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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1,352人減）

世帯数

196,444人

90,808世帯令和4年 12月1日 現在推計
1月の土曜開庁日14日・28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

あなたのまちの　　　 スポット

つながりステーション
あなたのまちの　　　 スポット

つながりステーション

昨年10月開催の金沢まつり「いきいきフェスタ2022」では、
各サロンが協力して、事業をPRしました！

昨年10月開催の金沢まつり「いきいきフェスタ2022」では、
各サロンが協力して、事業をPRしました！

古民家内の駄菓子コーナーは、いつも子ど
もたちの笑顔で溢れています♪
縁側のある室内では、さまざまな世代が
集うイベント多数！

富岡サロン
ジュピのえんがわ

金沢スポーツセンターの一角に水曜日だけ現れ
るカフェ。マスターたちがいれたこだわりのコー
ヒーを飲みながら至福のひとときを。

Welcafe
長浜106-8　　791-7690
らしく並木 Welcafe 検索

高橋さん

さくら茶屋
西柴3-17-6　　516-8560

さくらカフェ

さくら茶屋にししば 検索

濱口さん
はまぐち

濱口さん
はまぐち

たかはし

高橋さん
たかはし

地域の皆さんにふれあいの場を提供していま
す。おいしいランチやコーヒーをいただきなが
ら、子育て・介護などの相談もどうぞ♪

みんなの交流スペース
むつら（六浦）

六浦5-1-11六浦ビル1階　　349-5665
みんなの交流スペースむつら 検索

自慢のほっこり弁当
は地域の皆さんに
大人気！（個数限定）
地域の人たちが交
流できるよう、さま
ざまなイベントを開
催しています。
※現在イートイン
　は休止中

コミュニティ・サロン
ほっこり

東朝比奈2-2-32　　786-3736
コミュニティサロンほっこり 検索

もりのお茶の間 検索

三島さん
み しま

三島さん
み しま

民家を活用したレンタルスペースとして、さま
ざまなグループが、時間を分け合って、活動し
ています。「ゆったり体操」では、楽しみなが
ら介護予防ができます。

みんなの居場所　結
洲崎町1-5　　790-1020

侍従川のほとりにたたずむ緑色のサロン。自慢
のランチはしばしば売り切れに…。フードパン
トリー（※）などの活動も行っています。

六浦東1-2-8　　701-4860

中村さん
なかむら

中村さん
なかむら

清水さん
しみず

清水さん
しみず

内山さん内山さん
うちやまうちやま

この記事に関する問合せ　区民活動支援担当（6階601）　　788-7806 　　788-1937

スポットめぐり

　コミュニティサロンは、誰でもふらっと立ち寄ることのできる地域の皆さんによる、地域の皆さんのための居場所。区役所と各サロン
が協働契約を結び、つながりステーション（略して“つなステ”）として協力し、地域をもっと明るく、もっと元気にする活動をしています。
各サロンの活動内容は、さまざまですが、「地域の皆さんのために」という思いはひとつ。ぜひ、あなたの近くのつなステにお気軽にお立
ち寄りください。あなたが“ホッと”できる、新たな居場所が見つかるかもしれません♪    ※営業時間等の詳細は各サロンにおたずねください。

富岡東3-14-47　　294-2947
ジュピのえんがわ 検索

サロンの特色を紹介した冊子「かな・サロ
2023」を３月に発行予定です。区役所、各
サロン等で配布予定です。
サロン訪問にご活用ください。

人気のランチは安全安心の食材で手作りしており、
テイクアウトメニューも充実！地域食堂やさまざま
な楽しいイベントも開催しています。

西柴3-17-7　　877-3866

岡本さん
おかもと

岡本さん
おかもと

もりのお茶の間
※十分な食事を
とることがで
きない状況の
人に、食品を無
料で提供する
活動。

※画像は2020年版です。※画像は2020年版です。
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金沢国際交流ラウンジって何？
かなざわこくさいこうりゅう

金沢国際交流ラウンジって何？
かなざわこくさいこうりゅう なになに

この特集に関する問い合わせ　区民活動支援担当（６階601） 　　788-7805　　788-1937

～みんなが暮らしやすいまちへ～
　私たちの住む横浜は、昔から多文化共生の盛んなまち。金沢区にも70カ国を超える外国籍の人が暮らしています。金沢区
の多文化共生について知っていますか？今回の記事では、金沢区の多文化共生、国際交流につながる窓口である「金沢国際
交流ラウンジ」について紹介します！

●日本語教室のことをどのように知りましたか？
　　金沢区役所に用事があって行った時、チラシを見つけ日本語
教室があるのが分かり、Eメールで申し込みました。

●日本語教室で学んだことが、どんな時に役立ちましたか？
　　毎日の買い物など外出した時、相手の話していることが分か
るようになり、近所の人と話せるようになりました。私の子ど
ものクラスメートや、日本語教室の（自分の）クラスメートと話
す時にも役立っています。

●今後日本でやってみたいことを教えてください！
　　できるだけ長く、日本で暮らしたいと思っています。日本語
教室で日本語を学んで上手になったら、人の役に立ちたいで
す。例えば、地域の消防団員になったり、ボランティアで英語
を教えたりしたいです。

　世界と日本の文化交流を目的として、世界の文化を身近
に感じられる金沢ラウンジフェスティバルを開催します。

●ステージ発表（日本語スピーチ、朗読、チアリーディン
グ、和太鼓、アカペラ、ミャンマー伝統音楽など）

●体験コーナー（剣道、ドミノ、ピニャータ、折り紙など）
●社会支援団体の展示と販売（NPO法人リンク トゥ ミャ
ンマー、ジャカルタ・ジャパン・ネットワーク（インドネ
シア））

　地域の多文化共生、国際交流につながる窓口として、金沢区役所２階に設置さ
れています。外国人市民への情報提供や相談対応のほか、日本語教室（大人向け、

子ども向け）、通訳ボランティアの派遣、外国人と日本人との交流活動などを区役所と連携しながら実施しています。　
主な多言語対応 ： 英語（月～土曜日　９時～１７時）、中国語（水曜日　９時～１３時）、スペイン語（木曜日　１３時～17時）
開館時間：９時～１７時　休館日：日曜日・祝日・年末年始　　７８６‒０５３１　　７８６‒0532            

ジョセフ・マシアスさん
（国籍：アメリカ）

●ラウンジに関わったきっかけを教えてください。
　　私は東南アジアで生活する機会がありました。若く、エネル
ギーにあふれた国や人々に接し、日本を見直すことができまし
た。帰国して外国と日本との架け橋に少しでもなれればと考
え、ボランティアを始めました。

