
金沢区民文化祭実行委員会事務局（区民活動支援担当（６階601））　　788-7804　　788-1937この記事に関する問合せ

開場：10時　
開演：10時30分
場所：金沢公会堂
　　 （区役所隣接）

開場：10時
開演：10時30分
場所：金沢公会堂
　　 （区役所隣接）

時間：10時～16時
11日（木）は13時～16時
16日（火）は10時～15時
場所：金沢公会堂多目的室
  　 （区役所隣接）、区役所
　　 ２階区民ギャラリー

開場：11時30分
開演：12時
場所：金沢公会堂
　　 （区役所隣接）

開場：11時30分
開演：12時
場所：金沢公会堂
　　 （区役所隣接）

13日（土）：10時～16時
14日（日）：10時～
　　　　 15時30分
場所：金沢公会堂１・２号会議室（区役所隣接）

開場：13時30分　開演：14時
入場料：800円（前売券のみ。購入等詳細は下記 　へ）
※当日券は販売しません。
場所：金沢公会堂（区役所隣接）

開場：12時
開演：12時30分
場所：金沢公会堂
　　 （区役所隣接）
※未就学児入場可

時間：10時～15時
茶券：1,000円
当日券のみ。
場所：金沢地区センター２階和室、
　　 ロビー（泥亀２-１４-５）

　金沢区内で活動する多種多様な団体が年に１度開催する金沢
区民文化祭。この機会に新たな文化に触れてみませんか。
このイベントはＮＰＯ法人横浜金沢文化協会が後
援しています。

事前申込み不要。入退室自由（金沢シンフォニカ
プロムナードコンサートを除く）。
マークは有料

横浜金沢交響楽団

パンフレットは区役所、
地区センター、コミュニティ
ハウスで配布中！

月号月号1010

情報発信中！

【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 区の人口
（前年同月比653人増）

世帯数

198,209人

90,495世帯
令和3年 9月1日 現在推計

※令和2年国勢調査人口速報集計結果による推計です。

10月の土曜開庁日 9日・23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
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@yokohama_KNZW

金沢区
Twitter

相談は金沢警察署　　７８２-０１１０へ

区内で
振り込め詐欺
増加中!!

振り込み一瞬！
後悔一生！
振り込み一瞬！
後悔一生！

★市役所職員を装った「保険料の払い戻しがあります」の電話が来たら要注意！
★電話でお金の話が出たら詐欺と疑いまず相談を!

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催内容に変更が生じる場合があります。また、緊急事態宣言が発出された場合、宣言期間中の
催しは中止します。詳細は金沢区民文化祭のホームページをご確認ください。 金沢区民文化祭



中島 健夫さん　豊島 雄樹さん

水中ドローン

なかじま たけお とよしま ゆうき

　金沢区には貴重な自然資産が数多くあります。そんな自然資
産の中でもっとも身近な海ですが、海中の様子をご覧になった
ことはありますか？「金沢の海」はかつて海水浴場が多くあり、
景勝地としても有名でしたが、海の公園はその名残を感じられ
ます。
　今回は、LINKAI横浜金沢の有する最
先端の技術をお借りして、知られざる
「金沢の豊かな海」を探検してみましょう。
（海の公園 園長　宮口 均さん）

　海中を探検する水中ドローンはメイドイン金沢！
　今回の探検に使うのは、私たちが１年をかけて開発した
高性能な水中ドローンです。普段は人間が行けない深海で
使用する探査カメラなどを、注文された方のリクエストに
寄り添いながら製品開発をすることが多いですが、それらの
ノウハウを生かして、操縦がしやす
く、小回りが利き非常に速い速度も出
せます。撮影する映像もとても綺麗
で、さらには水中自動調査機能もつ
いた優れもの。そう簡単には壊れない
頑丈な作りにもなっています。
（株式会社キュー・アイ　技術開発部　豊島 雄樹さん）

　株式会社キュー・アイについて
　人が入れない水中や狭い管内、耐放射線下などの過酷な環境で用いる産業用テレビカメラ・ロボッ
トの開発を主とする企業で、昭和46年（1971年）創業、横浜シーサイドライン福浦駅が最寄りの金沢
区福浦にあります。
　皆様が製品を目にする機会はなかなかないと思いますが、深海探査艇の映像や原子炉内の映像な
ど、私たちが開発した製品が映した映像をテレビなどで目にした方も多いかもしれません。それらの
製品はメイドイン金沢で、様々な分野で今も活躍を続けています。
（株式会社キュー・アイ 執行役員　営業部次長　中島 健夫さん）

　LINKAI横浜金沢には、世界に誇る技術を持つ企業がたくさ
んあります。今回の海中探検のように、その技術力を世の中に
伝える機会を増やして、実際に活用をしてくださるユーザーさ
んや、企業に興味を持っていただき、就職先として考えてくだ
さる学生さんが増えてくれるとうれしいです。
（横浜市工業技術支援センター 浜口 大樹さん
NPO法人Aozora Factory 宇井 正佳さん)

はまぐち

なかじま たけ お

まさよし

ひろ き

う い

海の公園の海中の様子は、
今秋に撮影予定です。新型
コロナウイルス感染防止対
策として、撮影は一般公開
いたしませんが、撮影した
映像は令和4年3月までに
金沢区ホームページで公開
予定です。お楽しみに！

浜口 大樹さん（左端）　宇井 正佳さん（右端）
う いはまぐち ひろき まさよし

とよ しま ゆう き

みや ぐち ひとし

海の公園で見られる生物

クロダイ・アマモ アイゴ・キュウセン
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秋には
南方系の
魚たちも
訪れるよ。



