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金沢区のいま 区の人口
（前年同月比1,434人減）

世帯数

196,879人

90,475世帯令和4年 5月1日 現在推計
6月の土曜開庁日11日・25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

　区民の皆様の安全・安心な暮らしを支えるため、防災・減災、交通安全及び
防犯など、地域のつながりを生かした自助・共助の取組を進めます。特に、風
水害や大地震への平時からの備えや正しい避難行動がとれるよう、地域の
取組への支援を強化します。
　また、次代を担う中学生への防災教育を推進します。
 主な事業
●金沢防災“えん”づくり事業
　～顔の見える防災の輪～
●安全で災害に強いまちづくり

1 安心して暮らせるまちづくり

　身近な場での子育て支援を充実させるとともに、第４
期金沢区子育て支援の協働の指針を踏まえ、地域、関
係機関等とのつながりを更に強め、子どもの健やかな
成長を見守り育むまちづくりを一層進めます。
 主な事業
●地域子育てネットワーク事業
●子育て応援事業

　継続して取り組んでいる「金沢まごころ運動」を軸に、皆様に寄り添う共感と信
頼の区役所となるよう区役所サービスの充実を図ります。
 主な事業   ●「区民サービス」推進事業

3 すくすく育て！ かなざわっこ
～子どもが健やかに育つまちづくり～

金沢区の運営方針・予算のご紹介

地域の皆様と共に考える、挑戦する、つくる！
～訪れたい、住みたい、住み続けたいまち 金沢を目指して～

令和４年度

　運営方針は、金沢区役所として区政をどのように進めていくのかを示す指針となるものです。この度、令和４年度の運営方
針を策定しましたので、基本目標と４つの柱などについて紹介します。併せてそれぞれの柱に係る予算についても紹介します。

　金沢区の将来を見据え、区の特色である豊かな自然環境や歴史資産、観
光資源等を生かした、地域、企業及び大学等との協働によるまちづくりを進
めます。区民ならではの視点を踏まえた区民ライターや区民カメラマン等に
よる魅力発信や、子どものうちから区の魅力に触れ、体験できる機会を設け

るなど、地元への愛着心を高める取組を進めます。
 主な事業
●金沢の「自然資産」ふれあい事業【新規】
●地域の魅力発見・発信協働事業
●金沢区観光振興事業

基 本 目 標

２ 金沢の未来を創る！
～多様な主体等と連携した魅力あるまちの実現～

　地域や関係機関との連携を深め、「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」を基本理
念とした第４期金沢区地域福祉保健計画の取組を進め
ることにより、地域のつながりがはぐくまれる取組や地
域包括ケアを推進します。
 主な事業
●金沢区地域福祉保健推進事業
●地域包括ケアの推進

4 誰もが健康で生きがいを
感じられる地域の実現！

AozoraFactory2021@泥亀公園朝比奈小学校でのモデル拠点訓練

金沢ささえあいプラン
第４期金沢区地域福祉保健計画

第４期金沢区子育て支援の
協働の指針

「大河ドラマ」を契機とした
観光プロモーションにも取り組みます

区民の皆様への｢まごころ｣あふれる区役所づくり 区役所が独自に企画・実施する事業のほか、市役所各局と区が連携して、
次のような事業を進めていきます。
○EBPMを踏まえた人口減少対応策の検討モデル事業
○金沢区における地域特性を踏まえた持続可能な地域交通の実現に向け
たモデル的取組
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 この記事に関する問合せ 運営方針について 企画調整係（6階602） 788-7726　　786-4887
 予算について 予算調整係（6階604） 788-7708　　786-0934

なが   い       きょう   こ

　昨年度は、新型コロナウイルスの感染予防対策により、皆様の行動が制限さ
れ、大変苦しい一年であったと思います。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の集まりやイベントなどの
活動の中止や延期が余儀なくされる中でも、さまざまな工夫によりご対応いただ
きました。改めて感謝申し上げます。令和４年度は、新しい生活様式を踏まえな
がら、地域の皆様や企業・事業者、大学等をはじめ、金沢区を支えていただく全
ての皆様とともに、改めて取組を始めてまいります。地
域の集まりやイベントなどの活動にも、可能な限り参加
し、区民の皆様と笑顔でお会いできることを楽しみに
しております。
　どうぞ、よろしくお願いいたします。

　個性ある区づくり推進費は、区役所
が独自に組むことかできる予算です。
その中で、地域のニーズへの対応や、
区の特徴を活かした事業などを行うた
めの予算が「自主企画事業費」です。
　個性ある区づくり推進費に加え、区
民の皆様の生活に密着した福祉や保
健、子育て、道路や公園の維持管理や
整備などを含む身近なまちづくり等、
区民生活を支えるさまざまな事業を、
局からの予算配付を受け実施してい
ます。

個性ある区づくり推進費 自主企画事業費とは？予 算

金沢の未来を創る！
～多様な主体等と連携した
魅力あるまちの実現～

4,621

2

14

3すくすく育て！
かなざわっこ
～子どもが健やかに
育つまちづくり～

1,485

合計
9,912
万円

誰もが健康で
生きがいを
感じられる
地域の実現！
1,697

区民の皆様への
「まごころ」あふれる

区役所づくり
411

安心して
暮らせる
まちづくり
1,699
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地域を支え、共に歩むLINKAI横浜金沢

この特集に関する問合せ　企画調整係（６階６０２）　　788‐7726　　786‐4887

　横浜市を代表する企業集積地域が金沢区の臨海部にあり、昭和46年、根岸湾を埋め立てて誕
生した鳥浜町は、住工分離を目的とした公害対策として横浜市内から移転をしてきた中小企業が集
積しています。
　鳥浜町に立地する企業・事業所のまとめ役として、さまざまな活動に取り組む「横浜市金沢団地協
同組合」をご紹介します。

　昭和47年４月に鳥浜町で操業する中小企業に
よって設立され、組合と地域の皆様で協力しながら
働きやすい環境づくりや、地域内の美化活動、ここ
で働く皆様の健康増進の取組などを実施していま
す。今年で50周年を迎えました。

　大震災が発生した際に地域を支援するため、横浜市の「災害時協力
事業所制度（かなざわ強助隊）」に登録をしています。発災時はここで操
業する企業それぞれの事業特性や保有する資格・技術を活かした応急
活動や支援等を提供します。また、各企業・事業所で自衛消防組織を編
成しており、自衛消防組織と金沢区が連携した消防訓練を毎年行って
います。

　ひと昔前の鳥浜町は、ごみ等が多くありましたが、地域内の
公園や道路などの清掃活動を月１回実施し、おかげさまで、現
在はきれいな地域に生まれ変わり、「横浜市公園愛護会」、「横
浜市ハマロードサポーター」へも参加しています。
　また、町内のバス通りの街路樹周辺に花を植える活動も年
２回続けており、美しい地域を目指し、日々活動をしています。

