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金沢区のいま 区の人口
（前年同月比1,121人減）

世帯数

197,556人

88,980世帯
令和2年 9月1日 現在推計

※国勢調査の結果が発表され次第、更新します。

4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！
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金沢区
幸せお届け大使
ぼたんちゃん

ちちんぷいぷい 道幸ゼミナール
みち ゆきみち ゆき

　私たちは、横浜市大附属病院に入院している子どもたちを支えるボラ
ンティア活動を平成19年より行っています。活動14年目の令和2年度
は、手作りのおもちゃ２種類を届ける活動を計画しました。

　私たち「道幸ゼミナール」は、大学スポーツを通じてのまちづくりを
ゼミ活動の柱にしています。スポーツを通じて地域と学生が触れ合うこ
とで、両者の理解が深まることを目的に、これまでもフットパス（まち
歩き）などを開催してきました。

　令和２年度は新型コ
ロナウイルス感染症の
影響で、ゼミ活動もオ
ンライン中心となりま
した。令和元年度に引
き続きラグビーのルー
ル教室をウェブで開催
しました。実演を交えた当日の動画はYouTubeで公開しています。

　完成したおもちゃは、感染症予防のため残念ながら手渡しはできず、
病棟前で看護師さんへの受け渡しになりました。
　後日、「サンタクロースからのプレゼントにしました」とのご連絡を
いただきました。
　間接的な触れ合いになってしまいましたが、コロナ禍で楽しみが減っ
てしまった子どもたちに喜んでもらえてうれしかったです。
　また、私たち自身も制作を楽しみながら、子どもにとっての『遊び』
の意味を学ぶことができました。

おもちゃを鋭意作成中！ マジックワンダ

オーシャンドラム

ウェブでゼミ会議

YouTube 道幸ゼミ 検索

ラグビールール教室

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

大学と地域が一緒になっ
て

　　　　　金沢区では、関東学院大学、横浜市立大学と平成20年11月に協定を締結し、
大学の専門的な知識や学生の行動力、斬新で柔軟な発想を生かしたまちづくり　　　　　

「キャンパスタウン金沢」を進めています。今回は、令和２年度に実施した活動内容を中心に紹介します。

「キャンパスタウン金沢」とは
　「キャンパスタウン金沢」では、大学の活力を活かした、学生の地域での活動を支援するための「サポート補助金」交付事業を行っています。12
年目になる令和2年度も、両大学のゼミやサークルから多数の応募があり、申請内容も多種多様です。
　毎年、審査会を開催し、地域団体や両大学の代表からもご意見をいただきながら、厳正な審査の上で補助金額を決定しています。
　令和2年度は、今回ご紹介している２団体のほか、計９団体に交付し、コロナ禍の中での地域貢献活動を応援しました。

六浦東地区町内会連合会
岩﨑 会長
いわさき

●令和2年度「キャンパスタウン金沢」サポート補助金申請団体 「サポート補助金」審査会に、地域代表オブザーバーとして参加されて
いる岩﨑会長にお話を伺いました。大　学

関東学院大学

横浜市立大学

新井ゼミナール
石井ゼミナール
道幸ゼミナール
金沢区コミュニティFM設立委員会
三輪中西ゼミ
三浦半島研究会
ちちんぷいぷい
齊藤ゼミ
CEBA（シーバ）

金沢区の今昔写真を通じて世代間を結ぶ活動
金沢八景地区における変遷と歴史のデジタル表現
大学スポーツと地域の活性化
FMラジオ局設立のための会議開催
つながる横浜金沢シーサイドプロジェクト
ちいさな駅前半島マルシェ
病気と闘う子どもたちへ手作りおもちゃの差し入れ
空き家リノベーション
大学周辺の飲食店などに取材、内容を動画で公開

団体名 内　容

　補助金の募集が始まった当初は、審査会
で落とされるんじゃないかと、学生さんた
ちがすごく緊張していたのが印象に残って
います。
　現在では、毎年多様な団体からの申請が
あります。これからも、学生さんには活動
区域を金沢区全体に広げて、区民の認知度
をもっともっとあげていってほしいです。
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　猫にとって、屋外は交通事故や感染症、他の猫とのケンカなど
危険がたくさんあります。また、他人の敷地での排せつや鳴き声、
車への引っかき傷など思わぬ迷惑を近隣にかけているかもしれま
せん。
　屋内でも環境を整えることで飼い主も猫も快適に過ごすことが
できます。
　外に出さない飼い方に変えてみませんか？

　庭などにふんや尿をされてお困りの場合、猫にとって居心地を悪
くする工夫で排せつによる被害を軽減できることがあります。

猫の苦手なにおいによる工夫
● 食用酢、木酢液をスポンジに染み込ませて置く。
● ローズマリーやレモンバーム、
　ゼラニウムなどのにおいの強い
　鉢植えを置く。

猫が歩きづらくする工夫
● 大き目の砂利や園芸用ウッドチップを敷き詰める。
● トゲシート（ゴム製など）、亀甲金網を隙間が無いように配置する。

　よく思い返すのは、仕事
から帰った祖父が、何よりも
先に８匹の猫にご飯をあげ、
トイレの砂を片付け、晩酌中
には仰向けにしてノミを探し
て取り除いてあげていたこ
とです。
　この祖父のルーティーン
は、食欲・排せつを診て触
診をしているのと同じです。
健康管理で大切なのは、い

つもと違うぞということに気付けること。ここに現代の情
報をアップデートして、今の時代で猫が幸せな生活を送れ
るように、一生懸命考えるのです。

 ● 飼い猫の寿命は平均15歳を超え、中には20年以上生きる猫もいます。猫を飼う前に、最期まで責任を持って飼えるのか考えましょう。
 ● 猫による他人の敷地への侵入や、ふん尿の被害、車へのひっかき傷などから、近隣トラブルに発展することもあります。猫が苦手な人もいます。
地域に迷惑をかけないよう気を付けましょう。

