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月～金曜（祝日・年末年始を除く）… 8 時 45 分 ～17 時、第 2・4 土曜 … 9 時 ～12 時 ▼  戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課（一部業務）の窓口のみ 3月は9日・23日です区役所窓口の
受付時間

横浜緋桜と杉山神社を巡る
港北ボランティアガイドの案内
の下、横浜生まれの桜を眺め
ながら鎌倉古道をたどります。
謎が多い杉山神社を巡る約6．
5キロメートルのコースです。

日吉が生んだ横綱武藏山を知ろう
港北ボランティアガイドの案内
の下、日吉出身の横綱武藏山
の足跡をたどります。坂道や階
段がある、約5キロメートルの
コースです。

●参加費の記載がない場合は無料、表示金額は総額（テキスト代など含む）
●申込の記載がない場合は当日直接会場へ　●所定の用紙は申込先の窓口にあります
●区役所への郵便は「〒 222-0032 大豆戸町 26-1　港北区役所 ○ ○ 係」へ
●住所などの個人情報は催しの開催・申込者への連絡以外の目的には使用しません
●［必要事項］は行事名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・（往復はがきは返信先）を記入してください

当月11日からの予定

マークの説明 …電話、 …ファクス、 …E メール、
…ホームページ、 …申込、 …問合せ

ミズキーの
　　一言メモ
この欄（8〜10ページの端）で
は、本文中　　マークの催し
の補足情報などを掲載して
います。

新田緑道に樹名板の取り付け
「地域に恩返し」児童の思いが形に

1 月 21 日、新田小学校 6 年生の皆さんが、樹
木の名前を示す「樹名板」とメッセージボード
を、新田緑道の 32 種類の樹木に取り付けまし
た。メッセージボードは、児童が樹木について
熱心に調べた内容が書かれた力作ぞろいです。
この企画は「地域に恩返ししたい」という児童
の発案により生まれました。児童は ｢樹木につ
いて学べた｣、｢僕たちが作ったメッセージボー
ドを見てほしい｣ と笑顔で話していました。

高校生ギャラリー＆ミュージックフェスタ
若い才能を発揮

1 月 24 日～ 27 日、大倉山記念館で高校生ギャ
ラリー＆ミュージックフェスタが開催されまし
た。横浜北部地域の県立高校と養護学校の 15
校が参加し、絵画・書道・写真など 95 作品の
展示と、5 団体による演奏をしました。演奏し
た鶴見高校軽音楽「SOS 部」の高校生は「地
域の方に向けて演奏する唯一の機会。エレキ
ギターをアコースティックギターに持ち替え、今
日のために練習してきた」と熱意を語りました。

家族が元気になるための学習会。3月22
日(金)14時～16時、区役所1階予防接種
室、精神障害者の家族、当日先着40人

 区役所高齢・障害支援課
 540-2377　  540-2396

 精神障害者の家族教室

知っていますか防災・減災
災害救援ボランティア推進委
員会の協力の下、備蓄や避難
する場所の実態、連絡の取り方
などを知り、いざというときに
使える知恵や情報を共有しま
す。参加費は全額、日本赤十字
社へ寄付します。相談がある人
は申込時に知らせてください。

春の花音コンサート～桜サロン～
季節にちなんだ、耳になじみの
ある音楽をお届けする、1時間
ほどのコンサートです。当日は、
木のぬくもりのある市指定有形
文化財のホールに、桜の枝を
飾っています。参加者へ花1輪
のプレゼントもあります。17時
30分から開場します。

小学生の国際理解教室
外国人スタッフからいろいろな
国の話を聞きます。世界に関す
るクイズもあり、楽しく学べます。

こども古典日本舞踊体験　
礼儀作法や着付け、伝統文化
などを学びます。浴衣、帯、ひも
は500円で貸し出しできます。

城郷小机シネマ
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OVIE」を上映します。

鶴見区大黒町での斎場整備検討状況に
ついて。3月22日(金)18時30分～、23日
(土)14時～、生麦地区センター(鶴見区)
※手話・筆記通訳希望者は4日前までに
健康福祉局環境施設課へ要連絡