●窓口対応のどのような時にやりがいを感じましたか？
　　相談を受けた際に、関係先に電話照会し、何とか解決の方
向が見え、相談者から感謝された時にとてもやりがいを感じ
ました。

●金沢国際交流ラウンジのPRをお願いします！
　　窓口では、子どもの教育、家族の健康から日常のトラブルに
関することまで、さまざまな相談に対応しています。英語のほ
か、スペイン語、中国語で対応できるスタッフもおりますので、
安心して相談に来てください。

　　また、さまざまな多文化交流イベントも開催しています。是
非ご参加ください！

澤田　俊作さん
（国籍：日本）

さわ　だ　　　しゅんさく

第１１回

～世界と笑顔でつながろう～～世界と笑顔でつながろう～

2月12日（日）12時30分～16時（開場：12時～）
 会　場  金沢公会堂講堂・会議室（区役所隣接）

※内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください
※詳細は、下記ホームページをご確認ください

金沢国際交流ラウンジ 検索 剣道

日本の遊び
（折り紙）

ボ・トゥ・レイングループ
（ミャンマー伝統音楽）

ジャカルタ・ジャパン・ネットワーク
（インドネシア）

横浜高校和太鼓部「鼓魂」
こだま

見る！

体験する！

参加無料・
申込不要

世界の遊び
（ピニャータ）

買う！

お互いの国の文化に触れて楽しく交流しましょう！！

大人向け日本語教室で
勉強中！

金沢国際交流ラウンジの
 窓口スタッフとして活躍中！
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家計が毎月赤字だけ
ど、どこから見直せば
よいか分からない

離職後、就職活動して
いるのに仕事がなか
なか決まらない

どこに相談したらよい
か分からない・・・

ずっと息子が働いてい
ないから将来が心配

 この特集に関する問い合わせ
生活支援係（4階405）　　788-7815　　788-7883

ほかにも「雇用が不安定だから転職したい」「医療費や税金、家賃や公共料金が払えない」
「働きたいけどブランクがあって不安」など、さまざまな心配ごとで生活に困っていませんか？

課題解決に向け
一緒に考えます

仕事探し をサポートします

　現在の状況を整理し、課題解決に向け、
一人一人の状況に応じた支援プランを一緒
に作ります。また、専門相談が必要な場合
は窓口をご案内します。

　その人の状況に応じた段階的な支援を行って
います。例えば、区役所内に開設されたハロー
ワークの窓口「ジョブスポット」では、就労支援
ナビゲーターが仕事の探し方、履歴書の書き
方、面接のポイントなどをアドバイスし、仕事が
定着するまできめ細やかにお手伝いします。

子どもの学習 をサポートします
　さまざまな事情により支援を必要とする中学生・高校生世代に対し、学習
支援や居場所づくりを行います。

横浜市　生活困窮者自立支援制度

困っていることをお聞かせください。
私たちが支援プランを一緒に考えてサポートします

困っていることをお聞かせください。
私たちが支援プランを一緒に考えてサポートします

身近で
お困りの人がいたら

相談窓口を
お伝えください。

働くための 住まいの確保 をサポートします
　失業や減収により家賃（賃貸のみ）を支払えず、住む場所を失う恐れがある
人に、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。
[住居確保給付金]　※収入や資産などの要件があります

場　所　生活支援係（区役所４階405）
日　時　月～金曜日8時45分～17時
　　　　※土・日、祝日除く

連絡先　　788-7815　　788-7883

あなたの希望する働き方を一緒
に考え、応援します。「仕事がな
かなか決まらない」「どんな仕事
が向いているのか」など、
お気軽にご相談
ください。

就労支援
ナビゲーター

家計の悩み にアドバイスします

　家計改善支援員が、家計の収支状況を「見え
る化」してどこから見直していけばよいかをア
ドバイスします。収入に応じた返済計画や保険
料などの滞納についても一緒に考えます。必要
に応じて法律相談の専門窓口も案内します。

家計の収入と支出、借金や滞納
の状況を伺いながら家計の改善
に向けて寄り添って支援してい
きます。改善したいけど方法が分
からないなど、一度
相談して整理して
みませんか。

家計改善支援員

72023（令和5）年 1月号金沢区版



▶横浜金沢魅力帳を歩く4　「早春のウ
オーキング・金沢の梅を巡る」
　2月18日（土）9時30分～12時30分
（受付9時～9時30分）　　京急「金沢
文庫」駅西口広場（集合）→六国峠ハイ
キングコース入口→能見堂跡→谷津
関ケ谷不動尊→不動池→阿王ケ台公
園→金澤自然公園→釡利谷小川アメ
ニティ→手子神社（解散）　※行程約
6km　※諸般の事情によりコースが
変更になる場合があります
　30人抽選　　500円（資料代・保険
料込み）、交通費などは自己負担
　下記　または、往復はがきに参加者
全員の　　　、年齢を記入し2月8日
（水）（必着）までに下記へ　※複数人で
申込みの場合は、代表者に○印を付け
てください　※受付時、検温をします。
体温が37.5℃以上の人、体調が優れな
い人は参加できません　※無線ガイド
システムを使用します。ご自分のイヤホ
ン(Ø3.5㎜)をご持参ください
　ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会
（〒236-0027瀬戸15-13）
　・　787-0469

後援：金沢区役所　協力：一般社団法
人横浜金沢観光協会
▶旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園2月開園日
　2月4日（土）10時～15時（入園は14時
30分まで）　　※荒天時中止　　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
▶横浜市立大学附属病院市民講座
　「もしかしたら認知症かも？～『いつ
もと違うな』と感じたら～」
　2月1日（水）10時～14日（火）16時
　動画配信　　横浜市立大学附属病
院の医師・老人看護専門看護師・社会福
祉士・管理栄養士が、認知症の早期発見
について、分かりやすくお話しします。
　1月11日（水）～27日（金）に、下記
二次元コードまたは　から
　横浜市立大学附属病院地域連携課
　787-2800（代表）（9時～17時※土・日
曜・祝日・年末年始を除く）　　787-2866

