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新横浜駅・小机駅・大倉山駅周辺の
バリアフリーに関する情報を
お寄せください
市では、
「高齢者、障害者等の移動等

新横浜公園ピクニックパーク開催
新横浜公園
ピクニックパーク開催
～芝生の広場を楽しもう～

マルシェやキッチンカーの出店、物品のレンタルを行います。また、

詳細はこちら

イ ケ ア

IKEA港北と協力して、
クイズラリー（サスティナブルハンティング）も併
せて実施します。

の円滑化の促進に関する法律」に基づ

ピクニックパーク ～芝生で遊ぼう～

き、
「バリアフリー基本構想」を作成して
駅周辺のバリアフリー化を進めていま

中央広場では、地元で作られた農産物

す。
この度、新横浜駅、小机駅、大倉山駅

等のマルシェやキッチンカーが登場し

の各駅周辺地区のバリアフリー化に向

ます。出店者から役立つ情報が聞ける

けて新たな基本構想の検討を進めます。

かも！芝生の広場(草地広場)で自由に

基本構想作成にあたって参考とする

遊ぶこともできます。

ため、新横浜駅、小机駅、大倉山駅やそ
の周辺施設、
またそこに至るまでの経路

日時

上でのバリアフリーに関する改善事項
があれば情報をお寄せください。
皆さんがよく利用する施設
（駅・福祉施設・病院・商業施設等）

募集する
情報

場所

新横浜公園(小机町3300) 中央広場・草地広場

事前申込 不要

費用

物品の貸出(キャンプチェア、テント、レジャーシート等)は有料

や、施設を結ぶ経路上で、バリアフリーの観点で問題や課題
があると思われる点
(例)

草地広場内に臨時「ドッグラン」
を
設置します
（申込不要）
。

● A施設の入口に段差があって入りづらい
● B施設に入る歩道に傾斜があり、
車いすで通行しにくい

募集期間

3月6日(日)10時 ～15時

※雨天中止

情報記入用紙の配布場所

詳細はこちら

540-2229

540-2209

ko-kikaku@city.yokohama.jp

地域のチカラ応援事業を
募集します
皆さんのアイデアや思いを活動につなげ、地域のまちづ
くりや地域住民を元気にする活動を応援する補助金を交
付します。地域で取り組む公益的な活動であればジャン
ルは問いません。5人以上の団体で応募してください。

■チャレンジコース

活動実績のある団体が新たなテーマに
チャレンジする事業
事前に申請書を基に30分程度のヒアリング

最大30万円

（補助対象経費の5分の4以内）

ヒアリング期間
受付期間
申請後の
スケジュール

び、賞品をゲットしよう！ゴールした人全員にプレゼントもあります。
日時
場所

3月6日(日)10時 ～17時 ※雨天中止
スタート

新横浜公園

ゴール

IKEA港北 (都筑区折本町201-1)

当日(先着100人)、草地広場前で受付
（10時～） 参加費 無料

※17時までにゴールできない場合、賞品を渡すことができません
※クイズに参加するためには、
スマートフォン等の二次元コードを読み取る機器が必要です

横浜ラポール、区ウェブサイト
企画調整係（〒222-0032 大豆戸町26-1）

(例：2人2頭の場合2，
000円)

新横浜公園からIKEA港北の間を歩き、サスティナビリティ(持続可能な取組)を学

申込

企画調整係、区内地区センター・地域ケアプラザ、

500円/人、500円/頭

サスティナブルハンティング ～SDGsを学ぼう～

3月31日(木) (必着)

「バリアフリーに関する情報記入用紙」
を、郵送かファクスかEメー
回答方法 ・
ルか直接、企画調整係
（区役所４階42番窓口）
へ
・区ウェブサイト

利用料

を実施します（要予約）。
※制度の説明や申請書類の記入等、応募の相談は
窓口のほか、電話・Eメールでもできます

新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントは中止となる場合があります。

新横浜公園(日産スタジアム)

