜日　　
13時30分～14時30分

地域の高齢者（おおむね65歳以上）の方を対象
とした食事会です。手打ちそばや、男性ボラン
ティアによる料理をお召し上がりいただけます。

６月と11月の第3
土曜日 11時30分～

誰でも立ち寄れる多世代交流カフェです。
ボランティアによる演奏や発表も楽しめ
ます！（当日70人先着）

毎月第２または
第３月曜日
13時30分～15時

指の体操、ストレッチ、腕・足の運動などで健康
増進を図ります。体力に自信のない方、運動の
苦手な方もどなたでも参加できます。（おおむ

ね50歳以上の方）
毎月第２・４木曜日
１３時３０分～１５時

１歳前後の子どもと親を
対象にしたミニ講座と親
同士の交流の場です。

毎月第３金曜日　　
10時～11時まで

マスコットキャラクター
むうたん

横浜市　地域ケアプラザ 検索

あなたの近くに！地域ケアプラザ 地域ケアプラザって…？？

地域ケアプラザでは、
福祉保健活動のための施設利用
やボランティア活動の支援も
行っています。
また、福祉・保健の専門員が無料
で相談を受け付けています。

そ の 他 に も

ご紹介した取組のほかにも、地域ケアプラザでは生活に役立つさまざまな
種類の行事・催しを行っています。
詳しくは、各地域ケアプラザにお問合せいただくか、お近くの地域ケアプラザへ
お越しください。皆さんのご参加をお待ちしています！

この特集に関する問合せ 事業企画担当（４階４０９）　　７８８－７８２４　　７８４－４６００

●地域ケアプラザをもっと知りたい方は…

または区役所事業企画担当（４階４０９）まで

※要申込み（当日も可）

※要申込み（当日も可）

※申込み不要
参加費：無料 参加費：200円

参加費：無料

参加費：500円

参加費：200円

※要申込み

※要申込み（先着順）

※要申込み
参加費：200円

参加費：100円
10月21日(月)開催

参加費：無料

※要申込み（当日も可）

※申込み不要

講座終了後、１４時ま
ではフリースペース
として開放します。
（申込み不要）

次回は

10月29日(火)開催次回は
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そのほかにも、「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
イベントがいっぱい！
詳細は

都筑区内の製造業に
よるものづくり体験
ができます！

Aozora Factoryのふるさと「LINKAI横浜金沢」とは？

TONTON MAKIMAKI

●株式会社ヨコハマ機工

木の板に釘を打ち、糸
を編む「TONTON 
MAK IMAK I」やリ
ベットを使ったお絵
描きなどが体験でき
ます。

ハーバリウム製作体験

●株式会社ミナロ
●藤森工業株式会社
●株式会社シラド化学

普段何気なく使って
いるパウチをオリジ
ナル加工し、あのハー
バリウムに!!もちろ
ん通常のボトルタイ
プもあります。

世界にひとつだけの鍋
打ち出し式の鍋づく
りが体験でき、鍋を叩
いて自分だけのオリ
ジナル鍋が作れます。

　例年大好評の体験型ワークショッ
プ「Aozora 

Factory」が今年も開催されます。体験
型イベント

や野菜即売など、楽しみながら「金沢
産業団地」を

知っていただける企画が盛りだくさ
んです。

　秋の青空のもと、各企業の“ものづ
くり”に触れ

てみませんか？

って？

※一部有料のものもあります※一部有料のものもあります

●有限会社山田工業所

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

NPO法人Aozora Factory共同代表　
芦澤 美智子さん（横浜市立大学准教授）
あしざわ みちこ

横浜金沢産業振興センター

日時

会場 横浜金沢産業振興センター

　多種多様な企業が集まる産業団地には
「コレって金沢区で作ってたの？」という
製品がたくさんあります。そんな「made 
in 金沢区」の製品を青空の下に集めた体験
型のワークショップイベントが「Aozora 
Factory」です。
　20以上の企業や団体、横浜市立大学
芦澤ゼミが協働して、企業×学生×街で
地域を盛り上げます！「作る・楽しむ・共有
する」をテーマに、お子さまから大人まで
楽しめる内容ですので、ぜひ遊びに来てく
ださい！

　金沢区はとても素敵なとこ
ろです。それをみんなで共有し
たくて4年前に「Ao z o r a  
Factory」を始めました。金沢
区には1,000社以上の企業が
あり、2つの大学があり、人々
が暮らす街があり、豊かな緑と海があります。そんな金
沢区の魅力を詰め込んだ「Aozora Factory」にぜひ遊
びに来てください。
　今年は新たに「かなざわマルシェ」も開催します。金沢
区の工場や農場で作られたお菓子や野菜を、生産者の皆さ
んから直接買う楽しさも体験できます。

NPO法人Aozora Factory
共同代表
本多 竜太さん
（関東プリンテック株式会社）

ほんだ りゅうた

主催：NPO法人Aozora Factory、横浜市立大学 芦澤ゼミ
協力：横浜シーサイドフォーラム
主催：NPO法人Aozora Factory、横浜市立大学 芦澤ゼミ
協力：横浜シーサイドフォーラム

（福浦1-5-2
 金沢シーサイドライン「産業振興センター」駅下車徒歩３分）
（福浦1-5-2
 金沢シーサイドライン「産業振興センター」駅下車徒歩３分）

１０ １２月 日（土）１０時～１６時１０ １２月 日（土）１０時～１６時
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　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。



　１１月１１日・１８日の月曜日１０時～１２
時（全２回）　　区役所５階健診室Ａ
　区内在住２歳～小学生低学年のお子さ
んの養育者／２５人先着 ※原則全回参加
できる人　※保育あり
　ＮＰＯ法人Ｃｏｍ子育て環境デザイン
ルーム　　１０月１５日（火）～３１日（木）
８時４５分～１７時に　 で下記へ　
　こども家庭支援担当（４階４０４）
　７８８－７７８７　　７８８－７７９４

