
　旧年中は、区民の皆様、各地域を支えてくださっている自治会・町内会をはじめ各種活動団体、福祉施設関係団
体、各企業の皆様の多大な御厚情を賜り、心よりお礼申し上げます。
　一昨年に、区制30周年を皆様と共に盛大にお祝いし、昨年、無事締めくくることができました。記念事業を通じ多く
の出会いと相互協力関係が随所で広がり、世代を超えた交流の輪もさらに広がってまいりました。「連携を力に！」を引
き続き大事にし、地域の新たな息吹に期待したいと思っております。
　今年は、ＷＨＯ（世界保健機関）が推奨する国際認証「セーフコミュニティ」の再認証の年にあたります。昨年９月に
実施した認証機関による事前指導では、日ごろの取組を大変評価していただきました。「安全・安心なまちづくり」に向
けて、活動の機運を一層高め、地域や関係機関の皆様と共に取り組んでまいりたいと考えております。
　栄区は高齢化率が依然高いものの、高齢者の方々が元気であること、文化活動・スポーツ活動が活発なこと、また、
緑豊かで歴史資産が随所で楽しめることなど、様々な面で恵まれております。このような栄区の特徴を生かして、今後
も様々な取組を進めてまいります。
　区民の皆様にとって、御健勝で充実した一年となりますよう心より祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただ
きます。

新年明けましておめでとうございます。

　華やかな雰囲気の中で、大人も子どもも、男性も女性も、障害者もそうでない人も、誰もが
参加できるアートとスポーツの祭典です! 皆さんもぜひ、見て・感じて・楽しんでみませんか？
※作品展示は期間中毎日公開（9時～22時。最終日は16時終了）

egaoフェスティバル
　笑顔あり感動ありの「見
る」「聴く」「つくる」が集結
します。年齢、性別、障害の
有無などに関係なく、様々
な人とアーティストが多く
の作品をつくりあげまし
た。美味しいパンやお菓子、
かわいい小物が並ぶアート
バザールも同時開催です。

ヨコハマ・パラトリエンナーレ
　障害の有無を越えて、多様な人との協働による国際
芸術祭『ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017』。多くの人
が参加した「第1部
〈創作〉」や、それらの
発表の場「第2部〈発
表〉不思議の森の大
夜会」の様子を展示
します。

　現代美術家『ASADA』
と共に、会場を飾る「ビニ
テ人間」やステージ飾り
を作って楽しめます。
※egaoフェスティバル当日
も、様々なワークショップが楽
しめます ※一部有料

1月27日（土）
10時～16時

1月20日（土）13時30分～16時
1月21日（日）10時～16時

1月20日（土）11時～16時
1月21日（日）10時～15時

第 3部〈記録展示〉

パラスポーツ体験

障害者スポーツ★応援フェス

東京2020パラリンピック
正式種目の魅力を体験!

　障害者スポーツの魅力を観て感じられる写
真展です。陸上や水泳などの7つの競技を迫
力ある写真とともに紹介します。リオ2016
パラリンピック報道写真展も併催。

「パラフェスタ♥さかえ」開催に先立ち、区役所本館
１階ロビーでも展示します。　
期間：１月15日（月）～27日（土）8時45分～17時 

　車椅子に乗り、パスやド
リブル、シュートの体験が
楽しめます。

　ボールを投げたりぶつけ
たりし、目標のボールにどれ
だけ近づけたかを競います。

車いすラグビー

　体験だけでなく、
選手たちの真剣勝負
が観戦できます。

1月20日（土） 
10時30分～15時

ボッチャ

　布製の簡易タップシュー
ズを使って、みんなで楽し
く足音を踏み鳴らします。
※一部有料

◀ボッチャ
　体験

©大元よしき

1月27日（土） 
10時30分～15時30分

ボッチャ ボッチャ
1月27日（土） 
10時30分～15時30分

車いすバスケ

1. 栄区版についてお聞かせください。

2. 掲載してほしい記事や関心のあることは何ですか。
　具体的に教えてください。
3. 印象に残っている記事やご意見・ご感想を教えくてださい。

（１）文字の大きさは適切ですか。

（２）お知らせ（p.6-7、10-12）と特集（p.8-9）の記事の量は適切ですか。

（３）内容に満足していますか。④か⑤を選択した場合は３で理由を教えてください。

①大きい　②やや大きい　③ちょうど良い　④やや小さい　⑤小さい

お知らせ／①多い　②やや多い　③ちょうど良い　④やや少ない　⑤少ない
特     集／①多い　②やや多い　③ちょうど良い　④やや少ない　⑤少ない

①満足　②やや満足　③普通　④やや不満　⑤不満

●はがき

●ホームページ

記入した応募用紙をはがき裏面に貼り付け、
栄区役所広報相談係へ
（〒247-0005  栄区桂町303-19）。
栄区トップページ又は二次元コードから
1月1日（月）以降にアクセスして応募。

