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環境創造局公園緑地整備課　　　671-2653　　671-2724この記事に関する問合せ
公益財団法人 横浜市緑の協会　　370-7535　　370-9130公園の利用案内に関する問合せ
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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1,347人減）

世帯数

196,934人

89,924世帯令和4年 3月1日 現在推計
4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@yokohama_KNZW

金沢区
Twitter

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開園状況に変更が生じる場合があります。詳細は下記の問合先へご確認ください

高台にある休憩スペース。
ここから見える風景を、昔の景観に
置き換えて想像してみては？

　金沢八景駅前に新たな名所が、4月1日に開園します！かやぶき屋根が特徴の『旧円通寺客殿』が、江戸時代後期から末期の姿に
　復元されています。また、長いこと地域のシンボルになっていた桜の木を客殿の前に移植しました。
　皆様のお越しをお待ちしています。

入園・入館無料

金沢八景権現山公園 検索

駅前にあった桜の
古木を移植した
り、江戸時代から
存在した石垣の石
を使うなど、かつ
ての景観を継承し
ています。

瀬戸20-3              9時～17時/旧円通寺客殿開館時間 9時30分～16時30分
京浜急行・シーサイドライン「金沢八景」駅下車すぐ
毎月第4月曜日(休日の場合は翌平日)、12月29日～1月3日(年末年始)

所在地
アクセス
休園日

客殿で最も格式の高い部屋で、
東照宮に参詣する客はこの部
屋で休憩したと思われます。

おくざしき
三つ葉葵の紋をかたどった釘隠
しが取り付けられていました。

釘隠し
位の高い来客が建物に入る
ための入口です。

げんかんざしき

敷地内にあった東照宮に詣でる上客を
迎える客殿として使われた建物と考え
られています。無料で観覧できます。

電車
も見えるよ！

散策に疲れたらここで休憩を。

開園時間

　　370-7535　　370-9130



横浜市立大学：三輪・中西ゼミナール
みわ なかにし

　　食品ロス削減やSDGsの達成のためには、
子どもの頃からの意識を高めることや学びが
必要だと考えました。食べ残しなど食品ロス削
減に関して考えるきっかけになるよう、近隣の
小学5年生と交流会を行い、食品ロスを無くすた
めのアイデアを出し合いました。
　回収マップについても、釡利谷地区の自治会
で回覧してもらったり、地域ケアプラザや地区
センター、スーパーに配架して
もらい、地域の人に知ってもら
えるように取り組みました。

　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３年度に実施した活動内容を中心に紹介します。

　　大学で「まちづくり」を学んでいる私た
ちは、地域住民の方と交流をしながらまち
づくりをすることができる実践の場が少な
いと感じていました。
　そんな時、空き家の対処に困っていた大
家さんと知り合い、「自由に使っていい
よ！」と言っていただきました。
　現在、空き家を「せとさんち」とネーミン
グして少しずつ改修を進めています。

　　金沢シーサイドタウン地区にある「並木ラ
ボ」を拠点に、身近な地域を楽しむイベントの開
催や、地元の方の暮らしに寄り添った情報発信
を行っています。住民の方々と連携して、子ども
から大人まで楽しむことのできるコンテンツを
考えながら、地域の魅力に触れ、地域の人々同士
が交流できる機会の創出を目指しています。

　　約40年前に金沢区役所が発行した「金沢
の古道」の最新版を製作すべく、調査を行っ
ています。
　令和3年度は、「金沢の古道」に記載されて
いるが、現存しない道や旧跡の調査を追浜ま

六浦地区連合町内会　富川会長

　「キャンパスタウン金沢」では、大学の活力を生かした学生の地域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。令和3年度も、両大学からさまざまな事業の応募がありました。
　応募事業については、厳正な審査の上で補助金額を決定しています。
　今回は、審査会に地域代表オブザーバーとして参加されている富川会長にお話を伺いました。

　最終的には
「せとさんち」
を地域の交流

で範囲を広げて行いま
した。
　地形の変化など、調査
の結果をチラシにまとめ、
動画も作成しています。
　令和4年度は、今回調
査しきれなかった一部
古道と海路の調査も行
う予定です。　