　昨年に引き続き、様々な企業が集まる金沢区の臨
海部「LINKAI横浜金沢」で作られる製品を青空の下
に集めたものづくり体験イベント「Ao z o r a  
Factory」を今年も泥亀公園で開催します。
　超高性能な水中ドローンをはじめとして、「メイ
ドイン金沢区」の製品がたくさんあり、もっと知っ
て、そして見て、体験していただければと思います。

　ものづくり体験イベントの運営や理工学部ならではの体験ワー
クショップを学生と行います。イベントに参加をすることで、学生
がLINKAI横浜金沢の魅力にひかれ、この地域で働くことにもつな
がっていきますし、金沢区の魅力を改めて発見できます。

山陽印刷株式会社　宇井 正佳さん
う い まさよし

関東学院大学理工学部 准教授 友野 和哲さん（左）
講師 堀田 智哉さん（右）

かずあきとも の

とも やほっ た

NPO法人 Aozora Factory代表理事　本多 竜太さん
りゅうたほんだ

不織布を活用したランプシェード

※11月20日に開催予定のものづくり体験イベントで、皆様に
喜んでいただけるキットを無料でお配りする予定です。

関東学院大学理工学部 准教授 友野 和哲さん（左）
講師 堀田 智哉さん（右）

かずあきとも の

とも やほっ た

昨年度の様子
（令和２年11月14日（土））

ほりき じゅんいち

NPO法人 Aozora Factory代表理事　本多 竜太さん
りゅうたほんだ

山陽印刷株式会社　宇井 正佳さん
う い まさよし

この特集に関する問合せ　企画調整係（6階602）　　788-7727　　786-4887

11月20日（土）10時～15時 ※荒天中止 　 　  泥亀公園（区役所隣接）
（１）体験ワークショップ（※要事前予約、有料のものもあり）
（２）おウチでAozora Factoryキットの無料配布（数量限定、当日直接（予約不要））
（１）500人抽選　主催：NPO法人Aozora Factory　共催：金沢区役所
（１）10月20日(水)～11月10日(水)に下記ホームページから。
詳細は右記ホームページ

　この活動をしているNPO法人Aozora Factoryって？
　1,000社以上の事業所が集積する“LINKAI横浜金沢（横浜市金沢臨海部産業団地）”
の魅力発信と価値創造を目指して、2016年10月に、LINKAI横浜金沢内の有志企業に
より発足しました。「ものづくり」の技術製品を、親子向けの体験型ワークショップ
（「ことづくり」）に作りかえ、産学官連携で企画運営することにより、1日いても遊びき
れないほどの魅力いっぱいな場所を提供しています。そして、会場には、ワークショッ
プを体験する親子の笑顔であふれています。 合言葉は「青空工場で会いましょう！」

Aozora Factory

LINKAI横浜金沢
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ご自宅でものづくり体験ができちゃう！おウチでAozora Factory

LINKAI横浜金沢の詳細はこちら
有限会社竹内紙器製作所
堀木 淳一さん

※緊急事態宣言が発出された場合、宣言期間中のイベント内容に変更が生じる場合や中止になることがあります。

日時
内容

定員
申込み

場所

　新型コロナウイルスの影響で子どもたちの楽しみが減っている状
況が続いていますが、今年も自宅でものづくり体験ワークショップ
が楽しめるキットを数量限定で無料配布しています。今回は印刷機
の清掃で使う不織布を活用したランプシェードです。これを作れば
あなたのお部屋もランプで素敵に大変身！



　11月6日(土)10時～15時　　　ブ
ランチ横浜南部市場 NANBU BASE
(鳥浜町1-1)(シーサイドライン「南部市場」駅
下車すぐ)　　各店舗の横浜金沢ブラ
ンド認定商品が集結。ワークショップ(予
定)や観光協会オリジナルグッズも販売。
　一般社団法人横浜金沢観光協会
　780-3431　　349-7035
※緊急事態宣言が発出されている場合は中止
共催:金沢区役所
協力:大和リース株式会社(ブランチ
横浜南部市場)

　11月21日(日)11時～14時
　区役所1階ロビー　　区内在住の
子育て中のひとり親世帯で、当日受け
取りに来られる人/120世帯先着
　配布予定品:米・レトルト食品・菓子など
　10月18日(月)12時30分から下記
二次元コード内申込みフォームまたは
　で下記へ
　金沢区社会福祉協議会
　788-6080　　784-9011
協力:金沢区役所
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■ひとり親世帯向け食支援を行います!

新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、イベントなどは中止・延期となる場合がありますので、事前に問合先へ確認してください。
イベントなどに参加の際は、マスクの着用にご協力ください。

　健康づくり係（4階408）　
　788-7840　　784-4600

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

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面)

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

■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。

見にきて身になる！ミニ体験講座

　区役所会議室　　先着順　　10月25日(月)から、区役所、区内各地区セン
ター、コミュニティハウスで配布しているチラシまたは下記　に記載の各講座
連絡先へ

自己表現を文筆活動でしてみよう
自分らしい生き方を見つける講座
初めての鉛筆デッサン
嵯峨御流いけばな体験
楽しく学ぶコーチング実践講座
楽しい！簡単！アルバム作り
デンマーク花糸のクロスステッチ
スローで楽しい韓国語講座
心に残る押し花のカレンダー作り
参加して楽しむ、ラジオドラマ！
三味線を粋に弾いてみよう