①タッチーくん
　ぬいぐるみ
　（高さ30cm）
　１人

【賞品】

④タッチーくん卓上
　カレンダー100人

②栄区有料
　ガイドブック一式
　10人

③上郷・森の家ペア入浴券
　20組（40人）

Wチャンス！

【応募方法】
1/31（水）
必着･締切

※栄区民が対象　※重複応募は無効　※当選者の発表は賞品の発送をもってか
えさせていただきます　※頂いた個人情報は法令に従い適正に管理し、賞品の
発送と広報よこはま作成の参考にする目的でのみ利用します
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　 高齢・障害係　　894-8539　　893-3083　

賞
品
番
号

外れた人の中から
100人にタッチー
くん絵はがきを
プレゼント

栄区役所 〒247-0005
栄区桂町303-19

栄区役所の受付時間は月～金曜日（祝日、12月29日～１月３日を除く）の８時45分～17時です。
第２・４土曜日９時～12時も戸籍課･保険年金課･こども家庭支援課窓口で一部業務を行っています｡
詳しくはお問い合わせください。

人口 120,977人 世帯数 51,169世帯栄区のいま
（平成29年12月１日現在）

編集・発行：広報相談係  　894-8335　 894-9127 　sa-koho@city.yokohama.jp

アンケートにお答えいただいた人の中から、抽選で素敵な賞品を231人にプレゼントします!
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「ビニテ人間」
作れます



　①1月12日(金)②1月19日
(金)③1月25日(木)④2月1日
(木)から電話で(公財)神奈川県
結核予防会（  251-2363／
平日9時～12時)へ

　 日時・期間・会場　　対象・定員　　講師・出演等　　内容　　参加費・料金　　申込み　　問合せ　　要予約
※がん検診は､70歳以上の人は無料です。そのほか無料になる条件等は､健康づくり係(　 894-6964)へお問い合わせください

4か月児
1歳6か月児
3歳児

母親教室(全4回)
　①1月15日②1月22日（各月曜）13時15分～15時45分 
③2月5日④2月19日（各月曜）9時15分～11時45分
　初めて母親になる妊娠20週前後の人

※詳細は個別に郵送される通知をご確認ください
受付12時30分～
　　13時30分　
区役所新館2階 　 こども家庭支援担当　

　 894-8049 
　 894-8406

種類･対象･予約の有無

子
育
て

乳
幼
児

健
診

日時･会場･定員 講師・内容･料金 申込み･問合せ など

　1月12日(金)・24日（水）
　1月17日(水)・26日（金）
　1月10日(水)・19日（金）

　 赤ちゃんのお風呂の入れ方･先輩ママの体験談など
※母子健康手帳､｢子育てガイドブック どれどれ｣
持参 

健
康
相
談
な
ど

　 電話でこども家庭支援担当
（　 894-8049)へ女性の健康相談  　 1月18日(木)9時～11時 区役所新館 　 思春期､妊産婦､更年期､不妊相談など 

※妊産婦の人は、母子健康手帳を持参

　 電話でこども家庭係
（　 894-8410）へ

乳幼児歯科相談
妊産婦歯科相談　

　 1月22日(月)13時30分～14時45分 区役所新館2階 
　 歯科相談室　　未就学児・妊産婦  計25人（定員次第締切）

離乳食教室
～もぐもぐ2回食～

　歯科医師による相談と、歯科衛生士による
ブラッシング

ＨＩＶ・梅毒検査
ＨＩＶやエイズに
関する相談

　 毎週水曜日 9時～9時45分　区役所新館2階 
※検査結果は､原則1週間後の同時刻に直接本人に
　取りに来ていただきます
※1月3日（水）は実施しません

　 2月11日（日）13時30分～16時（開場：13時）
　 あーすぷらざ ２階プラザホール
    200人（先着順）
　 うすいまさと
　 （発達障害児の父親、シンガーソングライター）
　 和太鼓 あらじん
　 （「鶴見区知的障害児者親の会ひよこ会」の
　 余暇活動グループ）
    1月11日（木）から電話かFAX、又はメール 
　（    sa-fukuhoplan@city.yokohama.jp）で
    ①講座名②氏名（代表者名）③連絡先（電話番号・
    メールアドレス）④参加人数を事業企画担当へ
※車椅子利用、要約筆記希望の人は申し出て 
　ください