　１０月３０日（水）
セミナー：１４時～１５時３０分　 、個別相
談：１５時４５分～１６時４５分 　（１枠２０分）
　区役所１階１号会議室
　社会参加に困難を抱える若者（１５歳～
３９歳）の家族、地域の関心のある方
　渡辺 克美氏（よこはま南部ユースプラ
ザ施設長）　　当事者による経験談など
　個別相談のみ１０月１１日（金）から 　で
下記へ　　よこはま南部ユースプラザ
　７６１－４３２３　　７６１－４０２３

　１１月１１日・１８日の月曜日(全２回)１４
時～１５時３０分　　区役所３階１号会議室
　今までにコグニサイズ™講座を受講した
ことがある、おおむね６５歳以上の人で原
則両日参加できる人／２５人先着
　高垣 茂子氏（かながわ健康財団 健康運
動指導士）　　飲み物（動きやすい服装で）
　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
　１０月１１日（金）から　 で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７８０　　７８６－８８７２

　１１月７日（木）・１２日（火）・２６日（火）（全
３回）１４時～１５時３０分　
　区役所１階１号会議室　
　おおむね６５歳以上の区民（女性も大歓
迎！）／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） 
　１０月１１日（金）から　 で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７８０　　７８６－８８７２

　１１月９日（土）１３時３０分～１５時３０分
　県立金沢文庫大会議室（金沢町１４２）　　１００人抽選（区民優先）
　県立金沢文庫観覧料（受講料は無料）
　三輪 嘉六氏（独立行政法人国立文化財機構九州国立博物館元館長）
　往復はがき（１人１枚）に　　　を明記して、１０月２７日（日）までに県立金沢
文庫（〒２３６－００１５ 金沢町１４２）へ、または県立金沢文庫　 講座申込フォー
ムへ
　区民活動支援担当（６階６０１）　　７８８－７８０４　　７８８－１９３７
共催：県立金沢文庫

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

金沢を知る講演会「歴史的環境の保存と称名寺」参加者募集
第３１回金沢区民文化祭

観光協会後援ウォーク
能見台から旧海岸線を散策し、
秋のさかなフェアへ行こう！

　１１月９日（土）９時３０分～１２時（受付
９時～）※雨天実施　　５０人程度
　京急「能見台」駅（集合）～長浜公園～小
柴埼緑道～柴漁港（解散、自由散策）
　５００円（資料代・保険料含む）
　はがきまたは　 に、コース名「秋のさか
なフェア」、参加者全員の　　　（複数申込
の場合は代表者に○印）、年齢、性別を記入
して、１１月１日（金）（必着）までに下記へ、
または下記　 入力フォームへ　※受付確
認の連絡はしません。当日直接集合場所へ
　ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会
（〒２３６－００２７ 瀬戸１５－１３）
　・　 ７８７－０４６９
当日連絡先：０８０-５０７１-０４６９(当日のみ)

　年に一度、より海を身近に感じていただ
ける楽しいイベントです。
　１１月９日（土）９時～１４時　
※荒天時延期１１月１６日（土）
　柴漁港（柴町３９７ 金沢シーサイドライ
ン「海の公園柴口」駅より徒歩６分）
　魚・野菜の直売、地魚グルメコーナー、体
験乗船ほか　※駐車場はありません
　横浜市漁業協同組合柴支所
　７０１－８１８２
後援：横浜金沢観光協会

柴漁港 秋のさかなフェア

県立金沢文庫 講座 検索

　1970年代、地域住民の快適な生活空間を構成する環境のうち歴史的環
境の重要性を人々が自覚しはじめる中、称名寺の保存問題が浮上しました。
　金沢区に在住経験のある三輪嘉六氏をお招きし、称名寺をめぐる歴史的
環境について、お話していただきます。

　１１月４日（振休・月）９時～
　金沢スポーツセンター（長浜１０６－８）
　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 ※在住者をパートナーとする
区外者の参加も可
　１組２，５００円（当日払い）
　１０月１４日（祝・月）～２５日（金）に申込
書（下記　 からダウンロード）を、　 ・ 　で
下記へ　
　金沢区バドミントン協会事務局 千葉
　・　７８２－３７０１（１８時～２１時）
　kanazawakukyoukai@yahoo.co.jp

金沢区民バドミントン秋季大会

金沢区　バドミントン 検索
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　１０月１９日（土）１５時～１８時 
　サンモール洋光台駅前広場（磯子区洋
光台３－１３－４、JR「洋光台」駅徒歩１分）
　・　よこはまウォーキングポイント用歩
数計を紛失・故障した人への販売・再登録
（税込み４,０００円・数量限定）、クリップ付
きストラップの販売（税込み１５０円・数量
限定）、新規受付、使い方相談
　よこはまウォーキングポイント事業（YWP）
事務局（受付：平日９時30分～17時30分）
　０５７０－０８０－１３０／６８１－４６５５
　０１２０－５８０－３７６
　navi-ywp@ml.city.yokohama.jp　

よこはまウォーキングポイント 
ご利用感謝特設ブース！

社会参加に困難を抱える若者について
考えるセミナー＆相談会
「不登校支援、当事者の想いを聴く」
～今だから言える当時の想い～

　１０月２５日（金）・２８日（月）・２９日（火）
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

第５９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）

スポーツスタッキング講座

コグニサイズ™フォローアップ講座

　１１月２日（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

旧川合玉堂別邸 開園日

　１０月２３日（水）１４時～１６時　 
　区役所３階１号会議室
　８０人先着  ※手話通訳が必要な場合、
１０月１８日（金）までに下記へ　 、または
　　　を記入して 　で
　障害者支援担当（４階４０１・４０２）
　７８８－７８４９　　７８６－８８７２

