
※八景島のコースは 10㎞の種目
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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 ―

金沢区のいま
令和元年
10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!11月の土曜開庁日 9日・23日 9時～12時

場所：海の公園及び八景島

ロードレースって何？ 
一般的には自転車競技を指すことが多いですが、
金沢区ロードレース大会はランニング競技です。

どんな種目があるの？
ロードレースは、小学４～６年生1.8㎞、中学生男子５㎞、
中学生以上女子（一般含む）3.1㎞、一般男女５㎞、10㎞の種目があります。
※一般区分は高校生以上
小学生駅伝は、男女別の小学４～６年生4人１チームで参加できます。

区内に住んでいなくても参加できるの？
区内在住のほか、区内に在勤、在学、区内のスポーツクラブに通っている人で
小学４年生以上であれば参加できます。

申込み方法は？

区役所（６階６０１）、区内地区センターなどで配架している開催要項の払込取扱票により
１１月２９日（金）までに、または　　　　　　　　　　　　 から１２月１２日（木）までに申込み

第49回ロードレース大会
第29回小学生駅伝大会

金 沢 区

ロードレース大会

はがきに①チーム名、②男女別、③選手の氏名・学校名・学年・走順、④引率責任者の住所・
氏名・電話番号を記入して11月26日（火）（必着）までに下記へ 

小学生駅伝大会

金沢区スポーツ振興 検索

（〒２３６－００２１　泥亀２－９－１ 区民活動支援担当(６階６０１)）　　７８８－７８０５　　７８８－１９３７

※詳細はホームページ、開催要項をご覧ください。

前回の小学生駅伝大会の様子

抽選で
景品が当たるかも！

わたなべ としのり

渡邉 利典 選手
2016年箱根駅伝 
10区区間賞

ゲストランナー
GMOアスリーツ

箱根駅伝青山学院大学初優勝
大会２連覇のランナーがやってくる！

気軽に
参加してね！

この記事に関する問合せ 金沢区ロードレース大会及び小学生駅伝大会実行委員会事務局

スポーツエントリー 検索

毎年冬に開催している金沢区ロードレース及び小学生駅伝大会。
２０２０年のオリンピックイヤーに潮風を感じながら海の公園・八景島を走りませんか？
毎年冬に開催している金沢区ロードレース及び小学生駅伝大会。
２０２０年のオリンピックイヤーに潮風を感じながら海の公園・八景島を走りませんか？
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もうすぐ１年生！楽しくて安心できる放課後をのぞいてみよう!!

●現在の「はまっ子ふれあいスクール」は、令和元年度末までに「放課後キッズクラブ」に
　転換予定です。（県立金沢養護学校を除く）
●放課後児童クラブでは、複数のクラブが合同で入所説明会を開催します。詳細は、
　８ページ「放課後児童クラブ合同入所説明会」をご覧ください。

この特集に関する問合せ こども家庭係（４階４０４）　　７８８－７７５３　　７８８－７７９４

※実際の活動内容は各施設で異なります。時間や活動内容は一例です。

　小学校入学後、放課後を楽しく安全に過ごせる場所として、各小学校に設置されている「放課後キッズクラブ」や、
地域で運営されている「放課後児童クラブ（いわゆる学童保育）」があります。
　来年度、小学校へ入学するお子さんがいる保護者の皆さんに、「放課後キッズクラブ」と「放課後児童クラブ」を紹介
します。

帰りの会終了後

並木第四小キッズクラブ

16時30分 一斉下校
一斉下校の時間を過ぎると保護者の
お迎えが必要になります。（一斉下校
の時間は季節によって変わります）

高学年の授業が終わるまでは
主にキッズルームで遊びます。

キッズクラブのお部屋に行こう!
17時 おやつ 18時45分

お迎えおやつの後は、お迎
えまでお部屋で過
ごします。

室内遊び

季節の小物づくり、スポー
ツ・科学・囲碁・将棋教室、お
誕生日会など各クラブで趣
向を凝らしたプログラムを
実施する日があります。

プログラム

校庭や体育館が使える時間は
思いっきり体を動かします。

外遊び

能見台小キッズクラブ

並木第一小キッズクラブ

利用区分１
（17時まで利用）の
お子さんは・・・

利用区分2
（1９時まで利用）の
お子さんは・・・

また明日！

下校後

●実際の活動内容は各放課後キッズクラブ、放課後児童クラブで異なります。時間や活動内容は一例です。

実施場所 市立小学校施設内 一軒家、ビルの１フロア、保育園内の建物など

・当該小学校に通学している小学生
・当該小学校区内に住む私立小学校等に通学する小学生

放課後～19時
８時30分～19時 放課後～19時が基本

８時30分～19時が基本

留守家庭児童など対象児童

開所時間

まずは宿題を終わら
せましょう。自主学習
の時間は、子ども同
士、勉強を教え合う姿
が見られることも！

「ただいま!」と子どもたちが
元気よく帰ってきます。まるで、
第二の我が家のようです。

おやつ

お迎え指導員手作りのお
やつはメニューが
豊富！子どもたち
にも大人気です。

登所後（自主学習）
放課後児童クラブは、室内
遊びのほか、公園でも元気
いっぱい遊びます。長期休
業日などは、映画館やプールなどに出かけ
たり…♪さまざまな行事があります。

遊びの時間

また明日！今年の１月に新しい施設に建て替えました。快適
な環境の中、１年生から６年生７７名が日々楽し
く過ごしています。異年齢の子どもたちが一緒に
過ごす学童だからこその成長があります！