　六浦地区も高齢化が進んでおり、地域の担い手も多くが高齢者です。
　大学生の皆さんには、もっと地域に入っていただき、地域活動にいろいろなアイディアを出していただければ、
地域も活性化していくと思います。災害が起こった時も、学生さんに我々の力になっていただけたら心強いですね。
　このサポート補助金が、地域と学生の橋渡しとなり、「協働」のきっかけになってくれたらと願っています。

大学と地域が
一緒になって

横浜市立大学：齊藤ゼミナール
さいとう

関東学院大学：石井ゼミナール
いしい

ふかわ

関東学院大学：小山 弘美ゼミナール
こやま ひろみ

築７０年を
超える

古民家です

「金沢区の
好きな場所」を
区民の方に
教えていた
だきました♪

金沢シーサイド
タウン地区を

飛び出し、たくさんの
区民の方と
交流しました

公園で読み聞かせ会を開催

泥亀公園でのイベント

現在、動画編集中！

地域力推進担当（6階601）　　788-7718　　788-1937この特集に関する問合せ

区内の石碑も調査

大学と縁の深い
釡利谷地区で活動

月1回集合

拠点にすることを目的にして活
動しています。

学校で交流会を開催

もっと知って
いただくために

釡利谷地区における
フードドライブ
回収ボックスの

マップを作りました！
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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被害を軽減できることがあります。

外にいる飼い主のいない猫が増えることや、猫が管理されない
ことで猫によるトラブルが発生しやすくなります。
快適な地域環境を目指し、猫について考えてみましょう。

猫は生後半年頃から年に2～3回、
1回につき3～6匹ほど出産します

超音波発生装置

ゴム製トゲトゲ 効果のお試し用に
貸出しています。
ご希望の人は
お問合せください。

猫が嫌うにおいを置いてみる 猫が歩きづらくしてみる 猫を音や環境の変化でびっくりさせてみる
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不妊去勢手術の実施
手術をすれば増えません

耳カットのある猫はもう増えないよ

横浜市の飼い主のいない猫に関する支援事業を活用しませんか
① 地域猫活動支援事業　② 不妊去勢手術費用の補助

手術に関する相談も受け付けています。詳しくはお問合せください。

猫用のトイレを設置すると
掃除がしやすくなり、

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

ふんや鳴き声で
困っているんだ

どんな支援を
受けられるの？

猫を増やさ
ないよう

対策をしたい

子猫が生まれ
お腹をすかせて
かわいそうだな

手術をして
あげたい猫がいて
どうしたらいい？

捕まえる 病院で
不妊去勢手術

元の場所に戻す

いろんな目印があるよ

マナーを守ったエサやり
置きエサ・まきエサをしない
特定の猫にエサをあげて終わったら片付ける

ふんの掃除等

周囲の清掃活動

エサをあげるだけでなく、猫が苦手
な人にも配慮が必要です。そこは、
エサやりをしてもいい場所ですか？

自分の所有地か、土地の所有者の理
解が得られた場所で、特定の猫だけ
にあげましょう。

雨の当たらない
場所が落ち着くに

ゃ
ふかふかが
いいにゃ

プランター等に
土や砂、猫のトイ
レ用ウッドチップ
を入れるなど

環境美化につながります環境美化につながります
あちこちにされにくいから

マナーを守ってお世話をしましょう。



4月1日(金)～9月30日(金)の6か月間(予定)
9時台～16時台（12便/日）
（現金）大人180円、子ども90円　
（　   ）大人178円、子ども89円
※「②三信センター」から「⑦三信センター」までの区間内の乗降については、大人100円、子ども50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
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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。

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)

■旧川合玉堂別邸(二松庵)庭園
　5月開園日
　5月7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

①区民ダブルステニス大会
　4月30日（土）9時～17時（男子大
会）、6月5日（日）9時～17時（女子
大会）
②区民ミックスダブルステニス大会
　5月14日（土）9時～17時
③区民初級者ダブルステニス大会
　6月18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