10
20
10
20
20
20
10
20
20
20
5

11/27(土)10時～11時
11/27(土)13時30分～15時30分
11/30(火)10時～11時45分
11/30(火)13時30分～15時30分
12/4(土)  13時30分～15時30分
12/8(水)  10時～11時45分
12/8(水)  13時10分～16時
12/10(金)10時～11時
12/10(金)13時～15時30分
12/11(土)10時～11時30分
12/11(土)13時～15時

無料
無料
無料
1，500円
無料
500円
800円
無料
500円
無料
無料

■旧川合玉堂別邸(二松庵)庭園
　11月開園日
　11月6日(土)10時～15時(入園は
14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

■講演会「障害者のはたらく今partⅣ」
　11月19日(金)13時30分～16時
(開場13時)　　金沢公会堂 講堂(区
役所隣接)　　約200人先着
　10月11日(月)～11月18日(木)に
下記二次元コード内申込みフォーム
または　　　を　・　で下記へ　
　障害者支援担当(4階401)
　788-7849　　786-8872
金沢区障害者地域自立
支援協議会(金沢区基幹
相談支援センター)
　374-3463　　374-3409

講座名 費用日時定員

令和3年3月に実施した時の様子

ひとり親世帯
向け食支援を
行います！

　12月11日(土)13時30分～15時
(開場13時)　　県立金沢文庫 地下
大会議室(金沢町142)　　区内在住
の人/50人/応募者多数の場合は抽
選　　県立金沢文庫 主任学芸員　
山地 純氏
　往復はがきまたは　に参加者全員
の　　　、年齢を記入して11月17日
(水)(必着)までに下記へ
　toiawase@officekanazawa.org

　特定非営利活動法人金沢区民協働
支援協会事務局(洲崎町1-18)
　788-0459
　349-7035

■金沢区の歴史をたどる
　～金沢八景をてがかりに～

金沢区民協働支援協会　お知らせ一覧

　10月29日(金)①セミナー:13時30
分～15時　、②個別相談:15時15分
～16時15分(1枠15分～20分)
　区役所3階1号会議室　　社会参
加に困難を抱える若者(15～39歳)の
家族、地域で関心のある人/①20人先
着、②6人先着　　不登校およびひき
こもりで困っている家族への支援、若
者支援に関する説明と個別相談
　渡辺 克美氏(よこはま南部ユースプ
ラザ相談室 室長)
　②10月11日(月)11時から　で下
記へ　　よこはま南部ユースプラザ
　761-4323　　761-4023
共催:金沢区役所

■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

　「つなぐ・つなげる・つながる」
　～離れてつながる～

　11月18日(木)10時～11時
　区役所3階1号会議室　　区内
在住の人/42人先着※必ず事前申
込みをお願いします　　参加者に
プランターをプレゼント
　11月1日(月)から　または　で下
記へ　　資源化推進担当(6階601)
　788-7808　　788-1937
※緊急事態宣言が発出されている場合は中止

■ベランダでもできる！土壌混合法
講習会～生ごみを土に変えて緑や
花をいっぱいに～

■横浜金沢ブランド展示販売会
　魅力あふれる、横浜金沢生まれの
逸品!いいもの、おいしいものを
探しに来ませんか!!

横浜金沢観光協会
ホームページ

　金沢区民活動センター“ゆめかもん”(区役所2階)
　788-7803　　789-2147　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp

　11月5日(金)10時～15時

●ヘルスメイトによる食育に関するパネル展示と啓発
　(金沢区食生活等改善推進員会主催)

　11月8日(月)・9日(火)10時～15時　
　区役所2階区民ギャラリー
　健康づくり係(4階408)　　788-7840　　784-4600

●薬物乱用防止に関するパネル展示・リーフレット配布
　(薬物乱用防止指導員協議会金沢支部・金沢保護司会主催)

第61回　健康づくり月間

　11月1日(月)・2日(火)8時45分～17時(展示)、10時～11時(啓発)
●健康づくりに関するパネル展示と啓発(金沢区保健活動推進員会主催)

　11月4日(木)10時～11時30分
　区役所3階1号会議室　　区内在
住の人/30人先着　　中村 紫織氏
(湘南病院 精神科医師)
　10月11日(月)から　で下記へ
　高齢者支援担当(4階402)
　788-7777　　786-8872

■金沢区認知症講演会

■禁煙相談　
　１１月５日（金）１３時３０分～１５時３０分
　喫煙者、年齢制限なし　
　区役所５階 健康相談室（５０３）

※緊急事態宣言が発出されている場合は中止ゆめかもん ミニ体験講座

●材料（2人分）
合いびき肉
えのきだけ
片栗粉
　しょうが(すりおろし)
　酒
　砂糖
　しょうゆ
　ごま油
　片栗粉
塩
キャベツ
グリンピース

120g
1袋(100g)
適量
1/2片
小さじ1
小さじ1
小さじ1
小さじ1
大さじ1
少々
1/4個
適宜

-----------------------
-----------------------

-------------------------------
----

-----------------------------------
-------------------------------

-------------------------
---------------------------
---------------------------

---------------------------------------
----------------------------

--------------------

　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。

一人分エネルギー：224kcal　 
塩分：0.8ｇ

●作り方

③ バットに片栗粉を入れ、②に片栗粉をまぶして形を整え、グリンピースをのせる。
④ 蒸し器に、ざっくりと切ったキャベツを敷き、③を間隔をあけて並べる。
　 12 ～１３分蒸す。
⑤ 蒸し上がったら下に
 　敷いた野菜ごと器に盛る。

② ボウルに合いびき肉と①を入れ、
　 Ａを順に加え、粘りが出るまでよく練り混ぜ、１０等分にして丸める。

① えのきだけは 5mm 幅に切る。

Ａ

皮がなくても作れるシュウ
マイです。下に敷く野菜は、
レタスでもOK！

健康づくり係(4階408)　　788-7842　　784-4600

ヘルスメイト
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③ごっくん離乳食教室(はじめる頃)
　10月22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