 ● 増えて飼いきれなくなることがないように、不妊去勢手術をしましょう。
 ● 親戚や知人など、いざという時に預けられるところを見つけておきましょう。
　ペットシッターやペットホテル、動物病院などについて調べておきましょう。
 ● 飼い主を明示するため、首輪やハーネス、迷子札、マイクロチップを着けましょう。
　外へ逃げてしまった時や、災害時の対策としても重要です。
※行方が分からなくなってしまったら、環境衛生係や動物愛護センター（　471-2111）、
　最寄りの警察署などにお問合せください。

この特集に関する問合せ　環境衛生係（４階407）　　788-7873　　784-4600

屋外には危険がいっぱい！！ 屋内飼育がおすすめです！！

超音波発生装置

藤井 啓太 院長
ふじい   けい た

上下運動できるように、
キャットタワーや棚板を
設置しましょう。
たんすや棚の上にも

登ります。

猫はきれい好きです。
トイレは清潔に保ち、
猫の頭数＋１か所を
目安に設置しましょう。

ケージやキャリーケースに
普段から慣れさせるようにしましょう。

通院時などに役立ちます。

爪を研ぐのは習性です。
専用の爪研ぎを
用意しましょう。

窓から飛び出さないよう
戸締りを念入りにしましょう。

高さのあるケージ内で
飼育することもできます。

柔らかい布や暖かい場所でくつろぎます。
狭い場所だと落ち着きやすいです。

飼い主のいない猫にお困りの人へ

『猫の日頃の健康管理』について
金沢区獣医師会 藤井会長にお話を伺いました

飼い主の責務について、今一度考えてみましょう

外に出ていた猫を完全屋内飼いに！！
不妊去勢手術をしていますか？ 発情による脱走を防
げます。
窓や戸を猫に開けられないようにしましょう。時には
網戸を破ってしまうこともあります。注意しましょう。
窓越しなど屋内から外を眺められるようにしましょう。
暴れたから、鳴いたからといった理由で外に出さない
ようにしましょう。（ここが飼い主としてのふんばりど
ころです ！ ）
配送物の受け取りや、来客時などに猫がすり抜けて
外に出ないように注意しましょう。
猫の性格に合わせてケージなども活用しましょう。

中込 さん
メイちゃんの飼い主

なかごみ
シマちゃんの飼い主

仙台 さん
せんだい

ふじ   い

単独行動、
なわばりを持つ

半日以上は
寝て過ごす

高い所、狭い所を好む

きれい好き

狩りの本能がある

夜行性

猫の特徴・習
性を紹介しま

す！

迷子札を
環境衛生係の窓口で
配布しています。

電

話お
ねがい

音や変化でビックリさせる工夫
● 荷造りひもや蛇のおもちゃを置く。
※ 猫は蛇が苦手と言われており、場所をこまめに
 変えると効果的です。
● 超音波発生装置を設置する。
※環境衛生係では2週間
　貸し出しています。



健康づくり係（４階４０８）　　７８８-７８４２　　７８４-４６００

　ヘルスメイトレシピ集からヘルスメイトおす
すめのレシピを紹介します。レシピ集は、区役
所健康づくり係（４階408）で配布しています。

●作り方
①生鮭は3～4cm幅に切り、酒・塩・こしょうをする。
②ブロッコリーは小房に分け、芯の部分は皮を切り落とし乱切りにする。にんじ
んは薄い輪切りにして、どちらも熱湯でさっとゆでて水気をきる。

③玉ねぎは乱切りにする。生鮭はキッチンペーパーで水気を拭き取り、片栗粉を
薄くまぶす。

④フライパンにサラダ油の半量を熱し、生鮭を入れ両面をカリッと焼き、取り出す。
⑤④のフライパンに残りのサラダ油を熱し、玉ねぎ・にんじん・ブロッコリーの順
に炒め、火が通ったら④を戻し、Ａで味付けする。

　食べる時にレモンを搾る。                       

１人分エネルギー ： 337kcal
塩分 ： 0.9ｇ

●材料（2人分）

生鮭
酒
塩・こしょう
ブロッコリー
玉ねぎ
にんじん
片栗粉
サラダ油
　粒マスタード
　マヨネーズ
レモン

2切れ（140g）
小さじ1
各少々
1/2株（200g）
1/4個（50g）
小1/2本（30g）
適量
大さじ1
10ｇ
20ｇ
1/2個

A

レモンを搾ると、爽やかな風味と酸味が加わり、
おいしく食べられます。

ヘルスメイト

▶知って得する！！食品・住まいの
　生活衛生出前講習会
　生活衛生課の職員が、地域の皆
さんの集会所などに直接お伺いし
て、食べ物や住まいの衛生に関する
身近な情報についてお話します。
※新型コロナウイルス感染症の流
行状況により講習会を開催できな
い場合もありますので、申込みの際
にご確認ください。
●食品衛生コース…食中毒予防、
食品表示、食品添加物など
●住まいの衛生コース…ネズミや
ハチなどの対策、お部屋のカビ・ダ
ニ対策など
　・　食品衛生係（4階406）・環境
衛生係（4階407）
　788-7871・7873
　784-4600

▶金沢区民硬式ダブルステニス大会
①区民男子ダブルステニス大会
　4月25日（日）9時～17時
②区民シニア男子ダブルステニス
大会
　5月3日（祝・月）9時～17時
③区民女子ダブルステニス大会
　5月8日（土）9時～19時
　①②長浜公園テニスコート（長浜
106-6）、③富岡西公園テニスコー
ト（富岡西6-3）
　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
※天候・参加人数などにより試合方
法を変更する場合あり
　区内在住、在勤、在学、在クラブ
の人（ペアのうち1人が上記条件を
満たせば参加可）、②は今年中に60