■金沢区民ダブルステニス大会

六浦駅

六浦駅西口

京急
逗子線

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

谷戸田公園入口

グレース
タウン

六浦
地区センター

六浦荘団地
運行期間
運行時間
運 賃

運行事業者

ＩＣ 

東朝比奈・六浦循環バス（六浦駅～東朝比奈・六浦地区）の試験運行を再開します

●材料（2人分）

じゃがいも
ブロッコリー小房
パプリカ(赤)
ゆで卵
アンチョビ
　マヨネーズ
　おろしにんにく
　こしょう

２個(160g)
3個(30g)
1/6個(30g)
1個
2枚
大さじ2
小さじ1/3
少々

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

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

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

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

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

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

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

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

　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。

1人分 エネルギー：199kcal　
塩分：1.1ｇ

Ａ

アンチョビを加えるとコクがでていつもと違う味が
楽しめます。余ったアンチョビは、冷凍保存できます。

健康づくり係(4階408)　　788-7842　　784-4600

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

●作り方
① じゃがいもは半分に切り、皮つきのまま１個ずつラップに包み、電子レンジ
　 600Ｗで5~6分加熱する。熱いうちに皮をむき、粗くつぶす。
② パプリカは1cm角に切る。ブロッコリーはざく切りにする。それぞれ電子
　 レンジ600Ｗで1分ほど加熱する。ゆで卵は粗みじんに切る。

③ アンチョビは包丁でたたき、Ａと混ぜ合わせる。
④ ③に①・②を入れ、混ぜ合わせる。

　健康づくり係（4階408）　　788-7840　　784-4600

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

■禁煙相談　
　５月６日(金)13時30分～１5時30分　　区役所５階 健康相談室(５０３)
　喫煙者､年齢制限なし

■肺がん検診　
　５月１６日(月)予約開始日：４月１５日(金)～
　区役所５階 健康相談室(５０３)　　40歳以上/30人先着

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(ザ
バス金沢八景・金沢テニススクール)、
金沢区スポーツ協会テニス部に団体
登録し承認を得たチームの構成員
（ペアのうち1人が上記条件を満たせ
ば参加可）、③は過去に大会出場経
験のない人/①男女各50組先着、②
50組先着、③男女各30組先着　　
　1組4，000円（試合当日に支払い）
　4月15日（金）・16日（土）10時～
15時に参加申込書（下記　からダウ
ンロード、または金沢区スポーツ協会
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）を金沢区スポーツ
協会事務局へ持参　
　金沢区スポーツ協会 テニス部 山本
　090-8105-1416

後援：金沢区役所
金沢区スポーツ協会

　東朝比奈・六浦循環バス（京浜急行バス朝1・朝2系統）は、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作り上げたバス路
線です。
　このたび、4月1日（金）から、路線を継続できるか判断するための
試験運行を再開します。再開にあたり、利用者の声を踏まえ、ルート
やバス停を増やすなど使い勝手を向上させました。皆さんの利用が
運行継続の決め手となりますので、お出かけの際はぜひご利用くだ
さい。

※

東朝比奈
一丁目

横
浜
横
須
賀
道
路

ル
ー
ト
変
更
箇
所

ル
ー
ト
変
更
箇
所

六浦大道公園
新規

新規

東朝比奈大道口
新規

※地域交通サポート事業：地域交通の導入に向けた地域の主体的な取組
　に対して、市がさまざまな支援を行う事業です

三信センター

東朝比奈
一丁目

100円区間

運行時刻はこちら
(京浜急行バス　 )

　地域ケアプラザ等が集めた地域活
動の情報を“見える化”したデータシス
テムです。サロン・趣味活動・生活支
援等を探している人や、地域の担い
手として活躍したいと考えている人
など、幅広い人にご活用いただけま
す。なお、掲載する活動は順次拡大予
定です。「うちの活動も掲載したい！」
という人は、ぜひお近くの地域ケアプ

■「ヨコハマ地域活動・サービス検索
ナビ」が公開されました！

ラザまでご連絡ください。
【ご利用方法】
下記　、または下記二次元コードより
アクセス
　お近くの地域ケアプラ
ザ、金沢区社会福祉協議
会　　788-6080　　
　784-9011、高齢者支援担当（4階
402)　　788-7777　　786-8872
横浜　地域活動ナビ



❶4月16日(土)10時～11時　
　ふきのとう(洲崎町10-7)
　　3組先着
❷4月21日(木)10時30分～11時30分
　とことこ研修室　
　　4組先着
❸4月26日(火)13時30分～14時30分　
　並木地域ケアプラザ(富岡東2-5-31)
　　6組先着
❹5月10日(火)13時30分～14時30分
　とことこ研修室　
　　4組先着

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。
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　5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　
　ウェブ受付　
　こども家庭支援担当（4階404）　
　788-7787　　788-7794