 健康福祉局環境施設課
 671-2450　  664-6753

 東部方面斎場(仮称)整備説明会

死にたい気持ちの受け止め方。3月15日
(金)14時～16時、市総合保健医療セン
ター(鳥山町1735)　※前日までに区役
所高齢・障害支援課へ要連絡

 区役所高齢・障害支援課
 540-2377　  540-2396

 区精神保健啓発講演会

シニアの働き方を紹介。3月28日(木)10
時～12時、シルバー人材センター神奈川
事務所(神奈川区)、60歳以上

 シルバー人材センター神奈川事務所
 402-4832　  402-4835

 セカンドライフセミナー

4月12日(金)9時～、港北スポーツセン
ター、区内在住か在勤か協会に加盟して
いる個人かペア、先着16組、1人1,750円
※雨天中止

 ホームページ(受付中)区テニス協会
（石崎）へ     080-5650-1023

 区シニアテニストーナメント

4月3日(水)、C(初級)・D(初心)：9時30分～
11時45分、A(上級)・B(中級)：12時30分～
14時45分、港北スポーツセンター、区内
在住か在勤か在学の女性、1,250円　　

 区レディースバドミントン講習会

4月21日(日)9時～、港北スポーツセン
ター、区内在住か在勤か在学か協会に
加盟しているペア、抽選150組、1組2,000
円、高校生以下1,000円

 所定の用紙(4月5日必着)を郵送で、区
卓球協会へ

 区卓球協会(古賀)   090-4133-3974

 港北卓球ペアマッチ協会大会
「所定の用紙」は区ホームページや区役

所生涯学習支援係（ 540-2238 540-
2245）、地区センターにあります。

4月5日(金)9時30分～12時30分、東急東
横線綱島駅集合、抽選60人、300円
※荒天中止

 Eメールかホームページか往復はが
き(3月22日必着)参加者全員の[必要事項]
を記入し、区役所生涯学習支援係へ

 540-2240　  540-2245
 ko-kouza@city.yokohama.jp

 日吉が生んだ横綱武
む さ し や ま

藏山を知ろう

3月28日(木)9時30分～12時30分、JR新
横浜駅集合、抽選60人、300円　※荒天
中止

 Eメールかホームページか往復はが
き(3月18日必着)参加者全員の[必要事項]
を記入し、区役所生涯学習支援係へ

 540-2240　  540-2245
 ko-kouza@city.yokohama.jp

 横浜緋
ひ ざ く ら

桜と杉山神社を巡る

 区役所環境衛生係　  540-2373　  540-2342

出張会場の

鑑札と
注射済票を
飼い犬に
着けよう

貸出・返却・予約した本の受取。●南日吉
団地管理事務所前：3月15日・29日(金)、
14時～15時30分、●綱島東三丁目公園：
3月20日、4月3日(水)、14時10分～15時
30分　※荒天中止

 中央図書館サービス課
 262-0050　  231-8299

 移動図書館巡回日程

©横浜市港北区ミズキー

※申込時に要協会登録
 所定の用紙(3月27日必着)に参加費の

振込領収書の写しを添えて郵送で、区バ
ドミントン協会へ

 区バドミントン協会(武田)    541-2494 

時間　午前：10時～12時、午後：13時30分～15時
　　　全日：10時～12時・13時30分～15時

対象　生後91日以上の犬　　　　費用　3,600円(新規登録6,600円)

持ち物　狂犬病予防注射済票交付申請書(新規は不要)

4月 時間 会場 所在地
2日(火) 午後 城郷小学校(給食場脇の門) 鳥山町814

3日(水)
午前 高田研修所 (高田天満宮) 高田西3-25-2
午後 下田小学校西門 下田町4-10-1

16日(火)
午前 いなげや横浜綱島店駐車場 綱島西4-12-18
午後 箕輪町公園 箕輪町2-18

18日(木)
午前 菊名池公園(プール管理事務所前) 菊名1-8-1
午後 篠原八幡神社 篠原町2735

20日(土) 全日 区役所中庭 大豆戸町26-1

23日(火)
午前 新田農協前バス停横駐車場 新吉田東5-79
午後 新田緑道(新羽ポンプ場付近) 新羽町758

※荒天中止

横浜市動物愛護センター　狂犬病予防 検 索

　生後91日以上の飼い犬
は、登録と毎年1回の狂犬病
予防注射が義務付けられて
います。

　出張会場のほかに、市の委託を受けた動物
病院でも、予防注射をした日に狂犬病予防注射
済票の交付ができます。動物病院の一覧はホー
ムページから確認できます。
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■健康マージャン入門講座
賭けない飲まない吸わないマージャン。
4月5日～5月31日の金曜(5月3日除く)、全
8回、13時～15時、初心者の成人、先着
32人、6,000円