歳以上になる人/各50組先着
　1組3,500円（試合当日に支払い）
　4月16日（金）・17日（土）10時～
15時に参加申込書（下記　からダ
ウンロード、または金沢区体育協会
事務局（長浜106-8 金沢スポーツセ
ンター内）、区役所区民活動支援担
当（6階601）で配布）および参加者
健康確認表を金沢区体育協会事務
局へ持参。
　金沢区体育協会 テニス部 山本
　090-8105-1416

後援 ： 金沢区役所

▶旧川合玉堂別邸（二松庵） 開園日
　5月1日（土）10時～16時（入園
は15時30分まで）※荒天時、中止
する可能性あり
　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

●掲載している情報は、あくまでも予定です。開催状況については、各担当まで事前にお問合せください。
●イベント・講座等に参加の際は、マスクの着用にご協力をお願いします。
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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

電話
会場
コース
窓口

Eメール
対象・定員
問合せ

ファクス
内容
講師・出演者
当日直接（申込み不要）

ホームページ
費用
要予約
休館日

日時・期間
持ち物
申込み

金沢区体育協会 検索

■HIV（エイズ）・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）　
　４月１６日（金）９時～１２時、
　13時30分～15時30分

　５月７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　
　５月１７日（月）
予約開始日：4月１9日（月）～
　区役所５階 健康相談室（５０３）
　４０歳以上/30人先着

　健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

区の花・ぼたんＰＲ事業に関して ： 広報相談係（1階101）
　　　　　　　　　　　　　　　　　788-7723　　784-9580
公園愛護会・公園の場所に関して ： 金沢土木事務所 下水道・公園係　
　　　　　　　　　　　　　　　　　781-2515　　781-2822

公園に区の花「牡丹」を育てています
ぼ た ん

　公園愛護会にご協力いただき、令和元年と令和2年の秋に区の花「牡
丹」を金沢区内の40公園に植えることができました。牡丹の花は毎年4
月ごろが見頃です。皆さんのお住まいの近くの公園に、足を運んでみて
ください。

●東部方面の公園
長浜第三（長浜6-28）、長浜みはらし（堀口15）、堀口第三（堀口19）、西柴第
三（西柴二丁目22）、西柴第五（西柴二丁目6）、称名寺東（西柴四丁目24）
●西部方面の公園
阿王ケ台（能見台六丁目9-1）、釡利谷赤坂（釡利谷東四丁目15）、北谷
（釡利谷東五丁目9）、釡利谷東八丁目（釡利谷東八丁目16）、夏山第一
（釡利谷西一丁目42）、夏山第二（釡利谷西三丁目5）、関ケ谷第二（釡利
谷西三丁目28）、奥座（釡利谷西四丁目19）、方丈（釡利谷西六丁目
17）、関ケ谷の辻（釡利谷西二丁目35）、釡利谷坂本（釡利谷南一丁目
3）、沢木谷（釡利谷南三丁目12）、釡利谷南（釡利谷南二丁目6）
●南部方面の公園
泥亀（泥亀二丁目9）、走川（泥亀二丁目8）、平潟（平潟町16）、洲崎（洲崎
町23）、寺前町（寺前一丁目5）、南川緑地（六浦南二丁目2）、六浦三艘第
二（六浦南三丁目3）、東朝比奈三丁目（東朝比奈三丁目15）、六浦西第
一（東朝比奈三丁目19）、六浦大道（東朝比奈一丁目26）
●北部方面の公園
鳥見ケ丘（富岡東三丁目5）、鳥見ケ丘第二（富岡東三丁目9）、富岡西一
丁目（富岡西一丁目57）、富岡第五（富岡西五丁目7）、能見台北（能見台
一丁目42）、能見台千丈（能見台三丁目31-1）、能見台平原（能見台三丁
目12-1）、能見台東（能見台五丁目11-1）、
谷津坂第一（能見台通15）、谷津坂第二
（能見台通36）、片吹（片吹53）

鎌田藤 島大臣 島錦

色々な品種を
　植えています。
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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。

 母親（両親）教室（全3回コース）
　5月7日・14日・21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-kodomokatei@city.yokohama.jp

 乳幼児健診
①4か月児　　4月13日・27日の火曜日
②1歳6か月児　　4月20日（火）
③3歳児　　4月14日・28日の水曜日
　区役所5階（受付時間は通知書のとおり）
※対象者には事前に通知します。混雑を避ける
ため、受付時間を分けています。
　こども家庭係（4階404）
　788-7785　　788-7794

 子どもの歯と食の相談・教室（予約制）
①乳幼児・妊産婦歯科相談
　4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
　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

②すくすく歯ぴか教室
　4月20日（火）10時～11時（受付9時30分～）
　区役所５階 健診室（５０７）
　おおむね14か月未満で歯が生えた子と保護
者/10組先着
　歯ブラシ、母子健康手帳

③保育・教育コンシェルジュの出張相談　
　４月１５日（木）９時４５分～１１時４０分（１人/１５分）
　子どもを預けることに関わる相談
　５組先着

④音楽大好き ！ 　
　４月１５日（木）１３時～１３時２５分

⑤子育て応援ボランティア説明会　
　４月２１日(水)１４時～１４時３０分
　「とことこ」で募集しているボランティアに関す
る説明会

⑥わらべうたであそびましょう♡　
　４月２８日（水）１０時３０分～１０時５０分

⑦助産師相談　
　５月６日（木）９時４５分～１１時４０分（１人/１５分）
　妊産婦・赤ちゃんの健康・ミルクや卒乳に関す
る相談など　　５組先着

⑧工作クラブ　
　５月７日（金）１０時～１０時３０分
　季節の折り紙を折り、作品は「とことこ」に飾り
ます。

⑨出前ひろば（お外で遊ぼう ！ ）　
　・　❶４月２３日（金）１０時３０分～１２時
　　 　能見台堀口北公園
　　 ❷５月６日（木）１０時～１１時３０分
　　 　富岡西公園
　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

