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金沢区のいま
令和２年
1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!2月の土曜開庁日 ８日・22日 9時～12時
この記事に関する問合せ　区民活動支援担当（６階６０１）　　７８８－７８０5　　７８８－１９３７
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月号22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

月 日（土）月 日（土）１０時～１４時３０分（受付は１４時まで）
１０時～１４時３０分
（受付は１４時まで）

金沢区体育協会
事務局　藤井 節子さん

ふじい せつこ
金沢区体育協会
高見 勝貞 事務局長
たかみ かつさだ

金沢区体育協会
佐野 昇司 会長
さの しょうじ

このイベントは「金沢区体育協会」が主催しています。
私たちは、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ける機会
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。

❶野球 事前申込み

事前申込み

A.親子でテニスを楽しもう！
　　小学生と保護者
   各20組先着（午前・午後）　

２月１２日(水)１０時～２８日(金)に先着順
　・　・　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）

● 　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。
★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）

B.初心・初級者向けテニス教室
　　中学生以上・大人
　各18人先着（午前・午後）

❷親子・大人テニス

❹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、チュックボール等

❺ラグビー
ラグビーボール
キック体験

❾卓球
ラケットの持ち方、
簡単なルール解説

10ゲートボール
打ち方の体験、
簡単なルール解説

❸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

申込み・参加方法

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。

市内ではオリンピックの野球・ソフトボール、サッカー競技が行われます。
横浜市は、東京2020大会をともに盛り上げていきます！

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

❻サッカー

❽ボウリング
ミニレーンでの
ボウリング体験

❼剣道 
道着の着用、素振り・打ち
込み体験、技法の披露等

いろいろなスポーツを
気軽に体験できます♪

気軽に
！

楽しく
！ スポーツ   　体験しよう！

参加無料！

長浜公園・金沢スポーツセンター会場
（長浜106-6） （長浜106-8）

シーサイドライン「並木中央」駅下車徒歩７分、「京急富岡」駅下車徒歩17分

スポーツで寒さを
吹き飛ばしましょう！

申込受付

申込方法

申込み・問合せ先

11陸上
体力測定及び
走り方の指導等

少年野球部
高橋 正 部長
たかはしただし

陸上競技部
芳垣 定一 部長
よしがきさだかず

ボウリング部
島谷 晴久 部長
しまたにはるひさ

申込方法は
こちら♪

詳細は、金沢区体育協会ホームページを
ご覧ください。 金沢区体育協会 検索

第６回

事前申込み

事前申込み

たけした こうじ
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お住いの町内に対して
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検索いきいき金沢ささえあいプラン

検索金沢区暮らしや地域に関する意識調査

詳しくは

　区民の皆さんに、暮らしや福祉と保健に関する満足度などについて伺いました。
ご協力いただいた皆さんに感謝申し上げます。
　このたび、調査結果がまとまりましたので概要をご紹介します。
調査結果は、「金沢区地域福祉保健計画」の基礎資料や地域支援に活かしていきます。

　いきいき金沢・ささえあいプランは平成18年から策定が始まり、５年毎に見直
しを行っています。現在の第３期計画の期間が令和３年３月までであることか
ら、令和３年４月から令和８年３月までの第４期計画の策定にむけて検討を進め
ています。策定にあたっては、素案の段階で区民の皆さんに意見募集を行い確定
します。（意見募集の時期は広報でお知らせします）
　区域計画と同時進行で、区内1４地区連合町内会でも、地区推進連絡会等での
検討を経て「地区別計画」を策定します。

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

調査対象：
抽出方法：
調査方法：
調査期間：
回収結果：

金沢区在住20歳以上の男女 7,769人
住民基本台帳からの無作為抽出
郵送による配布、回収（無記名）
令和元年６月17日～７月５日
4,019件（回収率 51.7％）