横浜市金沢団地協同組合   理事長    　　　　 さん
えの　もと      ひで　  お

鳥浜町の地形 鳥浜町の風景 1970年代の鳥浜町（埋立地）

　金属加工や化学、輸送、食品製造と多種多様な企業が操業しており、地域の皆様
方のご協力により、幾多の試練を乗り越えて県下有数の工業団地として発展してき
ました。
　横浜ベイサイドマリーナや三井アウトレットパーク横浜ベイサイド、ブランチ横浜
南部市場などが開業したことにより、街並みもずいぶん変わってきていますが、こ
れからも、地域や企業を支える活動を推進し、共に発展に向けて歩んでいきます。

横浜市金沢団地協同組合の地域貢献活動

創立50周年

金沢区や地域の皆様と協力して地域防災を担っています

　町内にある鳥浜公園は、
1990年頃は暗く、ごみなど
が多く見受けられましたが、
企業の皆様の努力により、今
は地域の憩いの場です。

LINKAI 横浜金沢 検索HP
この地域の詳細は
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あなたのまちの身近な相談役

　金沢区では、約260人の民生委員・児童委員が、地域の身近な相談役として、
見守りや行政などへの「つなぎ役」の活動をしています。今回は活動の様子を、
少しだけご紹介します。

▲高齢者宅などを訪問し、困りごとの相談を
聞いたり、見守りをしています。

▲保護者同士のおしゃべりや息抜き、お友達
づくりや情報交換の場として、入園前の親
子が自由に集える、地域のフリースペース
を開いています。

▲ひとり親世帯への食支援を実施し、約100
世帯にお米やお菓子などをお渡ししました。

▲地域の福祉活動に活用されている共同募
金の呼び掛けに協力しています。

▲茶話会を開いて楽しくお話をし、高齢者と
のつながりを作っています。

わたしたち、
地域でこんな活動を
しています！！

わたしたち、
地域でこんな活動を
しています！！

※掲載している写真は過去に
　撮影したものも含まれます

金沢区民生委員児童委員協議会

沓澤 和子 会長
くつ ざわ   かず  こ

おお  た

訪問・見守り活動

子育てサロン 食支援の実施 共同募金への協力

シニア茶話会

高齢者宅への訪問の様子 シニア茶話会の様子

赤い羽根共同募金街頭募金活動の様子食支援当日の様子子育てサロンの様子

　人のために活動することが、自分のため
になるのではないかと思い、民生委員を引
き受けました。
　コロナ禍になり高齢者の方々への訪問を
控えていた時期にも、毎月お手紙を書き、つ
ながりを持ち続けています。
　人生の先輩方への感謝の気持ちを込め
て、日々活動をしています。

　地域の親子が遊べる場を月に一度開
き、そこで子どもが楽しく過ごしている
様子や、お母さん同士も仲良くなってい
る姿を見ると、そのお手伝いができて良
かったなと感じます。
　さまざまな立場の人が子どもたちを
見守っていることを、活動を通して知り
ました。

わたしも、　　　　　　　　　　　になりました!!

今期(令和元年１２月～)より就任されたお二人にお話をお聞きしました

民生委員・児童委員
主任児童委員

六浦西第二地区

太田 さん

●すべての民生委員は児童委員を兼ねています。このため、民生委員・児童委員と呼ばれます。
●主任児童委員は、児童に関することを専門に担当する民生委員・児童委員です。

の  なか
釡利谷地区

野中 さん
（主任児童委員）

地域の皆様のご協力をお願いします！
横浜市版民生委員・
児童委員キャラクター
「よこはまミンジー」

民生委員・児童委員が、
12月に一斉に改選されます

ひとり暮らしの不安や介護サービスなどの
相談など

民生委員は、相談者の秘密を
守ることが法律で定められています

お困りのときは、
ご相談ください

高齢や障害に伴う困りごと

子育ての悩み相談や生活困窮・就労支援の
相談など

子育てや生活に関すること
民生委員・児童委員は、自治会町内
会から推薦されて、厚生労働大臣の
委嘱を受けて活動をしています（任期
３年、再任可）。

この特集に関する問合せ　運営企画係（４階４１０）　　７８８‐７８２０　　７８４‐４６００



▶令和4年度「子どもプログラミング
教室」受講生募集
　8月5日（金）①10時～12時、②
14時～16時　　関東学院大学金
沢八景キャンパス（六浦東1-50-1）
　区内在住の小学校4～6年生/各
30人（応募者多数の場合は抽選）
　大学の先生や、学生ボランティア
がやさしく教えます。（アプリは「ス
クラッチ」を使用）
　6月30日（木）までに　または　
で、氏名（ふりがな）、学年、学校名、
希望回、緊急連絡先、　アドレスを
下記へ※受講決定のお知らせは、
応募いただいた　アドレス宛てに、
7月29日（金）までに連絡します
　地域力推進担当（6階601）
　788-7809　　788-1937
　kz-tiikiryoku@city.yokohama.jp
※保護者の同席は可能ですが、待
合室・駐車場などのご用意はありま
せん
▶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～
　7月21日（木）10時～11時
　区役所3階3号会議室AB
　区内在住の人/27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
　7月1日（金）から　または　で
　　  を下記へ
　資源化推進担当（6階601）　
　788-7808　　788-1937
　kz-shigen@city.yokohama.jp
※緊急事態宣言が発出されている
場合は中止

▶旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園7月開園日
　7月2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
▶令和4年度 食品衛生責任者実務講習会の開催
　6月21日（火）、7月14日（木）、8
月24日（水）各14時30分～（受付
14時～）※1時間程度　　区役所3
階3号会議室Ａ　　区内食品営業
施設の食品衛生責任者
　各開催日の6日前までに　、また
は　　  、希望日、施設名称、施設所
在地を　で下記へ
　食品衛生係（4階406）
　788-7871　　784-4600
※講習会は無料ですが、駐車場は有料です

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。
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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

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)

■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
■禁煙相談　
　7月1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
■健康相談（生活習慣病等）　
　6月17日（金）９時～１２時、
　１３時30分～１５時３０分
　7月1日（金）１３時３０分～１５時30分
　区役所５階 健康相談室（５０３）

　健康づくり係（4階408）
　788-7840　　784-4600

今年の夏は参議院議員選挙が行われます
●「投票のご案内」が届きましたら、お持ちください
　世帯ごとに、ひとつの封筒に同封して郵送します。ご自分の「投票のご案内」をお持ち
いただくと、窓口での受付が早くなります。※「投票のご案内」をお持ちでなくても投票できます
●投票所内では、マスクの着用にご協力ください。
期日前投票

不在者投票

投票所の変更について

期日前投票所 投票期間（土日を含む） 投票時間

　投票日に用事で投票に行けない場合や新型コロナウイルス感染症への感染の
懸念を理由として期日前投票ができます。
　「投票のご案内」裏面の「請求書兼宣誓書」にご記入の上、お持ちいただきますとス
ムーズに受付ができます。（「請求書兼宣誓書」は期日前投票所にも用意しています）
　場所により期間・時間が異なりますのでご注意ください。

　出張先・旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票ができます。また、身体
に重度の障害のある人や要介護５の人で「郵便等投票証明書」を持っている人は、
郵便による不在者投票ができます。詳細は下記までお問合せください。