吉原指導員櫻井指導員 

みんな大好き!! 
ホットケーキ

各クラブの連絡先・所在地は
金沢区　放課後 検索

平日
土曜日、長期休業日 平日

土曜日、長期休業日

放課後キッズクラブ 放課後児童クラブ

放課後キッズクラブの
ある一日

放課後キッズクラブの
ある一日

放課後児童クラブの
ある一日

放課後児童クラブの
ある一日

よしはらさくらい

【利用区分１】17時まで
（17時以降利用する場合は、800円/回の一時利用料+おやつ代）
【利用区分２】19時まで
（利用区分２の登録は、留守家庭児童などに限り可能です）

利用時間 時間延長をしているクラブがあります。
詳細は、直接クラブにお問合せください。

利用料

【利用区分１】無料
（17時以降利用する場合は、800円/回の
一時利用料+おやつ代）

障害見舞金制度
負担金
500円/年【利用区分２】5,000円/月

その他、おやつ代など実費

クラブによって異なります。（おおむね月額15,000円～25,000円）
詳細は、直接クラブにお問合せください。
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出典：『子どもを健やかに育むために～愛の鞭ゼロ作戦～』平成28年度 厚生労働科学研
究費補助金 健やか次世代育成総合研究事業「妊産褥婦健康診査の評価および自治体と
の連携の在り方に関する研究」（研究代表者 立花良之）「母子の健康改善のための母子
保健情報利活用に関する研究」（研究代表者 山縣然太朗）を引用し作成。

子育てに関する

虐待だと思ったら
　虐待しそうなときは

子ども・家庭支援相談
（区役所４階４０４）

地域子育て支援拠点 とことこ
（能見台東５-６ ２階）

平日８時４５分～１７時
７８８－７７２８

火～土曜日９時３０分～１５時３０分
７８０－３２０５

１０時～１８時
３５５－０００６

金沢区しつけのコツ 検索

この特集に関する問合せ こども家庭支援担当（４階４０４）　　７８８－７７８７　　７８８－７７９４

　脳画像の研究により、子ども時代につらい体験をした人は、
脳にさまざまな変化が生じていることが報告されています。

　何度も言うのにしない、できなくてイライラする、そんな
時は子どもへの期待が高すぎるのかもしれません。高すぎる
期待は、子どもの自信とやる気をなくします。コツは子ども
をよく見てその子ができそうなことをつかむことです。

リーフレットを作成しご案内しています。
詳細は、下記「子ども・家庭支援相談」（区役所
４階４０４）まで、お問合せください。

横浜市こども虐待防止の
シンボルキャラクター
「キャッピー」

　具体的に伝えることで、子どもは何が良かった
かを知ることができ、良い行動を続ける可能性が
高まります。

　本番ですぐに上手くできないかもしれませんが、まず
練習をして、練習をほめます。練習をほめることが実際に
できるようになる近道です。

　保健師、保育士、教育相談員、学校カウン
セラーなどが、乳幼児期から思春期までの
子育てに関する相談に応じます。

　就学前の子どもと保護者が自由に集い
交流したり、相談したりできます。

　相談員や心理士が、子育てに関するさま
ざまな相談に応じます。

　大人はいつでも子どものモデルです。子どもは
大人から落ち着く方法を学びます。

保護者(親)自身も、地域の皆さんも、一人で
悩まず、ぜひ相談をしてください。

南部児童相談所　　８３１-４７３５（平日８時４５分～１７時）
よこはま子ども虐待ホットライン　　０１２０-８０５-２４０（２４時間 ３６５日）

社会生活に極めて重要な脳部位（前頭前野）

厳しい体罰で萎縮

考える
行動や感情をコントロールする
コミュニケーションをする
やる気を出す　等

声や音を知覚する脳部位（聴覚野）

役割

暴言で変形

11月は児童虐待防止推進月間です

「親が一生懸命にやっている」
「親は子どものことをかわいいと思っている」
それでも…

体罰・暴言は子どもの脳の発達に
深刻な影響を及ぼします

期待値を合わせよう

ホメる時は具体的に

してほしいことを
前もって教えて
練習しよう

イライラした時は
大人がまず落ち着く

相 談 機 関

大人の都合、大人の
感情にまかせた行動

大人が落ち着いて
対応している

子どもと同じ目線、
立場で教える 子どもの心や体を傷

つけるような教え方

力を濫用している

　児童虐待防止法等が改正され、「親がしつけに際し体
罰を加えてはならない」と、体罰の禁止が明記されます。
（令和２年４月施行）
　「しつけ」と「虐待」、子どもとの
かかわり方について、考えてみましょう。

虐待だと思ったら
　虐待しそうなときは

横浜市こども虐待防止の
シンボルキャラクター
「キャッピー」

子ども・家庭支援相談
（区役所４階４０４）

地域子育て支援拠点 とことこ
（能見台東５-６ ２階）

こども家庭支援センター さくらの木
（能見台通１６-２５）

こども家庭支援センター さくらの木
（能見台通１６-２５）
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　１２月９日・１６日の月曜日１４時～１５
時３０分　　区役所１階１号会議室
　コグニサイズ™の講座を受けたことが
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　
　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）
　高垣 茂子氏（かながわ健康財団 健康
運動指導士）　
　１１月１１日（月）から　で下記へ　
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７８０　　７８６－８８７２

　１１月１６日（土）１０時～１２時　　横
浜市漁業協同組合 柴支所（柴町３９７）
　　　　、参加者全員の氏名・年齢、代表
者の電話番号、学校名や所属先を記入し
て　 または 　にて下記へ
　金沢八景―東京湾アマモ場再生会議事務局
　３２１－８６０１　　３１７－９０７２
　amamo8k@gmail.com