金沢区に対して

総合的な暮らしやすさ

１位　自分の病気や健康、老後のこと
２位　家族の健康や介護
３位　生活費のこと
　

富岡第三
３位
４位
５位

日常の買い物の便
事故や災害のこと
外出時の移動手段

富岡第一
３位
４位
５位

外出時の移動手段
日常の買い物の便
事故や災害のこと

金沢シーサイドタウン
３位
４位
５位

生活費のこと
事故や災害のこと
外出時の移動手段

富岡第二
３位
４位
５位

事故や災害のこと
生活費のこと
犯罪や防犯のこと

富岡西・能見台

同率
３位

５位

生活費のこと
事故や災害のこと
こどもの保育や教育のこと

金沢東部
３位
４位
５位

生活費のこと
事故や災害のこと
犯罪や防犯のこと

金沢南部
３位
４位
５位

生活費のこと
事故や災害のこと
日常の買い物の便

金沢
３位
４位
５位

事故や災害のこと
生活費のこと
日常の買い物の便

六浦
３位
４位
５位

事故や災害のこと
生活費のこと
外出時の移動手段

六浦東
３位

同率
４位

外出時の移動手段
生活費のこと
日常の買い物の便

六浦西
３位
４位
５位

生活費のこと
日常の買い物の便
外出時の移動手段

釡利谷
３位
４位
５位

生活費のこと
外出時の移動手段
事故や災害のこと

金沢中部
３位
４位
５位

事故や災害のこと
生活費のこと
犯罪や防犯のこと

能見台
３位
４位
５位

生活費のこと
外出時の移動手段
犯罪や防犯のこと

あなたのまちの
地域福祉保健計画
（地区別計画）

地区別計画のリーフレットは
区役所窓口（4階409）で
配布しています。

ご存じですか？ （金沢区地域福祉保健計画）

第3期計画基本理念 誰もが安心して  健やかに住み続けられる  支えあいのまちづくり
【重点テーマ】Ⅰ　身近な知り合いを増やし安心の輪を拡大

Ⅱ　みんなで健康づくりに取り組みいきいきとしたまちへ
Ⅲ　『得意』や『経験』をいかしてわたしもあなたも地域も元気に

第4期いきいき金沢・ささえあいプランの策定にむけて

　地域福祉保健計画とは、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、住民同士の支えあいを柱として、地域の福祉保健に関する課題解決
に向け、区民・事業所・行政が協働で取り組んでいくための計画です。
　計画は、区全体の共通課題や住民主体の課題解決の支援策等について区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラザが連携しながら取り組む区域計画と
連合町内会を単位とした14地区において地域に暮らす人を中心に取り組む計画をまとめた地区別計画で構成されています。
現在は、第3期計画（平成28年４月～令和３年３月）を推進しています。

　「生活費のこと」や「外出時の移動手段」「日常の買
い物の便」といった日常生活に密着した困りごとの
ほか、震災や全国的な風水害が起きていることか
ら「事故や災害のこと」への意識も高まっています。

　地域では、自治会町内会や
地区社会福祉協議会などが中
心となって、地域での助け合
いや顔の見える関係づくりに
取り組んでいます。

その他の調査項目の結果は、
下記ホームページをご覧ください。

区民の暮らしや地域に
関する意識調査の結果は
ホームページで公開しています。

59.5 ％
37.2 ％
24.8 ％
　

【区全体】 １位と２位は区全体、各地域ともに、「自分の病気や健康、
老後のこと」「家族の健康や介護」でした。
3位以降では、地域で少し順位に違いがみられましたので、
各地域の上位３位から５位をご紹介します。

暮らしの中で気になることや困っていること、不便を感じていること（複数回答）

金沢区に愛着や誇りを感じている人は、７割以上

金沢区に20年以上住んでいる人は、
６割以上

暮らしやすさに満足している人は、8割以上

この先も金沢区に住み続けたいと
思っている人は、7割以上

感じている
37.5％

感じている
28.6％

やや感じている
38.7％

1年～3年未満

1年未満 2.0％無回答 0.8％

4.1％

3年～5年未満 3.6％

5年～10年未満 6.4％

10年～20年未満
15.1％

全く
感じていない

どちらともいえない
9.1％

無回答 1.8％

あまり
感じていない
17.5％

4.4％

転出したい
(または転出する)

わからない
14.1％

無回答

できれば
転出したい
4.6％

1.9％

愛着を持って長年
金沢区に住んでいる
人が大勢！
７割以上の人が、
これからも金沢区で
暮らしたいと
考えています。

20年～30年未満
17.1％

できれば住み続けたい
39.4％

30年以上
50.9％

満足

満足 不満 わからない 無回答

29.2％

1.5％

不満

わからない 3.2％

無回答

どちらかと
いうと不満
8.3％

2.2％

1.8％

年代に関わらず大勢の人が
金沢区は「暮らしやすい」と
感じています。

住み続けたい
38.4％

全く
感じていない

どちらともいえない
7.7％

無回答 1.6％

あまり
感じていない
12.2％

2.9％

やや感じている
38.1％

0％ 20％

81.3

83.5

82.4

84.2

87.3

84.7

40％ 60％ 80％ 100％

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60～74歳

75歳以上

13.4

13.0

14.3

13.0

9.2

7.6

3.6 0.8

1.53.0

2.9 0.4

1.7 1.1

2.4 1.1

4.4 3.3
どちらかというと満足
55.3％ 満足：「満足」と「どちらかというと満足」の合計 不満：「不満」と「どちらかというと不満」の合計

75.6％ 67.3％

77.8％

84.5％

68.0％
ご存じですか？

調査概要
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8 2020（令和2）年 2 月号 ／ 金沢区版

　昨年７月に参議院選挙が執行され、金沢区の投票率は市内１位の
５３．４８％でした。さて、金沢区の投票率のうち、一番高い投票率だっ
たのは、どの年代でしょうか？

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

　住宅用火災警報器は、消防法により全ての家庭に設置が
義務付けられています。住宅用火災警報器とは、火災により
発生する煙や熱を自動的に感知し、音や音声により、火災の
発生を早期に知らせるものです。

●寝室
　（寝室として使用する部屋も含みます）
●台所

①テストボタンを押すか、
　引きひもを引っ張ります。
②テスト音（ブザーや音声）を
　確認します。

　区内在住、在勤、在学の人
　はがきに　　　 、年齢、クイズの答えを記入し、２月２８日(金)
(必着)までに下記へ
　統計選挙係「選挙クイズ」担当(６階６０５)(〒２３６－００２１ 泥亀
２－９－１)　　７８８－７７１２　　７８６－０９３４ 金沢区選挙マスコット

いこあら

六浦駅～東朝比奈・六浦地区 
ミニバスの試験運行が始まります

【稽古予定日】２月２５日、３月３日・１７日、
４月７日・２１日の火曜日(全５回)
各１７時３０分～１８時　　瀬戸町内会館
(瀬戸４－２６)　　区内在住の未就学児
(３歳～)と区内在住・在学の小学生(稽古
に参加できる人)/２０人抽選
　はがきまたは　に、  　　 、保育園・幼
稚園・学校名、学年、保護者氏名を記入し
て、２月１９日(水)(必着)までに区民活動
支援担当「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　　７８５－３４４２　