①乳幼児・妊産婦歯科相談
　10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
　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

①4か月児　　10月12日・26日、11月9日の火曜日
②1歳6か月児　　10月19日、11月2日の火曜日
③3歳児　　10月13日・27日、11月10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

　11月5日・12日・19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

 母親（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」
　　 (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
金沢区　とことこ

新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、イベントなどは中止・
延期となる場合がありますので、事前に問合先へ確認してください。
イベントなどに参加の際は、マスクの着用にご協力ください。

※　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１４-７
パークサイドハイムS１０２号室です。

※「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。

②おしゃべり会と交流会
　・　❶10月15日(金)10時30分～11時15分

多文化ママのお話会　　5組先着
　　 ❷10月19日(火)10時30分～11時15分

多胎ママ交流会　　5組先着
　　 ❸10月22日(金)10時30分～11時15分

イヤイヤ期の困り事について話しましょう
　5組先着

　　 ❹10月22日(金)14時～14時45分
　　　 11月10日(水)10時30分～11時15分

はじめてのとことこ　　5組先着
　　 ❺10月25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人先着

　　 ❻10月28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

 地域子育て支援拠点　「とことこ」

　②～⑤　または　で　　   、子の名前・生年月
日を下記へ､②ウェブ予約可　　健康づくり係(4
階408)　　788-7842　　784-4600

①横浜子育てサポートシステム入会説明会
　❶10月15日(金)13時30分～14時30分
　とことこ研修室　　4組先着
　❷10月28日(木)10時～11時
　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)　　4組先着
　❸11月5日(金)13時30分～14時30分　
　とことこ研修室　　4組先着

⑦音楽大好き！
　10月21日(木)13時～13時25分
　利用者が講師となり、親子で音楽を楽しむ会

金沢区保育園子育てひろば常設園だより

　10月20日(水)12時30分～13時　　同園園庭(谷津町231‐5)
　地域の未就園児と保護者/10組先着※定員に達した場合、オンラインでも
開催　　事前に　にて　　784-0542

●あおぞら谷津保育園　「お話会（絵本読み聞かせ）」

　11月19日(金)10時～17時(何回でも視聴可)　　オンライン　　地域の
未就園児と保護者　　　　　　　　　　　　　　  　701-8530

●きらら保育園　育児講座「病気の時の配慮食～保育室と給食の紹介～」

きらら保育園　子育て広場

②すくすく歯ぴか教室(能見台会場)
　10月29日(金)10時～11時（受付9時45分～）
　能見台地域ケアプラザ多目的室（能
見台東2-1）　　おおむね14か月未満
で歯が生えた子と保護者/10組先着
　歯ブラシ、母子健康手帳

⑧わらべうたであそびましょう♡
　10月27日(水)10時30分～10時50分

⑫タッチケア
　11月9日(火)10時30分～11時30分
　ねんねのあかちゃんと保護者/5組先着　　
　ひろば・オンライン同時開催　　
　オンライン希望者は、　　  を　で下記へ

⑪みんなでプレイパークへ行こう！
　11月6日(土)10時15分集合(10時30分出発)
　能見台中央公園で開催している「金沢はれは
れパーク」にスタッフと一緒に「とことこ」から出
発し、みんなで遊びに行きます。
※雨天中止。9時に判断します。

③みんなdeストレッチ
　10月14日(木)10時～10時30分　　子育て中
の保護者　　ひろば・オンライン同時開催　　
　オンライン希望者は、　　　を　で右下記へ

⑩工作クラブ
　11月5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｡

④もぐもぐ離乳食教室(２回食頃)
　10月21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

⑥保育･教育コンシェルジュの出張相談
　10月21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

⑨助産師相談
　11月4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

⑬プレママDay
　11月9日(火)10時30分～11時30分
　第１子妊娠中の人/4人先着　
　タッチケア体験をしながらおしゃべりします。
※⑫・⑬会の後半は、タッチケア参加者とプレマ
マDay参加者での交流も予定しています。

⑤子どもの食生活相談
　10月21日(木)、11月5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

⑭出前ひろば（お外で遊ぼう！)　
　・　❶10月12日(火)西柴第四公園
　　 ❷10月14日(木)六浦公園
　　 ❸10月15日(金)釡利谷第四公園
　　 ❹10月19日(火)走川公園
　　 ❺10月21日(木)下ノ浜公園
　　 ❻10月22日(金)六浦あさがお公園
　　 ❼10月28日(木)富岡総合公園(ケヤキ広場)
　　 ❽11月4日(木)富岡西公園
　　 ❾11月9日(火)西柴第四公園
　　 10時～11時30分
　「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

⑭出前ひろば（お外で遊ぼう！)　
　・　❶10月12日(火)西柴第四公園
　　 ❷10月14日(木)六浦公園
　　 ❸10月15日(金)釡利谷第四公園
　　 ❹10月19日(火)走川公園
　　 ❺10月21日(木)下ノ浜公園
　　 ❻10月22日(金)六浦あさがお公園
　　 ❼10月28日(木)富岡総合公園(ケヤキ広場)
　　 ❽11月4日(木)富岡西公園
　　 ❾11月9日(火)西柴第四公園
　　 10時～11時30分
　「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

④栄養士相談
　10月14日(木)14時～14時45分
　離乳食・好き嫌いなど、食に関する相談
⑤子育て応援ボランティア説明会
　10月20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