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

　１１月２３日（祝・土）１０時～１５時
　金沢地区センター（泥亀２－１４－５ 京急・
金沢シーサイドライン「金沢八景」駅徒歩５
分） ※公共交通機関をご利用ください。
　金沢ブランド（４３品目）の展示と販売、
ワークショップ、子ども向けイベントなど
　横浜金沢観光協会
　７８０－３４３１　　３４９－７０３５

初の「金沢ブランド展示会」を開催!!
横浜金沢ならではの逸品!いいもの、
おいしいもの、探しに来ませんか？

共働きで、放課後保育が必要な
小学生を募集します。
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コグニサイズ™フォローアップ講座（全２回）

　１１月１１日（月）午前の部：１０時～１２時、
午後の部：１３時～１５時　　 　イトー
ヨーカドー能見台店（能見台東３－１）１階
グランコート　　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、パネルシアター、コーナー
遊びなど　　こども家庭係（４階４０４）
　７８８－７７５３　　７８８－７７９４

みんなで遊ぼう！
うきうきわくわく能見台っこ

アマモの苗床づくりとタネまき会 参加者募集

　１１月２５日(月)１３時３０分～１５時３０分
　区役所１階１号会議室　　患者本人・家
族など/２０人先着　　ハンドベル等の楽
器の演奏、交流会　　小宮山 さなえ氏(音
楽療法士)　　１１月１１日(月)から　　　
を　 ・ 　・　にて右記へ　　難病担当(４階
４０２)　　７８８－７７７６　　７８６－８８７２
　kz-tokutei@city.yokohama.jp

金沢区難病患者等交流会
「あすなろ会」音楽療法・交流

　こども家庭係（４階４０４）　　７８８－７７５３　　７８８－７７９４

第３１回金沢区民文化祭
①吹奏楽の日～brass harmony～
　１１月２３日(祝・土)１３時～(１２時３０
分開場)
②金沢区小・中学校音楽祭
　１２月８日(日)１２時３０分～(１２時開場)
　①②金沢公会堂講堂(区役所隣接)
　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

　１１月２１日(木)１３時３０分～１５時３０分
(開場１３時)　 　  区役所５階１号会議室
　市内在住・在勤・在学の人/８０人先着
　横浜市消費生活総合センター「消費生活教
室」担当    　８４５－５６４０　　８４５－７７２０

消費生活教室
「不当・架空請求トラブルにあわないために」

　１１月２５日（月）１０時～１１時３０分
　区役所１階ホール 　　健康づくり係（４階
４０８）　　７８８－７８４０　　７８４－４６００

金沢区保健活動推進員会「活動紹介パネル展」

クラブ毎の入所説明会 （各クラブへの問合せは平日の午後にお願いします）

金沢愛児園放課後児童クラブ
７８９－０８０７ 町屋町１６－２３

平潟町１７－１

富岡東４－８－５

町屋町１８－２０

令和２年２月１５日（土）１５時～

令和２年２月１５日（土）１５時～

令和２年２月１５日（土）１４時～

令和２年２月１５日（土）１３時～

金沢放課後児童クラブ
　３７０－８９７０

富岡並木学童保育 ほしの子クラブ
　７７６－１０８９

クラブ名・電話番号 所在地 日時

※説明会会場は、金沢愛児園放課後児童クラブ（町屋町16－23）です。

西柴１－１７－４ 令和２年２月１日（土）１０時～西柴学童保育
　７８１－１５３４

令和２年１月１１日（土）１０時～
令和２年２月１日（土）１３時～

はすのみ学童クラブ
　３７４－５５３９

釡利谷南１－３－１２ 令和２年２月１５日（土）１４時～みつばち学童クラブ
　７８４－５９０１

釡利谷東１－４１－１ 令和２年２月１５日（土）１４時～第１みつばち学童クラブ
　７８３－４８３３

釡利谷東２－７－５
大門ビル３階

令和元年１１月１６日（土）１４時～
令和２年１月１８日（土）１４時～

第２みつばち学童クラブ
　７８２－８２２３

六浦４－５－１６ 
六浦連合町内会館

令和元年１２月８日（日）１０時～
令和２年２月１５日（土）１０時～

六浦子供ホーム
　７９０－３１８３

磯子区
杉田８－９－５４

令和２年１月２６日（日）１０時～
令和２年３月１日（日）１０時～

※上中里学童保育
　７７３－７１０３

洲崎町２－６ 
アイワパーク
サイドビル２階

７８１－８７０８

社会福祉法人 しののめ会
聖星放課後児童クラブ

合同入所説明会

　金沢地区センター（泥亀２－１４－５） 
※上中里学童保育は、磯子・中区合同入所説明会（　１２月１日（日）１０時～１２時 
　　磯子公会堂（磯子区磯子３－５－１））で行います。

１１月１７日（日）１０時～１１時３０分（９時３０分受付開始）　

放課後児童クラブ合同入所説明会放課後児童クラブ合同入所説明会

　１１月３０日(土)１３時～１５時(１２時３０分開場)
　金沢公会堂講堂(区役所隣接)　　５００人先着
　①太極拳演武披露、②パラリンピックに向けた講演会、③ギニア伝統音楽披
露、④東京五輪音頭-２０２０-披露　
　①内田 愛氏、②稲葉 将氏、③クルマンケ氏
※手話通訳が必要な人は、１１月２０日(水)までに　　　を記入して　 ・　 にて
下記へ ※親子席あり(席数限定)　
　区民活動支援担当(６階６０１)　　７８８－７８０５　　７８８－１９３７
　kz-sports@city.yokohama.jp
共催：金沢区民生委員児童委員連絡協議会