▶令和5年度 金沢区市民活動サポート
補助金 申込団体募集

　～皆さんの活動を応援します～
　金沢区では、地域の活性化や豊かな
コミュニティづくりなどを目指す区民の
自主的な活動を支援するため、金沢区
市民活動サポート補助金を交付してい
ます。5人以上で構成されている団体
が対象となります。
●事前説明会
　1月13日（金）15時～16時　　　区
役所6階2号会議室　※初めて申請す
る予定の団体は必ず参加してください
●申込締切
　1月31日（火）までに所定の申請書・
必要書類を下記　へ
　区民活動支援担当（6階601）
　788-7806　　788-1937

※令和5年度予算の執行を伴う事業につ
いては、市会での予算議決後に確定します
▶金沢区自殺対策講演会「コロナによ
る心の問題を抱えた方へ」～向き合
い方・寄り添い方のヒント～のご案内
　２月17日（金）14時30分～16時（開
場14時）　　金沢公会堂１号会議室
（区役所隣接）　　５０人先着
　１月12日（木）から氏名、電話番号を
下記　・　・　へ、または下記二次元
コード内申込みフォームへ
※手話通訳をご希望の人は１月31日
（火）までにお申込みください
　健康づくり係（４階408）
　７８８-７８４０　　７８４-４６００
　kz-kenkou@city.yokohama.jp
▶ペット防災講演会「大災害発生！」あな
たの防災力は？？僕たちどうなる？
　2月11日（祝・土）10時～12時（開場
9時30分）　　区役所5階会議室
　区内在住のペットの飼い主、地域防
災拠点関係者、動物ボランティアなど/
50人先着　　平井 潤子氏（NPO法人
ANICE　代表）
　1月11日（水）～2月8日（水）に、
　　  を電子申請（下記二次元コード）、
　・　または　へ　※詳細については、
　にてご確認ください
　環境衛生係（4階407）
　788-7873
　784-4600

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)

横浜市大病院 市民講座 検索

金沢区市民活動サポート補助金 検索

横濱金澤シティガイド協会　募集中 検索

HP 電子申請

■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　
　2月3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）　
　1月20日（金）
９時～１２時、１３時30分～１５時３０分
　2月3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　
　２月１５日（水）
予約開始日：１月１３日（金）～
　区役所５階 健康相談室（５０３）
　４０歳以上/５０人先着

　健康づくり係（4階408）
　788-7840　　784-4600

検診・検査・相談

明るい選挙クイズ！  ～解答・解説編～
  問  題
　投票日当日、用事で投票に行けない場合は、期日前投票を利用することがで
きます。令和４年７月１０日に執行された参議院神奈川県選出議員選挙の金沢区
における期日前投票の投票率は、全体の投票率の何パーセントでしょうか。

　期日前投票所は、告示日（公示日）の翌日から投票日の前日まで開設し
ています。
　開設場所・期間および時間については、選挙ごとに
異なりますので、区役所から送付される「投票のご案
内」や　でご確認ください。

　令和５年は、統一地方選挙が予定されています！
　あなたの考えを投票で届けよう！
　たくさんのご応募ありがとうございました。

18.95%1 33.10%2 41.22%3

横浜市選挙マスコット
イコットJr.

加藤 篤氏

統計選挙係「選挙クイズ」担当（６階６０５）　　788-7712　　786-0934

金沢区福祉保健のつどい

令和4年度　金沢区防災講演会
災害時のトイレ問題について考えよう

～事前に備えておきたい災害時のトイレ対策～

　2月21日（火）14時30分～16時（開場14時）
　金沢公会堂講堂（区役所隣接）　　500人/応募者
多数の場合は抽選　　加藤 篤氏（特定NPO法人日本
トイレ研究所 代表理事）
　1月20日（金）～2月13日（月）に電子申請（下記二
次元コード）または　・　に　　 、手話通訳・一時託児
（　1歳以上の未就学児）をご希望の場合はその旨を
下記へ
　庶務係（6階603）
　788-7706　　786-0934
　kz-bousai@city.yokohama.jp

▶12月号の解答・解説 正　解　②３３．１０％

事業企画担当（4階409）
788-7824　　784-4600

　3月4日（土）13時30分～16時
（開場13時）
　金沢公会堂講堂（区役所隣接）
　250人先着
　第1部：第48回金沢区社会福祉功
労者表彰および感謝式典　第2部：
シンポジウム「誰もがお互いを尊重
しともに支えあう地域へ」（区内で行
われている3事例の報告・意見交換）
　1月11日（水）9時～2月24日（金）
17時に、電子申請（下記二次元コー
ド）または　・　で　　  を下記へ
※定員・内容は変更に
　なる場合があります
※託児の希望者は
　申込み時に右記へ

令和4年度

横浜市　統一地方選挙 検索

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

生きがい就労支援
スポットの
セミナー情報

1月26日(木)1０時３０分～1１時３０分　　15人先着
いきいきセンター金沢3階　　1月17日(火)から　で下記へ

お仕事応援セミナー「定年後の暮らしと仕事を考える」

掛け持ちの仕事に就労した70代男性を紹介します。
　生まれ育った街で地域密着型の店舗を20代後半から営み始め、約40
年間お客様のニーズに応え社交場としての役割も果たしていましたが、人
口減少などさまざまな要因が重なり、やむなく廃業されました。その後
は、高校の用務員などを経験され、現在はマンションの管理員として週3
日勤務をされているのですが、余力があり他の仕事も希望され「金沢区生
きがい就労支援スポット」に登録されました。
　ちょうど週2日の保育園の用務員の求人情報がありご紹介したところ、
応募の運びとなりました。面接で過去の用務員の経験や穏やかな性格が
評価され即日採用となり、2つの勤務先の曜日が重ならないよう交渉し、
週5日働くことができるようになりました。
　ご本人より「賑やかな園児に囲まれながら元気な声に後押しされている
感覚で楽しく仕事をしています。」と感想を寄せられました。

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。）
これまでにも多くの方から好評をいただいているセミナーです！
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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。

 乳幼児健診
①4か月児　　1月24日（火）
②1歳6か月児　　1月17日、2月7日の火曜日
③3歳児　　1月11日・25日、2月8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
　1月27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
　1月24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か月未満の子と保護者/
10組先着　　歯ブラシ、母子健康手帳
③ごっくん離乳食教室（はじめる頃）
　1月27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）
　1月26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
　1月26日（木）、2月3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