477-5008

477-5002

民生委員・児童委員は、子育てや介護等の相談に応じ、関係機関や福祉
サービスを紹介するほか、福祉活動も行う
「地域のつなぎ役」
です。
さまざま
な立場の人から話を聞き、民生委員・児童委員の魅力に迫ります。
第5回は、民生委員・児童委員の活動について、実際に寄せられた声を紹
介します。

私は加齢とともに視力が落ち、家の階段の上り下りがと
ても不安でした。近所の民生委員に相談したところ、地
域ケアプラザを紹介してもらい、介護保険を利用して家
の中に手すりを設置することができました。

2月1日(火)～3月11日(金)の平日9時～17時

（3月5日(土)は9時～12時）

要予約

近所のＡさんは認知症で、通りすがりの人に声をかけ、
頼み事をしてしまうことがありました。そこで、民生委

2月15日(火)～3月14日(月)
4月16日(土)
公開提案会

■パートナーシップコース
後援名義の使用
（補助金なし）

員が中心となって、
トラブルが起きないように日頃か
ら地域皆で見守り、Aさんがグループホームに入所す

5月中旬
補助対象事業の決定
一定のエリアで取り組む事業

★通年申請可

るまで支えることができました。

独居の父が体調を崩し、夜遅くに駆け付けたところ、遅
くまで電気がついているのを心配した近所の民生委員
が訪ねてきてくれました。近所の方に迷惑はかけられな
いと思っていましたが、普段から気にかけてくれる民生

※スタートアップコース、地域元気づくりコースの新規募集は行いません

委員が近くにいることで、家族も安心でき、大変感謝し
ています。

・ 地域力推進担当

540-2247

540-2245

ko-chikara@city.yokohama.jp

運営企画係

540-2339

540-2368
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フードドライブしてみませんか？

「大倉山観梅会」開催中止のお知らせ
毎年2月に開催している
「大倉山観梅会」は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防

フードドライブは、家庭で使いきれない食品を集め、地域の

止する観点から開催を中止します。

福祉団体や施設等を通して必要な人に届ける取組です。

ス リ ム

持ち込める食品

① 未開封のもので、

区の花「梅」をテーマにした写真コンテストを
開催します。奮って応募してください。
募集作品
写真サイズ
応募点数

② 賞味期限(要明記)が2か月以上
残っており、

2022年1月1日以降に区内で撮影した「梅」に関する作品

③ 常温保存が可能なもの

A4サイズ（四つ切りワイドも可）

受付場所

※単写真に限る

1人2点まで

① 区役所資源化推進担当(4階47番窓口)

応募

所定の用紙(区ウェブサイトや区役
所、地区センター等で入手可)を写真裏面に貼付
し、郵送(3月31日消印有効)か直接、地域活動係
(区役所4階46番窓口)へ
日時

▼

受付時間 9時～17時
(土・日曜、祝日、年末年始除く)

② 資源循環局港北事務所(大豆戸町1238)
▼

受付時間 9時～16時(日曜、年末年始除く)