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）

新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、イベントなどは中止・延
期となる場合がありますので、事前に問合先へ確認してください。イベ
ントなどに参加の際は、マスクの着用にご協力ください。

（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
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①みんなで楽しさ体験
「ウクレレ体験教室」
　11月26日(金)・27日(土)(全2回)15
時30分～17時　　高校生以上/15人
抽選※ウクレレは10人まで無料レンタ
ルあり
②ジュニアクッキング(お菓子作り)
　11月28日、12月19日、令和4年1月
23日、2月27日、3月20日の日曜日(全5
回)10時～12時　　小学3年生～中学
生/12人抽選　　6，000円(5回分。材
料費込み)
③トールペイント教室～ガラスツリー
で素敵なクリスマスを！～
　11月16日(火)10時～12時　　成人/
11人抽選　　3，500円

〒236-0058　能見台東２-１
　７８７-００８０　　７８７-００９０

能見台地区センター

能見台地区センター

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

釡利谷地区センター

釡利谷地区センター

①おもちゃ病院
　10月28日(木)9時30分～12時30
分　　　修理無料、部品実費
②おひざの上のおはなし会
　11月1日(月)11時～11時30分
　乳幼児と保護者
③街歩き講座 
東光禅寺と白山道を歩く
　11月17日(水)9時30分～12時30
分※雨天延期(延期日11/19)　　行程
約5㎞を歩ける人/20人抽選　　500
円(傷害保険料含む)　　釡利谷地区セ
ンター(集合)～手子神社～畠山六郎重
保五輪塔～六郎橋～東光禅寺(本堂拝
観・講話）～白山社～白山道奥磨崖仏～
11号やぐら～朝比奈北市民の森入口～
鼻欠地蔵(大道中学校前バス停)(解散)
　③往復はがきに　　、年齢、携帯
電話番号を記入して、11月5日(金)(必
着)までに上記へ、または返信用はがき
を添えて　へ

10月11日(月)、11月8日(月)

　①～③往復はがきに　　　、①ウク
レレ無料レンタルの有無・年齢、②学年、
③年齢を記入して、①11月12日(金)
②11月14日(日)③11月2日(火)(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

①ドレミファぽぽ
　10月17日(日)11時～11時30分　
　歌とお話の会
②紙芝居の会
　10月28日(木)11時～11時30分
③おはなしころりん村
　11月4日(木)11時～11時30分
　絵本の読み聞かせ、変わり絵　
④ほりでいヨガ
　11月13日～12月25日の第2・4土
曜日(全4回)10時～11時　　16人先
着　　2，000円(4回分)
⑤鎌倉彫入門教室
　11月3日～24日の水曜日(全4回)
12時30分～14時30分　　成人/10
人先着　　2，000円(4回分)
⑥年賀状を作る木版画教室
　11月12日～12月10日の金曜日(全
5回)12時30分～14時30分　　成人/
10人先着　　2，500円(5回分)
　④～⑥10月11日(月)9時から　 へ

〒236-0051　富岡東4-13-2
　775-3692　　775-3792

富岡並木地区センター

①水曜日のヨガ教室
　11月17日～12月15日の水曜日(全
5回)10時～11時　　成人/16人抽選 
　3,000円(5回分)
②キッズヒップホップ教室
　11月4日～25日の木曜日(全4回)16
時30分～17時30分　　小学1～6年
生/15人抽選 　　2,800円(4回分)
③食卓が華やぐごちそう料理
　11月10日・24日、12月1日・15日の
水曜日(全4回)10時～12時30分
　成人/12人抽選　　7,000円(4回分)
　①～③往復はがきに　　　、年齢を
記入して10月20日(水)(必着)までに上
記へ、または返信用はがきを添えて　へ

〒236-0021　泥亀2-14-5
　７84-5860　　７８9-3599

金沢地区センター

10月18日(月)

11月1日(月)

10月18日(月)

〒236-0021　泥亀1-21-5(いきいき
センター金沢内)　　782-2908　　
　782-2909 　　10月30日(土)

老人福祉センター 晴嵐かなざわ

金沢地区センター

①おもちゃ病院
　10月11日(月)9時30分～12時30
分　　　　修理無料、部品実費
②おはなし会
　10月19日(火)11時～11時30分
　乳幼児と保護者
③秋の読書リレー　
本でつながる柳町コミハ　
～教えて！あなたのおすすめの本～
　10月11日(月)～11月30日(火)
④パソコン・スマホ何でも相談
　11月10日・17日の水曜日9時30
分～16時　　各日12人先着　　1回
600円
⑤基礎から学ぶ朗読ワークショップ
　11月12日～12月3日の金曜日(全4
回)13時30分～15時30分　　成人/10
人先着　　3，000円(4回分)※750円を
各回払い　　橘 有美氏
　④⑤10月11日(月)から 　または 　へ

〒236-0026　柳町1-3
　・　785-2403

柳町コミュニティハウス

柳町コミュニティハウス
10月25日(月)

①子育てサロンなみき
　10月19日(火)10時30分～12時
　乳幼児と保護者　　飲み物
②なごみサロンなみき
　10月19日(火)12時～１3時　　　
　パンの販売

〒236-0051　富岡東2-5-31
　775-0707　　775-0877

並木地域ケアプラザ

10月24日(日)

②健康スクエアかなざわ・10月 
防ごう！感染症
　10月25日(月)14時～15時　
　20人先着
③大人の教養教育講座・干支のねん
ど細工 とら
　11月26日(金)13時30分～15時30
分　　市内在住で60歳以上の人/15
人先着　　500円
④みんなの講座・ねむり
　11月19日(金)10時～11時　
　市内在住で60歳以上の人/10人先着
⑤大人の教養教育講座・マスクでも美しく
スキンケア～ナチュラルメイク
　11月8日(月)9時30分～11時30分
　市内在住で60歳以上の人/10人先
着　　100円