　・　金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」
　　 （能見台東5-6 2階）
開館時間　午前：9時30分～
　　　　　午後：12時45分～
※午前・午後入れ替え制です
　日・月曜日、祝日
　780-3205　　780-3206
　tokotoko@yokohamaymca.org

③ごっくん離乳食教室（はじめる頃）
　4月23日（金）１０時～１１時（受付９時３０分～）
　区役所５階 栄養相談室（５０２）　　お話と実演
など　　４～５か月頃の子と保護者/1０組先着

④もぐもぐ離乳食教室（2回食頃）
　4月22日（木）13時30分～14時30分（受付
13時～）　　区役所5階 栄養相談室（502）
　お話と実演など
　7～8か月頃の子と保護者/10組先着

⑤子どもの食生活相談
　4月22日（木）、5月7日（金）9時～12時
　区役所5階 栄養相談室（502）
　子どもの食事についての個別相談
　乳幼児期から高校生までの保護者
　②～⑤　または　で　　  、子の名前・生年月
日を下記へ、②はウェブ予約可
　健康づくり係（4階408）
　788-7842　　784-4600

 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
※「とことこひろば」での専門家による相談や催し物につい
ての詳細は、「とことこ」ホームページを必ずご確認ください。
①横浜子育てサポートシステム入会説明会　
　・　❶4月17日（土）１0時～１1時
　　　 親と子のつどいの広場 ふきのとう（洲崎
　　　 町１０-７）　　３組先着
　　 ❷4月23日（金）１3時３０分～１4時３０分
　　　 　4組先着

②おしゃべり会と交流会　
　・　❶4月14日（水）１４時～１４時４５分
　　　 4月２７日（火）１０時～１０時４５分
　　　 はじめてのとことこ　　各５組先着
　　 ❷４月１６日（金）１０時３０分～１１時１５分
　　　 多文化ママのお話会　　５組先着
　　 ❸４月２０日（火）１０時３０分～１１時１５分
　　　 多胎ママ交流会　　５組先着
　　 ❹４月２２日（木）１０時３０分～１１時１５分
　　　 食物アレルギーについて話しましょう
　　　 　５組先着
　　 ❺４月２６日（月）１０時３０分～１１時３０分
　　　 発達に不安のあるママ同士で話しましょう
　　　 　１５組先着

●掲載している情報は、あくまでも予定です。開催状況については、各担当まで事前に
　お問合せいただくか、　をご確認ください。
●イベント・講座等に参加の際は、マスクの着用にご協力をお願いします。

金沢区　とことこ 検索



　●六浦地区センター

①おもちゃ病院
　4月24日（土）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②みんなで楽しむわらべうた
　5月8日（土）11時～11時30分
　未就園児と保護者/6組先着
③季節を折るＯＲＩＧＡＭＩ「バラの花」
　5月11日（火）10時～11時45分
　成人/15人抽選　　300円（材料費
別途200円）
④はじめてのベリーダンス
　5月1日・15日、6月5日・19日、7月3日・
17日の土曜日（全6回）10時～11時30分
　成人/15人抽選　　5,400円（6回分）
⑤ちゃんとチャットEnglishアドバンス
　5月3日・17日、6月7日・21日、7月5
日・19日、8月2日・16日の月曜日（全8
回）10時～11時30分　　成人/12人
抽選　　8,000円（8回分）
⑥ちゃんとチャットEnglishインターミディエイト
　5月3日・17日、6月7日・21日、7月5
日・19日、8月2日・16日の月曜日（全8
回）13時～14時30分　　成人/18人
抽選　　6,400円（8回分）
　②4月11日（日）から　または　へ、③
～⑥往復はがきに　　  、年齢を記入し
て③4月30日（金）④4月21日（水）⑤⑥
4月23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

　●能見台地区センター

①おはなしのへや
　4月17日（土）11時～11時30分　
　乳幼児～小学生の子と保護者
　パネルシアターや絵本の読み聞かせ
②歌おう！ソウル＆ポップス
　5月19日、6月2日・16日・30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）
③こども造形教室
　5月15日・29日、6月12日・26日、7
月10日・24日の土曜日（全6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/各部11
人抽選　　3,500円（6回分）
④おれたちの料理教室（春・夏）
　5月23日、6月6日・20日、7月4日の
日曜日（全4回）10時～12時30分
　男性/12人抽選　　6,000円（4回分）
⑤チャレンジ華道
　5月22日、6月19日、7月17日の土
曜日（全3回）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
　②～⑤往復はがきに　　 、②④年齢
③学年、希望の部、⑤年齢、学年を記入
して、②5月5日（祝・水）③5月1日（土）
④5月9日（日）⑤5月8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

　釡利谷地区センター

①おひざの上のおはなし会
　5月3日（祝・月）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
②おもちゃ病院
　4月22日（木）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
③骨盤体操でからだを整えよう！（1）
　5月12日～6月16日の水曜日（全6
回）12時20分～13時20分　　50人
抽選　　3,000円（6回分）
④ルーシーダットン（タイ式ヨガ）（1）
　5月12日～6月16日の水曜日（全6
回）13時35分～14時35分　　50人
抽選　　3,000円（6回分）※③④を同
時受講の場合、2講座で5,000円
⑤えいごでエンジョイ（1）（幼稚園児）
　5月13日～7月1日の木曜日（全8回）
15時30分～16時30分　　年少～年
長児（または同年齢児）/20人抽選
　4,800円（8回分）
⑥えいごがいっぱい（1）（未就園児）
　5月13日～6月24日の第2・4木曜日
（全4回）10時～11時　　2～3歳児と
保護者/20組　　2,000円（4回分）
⑦手ごねのパン作り・初夏
　5月17日、6月21日の月曜日（全2
回）9時15分～13時　　16人抽選
　2,500円（2回分）
　③～⑦往復はがきに　　 、⑤⑥子の
氏名（ふりがな）、年齢を記入して、③④
4月28日（水）⑤⑥5月6日（木）⑦5月7
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