（火）
～28日
（月）
2月22日

10時～17時（22日は13時～）
場所 大倉山記念館

・

2021年最優秀賞
「春風に乗って～ココロオドル～」

地域活動係（〒222-0032 大豆戸町26-1）

540-2234

540-2245

スポーツのチカラで港北を元気に！

区役所資源化推進担当

540-2244

540-2245

資源循環局港北事務所

541-1220

541-1224

グ

2021年 横浜F・マリノスと横浜GRITSの活躍レポート

リ

ッ

ツ

2021年は横浜F・マリノスと横浜GRITSともに、試合と地域活動の
両方で大活躍の1年でした。

「2021ふるさと港北ふれあいまつりon-line」
に出演

横浜F・マリノス
2021年J1リーグを2位でフィニッシュ！

2021年11月13日に横浜アリーナで開催された「2021ふるさと港北ふ
オ ン ラ イ ン

2021年の横浜F・マリノスは年間を通じて安定し

れあいまつりon-line」のコアデイに、横浜F・マリノスと横浜GRITSが登

た強さを誇り、J1リーグを2位でフィニッシュして

場しました。両チームのチアリーダーズ、
トリコロールマーメイズ(横浜

今年のアジアチャンピオンズリーグの出場権を

F・マリノス)とGRITS TOPAZ(横浜GRITS)の初のコラボレーションダン

獲得しました。惜しくも優勝を逃してしまいまし

スは迫力満点で、
とても見応えがありました。マリノスケとグルーガも

たが、存分にその強さを見せてくれました。今年

感動の初対面を果たすことができ、
とても素敵な1日となりました。

ト

パ

ー

ズ

こそは優勝できるように、みんなで横浜F・マリ
ノスを応援しよう！

©1992 Y.MARINOS

横浜GRITS 公式戦初勝利達成！

2021年10月30日の東北フリーブレイズ戦で、つい

に横浜GRITSが2-1で初勝利を収めました。みんなが
待ちに待った初勝利を届けてくれてありがとう！
横浜GRITSは11月のH.C.栃木日光
アイスバックス戦にも勝利して、着々
と調子を上げています。横浜GRITSの
挑戦は3月まで続きます。横浜GRITS
をみんなで一緒に応援しよう！
地域活動係

健診等の日程

申込制 は電話で申込が必要です

ホーム
ゲーム

コーセー

ジャパンカップ 横浜GRITS試合日程 （KOSÉ新横浜スケートセンター）

2月 26日 土 16時
2月 27日 日 14時

日時

フェイスオフ
フェイスオフ

vs

H.C.栃木日光アイスバックス

※1月14日現在の情報です。最新の情報は横浜GRITSのウェブサイトを確認してください

540-2234

540-2245

＊詳細は、各家庭に配布している「保存版 福祉保健センターからのお知らせ」もご覧ください
＊基本健康診査は、各医療保険者が「特定健康診査」もしくは「健康診査」として実施します

参加する際には、体温測定等の健康管理やマスク着用等の感染症対策をお願いします。

健康づくり係

540-3026

生活習慣改善相談
受付時間
①9時～9時45分
②12時45分～13時30分
▲

乳幼児健診 当日直接区役所へ
4か月児▶2月18日、3月4日(金)
1歳6か月児▶2月17日、3月3日(木)
3歳児▶2月22日、3月8日(火)

540-2340

▲

こども家庭係
こども家庭
係

歯つらつ1歳歯みがき教室 申込制 (2月15日～)、区ウェブサイトでも申込可
親子でむし歯予防の話や歯磨き実習、区役所
2021年6月、7月、8月生まれ：3月15日(火)10時～
2021年1月、2月、3月生まれ：3月15日(火)13時30分～
申込制（受付中）
、
乳幼児(未就学児)・妊産婦(産後1年未満)歯科相談
			
区ウェブサイトでも申込可

歯科健診や相談、歯磨きのアドバイス、区役所
2月14日(月) 乳幼児： 9時15分～10時30分受付 妊産婦:10時30分受付
2月16日(水) 乳幼児：13時15分～14時30分受付 妊産婦:14時30分受付
3月 7日(月) 乳幼児： 9時15分～10時30分受付 妊産婦:10時30分受付

540-2362

540-2368

申込制（受付中）

生活習慣病(高血圧・脂質異常・糖尿病等)に関する個別相談、1時間、区役所
2月14日(月)・24日(木) 13時30分～、14時30分～、15時30分～

子どもの食事相談

申込制（受付中）

子どもの食事(離乳食を食べない、小食、偏食等)に関する個別相談、1時間 、区役所
2月21日(月)・24日(木)、3月9日(水) 13時30分～、14時30分～、15時30分～

7～8か月児の離乳食教室

当日直接区役所へ

離乳食の進め方や作り方(30分)。離乳食が2回食になった7～8か月児、離乳食手
帳(お持ちの方は持参、そうでない方は当日配布)
2月15日(火)・28日(月) 受付：10時～11時(10組ごとに教室を実施)

禁煙相談

申込制（受付中）

個別相談。申込時に日時調整、区役所