金沢区 スポーツ振興 検索

　１１月３０日(土)１２時２０分～１６時３０分
　金沢公会堂多目的室(区役所２階)、会議室ほか　
　外国人による日本語発表、世界の踊り・楽器・遊び体験、
日本の文化紹介・体験、スタンプラリー(景品あり)
　区民活動支援担当(６階６０１)　　７８８－７８０4　　７８８－１９３７
　金沢国際交流ラウンジ(区役所２階)　　７８６－０５３１　　７８６－０５３２

　１２月７日・１４日の土曜日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 
紅葉の時期にあわせた１２月特別開園

第２０回カナガワビエンナーレ国際児童画展
～絵でつないできた４０年～
子どもたちのアートで世界をつなげよう！

　１２月１０日（火）～１５日（日）９時～１７
時 　　　金沢公会堂多目的室（区役所２階）
　区民活動支援担当（６階６０１）
　７８８－７８０４　　７８８－１９３７

金沢区民文化祭 検索

　１２月１０日（火）・１８日（水）１４時～１５
時３０分　　区役所１階１号会議室
　過去にスリーA™の講座を受講した人、
スリーA™の活動を行っている人（原則２日
間とも参加できる人）/２５人先着
　スリーA™経験者向けの内容です。ス
リーA™方式認知症予防ゲームの実践と活
動するうえでのヒントをお伝えします。
　飲み物（動きやすい服装で）
　ＮＰＯ法人 よこはまかたつむりの会
　１１月１３日（水）から　 で下記へ　
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７８０　　７８６－８８７２

スリーA™フォローアップ講座（２回コース）

ガチでうまい横浜の商店街ハンバーグNO.１決定戦 結果発表！
　９月１２日に受賞商品が発表され、金沢区からは「自家
製洋食の店 レストラン山水」の『ハンバーグステーキ』が
銅賞を受賞しました。温かいご声援ありがとうございました。

ハンバーグステーキ
１,０５０円（税込）

営業時間：１１時３０分～１５時(土日祝１２時～１５時３０分)、
１７時３０分～２２時　定休日：月曜日(祝日の場合は翌火曜日)
　能見台通７－３　　７８２－４５１４

能見台駅前商店会 「自家製洋食の店 レストラン山水」

銅

金沢区民のつどい～東京２０２０大会に向けて盛り上がろう！～

金沢ラウンジフェスティバル～ともに進もう、新しい時代へ！～
国際交流イベント

金沢消防署 予防課・警防課　　・　781-0119

　これから冬にかけて家の中でケガをして、救急車を呼ぶケースが多くなってきます。
　頭のケガや骨折で入院することになり、退院後、自立での生活に支障をきたす
ことも多くあります。

～高齢者の家庭内事故～

階段からの転落 ベッドからの転落転倒・ぶつかる

家の中は危険がいっぱい!!家の中は危険がいっぱい!!

家庭内事故の対策をしましょう
1 2 3

家の中の段差をなくして
整理整頓を心がけましょう

※適度な運動をして、筋力の低下や体の衰えを防ぐことも大切です。

手すりの設置や、すべり
止め対策をしましょう

ベッドに転落防止用の
柵をつけましょう

家庭内事故の対策をしましょう



　健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

 
　１２月６日・１３日・２０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

　１１月２１日(木)、１２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
　②～⑥　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

　１１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
１１月１２日・２６日、１２月１０日の火曜日
１１月１９日、１２月３日の火曜日
１１月１３日・２７日、１２月４日の水曜日

①乳幼児・妊産婦歯科相談

⑥子どもの食生活相談

　１１月２１日(木)１３時～１３時２５分
⑧うたってあそぼう

　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

⑬出前ひろば（お外で遊ぼう!）

　１１月２１日(木)１０時～１１時３０分
　子どもを預けることに関わる相談

⑦保育・教育コンシェルジュ相談

②

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
❶１１月１２日(火)１０時３０分～１１時３０分　
　西金沢地域ケアプラザ(釡利谷南３-２２-３)
❷１１月１６日(土)１０時１５分～１１時１５分
　親と子のつどいの広場ふきのとう(洲崎町１０-７)
❸１１月２７日(水)１３時３０分～１４時３０分
　とことこ研修室
❹１２月５日(木)１３時３０分～１４時３０分
　親と子のつどいの広場 たんぽぽ
　(六浦２-１４-１２ 山本助産院内)

❶１１月１１日(月)
❷１１月１２日(火)
❸１１月１４日(木)
❹１１月２１日(木)
❺１２月５日(木)
❻１２月７日(土)

　１１月２７日(水)１０時３０分～１０時５０分

　❶～❺１０時～１１時３０分、❻１１時～１３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わらべうたであそびましょう♥

　１１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

　１１月１２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

釡利谷第四公園
走川公園
下ノ浜公園
富岡西公園
六浦公園
能見台中央公園（プレイパーク）

　❸のみとことこ研修室

②おしゃべり会と交流会
❶１１月１５日(金)１０時３０分～１１時３０分
　多文化ママ交流会
❷１１月１６日(土)１０時～１１時
　多胎ママ交流会
❸１１月１９日(火)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)
❹１１月２５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
❺１１月２６日(火) １０時～１１時
　はじめてのとことこ
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③ごっくん離乳食教室（はじめる頃）

　１１月２２日(金)１０時～１１時
⑨子育て応援ボランティア説明会

　１２月５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

⑤ぱくぱく幼児食教室

　１１月１４日(木)、１２月１０日(火)１０時～１１時
④保育士によるお楽しみ＆相談

　１１月１４日(木)、１２月１０日(火)１０時～１１時
　離乳食・好き嫌い等、食に関する相談

⑤栄養士相談

　１１月２０日(水)１３時３０分～１５時３０分
　関東学院大学教授・臨床発達心理士の土谷みち子
先生を囲んで子育てについておしゃべりしましょう。

⑥教えて♡土谷先生

　１１月１３日(水)１０時～１１時
③大人のストレッチ

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

●きらら保育園 ●あおぞら谷津保育園
人形劇
　１１月１６日(土)１０時～１１時　　同園ホール
(能見台東２－３)　　地域の未就園児と保護者/
２０人先着　　「魔女になりたがりやの小さな
ネズミ」「さるじぞう」　　１１月１１日(月)から
　または　 へ　　７９０－３４４０

