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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1,520人減）

世帯数

195,649人

90,371世帯令和5年 2月1日 現在推計
3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

この記事に関する問合せ　区民活動支援担当（６階６０１）　　７８８-７８０4　　７８８-１９３７

　称名寺薪能実行委員会（櫻間會）
　・　０３‒３５５６‒６１７６　※土日・祝日を除く１０時～１７時

県立金沢文庫　　７０１‒９０６９　　７８８‒１０６０称名寺薪能の詳細は
櫻間會　をご覧ください。

さくらまかい

前 売 券
①金沢区役所１階エントランスホール
　３月１１日(土)・１２日(日)９時～16時　※１人６枚まで
　８時から整理券を配布
②チケットぴあ
　３月1１日（土）10時から発売
③カンフェティ《Confetti》
　３月1１日（土）10時から発売　
　　0120-240-540
料金（指定席）Ｓ席7,５00円、Ａ席７,０00円、B席6,５00円
※区役所販売分は、各500円引
当 日 券
残券がある場合のみ16時から称名寺仁王門横で販売。
指定席。料金は前売券と同じ。

チケットぴあ　称名寺薪能 検索

カンフェティ　称名寺薪能 検索

※関連講座は別途、金沢文庫の当日観覧券が必要です。第2６回称名寺薪能のチケットをお持ちの人は
　団体料金を適用します。観覧料金は　をご確認ください 県立金沢文庫 検索

県立金沢文庫 検索

第2６回「称名寺薪能」事前講座
　能のシテを演じる櫻間右陣師が演目の見ど
ころや楽しみ方を紹介します。
日時  ４月８日（土）①10時30分～１２時
　　  　　　　　②13時30分～１５時
会場  県立金沢文庫大会議室
　　  (金沢町142地下１階）
定員  各回６０人先着（予定）
講師  金春流シテ方　櫻間 右陣　師
料金  各回500円（前売券・当日券問わず）※
申込  左記チケット販売①区役所１階エントラ
　　  ンスホールで同時に販売

県立金沢文庫による薪能協力講座
～能「清経」と狂言「蝸牛」のたのしみかた～
日時  ４月30日（日）13時30分～15時
会場  県立金沢文庫大会議室(金沢町142地下１階）
定員  ６0人（応募者多数の場合は抽選）
講師  県立金沢文庫　学芸員　貫井 裕恵 氏
料金  無料※
申込  往復はがき（１人１枚※複数名の申込不可）
返信面に「薪能協力講座希望」・住所・氏名・電話番
号を記入し、県立金沢文庫（〒236‐0015　金沢町
142）まで郵送、または金沢文庫ホームページ「講
座申込フォーム」から。４月1３日（木）（必着）

こん ぱる さくら ま う  じん

ぬく  い    ひろ  え
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開館までの今後の流れ

地域文化芸術活動の拠点となる
「区民文化センター」の整備を進めます！

地域文化芸術活動の拠点となる
「区民文化センター」の整備を進めます！

特 集 １

「区民文化センター」とは

　区民文化センターは、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・芸術活動を行うことが
できる

よう、地域に根差した個性ある文化の創造に寄与
するた

めに、横浜市区民文化センター条例に基づき設置
される

「地域文化芸術活動の拠点」です。

この特集に関する問合せ 企画調整係（６階602）　　788-7729　　786-4887

基本構想の策定

令和５年１月 令和５年度以降、建物等の設計、工事を進めていく予定です
金沢八景駅前の市有地を整備候補地としています

建物等の基本設計 建物等の実施設計 建物等の工事 開　館

利 用 
イ メ ー ジ

金沢区らしい、まちに開かれた、文化・芸術の創造・発信

歴史と文化の
息づく、金沢区
らしさ･魅力発信

区民の文化･芸術の活動･発表･交流金沢区らしい歴史･文化･芸術等の
魅力発信

• 金沢区らしさ・魅力の情報発信

金沢区の特性を踏まえた
文化･芸術活動拠点

センター機能としての
役割の発揮 専門人材の配置と人材育成 公共施設としての

役割の発揮

身近な
文化･芸術の創造

多様な人々･
多彩な分野の
文化･芸術活動

あらたな文化・
芸術活動の

きっかけづくり

街に連なる･
街に開かれた

文化･芸術活動の拠点

▶コンセプト（めざす姿）

▶重視する視点

▶望ましい機能

▶事業(施設)運営の方向性

• 音を出す発表や練習　　• 作品の展示や制作
• 文化･芸術セミナーやアート講座
• 文化･芸術活動の情報発信や活動支援、団体間の交流

気軽に文化･芸術に触れられる
「とまり木」機能

• 文化･芸術の情報発信や交流

想
定
さ
れ
る
機
能

「横浜市金沢区における区民文化センター基本構想 （令和５年１月策定）」
詳しくは、こちらの
二次元コードから

区役所ウェブページを
ご覧ください。
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特 集 2

この特集に関する問合せ 事業企画担当（４階409）　　788-7824　　784-4600

▶地域ケアプラザをもっと知りたい人は… または事業企画担当まで

地域ケアプラザ
並木地域ケアプラザ
　775-0707

泥亀地域ケアプラザ
　782-2940
富岡地域ケアプラザ
　771-2301

釡利谷地域ケアプラザ
　788-2901

能見台地域ケアプラザ
　787-0991

西金沢地域ケアプラザ
　788-2228

富岡東地域ケアプラザ
　776-2030

柳町地域ケアプラザ
　790-5225

六浦地域ケアプラザ
　349-5141

西柴地域ケアプラザ
　780-1150

令和５年３月１日からの圏域　※下線部分は今回の変更箇所です

富岡東一～二丁目、富岡東三丁目(１～９番)、並木一丁目、昭和町、鳥浜町、白帆

六浦町、六浦南一丁目(12・13番の一部、14～19番、20番の一部を除く)(三艘町内会・湘南六浦自治会)、二丁目～五丁目、
六浦東三丁目14番、15・16番の一部(湘南六浦自治会)、六浦三丁目、四丁目(５番の一部、６番、９・13番の一部(塩場町内
会)を除く)、五丁目、大道一丁目 (81番の一部(高舟台自治会)を除く)、二丁目、朝比奈町、東朝比奈一～三丁目
泥亀一～二丁目、町屋町、洲崎町、谷津町、金沢町(金沢町町内会(谷津第64号線以東を除く))、寺前一～二丁目、海の公園、
平潟町

富岡西一～七丁目

釡利谷東一～三丁目、釡利谷東四丁目(53～57番の一部を除く)(宮ヶ谷町内会)、釡利谷東五丁目４番の一部(宮ヶ谷町内
会)、釡利谷東六～八丁目、釡利谷南一丁目、釡利谷南二丁目２番以降(42・43番の一部(金沢文庫パークタウン自治会)を除
く)、釡利谷南四丁目(１～10番)、高舟台一～二丁目、大道一丁目81番の一部(高舟台自治会)、大川（七丁目の一部を除く）