 電話か来館(3月16日10時～)
■こども古典日本舞踊体験
5月13日・27日、6月10日・24日(月)、全4
回、16時～17時30分、3～12歳、先着15
人、3,000円　※Tシャツ、レギンス、足袋
か白い靴下、浴衣、帯、ひも2本持参

 電話(3月30日10時～、要保護者申込)

区役所の駐車場は有料です。なるべく電車・バスをご利用ください。

■集まれおはなしキラキラぽっけ
季節にあった読み聞かせ。3月28日(木)
10時～11時30分
■親子でのびのび体操
音楽に合わせて体を動かす。5月16日・
30日、6月6日・20日、7月4日・18日、8月
29日、9月5日・19日、10月3日・17日・31
日(木)、11月9日(土)・21日(木)、全14回、
10時～11時30分、27年4月2日～29年4
月1日生まれの子と保護者、抽選25組、
3,000円

 往復はがき(4月15日必着）[必要事項]と
子の氏名(ふりがな)・生年月日を記入

新田地区センター
〒223-0056 新吉田町3236

   591-0777　  591-0045　休第2月曜　

健康寿命延ばすSTEPPING
高さ13センチメートルのステッ
プ台の昇降運動をします。講師
はNPO法人日本ステッピング
協会です。初めて参加する人は
2,500円のステップ台の購入が
別途必要です。

はじめての能
国立能楽堂(東京都)と横浜能楽
堂(西区)で能楽鑑賞をします。
難しいと思われがちな能狂言
ですが、この講座では、事前に
演目内容を勉強してから能楽
を鑑賞します。能面や能装束を
間近で見たり、謡

うたい

や舞を体験し
たりします。

　　　　 能楽の様子

港北スポーツセンター
〒222-0032 大豆戸町518-1 

 544-2636　  544-1859  　休第3月曜

■ズンバゴールド体験会
初心者も楽しくできる入門編。3月11日
(月)10時～10時45分、16歳以上、当日先
着50人、100円

■おはなし会
①ひよこのおはなし会：3月14日・28日
(木)、1～3歳児と保護者、当日先着各15
組、②紙芝居の日：3月16日(土)、③ひろ
ばおはなし会：3月20日(水)、3～6歳、④
一
い ち

土
ど

のおはなし会：4月6日(土)、小学生
以上、①11時～11時30分、②③④15時
～15時30分
■大人のための朗読会
川
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ろ う

「紅
こ う
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振
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袖
そ で

」ほかを朗読。3月
23日(土)15時～16時、成人　
■港北ふるさと映像上映会
港北ふるさと散歩「松の川緑道」ほかを
上映。3月24日(日)11時～12時

港北図書館
 〒222-0011 菊名6-18-10

   421-1211   431-5212        3月18日休

■知っていますか防災・減災
講話と相談会。3月30日(土)10時～11時
30分、先着30人、200円

 電話か来館(3月15日10時～)

篠原地区センター
〒222-0022 篠原東2-15-27

 423-9030　  423-9032　休第3月曜

菊名地区センター
〒222-0011 菊名6-18-10

 421-1214　  431-4101　休第3月曜

■春季テニス教室
区テニス協会のコーチから学ぶ。4月8日
～6月10日の月曜(4月29日、5月6日除く)、
各全8回、A(女性初級)：10時～11時30
分、B(女性中級)：12時～13時30分、C(60
歳以上の男性と50歳以上の女性)：14時
～15時30分、抽選各14人、8,500円　
※雨天時6月17日か24日

 往復はがき(3月22日必着)[必要事項]と
希望コース、テニス歴、年齢、本テニス教
室への参加経験の有無を記入

■おはなしの部屋
パネルシアターや絵本の読み聞かせ。3
月14日(木)・26日(火)、10時30分～11時、
未就学児と保護者
■おもちゃの病院　
おもちゃの修理。3月16日(土)10時～14
時、当日先着20点、人を傷つける恐れの
ある物やテレビゲームなど除く、部品代
実費
■城郷小机シネマ
3月22日(金)14時～16時、当日先着50人
■健康寿命延ばすS