　無料(匿名で受付)　※心配なことがあってから3
か月以上経っていないと正しい検査結果が出ません
※梅毒検査のみの受診はできません　※ＨＩＶ検査
等に関する情報は､インターネットでこちらから

健康相談室
（管理栄養士・保健師に
よる個別相談）　　　

　 1月25日(木) 9時～12時
　 2月6日（火）13時～16時
　区役所新館2階

（管理栄養士）
　糖尿病､コレステロールが高い､体重コントロールをし
たい人などの食事療法の進め方、食習慣の見直しについて

（保健師）
　高血圧､脂質異常､糖尿病､高尿酸血症などの相談
や健診結果の見方、ライフスタイルの見直しについて

　1月23日(火)13時30分～15時  区役所新館2階栄養相談室
　月齢7、8か月頃の乳児と保護者22組（定員次第締切）

　 試食･講話等
※保育はありません

　 電話で健康づくり係
（　 894-6964)へ
※「離乳食教室」は区ホーム
　ページでも申込み可

こどもの食生活相談 　1月23日(火)9時～12時　区役所新館2階栄養相談室 　 離乳食、少食、好き嫌いの相談など

卒煙相談　　　　　　
(個別禁煙相談）    

　 1月17日(水) 9時～12時 区役所新館2階 　 肺の機能検査､呼気中一酸化炭素濃度測定

ＨＩＶ検査相談マップ 横浜エイズ市民活動センター

が
ん
検
診

「がん検診」は、病気を早く見つけて、適切な医療につなげます。「横浜市がん検診（肺、胃、大腸、子宮、乳房、前立腺）」は、
職場等でがん検診を受ける機会のない横浜市民を対象に実施しています。区役所以外でも実施医療機関で受けられます。

胃がん（エックス線） 
(40歳以上／1年度に1回)

　①2月20日（火）②2月27日（火）③3月6日（火）
　 ④3月14日(水)9時10分～11時45分
 　区役所新館（当日の受付時間は予約時に調整）
　 40人（先着順）

　 バリウムを飲んでのエックス線撮影
　1,570円　※検診日前日から夕食等の制限が
あります。事前に検診書類を郵送しますので、ご確
認ください

　第3期栄区地域福祉保健計画の取組テーマ
「障害者が安心して暮らせる地域づくり」の推
進のため、フォーラムを開催します。発達障害
児の子どもたちの日々のエピソードを交えな
がらのトーク、和太鼓や歌のライブで発達障害
について伝えます。

　 事業企画担当 　  894-6962  　 895-1759 　 戸塚税務署（〒244-8550 戸塚区吉田町2001）　　863-0011（代表）

　1月16日（火）から電話で健
康づくり係（ 894-6964／
平日9時～17時）へ

肺がん
(40歳以上／１年度に1回)

　 2月15日（木）9時30分～10時45分
　 区役所新館2階（当日の受付時間は予約時に調整) 
　 40人(先着順)

　 胸部エックス線撮影
　 680円　※女性は無地のＴシャツ（プリント・
レース・金具付きは不可）をお持ちください

１ 戸塚税務署内の確定申告書作成会場の
　開設期間
【開設期間】2月13日（火）～3月15日（木）
【相談】9時15分～17時（受付：8時30分～）
○土・日曜を除きます。ただし、2月18日・25日
　（各日曜）は開場します。
○上記期間以外は、税務署の申告書作成会場
　は開設していませんのでご了承ください。
○会場が混雑している場合には、受付を早めに
　締め切ることがありますので、なるべく16時
　までにお越しください。
○駐車場は1月22日（月）～3月15日（木）の
　期間はご利用できません。

３ 税理士による小規模納税者などのための
　 確定申告無料相談
【日 時】1月31日（水）～2月2日（金）
          9時～15時30分
【場 所】栄公会堂（たっちーらんど）
【持ち物】確定申告に必要な書類（前年申告書
などの控えも含む）、筆記具、計算器具、印鑑及
びマイナンバーに係る本人確認書類 等
○申告書等の提出のみの場合は、直接税務署 
　に提出（郵送可）してください。
○会場が混雑している場合は、受付を早めに締
　め切ることがありますのでご了承ください。
○お車でのご来場はご遠慮ください。
○譲渡所得など所得計算が複雑な人はご遠慮
　ください。
○平成29年分の確定申告から、領収書の提出
　の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が
　必要となります（領収書の提出は不要となり
　ます。）。