能見台一～六丁目、西柴一丁目(14番の一部、15・16番、17番の一部、25番の一部(西柴団地自治会)を除く)、二丁目
31・32番、能見台通、能見台東、堀口、片吹、長浜、長浜一～二丁目、能見台森
釡利谷東四丁目53～57番の一部(北谷町内会、新明自治会)、釡利谷東五丁目(４番の一部を除く)(北谷町内会)、釡利谷
西一～六丁目、釡利谷南二丁目１番、42・43番の一部(金沢文庫パークタウン自治会)、釡利谷南三丁目、釡利谷南四丁目
(11番以降)、釡利谷町、みず木町

富岡東三丁目(10番以降)、富岡東四～六丁目、並木二～三丁目、幸浦一～二丁目、福浦一～三丁目、八景島

六浦南一丁目12・13番の一部、14～19番、20番の一部(瀬ケ崎台自治会)、六浦東一～二丁目、三丁目(14番、15・16番の
一部を除く)(瀬ケ崎台自治会)、六浦一～二丁目、六浦四丁目５番の一部、６番、９・13番の一部(塩場町内会)、大川七丁目の
一部、柳町、瀬戸、野島町、乙舳町
西柴一丁目14番の一部、15・16番、17番の一部、25番の一部(西柴団地自治会)、二丁目(31・32番を除く)、三丁目、
四丁目、金沢町(西柴団地自治会・金沢町町内会の一部(谷津第64号線以東))、柴町

横浜市　地域ケアプラザ 検索

西柴地域ケアプラザ・
西柴コミュニティハウス の開所について

令和５年３月１日

オープン！！

多目的室 地域ケアルーム 調理室 地域ニーズ室
ケアプラザ、コミュニティハウス
の共用の部屋となっており、最
も大きい部屋です。体操や講演
会などの利用に最適です。

※地域包括支援センターとは？？
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、社会福祉士・主
任ケアマネジャー・保健師などの専門スタッフが、介護保険やその
他のサービス利用などの総合的な相談や権利擁護、介護予防のた
めのケアプランの作成など、さまざまな支援を行う機関です。

ケアプラザ専用の部屋となって
おり、調理器具や食器類、設備
も備え、大人数の食事会や料理
サークルなどにも利用すること
ができます。

コミュニティハウス専用の部屋
となっており、会議やサークル活
動などさまざまな用途でどなた
でも利用することができます。

ケアプラザ専用の部屋となって
おり、文科系の教室やサークル
活動としての利用、少人数での
打合せやミニ会議などに最適
です。

西柴地域ケアプラザの開所に伴い
地域包括支援センターの圏域（相談の担当地域）が
変更となります！！

地域ケアプラザって？？
　地域ケアプラザは、地域の誰もが利用できる施設です。
小さな子どもから高齢者まで、障害の有無にかかわらず誰
もが地域で安心して暮らせるよう、身近な生活の相談窓口
であるとともに、地域づくりのお手伝いとしてさまざまな人
に向けた催しを行っています。

コミュニティハウスって？？
　コミュニティハウスも地域ケアプラザ同様、地域の誰も
が気軽に利用することができる施設です。地域の皆さんが
自主的に行うレクリエーションやクラブ活動やコミュニティ
ハウスが企画する「自主事業」などを通じて地域住民相互
の交流を深めていくことができる場となっています。

ファミリー
マート

柴漁港

海の公園

シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

海
の
公
園
柴
口
駅

西柴地域ケアプラザ・
西柴コミュニティハウス

西柴地域ケアプラザ・
西柴コミュニティハウスが開所します

 所在地
〒236-0012
柴町343番地の５
 電　話
 780-1150
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▶旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園4月開園日
　４月１日（土）10時～16時（入園は15
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
▶金沢区民ダブルステニス大会
①区民初級者ダブルテニス大会
　４月２日（日）９時～１９時
②区民ダブルステニス大会
　４月８日（土）９時～１９時（男子大会）、
５月１３日（土）９時～１９時（女子大会）
③区民ミックスダブルステニス大会
　６月１７日（土）９時～１９時
　①富岡西公園テニスコート（富岡西６-３）
②③長浜公園テニスコート（長浜１０６-６）
　ダブルス、トーナメント、８ゲーム先
取、ノーアドバンテージ方式、三位決定
戦、コンソレーション実施　※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、も
しくは金沢区スポーツ協会テニス部に
団体登録し、承認を得た構成員（ペアの
うち１人が上記条件を満たせば参加
可）、①は今回初めて大会に出る人、も
しくはこれまでに区民大会等で３回戦以
内に敗退した人/①男女各30組先着、
②男女各50組先着、③50組先着
　１組4,000円（試合当日に支払い）
　３月17日（金）・18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）を記載の上、金沢区スポーツ協会
事務局へ持参、または　で下記へ
　kanazawakuts@outlook.jp
　金沢スポーツ協会 テニス部 山本
　090-8105-1416

後援：金沢区役所

▶第１６回金沢区民ダンスフェスティバル
＆抽選カップル戦
　３月１９日（日）抽選カップル戦：１０時
～１２時、ダンスパーティー：１３時～１５
時（受付８時３０分～９時３０分）　　　金
沢スポーツセンター第一体育室（長浜
106-8）　　区内在住・在学・在勤の人/
各１００人先着　　１人1,000円
　金沢区スポーツ協会ダンススポーツ
部 大辻　　070-6575-5088
後援：金沢区役所
▶金沢区民ゲートボール新人教室
　４月５日～５月１０日の水曜日（5/3を
除く）（全５回）９時～１２時　　金沢地区セ
ンタースポーツ広場（泥亀2-14-5）、姫の
島公園（泥亀1-26）　　ゲートボールの基
本技術とルールの習得　※用具不要
　区内在住の人/１０人  　500円（５回分）
　３月１１日（土）から氏名、年齢、電話番
号を　・　で下記へ
　金沢区スポーツ協会ゲートボール部 岡浩子
　781-6167　　a-kagami@kca.biglobe.ne.jp
後援：金沢区役所
▶金沢区成人ソフトボール大会
　４月１６日・２３日の日曜日　※雨天延
期4月30日（日）　　釡利谷ひろば公園
（能見台６-３７）、能見台中央公園（能見
台３-５０-１）　　区内を拠点として活動
する20歳以上のメンバーで構成された
チーム（実業団、学生および硬式・軟式
野球チームを除く）　　１チーム3,500
円（監督会議日に支払い）
　申込書（区民活動支援担当（６階６０１）
で配布または下記　からダウンロード）
を３月２０日（月）（必着）までに　・　・郵
送で下記へ、または　へ
※３月２８日（火）１８時３０分から区役所５
階１号会議室で開催の組合せ抽選会お
よび監督会議に出席してください。欠席
の場合は棄権と見なします
　区民活動支援担当（６階６０１）
（〒２３６-００２１　泥亀２-９-１）
　７８８-７８０５　　７８８-１９３７
　kz-sports@city.yokohama.jp

共催：金沢区スポーツ推進委員連絡協議会

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)

金沢区スポーツ協会 検索

金沢区スポーツ振興 検索

４月９日（日）は統一地方選挙（市会・県会・知事）が行われます

令和４年　金沢区民栄誉賞

●「投票のご案内」をお持ちください。
　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。

期日前投票
　投票日当日、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、下記期日前投票所において期日前投票ができます。
　「投票のご案内」の裏面に「請求書兼宣誓書」（期日前投票の際に必要）を印刷
していますので、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）。会場により時間が異
なりますのでご注意ください。