　下記の５か所の投票区については、前回の選挙から変更がありますのでご注意ください。

　金沢区選挙管理委員会（６階605）　　788-7712～4　　786-0934
横浜市選挙管理委員会 検索

８時30分～20時公示日の翌日～投票日の前日

投票日の8日前
（土曜日～投票日の前日）
投票日の8日前～投票日の前日
（土曜日～投票日の前日）のうち２日間
※投票日が確定次第、決定します

9時30分～20時

金沢区役所
１階１号会議室（泥亀2-9-1）
金沢スポーツセンター
第２体育室（長浜106-8）

横浜市立大学金沢八景キャンパス
総合体育館１階会議室（瀬戸22-２）

投票区
６
10
18
24
27

富岡東中学校（被服室）
金沢区役所
六浦地区センター
釡利谷地区センター
野島青少年研修センター

並木１-７-１
寺前２-21-７
大道２-３-１
釡利谷東２-12-１
乙舳町７-30

並木第一小学校（コミュニティハウス）
文庫小学校（体育館）
大道小学校（コミュニティハウス）
釡利谷東小学校（体育館）
乙舳町内会館

前回選挙※の投票所 今回の投票所 住所

※令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙

アニサキス
虫体

　魚介類に寄生するアニサキスによる食中毒が多く発生しています。横浜市で令
和３年に発生した３２件の食中毒のうち、２４件がアニサキスによるものでした。
　家庭で作ったシメサバが原因となった事例も多く、家庭での調理も注意が必要です。
※アニサキスは、通常の料理で用いる程度のワサビ、醤油、酢などでは死にません！！

▶体長２～３cm位で、白色の少し太い糸のような見た目をしており、渦巻き状に
なっていることが多いです。

▶サバ、カツオ、サンマ、サケ、イカ、アジなど多くの魚介類に寄生する寄生虫です。

アニサキス

アニサキスとは？

▶主に食後数時間～10数時間後に激しい腹痛、おう吐などの症状が出ます。
アニサキスによる食中毒症状

▶中心部まで加熱調理をすることが最も
効果的です。

▶冷凍処理（－２０℃、２４時間以上）も効果
があります。

▶生の魚介類を処理するときは次のこと
に気を付けましょう。

　内臓部位に多く寄生するので、早めに
内臓を除去しましょう。

　筋肉部位（身の部分）に移行して寄生し
ている場合もあるので、目視確認を徹
底し、除去しましょう。

アニサキスによる食中毒の予防法
タラの
内臓に！

食品衛生係（4階406）　　788-7871　　784-4600

生きがい就労支援
スポットの
セミナー情報 6月22日(水)14時～15時　　10人先着

いきいきセンター金沢3階　　6月14日(火)から　で下記へ

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
毎週月・土・日、祝日

生きがい就労支援スポット

お仕事応援セミナー
「就労のために知っておくべきポイント！」

「カナいきだより」を読んだことから、
とんとん拍子に就労決定した70代の男性を紹介します。
　精密機器メーカーでオーディオ製造や医療用歯科ロボット組み立
てなど技術畑一筋で定年まで勤められ、その後は地域貢献として、
養護学校の「通学路の見守りボランティア」に参加し交通安全対策や防犯活動などで
活躍され、74歳でリタイアをされた人です。心身ともに健康でまだまだ仕事がしたい
との思いから積極的に就職活動を行ったものの、問合せをしたいくつかの会社の回
答は全て「雇止め年齢に達している」と断られました。面接に至ることもなく「年齢」と
いう壁に阻まれ落胆した気持ちで過ごされていました。そのようなときに「カナいき
だより」で80代男性が物流施設清掃員に採用された記事を読み、前向きな気持ちで
「金沢区生きがい就労支援スポット」に登録されました。巡り合わせ良く、登録のその
日に、きっかけとなったコラム記事の物流施設と面接ができ、その場で清掃員として
採用、翌日から勤務というスピ－ディーな就労支援ができました。現在は研修期間も
終了し、1日3時間、週5日の勤務で他のスタッフと共に活躍されています。

　「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！

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。

（セミナーの開催日・内容は変更になる場合があります。詳しくはお問合せください。）
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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。

2022（令和４）年 6月号 ／ 金沢区版

 乳幼児健診
①4か月児　　6月14日（火）
②1歳6か月児　　7月5日（火）
③3歳児　　６月22日（水）
　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
　6月29日（水）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ごっくん離乳食教室（はじめる頃）
　6月24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
③もぐもぐ離乳食教室（2回食頃）
　6月23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
④子どもの食生活相談
　6月23日（木）、7月1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
　②～④　または　で　　  、子の名前・生年月日
を下記へ
　健康づくり係（4階408）
　788-7842　　784-4600

⑧タッチケア　　
　7月5日（火）１０時３０分～１1時３０分
　ひろば・オンライン同時開催
　ねんねのあかちゃんと保護者/８組先着
　オンライン希望者は、　　  を　で下記へ
⑨プレママDay　　
　7月5日（火）１０時３０分～１１時３０分
　タッチケア体験をしながらおしゃべりします
　第１子妊娠中の人/４人先着　
※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
⑩教えて♡土谷先生　
　7月5日（火）13時～14時50分（1人/30分）
　臨床発達心理士の土谷 みち子先生に子育てにつ
いて相談できます　　3組先着
⑪助産師相談　　
　7月７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
⑫地域deとことこ
　・　❶６月１６日（木）１０時～１１時３０分　
　　　 ふらっと（金沢文庫ふれあい会館）
　　 ❷６月１７日（金）１０時１５分～１１時４５分　
　　　 富岡すくすく広場（富岡地域ケアプラザ）
　　 ❸６月２１日（火）１０時３０分～１１時３０分　
　　　 とことこコラボさくらキッズ（さくらカフェ）
　　 ❹６月２４日（金）１０時～１１時３０分　　
　　　 シーエンジェル（寺前町内会館）
　　 ❺７月１日（金）１０時～１１時３０分　
　　　 まつぼっくり（谷津坂会館２階大ホール）
　　 ❻７月5日（火）１０時～１１時３０分　
　　　 なみきdeとことこ＋(金沢区民活動拠点
　　　 オフィスかなざわ)
　　 ❼７月６日（水）１０時～１１時３０分　　
　　　 すまいるdaido(大道集会所)
　　 ❽７月８日(金)１１時～１２時　
　　　 えんがわdeとことこ(ジュピのえんがわ)
　「とことこ」の職員が地域に出向き、子育て情報
の案内や子育て相談・交流できます

　・　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30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

 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

①横浜子育てサポートシステム入会説明会　　
　・　7月7日（木）10時30分～11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）　　3組先着
②おしゃべり会と交流会
　・　❶６月１４日（火）１０時～１１時
　　　ふわふわ（個別支援学級に通う子どものマ