講演会「障害者のはたらく今」パートⅡ

　子どもをしつける方法は、自然と身につ
くものと思っていませんか。誰にも教わる
機会のなかった「こどもの効果的なしつけ
方」が学べます。
　叱らなくてもしつける方法はあります！！

ボーイズタウン・コモンセンス 
ペアレンティング 子育てスキル講座

①金沢区音楽のつどい
　１０月２０日（日）１１時３０分～（開場１１時）　
②吟と舞の祭典
　１０月２６日（土）１０時～（開場９時３０分）
③金沢区日本舞踊連盟公演
　１０月２７日（日）１２時～（開場１１時３０分）
④金沢三曲演奏会
　１１月３日（祝・日）１０時３０分～（開場１０時）
⑤区民と小中学校の作品展
　１１月６日（水）～１０日（日）・１２日（火）１０時
～１６時（６日は１３時から、１２日は１５時まで）
⑥華道展
　１１月９日（土）１０時～１７時、１１月１０
日（日）１０時～１５時３０分
※いけばな体験コーナー　
　　１１月１０日（日）１０時～
⑦茶会
　１１月１０日（日）１０時～１５時
　茶券１，０００円（二席）
　①～⑤金沢公会堂（区役所隣接）
⑥⑦金沢地区センター（泥亀２－１４－５）
　区民活動支援担当（６階６０１）
　７８８－７８０７　　７８８－１９３７

主催：金沢区民文化祭実行委員会
金沢区民文化祭 検索

　１１月１０日（日）１３時～（受付１２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２，４００円
（当日払い）　　１０月２３日（水）～３０日
（水）に、　　　、年齢を 　・　 で下記へ
　金沢区体育協会 ボウリング部 島谷
　０９０－６３４１－６７８２
　７８８－２６１２

金沢区総合体育大会 ボウリング大会

　１１月１７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（水）
１５時１５分に、申込書（下記　からダウン
ロード、または区役所６階６０１　で配布）・
参加費を、区役所６階２号会議室へ ※組
合せ抽選およ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

金沢区秋季成人女子バレーボール大会

金沢区スポーツ振興 検索

横濱金澤シティガイド協会 検索

金沢消防署 予防課・庶務課（消防団係）　　・　781-0119

熱い心で町を守る！

金沢消防団では消防団員を募集しています

真夏の大規模火災想定訓練
金沢消防団

　震災時などで消火栓が使用不能となった場合を
想定し、消防団・消防署・事業所が協力して火災を
消火する訓練を７月２８日に行いました。
　当日は事業所のコンクリートミキサー車から消防団
が保有する１５トン水槽に補水をするとともに、大口径
の100㎜ホースを400ｍ以上延長して消火に使用す
る水を確保し、無事放水することができました。

　入団資格は、金沢区内に居住している、または
勤務・在学している、18歳以上の方で、男女問わず
入団できます。
金沢区では、60名以上の女性団員が活躍しています。

※定年７０歳　その他入団要件有り
（詳細は金沢消防署消防団係までお問合せください。）

上級救命講習で救急技術をアップデート
　火災を消すだけでなく、消防団は救急に関する
訓練も行っています。７月６日の講習では多くの女
性団員が参加し、積極的に救急の技術を学んでい
ました。



■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。

■禁煙相談
　１１月１日（金）９時～１２時
　喫煙者、年齢制限なし／３人先着
　区役所５階 健康相談室（５０３）

　健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

■健康相談（生活習慣病等）
　１０月１８日（金）９時～１２時、１３時３０
分～１５時３０分
１１月１日（金）１３時３０分～１５時３０分
　区役所５階 健康相談室（５０３）

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

 
　１１月１日・８日・１５日の金曜日
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

　１０月２４日（木）、１１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 ②③はウェブ予約可
　健康づくり係（４階４０８）
　７８８－７８４２　　７８４－４６００

　１０月２５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

③１０月２９日（火）
１０月１５日、１１月５日の火曜日
１０月２３日（水）

①乳幼児・妊産婦歯科相談

⑤子どもの食生活相談

　１０月２３日(水)１０時３０分～１０時５０分
⑧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

⑪出前ひろば（お外で遊ぼう!）

　１０月１７日(木)１３時～１３時２５分
⑦うたってあそぼう！

②

●きらら保育園 ●金沢さくら保育園
きらら☆おとのゆうえんち
　１０月２９日（火）１０時１５分～１１時
　同園ホール（能見台東２－３）　　地域の
未就園児（１歳７か月～）と保護者　　リト
ミック、季節の歌など　　７９０－３４４０

０歳児クラス交流
　１１月２０日（水）９時３０分～１０時３０分　　同
園（泥亀１－２１－１）　　平成３０年４月２日～平成
３１年４月１日生まれの子と保護者　　１０月２１
日(月)から　で　　７８１－９３６０

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
❶１０月１１日（金）１３時３０分～１４時３０分
　とことこ研修室
❷１０月３０日（水）１３時～１４時
　関東学院 親と子のひろばおりーぶ
　（六浦東１-５０-１ 関東学院六浦こども園１階）

❶１０月１６日（水）
❷１０月２１日（月）
❸１０月２９日（火）
❹１１月１日（金）
❺１１月５日（火）
❻１１月６日（水）
❼１１月７日（木）

　１１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

　❶～❸❺～❼１０時～１１時３０分 、❹１０時３０分～
１２時
　とことこが近くの公園に出張します。 
※各開始１時間前の時点で雨の場合は中止

⑩助産師相談

　１０月２５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

　１０月１５日（火）１０時～１１時３０分（受付９時３０分～）
　区役所５階健診室（５０７）
　０歳～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