第２３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」の謡を習
い、５月３日(祝・日)開催予定の第２３回
称名寺薪能で発表します。(第２３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)

どこにつければいいの？ 定期的に点検してください

点検方法

問題

　企画調整係(６階６０２)　　７８８－７７２９　　７８６－４８８７
　道路局企画課　　６７１－３８００　　６５１－６５２７

住宅用火災警報器があなたの
   大切な「命」「財産」を守ります！

　２月２４日（振休・月）７時３０分～　　
　京急「金沢八景」駅改札（集合）、金沢漁
港（解散）　
　２月１２日（水）～１８日(火)に下記二次
元コードから
　関東学院大学 道幸ゼミナール
　７８６－７８９６
　michiyuki.zemi@gmail.com
後援：金沢区役所

フットパス～７時半だよ！全員集合～

　２月１９日(水)午前の部：１０時～１２時、
午後の部：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
　学校連携・こども担当(４階４０４)
　７８８－７７５３　　７８８－７７９４

「あつまれ！にこポカ！とみおか・なみきっず」
～富岡・並木地域の保育士と
　一緒に遊びましょう！～

　絵本やおままごと、赤ちゃんの玩具、
手形スタンプなど親子で遊べます。
保育士による楽しい手遊びやお話の時
間もあります。

　金沢漁港海産物フェスタの開催に伴
い、名所を回りながら街歩きをします。

　３月３日(火)１４時３０分～１６時(受付
１４時～)　　　金沢公会堂講堂（区役所
隣接）　　２５０人先着　　千葉 伸太郎氏
(慈恵医大教授・太田睡眠科学センター所
長)　※手話通訳を希望する人は　 へ、
または　　　を２月２０日(木)までに　 で
　健康づくり係（４階４０８）
　７８８－７８４０　　７８４－４６００

講演会 健康に暮らすための「よい眠り」

　２月１８日(火)１０時～１１時３０分
　金沢公会堂講堂(区役所隣接)
　子育て中の養育者、子育て支援に関わる
人/２００人先着　※親子席あり(保育なし)
　宮里 暁美氏(お茶の水女子大学文教育
学部教授)　
　下記へ　、　または右記二次元
コードにて　
　金沢区地域子育て支援拠点
「とことこ」(能見台東５－６ ２階)　
　７８０－３２０５　　７８０－３２０６　
※「金沢区健やか子育て連絡会」とは、地域
ぐるみで子育てを推進するために、養育者・
地域・関係機関・行政からつくる金沢区の子
育てネットワークです。

金沢区健やか子育て連絡会研修 
「子どもたちがかわいい、愛おしい、
すごいと思える瞬間！！」
～子どもたちが本来持っている力、
　すばらしさに気付き、愛おしいと
　思える瞬間を共に分かちあいましょう～

金沢区体育協会 検索

　３月２０日(祝・金)～１２月下旬の日曜
日・祝日　
　野島公園野球場(野島町２４)ほか
　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
　区内在住、在勤、在学者で構成するチーム
(女性参加可)　　一部：１チーム５０，０００円
/年間、二部：１チーム２３，０００円/春季大会、
三部：１チーム３５，０００円/年間
　申込書(下記　 からダウンロードもし
くは申込先で配布)及び参加料を、２月２２
日(土)～３月８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１１日(水)１９時開催の主将会議(金沢
公会堂で実施)に必ず出席してください。
後援：金沢区役所

金沢区民軟式野球大会

令和元年度 金沢区福祉保健のつどい
　３月７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45回金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
　第２部 

※託児の希望者は、２月２１日(金)までに　　　を　 または　 で下記へ
　事業企画担当(４階４０９)　　７８８－７８２４　　７８４－４６００

①基調講演「やってみたい！を支える地域」
　名和田 是彦氏(法政大学法学部教授)
②地域活動の取組事例発表 
　道くさC.C.(こども食堂)、スペース谷津坂(地域の居場所)

　正解者の中から抽選で10人に選挙啓発物品(エコバッグ等)を進呈します。
(商品の発送をもって当選者の発表にかえさせていただきます。)

明るい選挙クイズに挑戦しよう！

①２０歳代(２０歳から２９歳)　②４０歳代(４０歳から４９歳)　③７０歳代(７０歳から７９歳)

　東朝比奈・六浦地区では、横浜市地域交通サポート事業を活用し、地域の皆さんが
主体となって、横浜市や交通事業者と、地域に適した交通手段を検討しています。
　このたび、３月１日(日)から六浦駅と東朝比奈・六浦地区を結ぶ路線バスの試験
運行を開始する予定です。試験運行の利用実績などを踏まえて、今後、本格運行を
実施するかどうか判断します。お出かけの際は、ぜひご利用ください。

３月１日(日)～令和３年２月２８日(日)までの１２か月間(予定)
平日・土日祝：１０時台～１６時台(１２便/日)
１乗車：(現金)大人１８０円、子ども９０円　
　　　(　　)大人１７８円、子ども８９円
※敬老パス、その他乗車券も利用可
京浜急行バス株式会社