マ同士のおしゃべり会）
　　　 　とことこ研修室　　１０人先着
　　 ❷６月１７日（金）１０時３０分～１１時１５分　
　　　 多文化ママのお話会　　５組先着
　　 ❸６月１８日（土）１０時３０分～１１時１５分　
　　　 多胎ママ交流会　　５組先着
　　 ❹６月２３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
　　 ❺６月２４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
　　 ❻６月２７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
　　 ❼6月27日（月）10時30分～11時30分
　　　 にこま～るの会（口唇口蓋裂のあるお子さ
　　　 んの保護者同士でお話をする会）
　　　 　10人先着
　　 ❽６月２９日（水）１４時～１４時４５分
　　　 はじめてのとことこ　　５組先着
③保育・教育コンシェルジュの出張相談　
　6月16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！ 　
　6月16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
⑤栄養士相談　　
　6月21日（火）14時～14時45分
　離乳食・好き嫌いなど、食に関する相談
⑥わらべうたであそびましょう♡　
　6月22日（水）10時30分～10時50分
⑦工作クラブ　
　7月1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

金沢区保育園 子育てひろば常設園だより

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。

●あおぞら谷津保育園　育児講座「補完食（離乳食）について」
　6月22日（水）12時～13時　　同園園庭（谷津町231‐5）　　地域の子どもと保護者/１０組先着
※雨天や定員に達した場合、オンライン開催　　事前に　にて
　784-0542（月～金曜日９時３０分～１４時）
●金沢さくら保育園　育児講座「園庭で遊ぼう！ 夏の遊び」
　7月21日（木）１０時～１１時　　同園園庭（泥亀１-２１-１）　　地域の未就園児と保護者/15組先着
　6月21日（火）から　にて　　781-9360

金沢区　とことこ 検索



　釡利谷地区センター

①おもちゃ病院
　6月23日（木）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②七夕飾りを飾ろう
　6月25日（土）10時30分～12時　
　幼児と保護者、小学生
③おひざの上のおはなし会
　7月4日（月）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
④マリーンルージュ乗船と大黒ふ頭の
見学会

　7月29日（金）Ａコース：11時30分～
15時30分、Ｂコース：14時15分～15
時30分　　中学生以下は保護者同伴/
Ａコース：23人抽選、Ｂコース：45人抽
選※Ａコースの抽選に外れた場合、Ｂ
コースを希望する場合は「Ｂでも可」と記
載してください　　200円（1家族）
⑤夏休みこども工作～万華鏡を作ろう～
　7月27日（水）午前の部：10時～11
時、午後の部：13時～14時　　小学生
/各部20人抽選　　400円
⑥夏休み！ こどもパン作り
　7月23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/各部16人抽選
　1,200円　　エプロン、三角巾、布巾
　④～⑥往復はがきに　　  、④参加
者全員の氏名・年齢・携帯電話番号・希
望のコース⑤⑥学年・希望の部（午前・
午後・どちらでも可）を記入して、④7月
15日（金）⑤7月13日（水）⑥7月9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

　金沢地区センター

①60歳以上の健康体操
　6月13日・27日の月曜日10時～11
時　　　60歳以上/100人先着
　1回400円　　ヨガマットまたはバス
タオル、体育館履き
②どんぐりころちゃんのおはなし会
　6月28日（火）10時30分～11時　
　未就学児と保護者/6組先着
③金沢区幸せお届け大使「ぼたんちゃん」
をフェルトで作ろう！

　7月8日（金）13時～16時　　成人
/20人抽選　　700円　　裁縫道具、
ベージュまたは白い縫い糸
④夏休みこども卓球教室
　7月27日（水）～29日（金）（全3回）9
時30分～11時30分　　小・中学生
/16人抽選　　2,000円（3回分）
⑤季節の折り紙教室
　7月13日（水）9時30分～11時30分
　成人/15人抽選　　500円
　③～⑤往復はがきに　　  、年齢を記
入して6月21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

　六浦地区センター

①おもちゃ病院
　6月25日（土）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②夏の和菓子～涼しげな和菓子を楽し
みましょう～
　6月20日（月）10時～13時　　成人
/12人先着　　2,200円（材料費込み）
　エプロン、三角巾、布巾2枚、マスク、
持ち帰り用の容器
③みんなで楽しむわらべうた
　7月9日（土）11時～11時30分
　未就園児と保護者/6組先着
④DIY「便利工具」の使い方
　 7月10日（日）10時～11時45分
　成人/15人抽選　　700円
⑤映画で学ぶ英会話～日常使いできる
英語表現を覚えよう～

　7月22日、8月12日・26日、9月9日、
10月14日・28日、11月11日の金曜日
（全7回）10時30分～11時40分　　成
人/12人抽選　　5,600円（7回分）
⑥夏休みスクラッチ教室～プログラミ
ングで理論的な思考回路を育もう～

　7月23日～8月13日の土曜日（全4
回）12時30分～14時45分　　小学3
年生以上（保護者同伴可）/6人抽選
　1,000円（4回分）　
　②③6月11日（土）から　または　
へ、④～⑥往復はがきに　　  、年齢⑥
保護者氏名を記入して④6月28日（火）
⑤7月8日（金）⑥7月11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

　富岡並木地区センター

①ドレミファぽぽ
日6月19日（日）11時～11時30分　
　歌とお話の会
②紙芝居の会
　6月23日（木）11時～11時30分　
③おはなしころりん村
　7月7日（木）11時～11時30分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
④サマー・スノードーム教室
　7月23日（土）10時～12時
　小学1年生～中学3年生/15人先着
　600円
⑤サマー・スイーツ教室
　7月24日（日）10時～12時
　小学1年生～中学3年生/12人先着
　800円
⑥親子蕎麦打ち体験会
　7月30日（土）・31日（日）午前の部：9
時～12時30分、午後の部：13時～16
時30分　　小学1年生～中学3年生と
親/各日各部4組先着　　2,000円
　④⑤6月11日（土）⑥6月18日（土）9
時から　へ

　能見台地区センター

①夏の初めのコンサート
　7月3日（日）10時20分～11時45分
（10時～開場）　　　100人先着
※乳幼児の鑑賞も可　　チャオバン
ビーノ（吹奏楽）、歌おうソウル＆ポップ
ス講座（コーラス）、ムジカ・ヴィオリーナ
（バイオリン）のジョイントコンサート
②おはなしのへや
　7月16日（土）11時～11時30分　
　乳幼児～小学生と保護者　　パネル
シアターや絵本の読み聞かせ
③歌おう！ ソウル＆ポップス
　7月13日・27日、8月10日・24日、9月
14日・28日の水曜日（全6回）18時30分
～20時　　女性/25人抽選
　4,200円（6回分）
　③往復はがきに　　  を記入して、6
月29日（水）(必着)までに上記へ、また
は　、返信用はがきを添えて　へ

　並木地域ケアプラザ

①子育てサロンなみき
　 6月21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
　 6月21日（火）12時～13時　
　パンの販売

　釡利谷地域ケアプラザ

夏休み“楽しく英語”
　7月28日（木）、8月10日（水）10時～
11時30分　　小学1年生～6年生（発
達に心配のある人は年齢の制限はあり
ません）/各日12人先着
　簡単な英語を使い挨拶やゲームなど
　1回300円
　6月23日（木）から　または　へ