４ 国税庁ホームページの「確定申告書等作
　 成コーナー」で「申告書」が作成できます
　作成した申告書は、①インターネットで送信
（e-Tax）、又は②印刷して郵送等で提出をする
ことができます。詳しくは、国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp）をご覧ください。

２ 申告書はマイナンバーの記載が必要です
　平成28年分以降、所得税及び復興特別所得
税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書は
税務署へ提出する都度、マイナンバー（個人番
号）の記載と、本人確認書類の提示又は写しの
添付が必要です。
※ご自宅からe-Ｔaxで送信する場合は、本人確
　認書類の提示又は写しの提出は不要です

福祉保健センター
だより
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　 資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

　 企画調整係　　894-8161　 広報相談係　　894-8335　　894-9127

　 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

栄区 セーフコミュニティ

　セーフコミュニティ高齢者安全対策分科会
は、シニアクラブ、民生委員児童委員協議会、
保健活動推進員など、高齢者に関わる団体の
メンバーが集まり、高齢者の安全を守るための
様々な活動を行っているよ。
　栄区の救急搬送データによると、高齢者で
は転倒転落事故がもっとも多くなっているん
だ。だから分科会では転倒予防対策に特に力
を入れて取り組んでいるよ。今回は、高齢者
安全対策分科会の座長の竹谷さんにお話を
伺いました！

　皆さんこんにちは。分科会では、転倒
予防を推進するため、転倒予防体操を開
発し、普及啓発を進めています。この体
操は、高齢者が日常的に行うことができ
る体操です。身近な場での普及を目指
し、各地域で広めていただけるように
リーダー講習会も開催していきます。
　栄区の高齢者の皆さんが、元気に転
倒予防や身体づくりができるよう、がん
ばって取り組んでいます。

栄区シニアクラブ連合会
顧問 竹谷 康生

　「キエーロ」とは、土の中のバクテリアを利用して生ごみを消滅させる生
ごみ処理容器のことで、栄区では、生ごみの削減を推進するため、「キエー
ロ」の普及・啓発を進めています。
　今回はその一環として、「キエーロ」の普及・啓発を行っている関東学院
大学の学生チームに協力してもらい、園児と一緒に「キエーロ」を製作、絵
を描き、園内に設置するイベントを9月から11月にかけて栄区内4つの市
立保育園で開催しました。

　12月1日（金）～1月31日（水）
区内企業や商店街のご協力により、
本郷台駅前をイルミネーションで彩
ります！

 青少年指導員は、次代を担う青少年が健やかに、のびのびと育つことがで
きる地域環境をつくるため、地域ぐるみで様々な活動を推進しています。
　各地区では、キャンプや体験教室などの青少年向けイベントの開催のほ
か、地域行事やスポーツ大会の運営・協力を行っています。その一方で、夏
休み期間の夜間パトロールや、有害図書等の立入調査など、青少年を有害
な環境から守る取組も行っています。
　また、毎年３月に本郷台駅前で開催される「SAKAEヤングフェスティバ
ル」では、青少年指導員が主管となって運営をサポートし、中学生が主役の
お祭りを支えています。

 信光社は1947年の創業以来、70年間サファイア単結晶を作り続け
ている企業です。サファイアは主に信号機や液晶パネルなどに使われ
ている青色・白色LED用の基板や、高級腕時計の風防などに使われて
います。
　本社・工場が本郷台駅の北側に位置し、栄区の地域に根ざした活動を

積極的に行っています。
　2010年に開始された「さかえグリーン
サポーター」では登録第一号として、公園
や市民の森の保全活動に参加しています。
　また、実施中の「ほっとイルミネーショ
ン」では、開始当初から装飾に協力してい
て、時計台を華やかに彩っています。毎年
デザインを新しくしている、こだわりの
イルミネーションを、ぜひご覧ください。 　同じ花でも組み合わせや植え方で雰囲気が大きく変わります。

　講義を聴きながら、季節の花を組み合わせてお庭を彩るかわいい寄せ
植えを作ってみませんか。
2月9日（金）15時～16時（開場：14時30分）
区役所 新館4階8号会議室
寄せ植えに興味のある人30人（先着順）
石井造園株式会社（さかえグリーンサポーター）
代表取締役 石井直樹（監修） 造園課長 佐藤一将（講義・実演）
寄せ植えのポイントの説明と植木鉢への植栽
（作成したものはお持ち帰りいただけます）
1月16日（火）～23日（火）に
電話か直接企画調整係へ