 母親（両親）教室（全3回コース）

　・　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
　・　❶4月12日(火)10時30分～11時15分
　　　 4月20日(水)14時～14時45分
　　　 はじめてのとことこ　
　　　 　5組先着
　　 ❷4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
　　 ❸4月16日(土)14時～14時45分
　　　 多胎ママ交流会
　　　 　5組先着
　　 ❹4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
　　 ❺4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」

金沢区保育園子育てひろば常設園だより

　4月20日(水)11時～12時　  ※雨天中止　　
　同園園庭(泥亀1-21-1)　
　地域のあかちゃんと保護者(お座りができる頃からがおすすめ)
　781-9360

●金沢さくら保育園　あかちゃん初めて外遊び～ぴよとこDay～

　・　
①横浜子育てサポートシステム入会説明会

⑤子どもの食生活相談
　4月21日(木)、5月6日(金)9時～12時
　区役所5階 栄養相談室(502)　

⑥わらべうたであそびましょう♡
　4月27日(水)10時30分～10時50分

①乳幼児・妊産婦歯科相談
　4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　　4月12日・26日の火曜日
②1歳6か月児　　4月19日、5月10日の火曜日
③3歳児　　4月13日・27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

 乳幼児健診

 子どもの歯と食の相談・教室（予約制）

⑦工作クラブ
　5月6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保育･教育コンシェルジュの出張相談
　4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

⑩出前ひろば（お外で遊ぼう！)　
　・　❶4月12日(火)西柴第一公園
　　 ❷4月14日(木)六浦公園
　　 ❸4月15日(金)釡利谷第二公園
　　 ❹4月19日(火)走川公園
　　 ❺4月21日(木)下ノ浜公園
　　 ❻4月22日(金)六浦あさがお公園
　　 ❼4月28日(木)富岡総合公園ケヤキ広場
　　 ❽5月10日(火)西柴第一公園
　　 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

⑩出前ひろば（お外で遊ぼう！)　
　・　❶4月12日(火)西柴第一公園
　　 ❷4月14日(木)六浦公園
　　 ❸4月15日(金)釡利谷第二公園
　　 ❹4月19日(火)走川公園
　　 ❺4月21日(木)下ノ浜公園
　　 ❻4月22日(金)六浦あさがお公園
　　 ❼4月28日(木)富岡総合公園ケヤキ広場
　　 ❽5月10日(火)西柴第一公園
　　 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

⑤音楽大好き！
　4月21日(木)14時～14時25分
　利用者が講師となり、親子で音楽を楽しむ会

　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ウェブ予約可
　健康づくり係(4階408)　
　788-7842　　784-4600

金沢区　両親教室

③ごっくん離乳食教室(はじめる頃)
　4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

②すくすく歯ぴか教室
　4月27日(水)10時～11時(受付9時30分～)
　区役所5階 健診室(507)　
　おおむね14か月未満の子と保護者/
10組先着　　歯ブラシ、母子健康手帳

④もぐもぐ離乳食教室(２回食頃)
　4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 ③みんなdeストレッチ

　4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　で右記へ

⑨プレママDay
　5月10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
※⑧・⑨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

⑧タッチケア
　5月10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



第１回 公園ウォーキングツアー
　４月２３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)　
※雨天中止　　１５人先着　
　散策しながら植物や生物などを観察
　４月１１日(月)から上記　 へ

〒236-0051 富岡東2-9
　・　774-3003

富岡総合公園

金沢消防署　消防団係 　　・　781-0119

　令和３年11月13日（土）に釡利谷ひろば公園にて震災時の消火活動を想
定した遠距離送水訓練を実施しました。今回は、訓練に参加した消防団の活
躍をご紹介します。

　金沢消防団では一緒に活動していただける人を募集していま
す。入団資格は金沢区内に居住・勤務・在学のいず
れかに該当する18歳以上70歳未満の人です。入
団後に消防署で基礎的な研修を実施しますので
特別な知識や経験は必要ありません。ご興味のあ
る人は下記へお問合せください。

15,000Lの水槽から水を吸い上げます 普段より口径が大きいホースを
伸ばしていきます

可搬式のポンプから水を送ります 放水成功！勢いよく水が出ました！

金沢消防団
ホームページ

遠距離送水訓練を実施しました！

金沢消防団に
入りませんか？

　消防団は「自らの地域は自ら守る」という精神で、
消防防災活動を行う市町村の非常勤の消防機関です。

金沢消防団の活動を紹介します !