【試験運行概要】
運行期間
運行時間
運 賃

運行事業者

IC

「テストボタン」を
押す

寿命は、
約10年

「引きひも」を
引っ張る

寝室 子ども部屋階段の踊り場

台所

　３月７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

●階段
　（寝室が２階以上の階にある場合） ※ご不明な点は、

　下記へお問合せください。

六浦駅

六浦駅西口

京急
逗子線

運行ルート
朝比奈町
公園

クローバー
ハイツ

朝比奈
小学校入口

六浦西
第三公園

三信センター

三信住宅

東朝比奈
一丁目

グレース
タウン

六浦
地区センター

六浦荘団地

横浜横須賀道路横浜横須賀道路



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

　健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

 
　３月６日・１３日・２７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

　２月２７日（木）、３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

　２月２８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

 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

③２月２５日、３月１０日の火曜日
２月１８日、３月３日の火曜日
２月１２日・２６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

　３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　
　飲み物、タオル、動きやすい服装

⑤ぱくぱく幼児食教室(入門編)

　２月２６日（水）１０時３０分～１０時５０分
⑨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

　２月１８日（火）１４時～１５時
④保育士によるお楽しみ＆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
❶２月１４日（金）１４時３０分～１５時３０分
親と子のつどいの広場 ままのわ
（釡利谷東２－１９－４３ フォンテーヌ文庫１０１号室）
❷２月２６日（水）１０時３０分～１１時３０分　
❸３月６日（金）１０時３０分～１１時３０分
②③とことこ研修室

　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

　２月１２日（水）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（生え始めの頃）

⑩助産師相談

9

⑪工作クラブ

⑫出前ひろば（お外で遊ぼう！）

　２月２０日（木）１０時～１１時３０分
　子どもを預けることに関わる相談

　３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

　３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。

⑦保育・教育コンシェルジュ相談

　２月２０日（木）１3時～１3時２５分

　２月１９日(水)１４時～１５時

⑧歌ってあそぼう！

　２月１２日（水）１０時～１１時

❽３月６日（金）１０時３０分～１１時３０分
　多文化ママ交流会
❾３月７日（土）１０時～１２時
　にこまーる会 口唇口蓋裂のあるお子さんの　
　養育者同士で話しましょう

③大人のストレッチ

　２月２７日（木）１３時３０分～１５時（受付１３時～）
　区役所５階 栄養相談室（５０２）

④もぐもぐ離乳食教室（２回食頃）

■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）
　２月２１日（金）９時～１２時、１３時３０分
～１５時３０分
３月６日（金）１３時３０分～１５時３０分　
　区役所５階 健康相談室（５０３）

　２月２８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）

②おしゃべり会と交流会
❶２月１３日（木）１４時～１５時
　はじめてのとことこ
❷２月１７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
❸２月２０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)
❹２月２１日（金）１０時３０分～１１時３０分　
　多文化ママ交流会
❺２月２５日（火）１０時～１１時
　多胎ママ交流会
❻２月２７日（木）１０時３０分～１１時３０分　
　食物アレルギーについて話しましょう
❼２月２８日（金）１４時～１５時
　きょうだい児の子育てについて語ろう！

■禁煙相談
　３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

❶３月３日（火）
❷３月４日（水）
❸３月５日（木）
❹３月７日（土）
❺３月１０日（火）
❶～❸❺１０時～１１時３０分、❹１１時～１３時

西柴第四公園
六浦あさがお公園
下ノ浜公園
能見台中央公園(プレイパーク)
走川公園

■肺がん検診
　３月１８日（水）
予約開始日：２月１９日（水）～
　区役所５階 健康相談室(５０３)
　４０歳以上/５０人先着

　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

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。

●金沢さくら保育園 ●あおぞら谷津保育園
あかちゃんサロン
　２月１２日（水）１０時～１１時１５分
　同園ホール（泥亀１－２１－１）
　地域の未就園児（０歳～歩き始める
頃のあかちゃん）と保護者、妊産婦
　７８１－９３６０

特別育児講座「外遊びの大切さ」
　２月２０日（木）１０時３０分～１１時３０分
　同園保育室（谷津町２３１－５）
　地域の親子/先着受付　　野井 真吾氏（日本体育大学
体育学部 教授）　　事前に　 にて　　７８４－０５４２
共催：金沢南部地区子育てしやすい地域づくり協議会「シーエンジェル」

　２月１８日(火)１４時～１５時
　離乳食・好き嫌いなど、食に関する相談

⑤栄養士相談

⑥子育て応援ボランティア説明会

　❸❾とことこ研修室
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　②３月１日(日)から　 または 　へ
②女性としごと応援デスク
　・　（１）女性の労働サポート相談：３月
２１日(土)１３時～１５時５０分、（２）キャリ
ア・カウンセリング：３月２７日(金)１０時～
１４時５０分　※いずれも１人５０分程度
　（１）３人先着（２）４人先着

②エンディングノートの書き方講座
　３月６日(金)１０時～１１時３０分
　２０人抽選

①親睦卓球大会(チーム戦)
　３月２２日(日)９時３０分～１５時　　初
心者・中級者／１００人先着　　１人５００円 

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

（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

④春の文化祭(釡利谷地区センターまつり)
　３月６日(金)～８日(日)９時３０分～１７
時(８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おもちゃ病院
　２月２７日(木)９時３０分～１２時３０分　
　修理無料、部品実費
③おひざの上のおはなし会
　３月２日(月)１１時～１１時３０分　
　乳幼児と保護者

①みんなの健康体操
　２月１４日・２８日の金曜日
１０時～１１時３０分　　　１回４００円
　体育館履き・タオル

　①２月１１日(祝・火)から　 へ、②③往
復はがきに　　　、②年齢・性別、③学年
を記入して、②３月３日(火)③３月１３日
(金)(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おもちゃ病院
　２月２２日(土)９時３０分～１２時３０分
　修理無料、部品実費