　●富岡並木地区センター

①ドレミファぽぽ
　4月18日（日）11時～11時30分　
　歌とお話の会
②紙芝居の会
　4月22日（木）11時～11時30分　
③おはなしころりん村
　5月6日（木）11時～11時30分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
④親子ふれあい体操
　5月10日～7月26日の第2・4月曜日
（全6回）10時～11時　　2～3歳児と保
護者/12組先着　　3,000円（6回分）
⑤ヘナハーブのお話
　5月12日（水）10時～11時30分　　10人
先着　　500円　　よこすか自然生活Ayus
⑥ベビーふれあい体操
　5月14日～7月23日の第2・4金曜日
（全6回）0歳児（4か月～）の部：10時～
10時45分、1歳児の部：10時55分～
11時40分　　各部10組先着
　3,000円（6回分）
⑦初夏のいけばな体験教室
　5月22日（土）13時30分～15時30分
　成人/10人先着　　2,000円
　④～⑦4月11日（日）9時から　へ

　●柳町コミュニティハウス

①おはなし会
　4月20日（火）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
②おもちゃ病院
　4月12日（月）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
③パソコン・スマホ何でも相談
　5月5日・12日の水曜日9時30分～
16時　　各日12人先着　　1回600円
　③4月11日（日）から　または　へ

　●富岡総合公園

公園ウォーキングツアー
 4月24日（土）10時～11時（9時50分
富岡総合公園管理センター前集合）
　10人先着　　公園スタッフと園内を
散歩しながら草木や樹木、生物等を観察
　4月11日（日）から上記　へ

　●旧伊藤博文金沢別邸

①開館時間変更のお知らせ（4月1日～）
博文邸：9時30分～17時30分
牡丹園：9時～18時
②ぼたんまつり
　4月10日（土）～25日（日）　
③花と箏のひととき
　4月17日（土）13時～13時20分、14
時～14時20分　　　箏の音に合わせ
た朗読・唱の屋外公演（立ち見）
※天候不良の場合、18日（日）に順延ま
たは中止。開催はホームページでご確
認ください。
④庭園ヨガ
　5月8日（土）10時30分～11時30分
　20人先着　　1,500円
　④4月12日（月）9時30分から上記　へ

　金沢公会堂

おはなし会
（絵本・紙芝居・パネルシアター）
　4月17日（土）・18日（日）　
※2日間とも同一内容
●午前の部（10時45分開場）：11時～
11時20分（0～2歳対象）パペットシア
ター・手袋人形、11時20分～11時30
分おすすめ絵本紹介コーナー
●午後の部（13時15分開場）：13時30
分～14時（3歳以上対象）つづき絵・
ミュージックパネル、14時30分～15時
（3歳以上対象）ペープサート・紙芝居
　同施設会議室　※入退場自由
　各日30人先着　　おはなしサンタ

　●八景島

①お花のアロマヨガin八景島
　4月24日（土）9時30分～10時30分
　成人/10人先着　　1,100円
※ヨガマットの貸し出しあり（1枚100円）
②モッコウバラの草木染教室
　5月9日（日）13時～15時　　4組先
着（1組2人。中学生未満は保護者同伴）
　講習料1,500円、別途材料費（ストー
ル1,200円、エコバック・大判ハンカチ
各500円）
　①②4月11日（日）から氏名、電話番
号、年齢を　・　・　で上記へ

　●フォーラム南太田

女性のがん手術後のリハビリ体操
　5月11日（火）10時15分～11時45分
　がん手術後おおむね8週間以上の女
性/20人先着　　がんの手術や放射線
療法後のリンパ浮腫予防と改善のため
の体操　　700円
　4月15日（木）から上記　または　へ
※託児あり　、詳細は　714-2665へ

〒236-0026　柳町1-3
　・　785-2403

　4月26日（月）

柳町コミュニティハウス

柳町コミュニティハウス 検索

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

　4月12日（月）、5月10日（月）

釡利谷地区センター

釡利谷地区センター 検索

〒236-0058　能見台東2-1
　787-0080　　787-0090

　5月6日（木）

能見台地区センター

能見台地区センター 検索

〒236-0051　富岡東4-13-2
　775-3692　　775-3792
　4月19日（月）

富岡並木地区センター

〒236-0031 六浦5-20-2
　・　 788-4641
　4月26日（月）

六浦地区センター

〒232-0006　南区南太田1-7-20
　714-5911　　714-5912

　4月19日（月）

フォーラム南太田

フォーラム南太田 イベント 検索

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

八景島

〒236-0051　富岡東2-9
　・　774-3003

富岡総合公園

〒236-0025　野島町24
　・　788-1919

旧伊藤博文金沢別邸

旧伊藤博文金沢別邸 検索

〒236-0021　泥亀2-9-1
　788-7890　　788-7866

　4月12日（月）、5月10日（月）

金沢公会堂

金沢公会堂 検索
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（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）

●掲載している休館日・イベント情報はあくまでも予定です。
　開催状況については各担当まで事前にお問合せください。
●イベント・講座等に参加の際は、マスクの着用にご協力をお願いします。

金沢区のTwitterに金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃんの動画を投稿しました ！
ぼたんちゃんが「手の洗い方」や「机の拭き方」など