はじめての茶会
　５月14日(土)１０時～、１０時３０分～、
１１時～、１１時３０分～、１２時～、１３時３０
分～、１４時～、１４時３０分～、１５時～、
１５時３０分～(各回１５分程度)　
　各回３人先着　　１回５００円
　４月１１日(月)１３時から 　で上記へ
協力：横浜市立大学 茶道部

①おはなしのへや
　４月１６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ファミリーリトミック(春・夏)
　５月７日、６月４日、７月２日、８月６日の
土曜日(全４回)(１)９時４５分～１０時３０
分、(２)１０時４５分～１１時３０分※時間
はセンターで振り分け　　各１０組抽選
　３，０００円(４回分)
③おれたちの料理教室(春・夏)
　５月２２日、６月５日・１９日、７月３日の
日曜日(全４回)１０時～１２時３０分
　男性/１６人抽選　　７，０００円(４回分)
　②③往復はがきに　　　、②子の月
齢を記入して②４月２３日(土)③５月８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

①おもちゃ病院
　４月２３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１４日(土)１１時～１１時３０分　　
　未就園児と保護者/６組先着
③セルフケアの骨盤調整
　4月20日～７月２０日の第１・３水曜日
(全7回)１０時～１１時　　成人/若干名
先着　　5，250円(7回分)
④包丁研ぎ講座
　５月１５日(日)１０時～１２時
　成人/１５人抽選　　７００円
⑤パソコン講座
　５月２２日～６月１２日の日曜日(全４回)
１２時３０分～１４時３０分　　成人/９人
抽選　　３,６００円(４回分)　　ＯＳが
Windows１０のパソコン・マウスなど
　②③４月１１日(月)から　または　
へ、④⑤往復はがきに　　　、年齢を
記入して④５月２日(月)⑤５月１０日(火)
(全て必着)までに上記へ、または返信
用はがきを添えて 　へ

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

〒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
　４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
　５月２日(月)11時～11時30分　　
　乳幼児と保護者
③骨盤体操でからだを整えよう！
　５月１１日～６月１５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
　５月１１日～６月１５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)
⑤えいごがいっぱい(1)(未就園児)
　５月１２日・１９日、６月９日・２３日の木曜
日(全４回)１０時～１１時　　２～３歳児
と保護者/１２組抽選　　２，０００円(４
回分)
⑥えいごでエンジョイ(１)(幼稚園児)
　５月１２日～６月３０日の木曜日(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)
⑦手ごねのパン作り・初夏
　５月１６日、６月２０日の月曜日(全２回)
９時１５分～１３時　　１６人抽選　
　２，８００円(２回分)　　エプロン、三角
巾、布巾
　③～⑦往復はがきに　　　、⑤⑥参
加する子の名(ふりがな)・年齢を記入し
て、③④４月２７日(水)⑤⑥４月２８日(木)
⑦５月２日(月)(全て必着)までに上記へ、
または　、返信用はがきを添えて 　へ

４月１１日(月)、５月９日(月)

〒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
５月２日(月)

〒２３６-００２７　瀬戸２０-３
　３７０-７５３５　　370-9130

金沢八景権現山公園

金沢八景権現山公園
４月２５日(月)

六浦地区センター

金沢地区センター

①６０歳以上の健康体操
　４月１１日・２５日、５月９日の月曜日１０
時～１１時３０分　　　６０歳以上/各回
１００人先着　　１回４００円
②どんぐりころちゃんのおはなし会
　4月26日(火)10時30分～11時　　
　未就学児と保護者/5組先着
③スマホの活用術「はじめてのLINE」
　５月１３日・２０日・２７日の金曜日(全３
回)１３時～１５時　　成人/１0人抽選
　２，０００円(３回分)
④ジャイロキネシス®で無理なく
　エクササイズ～いつまでも若々しく～
　５月２６日～６月２３日の木曜日(全５
回)１５時３０分～１７時　　成人/１５人
抽選　　５,０００円(５回分)　　椅子や
マットを使ったエクササイズ
　③④往復はがきに　　　、年齢を記
入して４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　
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〒236-0021　泥亀2-14-5
　７84-5860　　７８9-3599