ス テ ッ ピ ン グ

TEPPING
4月5日・19日、5月17日・31日、6月7日・21
日、7月5日・19日、8月2日・23日、9月6日・
20日(金)、全12回、10時～11時30分、18
歳以上、先着15人、6,000円　

 電話か来館(3月15日10時～)
■土曜の朝の体操教室
音楽に合わせて楽しく体を動かす。4月
6日～7月6日の土曜(4月27日、5月4日除
く)、各全12回、①9時15分～10時25分、
②10時35分～11時45分、①②18歳以
上、先着各70人、2,400円

 電話か来館(3月16日10時～)

城郷小机地区センター
〒222-0036 小机町2484-4

　  472-1331　  472-1332　休第4月曜

　横浜アリーナ開業30周年記念事業として
開催するイベントです。区内在住者を抽選で
招待します。

 はがき(3月22日必着)[必要事項]を
記入し、株式会社横浜アリーナへ
〒222-0033　新横浜3-10
※当選者の発表はチケットの発送をもって代えます

場所   横浜アリーナ
　　　(JR・市営地下鉄新横浜駅より徒歩5分)

興行内容

　＜午前＞公開稽古、幕下以下取
と り

組
く み

、初
しょっ

切
き り

、相撲甚
じ ん

句
く

、
　　　　　太鼓打

う ち

分
わ け

など

　＜午後＞十両土俵入り、十両取組、幕内・横綱土俵入り、
 　　　　    記念セレモニー、幕内取組、弓

ゆ み

取
と り

式
し き

など

対象   区内在住者（50組100人）

座席   イスＢ席（2階）　※座席の指定はできません

日時 　4月27日（土）8時開場

■はじめての能
講座：4月15日、5月20日、6月10日、7月1
日(月)、13時～14時30分、鑑賞：5月5日
(日・祝)、7月15日(月・祝)、全6回、18歳以
上、先着20人、6,000円

 電話か来館(3月15日10時～)

港北国際交流ラウンジ
〒222-0032 大豆戸町316-1

　  430-5670　  430-5671 　休第3月曜

■小学生の国際理解教室
3月27日(水)10時～11時30分、小学3～6
年生、先着20人

 電話か来館(3月15日～)  

 株式会社 横浜アリーナ　  474-4000　  474-4040

迫力満点の取組

問合せや申込は各施設へ。
㊡ は通常の休館日

■春の花
は な お と

音コンサート～桜サロン～
ピアノとサックスで春の音楽を演奏。4月
3日(水)18時～、先着80人、1,000円

 電話か来館(受付中) 

大倉山記念館
　〒222-0037 大倉山2-10-1

　  544-1881　  544-1084 　休第2月曜

区制80周年記念式典

　6月1日(土)、区制80周年記念式典が「2019ふる
さと港北ふれあいまつり」で行われます。式典で
区の歌などを歌う参加者を募集します。

・  ファクスかEメール(4月14日まで)[必要事項]と希望
パート(ソプラノ、アルト、テナー、バス)・合唱団名（所属
している場合のみ）を記入し、区合唱の会(砂川)へ

・  473-2966
 kouhokugassyoukai@yahoo.co.jp

練習日時　全4回 
４月14日、5月12日・19日(日)、
13時30分～16時30分、
反町地域ケアプラザ(神奈川区)

5月25日(土)12時30分～16時30分、
港北公会堂

曲 目

・港北の空と丘
・ずっとこの街で暮らしたい
・翼をください
・さんぽ(となりのトトロより)
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● 参加費の記載がない場合は無料、表示金額は総額（テキスト代など含む）
●［必要事項］は行事名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・（往復はがきは返信先）を記入してください　 …電話、 …ファクス、 …E メール、 …ホームページ、 …申込、 …問合せ

師岡コミュニティハウス
〒222-0002 師岡町700 トレッサ横浜南棟3階

 534-2439　  546-4568　 休 第3月曜

■師岡おはなしの部屋
読み聞かせや紙芝居、歌、折り紙。3月12
日(火)・21日(木・祝)、11時～11時30分、
未就学児と保護者、当日先着各20組
■0歳児ママのスマイル広場
話しながらママたちの気分転換。3月26
日(火)10時30分～11時30分、7か月未満
の子と母親(きょうだい児の同伴不可)、
当日先着15組
■春の室内をハーバリウムで彩る
ガラス容器の中
に花や緑の装飾
を作る。4月16日
(火)10時30分～
12時、成人先着
12人、800円