期日前投票所
金沢区役所
１階１号会議室
（泥亀2-9-1）

４月１日（土）～８日（土）
※知事選挙は３月24日（金）から
　投票できます。

8時30分～20時

金沢スポーツセンター
第２体育室
(長浜106-8)

４月１日（土）～８日（土） 9時30分～20時

投票期間（土日を含む） 投票時間

投票区
27 乙舳町内会館 野島青少年研修センター 野島町24-2
29 鳶埼公園仮設投票所 西柴地域ケアプラザ 柴町３４３-５

前回選挙の投票所 今回の投票所 住所

※今回の選挙は横浜市立大学で期日前投票を行うことはできませんのでご注意ください

不在者投票
　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」をお持ちの人
は、郵便による不在者投票ができます。詳しくは、下記までお問合せください。

　スポーツ等の分野において顕著な功績をあげ、金沢区民に夢と希望と感動を与え
てくれた皆さんに、1月5日開催の「金沢区新年をお祝いする会」において、金沢区長
から「金沢区民栄誉賞」が贈呈されました。

●ハリスミミ
　（FFK YOKOHAMA所属）
全国こどもチャレンジカップ
第15回全国大会 グループの部
アクティビティ部門 優勝

●横浜創学館高校チアダンス部　
全国高等学校ダンスドリル選手権大会2022 JAZZ部門ミディアム編成 優勝

●横浜市立大学オリエンテーリング部
2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技女子選手権の部 優勝

●横浜市立大学体育会スキー部
第49回全国学生岩岳スキー大会 アルペンスキーの部 女子クラブ部門 優勝

投票所の変更について
　下記の２か所の投票所については、直近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）　　788-7712～3　　786-0934
横浜市選挙管理委員会 検索

庶務係（６階６０３）　　788-7706　　786-0934問合せ

山桜賞（団体賞）

●江守 茉優さん（FFK YOKOHAMA所属）
全国こどもチャレンジカップ
第15回全国大会 個人の部 ジュニア エアロビクス部門 優勝

●鈴木 しおんさん
2022年第38回 全日本オプティミスト級チームレース選手権大会 優勝

●千葉 満利愛さん
第１回全日本空手道体重別選手権大会 女子個人空手-61kg部門 優勝

●稲葉 将さん
第６回全日本パラ馬術大会 全日本パラ馬術選手権 優勝

牡丹賞（個人賞）

生きがい就労支援
スポットの
セミナー情報

3月23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　　3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「シニア世代の就活の進め方、求人の探し方」

70代の女性の守衛さん誕生！

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！

　医療現場で約30年間臨床検査の業務に携わっていましたが、65才で
定年退職を迎え、その後は同じ医療法人で再雇用となり、訪問看護補助者
として高齢者の健康管理および見守りを中心とした業務に約5年間従事し
ていた人です。再雇用の期限をもって退職となり、時間に余裕ができて趣
味などで過ごしていたのですが、カナいきだよりで「お仕事応援セミナー」
を知り、セミナー受講後に生きがい就労支援スポットに登録されました。セ
ミナーではシニア世代の職域・労働環境などの雇用情勢を再認識され、職
種の方向性を絞り込みました。学校の守衛業務（受付・電話対応・校内見回
り・登下校時の交通整理）をご提案したところ、新たな職域の分野にチャレ
ンジしたいと強く希望されたことから応募に至り、面接では温和な人柄と
コミュニケーション能力が校風に合うと評価され、見事採用となりました。
　「特に登下校時は、生徒が横断歩道を安全に渡れるように左右を確認し
ながら横断させ、来校者を笑顔で出迎えることを心がけ、日々の業務の重
要性を認識し、頑張っています」との感想を寄せられました。
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▶金沢区区民カメラマンを募集します！
　区内の魅力的な風景やスポットを撮影し、写真のご提供をいただける「金沢区区民カメラマン」
を募集します。提供いただいた写真は区の　やSNS等で発信します。詳細は下記　または企画調
整係（6階602）にて配布の募集要項をご確認ください。

金沢区区民カメラマン 検索

募集人数

応募資格

活動期間
形　　態

申 込 み

10人または10団体程度

認定された日から令和６年３月３１日まで
ボランティア（無報酬）

以下の条件を満たす人または団体
●区内在住、在勤、在学の人、または区内で活動している団体
●自己所有のデジタルカメラ、スマートフォンで撮影し、オンライン（電子メールなど）で写真
データ、写真の説明文を提出できること

●提出した写真、説明文を金沢区が使用することに許諾できること

応募書類（下記　からダウンロードまたは区役所6階602で配布）とこれまでに撮影した
写真３枚を３月24日（金）までに下記へ　、または　に持参。選考後、選考結果を応募者
全員に通知します。

　企画調整係（6階602）　　７８８-７７２６　　７８６-４８８７
　kz-kusei@city.yokohama.jp

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　　3月14日（火）
②1歳6か月児　　3月28日（火）
③3歳児　　3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
　3月24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
　3月27日（月）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就学前の歯ぴか教室
　3月27日（月）13時30分～14時30分
　区役所5階 健診室（507）
　おおむね4～6歳の子と保護者/
10組先着　　母子健康手帳
④ごっくん離乳食教室（はじめる頃）
　3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
⑤もぐもぐ離乳食教室（2回食頃）
　3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

③保育・教育コンシェルジュの出張相談　　
　3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!　　
　3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わらべうたであそびましょう♡　　
　3月22日（水）10時30分～10時50分
⑥子育て応援ボランティア説明会　
　3月30日（木）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
⑦出前ひろば（お外で遊ぼう!）　
　・　❶３月１４日（火）西柴第一公園
　　 ❷３月１６日（木)下ノ浜公園
　　 ❸３月１７日（金)釡利谷第二公園
　　 ❹３月２３日（木)富岡総合公園ケヤキ広場
　　 ❺３月２４日（金)六浦あさがお公園
　　　 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
⑧地域deとことこ
　・　3月16日（木）10時～11時30分　
　　 ふらっと（金沢文庫ふれあい会館）
　「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

⑥子どもの食生活相談
　3月23日（木）、4月7日（金）9時～12時
　区役所5階 栄養相談室（502）
　子どもの食事についての個別相談
　乳幼児期から高校生までの保護者
　②～⑥　または　で　　  、子の名前・生年月日を
下記へ、②③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

①横浜子育てサポートシステム入会説明会　　
　・　❶3月17日（金）10時30分～11時30分
　　　 とことこ研修室　　4組先着
　　 ❷3月25日（土）13時30分～14時30分
　　　 とことこ研修室　　4組先着
②おしゃべり会と交流会　
　・　❶３月１２日（日）１０時～１３時　※予約不要
　　　 とことこパパDAY（パパとお子さんで遊べます）
　　 ❷３月１４日（火）１０時３０分～１１時１５分
　　　 多胎ママ交流会　　５組先着
　　 ❸３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
　　 ❹３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
　　 ❺３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
　　 ❻３月２８日（火）１０時３０分～１１時１５分
　　　 はじめてのとことこ　　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
●きらら保育園　「公園で遊ぼう」
　3月24日（金）10時～11時　　　能見台堀口北公園（能見台東6）　　地域の未就園児と保護者
　　　　　　　　　　　　　　　790-3440（月～金曜日10時～11時）
●あおぞら谷津保育園　「2023年度あそぼ！会」会員募集
　地域みんなで手をつなぎ子育ての輪を広げることを目指し、一人ぼっちの子育てをするお母さんをなくしてい
きたいと「あそぼ！会」の会員募集をします。　　同園（谷津町231-5）　　３歳までの地域の親子/先着受付・定
員あり　　３月２０日（月）１３時から　にて　　地域子育て支援センターあおぞら　　７８４-０５４２（月～金曜日９
時３０分～１６時）