第８回あおぞらふれあいまつりin谷津
　１１月１７日(日)１０時～１５時　　※雨天決行　
　同園(谷津町２３１-５）、谷津染井公園(谷津町２３１
－６)　　地元の飲食店、バザー、フリーマーケット、
ステージ、展示コーナーほか ※バザーの不用品(新
品・新品同様品)募集中　　７８４－０５４０

　１２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

⑪助産師相談

　１２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。

⑫工作クラブ

　１１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

④もぐもぐ離乳食教室（２回食頃）

リユース家具市民提供（第６回）

■HIV（エイズ）検査・梅毒検査 ■禁煙相談
　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。

　１２月６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）

■健康相談（生活習慣病等）
　１１月１５日(金)９時～１２時、１３時３０分
～１５時３０分、１２月６日(金)１３時３０分～１５
時３０分　　区役所５階 健康相談室（５０３）

■肺がん検診
　１２月９日(月) 
予約開始日：１１月１１日(月)～　
　区役所５階 健康相談室(５０３)

　【申込み】１１月１８日（月）～３０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】１２月２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
～１２月１４日（土）（日曜日を除く） ※期間中
引取りがない場合は取消になります。 
◎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、
　資源循環局金沢工場(幸浦２-７-１)
　７８４－９７１１　　７８４－９７１４

検索金沢工場 リユース家具

　１２月１９日（木）、令和２年１月７日（火）・
１４日（火）、２月４日（火）・２０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歳以上の区民/２０人先着
　１２個のカップを積み上げては崩しタ
イムを競います。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）
　１１月１１日（月）から　 で下記へ
　高齢者支援担当（４階４０２）
　７８８－７７８０　　７８６－８８７２

スポーツスタッキング講座（全５回）



②あきすい(秋の吹奏楽コンサート)
　１１月２３日（祝・土）１４時３０分～１５時４５
分頃　　　１５０人先着　　金沢総合高
校吹奏楽部

③フラワーキャンドルポット
　１２月５日(木)１０時～１２時
　１５人先着　　６００円　
　押し花模様のキャンドル作り

⑥手ごねのパン作り・冬
　１２月２３日、令和２年１月２０日、２月１７
日の月曜日（全３回）９時１５分～１３時　
　１６人抽選　　３，５００円（３回分）

②えいごでエンジョイ❸（幼稚園児）
　１２月５日～令和２年２月１３日の木曜日
（12/26、1/2・9を除く）（全８回）１５時３０分
～１６時３０分　　園児または同年齢児／
２０人抽選　　４，８００円（８回分）

⑥籐手芸で小物作り
　１１月２６日(火)９時３０分～１１時３０分、
１２月１２日（木）９時３０分～１２時３０分（全
２回）　　１０人抽選　　１，２００円（２回
分）　　籐のかごとクリスマスベルの製作

読書フェスティバル「おはなし会」開催
　１１月１９日（火）１０時～１２時
　紙芝居、落語、寸劇、朗読劇など

④つまみ細工でお正月飾り
　１２月５日（木）・９日（月）１０時～１２時３０
分 　　各日５人先着　　１回２，２００円

②英語でエンジョイ！親子でクリスマス
　１２月２２日（日）１０時～１１時１５分
　小学生・幼児と保護者／２０人抽選
　子１人につき５００円

①みんなで飾ろう！クリスマスツリー
　１１月３０日（土）１０時３０分～１２時 　 
　幼児と保護者、小学生

④モールで作るトナカイとクリスマスツリー
　１２月２日（月）１３時～１５時３０分
　成人／１５人抽選　　１，８００円

④手作りの醍醐味 味噌を作る！
　１２月１４日（土）１２時３０分～１５時　
　２０人抽選 　　２，０００円 ※下準備か
ら参加の場合９時３０分から

②年末年始に作りたい懐石風おもてなし料理
　１２月６日（金）９時３０分～１２時３０分
　１５人先着　　２，０００円

⑤スマホの基礎と楽しいLINE教室
　・　 １１月２８日(木)基礎編：１０時３０分
～１２時、ＬＩＮＥ編：１３時～１４時３０分　
　各１５人抽選　　各２００円 ※スマート
フォンの貸出しあり

　③１１月１４日（木）から　 へ、④～⑥往復
はがきに 　　　、年齢を記入して、④１２月
３日（火）⑤１１月１９日（火）⑥１１月１８日
（月）（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プロが教えるガーデニング
　～お正月寄せ植え
　１２月１８日（水）１２時３０分～１４時　
　１６人抽選　　３，０００円

釡利谷地区センター

①地域の作品展
　１１月２１日(木)～２５日（月）１０時～１７時

①季節の折り紙教室 干支の飾り
　１２月１１日（水）９時３０分～１１時３０分 
　２０人抽選　　４００円

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

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

検索釡利谷地区センター ホーム

③楽しい手作りそば打ち教室
　１２月１日～１５日の日曜日（全３回）９時３０
分～１２時３０分　　成人／１６人抽選　
　４，０００円（３回分）

⑤バラの花の絵巻き寿司
　１２月１２日（木）１０時～１２時　
　成人／１２人抽選　　１，５００円

③押し花装飾、ランタン作り
　１２月７日(土)１２時３０分～１４時３０分
　園児（保護者同伴）～成人／２０人抽選
　１，０００円
④クリスマス！こどもパン作り
　１２月２１日（土）午前の部：９時３０分～
１２時３０分、午後の部：１３時３０分～１６時３０
分　　小学生／各１６人抽選　　１，０００円