⑨工作クラブ　
　2月3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
⑩タッチケア　
　2月7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
⑪プレママDay　
　2月7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
※⑩・⑪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
⑫出前ひろば（お外で遊ぼう!）　
　・　❶1月13日（金）高舟台第一公園
　　 ❷1月26日(木)富岡総合公園ケヤキ広場
　　 ❸1月27日(金)六浦あさがお公園
　　 ❹2月2日(木)富岡西公園
　　 ❺2月9日(木)六浦公園
　　　 10時~11時30分
　「とことこ」が近くの公園などに出張します
※各開始1時間前の時点で雨の場合は中止
⑬地域deとことこ
　・　❶1月11日（水）10時~11時30分　
　　　 ママいっしょにあそぼう!（能見台五丁目）
　　 ❷1月13日、2月10日の金曜日11時~12時　
　　　 えんがわdeとことこ
　　　 （富岡サロン「ジュピのえんがわ」）
　　 ❸1月17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）
　　 ❹1月19日(木)10時~11時30分　
　　　 ふらっと（金沢文庫ふれあい会館）
　　 ❺1月27日(金)10時~11時30分　
　　　 シーエンジェル（寺前町内会館）
　　 ❻2月1日（水）10時~11時30分　
　　　 すまいるdaido（大道集会所）
　　 ❼2月3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）
　　 ❽2月6日（月）10時~11時　
　　　 友だちつくろう（金沢地区連合町内会館）
　　 ❾2月7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）
　「とことこ」の職員が地域に出向き、子育て情報のご
案内や子育て相談・交流ができます
　・　　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

①横浜子育てサポートシステム入会説明会　　
　・　❶1月14日（土）10時~11時
　　　 六浦地域ケアプラザ（六浦5-20-2）　　8組先着
　　 ❷1月19日（木）13時30分~14時30分
　　　 とことこ研修室　　4組先着
　　 ❸1月27日（金）13時30分~14時30分
　　　 富岡地域ケアプラザ（富岡西7-16-1）
　　　 　5組先着
　　 ❹2月2日（木）13時30分~14時30分
　　　 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　
　・　❶1月11日(水)10時30分~11時15分
　　　 せんさいさん（繊細エピソードをみんなで共感
　　　 し合いましょう）　　5組先着
　　 ❷1月12日（木）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
　　 ❸1月18日(水)14時~14時45分
　　　 2月1日（水）10時30分~11時15分
　　　 はじめてのとことこ　　5組先着
　　 ❹1月20日（金）10時30分~11時15分
　　　 多文化ママのお話会　　5組先着
　　 ❺1月23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
　　 ❻1月24日(火)14時~14時45分
　　　 2月4日（土）10時30分~11時15分
　　　 多胎ママ交流会　　5組先着
　　 ❼1月26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
③みんなdeストレッチ　
　1月12日、2月9日の木曜日10時~10時30分
　ひろば・オンライン同時開催　　子育て中の保護者
　オンライン希望者は、　　  を　で右下記へ
④子育て応援ボランティア説明会　
　1月17日（火）10時30分~11時　　「とことこ」で
募集しているボランティアに関する説明会
⑤保育・教育コンシェルジュの出張相談　
　1月19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
⑥音楽大好き!　
　1月19日（木）14時~14時25分
　親子で音楽を楽しむ会
⑦わらべうたであそびましょう♡　
　1月25日（水）10時30分~10時50分
⑧助産師相談　
　2月2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

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。

金沢区　とことこ 検索

金沢区保育園 子育てひろば常設園だより

●あおぞら谷津保育園　「親子で鬼の制作を楽しみましょう!」
　2月1日（水）12時～12時30分　　同園園庭（谷津町231-5）　　地域の未就園児と保護者/10組先着
　事前に　にて　※雨天や定員に達した場合、オンライン開催　　784-0542（月～金曜日9時30分～16時）

●金沢さくら保育園　「園庭で遊ぼう! アスレチック」
　2月9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
　1月11日（水）から　にて　　781-9360（月～金曜日9時30分~16時）
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　釡利谷地区センター

①おもちゃ病院
　1月26日（木）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②おひざの上のお話会
　2月6日（月）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
③押し花装飾「ランチョンマットとコー
スター」

　2月9日（木）9時30分～11時30分
　成人/20人抽選　　1,000円
④朗読へのいざない
　2月7日～28日の火曜日（全4回）9時30
分～11時30分　　成人/12人抽選　
　2,500円（4回分）
　③④往復はがきに　　  を記入して、
③1月26日（木）④1月24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

　能見台地区センター

おはなしのへや
　1月21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

　金沢地区センター

①季節の折紙教室～ひな飾りを折る～
　2月8日（水）9時30分～11時30分
　成人/15人抽選　　500円
②キッズクッキング～プレーンとココアの
型抜きクッキー～

　2月12日（日）10時～12時　　小学
生～中学生/16人抽選　　1,200円
　①②往復はがきに　　  、年齢を記入
して1月20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

　六浦地区センター

①はじめてのスマホ体験講座
　2月8日（水）10時～12時
　成人/20人先着　　100円
②親子で楽しむおはなし会
　2月11日（祝・土）10時30分～11時
　0～2歳児と保護者/6組先着
③手作り味噌
　2月25日（土）9時15分～15時
　成人/20人抽選　　2,200円
　仕込み用の容器（直径約23～25㎝、
高さ約20㎝）など
④マッシさんのイタリア料理
　3月4日（土）10時～13時
　成人/12人抽選　　2,000円
　①1月24日（火）13時30分から②1月
11日（水）から　または　へ、③④往復
はがきに　　  、年齢を記入して③2月9
日（木）④2月17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
　1月15日（日）11時～11時30分　
　歌とお話の会
②おはなしころりん村
　2月2日（木）11時～11時30分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
③ひなまつりいけばな体験教室
　2月18日（土）13時30分～15時30分
　成人/10人先着　　2,500円
　③1月11日（水）9時から　へ

　並木地域ケアプラザ

①子育てサロンなみき
　1月17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
　1月17日（火）12時～13時
　パンの販売

　能見台地域ケアプラザ

クラフトバンドを楽しもう～春に持ちた
いバック～
　2月25日（土）10時～12時
　8人先着　　1,500円
　1月20日（金）から　または　へ

　柳町コミュニティハウス

①おはなし会
　1月17日（火）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
②骨盤調整で全身を整えるⅥ
　2月4日・18日、3月4日・18日の土曜日
（全4回）（1）10時～11時、（2）11時30
分～12時30分　　各回10人先着
　2,500円（4回分）　　Jun.氏（金沢
区街の先生）
③パソコン・スマホ何でも相談
　2月8日・22日の水曜日9時30分～
16時　　各日8人先着　　1回600円
④リラックスヨガⅥ
　2月10日・24日、3月10日・24日の
金曜日（全4回）10時30分～11時30分
　10人先着　　2,000円（4回分）
　新山 みち江氏（金沢区街の先生）
⑤健康気功体操Ⅴ
　2月14日・28日、3月14日・28日の
火曜日（全4回）13時30分～14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）
⑥初めての図書修理
　2月15日（水）10時～12時
　地域の施設でボランティアとして活
動したい人/10人先着
　金沢図書館司書
　②～⑥1月11日（水）から　または　へ