日常生活にちょっと役立つことを実践する動画です。ぜひ見てね ！

広報相談係 Twitter担当（１階１０１）　　788-7723　　784-9580

#ぼたんちゃんがやってみた 検索

金沢区Twitterの二次元コード

～動画のラインナップ～
①正しい机の拭き方
②家でできる加湿方法
③正しい手洗い
④身近な消火器の場所の確認 ！
⑤この冬気をつけたい火災予防

見てね！



　●六浦地区センター

①おもちゃ病院
　4月24日（土）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②みんなで楽しむわらべうた
　5月8日（土）11時～11時30分
　未就園児と保護者/6組先着
③季節を折るＯＲＩＧＡＭＩ「バラの花」
　5月11日（火）10時～11時45分
　成人/15人抽選　　300円（材料費
別途200円）
④はじめてのベリーダンス
　5月1日・15日、6月5日・19日、7月3日・
17日の土曜日（全6回）10時～11時30分
　成人/15人抽選　　5,400円（6回分）
⑤ちゃんとチャットEnglishアドバンス
　5月3日・17日、6月7日・21日、7月5
日・19日、8月2日・16日の月曜日（全8
回）10時～11時30分　　成人/12人
抽選　　8,000円（8回分）
⑥ちゃんとチャットEnglishインターミディエイト
　5月3日・17日、6月7日・21日、7月5
日・19日、8月2日・16日の月曜日（全8
回）13時～14時30分　　成人/18人
抽選　　6,400円（8回分）
　②4月11日（日）から　または　へ、③
～⑥往復はがきに　　  、年齢を記入し
て③4月30日（金）④4月21日（水）⑤⑥
4月23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

　●能見台地区センター

①おはなしのへや
　4月17日（土）11時～11時30分　
　乳幼児～小学生の子と保護者
　パネルシアターや絵本の読み聞かせ
②歌おう！ソウル＆ポップス
　5月19日、6月2日・16日・30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）
③こども造形教室
　5月15日・29日、6月12日・26日、7
月10日・24日の土曜日（全6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/各部11
人抽選　　3,500円（6回分）
④おれたちの料理教室（春・夏）
　5月23日、6月6日・20日、7月4日の
日曜日（全4回）10時～12時30分
　男性/12人抽選　　6,000円（4回分）
⑤チャレンジ華道
　5月22日、6月19日、7月17日の土
曜日（全3回）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
　②～⑤往復はがきに　　 、②④年齢
③学年、希望の部、⑤年齢、学年を記入
して、②5月5日（祝・水）③5月1日（土）
④5月9日（日）⑤5月8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

　釡利谷地区センター

①おひざの上のおはなし会
　5月3日（祝・月）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
②おもちゃ病院
　4月22日（木）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
③骨盤体操でからだを整えよう！（1）
　5月12日～6月16日の水曜日（全6
回）12時20分～13時20分　　50人
抽選　　3,000円（6回分）
④ルーシーダットン（タイ式ヨガ）（1）
　5月12日～6月16日の水曜日（全6
回）13時35分～14時35分　　50人
抽選　　3,000円（6回分）※③④を同
時受講の場合、2講座で5,000円
⑤えいごでエンジョイ（1）（幼稚園児）
　5月13日～7月1日の木曜日（全8回）
15時30分～16時30分　　年少～年
長児（または同年齢児）/20人抽選
　4,800円（8回分）
⑥えいごがいっぱい（1）（未就園児）
　5月13日～6月24日の第2・4木曜日
（全4回）10時～11時　　2～3歳児と
保護者/20組　　2,000円（4回分）
⑦手ごねのパン作り・初夏
　5月17日、6月21日の月曜日（全2
回）9時15分～13時　　16人抽選
　2,500円（2回分）
　③～⑦往復はがきに　　 、⑤⑥子の
氏名（ふりがな）、年齢を記入して、③④
4月28日（水）⑤⑥5月6日（木）⑦5月7
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

　●富岡並木地区センター

①ドレミファぽぽ
　4月18日（日）11時～11時30分　
　歌とお話の会
②紙芝居の会
　4月22日（木）11時～11時30分　
③おはなしころりん村
　5月6日（木）11時～11時30分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
④親子ふれあい体操
　5月10日～7月26日の第2・4月曜日
（全6回）10時～11時　　2～3歳児と保
護者/12組先着　　3,000円（6回分）
⑤ヘナハーブのお話
　5月12日（水）10時～11時30分　　10人
先着　　500円　　よこすか自然生活Ayus
⑥ベビーふれあい体操
　5月14日～7月23日の第2・4金曜日
（全6回）0歳児（4か月～）の部：10時～
10時45分、1歳児の部：10時55分～
11時40分　　各部10組先着
　3,000円（6回分）
⑦初夏のいけばな体験教室
　5月22日（土）13時30分～15時30分
　成人/10人先着　　2,000円
　④～⑦4月11日（日）9時から　へ

　●柳町コミュニティハウス

①おはなし会
　4月20日（火）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
②おもちゃ病院
　4月12日（月）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
③パソコン・スマホ何でも相談
　5月5日・12日の水曜日9時30分～
16時　　各日12人先着　　1回600円
　③4月11日（日）から　または　へ

　●富岡総合公園

公園ウォーキングツアー
 4月24日（土）10時～11時（9時50分
富岡総合公園管理センター前集合）
　10人先着　　公園スタッフと園内を
散歩しながら草木や樹木、生物等を観察
　4月11日（日）から上記　へ

　●旧伊藤博文金沢別邸

①開館時間変更のお知らせ（4月1日～）
博文邸：9時30分～17時30分
牡丹園：9時～18時
②ぼたんまつり
　4月10日（土）～25日（日）　
③花と箏のひととき
　4月17日（土）13時～13時20分、14
時～14時20分　　　箏の音に合わせ
た朗読・唱の屋外公演（立ち見）
※天候不良の場合、18日（日）に順延ま
たは中止。開催はホームページでご確
認ください。
④庭園ヨガ
　5月8日（土）10時30分～11時30分
　20人先着　　1,500円
　④4月12日（月）9時30分から上記　へ

　金沢公会堂

おはなし会
（絵本・紙芝居・パネルシアター）
　4月17日（土）・18日（日）　
※2日間とも同一内容
●午前の部（10時45分開場）：11時～
11時20分（0～2歳対象）パペットシア
ター・手袋人形、11時20分～11時30
分おすすめ絵本紹介コーナー
●午後の部（13時15分開場）：13時30
分～14時（3歳以上対象）つづき絵・
ミュージックパネル、14時30分～15時
（3歳以上対象）ペープサート・紙芝居
　同施設会議室　※入退場自由
　各日30人先着　　おはなしサンタ