六浦あさがお公園
下ノ浜公園
走川公園
能見台堀口北公園
西柴第四公園
六浦あさがお公園
六浦公園

　❷のみとことこ研修室

②おしゃべり会と交流会
❶１０月１５日（火）１０時～１１時
多胎ママ交流会
❷１０月１７日（木）１０時～１２時
ふわふわ（個別支援学級に通うお子さんを持つ
ママ同士でおしゃべりしましょう）
❸１０月１８日（金）１０時３０分～１１時３０分
多文化ママ交流会
❹１０月２４日（木）１４時～１５時
はじめてのとことこ
❺１０月２８日(月)１０時～１２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

　１１月８日（金）～１２日（火）：能見台・並木・
六浦・釡利谷地区、１１月１５日（金）～１９日（火）：
富岡・金沢地区　各９時～１６時（初日は１４
時から、最終日は１３時まで）
　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

趣味の作品展
（金沢区シニアクラブ連合会）
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③ごっくん離乳食教室（はじめる頃）

　１１月１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

　１０月２４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）

　１０月１１日（金）１０時～１１時
④保育士によるお楽しみ＆相談

　１０月１５日（火）１４時～１５時
⑤子育て応援ボランティア説明会

　１０月１７日(木)１０時～１１時３０分
　子どもを預けることに関わる相談

⑥保育・教育コンシェルジュ相談

　１０月１１日（金）１０時～１１時
　離乳食・好き嫌い等、食に関する相談

③栄養士相談



⑥Windows10の基本から便利な使い方
　１１月７日～１２月１２日の木曜日（全６回）
１２時３０分～１４時３０分　　成人/９人抽
選　　５，０００円（６回分）　　パソコン
（OSはWindows１０に限る）、マウス、マウ
スパッド、パソコンの電源、筆記用具

④資源循環局金沢工場見学と
　富岡の海岸線を歩く
　１１月８日（金）９時～１２時３０分　　
　金沢シーサイドライン「並木中央」駅（集
合）、「京急富岡」駅(解散)　　２０人先着
　５００円

「みんなで防ごう！悪質商法・消費者
被害・詐欺被害」
　１０月２４日（木）１３時３０分～１５時　
　柳町地域ケアプラザ　　５０人先着　
　悪質商法にだまされないための知識や
ポイントの講座　
　上記いずれかの施設に　 または　 へ

②初冬の岬を訪ねる
　～馬堀海岸から観音埼灯台へ～
　１１月２７日（水）９時３０分～１５時 ※雨
天中止　　京急「馬堀海岸」駅（集合）、観音崎
バス停（解散）　　成人/３０人抽選　　５００
円　　昼食、飲み物、雨具

①ハッピーハロウィン！
　１０月２７日（日）～３１日（木）９時～１７
時（お菓子がなくなり次第、終了）　　
　小学生以下　　お菓子の配布

④おもてなし料理 和洋中
　１１月６日・２０日、１２月４日・１８日の水
曜日（全４回）１０時～１２時３０分　　成人/
１６人抽選　　７，０００円(４回分、材料費込み)

④横浜マイスターに習うフライッシュケーゼ
　１１月６日（水）１０時～１２時　　成人/
１５人抽選　　２，０００円（材料費込み）
　エプロン、三角巾、布巾　　中山 一郎氏

②歌おう！ソウル＆ポップス～一度歌って
　みたかった洋楽やポップスを一緒に楽しく！～
　１１月６日・２０日、１２月４日・１８日の水曜
日（全４回）１８時３０分～２０時　
　女性/２０人抽選　　２，８００円（４回分）

⑤ステンドグラス教室～ツリーのステンド
　グラスサンキャッチャーを作りましょう！～
　１１月１３日（水）１３時～１５時　　成人/
１０人抽選　　２，８００円（材料費込み）

⑤季節を折るORIGAMI
　「チョット早いクリスマス」
　１１月１３日（水）１０時～１２時　　成人/
１５人抽選　　５００円(材料費込み)　　は
さみ、のり、定規（１５cmくらい）、カッター

　②１０月１３日（日）から　 へ、③１１月８日
（金）・９日(土)に　 へ、④～⑥往復はがきに
　　　、年齢を記入して、④⑥１０月２７日
（日）⑤１０月３１日（木）（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

⑤プロが教えるカラオケ講座（４）
　１１月５日～１２月１０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）

釡利谷地区センター

①ジュニアクッキング（お菓子づくり）
　１１月２４日、１２月２２日、令和２年１月２６
日、２月１６日、３月２２日の日曜日（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）

①楽しいリトミック
　１１月２６日～１２月２４日の火曜日（全５回）
(A)９時４５分～１０時３０分、(B)１０時４５分
～１１時３０分　　１８か月からの未就学児と
保護者/各１０組抽選　　３,５００円(５回分)能見台地区センター

〒236-0058　能見台東2-1
787-0080 787-0090

④１日で学ぶ
　大人のための英語トレーニング法
　１１月３０日（土）１０時～１１時３０分
　成人/１２人抽選　　７００円

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

（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

③お正月飾りにもなるリボンで繋ぐ
　クリスマスドアスワッグ
　１１月２８日（木）１０時～１２時　　成人/
２０人抽選　　２，７００円（材料費込み）
　ガーデングローブ、エプロン、持ち帰り用袋

②なごみサロンなみき
　１０月１５日（火）１２時～１４時３０分　　

①子育てサロンなみき
　１０月１５日（火）１０時３０分～１２時
　乳幼児と保護者

コミハ・ケアプラ祭
　１１月１０日（日）１０時～１４時　　　富
岡地域ケアプラザ、富岡コミュニティハウス
　バザー、カレー、焼きそば、催し物ほか

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

⑤水彩色鉛筆画初級教室～人物画を描く～
　１１月１５日、１２月６日・２０日、令和２年１月
１７日、２月７日・２１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、水筆、厚口F４スケッ
チブック、筆洗い、鉛筆（B・２B）、練り消しゴム