４月１８日(月)
金沢地区センター

〒236-0031 六浦5-20-2
　・　 788-4641
４月２５日(月)

①ドレミファぽぽ
　４月１７日(日)11時～11時30分　
　歌とお話の会
②紙芝居の会
　４月２８日(木)１１時～１１時３０分　
③おはなしころりん村
　５月５日(祝・木)１１時～１１時３０分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
④初夏のハイキング
　５月１４日(土)９時３０分～１３時
　新緑の北鎌倉から鎌倉まで散策
　３０人先着　　５００円

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

富岡並木地区センター

４月１８日(月)

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２日(土)～１７日(日)

〒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

⑤初夏のいけばな体験教室
　５月２１日(土)１３時３０分～１５時３０
分　　成人/１０人先着　　２,０００円
　④⑤４月１１日(月)９時から　 へ

大正琴実践教室
　５月１６日・３０日、６月６日・２０日、７月
４日・２５日の月曜日(全６回)１３時～１４
時３０分　　１０人先着　　３，０００円(６
回分)　　中森 扶美子氏
※大正琴の貸出あり
　４月１３日(水)9時から 　または 　へ

〒236-0005　並木2-8-1
　・　781-7110

並木コミュニティハウス

４月１１日(月)
並木コミュニティハウス

①おもちゃ病院
　４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
　4月１９日(火)１１時～１１時３０分
　乳幼児と保護者
③健康気功体操
　５月１０日・２４日、６月１４日・２８日の
火曜日(全４回)１３時３０分～１４時３０分
　８人先着　　２,０００円(４回分)
　伊藤 孝夫氏(気功インストラクター )
④パソコン・スマホ何でも相談
　５月１１日・２５日の水曜日９時３０分～
１６時　　各日８人先着　　１回６００円
　③④４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
４月２５日(月)



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

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。

コミュニケーション力で未経験の仕事に就いた
60代の人を紹介します。
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毎週月・土・日、祝日

　「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｡

シニアの皆さんのセカンドライフを応援します！

ゆめかもん

で 検索

区民ギャラリー
　４月１日(金)～１６日(土)皆さんのゆめCome on！金沢区民活動センター15周年/
　　　　　　　　　　　金沢区民活動センター“ゆめかもん”
　４月２４日(日)～３０日(土)身近にある器(生活の器・ペットボトル・空缶)を使って
　　　　　　　　　　　だれにでも楽しめる花のあるくらし/
　　　　　　　　　　　MOA健康法サークル金沢・大道ネットワーク

金沢区民
活動センター

展示ケース

区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
788-7803　　789-2147　
４月２９日(祝・金)、５月１日(日)・３日(祝・火)・４日(祝・水)・５日(祝・木)　

　４月2日(土)～３０日(土)理科・工作を楽しもう！/
　　　　　　　　　　　認定ＮＰＯ法人 おもしろ科学たんけん工房

４月2７日(水)14時～15時　　10人先着　　
いきいきセンター金沢3階　　４月1３日(水)から　で下記へ

春のお仕事応援セミナー
「求人の波を知る！就労対策を考える」生きがい就労支援

スポットの
セミナー情報

当日受付教室のご案内

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６００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５００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４５０円

金

①～③　16歳以上　
※教室開始30分前より受付

※各教室の詳細や開催状況は､　または　でご確認ください｡

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 ４月２５日（月）

　百貨店の紳士婦人服販売員として30年間勤務し退
職された女性です。ファッションアドバイザーとして、お
客様のお好みの色彩に合わせた服装などをご提案し、お客様の輝く姿を拝
見できることが楽しくて働いていたそうです。退職後は就労せずに過ごして
いたのですが、金沢区生きがい就労支援スポットの「しごと応援セミナー」に
参加されたことをきっかけに、就労への意欲が高まり、私たちがお仕事探し
をサポートすることになりました。販売や接客の仕事を希望されていました
が、シニア世代の接客販売業への就労は難しく、現状を踏まえた面談を行
い、数社を提案しました。その中でも「マンション管理員代行」は住居者との
コミュニケーションや来客対応などご希望の業務に近かったこと、またご自
身のスケジュールに合わせた働き方ができることに興味をお持ちいただきま
した。その後は応募、採用と順調に進み、現在は、お住まいの近隣でスケ
ジュールと健康面を考慮しながらお仕事をされています。ご本人からは「やり
がいを感じています。」とうれしい声をいただきました。