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

⑥楽しいハンドメイド つまみ細工で
　作るリースのお正月飾り
　１２月２日（月）９時３０分～１２時
　成人／５人抽選　　２，５００円
　①～⑥往復はがきに　　　 、年齢、②保
護者氏名を記入して、１１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

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

①にこにこ劇場
　１２月６日（金）１０時～１１時３０分　
　未就園児と保護者

能見台地域ケアプラザ
〒236-0058　能見台東2-1

②書き初めの練習をしよう
　１２月２６日（木）９時３０分～１１時　
　毛筆を使える小学生／１５人先着　
　３００円

　②～⑥往復はがきに　　　 、②参加する
子の名（ふりがな）・性別③年齢④性別・学
年・希望の部を記入して、②１１月２１日(木)
③１１月２５日（月）④１２月５日（木）⑤１２月２
日(月)⑥１２月１２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

③能見台ウォーク～クリスマスを待つ
　山手の丘と横濱の歴史を歩こう～
　１１月２８日（木）９時３０分～１５時３０分（雨
天中止）　　３０人抽選　　５００円　　JR
「石川町」駅（集合）～港の見える丘公園～山下
公園（昼食）～JR「関内」駅（解散）（行程約８km）

①ドレミファぽぽ
　１１月１７日（日）１１時～１１時３０分　
　歌とお話の会
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　③～⑥１１月１１日（月）９時から　 へ

　②１１月２０日(水)から　 または 　へ、
③ 　または　 へ

787-0991 787-0993

①地域の作品展
　１１月２８日（木）～１２月１日（日）９時～２０
時（１２/１は１５時３０分まで）

六浦地区センター
〒236-0031 六浦5-20-2

788-4641・

楽しく無理なく、脳と体の健康づくり体操
　１２月１日・８日の日曜日（全２回）１０時３０
分～１２時　　６５歳以上／２０人先着
　２００円（２回分）　　１１月１１日（月）
９時３０分から　 または 　へ

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

②六浦ミュージックライブ
　１２月８日（日）１３時３０分～１６時

③クリスマス・ケーキ教室
　１２月１日（日）９時３０分～１１時３０分
　小学生～中学生／１６人先着　
　８００円

第１７回文化祭
　１２月７日（土）・８日(日)９時～１６時頃
　絵画・写真等の作品展示、サックス・フ
ルートの演奏、囲碁・押し花等の体験ほか

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

③こぎん刺しを体験しませんか
　１２月６日（金）１０時～１２時
　１０人先着　　１，０００円

　③～⑤１１月１１日（月）から　 または 　へ

②おもちゃ病院
　１２月９日（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
　１１月２０日(水)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男のライフデザイン講座～あなたの
　やりがい見つけてみませんか～
　１１月２０日（水）、１２月５日（木）・１９日
（木）（全３回）各１４時～１６時(12/19の
み１５時３０分まで)　　２０人先着

⑤パソコン・スマホ何でも相談
　１２月１１日・１８日の水曜日９時３０分～
１６時　　各日８人先着　　１回６００円

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)

※休館日は各施設にお問合せください。

④年賀状を作る木版画教室
　１１月２２日～１２月１３日の金曜日（全４
回）１２時３０分～１４時３０分　　１０人先
着　　２，５００円（４回分、初回全納）
⑤ミニツリーのフレームづくり
　１１月２９日(金)９時３０分～１１時３０分
　１２人先着　　１，８００円
⑥クリスマス・スノードーム教室
　１２月１４日(土)１０時～１２時　　小学
生～中学生／１０人先着　　６００円

②なごみサロンなみき
　１１月１９日（火）１２時～１４時３０分　　

①子育てサロンなみき
　１１月１９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

体験！男性アレコレ講座 車いす講座
　１２月２日（月）１３時３０分～１５時３０分
　１０人先着 ※女性も大歓迎

泥亀地域ケアプラザ
〒236-0021　泥亀1-21-5

　１１月１１日（月）から　 または 　へ

782-2940 782-2959

シニアボランティアポイント登録研修会
　１２月７日（土）１３時～１５時３０分
　６５歳以上／２０人先着

富岡東地域ケアプラザ
〒236-0051　富岡東4-13-3

　１１月１１日（月）から　 または 　へ

　上記いずれかの施設に　 または 　へ

　①～④１１月１３日（水）９時から　 また
は 　へ

776-2030 770-5010

高齢者の身近な法律問題
　１２月３日（火）１３時３０分～１５時
　六浦地域ケアプラザ　　５０人先着
　弁護士による法律知識に関する講座

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

④おひざにだっこのおはなし会
　１１月２７日(水)１０時３０分～１１時　
　１～２歳の乳幼児と保護者／１５組先着

　③④１１月１４日（木）⑤１１月２１日（木）
から　 または 　へ

②いろいろな国のことばでおはなし会
　１１月２４日（日）おはなし会：１３時３０分
～１５時、本の展示：１２時～１５時３０分

金沢図書館
〒236-0021　泥亀2-14-5
784-5861 781-2521

①定例おはなし会
　１１月２０日(水)１５時３０分～１６時

③これであなたもだまされない！
　詐欺を見分けるためのコツ講座
　１２月１日(日)講演：１３時３０分～１５
時３０分、個別相談：１５時４０分～
　講演：４０人先着、個別相談：３組先着　