　八景島

①ヨガinドルフィンファンタジー
　2月23日（祝・木）・26日（日）8時45
分～9時45分　　成人/18人先着
　1回2,500円　※ヨガマットの貸出あ
り（1枚100円）
②モーニングヨガin八景島
　2月4日・18日の土曜日10時～11時
　成人/各日15人先着　　1回1,000円
※ヨガマットの貸出あり（1枚100円）
③アロマヨガin八景島
　2月11日・25日の土曜日10時～11時
　成人/各日15人先着　　1回1,100円
※ヨガマットの貸出あり（1枚100円）
　①～③1月11日（水）から氏名、電話
番号、年齢を　・　・　で上記へ

　金沢区手話サークル「橋の会」

手話入門講座～手話を習いたいと思っ
ている方へ～
　3月2日～30日の木曜日（全5回）18時10
分～19時40分　　20人抽選
　500円（5回分）　　いきいきセン
ター金沢2階会議室（泥亀1-21-5）
　往復はがき、　・　に、　　  （　または
　番号可）、年齢を記入して2月17日
（金）（必着）までに上記へ
協力:社会福祉法人
　　 横浜市金沢区社会福祉協議会
　　金沢区聴覚障害者協会

　老人福祉センター 晴嵐かなざわ

①新春イベント
　「妙なる箏の調べ&カフェ」
　1月20日（金）13時30分～15時30分
　36人先着
②終活セミナー第3弾
　「知って安心!ご葬儀・お墓の話」
　1月31日（火）10時30分～11時30分
　30人先着
③「手編みは脳の活性化」かぎ針を使っ
てスヌードを作りましょう!

　1月30日（月）9時30分～11時30分
　10人先着　　100円
　①～③1月11日（水）9時から　また
は　へ

　フォーラム南太田

①フォーラム南太田
　子どもの部屋オープンデー
　1月12日・26日の木曜日10時30分
～12時30分　 　未就学児と保護者
/5組10人先着　　1組100円
②中高年シングル女性のための生活設
計セミナー「生きのびるためのお金
と制度のはなし」

　2月18日（土）10時～12時
　シングル女性/20人先着
③女性としごと応援デスク
　（1）しごとと生活設計相談:2月18日
（土）13時～、14時～、15時～（各50
分）（2）キャリア・カウンセリング:2月4日
（土）・24日（金）10時～、11時～、13時
～、14時～（各50分）
　女性/（1）3人先着（2）4人先着
　②③1月11日（水）から②　・上記　
または　、③　または　へ
※③託児あり　、詳細は　714-2665へ

　横浜南税務署

①さぁ自宅でe-Tax! 確定申告書等
　作成コーナーから
　青色申告決算書・収支内訳書がスマ
ホで作成可能に!パソコンの画面もリ
ニューアル!

②国税の納付は、簡単・便利なキャッシュ
レス納付をご利用ください

　こんな人におすすめ
●ダイレクト納付→e-Taxを利用してい
る人や源泉徴収義務者
●口座振替による納付→所得税等の申
告書を毎年提出する個人事業主
●クレジットカード納付→インターネッ
ト利用者
●インターネットバンキング等から納付→
インターネットバンキング利用者
③申告書、届出・申請書等を郵送で提出
する人へ

　申告書等を書面により提出する場合は、
下記へ送付してください。
（宛先）〒236-8551
横浜市金沢区並木3-2-9
東京国税局業務センター横浜南分室

　旧伊藤博文金沢別邸

①開館・開園時間変更のお知らせ
休館・休園日:1月は毎週月曜日（祝日の
場合は翌平日）、2月は第1・3月曜日
博文邸 開館時間:1月は9時30分～15
時30分（2月は16時30分）
牡丹園 開園時間:1月は9時～16時（2
月は17時）
②雛飾り
　2月7日（火）～3月5日（日）9時30分～
16時30分　　　明治後期から大正時
代にかけて作られた優雅な雛飾りを展示

　富岡総合公園

プレイパーク、落ち葉プール
　1月29日（日）10時～15時　
※雨天中止  　同公園内プラタナス広場
　ロープ遊具、忍者遊び、昔遊びなど

（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。

〒236-0045　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 検索

〒236-0058 能見台東2-1
　787-0080　　787-0090

　2月6日（月）

能見台地区センター

能見台地区センター 検索

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

　1月16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
　1月23日（月）

六浦地区センター

作成コーナー 検索

〒236-0051　富岡東2-5-31
　775-0707　　775-0877
　1月22日（日）

並木地域ケアプラザ

〒236-0058　能見台東2-1
　787-0991　　787-0993
　2月6日（月）

能見台地域ケアプラザ
〒236-0021　泥亀1-21-5
（いきいきセンター金沢内）
　782-2908　　782-2909
　1月28日（土）

老人福祉センター 晴嵐かなざわ

〒２３６-００２６　柳町１-３
　・　７８５-２４０３

　1月23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

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

富岡並木地区センター

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

八景島

〒236-8550　並木3-2-9
　789-3731
　毎週土・日、祝日

横浜南税務署

〒236-0046　釡利谷西1-10-13
　・　701-8450
　myusfamily@gmail.com

金沢区手話サークル「橋の会」
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

1月22日（日）～28日（土）　　写団“夢”写真展/写団“夢”
1月29日（日）～2月4日（土）　金沢区放課後キッズクラブ作品展/
　　　　　　　　　　　　　横浜市金沢区放課後キッズクラブ連絡会
2月6日（月）～11日（祝・土）　「みんなで作ろう! みんなの公園」/
　　　　　　　　　　　　　金沢区公園ボランティアの会

1月4日（水）～31日（火）　　 花で彩るティッシュBOX/
 　　 中村 恭子氏

区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
788-7803　　789-2147　　2月5日（日）

金沢区「街の先生」

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

　1月16日（月）

フォーラム南太田

フォーラム南太田 検索
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　釡利谷地区センター

①おもちゃ病院
　1月26日（木）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
②おひざの上のお話会
　2月6日（月）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
③押し花装飾「ランチョンマットとコー
スター」