⑥レベルアップを目指す社交ダンス教室
　（追加募集）
　１０月１６日～１２月１８日の水曜日（全１０回）
１２時３０分～１４時３０分　　若干名先着
　５,０００円（１０回分、初回全納）
　⑤⑥１０月１１日（金）から往復はがきに
　　　を記入し左下記へ

④横浜金沢おもちゃ病院
　１０月１５日（火）９時３０分～１２時３０分
　修理無料、部品実費
⑤秋のハイキング
　～逗子の紅葉は潮風に乗って～
　１１月１６日（土）９時３０分～１４時３０分
　２０人先着　　５００円（保険料込み）　
　京急「新逗子」駅北口エレベーター下（集
合・解散） ※コースなど詳細は　 へ

②プリザーブドフラワー「シンデレラの靴」
　１１月１６日（土）１０時～１２時　　成人/
１０人先着　　２，０００円（材料費込み）

②みんなの健康体操
　１０月１１日・２５日、１１月８日の金曜日１０
時～１１時３０分　　　１回４００円
③おもちゃ病院
　１０月２４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
　１１月４日（振休・月）１１時～１１時３０分　
　乳幼児と保護者

⑥ぼうさいCafé 防災料理・救急教室
　１０月２７日（日）１０時～１３時　　小学生は
保護者同伴/２０人抽選　　５００円　
　パスタ８０グラム（１人分）、タオルかバン
ダナ、シャツ、ビニール袋など

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

検索釡利谷地区センター 

③第２２回「地域の作品展」作品募集
　１１月２８日（木）～１２月１日（日）９時～２０時
（１日は１５時３０分まで）に開催する作品展の
作品（絵画・写真・書道・生花・手工芸）を募集します。

⑥少人数の癒しのヨガ
　１１月１５日～１２月１３日の金曜日（全５回）
１０時～１１時３０分　　成人/１０人抽選　
　６，０００円(５回分)
●「健康体操」は当センターにお問合せください。
　　　①～⑥往復はがきに　　　、年齢を記入
して、１０月２０日（日）（全て必着）までに上記へ、
または返信用はがきを添えて　 へ

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

①おやこ３B体操
　１０月２６日（土）１０時～１１時　　２歳
以上の未就園児と保護者/１５組先着

能見台地域ケアプラザ
〒236-0058　能見台東2-1

②パパも一緒に子育てはじめの一歩
　１１月１０日（日）１０時３０分～１２時
　０～３歳の子どもと父親/１２組先着

　⑤⑥往復はがきに　　　、⑥年齢を記
入して、⑤１０月２４日（木）⑥１０月２１日
（月）（全て必着）までに上記へ、または　 、返
信用はがきを添えて　 へ

③美味しいチャイニーズテーブル（秋・冬）
　～手作りで楽しむ中華メニュー～
　１１月２６日（火）１０時～１３時　　成人/
１６人抽選　　１，５００円（材料費込み）　
　皮から作る肉まん、ゴマ団子、お粥の調理

①ドレミファぽぽ
　１０月２０日（日）１１時～１１時３０分　
　歌とお話の会
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　①②１０月１１日（金）から　 または 　へ 　①～③１０月１２日（土）から　 へ

787-0991 787-0993

③折り紙教室「干支(子年)を折る」
　１１月１７日（日）１０時～１２時　　小学生
以上/１０人先着　　２００円（材料費込み）

①秋の親子でうきうきおはなし会＆
　飛び出すカードづくり
　１１月２日（土）１０時３０分～１２時　　小学
生、未就学児と保護者/１５人先着（カードづくり）

並木北コミュニティハウス
〒236-0005　
(並木第一小学校内）

並木1-7-1

・ 774-3405

　①～⑤往復はがきに　　　、①学年、②
年齢を記入して①１１月１０日（日）②１０月
２３日（水）③１１月１２日（火）④１１月１６日
（土）⑤１０月３０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
　１０月１２日、１１月９日の土曜日 １１時～
１１時３０分　　　未就園児と保護者

六浦地区センター
〒236-0031 六浦5-20-2

788-4641・

富岡地域ケアプラザ
〒236-0052　富岡西7-16-1
771-2301 771-2360

富岡コミュニティハウス
〒236-0052　
（富岡小学校内）

富岡西7-13-1
・ 775-0549

六浦地域ケアプラザ
〒236-0031　六浦5-20-2
786-8801 786-8802

柳町地域ケアプラザ
〒236-0026　柳町1-4
790-5225 790-5227

②六浦寄席
　１０月２９日（火）１３時～１５時　　成人
/５０人先着　　５００円

③おはなしころりん村
　１１月７日（木）１１時～１１時３０分
　絵本の読み聞かせ、手遊び

②紙しばいの会
　１０月２４日（木）１１時～１１時３０分

アオバネワライカワセミ

　金沢動物園（〒２３６-００４２　釡利谷東５-１５-１）　　７８３-９１００　　７８２-９９７２

　オーストラリア北部の開けた森林や水の
多い川辺にすんで、ネズミなどの小動物、ト
カゲなどの両生爬虫類、バッタなどの昆虫
類などを餌とするほぼ完全な肉食の鳥で
す。鳴き声がヒトの笑い声に似ていることか
らこの名前がつけられました。翼を縁取るよ
うな光沢のあるブルーの羽が非常に美しい
鳥です。尾羽の青いのがオス、茶色に黒い横
縞模様がメスです。
　金沢動物園では、現在８羽のアオバネワラ
イカワセミを飼育しています。このうち、７羽は金沢動物園で繁殖した個体で
す。残りの１羽は、ヒデヨシと名付けられ、１９９２年、1歳のときにオーストラリ
アの動物園からやってきました。なんと今年で２８歳になるおじいちゃんです。
でも、全く年を感じさせない飛翔力と大きな鳴き声は、ほかの若い個体に劣る
ことはありません。左脚に赤いリングのついているのがヒデヨシです。面倒見
がよく、一緒に暮らすクロとオレンジをいつも守っています。
　アオバネワライカワセミは、オセアニア休憩所からご覧頂けます。
ぜひ、ヒデヨシを探してみてくださいね♪