　７８３-９１０0　　７８２-９９７２
　４月１１日（月）・１８日（月）・２５日（月）

　金沢動物園（〒２３６-００４２ 釡利谷東５-１５-１）金沢動物園 検索

イベント情報

インドゾウの水飲み

お湯を受け止めるボン（左）、
ヨーコ（右）

ヨーコも器用に鼻で
水をキャッチ

　動物園ではどの展示場も動物が水を飲
む設備が用意されています。インドゾウの
展示場にも水飲み場が設置されています
が、「ボン」と「ヨーコ」はたまった水よりも
蛇口から出たばかりの新鮮な水を好んで
飲んでいるようです。ゾウは鼻をコップの
ように使って水をため、口に運んで飲むこ
とができ、鼻には約10リットルの水をため
ることができます。そこで水飲み場の他に
高圧洗浄機のホースを伸ばし、展示場へ水やお湯を飛ばせるようにしてあ
ります。飼育員がスイッチを入れると勢いよく水が飛び出すので器用に鼻
先で受け止めます。ゾウが水を飲みたくならないと見られない光景ですの

で、見かけたらぜひじっくり観察してみてください。
　金沢動物園では3月11日までインドゾウ展示場
に新たな給水装置を設置するクラウドファンディン
グを実施していました。ご参加いただいた皆様、誠
にありがとうございました。今回のクラウドファン
ディングの達成により、ゾウがセンサーに鼻をかざ
すと水が飛びだす給水装置の設置が決まりまし
た。設置後、ゾウたちがどのように使用するのか今
から楽しみです。

４月29日（祝・金）～５月８日（日）「Save the animals～わたしたちの仲間
が減っている～」と題して、金沢動物園開園40周年と絶滅危惧種をテーマ
にしたパネル展などを実施します。

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。
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企画調整係(6階602)　　788-7729　　786-4887

区民文化センターの整備に向けた
検討を進めていきます！

金沢図書館（〒236-0021 泥亀2-14-5）
784-5861　　781-2521　　4月18日(月)、5月6日(金)

第42回

①定例おはなし会
　4月20日(水)15時30分～16時　　　1人でお話が聞ける子

金沢図書館からのお知らせ

金沢図書館の本棚から

②おひざにだっこのおはなし会
　4月27日、5月18日の水曜日(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/各日各回5組先着
　②4/27開催：4月14日(木)、5/18開催：5月10日(火)9時30分から
　または　 へ

　冒頭に「『切手は小さな芸術品』といわれています。」と記述さ
れているこの本は、全ページ切手のカラー写真付きで、「切手と
は何か」から歴史、種類、収集の趣味についてなどさまざまな視
点で記述されています。特に「目打」が興味深いです。切手を切
り離しやすくするために導入された、切手同士をつなぐ小さな
穴ですが、世界には恐竜の形をした目打もあったようです。その
他にも、さくら型やおにぎり型の切手も目を引きます。身近だけ
ど奥深い、切手の世界をこの本で感じてみませんか？

ラベルの記号　693　2階一般書コーナー

ラベル記号　シ　1階児童書コーナー

『切手もの知りＢｏｏｋ　収集を楽しむ40話』
おとな向け

　ネートはパンケーキが大好きな男の子。犬のスラッジと一緒
に、身近に起こる難事件を解決する名探偵です。ある日、大切な
ステゴサウルスの切手が無くなった！と、友だちから捜査依頼が
きました。ネートはまず現場を調べ、そこにいた人に聞き取り調
査。天気の変化や家の周りの水たまりも見逃しません。「でっか
くて、しかも　ちっちゃなものがみつかりしだいもどります。」と
ママに置き手紙をしてきたのですから、真剣です。愉快な謎解き
物語のシリーズ。推理好きなご家族におすすめです。

『きょうりゅうのきって　ぼくはめいたんてい』こども向け
マージョリー・ワインマン・シャーマット/文　マーク・シーモント/絵

光吉 夏弥、小宮 由/訳　大日本図書

田辺 龍太/著　切手の博物館
たなべ りゅうた

めうち

　4月20日からの一週間は「切手趣味週間」。郵便切手の芸術性や美しさを
広く知ってもらうために設定されています。切手の世界を楽しむ、わくわくす
る本をご紹介します。