　柳町コミュニティハウス

①おもちゃ病院
　6月13日（月）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②おはなし会
　6月21日（火）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
③パソコン・スマホ何でも相談
　7月6日・13日の水曜日9時30分～
16時　　各日8人先着　　1回600円
④健康気功体操
　7月12日・26日、8月9日・23日の火
曜日（全4回）10時30分～11時30分
　10人先着　　2,000円（4回分）
　伊藤 孝夫氏（気功インストラクター）
⑤夏休み読書感想文教室
　7月27日（水）・28日（木）・29日（金）
（全3回）10時～11時30分
　小学4～6年生/5人先着
　1,500円（3回分）
　③～⑤6月11日（土）から　または　へ

　並木北コミュニティハウス

七夕おはなし会＆クラフト作り
　7月3日（日）10時30分～12時
　乳幼児と保護者、小学生/10組（20
人程度）先着
　6月11日（土）から　または　へ

　八景コミュニティハウス

初心者パソコン講座～基本操作とイン
ターネットの活用～
　7月17日・24日・31日、8月7日の日
曜日（全4回）14時～16時
　成人/8人先着　　2,000円（4回分）
　Windows10のパソコン
　6月11日（土）9時30分から　または　へ

　フレンドリースペース金沢

ボランティアスタッフ養成講座
～不登校、ひきこもりの子どもたちに寄
り添う活動をしませんか～
（1）子どもたちに寄り添って「たまりば」
の活動から（2）学校で出会った子どもた
ち～悩んだり、笑ったり～（3）相談の基
本を学ぶ（4）フレンドリースペース活動
内容説明
　（1）7月4日（月）10時～12時、（2）7
月11日（月）13時～14時30分、（3）7
月21日（木）10時～11時30分、（4）7
月25日（月）10時～12時　　（1）金沢
公会堂 2階多目的室（区役所隣接）、
（2）（3）いきいきセンター金沢（泥亀1-
21-5）、（4）金沢区福祉保健ボランティ
ア等活動拠点（釡利谷東7-19-28）
　30人先着　　（1）西野 博之氏（NPO法
人フリースペースたまりば理事長）、（2）
服部 信雄氏（元東京学芸大学教職大学
院特命教授）、（3）西田 透氏（公認心理
師）、（4）フレンドリースペース金沢ス
タッフ　　1,000円（4回分）
　6月11日（土）から　または　　  を
　・　で上記へ

　金沢図書館

①定例おはなし会
　6月15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
　6月22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
③初心者向け学校ボランティア講座
（読み聞かせ）
　6月29日（水）10時～12時30分　　金
沢区内の小中学校で読み聞かせボランティ
ア活動をしている初心者の人/15人先着
④初心者向け学校ボランティア講座
（図書修理）
　6月30日（木）10時～12時30分
　金沢区内の小中学校で図書修理ボラ
ンティア活動をしている初心者の人/6
人先着
　②～④6月14日（火）9時30分から　
または　へ

　旧伊藤博文金沢別邸

①開館・開園時間のお知らせ（6月1日～）
博文邸：9時30分～16時30分
牡丹園：9時～17時
②七夕飾り
　7月1日（金）～7日（木）10時～16時　
　短冊に願いを書いて笹に飾りましょう
③茅葺屋根燻蒸見学会
　7月4日（月）10時30分～11時30分　
（荒天中止）※休館日ですが、燻蒸は実
施します

　老人福祉センター 晴嵐かなざ

①健康スクエアかなざわ・6月 ふまねっと
　6月27日（月）14時～15時　
　歩行機能の改善、認知機能の向上が
期待できるやさしい介護予防運動
　16人先着
②お楽しみ演芸会（大道芸＆落語）
　6月24日（金）14時～15時
　20人先着　
　②6月11日（土）から　または　へ

　八景島

①押し花展
　6月4日（土）～26日（日）9時～17時　
②第22回八景島あじさい祭
　6月4日（土）～26日（日）9時～17時　
　あじさい八景めぐりやあじさいに関
連したイベントを開催
③第22回八景島あじさい祭 あじさい茶会
　6月11日（土）・12日（日）10時～15時　
　200人先着　　300円（お菓子付）

　長浜ホール

①第4回ＴＡＢＵＮＯＫＩミュージックテラ
ス“トリオ・さくらが奏でる初夏の調べ
～スウェーデンの思い出と共に”
　7月10日（日）14時～16時（開場13
時30分）　　小学生以上/70人先着
　チケット：前売り・当日（残数があれば）
ともに1,000円
②夏休みファミリーコンサート～オカピ
のスティールパン！わくわくライブ～
　7月31日（日）11時30分～12時30
分（開場11時）　　乳幼児以上/70人
先着　　チケット：前売り・当日（残数が
あれば）ともに1,000円（中学生以上）、
小学生以下無料
③ゴスペルコーラスワークショップ 後期
　7月20日、8月3日・17日・31日、9月
14日・28日の水曜日（全6回）10時～
11時30分　　30人先着
　9,000円（6回分、初回一括支払）
　①～③6月11日（土）から　　  を　・
　・　または　へ

　フォーラム南太田

①子育てママのすっきりヨガ3ヵ月コース　7月期
　7月5日・19日、8月2日・16日、9月6
日・20日の火曜日（全6回）10時30分～
11時30分　　女性/18人先着
　4,200円（6回分）
②女性と仕事応援デスク
　（1）しごとと生活設計相談：7月16日
（土）13時～、14時～、15時～（各50分
程度）（2）キャリア・カウンセリング：7月
9日（土）・22日（金）10時～、11時～、
13時～、14時～（各50分程度）
　女性/（1）3人先着（2）4人先着
　①②6月11日（土）から上記　または
　へ
※託児あり　、詳細は　714-2665へ
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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）

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。

〒２３６-００５８　能見台東２-１
　７８７-００８０　　７８７-００９０

　7月4日（月）

能見台地区センター

能見台地区センター 検索

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

　６月13日（月）

釡利谷地区センター

釡利谷地区センター 検索

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

　6月20日（月）

金沢地区センター

金沢地区センター 検索

〒２３６-００３１　六浦５-２０-２
　・　７８８-４６４１
　6月27日（月）

六浦地区センター

〒２３６-００５１　富岡東４-１３-２
　７７５-３６９２　　７７５-３７９２
　6月20日（月）

富岡並木地区センター

〒236-0021　泥亀2-14-5
　784-5861　　781-2521
　6月２0日（月）

金沢図書館

〒236-0051　富岡東2-5-31
　775-0707　　775-0877
　6月26日（日）

並木地域ケアプラザ

〒236-0045　釡利谷南2-8-1
　788-2901　　788-2906
　7月4日（月）

釡利谷地域ケアプラザ

〒236-0005 並木1-7-1（並木第一小学校内）
　・　 774-3405
　毎週金曜日

並木北コミュニティハウス

〒２３６-００２６　柳町１-３
　・　７８５-２４０３

　6月27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

八景コミュニティハウス
〒236-0021 泥亀1-21-2（八景小学校内）
　・　 790-1757

〒236-0042　釡利谷東7-19-28
　783-5978　　786-9907
　friendly-s.kanazawa@jcom.zaq.ne.jp
　毎週日曜日