六浦地区センター
〒236-0031 六浦5-20-2

788-4641・

②六浦寄席
　３月２４日(火)１３時～１５時 
　５０人先着　　５００円

②加油！初心者の中国語会話
　～いよいよオリンピック！中国語で
　おもてなし始めましょう！～
　３月１７日～４月２８日の火曜日(全６
回)１０時～１１時３０分
　１５人抽選　　４，５００円(６回分)
③春休みこども料理教室
　～デコレーション寿司を作ろう！～
　３月２７日(金)９時３０分～１３時
　小学２～６年生／１５人抽選 　　１，８００円

②なごみサロンなみき
　２月１８日(火)１２時～１４時３０分　　

①子育てサロンなみき
　２月１８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

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

　②～⑤往復はがきに　　　、年齢を記
入して、２月２０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

10 2020（令和2）年 2 月号 ／ 金沢区版

③桜散策
　～大岡川沿いに弘明寺から黄金町へ～
　３月２５日(水)９時３０分～１２時３０分
(雨天中止)
　京急「弘明寺」駅(集合)、京急「黄金町」駅
(解散予定)
　２０人抽選　　５００円

　③④２月１１日(祝・火)から　 へ

①センターまつり
　２月２９日(土)、３月１日(日)９時～１６
時５０分(３/１は１５時まで)
　作品展示会、発表会
②おはなしころりん村
　３月５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、変わり絵

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

①第６回 並木コミュニティハウス文化祭
　３月７日(土)・８日(日)９時～２１時(８日
は１６時まで)

③なみきほぐしヨガ
　４月１４日～７月２８日の第２・４火曜日
(全８回)１０時～１１時３０分
　２０人抽選　　４，８００円(８回分)
④椅子を使った優しいヨガ
　４月７日～７月２１日の第１・３火曜日
(５/５は除く)(全７回)１０時～１１時３０分
　１５人抽選　　４，２００円(７回分)

①税務署での申告書作成について
　２月１７日（月）～３月１６日（月）（土・日、
祝日を除く。ただし２月２４日(振休・月)、３
月１日(日)は開場)
相談：９時１５分～(受付８時３０分～１６時)
●混雑時は、受付を早めに締め切ります。
●相談内容が複雑な場合は１５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。
②令和元年分の申告期限と
　納期限のお知らせ
●所得税及び復興特別所得税・贈与税の
　申告と納期限は、３月１６日(月)まで
●個人事業者の消費税及び地方消費税の
　申告と納期限は、３月３１日(火)まで
③キャッシュレス納付のご案内
国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に
出向かなくても納付手続きができます。
詳細は国税庁の　 をご確認ください。

　③～⑥２月１１日(祝・火)から　または
　へ

　２月１１日(祝・火)９時から　　　を
　・　・　または 　へ

資源循環局金沢工場
〒236-0003 幸浦2-7-1

金沢工場リユース家具市民提供(第８回)
　【申込み】２月２５日(火)～３月７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９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２１日(土)（日曜日を
除く） ※期間中引取りがない場合は取消。
◎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、

784-9711 784-9714

検索国税庁 納付手続き

フォーラム南太田
〒232-0006 南区南太田1-7-20
714-5911 714-5912

検索フォーラム南太田　イベント

　①２月１７日(月)から　 ８６２-４４９６また
は　 へ、②２月１１日(祝・火)からフォーラ
ム南太田へ　 、または　 へ
※①②託児あり　 ( 　７１４－２６６５)

第５７回 みず色の風コンサート 
辛島輝治、“大公”を弾く
　３月１４日(土)１４時～１６時(開場１３
時３０分)　　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

　⑤３月１５日(日)までに釡利谷地域ケア
プラザへ　 (７８８－２９０１)または同施
設 　へ(釡利谷南２－８－１)

⑤エンディングノートの使い方＆
　健康チェック
　３月１９日(木)１４時～１５時３０分
　４５人抽選　共催：釡利谷地域ケアプラザ

④イングリッシュスコーンの基本と
　アレンジ
　３月１７日・２４日の火曜日(全２回)
１０時～１２時３０分
　１６人抽選　　３，５００円(２回分)
⑤ソープカービングで桜の花を
　作りましょう
　３月１３日(金)１３時～１４時３０分
　１０人抽選　　１，５００円
　せっけんを彫刻して桜の花を表現します

④金沢区版エンディングノート 
　書き方講座
　３月１２日(木)１３時３０分～１４時３０分
　２５人先着

③春のハイキング 横浜の桜の名所散策
　３月３０日(月)９時３０分～１５時
　２０人先着　　ＪＲ「桜木町」駅(集合)、
京急「弘明寺」駅(解散)　　５００円
④エンジョイ・シンプル英会話(第５期)
　３月７日～２８日の土曜日(全４回)１０
時～１１時３０分
　若干名先着　　３，６００円(４回分)

②パソコン講座・エクセル応用編
　３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

　②２月１３日(木)９時から　または　
へ、③④往復はがきに　　　、年齢を記入
して、２月２９日(土)(全て必着)までに上記へ

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

検索柳町コミュニティハウス

①おもちゃ病院
　２月１０日(月)９時３０分～１２時３０分　
　修理無料、部品実費
②春の作品展示会・発表会
　３月７日(土)・８日(日)９時～２１時(８日
は１５時まで)