次期、第26期青少年指導員は
2018年４月から２年間の任期
で活動します。「地域の子どもた
ちに関わりたい」「青少年の健
全育成の手助けをしたい」とお
考えの皆さん、所属の自治会・
町内会へご相談ください。

※転倒予防体操については、区役所本館２階２３番窓口や
　下記担当にお問い合わせください

栄区では、今後も「キエーロ」の普及・啓発の取組を行っていきます！
「キエーロ」をもっと知りたいという人は資源化推進担当へお問い合わせください。

　 高齢者支援担当
　　  894-8415　　893-3083

上郷保育園 桂台保育園

飯島保育園 公田保育園

設営はすべて社員の皆さんに
よって行われます

　 株式会社信光社  管理部総務グループ
　 〒247-0007 小菅ケ谷2-4-1
　 892-2171
　 http://www.shinkosha.comHP

栄区内4つの市立保育園で生ごみ処理器
「キエーロ」製作イベントを開催しました!

＼栄区内の元気な企業！／

地域に根ざす 信光社

青少年指導員をご存じですか？

寄せ植え講座
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　地区センターなどの各会場で週１回、経験
豊富な子育て支援者が、「しつけの方法は？」
「おもちゃの与え方は？」「子育てのグループ
を始めたい」など、子育ての不安・悩みを一緒
に考えます。
　予約は不要で会場は出入り自由です。相談
がない方もお気軽に遊びに来てください。

　乳幼児から思春期までの子育てに関する相談を、保健師、
教育相談員、学校カウンセラー等が電話や面談でお受けします。
〇匿名でも相談できます。　〇子ども本人でも相談できます。

　身近な会場で親子が気軽に集える場
です。地域の役員やボランティアの皆さ
んが中心となって開催しています。自由
に遊んだりおしゃべりしながら、子育て
の情報交換やお友達づくりの場になっ
ています。各サロンの詳細はこども家庭
支援課にお問い合わせください。

　地区センターには未就学児がいつで
も自由に遊べるプレイルームがありま
す。また、地区センターごとに、親子向け
の料理教室や工作教室など、親子で楽し
めるイベントも開催しています。

　栄図書館には子ども向け絵本や紙芝
居がたくさんあります。また、司書職員
やボランティアグループによる子ども
向けのお話会を開催しています。

　「地域子育て支援拠点」は各区に1つある子育て支援の中心となる
施設です。親子が遊び、交流できる居場所であるだけでなく、子育て
に関する相談や、子育て情報の提供、子育て支援に関わる方のネット
ワークづくりやサークル活動の支援を行っています。

　パパが子育てを楽しむと、家族みんなが笑顔になります。
子育てのコツをつかんで、父親を楽しみましょう。

【開館時間】火～土曜10時～16時
【対　　象】0歳～未就学児の子どもと
　　　　　その家族、妊娠中の人とそ
　　　　　の家族
【住　　所】桂町711
さかえ次世代交流ステーション１階
天神橋バス停から徒歩３分
　 ・　898-1615

　主任児童委員は、行政や関
係機関と連携しながら、育児教
室や子育てサロン、こんにちは
赤ちゃん訪問等の児童・子育て
に関する活動を各地域で行っ
ています。

　園庭の砂場や遊具などで遊べます。
保護者同士の交流の場にもなります。

　幼稚園・保育園・認定こども園は、園に通ってい
ない子どもも遊び場として気軽に利用できます。
　各園では、園庭開放や育児相談を行っていま
す。また、季節のイベントなど、各園独自のイベン
トにも参加できます。
　詳細はp.10栄区のお知らせ、又は各園にお問
い合わせください。

　栄区には39の子ども会があり、各子ども会の活動のほか、全子ど
も会が集ったバーベキューや書道展など、イベントが盛りだくさん。
様々な年齢の子どもたちが一緒
に遊び、地域の人たちとのつなが
りをたくさん経験することがで
きます。地域に住む人や保護者が
中心となって運営し、子どもたち
の豊かな育ちを支えています。