　2月9日（木）9時30分～11時30分
　成人/20人抽選　　1,000円
④朗読へのいざない
　2月7日～28日の火曜日（全4回）9時30
分～11時30分　　成人/12人抽選　
　2,500円（4回分）
　③④往復はがきに　　  を記入して、
③1月26日（木）④1月24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

　能見台地区センター

おはなしのへや
　1月21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

　金沢地区センター

①季節の折紙教室～ひな飾りを折る～
　2月8日（水）9時30分～11時30分
　成人/15人抽選　　500円
②キッズクッキング～プレーンとココアの
型抜きクッキー～

　2月12日（日）10時～12時　　小学
生～中学生/16人抽選　　1,200円
　①②往復はがきに　　  、年齢を記入
して1月20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

　六浦地区センター

①はじめてのスマホ体験講座
　2月8日（水）10時～12時
　成人/20人先着　　100円
②親子で楽しむおはなし会
　2月11日（祝・土）10時30分～11時
　0～2歳児と保護者/6組先着
③手作り味噌
　2月25日（土）9時15分～15時
　成人/20人抽選　　2,200円
　仕込み用の容器（直径約23～25㎝、
高さ約20㎝）など
④マッシさんのイタリア料理
　3月4日（土）10時～13時
　成人/12人抽選　　2,000円
　①1月24日（火）13時30分から②1月
11日（水）から　または　へ、③④往復
はがきに　　  、年齢を記入して③2月9
日（木）④2月17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
　1月15日（日）11時～11時30分　
　歌とお話の会
②おはなしころりん村
　2月2日（木）11時～11時30分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
③ひなまつりいけばな体験教室
　2月18日（土）13時30分～15時30分
　成人/10人先着　　2,500円
　③1月11日（水）9時から　へ

　並木地域ケアプラザ

①子育てサロンなみき
　1月17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
　1月17日（火）12時～13時
　パンの販売

　能見台地域ケアプラザ

クラフトバンドを楽しもう～春に持ちた
いバック～
　2月25日（土）10時～12時
　8人先着　　1,500円
　1月20日（金）から　または　へ

　柳町コミュニティハウス

①おはなし会
　1月17日（火）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
②骨盤調整で全身を整えるⅥ
　2月4日・18日、3月4日・18日の土曜日
（全4回）（1）10時～11時、（2）11時30
分～12時30分　　各回10人先着
　2,500円（4回分）　　Jun.氏（金沢
区街の先生）
③パソコン・スマホ何でも相談
　2月8日・22日の水曜日9時30分～
16時　　各日8人先着　　1回600円
④リラックスヨガⅥ
　2月10日・24日、3月10日・24日の
金曜日（全4回）10時30分～11時30分
　10人先着　　2,000円（4回分）
　新山 みち江氏（金沢区街の先生）
⑤健康気功体操Ⅴ
　2月14日・28日、3月14日・28日の
火曜日（全4回）13時30分～14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）
⑥初めての図書修理
　2月15日（水）10時～12時
　地域の施設でボランティアとして活
動したい人/10人先着
　金沢図書館司書
　②～⑥1月11日（水）から　または　へ

　八景島

①ヨガinドルフィンファンタジー
　2月23日（祝・木）・26日（日）8時45
分～9時45分　　成人/18人先着
　1回2,500円　※ヨガマットの貸出あ
り（1枚100円）
②モーニングヨガin八景島
　2月4日・18日の土曜日10時～11時
　成人/各日15人先着　　1回1,000円
※ヨガマットの貸出あり（1枚100円）
③アロマヨガin八景島
　2月11日・25日の土曜日10時～11時
　成人/各日15人先着　　1回1,100円
※ヨガマットの貸出あり（1枚100円）
　①～③1月11日（水）から氏名、電話
番号、年齢を　・　・　で上記へ

　金沢区手話サークル「橋の会」

手話入門講座～手話を習いたいと思っ
ている方へ～
　3月2日～30日の木曜日（全5回）18時10
分～19時40分　　20人抽選
　500円（5回分）　　いきいきセン
ター金沢2階会議室（泥亀1-21-5）
　往復はがき、　・　に、　　  （　または
　番号可）、年齢を記入して2月17日
（金）（必着）までに上記へ
協力:社会福祉法人
　　 横浜市金沢区社会福祉協議会
　　金沢区聴覚障害者協会

　老人福祉センター 晴嵐かなざわ

①新春イベント
　「妙なる箏の調べ&カフェ」
　1月20日（金）13時30分～15時30分
　36人先着
②終活セミナー第3弾
　「知って安心!ご葬儀・お墓の話」
　1月31日（火）10時30分～11時30分
　30人先着
③「手編みは脳の活性化」かぎ針を使っ
てスヌードを作りましょう!

　1月30日（月）9時30分～11時30分
　10人先着　　100円
　①～③1月11日（水）9時から　また
は　へ

　フォーラム南太田

①フォーラム南太田
　子どもの部屋オープンデー
　1月12日・26日の木曜日10時30分
～12時30分　 　未就学児と保護者
/5組10人先着　　1組100円
②中高年シングル女性のための生活設
計セミナー「生きのびるためのお金
と制度のはなし」

　2月18日（土）10時～12時
　シングル女性/20人先着
③女性としごと応援デスク
　（1）しごとと生活設計相談:2月18日
（土）13時～、14時～、15時～（各50
分）（2）キャリア・カウンセリング:2月4日
（土）・24日（金）10時～、11時～、13時
～、14時～（各50分）
　女性/（1）3人先着（2）4人先着
　②③1月11日（水）から②　・上記　
または　、③　または　へ
※③託児あり　、詳細は　714-2665へ

　横浜南税務署

①さぁ自宅でe-Tax! 確定申告書等
　作成コーナーから
　青色申告決算書・収支内訳書がスマ
ホで作成可能に!パソコンの画面もリ
ニューアル!