外国人のための散歩ツアー「みかんがり」
　11月14日(日)13時～16時　　外
国人、外国人と同行する日本人/20人
先着　　500円(申込み時)　　京急
「能見台」駅(集合)～長浜野口記念公
園～柴シーサイドファーム(みかんがり)
～宝蔵院　　10月11日(月)から　 へ
協力：NPO法人横濱金澤シティガイド協会

〒236-0021　泥亀2-9-1(区役所2階)
　786-0531　　786-0532
　klounge@shore.ocn.ne.jp

金沢国際交流ラウンジ

日曜日、祝日

①伊藤博文生誕180年記念展示
「写真で知る博文と野島周辺」
　10月9日(土)～31日(日)(10/18を除く)
9時30分～16時30分　
②朗読と箏のひととき
　11月3日(祝・水)13時～13時20分、
14時～14時20分　　　箏の音に合わせ
た朗読の屋外公演(立ち見)※天候不良の
場合は中止。開催は　 でご確認ください。

〒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
10月18日(月)、11月1日(月)

①展示発表会
　10月23日(土)～29日(金)9時～17
時　　　絵手紙ほほえみ会(絵手紙)、
なごみの会(和裁)、水絵の会(水彩画)、
彩の会(水彩画)、坂本絵画教室(絵画)

⑦介護予防講座 筋肉・筋膜のばし
　11月3日～令和4年1月19日の第1・
3水曜日(全6回)10時～11時30分　
　ゴムバンドを使って、肩・腰・膝のゆが
みを整えます　　市内在住で60歳以上
の人/15人/応募者多数の場合は抽選
　500円(保険料・バンド代)
　③～⑤10月11日(月)から⑥10月
20日(水)までに上記　 または 　へ、
⑦往復はがきの往信の表面に宛先、

10人

6人

5人

5人

4人

⑥メンバー募集 ミニ体験会

実費自己負担　※応募者多数の場合は抽選

俳句・俳句若葉会
　10/23(土)13時30分～
フラダンス・ハイビスカス
　10/25(月)13時30分～
操体法＆リラクゼーション・POP&POP 元気塾
　10/26(火)10時～
合唱・きらきらの会
　10/26(火)13時30分～
吟詠・吟道ななほし
　10/26(火)13時30分～

野口英世フェア
　・　11月13日(土)(1)10時～16時　
パネル展・手紙コンテスト入選作品展
示、(2)13時30分～15時(開場13時)
落語“野口英世伝”　　桂 幸丸氏　　
　(2)50人先着　　(2)10月12日(火)
から　 　　を 　・ 　・    または　 へ 

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

長浜ホール

長浜ホール
10月11日(月)・25日(月)

こんろからの火災を防ごう !!

金沢消防署 総務・予防課　　・　781-0119

　横浜市内において令和２年中に発生した火災は624件で、そのうち「こんろ」が
原因となって発生した火災（以降、『こんろ火災』）は72件でした。
　そのうち、住宅火災に目を向けると全266件中59件が『こんろ火災』となって
おり、住宅火災の出火原因で最多でした。

　こんろは日常生活には欠かせないものですが、『こんろ火災』
のほとんどは使用者の不注意により発生しています。この機会に、
もう一度「こんろ」からの出火防止について考えてみましょう。

①鍋を火にかけたまま、その場を離れる。
※食用油は一定温度以上になると自然発火します。

②着ている服に、
　火が燃え移る。

①使用している時は、その場を離れない。
※Siセンサー付コンロを使用しましょう。

②服に火が移らない
　ように袖をまくった
　り、防炎のエプロン
　やアームカバーを
　着けましょう。

主な火災事例 火災を防ぐには？

こんろの近くに
燃えやすい物を
置かない。

Siセンサーのマーク Siセンサーコンロ

横浜市消防局マスコット
キャラクター　ハマくん

安心センサー

裏面に　　　、生年月日、年齢、希望
教室名、返信表面に住所、氏名を記入
して、10月20日(水)(必着)までに左
記へ※電話番号の記入漏れにご注意く
ださい※返信の裏面は無記入

こんろの近くに
調味料などを
置かない。

防炎製品のラベル



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。

ゆめかもん

で 検索

区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
788-7803　　789-2147　　11月3日(祝・水)・7日(日)

区民ギャラリー
　10月17日(日)～23日(土)開園15周年日本画家川合玉堂名画記念展
/旧川合玉堂別邸及び園庭緑地運営委員会
　10月24日(日)～30日(土)食卓を彩るわたしがつくった器たち
/陶芸アートプロジェクト・ハマＭＵＧ企画ときめき工房
　11月1日(月)～9日(火)金沢区健康づくり月間
/金沢区健康づくり月間実行委員会
　11月10日(水)～16日(火)第33回金沢区民文化祭「区民の作品展」
/金沢区民文化祭実行委員会

展示ケース
　10月1日(金)～31日(日)アトリエプリティーの小さな世界/光岡 佐輝子氏

金沢区「街の先生」

※各教室の詳細や開催状況は､　または　でご確認ください｡

当日受付教室のご案内

金沢スポーツセンター
〒236-0011　長浜１０６-８　　785-3000　　785-7000　
金沢スポーツセンター 10月25日(月)

教室名 曜 日 時 間

月

火

水

木

金

土

月曜日のヨガ
健康体操

水曜日のエアロ
60プラス
水曜日のボクサ
水曜日のヨガ
木曜日のヨガ
らくらく骨盤体操
ZUMBA GOLD®
ZUMBA®
金曜日のエアロ60
モーニングボクサ