　子育て中の悩みや困り事の相談
をお受けし、必要な情報を提供して
います。子どもを遊ばせながらお話
しできます。相談室を使ったり電話
でも相談できます。

※平成25年 横浜市利用ニーズ把握のための調査

～未来ある子どもたちを
みんなで育てていきましょう～

▲こんにちは赤ちゃん訪問員の皆さん

▲訪問を受けたママ

▲訪問の様子

▲みんなでインラインスケート

▲園の雰囲気を知ることもできます
（認定こども園 いのやま幼稚園・保育園）

▲抱っこママ隊（コーラス）

▲おもちゃ病院 ▲読み聞かせ

　子育てのちょっとした悩みや気になるこ
とを気軽にお話ししてみませんか？

▲遊ばせながら相談もできます（桂台保育園）

▲さつまいもの苗植え体験
　（いいじまルーテル保育園）

各園のイベントは、
地域の皆さんに
ご協力いただいて
います。

PAPA’S NOTE （父子手帳）

　にこりんくのホームページで、楽しい
パパ向けプログラムやにこりんくを利用
するパパたちの活躍を紹介しています。
子どもと一緒に遊ぶヒントがいっぱいで
す。パパもにこりんくで子どもとの楽し
い時間を過ごしませんか？

　栄区オリジナル、パパの子育て応援ブックです。パパに知ってほしい
情報が満載です。 パパと赤ちゃんの思い出のアルバムとしても使えます。

パパ向けホームページ

▲パパたち集まれ（ふれあい遊び）

地域の皆さんやパパ・ママもボランティアとして活躍しています!

　妊娠中の人や子育て中の人からの相談を保健師や助産師が
お受けします。

にこりんくについて

　生後4か月までの赤ちゃんのいるすべての家庭を、
地域の訪問員が訪問し、誕生のお祝いと出産後に利用
できるサービスや地域の子育て情報などをお届けし
ます。

　初めての子どもで、地域の子育て情報を全
く知らなかったので、訪問してもらえてあり
がたかったです。
　実際に子育てサロンや地区センターの歯み
がき教室などに参加することができました。

　にこりんくで出会った、子ども
が２歳同士のママ仲間です。　
広い場所におもちゃがいっぱい
あって、無料で遊べます。スタッフ
の皆さんが優しく、イベントも
色々あって楽しいです。

誕生をお祝いして
赤いガラガラを
お渡しします。

横浜子育てサポートシステム栄区支部
392-3967（火～土曜９時～17時）

こども家庭支援課　　894-8049

横浜子育てパートナー（担当：古川）
891-0085（火～土曜10時～16時）

　子どもの預かりや送迎をしてほしい人（利用会
員）と、預かりや送迎ができる人（提供会員）が登
録し、お互いの責任と信頼のもとに行う地域の支
え合いシステムです（有償）。定期的に入会説明会
を行っています。詳細はp.11をご覧ください。

　ふれあい遊びや
ベビーマッサージ、
同年代の親子の集
まり等のプログラ
ムを行っています!

子ども・家庭支援相談　　894-3790

▲地域子育てサロン

▲プレイルーム

　親子で一緒に読み聞かせやリトミッ
クなどを行うイベントを開催していま
す。また、地域の子育て情報をまとめた
広報紙を定期的に配布しています。

▲読み聞かせ

▲読み聞かせ

特集に関する問合せ： こども家庭支援課
　　 894-8410、 894-8049

　894-8406

　栄区では年間約800人の子どもが生まれています。
横浜市では、初めての子どもが生まれる前に赤ちゃんの世話を
経験したことのない親が、約75%※にのぼっています。
　地域が子育て家庭をあたたかく見守り支えることは、
子どもを育てる保護者の不安を軽減するだけでなく、
子どもたちが健やかに成長していくためにも
なくてはならないものになっています。

栄区役所
2階26番
窓口で配布
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広告

◆魅惑のロビーコンサート
～初春に奏でる琴の調べ～
　1月27日（土）11時～11時45分
　 当日直接地区センターへ

❶❷　 1月11日（木）から電話か直接
地区センターへ（先着順）
❶３Ｂ体操を体験してみませんか？
　音楽に合わせて楽しくリズミカルに体
を動かします。
　 2月5日・12日・26日(各月曜)10時～
11時　　15人　　300円

❷レディースソフトバレーボール交流会
　 2月28日（水）9時～13時
　 ①団体戦15チーム ②個人参加12人
　 ①１チーム500円 ②100円

❶❷　  当日直接ぷらっと栄へ
❶ぷらっとナイトカフェ
　「栄区賛歌～わが町に寄す～」の作詞
者大賀寿郎氏によるトークと、クラシッ
ク音楽の魅力をお楽しみください。
　1月12日(金)18時～20時　　500円

❷栄区地域連携サロン
～お腹の肉つまめますか？メタボの
予防について～
　1月24日(水)15時～16時
　 区内在住・在勤の人20人(当日先着順)
　 横浜栄共済病院糖尿病内分泌科部長
山田昌代