⑤かなざわ大人のライブラリーツアー2019 
　第４回ＪＡＭＳＴＥＣ横浜研究所図書館
　１２月１２日（木）１４時～１６時
　成人／１５人先着 　　海洋研究開発機
構横浜研究所図書館（昭和町3173-25）

草月流生け花のデモンストレーション
　１１月１６日（土）１３時～１３時３０分　　
　公園内グリーンハウス　　飲食は有料

富岡西公園
〒236-0052 富岡西6-3
775-2714 775-3044

④こどもお菓子教室
　～クリスマスケーキを作ろう！～
　１２月８日（日）９時３０分～１３時 　　小
学２～４年生／１２人抽選　　１，８００円
　②１１月１１日（月）９時３０分から参加費
を添えて　 へ、③④往復はがきに 　　　、
③年齢④学年を記入して、③１１月１８日（月）
④１１月２４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

②クリスマスの集い
　１２月２１日（土）１３時～１４時３０分　
　４０人先着　
　マジックショー、ハンドベル演奏

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

①大人のための「朗読会」
　１２月７日（土）１０時３０分～１１時３０分
　４０人先着

③パソコン講座・デジカメ編集編
　１２月１２日・２６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、デジカメ、SDカード
④笑顔で歌おうポピュラーソングⅢ
　１２月１２日～令和２年３月２６日の第２・
４木曜日（全８回）１２時４５分～１４時３０分
　５人先着　　４，０００円（８回分）



③いきいき映画祭
　１１月２６日（火）１３時３０分～１５時３０分　 （整理券配布・開場１３時）　
　「もういちど」　
　②③３階　　②③どなたでも可/③５０人先着

中途障害者連絡会講演会「脳卒中の予
防と治療後の食事管理について」
　１１月１６日（土）１３時～１５時
　能見台地区センター（能見台東２－１） 
　大沼 祐子氏（湘南鎌倉病院栄養管理セ
ンター）　　１００円　　上履き

第５６回 みず色の風コンサート
～クリスマスは“クロイツェル”と共に～
　１２月２２日（日）１４時～１６時（開場１３
時３０分）　　１０４人先着　
　チケット：前売り・当日（残席がある場合
のみ）とも１，５００円（小学生以下は無料）
　　　　を　 ・ 　・　 または 　へ

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 １１月２５日(月)
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検索フォーラム南太田 イベント 

　区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
　788-7803　　789-2147　　１２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
　１１月１８日(月)～２９日（金）

　１２月２日(月)～７日(土)
　１２月８日(日)～１４日(土)

第45回金沢まつり花火大会フォトコンテスト受賞作品
一覧／金沢まつり実行委員会事務局

ひまわり写真クラブ・あさひ写真クラブ 第10回合同
写真展／ひまわり写真クラブ・あさひ写真クラブ

遊アート会作品展／遊アート会

展示ケース
　１２月２日(月)～２８日(土) 楽しくお客様をお招き／　　　　　　荒井 敦子氏

さといも堀り
　１１月中旬～１２月初旬の土・日・祝日（芋
がなくなり次第終了）１０時～１１時３０分
　１口２株７００円

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バラの咲きがらを使って
　フラワーアレンジメント
　１１月２７日（水）１０時～１２時
　２４人先着　　５００円

八景島

②バラの育て方～１２ヶ月～
　１１月２０日（水）１０時～１２時　
　２０人先着
　①②１１月１１日（月）から　　　、年齢を
　・ 　・ 　にて上記へ

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

〒236-0014　寺前1-14-10

　６０歳以上(※講座は初心者向け)／応募者多数の場合は抽選／申込みは１人１講座
　往復はがきの往信の表面に宛先、裏面に、氏名・〒住所・電話番号・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、１１月１８日（月）(必着)までに
上記へ(※返信の裏面は無記入)、または返信用はがきを添えて　 へ

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
歌って楽しく音楽で健康
楽しく健康エクササイズ

２5
２０

開催日
第２・４月曜
第１・３木曜

１０時～１１時３０分
１０時３０分～１２時

①短期講座受講生募集（１２月～令和２年２月 全６回）

NPO法人中途障害者地域活動センター
ライブアップ金沢

・ 786-8689

金沢区「街の先生」

お正月のしつらえ講座
　１２月２日(月）１３時～１５時　
　３０人先着　　１，２００円　
　１１月１１日（月）から　 または　 へ

旧伊藤博文金沢別邸
〒236-0025 野島町24
・ 788-1919

　 　もしくは往復はがき、または専用の申込用紙（要返信用６３円切手）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、１１月２３日
(祝・土)（必着）までに上記へ ※同一教室への重複応募は無効／応募多数の場合は抽選／託児
は生後６か月から　　※各教室の詳細は、センターへ直接お問合せ下さい。

定期教室参加者募集 令和２年１月スタート

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

16歳以上

16歳以上

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 対象 回数・費用

１３時３０分～１４時２０分

火

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

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

50歳以上

65歳以上

50歳以上
16歳以上/女性

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

※

(※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

※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

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１１回 ６,０５０円
全１１回 ７,２６０円
全１１回 ４,８４０円
全８回 ８,８００円

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

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
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

月 １６歳以上１３時～１４時４５分マージャン初級教室

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１２回 ７,９２０円

全１２回 ９,２４０円
全１２回 ７,９２０円
全１１回 ７,２６０円
全１０回 ４,９００円
全１１回 ５,３９０円

全１１回 ３,６３０円

全１１回 ７,２６０円

全８回 ５,２８０円
(別途教材費２,０００円)