姿勢コンディショニ
ング(骨盤底筋編) 9時～

10時～
10時～

9時25分～

11時30分～
19時30分～
11時～
12時～
9時～
10時～
11時10分～
9時30分～

①ヨガ＆エクササイズの50～60分教室　　
　 1回550円

教室名 曜 日 時 間
水

土
土曜日のエアロ45
土曜日のヨガ45

水曜日のエアロ45 10時35分～
9時15分～
10時5分～

②ヨガ＆エクササイズの45分教室　　
　 1回450円

教室名 曜 日 時 間

姿勢
コンディショニング
(ストレッチポール編)

12時20分～

③ストレッチ30分教室　　
　 1回400円

金

①～③　16歳以上　
※教室開始30分前より受付
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生きがい就労支援スポットのセミナー情報 １０月２８日(木)14時～15時
10人先着　　いきいきセンター金沢3階　　
１０月１３日(水)から　で下記へ

　「金沢区生きがい就労支援スポット」は専任のスタッフが相談者一人一人の
お話を伺い、ニーズや状況に適した情報提供､就労先やボランティア活動、地域
活動､セミナーなどの紹介を行う専門窓口です｡　　
　まずはお気軽にご相談ください｡

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

お仕事応援セミナー
「最新のシニアの求人動向を探る」

シニアの皆さんのセカンドライフを応援します！

地域で“働く・学ぶ・参加する”をお考えの
人は、まずご連絡ください。

　家庭のメーター検針業務を30年近く経験してきた人
への就労紹介です。高齢になったことで、勤務日数や勤
務場所などの条件が気になり、特に夏場の勤務時間や休憩時間はあらか
じめ確認しておきたいとの要望がありました。歩くことは苦にならないとの
ことで、放置自転車禁止区域に止めてある自転車に駐輪禁止のシールを
貼る仕事を紹介しました。自宅から近く、勤務日数の選択や休憩もしっかり
取れることに納得されて、就労を希望。めでたく採用が決まり、元気に活躍
されています。企業からも「元気によく働いてくださっていて、とても助
かっています。」とうれしいメッセージが届いています。

地域で活躍の場を見つけた70代の人をご紹介します！

　７８３-９１０0　　７８２-９９７２　　11月１日(月)･8日(月)
　金沢動物園（〒２３６-００４２ 釡利谷東５-１５-１）金沢動物園 検索

思い出写真展（仮）について

写真募集について

金沢動物園での思い出の写真を送ってください！
　金沢動物園は、令和４年３月17日で開園40周年を迎えます。40周年を
記念して、「思い出写真展（仮）」で展示する写真を募集中です。過去に金
沢動物園で撮影した写真を、そのエピソードとともにお送りください。こ
の機会に、ご自宅のアルバムを開いてみませんか？

　　　写真、撮影日、写真に関するエピソード、掲示を希望するニック
ネーム、送付する写真の枚数、　　　、希望する応募特典を記載し、11月
30日(火)(必着）までに郵送で下記へ、または　の申込みフォームへ。
素敵なエピソードの場合、インタビューをご依頼する場合があります。
※注意事項など詳細は、金沢動物園　でご確認ください

申込み

応募特典

金沢動物園 40周年写真

公園ウォーキングツアー
　10月30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)
　小学生以下は保護者同伴/10組先
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
　10月11日(月)から上記 　へ

〒236-0051　富岡東2-9
　・　 774-3003

富岡総合公園

令和４年３～５月（予定）
金沢動物園開園40周年記念イベント　
動物園内各所
応募いただいた写真とエピソードに、
現・旧飼育員の解説を加えて展示予定

◇郵送の場合（以下の３つから１つ選択）

◇ホームページから応募の場合
　オリジナルのPC壁紙データ

金沢動物園入園券（40組抽選）
※　 への応募は、一人一回まで※抽選に漏れた際は、 　または　 となります
ガイドツアー参加券（令和４年３月19日の40周年記念イベントで実施予定）
かつて動物園にいた動物たちのグッズ（非売品）

ア

イ
ア イ ウ

ウ

開催期間
展示場所

内容

できることと
勤務条件の
マッチングに
成功！

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　　　小
学生以上900円、3歳以上の未就学児
500円、3歳未満無料(園内40分食べ
放題、3歳以上はみかんのお土産付き)
※団体は

〒236-0012　柴町４６４
　７85-6844　　788-8588
（JA横浜柴農園管理事務所）

柴シーサイド恵みの里

毎週月曜日（休日の場合は翌日）

金沢区民活動センター



認可保育所等

幼稚園・認定こども園（１号）

●利用案内の配布開始　10月12日（火）
　　　　　　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9日（火）（消印有効）
　　　　　　11月16日（火）

配付場所

郵送締切日
窓口締切日 出生前申込みの人および障害児保育、市外保育所

保育園・幼稚園・認定こども園の
入園申込みが始まります

申込みの人が対象です。

出生前の申込み

市外の保育園の
申込み

障害があったり、発達に心配のあるお子さまで、認可保育所等
の利用を希望する場合は、希望園をお子さまと一緒に事前に
見学・電話相談等し、状況をお伝えいただいたうえで、10月中
に区役所（4階404）にお越しください。

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16
日（火）までに区役所（4階404）に申込書を持参してください。

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、締切日の一週間前までに区
役所（4階404）に申込書を持参してください。