 栄区ビブリオバトル

❶❷   当日直接地区センターへ(当日
先着順)
❶ピアノ名曲コンサート
　トルコ行進曲、ラ・カンパネラ等誰もが
聴いたことのある有名曲の数 ！々
　 2月4日(日)14時～15時30分（開場：
13時30分）　　60人
　 大貫有美子

❷楽習教室
～宿題や授業の分からないところを
ボランティアの先生に教えてもらおう～
　 2月7日・14日・21日・28日（各水曜）
15時～17時
　 小学生20人程度

❸❹   電話か直接地区センターへ(先
着順)
❸キッチンクラブ バレンタインに！
～チョコブラウニー＆チョコマシュマロ～
　 2月12日（月・祝）10時～13時
　 小学生12人（小学１・２年生保護者同伴）  
　 300円
　 1月12日（金）から

❹キグちゃんの「親子であそぼ！」2歳児
～遊びからまなぶ子どもの育ち～
　 2月26日（月）10時30分～11時30分
　 2歳以上の未就園児と保護者20組
　 1月11日（木）から

◆里親制度説明会
　児童相談所では、様々な事情により親
元で育つことのできない子どもを、家庭
の一員として受け入れ、温かい愛情を
もって育ててくださる里親家庭を求めて
います。短期間なら可能というご家庭も
大歓迎です。
　1月24日（水）10時～11時30分
港南区役所（港南区港南4-2-10）
 　電話で南部児童相談所へ。1月23
日（火）締切
 　南部児童相談所
 　831-4735　　833-9828

飯島保育園
　 871-3661　　871-3812

　区内中学生が本の魅力を伝え
る書評ゲーム「ビブリオバトル」を
実施します。一番読みたい本を決
めるのは観覧者の皆さんです。第
２部では、栄区出身のシンガーソ
ングライターtomokoさんのラ
イブをお楽しみください。
2月10日（土）（※荒天中止）
14時～16時30分
（開場：13時30分）
あーすぷらざ 5階映像ホール
75人（当日先着順）
区内の中学生、tomoko
（シンガーソングライター）
当日直接会場へ

    区民施設担当
    　894-8393　　894-3099

持ち物持ち物

市民税・県民税
申告出張受付

●市民税・県民税申告書（会場にも
あります）、印鑑

●収入があればその証明（源泉徴収
票等）

●所得控除等の証明書、領収書（医
療費、保険料等）

以上の資料は提出となります（コピー可）

2月8日（木）・9日（金）14時～16時
イトーヨーカドー桂台店 ２階
「コミュニティプラザ 桂台」（桂
台中１５-１）
当日直接会場へ（1月1日区内
在住の人のみ対象）

    市民税担当
    　894-8350　　893-9146

※確定申告書（所得税）の受付はでき
　ません
※市民税・県民税申告書の提出のみ
　で相談などは行いません

★絵本の読み聞かせとわらべうた
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月22日（月）
★豆まき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月2日（金)

★どんど焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月12日（金）
★みんなで遊ぼう会（獅子舞）・・1月13日（土）
★体を使って親子で遊ぼう・・・1月15日（月）
★柴田愛子先生講演会・・・・・・1月25日（木）
★幼稚園のお友だちと遊ぼう・・・2月1日（木）
★ゲーム遊び・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月1日（木）
★いいじまっこ展・・・・・・・・・・・・・・2月10日（土）

★オープンデイ・・・・・・・・・1月12日・19日・
26日、2月2日・9日（各金曜）

★わくわくカンガルー（節分ごっこ）　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月24日（水）

★親子で遊ぼう1歳児・・・・・1月17日（水）
★コマを作ってあそぼう・・・・・1月24日（水）

★どんど焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月11日（木）

★作品展用の作品作り・・・・1月27日（土）
★作品展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月10日（土）

★節分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月2日（金）

★親子で身体を動かして遊ぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月18日（木）
★かばくんアート・つくってあそぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月30日（火）
★節分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月2日（金）

★リズムあそび・・・1月16日、2月6日（各火曜）
★節分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月2日（金）

★一緒に遊ぼう・・・・・・・・・・・・・・・・1月24日（水）
★節分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月2日（金）

★うたの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月11日（木）
★定期音楽会・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月18日（木）

★発表会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月3日（土）

★親子で楽しく大根掘り・・1月12日（金）

★みんなあつまれ!（体操指導）　　　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月24日（水）

★子育てサロン 1月11日（木）、２月8日（木）
★こども新年会・・・・・・・・・・・・・・・・1月16日（火）
★リズムあそび 1月18日（木）、２月６日（火）
★節分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月2日（金）
★みんなで体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月5日（月）