きらら保育園　子育て 検索

■HIV（エイズ）・梅毒検査　
　毎週火曜日１０時～１１時
　区役所５階 検査室（506）
匿名・無料で受けられます。
※相談のみは随時実施しています

■禁煙相談　
　4月7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）　
　3月17日（金）
９時～１２時、
１３時３０分～１５時３０分
　4月7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

92023（令和5）年 3月号金沢区版



　釡利谷地区センター

①KAMARIYAバルーンフェスタ
　3月18日（土）13時～14時30分　
　楽器演奏、パントマイムやバルーン
アート
②おもちゃ病院
　3月23日（木）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
③おひざの上のおはなし会
　4月3日（月）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
④0歳児とママの体操（1）
　4月5日・19日、5月10日・24日、6月
7日・21日の水曜日（全6回）9時45分～
10時30分　　0歳児と保護者/12組
抽選　　3,600円（6回分）
⑤1歳児とママの体操（1）
　4月5日・19日、5月10日・24日、6月
7日・21日の水曜日（全6回）10時40分
～11時25分　　1歳児と保護者/12
組抽選　　3,600円(6回分)
　④⑤往復はがきに　　  、子の月・年
齢、名前（ふりがな）を記入して、3月22
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

　能見台地区センター

①春休みおはなし会スペシャル
　3月18日（土）11時～11時30分　
　乳幼児～小学生と保護者
　紙芝居や絵本などの読み聞かせ
②こども造形教室
　4月8日～7月22日の第2・4土曜日
（全8回）（1）9時30分～11時30分、
（2）12時30分～14時30分
　小学1～4年生/各部15人抽選
　4,500円（8回分）
③こどもバドミントン教室（前期）
　4月22日、5月27日、6月24日、7月
22日、8月26日、9月30日の土曜日（全
6回）9時30分～11時　　小学3～6年
生/30人抽選　　4,200円（6回分）
④ファミリーリトミック(春・夏)
　4月15日、5月20日、6月17日、7月
15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
　1歳半～3歳児と保護者/各10組抽選
　3,000円（4回分）
⑤チャレンジ華道
　4月15日、5月20日、6月17日、7月
15日の土曜日（全4回）9時30分～10
時30分　　年長以上（年長は保護者同
伴）/16人抽選　　1回1,600円
　②～⑤往復はがきに　　  、②学年・
希望の部、③学年、④子の月・年齢、⑤
年齢・学年を記入して、②3月25日（土）
③4月8日（土）④⑤4月1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
　4月10日（月）10時～11時　　　60
歳以上/100人先着　　1回400円
②ベーシックヨガ教室
　4月11日～6月13日の火曜日（全10
回）（A）9時20分～10時20分、（B）10
時35分～11時35分 ※時間はセンター
で振り分け　　各部16人抽選
　5,000円（10回分）
③金沢地区センター寄席
　4月30日（日）13時～14時30分（開
場12時30分～）　　中学生以上/30
人抽選　　500円　　桂 歌助氏ほか
④華やかで美味しい バラの花の絵巻き寿司
　4月19日（水）10時～12時　　成人
/10人抽選　　1,800円
　②～④往復はがきに　　  、年齢を記
入して3月21日（祝・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

①六浦ミュージックライブ
　4月16日（日）13時～16時　
②歌で楽しむ人生講座オペラ漫談
　～おもしろい音楽講座～
　３月２９日（水）１３時～１５時
　成人/３０人先着　　５００円
③Enjoy English
　4月3日～7月3日の月曜日（4/24、
5/1、5/22、6/26を除く）（全10回）
（1）アドバンス:9時10分～10時20分、
（2）ファーストステップ:10時30分～11
時40分、（3）インターミディエイト:12
時40分～13時50分　　成人/（1）（2）
各12人抽選、（3）若干名抽選　　（1）
12,000円（10回分）、（2）（3）10,000
円（各10回分）
④季節のヨガ
　4月8日～7月22日の第2・4土曜日
（全8回）10時～11時　　成人/17人
抽選　　4,000円（8回分）
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～
　4月14日～7月14日の第2・4金曜日
（全7回）10時30分～11時40分　　成
人/12人抽選　　6,000円（7回分）
⑥セルフケアの骨盤調整
　4月5日～7月19日の第1・3水曜日
（全8回）10時～11時　　成人/若干名
抽選　　6,000円（8回分）
　②３月１１日（土）13時30分から　ま
たは　へ、③～⑥往復はがきに　　  、
年齢を記入して③3月18日（土）④⑥3
月22日（水）⑤3月24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
　3月19日（日）11時～11時30分　
　歌とお話の会
②おはなしころりん村
　4月6日（木）11時～11時30分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
③親子ふれあい体操
　4月24日～7月10日の第2・4月曜日
（全6回）10時～11時　　2～3歳児と保
護者/12組先着　　3,000円（6回分）
④ベビーふれあい体操
　4月28日～7月14日の第2・4金曜日
（全6回）10時～11時　　4か月～1歳
児と保護者/10組先着　　3,000円（6
回分）
　③④3月11日（土）9時から　へ

　富岡地域ケアプラザ

にじいろコンサート（和太鼓、キッズダンス）
　4月1日（土）10時～11時30分　
　富岡小学校体育館（富岡西7-13-1）
　室内履き

　並木地域ケアプラザ

子育てサロンなみき
　3月21日（祝・火）10時30分～12時　
　乳幼児と保護者　　飲み物

　能見台地域ケアプラザ

①能見台フィットネスファン
　4月24日～令和6年3月25日の第4
月曜日（全12回）10時～11時
　20人先着　　3,000円（12回分）
※1回ごとに支払う場合は1回300円
②クラフトバンドを楽しもう
　4月22日～7月22日の第4土曜日
（全4回）10時～12時　　全4回の講座
すべてに参加可能な人/10人先着
　10,000円（4回分）
　①3月11日（土）②3月17日（金）から
　または　へ

　並木コミュニティハウス

①自然の植物から学ぶ水彩画教室
　4月14日～7月28日の第2・4金曜日
（全8回）10時～11時30分　　24人抽選
　4,800円（8回分）（教材費2,500円、
別途紙代）
②なみきほぐしヨガ
　4月11日～7月25日の第2・4火曜日
（全8回）10時～11時30分　　15人抽選
　4,800円（8回分）　　ヨガマット
③椅子を使った優しいヨガ
　4月4日～7月18日の第1・3火曜日
（全8回）10時～11時30分　　13人抽選
　4,800円（8回分）　　ヨガマット
　①～③往復はがきに　　  、年齢を記
入して3月20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