　●八景島

①お花のアロマヨガin八景島
　4月24日（土）9時30分～10時30分
　成人/10人先着　　1,100円
※ヨガマットの貸し出しあり（1枚100円）
②モッコウバラの草木染教室
　5月9日（日）13時～15時　　4組先
着（1組2人。中学生未満は保護者同伴）
　講習料1,500円、別途材料費（ストー
ル1,200円、エコバック・大判ハンカチ
各500円）
　①②4月11日（日）から氏名、電話番
号、年齢を　・　・　で上記へ

　●フォーラム南太田

女性のがん手術後のリハビリ体操
　5月11日（火）10時15分～11時45分
　がん手術後おおむね8週間以上の女
性/20人先着　　がんの手術や放射線
療法後のリンパ浮腫予防と改善のため
の体操　　700円
　4月15日（木）から上記　または　へ
※託児あり　、詳細は　714-2665へ

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

4月26日（月） 　 　　金沢スポーツセンター 検索

 〈事前受付教室のご案内〉
【教室紹介】
●スポーツ種目系教室：バドミントン、太極拳、卓球、フラダンスなど
●健康づくり系教室：ピラティス、ヨガ、肩腰膝改善教室など
●こども向け教室：こどもHIPHOP、こどもバドミントン、幼児体操など
上記以外にもさまざまな教室を開催予定です。

 〈個人利用のご案内〉　事前予約不要
▶バドミントン・卓球・バスケットボール
　16歳以上120円、16歳未満30円/2時間
▶トレーニング室
　9時～20時50分（最終受付20時）　　16歳以上300円、16歳未満100円/3時間
　※開催状況等は、　または　でご確認ください。
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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。

金沢消防署　総務・予防課　　・　 ７８１-０１１９

金 沢 消 防 署 だより

コロナ禍の中での消防団活動コロナ禍の中での消防団活動
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、例年のような活動ができない中
でも金沢消防団は感染防止に留意して活動しています。ウェブサイトを使用
したオンライン研修を実施しているほか、車両や資機材の点検や訓練なども
最小限の人数で定期的に実施することでいざという時のために備えています。

　活動の様子は金沢消防団
ウェブサイトでも紹介して
いますので、
ぜひ一度ご覧
ください。

　金沢消防団では新入団員を募集しています。消防団ではさまざまな
年代の団員が男女問わず活動しているので、普段は接点の少ない地域
の人ともコミュニケーションをとることができます。入団申請はオン
ラインで行うことも可能です。オンラインでの入団申請を希望する人
は右記二次元コードまたは
から申込みをお願いします。

横浜市金沢消防団 検索

横浜市消防団入団電子申請 検索

感染防止対策をして
訓練を実施

器具点検も定期的に実施

金沢消防団員募集中

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

　4月1日（木）～5月8日（土）「東京2020オリンピック・パラリンピックPR展示 ！ 」
　　　　　　　　　　　　／金沢区地域振興課

区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
788-7803　　789-2147
4月29日（祝・木）、5月2日（日）・3日（祝・月）・4日（祝・火）・5日（祝・水）

　4月1日（木）～30日（金）着物からリフォーム／山本 節子氏 金沢区「街の先生」

施設の利用中止のお知らせ
　金沢地区センターは、新型コロナウイルスワクチン集団接種会場として使
用するため、4月1日（木）から当分の間、施設の利用ができません。利用者の
皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
　なお、具体的な日程などにつきましては、今後随時横浜市ホームページ
などでお知らせします。
●ワクチン接種に関する問合せ（ワクチン接種専用コールセンター）
　0120-045-070（9時～19時　土・日曜日、祝・休日含む）
　050-3588-7191　※耳の不自由な人のお問合せ用FAX番号です。

  施設利用に関する問合せ
　金沢地区センター 　784-5860　　789-3599

　７８３-９１０0　　７８２-９９７２
　4月12日（月）・19日（月）・26日（月）

　金沢動物園（〒２３６-００４２ 釡利谷東５-１５-１）

「年に一度の大行事」
　春の「ほのぼの広場」では、大きな行事があります。それは、ヒ
ツジの毛刈りです。野生のヒツジは、春になると夏毛に生え代
わり始め、暑い夏を快適に過ごせます。しかし、毛を採るために
品種改良された家畜のヒツジは、毛が生え代わらずそのまま伸
び続けるため、暑い時期には毛が生えている量によっては熱中
症になってしまうことがあります。家畜化されたヒツジにとって
毛刈りはとても重要です。そのため、金沢動物園では春にヒツ
ジの毛刈りを行います。ヒツジの毛刈りは、動物用のバリカンで
一頭ずつ丁寧に刈っていきます。まず下腹から脚、頭、尾まで刈
り、最後に背中の毛を刈ると、一枚の毛皮のようになります。
　春に動物園へ来園する人は、ヒツジの毛を刈る前か後のどち
らかを見ることになります。どちらのヒツジの様子もこの時期し
か見ることができませんので、金沢動物園へ来園の際はヒツジ
に会いに「ほのぼの広場」へも足を運んでみてください。

金沢動物園 検索

毛刈り前

　4月29日(祝・木)～5月5日(祝・水)は、「Save the animal～あなた
の知らない絶滅危惧種～」を開催。世界の絶滅危惧種をテーマにした
企画を実施します。

金沢動物園からのお知らせ

毛刈り後
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金沢図書館の本棚から 第36回

　春になり、花や緑が美しい季節になりました。植物は、花
を楽しんだり育てたりするだけでなく、食べることのできる
ものもあるなど身近な存在です。野菜と果物の違いを知っ
ていますか？ピーマンの中の空気は外と同じなのでしょう
か？この本を読むと今まで考えたこともなかった疑問が次か
ら次へと解決します。イギリスの園芸家の本なので、少し変
わったナメクジ退治の方法も紹介されています。
　植物に興味を持ったり、園芸を始めてみたくなる1冊です。