 電話か来館(3
月15日10時～) 

　　　　　 作品の見本

Welcomeロビーコンサート
末
す え ま つ し げ と し

松茂敏氏（P
ピアノ

f）が出演します。

寿楽文化祭
発表会とお茶会は16日のみ開催
します。お茶券の前売りは3月1
日からです。

フェローアートギャラリー
障害のあるアーティストたちの
作品を常設展示するミニギャラ
リーです。

ギャラリーインザロビー
市が所蔵するカメラや写真のコ
レクションを紹介します。デザイ
ンや広告に、キャラクターを取り
入れたカメラを展示します。

ぐるっとまるっと
ボランティアや利用者による物
品販売や東北応援ブースもあり
ます。防災まちカフェの講演内
容は「子どものいのちを守れる
地域防災の知恵を学ぼう」です。

ウォータージムナスティックスH
脂肪を燃焼させたい人向けの
講座です。アップテンポなリズ
ムに合わせ、器具を使用しなが
ら負荷をかけます。水中ならで
はの動きを取り入れたハードな
コースです。

初級英会話教室
ラグビーワールドカップ2019TM、
東京2020オリンピック・パラリ
ンピックを控え、おもてなしが
できる初級英会話の習得を目
指します。

はぐピョン
3月はさよなら会をします。28
日はボーカルアンサンブル「フ
ルール」のコンサートもありま
す。4月は「花」をテーマにしたミ
ニおはなし会をします。

介護者のつどい
介護者のためのリフレッシュ会
です。音楽で気分転換をしましょ
う。茶話会もします。

日産ウォーターパーク
〒222-0036  小机町3302-5 

 477-5040　  473-3117　 休  第3・4火曜

■ウォータージムナスティックスH　
木曜クラス：11時30分～12時30分、金曜
クラス：11時30分～12時30分、土曜クラ
ス：9時15分～10時15分、各全4回、18歳
以上、先着各20人、2,500円(入場料と事
務手数料別)　※保育あり、1歳以上の未
就学児、先着各6人、500円、要予約

 電話か来館(受付中)

教室の様子 　　　　  　

日吉台中学校コミュニティ・スクール
〒223-0062 日吉本町4-9-1
・  565-2840　 休 火・金曜

■初級英会話教室
4月13日、5月11日、6月8日、7月13日、9月
14日、10月12日、11月9日、12月14日(土)、

新吉田地域ケアプラザ
〒223-0056 新吉田町6001-6 

 592-2151　  592-0105　 休 第4月曜

■はぐピョン
3月11日(月)・28日(木)、4月8日(月)、10時
～13時、未就学児と保護者
■介護者のつどい
3月14日(木)13時30分～15時30分、介護
をしている人か関心のある人

■おはなしのへや
絵本の読み聞かせや手遊びなど。3月16
日(土)11時～11時40分
■菊名記念病院公開市民講座
3月20日(水)14時～15時
■きくなこみっこ
子どもを遊ばせながらおしゃべり。3月22
日(金)10時～12時、未就学児と保護者
■港北こども学習会
無料の学習会。3月24日(日)13時～16時、
小・中学生

菊名コミュニティハウス
〒222-0011 菊名4-4-1    休 第3月曜　　　

 401-4964   401-4968   3月30日、3月31日

■寿楽文化祭
登録団体の発表会やお茶会、作品の展
示。3月15日(金)～17日(日)、9時～16時
(17日は14時まで)