　毎週月曜日（１０月は無休）

最高齢２８歳の「ヒデヨシ」（写真中央）

⑤柳町手づくり講座
　水引き細工でお正月飾り
　１１月１７日（日）１３時３０分～１５時
　１５人先着　　２，２００円（材料費込み）

③橘 有美の一人語り（樋口一葉、乃南アサ）
　１１月２４日（日）１４時～１５時３０分
　高校生以上/３０人先着　　５００円

　③～⑦１０月１１日（金）から　 または 　へ

②おもちゃ病院
　１０月１４日（祝・月）９時３０分～１２時３０
分　　　修理無料、部品実費

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
　１０月１５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

⑥柳町手づくり講座 クリスマスリース
　１１月２８日（木）１３時３０分～１６時
　１５人先着　　２，５００円（材料費込み）
⑦パソコン・スマホ何でも相談
　１１月６日・１３日の水曜日９時３０分～
１６時　　各日８人先着　　１回６００円

※休館日は各施設にお問合せください。

検索富岡並木地区センター



「今日からはじめる！老後生活、妻の
安心 相続・介護の対策」　
　１１月１０日（日）セミナー：１０時～１１時３０
分、相談会（希望者）：１１時５０分～１５時
　２０人先着　　１００円（資料代）　
　１０月１１日(金)から　 または　 へ

当日受付教室のご案

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 １０月２８日（月）
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④パソコン・スマホ相談室
　１１月３日・１７日の日曜日９時３０分～１５
時３０分　　各日５人先着　　１回６００円
　パソコンまたはタブレット・スマートフォン
　③④１０月１３日（日）９時から　 または 　へ

当日受付教室のご案内

教室名 曜日 時間

火

月

水

木

金

土

①ヨガ＆エクササイズの５０～６０分教室
１回５１０円

９時～

月曜日のヨガ

健康体操

ZUMBAⓇ

金曜日のエアロ６０

ダンスフィットワークアウト

水曜日のエアロ６０プラス

モーニングボクサ

１０時～

１０時～

９時２５分～

１９時３０分～
１１時～

１１時１０分～

９時３０分～

（託児あり）

（託児あり）

姿勢コンディショニング（骨盤底筋編）

水曜日のヨガ
ほぐしストレッチ＆ヨガ

らくらく骨盤体操

検索フォーラム南太田 イベント 

金沢公会堂見学会
　３月にオープンした金沢公会堂では、不定
期に見学会を開催しています。講堂の舞台、
客席、楽屋、親子室、バックヤードなどを見学
できます。開催日など詳細は、　 または 　で

金沢公会堂
〒236-0021　泥亀2-9-1(区役所隣接）
788-7890 788-7866

　区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
　788-7803　　789-2147
　１０月１４日（祝・月）・２２日（祝・火）、１１月３日（祝・日）・４日（振休・月）

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
　１１月５日（火）～９日（土）
　１１月１０日（日）～１６日（土）

絵画サークル火曜会 冬期絵画展/火曜会
フォーラムKANAZAWA２０１９の紹介/金沢区生涯
学習交流会

展示ケース
　１１月１日（金）～３０日（土） フォーラムKANAZAWA２０１９の紹介/金沢区生涯

学習交流会

秋の文化祭
　１０月２６日（土）・２７日（日）１０時～１７時
（２７日は１６時まで）　　　サークル紹介、
演技・作品の発表、抹茶とお菓子の接待
（２０人先着）、スーパーボールすくいなど

八景コミュニティハウス
〒236-0021　
（八景小学校内）

泥亀1-21-2

・ 790-1757

検索金沢公会堂

６０歳からの「お仕事応援セミナー」を
開催します！
　１０月２３日（水）１４時～１５時　　いき
いきセンター金沢３階　　市内在住のおお
むね６０歳以上/３０人先着　　１０月１１日
（金）から　 で上記へ

金沢区生きがい就労支援スポット
〒236-0021　
金沢1階)

泥亀1-21-5(いきいきセンター
370-8356 370-8379

③パソコン講座・ワード応用編
　「はがき印刷」
　１１月１４日・２８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）　　パソコン

②室内で楽しむ さわやかスポーツ
　１０月２６日（土）９時３０分～１１時３０分
　シャフルボード、ドッヂビーなど

①いきいき健康体操
　１０月１９日、１１月２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
金沢工場３R夢！フェスタ２０１９
～ＳＴＯＰ食品ロス！減量にトライ～　　
　１０月２０日（日）１０時～１５時　　
　工場内バスツアー、リユース家具市民提
供、収集車の体験乗車、クイズラリーほか
詳細は、

資源循環局金沢工場
〒236-0003 幸浦2-7-1
784-9711 784-9714

検索資源循環局　金沢工場

①消費税軽減税率制度説明会
　１０月２８日（月）・２９日（火）１４時～１５時３０
分（受付１３時３０分～）　　
　横浜南税務署 ５階大会議室　
　事業者

横浜南税務署
〒236-8550 並木3-2-9
789-3731

②令和元年分 年末調整等説明会
　１１月８日（金）１３時３０分～１６時（受付１３
時～）　　
　金沢公会堂講堂（区役所隣接）
※駐車場は有料　
　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