フレンドリースペース金沢



　釡利谷地区センター

①おもちゃ病院
　6月23日（木）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②七夕飾りを飾ろう
　6月25日（土）10時30分～12時　
　幼児と保護者、小学生
③おひざの上のおはなし会
　7月4日（月）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
④マリーンルージュ乗船と大黒ふ頭の
見学会

　7月29日（金）Ａコース：11時30分～
15時30分、Ｂコース：14時15分～15
時30分　　中学生以下は保護者同伴/
Ａコース：23人抽選、Ｂコース：45人抽
選※Ａコースの抽選に外れた場合、Ｂ
コースを希望する場合は「Ｂでも可」と記
載してください　　200円（1家族）
⑤夏休みこども工作～万華鏡を作ろう～
　7月27日（水）午前の部：10時～11
時、午後の部：13時～14時　　小学生
/各部20人抽選　　400円
⑥夏休み！ こどもパン作り
　7月23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/各部16人抽選
　1,200円　　エプロン、三角巾、布巾
　④～⑥往復はがきに　　  、④参加
者全員の氏名・年齢・携帯電話番号・希
望のコース⑤⑥学年・希望の部（午前・
午後・どちらでも可）を記入して、④7月
15日（金）⑤7月13日（水）⑥7月9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

　金沢地区センター

①60歳以上の健康体操
　6月13日・27日の月曜日10時～11
時　　　60歳以上/100人先着
　1回400円　　ヨガマットまたはバス
タオル、体育館履き
②どんぐりころちゃんのおはなし会
　6月28日（火）10時30分～11時　
　未就学児と保護者/6組先着
③金沢区幸せお届け大使「ぼたんちゃん」
をフェルトで作ろう！

　7月8日（金）13時～16時　　成人
/20人抽選　　700円　　裁縫道具、
ベージュまたは白い縫い糸
④夏休みこども卓球教室
　7月27日（水）～29日（金）（全3回）9
時30分～11時30分　　小・中学生
/16人抽選　　2,000円（3回分）
⑤季節の折り紙教室
　7月13日（水）9時30分～11時30分
　成人/15人抽選　　500円
　③～⑤往復はがきに　　  、年齢を記
入して6月21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

　六浦地区センター

①おもちゃ病院
　6月25日（土）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②夏の和菓子～涼しげな和菓子を楽し
みましょう～
　6月20日（月）10時～13時　　成人
/12人先着　　2,200円（材料費込み）
　エプロン、三角巾、布巾2枚、マスク、
持ち帰り用の容器
③みんなで楽しむわらべうた
　7月9日（土）11時～11時30分
　未就園児と保護者/6組先着
④DIY「便利工具」の使い方
　 7月10日（日）10時～11時45分
　成人/15人抽選　　700円
⑤映画で学ぶ英会話～日常使いできる
英語表現を覚えよう～

　7月22日、8月12日・26日、9月9日、
10月14日・28日、11月11日の金曜日
（全7回）10時30分～11時40分　　成
人/12人抽選　　5,600円（7回分）
⑥夏休みスクラッチ教室～プログラミ
ングで理論的な思考回路を育もう～

　7月23日～8月13日の土曜日（全4
回）12時30分～14時45分　　小学3
年生以上（保護者同伴可）/6人抽選
　1,000円（4回分）　
　②③6月11日（土）から　または　
へ、④～⑥往復はがきに　　  、年齢⑥
保護者氏名を記入して④6月28日（火）
⑤7月8日（金）⑥7月11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

　富岡並木地区センター

①ドレミファぽぽ
日6月19日（日）11時～11時30分　
　歌とお話の会
②紙芝居の会
　6月23日（木）11時～11時30分　
③おはなしころりん村
　7月7日（木）11時～11時30分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
④サマー・スノードーム教室
　7月23日（土）10時～12時
　小学1年生～中学3年生/15人先着
　600円
⑤サマー・スイーツ教室
　7月24日（日）10時～12時
　小学1年生～中学3年生/12人先着
　800円
⑥親子蕎麦打ち体験会
　7月30日（土）・31日（日）午前の部：9
時～12時30分、午後の部：13時～16
時30分　　小学1年生～中学3年生と
親/各日各部4組先着　　2,000円
　④⑤6月11日（土）⑥6月18日（土）9
時から　へ

　能見台地区センター

①夏の初めのコンサート
　7月3日（日）10時20分～11時45分
（10時～開場）　　　100人先着
※乳幼児の鑑賞も可　　チャオバン
ビーノ（吹奏楽）、歌おうソウル＆ポップ
ス講座（コーラス）、ムジカ・ヴィオリーナ
（バイオリン）のジョイントコンサート
②おはなしのへや
　7月16日（土）11時～11時30分　
　乳幼児～小学生と保護者　　パネル
シアターや絵本の読み聞かせ
③歌おう！ ソウル＆ポップス
　7月13日・27日、8月10日・24日、9月
14日・28日の水曜日（全6回）18時30分
～20時　　女性/25人抽選
　4,200円（6回分）
　③往復はがきに　　  を記入して、6
月29日（水）(必着)までに上記へ、また
は　、返信用はがきを添えて　へ

　並木地域ケアプラザ

①子育てサロンなみき
　 6月21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
　 6月21日（火）12時～13時　
　パンの販売

　釡利谷地域ケアプラザ

夏休み“楽しく英語”
　7月28日（木）、8月10日（水）10時～
11時30分　　小学1年生～6年生（発
達に心配のある人は年齢の制限はあり
ません）/各日12人先着
　簡単な英語を使い挨拶やゲームなど
　1回300円
　6月23日（木）から　または　へ

　柳町コミュニティハウス

①おもちゃ病院
　6月13日（月）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②おはなし会
　6月21日（火）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
③パソコン・スマホ何でも相談
　7月6日・13日の水曜日9時30分～
16時　　各日8人先着　　1回600円
④健康気功体操
　7月12日・26日、8月9日・23日の火
曜日（全4回）10時30分～11時30分
　10人先着　　2,000円（4回分）
　伊藤 孝夫氏（気功インストラクター）
⑤夏休み読書感想文教室
　7月27日（水）・28日（木）・29日（金）
（全3回）10時～11時30分
　小学4～6年生/5人先着
　1,500円（3回分）
　③～⑤6月11日（土）から　または　へ

　並木北コミュニティハウス

七夕おはなし会＆クラフト作り
　7月3日（日）10時30分～12時
　乳幼児と保護者、小学生/10組（20
人程度）先着
　6月11日（土）から　または　へ

　八景コミュニティハウス

初心者パソコン講座～基本操作とイン
ターネットの活用～
　7月17日・24日・31日、8月7日の日
曜日（全4回）14時～16時
　成人/8人先着　　2,000円（4回分）
　Windows10のパソコン
　6月11日（土）9時30分から　または　へ