　柳町コミュニティハウス

①開館20周年記念 作品展示会・発表会
　3月25日（土）9時～21時、3月26日（日）
9時～15時　
②骨盤調整で全身を整えるⅠ
　4月15日、5月6日・20日の土曜日
（全3回）（1）10時～11時、（2）11時30
分～12時30分　　各10人先着
　1,875円（3回分）　　Jun.氏（金沢
区街の先生）
③カメカメ　イングリッシュ体験講座
　4月20日（木）・21日（金）15時～16
時30分　　各日10人先着　　1回500円
　平 一廣氏（英語教授法修士）
④みんなのウクレレ体験講座
　4月27日（木）・28日（金）13時～14
時30分　　各日10人先着　　1回500円
※ウクレレの無料貸出あり
　平 一廣氏（ウクレレ・コーチ）
⑤パソコン・スマホ何でも相談
　4月5日・12日の水曜日9時30分～
16時　　各日8人先着　　1回600円
⑥リラックスヨガⅠ
　4月14日・28日、5月12日・26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）
⑦健康気功体操体験1
　4月11日・25日、5月9日・23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）
　②～⑦3月11日（土）から　または　へ

　八景コミュニティハウス

いきいきリフレッシュ体操
　4月14日（金）13時30分～14時30分
　成人/15人先着　　600円
　3月12日（日）9時30分から　または　へ

　旧伊藤博文金沢別邸

花と博文邸
　3月21日（祝・火）～26日（日）9時30
分～16時30分　　　一葉式いけ花家
元の粕谷 尚弘氏が、邸内をダイナミック
に生け花で飾ります

　横浜市シルバー人材センター

①写真の撮り方教室（初級）
　4月14日～令和6年3月8日の原則
第2金曜日（全12回）13時30分～16
時30分　　成人/15人抽選　　13,000
円（12回分）　　座学とデジタル一眼レフ
での屋外撮影会（デジカメでも可）
②げんき絵手紙サロン
　4月27日～令和6年3月28日の第4
木曜日（11月は11月30日（木）開催予
定）（全12回）13時30分～15時30分
　成人/15人抽選　　1回500円　※
各回払い
③初めての太極拳教室
　4月13日～9月28日の第2・4木曜日
（全12回）（1）10時～11時30分（2）14
時～15時30分　　成人/各15人抽選
　7,200円（12回分）
　①～③3月28日（火）までに　　  、年
齢を　・　または郵送で上記へ

　富岡総合公園

第8回 公園ウォーキングツアー　『歴史
ガイドツアー』
　3月25日（土）10時～12時（集合9
時30分）　　富岡総合公園管理センター
前（集合）～富岡八幡宮（解散）　※行程約
2km　　30人先着　　500円
　NPO法人横浜金澤シティガイド協会
のガイドにより園内とその周辺の歴史を
探索。　※雨天時は、座学を実施
　3月11日（土）から　または　へ

　八景島

①バラの育て方12ヶ月～新苗の育成～
　4月12日（水）10時～12時
　成人/20人先着
②モーニングヨガin八景島
　4月1日・8日・15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明るく陽気に爽やか柑橘系でアロマ
ヨガin八景島

　4月22日（土）10時～11時
　成人/15人先着　　1,100円
※ヨガマットの貸出あり（1枚100円）
　①～③3月11日（土）から氏名、電話
番号、年齢を　・　・　で上記へ

　六浦スポーツ会館

テニス教室
　4月5日～5月31日の水曜日（5/3除く）
（全8回、予備日6/7、6/14）11時～13時
　初・中級/10人/応募者多数の場合は
抽選　　8,000円（8回分）
　往復はがきに　　  、年齢を記入して
3月18日（土）（必着）までに上記へ、ま
たは返信用はがきを添えて　へ

　老人福祉センター 晴嵐かなざわ

①ノルディックウォーク
　（1）4月コース:4月10日・17日の月
曜日（全2回、予備日4/24）10時～12
時、（2）5月コース:5月8日・15日の月曜
日（全2回、予備日5/22）10時～12時
　各20人先着　　（1）（2）100円（2回分）
②はじめての薬膳
　3月23日・30日の木曜日（全2回）10
時30分～12時　　15人先着
③肩こり・腰痛ストレッチ
　4月14日～6月23日の第2・4金曜日
（全6回）10時～11時30分
　23人抽選　　100円（6回分）
④骨盤の調整
　4月5日～6月21日の第1・3水曜日
（全6回）13時30分～14時30分
　20人抽選　　100円（6回分）
　①②3月11日（土）9時から　または　
へ、③④3月19日（日）までに　または　へ

　フォーラム南太田

ママの骨盤セルフストレッチ　3カ月
コース　4月期
　4月11日・25日、5月16日・30日、
6月13日・27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（市外在住の人は4,620円）
（6回分）
　3月14日（火）から　・上記　または
　へ
※託児あり　、詳細は　714-2665へ

　長浜ホール

①ゴスペルコーラスワークショップ前期
　4月12日・26日、5月10日・24日、6月
7日・21日の水曜日（全6回）10時～11
時30分  　30人先着  　10,000円（6回分）
②SU-ZU styleのキッズダンス・ワー
クショップ　前期・ステップ1
　4月13日～5月18日の木曜日（5/4を除
く）（全5回）17時15分～18時15分　　4
～9歳児/20人先着　　5,000円（5回分）
　①②3月11日（土）から　　  を　・
　・　または　へ

（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

　4月3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

　3月20日（月）

金沢地区センター

金沢地区センター 検索

〒２３３-０００２　港南区上大岡西１-６-１
ゆめおおおかオフィスタワー１３階
　847-1800　　８４７-１７１６
　毎週土・日、祝日

横浜市シルバー人材センター

〒２３６-００３１　六浦５-２０-２
　・　７８８-４６４１
　3月27日（月）

六浦地区センター

〒236-0051　富岡東2-5-31
　775-0707　　775-0877
　3月26日（日）

並木地域ケアプラザ

〒236-0052　富岡西7-16-1
　771-2301　　771-2360

富岡地域ケアプラザ

〒２３６-００２６　柳町１-３
　・　７８５-２４０３

　3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

〒236-0025　野島町24
　・　788-1919

　3月20日（月）

旧伊藤博文金沢別邸

旧伊藤博文金沢別邸 検索

〒２３６-００05　並木2-8-1
　・　７８1-7110

　3月13日（月）、4月10日（月）

並木コミュニティハウス

並木コミュニティハウス 検索

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

　3月13日（月）、4月10日（月）

釡利谷地区センター

釡利谷地区センター 検索

〒236-0051　富岡東4-13-2
　775-3692　　775-3792
　3月20日（月）

富岡並木地区センター

〒236-0058　能見台東2-1
　787-0991　　787-0993
　4月3日（月）

能見台地域ケアプラザ 〒236-0021　泥亀1-21-2
（八景小学校内）
　・　790-1757

八景コミュニティハウス
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　釡利谷地区センター

①KAMARIYAバルーンフェスタ
　3月18日（土）13時～14時30分　
　楽器演奏、パントマイムやバルーン
アート
②おもちゃ病院
　3月23日（木）9時30分～12時30分　
　修理無料、部品実費
③おひざの上のおはなし会
　4月3日（月）11時～11時30分　
　乳幼児と保護者
④0歳児とママの体操（1）
　4月5日・19日、5月10日・24日、6月
7日・21日の水曜日（全6回）9時45分～
10時30分　　0歳児と保護者/12組
抽選　　3,600円（6回分）
⑤1歳児とママの体操（1）
　4月5日・19日、5月10日・24日、6月
7日・21日の水曜日（全6回）10時40分
～11時25分　　1歳児と保護者/12
組抽選　　3,600円(6回分)
　④⑤往復はがきに　　  、子の月・年
齢、名前（ふりがな）を記入して、3月22
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