　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
※１０月からの消費税増税に伴い、
参加料を改訂しました。

②ヨガ＆エクササイズの４５分教室
１回４１０円

教室名 曜日 時間

土

水水曜日のエアロ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～

③ストレッチ３０分教室

教室名 曜日 時間

金姿勢コンディショニング
（ストレッチポール編） １２時２０分～

１回３１０円

１２時～

９時～

１０時～

新規教室

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）９時～１４時３０分　　　小
学生以上８００円、３歳以上の未就学児４００
円、３歳未満無料（４０分食べ放題、３歳以
上は、みかんのお土産付） ※団体は

柴シーサイド恵みの里
〒236-0012

（JA横浜柴農園管理事務所）

柴町464
785-6844 788-8588

①カボチャランタン作り
　１０月２６日（土）・２７日（日）１２時～１５
時　　各日１０人先着（小学５年生未満保
護者同伴）　　１，５００円（材料費込み）

八景島
〒236-0006 八景島
788-9778 788-9732

②セイタカアワダチソウで草木染
　１０月２２日（祝・火）１３時～１５時　　中学
生以上/４組（８人）先着　　２，０００円から
　①②１０月１１日（金）から　　　、年齢を
　・ 　にて上記へ

西金沢コミュニティハウス
〒236-0046 釡利谷西4-8-1

・ 701-1727(西金沢学園分校舎内)

長浜公園トンボとり大作戦
　１０月１９日（土）１０時～１２時　  ※雨天
中止　　同園レストハウス（集合）　　小・中
学生と保護者

長浜公園
〒236-0011 長浜106-6
・ 782-8004

第２７回 なかよしカモメまつり
　１１月３日（祝・日）１０時～１５時　　　金
沢総合高校ダンス部、工作、手品、ゲーム、模擬
店など ※前日（１１/２）は準備のため１３時閉館

富岡八幡公園こどもログハウス
〒236-0051 富岡東4-12
・ 769-2530

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

復元１０周年記念 パネル展示「伊藤博文が
いたころの金沢」と「２００９年 復元の記憶」
　１０月１２日（土）～２７日（日）９時３０分～
１６時３０分

第２１回＆開館２０周年記念 いきいきセンターまつり第２１回＆開館２０周年記念 いきいきセンターまつり

検索八景島指定管理者

　１０月２６日（土）１０時～１５時（９時４５分～オープニングセレモニー）
（荒天時延期１０月２７日（日））　　いきいきセンター金沢（泥亀１－２１－５）　
　模擬店、バザー、演芸大会、ふれあい広場、ボランティア体験など ※駐車場無し　
　センターまつり実行委員会　　７８８－６０８０（金沢区社会福祉協議会）

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

いきいき健康チェック
　１０月２１日（月）１１時４５分～１２時４５分
　市内在住の６０歳以上　　３階
　区役所高齢・障害支援課（４階４０２）
　７８８－７７７７　　７８６－８８７２

野口英世フェア
　１１月１６日（土）１０時～１６時（落語：１３
時３０分～１５時）　　１００人先着（落語
のみ）　　落語“幸丸流 野口英世伝”、パネ
ル展、平成３０年度 母から子への手紙コン
テスト入賞作品展示　　１０月１１日（金）
から　 ・ 　・　 または 　へ(落語のみ)

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 



金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん

　用土（赤玉土と腐葉土の割合は６：４ないし７：３）　有機肥料 　支柱

連載第３回（令和２年３月号）・第４回（４月号）は、
区内の牡丹鑑賞スポットを紹介します（予定）。どうぞお楽しみに♪

(公財)横浜市緑の協会
小島 和三さん
こじま かずみ

ぼたん

　認定こども園（２・３号）、認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業（「認可保育所等」と言います）
の入園申込みを10月11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。
　幼稚園は、10月15日（火）から各園で願書を配布し、11月１日（金）から各園で申込みを受け付けます。

　幼稚園各園は建学の精神にのっとり、保育・教育の方針や内容、設備などに特色があ
り、園バスや給食を実施している園もあり、保育料なども異なります。また、横浜市型預
かり保育など、幼稚園保育・教育時間前後の預かり保育を行う幼稚園も多くなりました。
入園にあたっては、希望する園に願書を提出しますが、お子さんの成長・発達に即した
園選びのため、お子さんと一緒に園を見学し、実際に遊んでみてください。また、説明会
にお越しいただき、各園の保育・教育の考え方をご確認ください。なお、発達上の不安や
入園における疑問などの相談も、各園でお聞きしています。

金沢図書館の本棚から 第27回

①定例おはなし会　
　１０月１６日（水）１５時３０分～１６時　
②秋空の下、かみしばいを楽しもう！
　１０月２０日（日）１４時～１５時30分　
　３０人先着
③ストーリーテリングを楽しむ会
　～昔話を中心に～
　１０月３１日（木）１０時３０分～１２時
　成人/３０人先着
④かなざわ大人のライブラリーツアー
　2019 第３回 関東学院大学図書館
　１１月２２日（金）１０時～１１時

　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 　 784-5861　　781-2521
　10月１5日（火）、11月5日(火)

　東京2020オリンピックの競技会場にもなっている横浜スタ
ジアム。スタンドの下にあるいろいろな部屋の様子や、球場で
働く人たち、グラウンドキーパーが使う用具の種類や、球場で
売られている食べ物などが一つ一つ細かな絵で楽しめます。
朝からナイターに向けてそれぞれの持ち場での準備の様子
や、プレイボールのワクワク感とゲーム中の喧騒、そして祭り
の後のような夜の静寂が伝わってくる絵本です。オリンピック
ではどんな試合が展開し、応援が繰り広げられるでしょうか。