みつよし なつや こみや ゆう

　金沢八景駅の東側では、土地の区画整理やシーサイドラインの延伸など
によって街の姿を大きく変え、平成31年までにおおむねの街の整備が完
了しました。現在、駅から金沢区役所方面に少し歩いた商業地域に市有地
が残されています（写真の赤色部分）。この土地を候補地として、区民の皆
さんが身近に文化芸術に接し、幅広い分野の文化芸術活動を活発に行う
ことができるよう、金沢区における区民文化センターの整備に向けた検討
を進めていきます。
　文化施設として必要な機能や配置などについて、今年度に有識者等に
よる委員会で議論され、横浜市へのご意見をいただいていきます。委員会
意見を受けて、横浜市の考え方を「基本構想」として公表していきます。そ
の後、金沢八景駅周辺の街並みとの調和なども踏まえた設計や建設工事
など、開館へ向けた準備が進められていく予定です。
　広報よこはま金沢区版４月号の表紙で紹介しているように、金沢八景駅の
西側では、かつてはお寺の一部であったかやぶき屋根の建物を直して残し、
権現山の豊かな緑に囲まれた「金沢八景権現山公園」が４月に開園しました。

　金沢八景駅の周辺
をはじめ、今後も金沢
区心部（金沢文庫駅～
金沢区総合庁舎周辺
～金沢八景駅のエリ
ア）では、街の更新が
注目されます。

金沢八景駅周辺の様子
（北の方角が下）
【令和３年消防局航空隊撮影】

かなざわはっけいごんげんやまこうえん

　未就学のお子さんと保護者が過ごせる施設です。
プレパパプレママも大歓迎！妊娠期からご利用いただけます。

　親子でゆったり過ごしたり、仲間とおしゃべりしたり、自
由に過ごせます。赤ちゃんコーナーもありますので、安心
して過ごせます。

 とことこに初めて来館する人が対象です。
とことこひろばを案内します。初めての人同
士でおしゃべりしましょう。

はじめての人におすすめ

　子育ての悩みや相
談ができます。必要に

応じて、「横浜子育てパートナー」が
必要な情報を調べたり、適切な支援
機関を紹介します。

　地域の中で子どもを
預けたり、預かったり

地域ぐるみでの子育て支援活動「横
浜子育てサポートシステム」の事務
局を担っています。

　子育てに関する情報がたくさ
んあります。（子育てサークル・
地域のあそび場・幼稚園や保育
園の情報等）情報が多すぎて
困ったら、気軽にスタッフにお
声掛けください。

（月２回 不定期）

 赤ちゃんのマッサージとふれあい遊びをして、親子で楽しい時間を過ご
しましょう。ねんねの赤ちゃんにおすすめです。

（月1回）

　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
　tokotoko@yokohamaymca.org
【開館時間】９時３０分～１５時３０分/午前・午後入れ替え制 ※要予約
【休館日】日・月曜日、祝日、年末年始 【利用料】無料

金沢区地域子育て支援拠点金沢区地域子育て支援拠点

資源化推進担当(6階601)　　788-7808　　788-1937

　商品を入れたものや包んだもの、 　マークがついたもの（プラスチック
製）で中身がなくなるといらないものがプラスチック製容器包装だよ！

　使うために買った物（商品）には 　マークはついてないよ！
プラスチック製の商品は燃やすごみだよ！

　カップめんの容器の中には、見た目はプラでも
紙製のものもあります。 マークを確認してね！
　プラマークがついたものはプラスチック製容器
包装へ、紙のマークがついたものは燃やすごみへ

納豆の
容器

カップ麺

果物などのネット

弁当の容器

調味料の容器(プラ)

プラスチックの容器
弁当箱等

（何度も使用するもの） バケツや洗面器 CD・CDケース

カップ麺の容器

シャンプー等の
詰め替え容器

レトルト
パック

間違いやすいもの

プラスチックのごみの分別って
わかりにくいなぁ 分別方法の

アドバイスをするね！
「ヨコハマ３R夢」
マスコット　イーオ

紙製 プラ製

ボールペン おもちゃ

※中身が洗えるものは軽くゆすぐ。洗えないものは使い切れば OK！

ペットボトルの
「ふた」と「ラベル」も

分別してね！

とことこＨＰ
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