　能見台地区センター

①春休みおはなし会スペシャル
　3月18日（土）11時～11時30分　
　乳幼児～小学生と保護者
　紙芝居や絵本などの読み聞かせ
②こども造形教室
　4月8日～7月22日の第2・4土曜日
（全8回）（1）9時30分～11時30分、
（2）12時30分～14時30分
　小学1～4年生/各部15人抽選
　4,500円（8回分）
③こどもバドミントン教室（前期）
　4月22日、5月27日、6月24日、7月
22日、8月26日、9月30日の土曜日（全
6回）9時30分～11時　　小学3～6年
生/30人抽選　　4,200円（6回分）
④ファミリーリトミック(春・夏)
　4月15日、5月20日、6月17日、7月
15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
　1歳半～3歳児と保護者/各10組抽選
　3,000円（4回分）
⑤チャレンジ華道
　4月15日、5月20日、6月17日、7月
15日の土曜日（全4回）9時30分～10
時30分　　年長以上（年長は保護者同
伴）/16人抽選　　1回1,600円
　②～⑤往復はがきに　　  、②学年・
希望の部、③学年、④子の月・年齢、⑤
年齢・学年を記入して、②3月25日（土）
③4月8日（土）④⑤4月1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
　4月10日（月）10時～11時　　　60
歳以上/100人先着　　1回400円
②ベーシックヨガ教室
　4月11日～6月13日の火曜日（全10
回）（A）9時20分～10時20分、（B）10
時35分～11時35分 ※時間はセンター
で振り分け　　各部16人抽選
　5,000円（10回分）
③金沢地区センター寄席
　4月30日（日）13時～14時30分（開
場12時30分～）　　中学生以上/30
人抽選　　500円　　桂 歌助氏ほか
④華やかで美味しい バラの花の絵巻き寿司
　4月19日（水）10時～12時　　成人
/10人抽選　　1,800円
　②～④往復はがきに　　  、年齢を記
入して3月21日（祝・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

①六浦ミュージックライブ
　4月16日（日）13時～16時　
②歌で楽しむ人生講座オペラ漫談
　～おもしろい音楽講座～
　３月２９日（水）１３時～１５時
　成人/３０人先着　　５００円
③Enjoy English
　4月3日～7月3日の月曜日（4/24、
5/1、5/22、6/26を除く）（全10回）
（1）アドバンス:9時10分～10時20分、
（2）ファーストステップ:10時30分～11
時40分、（3）インターミディエイト:12
時40分～13時50分　　成人/（1）（2）
各12人抽選、（3）若干名抽選　　（1）
12,000円（10回分）、（2）（3）10,000
円（各10回分）
④季節のヨガ
　4月8日～7月22日の第2・4土曜日
（全8回）10時～11時　　成人/17人
抽選　　4,000円（8回分）
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～
　4月14日～7月14日の第2・4金曜日
（全7回）10時30分～11時40分　　成
人/12人抽選　　6,000円（7回分）
⑥セルフケアの骨盤調整
　4月5日～7月19日の第1・3水曜日
（全8回）10時～11時　　成人/若干名
抽選　　6,000円（8回分）
　②３月１１日（土）13時30分から　ま
たは　へ、③～⑥往復はがきに　　  、
年齢を記入して③3月18日（土）④⑥3
月22日（水）⑤3月24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
　3月19日（日）11時～11時30分　
　歌とお話の会
②おはなしころりん村
　4月6日（木）11時～11時30分　
　絵本の読み聞かせ、変わり絵
③親子ふれあい体操
　4月24日～7月10日の第2・4月曜日
（全6回）10時～11時　　2～3歳児と保
護者/12組先着　　3,000円（6回分）
④ベビーふれあい体操
　4月28日～7月14日の第2・4金曜日
（全6回）10時～11時　　4か月～1歳
児と保護者/10組先着　　3,000円（6
回分）
　③④3月11日（土）9時から　へ

　富岡地域ケアプラザ

にじいろコンサート（和太鼓、キッズダンス）
　4月1日（土）10時～11時30分　
　富岡小学校体育館（富岡西7-13-1）
　室内履き

　並木地域ケアプラザ

子育てサロンなみき
　3月21日（祝・火）10時30分～12時　
　乳幼児と保護者　　飲み物

　能見台地域ケアプラザ

①能見台フィットネスファン
　4月24日～令和6年3月25日の第4
月曜日（全12回）10時～11時
　20人先着　　3,000円（12回分）
※1回ごとに支払う場合は1回300円
②クラフトバンドを楽しもう
　4月22日～7月22日の第4土曜日
（全4回）10時～12時　　全4回の講座
すべてに参加可能な人/10人先着
　10,000円（4回分）
　①3月11日（土）②3月17日（金）から
　または　へ

　並木コミュニティハウス

①自然の植物から学ぶ水彩画教室
　4月14日～7月28日の第2・4金曜日
（全8回）10時～11時30分　　24人抽選
　4,800円（8回分）（教材費2,500円、
別途紙代）
②なみきほぐしヨガ
　4月11日～7月25日の第2・4火曜日
（全8回）10時～11時30分　　15人抽選
　4,800円（8回分）　　ヨガマット
③椅子を使った優しいヨガ
　4月4日～7月18日の第1・3火曜日
（全8回）10時～11時30分　　13人抽選
　4,800円（8回分）　　ヨガマット
　①～③往復はがきに　　  、年齢を記
入して3月20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

　柳町コミュニティハウス

①開館20周年記念 作品展示会・発表会
　3月25日（土）9時～21時、3月26日（日）
9時～15時　
②骨盤調整で全身を整えるⅠ
　4月15日、5月6日・20日の土曜日
（全3回）（1）10時～11時、（2）11時30
分～12時30分　　各10人先着
　1,875円（3回分）　　Jun.氏（金沢
区街の先生）
③カメカメ　イングリッシュ体験講座
　4月20日（木）・21日（金）15時～16
時30分　　各日10人先着　　1回500円
　平 一廣氏（英語教授法修士）
④みんなのウクレレ体験講座
　4月27日（木）・28日（金）13時～14
時30分　　各日10人先着　　1回500円
※ウクレレの無料貸出あり
　平 一廣氏（ウクレレ・コーチ）
⑤パソコン・スマホ何でも相談
　4月5日・12日の水曜日9時30分～
16時　　各日8人先着　　1回600円
⑥リラックスヨガⅠ
　4月14日・28日、5月12日・26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）
⑦健康気功体操体験1
　4月11日・25日、5月9日・23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）
　②～⑦3月11日（土）から　または　へ