⑤健康気功体操 体験講座
　３月２４日(火)１０時３０分～１２時
　１０人先着　　５００円
⑥パソコン・スマホ何でも相談
　３月４日・１１日の水曜日９時３０分～１６時
　各日８人先着　　１回６００円

③子育て応援講演会
　「新しい子育てのヒント
　～脳科学の視点を活かして～」
　３月２２日(日)１３時３０分～１５時３０分
　３０人先着　　５００円 ※託児付き
（５人先着、未就学児のみ)

検索金沢工場 リユース家具

検索長浜ホール
nagahama-hall@nagahama-hall.com

釡利谷地区センター
〒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月９日(月)

３月９日(月)

横浜南税務署
〒236-8550 並木3-2-9
789-3731
毎週土・日、祝日

２月１７日(月)２月１７日(月)

３月２日(月)

２月２５日(火)

２月２３日(祝・日)

２月１７日(月)、３月２日(月)

２月２５日(火)

バラの育て方１２ヶ月～春の剪定～
　２月２６日(水)１０時～１２時
　２０人先着　　２月１１日(祝・火)から
　　　、年代を　・　・　にて上記へ

八景島
〒236-0006　八景島
788-9778 788-9732
info@hakkeijima-partnership.jp

当施設のご紹介
お仕事、ボランティア、セミナー、地域活動
など、これからの生活を豊かに過ごしたい
と思う人の相談窓口です。お気軽にご相
談ください。
　市内在住６０歳以上の人

金沢区生きがい就労支援スポット
〒236-0021
(いきいきセンター金沢１階)

泥亀1-21-5

検索カナいきネット
370-8356 370-8379

毎週月・土・日曜日、祝日

医療講座
「もしも、の時に備えた心づもり」
　３月５日(木)１５時～１６時３０分
　３０人先着　
　介護保険の概要やサービス内容ほか
　２月１１日(祝・火)から　 または 　へ

能見台地域ケアプラザ
〒236-0058　能見台東2-1
787-0991 787-0993
３月２日(月)

①女性のためのパソコン講座
　・　(１）再就職・転職のためのパソコン
講座：３月１１日(水)～１３日(金)・１７日(火)・
１８日(水)(全５回)、(２)速習パワーポイン
ト：３月２１日(土)・２２日(日) (全２回)
各１０時～１５時３０分　
　女性／各１２人先着
　（１）２０，０００円（５回分）
(２)１１，０００円(２回分)

①６０歳以上の健康体操
　２月２４日、３月９日の月曜日
１０時～１１時３０分　　　１回４００円

金沢地区センター
〒236-0021　泥亀2-14-5
784-5860 789-3599
２月１７日(月)



⑤アシックスジャパン監修 ランニングクリニック(横浜マラソンチャレンジ枠)
　３月２１日(土)１１時～１２時３０分　　１６歳以上／４０人抽選
　３，６００円(足形計測会込み)　※参加希望者の中から抽選で１０人に横浜マラソン２０２０に
参加できる権利を付与します(参加料別途)。　　２月２２日(土)までに　 にて
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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 ２月２５日(火)

愛＆あい祭り
　３月７日(土)１１時～１５時
　地域の作業所などとの協力による作品展
示、喫茶、自主製品の販売

金沢区生活支援センター
〒236-0021 泥亀2-1-7 鈴木ビル2階・4階
・ 701-4116
毎週月曜日

　２月１０日(月)１０時～２４日(振休・月)１６時３０分に３階　 へ　
　①～③市内在住６０歳以上
　②については区役所高齢・障害支援課(４階４０２)　　７８８-７７７７　　７８６－８８７２

　応募者多数の場合は抽選／申込みは１人１講座(多重申込みは無効)／新規申込者優
先　　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、返
信表面に自宅の住所、氏名を記入して、２月１１日(祝・火)～２５日(火)(必着)に上記へ
(※往信裏面には電話番号を明記のこと。返信の裏面は無記入)、または返信用はがきを添え
て　 へ(受付１０時～１６時３０分) ※都合により開催日が変更となる場合があります。

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
脳トレにもなるはじめての音読
和みのヨーガ
ゆかいな似顔絵教室
ゼロからはじめる将棋教室
手持ちの布で小物づくり
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
徳川将軍の謎と江戸文化
季節をいろどる折り紙
学びなおしの日本史

２０
２０
１５
２０
１５
２０
２０
２５
２７
２０
２０

開催日
第１・３月曜
第２・４月曜
第２・４月曜
第１・３火曜
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２・４金曜
第１・３土曜

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

①４月開講「趣味の教室」受講生募集(初心者向け)(全１２回)

２月２９日(土)

③春の晴嵐祭り 紅白演芸大会(３/１４開催)参加出場者募集
　・　 (１)個人 歌・カラオケ／４４人抽選
　　   (２)個人 踊りほか／１６人抽選　
　　   (３)団体／４団体抽選

②いきいき健康チェック
　２月１７日(月)１１時４５分～１２時４５分　　　３階

　 　または、往復はがきに　　　、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、２月２２日(土)（必着）までに上記へ、もしくは返信用６３円切手を
添えて　 へ　※教室の時間・回数・費用等が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

教室名 曜日 時間 対象 回数・費用

火

水

木

金

バドミントン
社交ダンス
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５分～１２時５０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

16歳以上

教室名 曜日 時間 対象 回数・費用

火

水

金

ピラティス
体幹トレーニング
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)
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/女性

50歳以上

65歳以上

50歳以上

40歳以上

１１時～１１時５０分
１２時～１２時５０分
１３時３０分～１４時３０分

１３時３０分～１４時２０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～１０時５０分
１３時３０分～１４時３０分
１１時３０分～１２時３０分