②国税の納付は、簡単・便利なキャッシュ
レス納付をご利用ください

　こんな人におすすめ
●ダイレクト納付→e-Taxを利用してい
る人や源泉徴収義務者
●口座振替による納付→所得税等の申
告書を毎年提出する個人事業主
●クレジットカード納付→インターネッ
ト利用者
●インターネットバンキング等から納付→
インターネットバンキング利用者
③申告書、届出・申請書等を郵送で提出
する人へ

　申告書等を書面により提出する場合は、
下記へ送付してください。
（宛先）〒236-8551
横浜市金沢区並木3-2-9
東京国税局業務センター横浜南分室

　旧伊藤博文金沢別邸

①開館・開園時間変更のお知らせ
休館・休園日:1月は毎週月曜日（祝日の
場合は翌平日）、2月は第1・3月曜日
博文邸 開館時間:1月は9時30分～15
時30分（2月は16時30分）
牡丹園 開園時間:1月は9時～16時（2
月は17時）
②雛飾り
　2月7日（火）～3月5日（日）9時30分～
16時30分　　　明治後期から大正時
代にかけて作られた優雅な雛飾りを展示

　富岡総合公園

プレイパーク、落ち葉プール
　1月29日（日）10時～15時　
※雨天中止  　同公園内プラタナス広場
　ロープ遊具、忍者遊び、昔遊びなど

　金沢消防署　総務・予防課　　・　７８１-０１１９

放火に注意！！

金 沢 消 防 署 だより

　放火による火災は横浜市の火災原因の上位となっており、日が沈む夕方から
深夜にかけて多く発生するという特徴があります。放火を防ぐために、「放火さ
れない、放火させない環境づくり」に努めることが大切です。
●家の周りに燃えやすい
　ものを置かないように
　しましょう。

●ごみは決められた日の朝、
　決められた場所に
　出すようにしましょう。

●車やバイクのカバーに火をつけられるケースがあります。
　カバーは「防炎製品」を使うようにしましょう。

●物置や車庫には
　鍵をかけるように
　しましょう。

ゴミ収集日
月・水 もえるゴミ
木 資源ゴミ
金 もえないゴミ

ゴミ ゴミ

ゴミ

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。

　７８３-９１０0　　７８２-９９７２　　毎週月曜日
　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
１月７日（土）～２月26日（日）よこはま３園シールラリー
市内の動物園（金沢動物園、よこはま動物園ズーラシア、野毛山動物園）を巡
るシールラリーを実施します。
※ご来園の際は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力をお願いします

金沢動物園からのお知らせ

「今年はウサギ年」
　金沢動物園にウサギの仲間はいるでしょうか？
　マーラ（写真左上）は、南アメリカ大陸南部の乾燥した草地に生息し、そ
の後ろ足の形からウサギの仲間のように思われるようです。しかし、マーラ
はカピバラと同じネズミの仲間ですので、ウサギの仲間ではありません。
　金沢動物園では飼育しているウサギはいませんが、園内には野生のノ
ウサギが生息しています。野生のウサギはとても用心深いので、残念なが
ら姿はなかなか見られません。
　冬は動物園から足が遠のきがちです。寒い中でも、お湯に浸かるカピ
バラ（写真左下）や生息地の積雪にあわせて真っ白な冬羽になったスバー
ルバルライチョウ（写真右下）など、冬ならではの動物たちの姿を観察して
みてください。
　この時季限定のイベントもありますので、温かくして金沢動物園へお越
しください。

マーラ 過去に保護された
キュウシュウノウサギの仔

カピバラ スバールバルライチョウ

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

　1月23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

当日受付教室のご案内
①ヨガ＆エクササイズの50～60分教室　　　　1回600円

教室名 曜日

月

火

水

水

土

10時35分～

10時5分～

9時15分～

木

金

土

時間 内容
ストレッチとスロートレーニング
を中心に体を動かします。
ヨガで体の柔軟性を良くし、体幹
を整えます。
いすに座りながら、簡単な体操で
身体をほぐします。
水曜日のエアロ４５よりしっかり
動きます。
ボクシングの動きを取り入れた
有酸素運動で脂肪を燃焼！
初心者、男性にもおすすめ！一日
の疲れをヨガでリフレッシュ！
ヨガの基本ポーズが中心です。
全身をほぐして骨格を調整し、体
幹を強くします。
初心者向けでシンプルな動きの
ZUMBA®です。
しっかり動きながら、体力向上と
リフレッシュ。
基本のステップで、初心者でも楽
しめます。
ボクシングの動きを取り入れた
有酸素運動です。

ZUMBA®の要素を取り入れた
入門レベルのエアロです。
基本的な動きが中心です。
体のほぐしを多く取り入れ、初心
者でも楽しめます。

姿勢コンディショニング
（骨盤底筋編）

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

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 内容

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～

水曜日のエアロ４５

土曜日のエアロ４５

土曜日のヨガ４５

金 12時20分～

①～③16歳以上　※教室開始30分前より受付

ポールにのって手足を動かし体を
ほぐします。

③ストレッチ３０分教室　　　　１回４５０円
教室名 曜日 時間 内容

姿勢コンディショニング
（ストレッチポール編）

〒236-0051　富岡東2-9
　・　 774-3003

富岡総合公園

富岡総合公園 検索

〒２３６-００２5　野島町24
　・　７８8-1919

　1月16日（月）・23日（月）・30日（月）、
　2月6日（月）

旧伊藤博文金沢別邸

旧伊藤博文金沢別邸 検索
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　お正月に使った門松やしめ縄、祈願成就した「だるま」などを持ち寄って焚
き、一年の無病息災を願います。（小どんどでのお団子焼きは新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、開催しません。）

「どんど」３基　金沢小学校の卯年生まれの児童と主催者・
　　　　　　　 招待者が火入れをします。
書き初め・願い事コーナー／獅子舞・木遣り・お囃子／
横浜市立金沢動物園によるお楽しみブース／模擬店／
お楽しみ大抽選会
１２時より本部テントにて抽選券を配布します。
（先着７００枚※1人1枚）
１４時15分より抽選会。豪華賞品をプレゼント。

●日時…1月21日（土）10時～15時（13時に火入れ）※小雨決行、荒天時中止
●会場…海の公園 砂浜（シーサイドライン「海の公園南口」駅・「海の公園柴口」

駅より徒歩すぐ）
 お願い　
▶正月飾り等のプラスチック・金具等は取り外し、当日10時～12時30分（厳守）
にお持ちください。　※当日より前のお持ち込みは厳禁です
▶人形・ぬいぐるみ・神棚・仏壇は絶対に出さないでください
　※当日開催中に天候悪化等で急遽火入れができなくなった場合、お出しいただいたもの

は観光協会が適切に対応させていただきます
▶新型コロナウイルス感染症対策
体調がすぐれない時は参加をご遠慮ください。
混雑時のマスクの着用や手指消毒を適宜お願いします。
飲食をする場合、芝生や砂浜など人と人との距離が保てる場所でのマスク飲
食のご協力をお願いします。