　八景コミュニティハウス

いきいきリフレッシュ体操
　4月14日（金）13時30分～14時30分
　成人/15人先着　　600円
　3月12日（日）9時30分から　または　へ

　旧伊藤博文金沢別邸

花と博文邸
　3月21日（祝・火）～26日（日）9時30
分～16時30分　　　一葉式いけ花家
元の粕谷 尚弘氏が、邸内をダイナミック
に生け花で飾ります

　横浜市シルバー人材センター

①写真の撮り方教室（初級）
　4月14日～令和6年3月8日の原則
第2金曜日（全12回）13時30分～16
時30分　　成人/15人抽選　　13,000
円（12回分）　　座学とデジタル一眼レフ
での屋外撮影会（デジカメでも可）
②げんき絵手紙サロン
　4月27日～令和6年3月28日の第4
木曜日（11月は11月30日（木）開催予
定）（全12回）13時30分～15時30分
　成人/15人抽選　　1回500円　※
各回払い
③初めての太極拳教室
　4月13日～9月28日の第2・4木曜日
（全12回）（1）10時～11時30分（2）14
時～15時30分　　成人/各15人抽選
　7,200円（12回分）
　①～③3月28日（火）までに　　  、年
齢を　・　または郵送で上記へ

　富岡総合公園

第8回 公園ウォーキングツアー　『歴史
ガイドツアー』
　3月25日（土）10時～12時（集合9
時30分）　　富岡総合公園管理センター
前（集合）～富岡八幡宮（解散）　※行程約
2km　　30人先着　　500円
　NPO法人横浜金澤シティガイド協会
のガイドにより園内とその周辺の歴史を
探索。　※雨天時は、座学を実施
　3月11日（土）から　または　へ

　八景島

①バラの育て方12ヶ月～新苗の育成～
　4月12日（水）10時～12時
　成人/20人先着
②モーニングヨガin八景島
　4月1日・8日・15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明るく陽気に爽やか柑橘系でアロマ
ヨガin八景島

　4月22日（土）10時～11時
　成人/15人先着　　1,100円
※ヨガマットの貸出あり（1枚100円）
　①～③3月11日（土）から氏名、電話
番号、年齢を　・　・　で上記へ

　六浦スポーツ会館

テニス教室
　4月5日～5月31日の水曜日（5/3除く）
（全8回、予備日6/7、6/14）11時～13時
　初・中級/10人/応募者多数の場合は
抽選　　8,000円（8回分）
　往復はがきに　　  、年齢を記入して
3月18日（土）（必着）までに上記へ、ま
たは返信用はがきを添えて　へ

　老人福祉センター 晴嵐かなざわ

①ノルディックウォーク
　（1）4月コース:4月10日・17日の月
曜日（全2回、予備日4/24）10時～12
時、（2）5月コース:5月8日・15日の月曜
日（全2回、予備日5/22）10時～12時
　各20人先着　　（1）（2）100円（2回分）
②はじめての薬膳
　3月23日・30日の木曜日（全2回）10
時30分～12時　　15人先着
③肩こり・腰痛ストレッチ
　4月14日～6月23日の第2・4金曜日
（全6回）10時～11時30分
　23人抽選　　100円（6回分）
④骨盤の調整
　4月5日～6月21日の第1・3水曜日
（全6回）13時30分～14時30分
　20人抽選　　100円（6回分）
　①②3月11日（土）9時から　または　
へ、③④3月19日（日）までに　または　へ

　フォーラム南太田

ママの骨盤セルフストレッチ　3カ月
コース　4月期
　4月11日・25日、5月16日・30日、
6月13日・27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（市外在住の人は4,620円）
（6回分）
　3月14日（火）から　・上記　または
　へ
※託児あり　、詳細は　714-2665へ

　長浜ホール

①ゴスペルコーラスワークショップ前期
　4月12日・26日、5月10日・24日、6月
7日・21日の水曜日（全6回）10時～11
時30分  　30人先着  　10,000円（6回分）
②SU-ZU styleのキッズダンス・ワー
クショップ　前期・ステップ1
　4月13日～5月18日の木曜日（5/4を除
く）（全5回）17時15分～18時15分　　4
～9歳児/20人先着　　5,000円（5回分）
　①②3月11日（土）から　　  を　・
　・　または　へ

　金沢消防署　総務・予防課　　・　７８１-０１１９

たばこによる火災を防ぎましょう！！

たばこによる
火災の主な事例

出火防止のポイント

金 沢 消 防 署 だより

　たばこを原因とする火災は、横浜市内における全火災の出火原因の中で、毎
年上位を占めており、昨年は、出火原因の第１位が「たばこ」となりました。たば
この火は小さいため、それが火災を引き起こし、大きな被害を及ぼすことはなか
なか想像できないかもしれませんが、たばこの火災が原因で多くの人が亡く
なったり、けがをしています。たばこによる火災の事例と出火防止のポイントを
改めて確認しましょう。

寝たばこをしてい
て、そのまま眠っ
てしまったため、
布団が燃えてし
まった。

灰皿にたまった吸い殻を、
そのままごみ箱に捨てた
ところ、火が完全に消えて
おらず、ごみ箱内のごみが
燃えて火災になった。

寝たばこは絶対にしない

灰皿に水を入れておく

吸殻をためない

吸殻の投げ捨ては
絶対にしない

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

　3月20日（月）

フォーラム南太田

フォーラム南太田 検索

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

八景島

〒236-0038　六浦南5-19-2
　・　 788-5428
　4月3日（月）

六浦スポーツ会館
〒236-0011　長浜114-4
　782-7371　　782-7389
　nagahama-hall@nagahama-hall.com

　3月27日（月）

長浜ホール

長浜ホール 検索

〒236-0051　富岡東2-9
　・　774-3003

富岡総合公園

富岡総合公園 検索

〒236-0021　泥亀1-21-5
（いきいきセンター金沢内）
　782-2908　　782-2909
　3月25日（土）

老人福祉センター 晴嵐かなざわ

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

3月12日（日）～18日（土） 花/西金沢写友会 
3月19日（日）～25日（土） 並木水彩サークル展/並木水彩サークル
4月  1日（土）～19日（水） 「街の先生」のコラボ展示～いっしょに楽しく～

3月1日（水）～31日（金） 鎌倉彫で生活を楽しく/鎌倉彫　伸美洞

区役所2階　　kz-kumincenter@city.yokohama.jp
788-7803　　789-2147　　3月21日（祝・火）、4月2日（日）

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

　3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

事前受付教室のご案内
４月開始教室の募集については決定し次第上記　に掲載しますので、ご確認ください。
 教室紹介  ●スポーツ種目系教室：バドミントン、太極拳、卓球、フラダンスなど
 ●健康づくり系教室：ピラティス、ヨガ、肩腰膝改善教室など
 ●こ ど も 向 け 教 室：こどもHIPHOP、こどもバドミントン、幼児体操、
 こどもバスケットボール、こどもアトリエ教室など
 上記以外にもさまざまな教室を開催予定です。

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
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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金沢図書館の本棚から 第47回