ラベルの記号：７／あお　1階児童書コーナー

『野球場の一日』

けんそう

しんじろう
いわた 慎二郎／著　講談社

こども向け

　オリンピックは熱い戦いに手に汗握りますが、それを支えている影の部
分があります。競技場を建設したり保守したり、選手を支えている人だっ
たりします。そんな本をご紹介。

　県内在住・在勤の２０歳以
上/１５人先着
⑤おひざにだっこの
　おはなし会
　１０月２３日（水）１０時３０分
～１１時　　乳幼児と保護
者/１５組先着
　③１０月１７日（木）④１１
月７日（木）⑤１０月１１日
（金）から　または　へ
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　タイトルを見て、今年の大河ドラマの主人公「田畑政治」を
連想する方が多いかも知れません。田畑たちに呼応して海外
で誘致活動を繰り広げた、アメリカ在住日系二世「フレッド・和
田勇」が、この物語の主役です。
　太平洋戦争中、辛酸をなめた日系人たちにとって、戦後の
日本水泳の活躍は希望の光でした。和田は私財をなげうち、
アメリカに遠征した選手団の面倒を見ました。その縁で知り
合った日本水泳連盟会長の田畑は和田に、「東京オリンピッ
ク」の夢を語ります。
　やがて1964年大会の開催国に立候補した日本。和田夫妻
は、当落のカギを握る中南米の委員を説得するため、精力的
に各国を巡ります…

『東京にオリンピックを呼んだ男』
高杉 良／著　角川文庫
たかすぎ

しんさん

りょうおとな向け

金
沢
図
書
館
か
ら

の
お
知
ら
せ

ラベルの記号：913.6 タ　２階文庫本コーナー

苗木は９月頃から店頭に並び始めるので、３年生苗（３年目の
苗）以降の苗で、幹と根が太く大きいものがいいでしょう。

（※市販の苗木のほとんどが同じボタン科ボタン属のシャクヤクを台木にした接ぎ木苗です。）

保育園・幼稚園・認定こども園の入園申込みが始まります

認可保育所等 幼稚園・認定こども園（１号）

保育園・幼稚園・認定こども園 『かならず園の見学をしましょう』
方針、保育内容、設備など、園に
よって特色が異なります。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。

令和２年度の

●利用案内の配布開始　１０月１１日（金）
　　　　　　区役所（４階４０４）、認可保育所、子育て支援拠点など
●申込方法　原則、郵送にてご提出ください。
　　　　　　１１月８日（金）（消印有効）
　　　　　　１１月１５日（金）

配付場所

郵送締切日
窓口締切日 出生前申込みの人及び障害児保育、市外保育所申込みの人が対象

●見学・説明会
　幼稚園ごとに異なります。詳しくは各園へお問合せください。
●入園願書の配布開始　１０月１５日（火）　　　　　　各園
●願書の受付開始　      １１月１日（金）　　   　　　　各園
●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。

出生前の申込み

保育園の申込み

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15日（金）ま
でに区役所（４階４０４）に申込書を持参してください。

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31日(木)までに区役所（４階
４０４）にお越しください。※郵送申込み不可

横浜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

配付場所
提出先

幼稚園・認定こども園の見学・説明会にお越しください

（公社）横浜市幼稚園協会 金沢支部

※郵送申込み不可

障害児保育

市外の

●保育所等入所説明会 （予約不要）
認可保育所等の選考方法などを説明します。※託児はありません。

●準備するもの

●苗の選び方

●植え付け方

ようへい

水はけを良くするのがポイント！
土に川砂を１割ほど混ぜると、
さらに水はけがよくなるんだって。

10月11日（金）・12日（土）・13日（日） 各日10時～11時、13時～14時
区役所3階1号会議室

保育・教育コンシェルジュから

の入園申込みが始まります

牡丹は種から育てると時間がかかり、栽培も難しいため、苗
から育てるのが一般的。新根が伸びる９月下旬～１０月中
旬に植え付けます。水はけ・風通し、日当たりが良く（夏は強く
当たらない所）、西日が当たらない場所に。地植えの場合は、
予めできるだけ広い範囲を深く(50cm程)耕しておきます。

苗の継ぎ目（シャクヤクと牡丹の継ぎ目の部分  ）が土の表
面の下５～１０cm程の深さになるように植えつけます。

春頃に開花時期の鉢植え（つぼみの付いたもの）も多く出回るので、ここから育てるの
もいいでしょう。

●時期・場所

乾燥に強く、過湿を嫌うため、土の表面が乾
いたら与えます。

●水やり
２月・５月（少なめ）・１０月頃に肥料を与え
ます。（病害虫対策は適宜）

●肥料・お手入れ

つぼみがある程度ふくらんできたら、根を
傷めないように立て、ひもで支えます。

●支柱立て（３～４月頃） 
  葉柄（葉と茎の接続部分）を少し残して葉
を剪定ばさみで切り落とします。
  ５～６月に芽摘みをしなかった芽の１cm
程度上から剪定します。
  細い枝や枯れ枝、伸びすぎた枝も切り捨
てます。

●葉刈り・剪定（１０月頃） 

花が終わったら、すぐに摘み取ります。
●花殻摘み（４～５月頃） 

新しい枝に付いた複数の芽のうち、下の方の
芽を２～３つ残し、あとは摘み取ります。

●芽摘み（５～６月頃）

株元から台木のシャクヤクの芽が出てきたら、
元からかき取ります。（牡丹との見分けがつかな
い場合は、葉が開くのを待つと分かりやすい）

●シャクヤクの芽かき（２～４月） 

※
８号鉢以上の鉢の底から、
鉢底ネット、ゴロ土、用土
の順に。

ゴロ土
（3cm程度） 鉢底

ネット

鉢植えの場合

広報相談係（1階101）　　788-7721　　784-9580

こども家庭係（4階404）　　788-7795　　788-7794
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