きゅうきょ

金沢図書館の本棚から 第46回

　吉田恵子は中国で生まれ、5歳の時日本に来ました。中国人だ
といじめられ、日本語を猛勉強しました。そして高校では、クラス
メイトも恵子が中国出身であるとは思っていません。でも、自分は
日本人なのか中国人なのかと悩んでいます。
　バイト先で大学院生の幸太郎と知り合いになった恵子。彼がボ
ランティアで外国人の子どもに日本語を教えていることを知り、
恵子も日本語指導を引き受けます。ポラリスとは北極星のこと。
旅人たちの道しるべです。上海のおばあちゃんからもらった北極
星のペンダントは恵子にとっての守り神です。

　タンザニアの昔話は「パウカー パカワー」（はじめるよー はーい）
ではじまります。七色のカメが動物たちの村にやってきて、自動車
レースをすることになりました。ピカピカの車で参加する他の動
物たちに、自分のおんぼろ車をばかにされたウサギは、奇想天外
な方法で自動車を修理して、レースに勝ちます。挿し絵はアフリカ
現代美術のティンガティンガ・アートです。巻末には塗り絵もある
ので挑戦してみましょう！

①本のPOP展
　〈第一期〉1月11日（水）～30日（月）〈第二期〉２月１日（水）～19日（日）
　区内中学校の生徒が選んだイチオシの本をおすすめの文章やイラストとと
もに展示　※開館時間内にご覧いただけます
②定例おはなし会
　１月18日（水）15時30分～16時　　　一人でお話が聞ける子
③おひざにだっこのおはなし会
　１月25日（水）10時30分～11時　　乳幼児と保護者／５人先着
④女性限定☆働きたいあなたのための個別相談
　２月17日（金）（１）９時40分～10時20分（２）10時30分～11時10分（３）11
時20分～12時　　女性／各回１人先着
　③１月12日（木）④２月３日（金）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

金沢図書館からのお知らせ

ラベルの記号　913.6／な　2階ティーンズコーナー

ラベル記号38.8　１階児童書コーナー

『境界のポラリス』

『どうぶつたちのじどうしゃレース』

中島　空／著　講談社

しまおかゆみこ／ぶん　アバシ・ムブカ／え　かもがわ出版

おとな向け

こども向け

特集『多文化共生』にちなんで、外国と日本を知る本を読んでみませんか？
なかじま くう

　皆さんにとって身近な食材である“海苔”。海に面した金沢区では、40
年ほど前まで海苔の養殖が盛んに行われていました。
　その後、埋め立てにより、海苔の養殖はほとんど行われなくなってしま
いましたが、20年ほど前から、海苔づくりを再開し、金沢区産の海苔をま
た食べることができるようになりました。
　昔ながらの美味しい「乾し海苔」作りに挑戦してみませんか？

の　り

ほ

一般社団法人横浜金沢観光協会　　780-3431
 349-7035
▶当日の開催可否·····音声案内 050-3159-6791
　（当日午前7時30から。一部の携帯電話、PHSからはかけられません）
一般社団法人横浜金沢観光協会 検索

正月飾りや門松・書き初めを持って
みんな集まれ！

地域のイベント 横浜金沢冬の風物詩 
3年ぶりの
開催だよ

広報相談係（１階１０１）　　７８８-７７２２　　７８４-９５８０

 紙面で、さらに取り上げてほしいテーマはありますか？（複数回答可）
①歴史・見どころなど　②健康づくり　③生涯学習・文化・スポーツ　④ごみ・リサイクル
⑤地域活動　⑥子育て　⑦まちづくり　⑧その他（具体的にお書きください）

質問１

①字の大きさ（ア 大きすぎる　イ 適切　ウ 小さい）
②お知らせ欄（８～11ページ）の情報量（ア 多すぎる　イ 適切　ウ 少ない）
③色（ア 多すぎる　イ 適切　ウ 少ない）

紙面について、教えてください。質問２

①広報よこはま　②ホームページ　③Twitter　④ポスター・掲示板・ちらし
⑤区役所などの窓口　⑥その他（具体的にご記入ください）

※応募にかかる個人情報は、商品発送後速やかに破棄します
※回答の内容は当落に関係ありませんので、率直な意見をお聞かせください

行政情報をどのように入手していますか？（複数回答可）質問３

その他、広報よこはま金沢区版についてのご意見・ご感想などを
お書きください。

質問４

ツイッター

①はがきで応募【１月３１日（火）（必着）】〒住所、氏名（ふりがな）、
　電話番号、年齢、アンケートの回答を記入して広報相談係広報紙担当
　（〒236-0021 泥亀２-９-１）へ。
②インターネットで応募【１月１日（祝・日）～３１日（火）まで】
　金沢区役所ホームページのトップ画面中、「トピックス」から
　アクセス。または右記二次元コードからも、応募できます。

応 

募 

方 

法

※応募は１人１回。賞品の発送をもって当選者の発表にかえさせていただきます　※賞品は
選べませんのでご了承ください　※未記載・未入力箇所がある応募は無効となります

・図書カード1,000円分…15人　・ぼたんちゃんトートバッグ…20人
・金沢グッズセット…10人　・金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん もちふわクッション…5人

金沢動物園
無料ペア招待券…５人

横浜・八景島シーパラダイス
アクアリゾーツパス（ペア）
　　　　　　　　 …2人

シーサイド・スパ八景島
ペア利用券…3人

その他

QR

プレゼント一覧

テーマの異なる
４つの水族館と
さまざまなアト
ラクションが楽
しめる海・島・生
きものの複合
型レジャー施設

区民活動支援担当(６階601)　　788-7805
kz-bunka@city.yokohama.jp

海苔づくり教室
キャラクター
のリッピ

●日時
２月19日（日）10時～14時（予定） ※荒天の場合は、2月26日（日）に延期

●会場
野島公園・野島青少年研修センター（野島町24-2）

●対象・定員
区内在住・在学の小学生（保護者同伴必須）／30人抽選

●持ち物
マスク・昼食・飲み物・上履き 　
※屋外のイベントとなりますので、温かい服装でお越しください

●申込み
１月5日（木）9時～31日（火）17時に下記二次元コード内応募フォーム
よりご応募ください。 
※重複応募はできません
※参加の可否については、2月8日（水）までに　でご連絡します
※内容および参加人数については、変更となる場合があります

～体験してみよう 昔ながらの海苔づくり～～体験してみよう 昔ながらの海苔づくり～

海苔ってこんなふうに出来るんだ!?
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参加者募集