障害児保育

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

配付場所
提出先

　幼稚園・こども園各園は建学の精神に基づき、特色ある保育内容・教育方針や幼
児期にふさわしい施設・設備、園庭等を兼ね備えています。見学や説明会では各園
の雰囲気や保育・教育の考え方をご確認いただき、育児や発達に不安がある場合
や疑問等は心にためず何でもご相談ください。

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

10月12日(火)よりホームページに令和4年度保育所等の
入所を考えている人向けの説明動画を掲載します。
ぜひご覧ください。

金沢区　保育所

保育園・幼稚園・認定こども園

フードドライブ　横浜

　園により保育方針や内容・設備など特色が異なります。無理
なく送迎可能かどうか、お子さまと一緒に行ってみましょう。
※新型コロナウイルスの影響で園訪問ができない場合もあり
ます。事前に直接園へ連絡の上、ご来園ください。

保育・教育
コンシェルジュ

から

第39回

X線検査または
内視鏡検査
　50歳以上(2年度  に1回)
　3,140円
　同一年度にX線検査と内視
　鏡検査の両方を受診するこ
　とはできません。

12

①定例おはなし会
　10月20日(水)15時30分～16時　　　1人でお話が聞ける子
②出張見どころ解説「横浜の大名 米倉家の幕末・明治－「日記」が伝え
る武州金沢藩、激動の4年」
　11月7日(日)14時～15時　　40人先着
③いろいろな国のことばで読み聞かせをたのしもう
　11月20日(土)13時30分～14時30分　　20人先着
④おひざにだっこのおはなし会
　10月27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
　②10月20日(水)③10月13日(水)④10月14日(木)9時30分から　
または　へ

金沢図書館からのお知らせ

　海が身近な金沢区。海に関心の高い人も多いのでは？そこで海について切り口の
異なる2冊の本をご紹介。切り口を変えて見てみると、違った海が広がるはず。

　がんは症状が出たときにはすでに進行していることが多く、早期発見・早期
治療が重要です。横浜市では、協力医療機関でがん検診の受診ができます！

　地域振興課（６階601）では、各家庭や事業者から、使いきれない未使用
食品を持ち寄っていただき地域の福祉団体や施設等へ寄付する「フードド
ライブ」の常設窓口を設置しています。
　集まった食品はフードバンクや金沢区社会福祉協議会を通じて区内の子
ども食堂や学生支援等、必要な人へ無償でお渡ししています。

※区役所で実施している肺がん検診は、新型コロナウイルス感染症の動向に
　より一時中止する場合があります。

金沢図書館の本棚から

　人がめったに訪れない、隔離された無人島のビーチに、おびた
だしい数のプラスチックごみが流れ着いています。推定4,000万
個。著者はもはやプラスチックが見つからない海は、おそらく存
在しないと言います。では海に流れ出たプラスチックは環境にど
のような影響を与えるのでしょうか。この本ではプラスチックの
問題は何か、海洋生物への影響や、改善のための努力などが、分
かりやすく書かれています。身近な海のためにできることを考え
てみませんか。

ラベルの記号　519.4　2階一般書コーナー

『海洋プラスチック汚染　「プラなし」博士、ごみを語る』おとな向け
中嶋 亮太/著　岩波書店
なか じま りょう た

　瀬戸内海に面した愛媛県立長浜高等学校には「水族館部」が
あります。「水族館部」の活動は生き物の飼育をするだけではあ
りません。ミズクラゲの毒針と海水中の成分との関係について
研究をしたり、カクレクマノミの繁殖に挑戦したり…もちろん、
水族館の名の通り、飼育している2,000点を超える生き物の一
般公開もしています。ですが、これだけの活動、そう簡単に上手
くいくはずもなく…取材に基づいた部員たちのアツイ日々の物
語へ、みなさんをご案内します。

ラベルの記号　れ　1階児童書コーナー

『長浜高校水族館部！』こども向け
令丈 ヒロ子/文　紀伊 カンナ/絵　講談社
れいじょう こ き　 い

　金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5）
　784-5861　　781-2521 10月11日(月)
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こども家庭係(4階404)　　788-7795　　788-7794

資源化推進担当(6階601)　　788-7801　　788-1937健康づくり係(4階408)　　788-7840　　784-4600

横浜市けんしん専用ダイヤル

受付時間 8時30分～17時15分

問合せ

こんなに
たくさんの食品を
ありがとう
ございます。

定期的にがん検診を
受診し、健康状態を
確認しましょう！

　金沢区では2020年5月～2021年７月までに4,230食品、1,048ｋｇの寄付
をいただきました。引き続き、食品ロス削減のためにご協力をお願いします。

寄付を受けている食品

●常温保管が可能で未開封のもの
●賞味期限が２か月以上あるもの 
●精米・玄米・もち米・缶詰など 
※アルコール類・生鮮食品は寄付できません

「ヨコハマ３R夢!」 
マスコット イーオ

詳しくは
検索してね！！

肺がん
胸部X線検査
　40歳以上(年度  に1回)
　680円

※

大腸がん
便潜血検査
　40歳以上(年度  に1回)
　無料

※

胃がん

乳がん
①マンモグラフィ検査単独
　680円
②視触診＋マンモグラフィ検査
　1,370円
　40歳以上の女性
　 (2年度  に1回)※

子宮がん
①頸部細胞診検査
　1,360円
②頸部細胞診検査＋体部検査
　(医師が必要と認めた人）
　2,620円
　20歳以上の女性(2年度  に1回)※

前立腺がん
(PSA検査)
血液検査
　50歳以上の男性
　(年度  に1回)
　1,000円

※

※

664-2606　　663-4469

けい ぶ

※年度：4月1日～翌3月31日
　(年齢は2022年4月1日時点)

スリム

令和４年度の