※

※

※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

※こどもバドミントン教室に何度か継続で参加したことのある人

16歳以上

16歳以上

全１０回 ５,５００円

全１１回 ６,０５０円

全１１回 ３,９６０円

全１１回 ４,１８０円

全１０回 ３,８００円

全１０回 ４,４００円

全１２回 ６,６００円

全１０回 ６,６００円

全１２回 ５,２８０円
全８回 ８,８００円

全１１回 ８,２５０円

全１２回 ３,９６０円

全１２回 ７,９２０円
全１５回 ９,９００円

全１６回 ６,０８０円

全１０回 ６,４００円
全１２回 ７,６８０円
全１１回 ７,０４０円

全１５回 １１,５５０円

全１０回 ５,５００円

教室名 曜日 時間 対象 回数・費用

水

土

金
小学生
小学生

年少・年中
年中・年長

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
１６時１０分～１７時１０分
１７時２０分～１８時２０分
１７時３０分～１８時４５分
１９時１５分～２０時３０分
１７時５０分～１８時５０分
１６時５０分～１７時５０分
１５時～１６時
 １６時１５分～１７時１５分
１７時３０分～１８時３０分
９時３０分～１０時３０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・年長)
こどもHipHop（小学1～3年生）
こどもHipHop（小学4～6年生）
こどもバドミントン教室(初級)
こどもバドミントン教室(中級)
こども野球教室
こどものアトリエ(絵画・造形)教室
幼児体操(年少・年中)
幼児体操(年中・年長)
苦手チャレンジ
こども書道教室

教室名 曜日 時間 対象 回数・費用

月

水

木

１１時～１１時５０分
１２時～１２時５０分
１３時５分～１４時５０分
１５時１０分～１６時４０分
１３時５分～１４時４５分

①スポーツ系種目教室(４～６月)

②健康づくり教室(４～６月)

③こども教室(４～６月、４月～７月、４月～９月)

④２期教室(４～９月)

開館時間変更のお知らせ(２月１日～)
博文邸別邸：９時３０分～１６時３０分
牡丹園：９時～１７時

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
２月１７日(月)、３月２日(月) 富岡総合公園歴史ガイド

　３月２０日(祝・金)１０時～１２時　　シー
サイドライン「南部市場」駅(集合)、富岡総合
公園(解散)　　３０人先着　　５００円(保
険料含む)　　２月１１日(祝・火)から　 にて

富岡総合公園
〒236-0051 富岡東2-9
・ 774-3003

カナカツ春の文化祭 音楽フェスタ
　３月７日(土)１５時３０分～１７時
　地域の中高生世代による楽器演奏ほか

青少年の地域活動拠点 カナカツ
〒236-0028　洲崎町2-6

検索カナカツ
・ 374-4035

毎週日・月曜日

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　　２月１１日(祝・火)・２４日(振休・月)、３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
　２月１６日(日)～２２日(土)

　２月２３日(祝・日)～２９日(土)
　３月２日(月)～７日(土)
　
　３月８日(日)～１４日(土)

ハンドメイド作品の紹介(グラスサンドアートやハー
バリウムなど)／　　　　　  石塚 智子氏
お花のある暮らし／　　　　　  荘 シルビア氏
いろいろな書体で心をこめて「般若心経」を書く／
　　　　　  武田 美智子氏
「光はともだち」／フォト“わいわい”

金沢区「街の先生」

金沢区「街の先生」

金沢区「街の先生」

展示ケース
　３月２日(月)～３１日(火) 煎茶・道具としつらい(春・夏)／

NPO法人 横浜金沢文化協会(金沢煎茶道会)

４月スタート
定期教室
参加者募集

土 全１０回 ６,７００円

全１０回 ９,９００円
全１０回 ６,０００円
全１０回 ５,５００円

16歳以上/女性 全１０回 ６,０００円

16歳以上/女性 全１０回 ６,０００円

火曜日のリハビリ体操
（体力維持向上）

１５時～１５時５０分
１６時～１６時５０分

16歳以上

全１０回 ６,６００円

全１５回 ９,９００円

全１４回 １０,７８０円

年中・年長
小学１・２年生
年中・年長
小学１～３年生
小学４～６年生

月曜１１時の肩腰膝改善
月曜１２時の肩腰膝改善
水墨画(入門)教室
絵手紙教室
はじめての水彩画教室

16歳以上

16歳以上

16歳以上

小学３年生以上



金沢図書館の本棚から 第29回
　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5） 
　784-5861　　781-2521　　２月１７日（月）

FUN FUN ROCK（FUN FUN KIDS）

小倉　恵さん

鈴木　海翔さん

高林　歩実さん

山口　彩莉さん

おぐら めぐみ

すずき かいと

たかばやし あゆみ

やまぐち あやり

　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７日の賀詞交歓
会で「金沢区民栄誉賞」が贈られました。

全国こどもチャレンジカップ 第12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

横浜創学館高等学校 チアダンス部
USA School & College Nationals 2019　Song/Pom Dance部門 優勝

第20回ショパン国際ピアノコンクールinASIA アジア大会 小学５・６年生部門 金賞

第35回全日本オプティミスト級チームレース選手権大会（ヨット） 優勝

全国こどもチャレンジカップ第12回全国大会 チャレンジサーキット エアロビクス ユース部門 優勝

スズキワールドカップ2019第30回エアロビック世界大会 AG１ 女子シングル部門 準優勝

※受賞者個人についての質問にはお答えしかねます。

受賞おめでとう
ございます
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①定例おはなし会
　２月１９日(水)１５時３０分～１６時
②おひざにだっこのおはなし会
　２月２６日(水)１０時３０分～１１時
　１～２歳の乳幼児と保護者／１５組先着
③子育て支援に関わる方のための
　わらべうた講座
　２月２７日、３月１２日の木曜日（全２
回）１０時～１２時　　地域で子育て
支援の活動をしているボランティ
アほか／３０人先着