老人福祉センター 菊名寿楽荘
〒222-0011 菊名3-10-20　

 433-1255　  433-2895　 休 第4火曜

 区役所資源化推進担当　  540-2244 　  540-2245

リサイクル できる紙 できない紙
ス リ ム

　全ての紙がリサイクル（再生利用）できるわけではありません。リサイクルに支障を来す可能性
があるため、「紙の分別」をお願いします。

リサイクルできない紙リサイクルできる紙

汚れた紙、においのついた紙(カップ麺・ヨー
グルト・洗剤などの紙製容器、せっけんの個別
包装紙など)、銀紙、内側がアルミ貼りの紙パッ
ク、裏カーボン紙・捺

な っ

染
せ ん

紙(アイロンプリント
紙)、点字の印刷物(感熱発泡紙)など

アイスクリームなどの
紙製容器

使用済みの
ティッシュペーパー

雑誌

紙パック

段ボール 新聞紙

ピザの箱

「古
4

紙
4

」として

資源集団回収の日に
　　　　　出してね！

「燃やすご
4 4 4 4

み
4

」として
燃やすごみの日に出してね！

その他の紙
包装紙、メモ帳、菓子など
の紙箱、シュレッダーした
紙、レシートなど

紙袋や半透明の袋に入れ、
ひもで縛るなど、中身が出な
いようにしてください。

日吉地区センター
〒223-0062 日吉本町1-11-13

 561-6767　  561-5841　 休 第4月曜

■日吉おはなし会
読み聞かせや紙芝居など。3月14日・28
日(木)、11時～11時30分、未就学児と保
護者、当日先着各20組
■健康気功ストレッチ体験教室
気の流れを体感し、身体機能の向上を図
る。4月6日・20日(土)、全2回、9時30分～
11時30分、抽選15人、1,000円

 往復はがき(3月18日必着)[必要事項]を
記入
■自分だけのオリジナル積み木作り
4月6日(土)12時30分～14時30分、5歳～
小学6年生(未就学児は保護者同伴)、抽
選10人、500円

 往復はがき(3月18日必着)参加者全員
の[必要事項]と子の学年を記入

　　　作品の見本 　

■イタリア語はじめの一歩
4月12日・19日・26日、5月10日・24日・31
日(金)、全6回、10時～11時30分、抽選15
人、2,000円

 往復はがき(3月18日必着)[必要事項]を
記入
■和菓子作りを楽しむ
4月17日、5月15日(水)、全2回、9時30分～
12時30分、抽選16人、1,600円

 往復はがき(3月18日必着)[必要事項]を
記入
■おもちゃの病院
おもちゃの修理。4月20日(土)10時～13
時、先着20点(1人2点まで)、人を傷つけ
る恐れのある物やテレビゲームなど除
く、部品代実費

 電話か来館(3月20日～)

菊名記念病院公開市民講座
もしもの事があったときのこと
を家族と話し合ったことがあり
ますか。人生の最期の迎え方を
考えます。

へら星人　ミーオ　　
「ヨコハマ3R夢！」マスコット　イーオ

和菓子作りを楽しむ
4月は 柏 餅と四 つ 葉 のクロー
バー、5月は金

き ん ぎ ょ か ん

魚羹と夜空を作り
ます。

和菓子の見本

全8回、14時30分～16時、先着10人
 所定の用紙(3月23日～)を持参
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着30人、700円　※毛糸や編みかけの
ニット、編み棒など持参
2 女性のためのパソコン講座
エクセル初級。4月20日(土)・21日(日)、全
2回、10時～15時30分、女性先着12人、
10,800円

 電話かホームページ(3月18日～)
 862-4496(9時～15時30分、第4木曜・

日曜・祝日除く)
横浜市民ギャラリーあざみ野   3～5

 910-5656　  910-5674

3 フェローアートギャラリー
長
な が

岡
お か

彩
あ や

展。4月18日(木)まで
4 ギャラリーインザロビー
3月2日(土)～24日(日)　
5 W

ウ ェ ル カ ム

elcomeロビーコンサート
3月24日(日)12時～12時40分

■土曜日両親教室
育児・沐

も く よ く

浴の講座と先輩家庭との交流。4
月6日(土)：どろっぷサテライト、20日(土)：
高田地域ケアプラザ、27日(土)：どろっ
ぷ、10時～12時、区内在住の出産予定月
が31年8月で初出産の夫婦(妊婦のみも
可)、抽選各15組

 ホームページ(3月24日まで)

地域子育て支援拠点 どろっぷ
〒222-0037 大倉山3-57-3 　

 540-7420   540-7421 休 日・月曜・祝日

※1・2は保育あり、1歳6か月以上の未
就学児(1は2か月以上の未就学児)、有
料、4日前までに要予約
男女共同参画センター横浜北   1・2

 910-5700　  910-5755

1 手編みでつながるニットカフェ
思い思いの材料を持ち寄って編み物を
楽しむ。3月15日(金)10時～15時、当日先

アートフォーラムあざみ野
男女共同参画センター横浜北　　　　　
横浜市民ギャラリーあざみ野　　　　　

〒 225-0012 青葉区あざみ野南 1-17-3 

休 第 4月曜

■善意銀行(寄託12月1日～31日)
フラ港北レフア、PCぱれっと、表谷町内
会、(公社)神奈川法人会女性部会、区老
人クラブ連合会、リーダー電子(株)、匿名
個人[敬称略]ありがとうございました