　天才レオナルド・ダ・ヴィンチの傍らにはいつも少年サラ
イがいました。町でスリをしたところをレオナルドに捕まり、
そのまま弟子になったのです。完璧な芸術を目指したレオ
ナルドが持っていないものをサライは持っていたのです。そ
れは精神の自由さや荒々しさ。師でありつつもレオナルド
はサライに学び、あの世紀の傑作「モナ・リザ」へと導か
れていくのです。

①定例おはなし会
　4月21日（水）15時30分～16時　　　１人でお話が聞ける子
②おひざにだっこのおはなし会
　4月28日（水）（1）10時30分～11時、(2)11時10分～11時40分
　１歳からの乳幼児と保護者／各5組先着
　②４月15日（木）9時30分から　または　へ

　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5）　　784-5861　　781-2521
　4月１9日（月）

金沢図書館からのお知らせ

ラベルの記号　470　2階一般書コーナー

ラベルの記号　カ　1階児童書コーナー

『英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ』　

『ジョコンダ夫人の肖像』

ガイ・バ－タ－／著　北　綾子／訳　河出書房新社
きた あや  こ

E.L.カニグズバーグ／作　松永　ふみ子／訳　岩波書店

おとな向け

こども向け

　4月になり新しいことを始めてみよう！ と思う一方、何をしたらいいのか？
と考える人も多いと思います。そこで、本を読んで何か新しい「学び」や「興味」
を見つけてみませんか？

こまつなが

　地域の親子に保育園の園
庭や園舎を開放しています。
　地域の保護者同士の交流、
情報交換の場にもなっていま
す。一緒に参加しているお友達と思いっきり遊びましょう ！

地域の親子（未就学児と保護者）が参加できるメニューがたくさんあります！

園庭や保育室で遊ぼう ！ ～園庭開放・保育室開放～

育児講座に参加しよう ！
　育児の参考になる講座・講演会や、
親子遊び・季節のイベントなどを企画
してお待ちしています ！

金沢さくら保育園
（育児支援センター園）
　７８１-９３６０

①月～木曜日／園庭開放…11時～14時　
②月～金曜日／保育室開放…13時～14時
③金曜日／ホール開放（要予約）…9時30分～11時30分   
　　　　　園庭開放…11時～14時
④土曜日／園庭開放…9時30分～11時30分
⑤毎月第２水曜日／あかちゃんサロン（要予約）…10時～10時50分
　対象 : 生後２か月～６か月頃のあかちゃん
⑥毎月第３水曜日／あかちゃんサロン（要予約）…10時～11時
　対象 ： 生後７か月～12か月頃のあかちゃん

釡利谷保育園
　７８１-９０４０

　水・木・土曜日（土曜日のみ要予約）／園庭開放
　10時30分～12時30分

① 月～金曜日／園庭開放…9時30分～11時30分
②水曜日／保育室開放（要予約）…9時30分～11時

南六浦保育園
　７０１-１３３０
並木保育園
　７７４-０３４５

　月・水・金・土曜日／園庭開放…10時30分～12時

こども家庭係（４階404）
788-7753　　788-7794

資源化推進担当（６階６０１）　　788-7801　　788-1937
資源循環局金沢事務所　　　 781-3375　　788-0269

収集日当日の朝８時までに出してください。
　カラスなどにごみを散らかされるので、前日の
夜にごみを出さないでください。

収集日を守って出してください。
　曜日の違うごみは、収集されず残されて周りの
人の迷惑になります。

透明または半透明の袋に入れて出して
ください。
　事業系のごみは、家庭ごみの集積場所には出
せません。

1

2

3

　家庭ごみの集積場所は、利用する皆さんが話し合いで場所を決めて、
維持管理をしています。
　ごみの集積場所の新設や移動の際には、資源循環局金沢事務所へご
相談ください。
　ルールを守って、誰もが気持ちよく利用できる集積場所にしましょう。
　ごみの分け方・出し方のパンフレットは、区役所総合案内（１階101）、
資源化推進担当（６階601）、資源循環局金沢事務所（幸浦2-2-6）で配
布しています。
　また、外国語版（10か国
語）のご用意もありますので
窓口でお声がけください。

●集積場所改善隊について
　資源循環局金沢事務所では、集積場
所の改善について相談を受け付けてい
ます。
　ごみの出し方が悪くて、カラスなど
にごみを荒らされたり、カラスよけネッ
トを利用しているが、カラスが寄ってき
て困っているなど、集積場所のことで
ご相談がありましたら、資源循環局金
沢事務所まで、連絡をお願いします。

見 

本

ごみ

金沢区生きがい就労支援スポット（泥亀１-２１-５ いきいきセンター金沢１階）
370-8356　　370-8379　　 生きがい就労支援スポット 検索

金沢区生きがい就労支援
スポットって何？

　「金沢区生きがい就労支援スポット」は、シニアの皆さんが豊かなセ
カンドライフを送るための地域密着型総合相談窓口です。
　『これまでの経験を活かして働きたい』、『地域で活躍したい』、『仲
間を作りたい』など、専任のスタッフが相談者一人一人のお話を伺い、
情報提供、就労先やボランティア活動、セミナーなどの紹介を行って
います。
●生きがい就労情報
　スポットを利用する人の目的は、ほとんどが「収入を増やしたい」や
「生きがいづくり」です。また、利用した人の半数以上が、さまざまな仕
事や地域活動を通じて、地域で活躍しています。
　スポットではシニアの皆さんのご希望に寄り添い、活躍できる業界、
狙い目の業種、地域活動など、トレンドの求人動向や求人を紹介する
ことはもちろん、応募書類の書き方や採用されるポイントなども一緒
に考えます。

※現在は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを着用して
相談を行っています。

金沢区生きがい就労支援スポットスタッフ
仁田 さん

相談ブースにアクリル板を設置するなど
感染症対策を行っています。に  た

？