　江戸時代、「金毘羅参り」は憧れの旅でした。自分でお参り
できない人の中には犬に願いを託すこともあり、犬は「金毘
羅狗」と呼ばれました。この本の主人公・犬のむつきは、飼い
主の病気が治るようにと、江戸から金毘羅さんをめざします。
往来手形を懐にした頼もしいご隠居さんと一緒でしたが、思わ
ぬ出来事で、ただ一匹になってしまいます。道中には難所が
次々に現れ、船の旅も待っています。果たして無事にお参りはか
なうのか、読者も犬と一緒に旅する気分が味わえる一冊です。

『こんぴら狗』
いぬ

今井 恭子／作　くもん出版こども向け

　２月２０日は「旅券の日」です。明治１１年２月２０日、「旅券」という言葉が
法令上初めて使われました。その歴史を紐解くと見えてくる意外な発見。
旅券が誘う新たな旅へとご案内しましょう。

　ヘンリー＆パートナーズという企業が発表しているパス
ポートランキングで、日本はビザなしで入国できる国の数が、
昨年から世界１位になりました。その数は実に１９０カ国。しか
し、日本で発行された初めてのパスポートは、外国に督促され
る形で何とかスタートしたことを知っていますか？自国発行の
パスポートを持っていても自国に自由に入国できない不思議
な国などパスポートについて深く知ることができる一冊です。

ちん てんじ おおにし ひろゆき こもり ひろみ ささき

いまい きょうこ

ラベルの記号 ： ３２９　２階一般書コーナー

ラベルの記号 ： い　1階児童書コーナー

陳 天璽・大西 広之・小森 宏美・佐々木 てる／編著　北海道大学出版会
『パスポート学』おとな向け

④金沢区学校ボランティア交流会と
　司書によるミニ講座
　３月１１日(水)１０時～１２時３０分
　区内の小・中学校で読み聞かせ・
学校図書館整備などのボランティア
活動をしている人／各学校３～４人
⑤働きたいあなたのための個別相談
　２月２７日(木)９時４０分～、１０
時３０分～、１１時２０分～　　女性
／３人先着
　②⑤２月１３日(木)③２月１２日(水)
④２月１９日(水)から　 または 　へ

金沢図書館からのお知らせ

就労に向けた
段階的なサポートをしています!

就労準備支援事業

就労自立
促進事業

生活支援係（４階４０５）　　788－7815　　788－7883

※事業の利用には、一定の要件があります。
　詳しくは、生活支援係（４階４０５）まで
　お問合せください。

区役所では

実習に参加することで、
生活習慣の改善やコミュ
ニケーション力など、基
礎能力を向上させるた
めの支援を行います。

就労準備支援事業

就労に向けた
段階的なサポートをしています!

就労自立
促進事業

ジョブ
スポットを
利用した
仕事探し

　生活支援課では、仕事にブランクがある人や働く自信が持てない人な
ど、すぐに就労することが困難な人に向けた支援として、『就労準備支援
事業』と『就労訓練事業』をご案内しています。

庶務係（６階６０３） 　 788－7706　　786－0934

　粗大ごみは「事前申込み」により有料で収集しています。
特に混み合う２月、３月はお早めにお申込みください。
※月曜日・火曜日や祝日の翌日は、電話が大変混み合います。
※回収までに２週間以上かかる場合があります。

●金属製品の場合、一番長い辺が３０ｃｍ以上のもの
●それ以外（プラスチック製品、木製品など）の場合、
　５０ｃｍ以上のものです。　

とは、家庭から出されるもののうち

電話での申込み
0570ｰ200-530（ナビダイヤル）
045-330-3953
045-550-3599
（聴覚・言語に障害のある人専用）

申込み方法（粗大ごみ受付センター）

インターネットからの申込み（24時間受付）

一般加入電話
携帯電話
FAX

※品目が表に表示されていない場合は、電話での申込みとなります。

ヨコハマ３Ｒ夢
マスコット

キャラクター
イーオ

横浜市　粗大ごみ 検索

いつでも待たずに
受付できるので、

インターネットからの
申込みが

オススメです！

事前申込みをすると、持込場所に直接搬入することができます。
【持込場所】
港南ストックヤード
港南区日野南３－１－２ 
港南資源回収センター内

【受付時間】
９時～１２時、１３時～２１時

粗大ごみの持込みについて

※直接持ち込む場合も、処理手数料がかかります。

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

こん　ぴ

こん　ぴ ら

ら 　いぬ

実習に参加したことで
外出する機会が増え、
生活リズムが
整いました！

就労訓練事業
さまざまな事情により今
すぐには一般的な働き方
が難しい方に短時間就労
の機会を提供するなど、
状況に合わせた柔軟な支
援を行います。

就労訓練事業

配慮のある環境で
訓練ができ、働く自信を
取り戻しました！

仕事が長続きしない･･･
また就職してもきっとダメだろう･･･

これまで働いた
経験が少ないから、

すぐに働けるのか心配・・・
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