港北区社会福祉協議会
〒222-0032 大豆戸町13-1吉田ビル206

 547-2324　  531-9561  休 第1日曜

4か月児▶ 3月22日、4月5日(金)　9時～9時45分受付
1歳6か月児▶ 3月14日・28日、4月4日(木)　9時～9時45分受付

3歳児▶ 3月12日・26日、4月9日(火)　12時45分～13時30分受付

乳幼児健診　当日直接区役所へ

子どもの小食や偏食、大人の生活習慣病(高血圧・脂質異常・糖尿病など)の
個別相談、１時間程度
3月13日(水)・18日(月)・28日(木)、4月10日(水)
13時30分～、14時30分～、15時30分～、区役所

生活習慣改善相談　 申込制（受付中）

離乳食の進め方や作り方、試食。離乳食が1日2回程度食べられる7～8か月
児、子ども用スプーン・エプロン・手拭きタオル・飲み物、離乳食手帳(4か月
健診で配布)持参　1人1回まで　受付：10時～
3月18日(月)・29日(金)、区役所

7～8か月児の離乳食教室　当日直接会場へ 

 
個別相談と呼気中一酸化炭素濃度測定。申込時に日時調整、区役所
禁煙相談　 申込制（受付中）

＊詳細は、各家庭に配布している「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

申込制 は電話で申込が必要です健診などの日程

区役所健康づくり係  540-2362　  540-2368・

乳幼児(未就学児)と妊産婦(妊娠中か産後1年未満)の歯科健診や相談、歯磨
きのアドバイス、区役所
3月13日、4月3日(水)　乳幼児：13時15分～14時30分受付　妊産婦：15時受付

乳幼児・妊産婦歯科相談　 申込制（受付中）

区役所こども家庭係  540-2340　  540-2426・

　小学生からは「中学校のことがよく分かっ
た」、「中学校に行くのが楽しみ」との感想が
ありました。中学生からは「新入生の気持ち
を引き付ける企画と運営に苦労したが、みん
なで協力して良い交流会ができた」、「日吉
台西中の先輩は優しいことや中学校のこと
を知ってほしいと思い企画した」と、後輩へ
の思いやりの言葉が聞かれました。

 区役所学校連携・こども担当
 540-2212   540-2426

　日吉台西中学校では、入学前に中学
校を知り、少しでも早く学校生活になじ
むことができるよう、毎年2月に下田小
学校と駒林小学校の6年生を中学校に
招き、授業見学や交流会を開催していま
す。交流会は、今年も中学生が企画し、生
徒会活動や部活動の紹介をしました。

　振り込め詐欺には、電話機への対策をしていることを犯人に知ら
せることが、重要な対策となります。まずは、常に留守番電話の設定
にしましょう。
　さらに現在、自動的に警告メッセージを流したり、通話を録音し
たりする機能を持った、迷惑電話防止機能付き電話機や機器が登場

 区役所地域活動係　  540-2234　  540-2245

ポイント

区内の振り込め詐欺発生状況 (30年1月～12月)

発生件数：58件　　被害総額：約2億4,777万円

 
親子でむし歯予防の話や歯磨き実習、むし歯菌チェック
10時～、13時30分～、区役所
30年3月、4月、5月生まれ:4月24日(水)

歯つらつ1歳歯みがき教室　申込制 （3月15日～）、 区ホームページでも申込可

■ぐるっとまるっと
サテライトの祭り。4月13日(土)、①防災ま
ちカフェ：10時30分～12時、先着50人、
②物品販売など：10時30分～14時
※雨天縮小開催
①の  電話か来館(3月15日10時～)

地域子育て支援拠点 どろっぷサテライト
 〒223-0052 綱島東3-1-7　 　

   633-1078   633-1072 休 日・月曜・祝日

電話機への対策で
　　振り込め詐欺撃退！

しています。
　神奈川県警の調べでは、迷惑電話防止
機能付き電話機などを設置した人から、
振り込め詐欺の被害は出ていません。

常に留守番電話の設定に

迷惑電話防止機能付き電話機の
設置は効果的

日吉台西中学校

授業見学の様子

交流会の様子（生徒会歌「地球星歌」の披露）
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