教室名 時間 対象 内容
９時１５分～１０時１５分
１０時３０分～１１時４５分

年中～小学２年生
小学生

子ども運動基礎教室
小学生体力向上教室

冬休みこども教室

カナカツ秋まつり
　１１月１４日（木）１５時～１７時３０分
　３階　　国際交流ラウンジで日本語を学
習している生徒による絵本読み聞かせ、
ゲーム大会

金沢区青少年の地域活動拠点カナカツ
〒236-0028　洲崎町2-6　
アイワパークサイドビル1階
・ 374-4035

検索カナカツ

走運動・マット運動・ボール運動の習得
「走・跳・投」の向上

②はじめてのボッチャ
　１２月７日(土)１０時～１１時３０分

全１０回 7,7００円

　１２月２６日（木）・２７日（金）（全２回）　　１，４００円(２回分)　　１２月１日（日）から 　または　 へ

〒236-0006 八景島
788-9778
info@hakkeijima-partnership.jp

788-9732

検索八景島指定管理者毎週月曜日(休日の場合は翌日)



障害のある方のアート作品を
鑑賞しませんか？

12 2019（令和元）年 11月号 ／ 金沢区版

　12月6日（金）10時～12時　　金沢公会堂講堂（区役所隣接）
　親なきあと相談室主宰　渡部 伸氏（行政書士/社会保険労務士）　
　金沢地域活動ホームりんごの森　金沢区基幹相談支援センター
　７８４－２７１９　　７８４－２７５８

障害のある子の家族が
知っておきたい「親なきあと」

　１２月９日（月）～１３日（金）１１時～１５時 ※製品が無くなり次第終了
　区役所１階ホール及び２階多目的室前

　　県立金沢文庫(金沢町１４２)　　７０１-９０６９　　７８８-１０６０
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神奈川県立金沢文庫は、令和元年１１月１８日（月）～令和２年３月下旬（予定）の
間、館内整備のため休館いたします。
開館後は、企画展「江戸刷リ物品定メ」を予定しております。ご期待ください。

１２月９日（月）～２０日（金）９時～１７時

不動明王二童子像
称名寺所蔵 南北朝～室町時代

日時

会場

みんなのギャラリー　作品展

福祉施設製品などの販売同時開催同時開催

講演会

障害者支援担当（4階402）　　788-7849　　786-8872

健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600 食品衛生係（4階406）　　788-7871　　784-4600

障害者に関する
こんなイベントもあります！

感染症に気をつけよう 検索横浜市衛生研究所

インフルエンザ予防の6か条
手洗い・うがいはこまめに
マスクをつける
人混みを避ける

部屋の湿度を保ち、温かく過ごす
予防接種を受ける
体調を整える

～ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう～
　ノロウイルスによる食中毒は、通年発生していますが、特に冬季は
集団発生が多くなっています。手指や食品などから人に感染し、おう
吐や下痢等の症状を引き起こし、重症化する場合もあります。

●感染経路●

①ウイルスを持ち込まない(帰宅したら手洗い)
②ウイルスを広げない(トイレの後は手洗い)
③ウイルスを付けない(調理の前には手洗い)
④しっかり加熱調理する
　(８５℃～９０℃で、９０秒以上の加熱）

●予防方法●

第一会場：いきいきセンター金沢（泥亀１－２１－５）　　
第二会場：区役所１階エレベーター前

　金沢地域活動ホームりんごの森　金沢区基幹相談支援センター
　　７８４－２７１９　　７８４－２７５８
　障害者支援担当（４階４０２）　
　　７８８－７８４９　　７８６－８８７２

　金沢区には約９,３００人の障害児・者が生活しており、会社や学校、障害
のある方の活動の場に通うなど、ひとりひとり、さまざまな日常生活
を送っています。
　みんなのギャラリー 作品展では、区内在住、在勤の障害のある方のアート
作品にスポットをあて、皆さんにご紹介します。ぜひ、お越しください。

①ウイルスをもった
二枚貝（牡蠣など）を生
食または加熱不十分
で食べた場合

②食品を取り扱う人
が感染しており、その
人を介して汚染され
た食品を食べた場合

③感染者がおう吐し
たときの飛沫や、乾燥
した吐物中のウイル
スを吸い込んだ場合

かき

手洗いは感染症予防の基本です

　インフルエンザは、咳やくしゃみ等の飛沫を
吸い込むことで感染するほか、手を介して感染
することもあります。せっけんを使ってこまめ
に手を洗いましょう。

　予防接種は、重症化の予防に有効な方法です。高齢者
や乳幼児など、かかった時に重症化する恐れの高い人
やその家族は、特に接種をおすすめします。
　全ての人が発症しなくなるわけではありませんが、
発症しても軽い症状ですみます。

予防接種を受けましょう

検査内容・ＨＩＶ（ＡＩＤＳ(エイズ)） ・梅毒  ・Ｂ型肝炎  ・Ｃ型肝炎

区役所5階検査室（５０６）　　　問診と採血
12月 日（火）10時～1４時（予約不要・無料・匿名）３日時

会場 内容

上記の４項目すべて検査希望の人のみ受けられます。
検査結果は1週間後以降にお渡しします。必ず本人が指定された日時にお越しください。

世界エイズデーに合わせて、 イベント検査を実施します！

最新の感染症流行情報はこちら！
食中毒予防の基本は
手洗いと加熱調理です。
しっかり行い、食中毒を
予防しましょう！

参加無料
申込不要

１
2
3

4
5
6

今年の世界エイズデーキャンペーンのテーマは
「UPDATE！  話そう、HIV/エイズのとなりで
 ～検査・治療・支援～」です。

洗い残しの多い部位

Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎は
今回のみ実施！

Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎は
今回のみ実施！

障害のある方のアート作品を
鑑賞しませんか？

障害者に関する
こんなイベントもあります！

わたなべ しん

ひまつ
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