　猿橋勝子博士により創設された、優れた研究業績をあげた女
性科学者に贈られる猿橋賞という賞があります。この本では受賞
した科学者たちが自身の科学者人生を振り返り、後輩たちへの
エールを伝えています。猿橋賞を受賞するまでに至った経緯、そ
の科学研究テーマを選択した理由など、それぞれ異なり、興味深
く読むことができます。異なる部分もある一方で皆一生懸命取り
組んだという点は共通していると思えました。春になり、新たな選
択が必要となる時期かもしれません。そんな悩んでいる人の一助
となる一冊です。

　今から200年前のイギリスに、次々と化石を見つけたメア
リーという少女がいました。女性だからという理由で世の中に
認められませんでしたが、彼女が何百万年も昔の化石を発見し
たおかげで、動物が絶滅することや古代の生き物が食べていた
ものがわかったのです。知ることをあきらめない心の大切さを
教えてくれる伝記絵本です。巻末に、上記『私の科学者ライフ』
に登場する古生物学者佐藤たまき氏が、子どもたちへのメッ
セージを載せています。小学生向け。

①定例おはなし会
　３月15日（水）15時30分～16時　　　一人でお話が聞ける子
②春の紙芝居まつり
　３月26日（日）第一部：13時30分～14時20分、第二部：14時30分～15時20分
　金沢地区センター２階大会議室（図書館併設）
　子どもから大人まで／各回40人先着　　金沢紙芝居の会「かなみん」
③おひざにだっこのおはなし会
　３月22日（水）10時30分～11時　　０歳からの乳幼児と保護者／５組先着
　②③３月1４日（火）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
　３月20日（月）

金沢図書館からのお知らせ

ラベルの記号　４０２　2階一般書コーナー

ラベルの記号　2/あおいろ　１階児童書コーナー

『私の科学者ライフ　猿橋賞受賞者からのメッセージ
　　　　　　　　　　　　　　 猿橋賞４０周年記念出版』

『きょうりゅうレディ　さいしょの女性古生物学者　メアリー・アニング』

女性科学者に明るい未来をの会／編　日本評論社

リンダ・スキアース／作　マルタ・アルバレス・ミゲンス／絵　まえざわあきえ／訳　出版ワークス

おとな向け

こども向け

３月８日は「国際女性デー」です。近年、女性も科学者として活躍しています。
女性科学者について書かれている本を紹介します。

環境衛生係（4階407）　　788-7873　　784-4600

７８０-３２０５（火～土）
９時３０分～１７時
780-3206

金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」(公益財団法人 横浜ＹＭＣＡ運営受託施設)
（能見台東5-6 2階）   担 当： 安田 佐藤

「とことこ」ホームページ

「とことこ」
公式LINE

ID：@543uvhin

～ 地域での子育てをちょっとお手伝いしてみませんか ? ～

３月３０日（木）１０時～１０時３０分
４月１８日（火）１４時～１４時３０分

５月1７日（水）１０時～１０時３０分
６月２２日（木）１４時～１４時３０分

ボランティア説明会
ボランティアに興味のある人は説明会にご参加ください。

横浜子育てサポートシステム
提供会員

「子どもを預けたい人」と「子ど
もを預かる人」が会員として登
録し、地域での預かり合いをす
る、横浜市の制度です。保育園
や習い事までの送迎や、自宅で
の預かりなど有償で行います。

「とことこ」ひろば見守りボランティア

「とことこ」のひろばに来る親子の遊び相手や見守りを行ったり、ご自身
の特技を生かしたりして、子育てを支援してくださる無償ボランティア
です。（よこはまシニアボランティアポイント対象です。）

＜例＞絵本の読み聞かせ、手遊び、
　　  絵本の修理など

「とことこ」公園サポーター

「とことこ」の公園あそびに参加
する親子が安心して過ごせるよ
う、見守りや雰囲気づくりをして
いただく有償
ボランティア
です。

広場でのパネル展示の様子 竹林整備で切った竹を
食べるインドゾウ

企業のブース出展の様子

金沢動物園（〒236-0042 釡利谷東5-15-1） 　 783-9100   　782-9972
毎週月曜日（ただし、3月27日、4月3日は開園）

金沢動物園 検索

　３月下旬から４月上旬にかけて、園内でサクラ
が見頃を迎えます。園内にはソメイヨシノ、ヤマザ
クラ、オオシマザクラなど十数種のサクラがあり、
４月上旬には周囲の山々が淡いピンクに染まりま
す。サクラの種類により開花時期が異なるため、
長くお花見を楽しむことができます。

　環境に配慮した商品の販売や、持続可能な活動を行っている企業・団体に
よるブース出展、パネル展示などを実施します。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止・変更となる場合があり
ます。詳しくは下記　でご確認ください

　だんだん暖かくなる春は、動物園へ足を運ぶには良い季節です。金沢動物
園では、この時期にSDGsや持続可能性をテーマにしたイベントを実施して
います。
　動物園でSDGs？と不思議に思われる人もいるかもしれません。でも、動物
園で暮らす動物たちをはじめ、私たちの身近で暮らす動物たちや自然環境
は、みんな同じ地球の上にあります。私たちの暮らしも動物たちや自然とつな
がっています。春の金沢動物園で、楽しくSDGsについて考えてみませんか？

　生後91日以上の飼い犬には、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けら
れています。横浜市が委託する動物病院では年間を通して登録や注射と注射済
票の交付が受けられます。
※生後91日以上でマイクロチップを装着している犬は、横浜市以外の自治体
で狂犬病予防法に基づく登録手続済みの可能性があります。登録の有無に
ついて確認が必要な場合は、区役所4階407または横浜市動物愛護セン
ター(　471-2111)までお問合せください。

３月18日（土）･19日（日）
11時～16時

日 時
また、金沢区では下記のとおり、令和５年度狂犬病予防注射集合注射会場を設けます。

【手数料】3,650円（注射料金3,100円+注射済票交付手数料550円）
※現金のみ（会場での時間短縮のため、おつりがないように料金をご用意ください）

4月15日（土）
4月23日（日）

実施日 時　間

10時～12時、13時30分～15時 泥亀公園〔区役所隣接〕（泥亀2-9）

会　場

●横浜市に犬の登録がある人に
は、毎年3月中旬頃に「狂犬病予
防注射のお知らせ(封書)」を発
送しています。狂犬病予防注射
を受ける際には、封書に入って
いる三連の「狂犬病予防注射済
票交付申請書」が必要です。切り
離さずに必ずお持ちください。

●横浜市に犬の登録がない場合は、事前に区役所で新規登録や転入の手続を済ませて
「狂犬病予防注射済票交付申請書」を受け取り、ご来場の際に必ずお持ちください。
●「狂犬病予防注射のお知らせ」が届かない場合は、下記までお問合せください。
●犬をしっかりおさえられる人が連れてきてください。
●例年に比べ、手続などに時間がかかります。混雑する開始直後は避け、時間に余裕を
持ってご来場ください。動物病院での接種もご検討ください。
●新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、出張会場での注射を中止する場
合があります。

荒天時の中止の確認・横浜市内の狂犬病予防注射出張会場日程は
こちらへ 横浜市動物愛護センターお知らせ 検索

＜狂犬病予防注射済票交付申請書＞問
診
票
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

（
集
合
注
射
会
場
の
場
合
）
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