　フレンドリースペース金沢

ボランティアスタッフ養成講座
～不登校、ひきこもりの子どもたちに寄
り添う活動をしませんか～
（1）子どもたちに寄り添って「たまりば」
の活動から（2）学校で出会った子どもた
ち～悩んだり、笑ったり～（3）相談の基
本を学ぶ（4）フレンドリースペース活動
内容説明
　（1）7月4日（月）10時～12時、（2）7
月11日（月）13時～14時30分、（3）7
月21日（木）10時～11時30分、（4）7
月25日（月）10時～12時　　（1）金沢
公会堂 2階多目的室（区役所隣接）、
（2）（3）いきいきセンター金沢（泥亀1-
21-5）、（4）金沢区福祉保健ボランティ
ア等活動拠点（釡利谷東7-19-28）
　30人先着　　（1）西野 博之氏（NPO法
人フリースペースたまりば理事長）、（2）
服部 信雄氏（元東京学芸大学教職大学
院特命教授）、（3）西田 透氏（公認心理
師）、（4）フレンドリースペース金沢ス
タッフ　　1,000円（4回分）
　6月11日（土）から　または　　  を
　・　で上記へ

　金沢図書館

①定例おはなし会
　6月15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
　6月22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
③初心者向け学校ボランティア講座
（読み聞かせ）
　6月29日（水）10時～12時30分　　金
沢区内の小中学校で読み聞かせボランティ
ア活動をしている初心者の人/15人先着
④初心者向け学校ボランティア講座
（図書修理）
　6月30日（木）10時～12時30分
　金沢区内の小中学校で図書修理ボラ
ンティア活動をしている初心者の人/6
人先着
　②～④6月14日（火）9時30分から　
または　へ

　旧伊藤博文金沢別邸

①開館・開園時間のお知らせ（6月1日～）
博文邸：9時30分～16時30分
牡丹園：9時～17時
②七夕飾り
　7月1日（金）～7日（木）10時～16時　
　短冊に願いを書いて笹に飾りましょう
③茅葺屋根燻蒸見学会
　7月4日（月）10時30分～11時30分　
（荒天中止）※休館日ですが、燻蒸は実
施します

　老人福祉センター 晴嵐かなざ

①健康スクエアかなざわ・6月 ふまねっと
　6月27日（月）14時～15時　
　歩行機能の改善、認知機能の向上が
期待できるやさしい介護予防運動
　16人先着
②お楽しみ演芸会（大道芸＆落語）
　6月24日（金）14時～15時
　20人先着　
　②6月11日（土）から　または　へ

　八景島

①押し花展
　6月4日（土）～26日（日）9時～17時　
②第22回八景島あじさい祭
　6月4日（土）～26日（日）9時～17時　
　あじさい八景めぐりやあじさいに関
連したイベントを開催
③第22回八景島あじさい祭 あじさい茶会
　6月11日（土）・12日（日）10時～15時　
　200人先着　　300円（お菓子付）

　長浜ホール

①第4回ＴＡＢＵＮＯＫＩミュージックテラ
ス“トリオ・さくらが奏でる初夏の調べ
～スウェーデンの思い出と共に”
　7月10日（日）14時～16時（開場13
時30分）　　小学生以上/70人先着
　チケット：前売り・当日（残数があれば）
ともに1,000円
②夏休みファミリーコンサート～オカピ
のスティールパン！わくわくライブ～
　7月31日（日）11時30分～12時30
分（開場11時）　　乳幼児以上/70人
先着　　チケット：前売り・当日（残数が
あれば）ともに1,000円（中学生以上）、
小学生以下無料
③ゴスペルコーラスワークショップ 後期
　7月20日、8月3日・17日・31日、9月
14日・28日の水曜日（全6回）10時～
11時30分　　30人先着
　9,000円（6回分、初回一括支払）
　①～③6月11日（土）から　　  を　・
　・　または　へ

　フォーラム南太田

①子育てママのすっきりヨガ3ヵ月コース　7月期
　7月5日・19日、8月2日・16日、9月6
日・20日の火曜日（全6回）10時30分～
11時30分　　女性/18人先着
　4,200円（6回分）
②女性と仕事応援デスク
　（1）しごとと生活設計相談：7月16日
（土）13時～、14時～、15時～（各50分
程度）（2）キャリア・カウンセリング：7月
9日（土）・22日（金）10時～、11時～、
13時～、14時～（各50分程度）
　女性/（1）3人先着（2）4人先着
　①②6月11日（土）から上記　または
　へ
※託児あり　、詳細は　714-2665へ

毎日の生活で心掛けること

外出時に心掛けること

バランスのいい食事 適度な運動 十分な休息 エアコン等の空調を使用

襟元を緩め、
風通しのよい服装

適度な休憩 こまめな水分補給 涼しい時間帯の行動

金沢消防署　総務・予防課　　・　 ７８１-０１１９

金 沢 消 防 署 だより
熱中症予防対策！熱中症予防対策！

　これから夏に向けて、熱中症が疑われる症状で救急搬送
される人が増えてきます。夏本番を迎える前に
しっかりと備えて、この夏を乗り切りましょう!!
※急に暑くなった日や、湿度が高い日などは
　特に注意が必要です！

横浜市消防局
マスコットキャラクター

ハマくん

金沢プール（リネツ金沢）
〒236-0003 幸浦2-7-1 　 789-2181 　 789-2185             　　　　　　　 　  6月28日（火）

スタジオ教室のご案内（全11回）
教室名 定員（各回） 期間 時間 費用（各回）

初めてのヨガ
骨盤体操
ピラティスヨガ
フラダンス
骨盤ヨガ
ベーシックヨガ
　18歳以上の人/応募者多数の場合は抽選　　6月15日（水）～30日（木）（全て必着）に　へ

7月11日～9月19日の月曜
7月12日～9月20日の火曜
7月13日～9月21日の水曜
7月14日～9月22日の木曜
7月15日～9月23日の金曜
7月16日～9月24日の土曜

20
15
20
15

20

9時45分～
10時45分

9時45分～
11時

950円

1，200円

金沢プール 検索
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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。

〒232-0006　南区南太田1-7-20
　714-5911　　714-5912
　6月20日（月）

フォーラム南太田

〒２３６-００２５ 野島町２４
　・　７８８-１９１９

　6月20日（月）、7月4日（月）

旧伊藤博文金沢別邸

旧伊藤博文金沢別邸 検索

〒236-0021　泥亀1-21-5
（いきいきセンター金沢内）
　782-2908　　782-2909
　6月25日（土）

老人福祉センター 晴嵐かなざわ

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

八 景 島

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

　6月27日（月）

長浜ホール

長浜ホール 検索

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

6月12日（日）～18日（土） きりえワールドへようこそ‼／きりえサークル金沢
6月19日（日）～25日（土） ひまわり写真クラブ・あさひ写真クラブ第14回合同写真展／
 ひまわり写真クラブ・あさひ写真クラブ
6月26日（日）～7月2日（土） 長浜検疫所と若き野口英世／
 NPO法人野口英世よこはま顕彰会
7月4日（月）～9日（土） リラックスヨガ　活動紹介／
 蒲原　美樹氏
7月10日（日）～16日（土） 初夏の私の花／荘　シルビア

6月1日（水）～30日（木） * heartful album * 未来応援アルバムを作ろう!／
 帖佐　裕美氏

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

金沢区「街の先生」
金沢区「街の先生」

金沢区「街の先生」

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

　6月27日（月）　　　　
※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 検索

①ヨガ＆エクササイズの50～60分教室　
　　1回600円

教室名 曜日

9時～月

時間
姿勢コンディショニング
（骨盤底筋編）

10時～月曜日のヨガ

　①～③16歳以上
※教室開始30分前より受付

10時～火健康体操
9時25分～

9時30分～

水
水曜日のエアロ60プラス

11時30分～水曜日のボクサ
19時30分～水曜日のヨガ
11時～木木曜日のヨガ
12時～らくらく骨盤体操
9時～

金

土

ＺＵＭＢＡ ＧＯＬＤ®
10時～ＺＵＭＢＡ®
11時10分～金曜日のエアロ60

モーニングボクサ

②ヨガ＆エクササイズの45分教室　
　　1回500円

教室名 曜日
10時35分～
9時15分～
10時5分～

水

土

時間
水曜日のエアロ45
土曜日のエアロ45
土曜日のヨガ45

③ストレッチ30分教室　
　　1回450円

教室名 曜日

12時20分～金

時間
姿勢コンディショニング
（ストレッチポール編）
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。

　　県立金沢文庫（金沢町１４２）　　７０１-９０６９　　７８８-１０６０

ぬ
く  

い

ひ
ろ  

え

特別展　「兼好法師と徒然草─いま解き明かす兼好法師の実像─」
　５月２７日（金）～７月２４日（日）9時～16時30分（入館は16時まで）
　一般500（400）円、20歳未満・学生400（300）円、65歳以上200（100）円、高
校生100円 ※中学生以下・障害者は無料 ※（　）内は20人以上の団体料金
　毎週月曜日（ただし、７月１８日は開館）、７月１９日（火）

け
ん 

こ
う

ね
つ 

ぞ
う

兼好法師像（部分） 狩野探幽筆 江戸時代
（神奈川県立金沢文庫所蔵）

広く知られる兼好法師の画像は、
県立金沢文庫の所蔵品です。

国宝　氏名未詳書状　鎌倉時代
（称名寺所蔵）

「うらへのかねよし（卜部兼好）」の名がみえる
仮名書きの手紙です。

かのう  たん ゆう

　金沢区地域子育て支援拠点 とことこ内
横浜子育てサポートシステム金沢区支部（能見台東5-6 2階）
　352-7110（火～土曜日9時～17時）

金沢区みんなで子育て

横浜子育てサポートシステム
提 供 会 員 大 募 集

　地域の中で子どもを預けたり預かったりすることで、人と人のつながりを広げ
地域ぐるみでの子育て支援を目指す、会員制の有償（基本1時間800円）の支え
合い活動です。
　生後57日から小学6年生までのお子さんの送迎や預かりが主な活動になります。
市内在住で子育て支援に理解と熱意のある20歳以上の健康な人を募集します。

　提供会員（子どもを預かる人）として活動するための研修会を7月に金沢区で行い
ます。ぜひ、地域で子育て中の皆さんのために力を貸してください。

提
供
会
員
さ
ん
の
声

NさんSさん

とことこ　子サポ 検索
横浜子育てサポートシステムに関する詳細は　をご確認ください。

提供・両方会員予定者研修会を受講するには事前に入会説明会の参加が必要です
入会説明会日程※要予約（日程が合わない場合は､ご相談ください。）

提供・両方会員予定者研修会（全3回） 場所  能見台地域ケアプラザ（能見台東2-1）

日時 6月18日（土）13時30分～14時30分　定員 ５組
場所 富岡地域ケアプラザ（富岡西7-16-1）
日時 6月30日（木）13時30分～14時30分　定員 ４組
場所 とことこ研修室（能見台通14-7 パークサイドハイムS102号室）

日程 ７月23日（土）子どもの発達と生活Ⅰ・未就学児の子どもの生活と援助
日程 7月29日（金）子どもの健康管理・幼児安全法
日程 7月30日（土）子どもの発達と生活Ⅱ・地域における子育て支援、提供会員の心構え・
 援助活動の実際

ペット防災について　環境衛生係（４階407）　　788-7873　　784-4600 ／ 避難場所について　防災担当(６階603)　　788-7706　　786-0934

雨風がひどくなってからペットを連れて避難することや預け先を探すことは困難です。
そうなる前に避難できるよう、準備をしておきましょう。

自身のマイ・タイムライン※を立てておき、
ペットの預け先も検討しておきましょう。

● 親戚、知人　● 動物病院、ペットホテル
● 民間団体の施設　など

検 索金沢区　風水害　ペット同行避難

●風水害時に金沢区でペット同行避難※が可能な避難場所
　災害規模などにより、避難できる場所が異なります。
　金沢区ホームページ等を確認して、避難してください。　
※ペット同行避難とは
　被災時にペットとともに避難することを言います。
　飼い主がペットを同室で飼育管理することでは
　ありません

●避難場所での注意点
　動物が苦手な人や、動物
アレルギーの人などさまざま
な人が利用するので、避難
場所でのルールを守ってくだ
さい。利用後は清掃や換気
を行い、排せつ物やごみは
各自お持ち帰りください。

　ガイドラインには、台風などの風水害に向け
た飼い主の事前の一時預け先の確保やマイ・
タイムラインの作成について記載しています。
　情報カードは、災害時に役立つペットの情報
を記録しておくことができます。（生活衛生課
（４階407）窓口で配布しています。）

日常の散歩を利用して、
なるべく多くの人や動
物と触れ合い、接触に
慣らしておきましょう。

　日頃からさまざま
な環境を無理なく体
験させておきましょ
う。環境の変化によ
るストレスを軽減させ
ることができます。

「災害時のペット対策ガイドライン」や
「災害時のための情報カード」をお配りしています

1 「しつけ」をし、社会性を身に付けさせておきましょう。3

ケージ、フード、ペットシーツ等、
必要なものをすぐに
持ち出せるよう
準備しておきましょう。

2

事 前 準 備

例

PET HOTEL

※マイ・タイムライン（避難行動計画）とは
　大雨や台風などの風水害等、これから起こるかもしれない災害に対し、
一人ひとりの家族構成や地域環境に合わせて、あらかじめ時系列で整理
した自分自身の避難行動計画のことです

　避難場所でのトラブルを防止するためや他の避難者に迷惑をかけないためにも、
基本的なしつけをしておきましょう。他人への迷惑となる行動を防止するとともに、
ペット自身のストレスを軽減することにもつながリます。

横浜市 マイ・タイムライン 検索

災害時に役立つしつけとその方法
人や動物との接触に慣らしておく さまざまな音や物に

慣らしておく
　外出する時だけに使用す
るのではなく、日頃から扉を
開けた状態で部屋に置き、
ペットがくつろいだり眠った
りする「安心できる場所」とし
て慣らすことで、速やかな避
難行動ができ、避難生活で
の使用においてもストレス軽
減につながります。

キャリーバッグやケージに
慣らしておく犬の場合

家族以外の人にも慣
らしておきましょう。

猫の場合