当月11日～翌月10日を目安にお知らせしています。
◎費用の記載がない場合は無料 ◎区役所への郵送は〒247-0005 桂町303-19へ。そのほかは各施設へ
　 日時・期間・会場　 　対象・定員　 　講師・出演等　 　 内容　 　 参加費・料金　 　 申込み　 　 問合せ

幼稚園・認定こども園・保育園・小規模保育事業

小菅ヶ谷幼稚園
　 892-7117　　892-6577

募 集

本郷地区センター
〒247-0005 桂町301 
    892-5310      892-5546

やまゆり保育園
　 894-5353　　349-1122

かつら愛児園
　 892-3711　　894-2174

大船ルーテル保育園
　 892-2366　　892-7825

公田保育園
　 892-1530　　892-1745

アスク大船保育園
　 897-6765　　443-9339

上郷保育園
　 893-3565　　893-4592

新大船幼稚園
　 892-3535　　892-3572

やまゆり幼稚園
　 891-2020  　 891-3533

認定こども園いのやま
　 894-5588　　894-5840

鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園
　 892-5588　　893-9884

桂台保育園
　 894-1374　　894-1490

施 設 ―休館日については、
各施設にお問い合わせください。―

さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」
〒247-0007 小菅ケ谷1-4-5
（ＪＲ本郷台駅前 横浜銀行３階）
　 894-9900 　 894-9903

豊田地区センター
〒244-0842 飯島町1368-1
    895-1390　　895-1480

飯島幼稚園
　 861-5155　　871-3316
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上郷幼稚園
　 892-2793　　891-5077

いいじまひがしこども園　
　 892-1154　　892-1730

◆幼稚園・認定こども園・保育園・小規模保育事業の子育て支援
　地域の未就園児や保護者向けの行事です。ランチ交流や誕生会、園庭開放を実施し
ている園もあります。詳しくは栄区役所、地域子育て支援拠点「にこりんく」、各園に掲
示している子育て通信「つぼみ」をご確認ください。



広告

❶～❸     60歳以上で、本人か子ども・
孫が市内在住の人
　1月11日（木）～前日に本人が電話か
直接翠風荘へ（先着順）

❶らくらく体操
　 2月14日（水）10時30分～11時45分
　 30人

❷歌ってハツラツ
　 2月16日（金）13時～15時　　40人

❸みんなで輪踊り
　 2月28日（水）10時～12時　　40人

◆子育てサポートシステム 入会説明会
　1月13日（土）・30日（火）
各回10時30分～11時30分
　 利用会員希望者（預けたい人）
市内在住で生後57日～小学6年生の
お子さんがいる人
提供会員希望者（預かりや送迎ができる人）
市内在住で子育て支援に熱意と理解が
ある20歳以上の健康な人
定員10人（定員次第締切）
※保育あり（定員3人）
　 電話で子育てサポートシステム栄支部
（　392-3967/火～土曜、9時～17
時）へ 

◆個性にあった進路の選び方
　思春期の子どもを取り巻く大人たち
を対象に、その子の特性にあった進路の
選び方を考えます。
　1月20日（土）10時30分～12時
（受付：10時20分）
　 思春期のお子さんのいる保護者及び
青少年支援に関わる人50人（当日先着順）
　 当日直接フレンズ☆SAKAEへ
　 フレンズ☆SAKAE　　898-1400

❶～❸　  当日直接図書館へ
❶企画展示「縄文土器と弥生土器
ーあなたはどっち派ー」
 区内から出土した土器を中心に、縄文
土器と弥生土器を見比べて違いを感じ
ることができる展示を行います。
　1月10日（水）～2月12日（月・祝）

❷かながわこどもひろば おはなし会
　1月27日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 「おししのくびはなぜあかい」（おはな
し）ほか

❸親子のおはなし会
　わらべうたや絵本の読み聞かせを行
います。
　1月30日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者

◆パパと一緒に遊ぼう！ 
～おやこで手形制作～
　手形を作ったり、ふれあいの場面がた
くさんあります。
　1月20日（土）10時30分～11時45分
 　6か月～未就学児とパパ12組（ママ
同伴も可）
 　電話か直接ケアプラザ又はにこりんく
（　 898-1615）へ（共催：にこりんく）

◆よこはまシニアボランディア
ポイント登録研修会
　１月22日（月）13時30分～16時
 　65歳以上の市民（介護保険の第一
号被保険者）
 　電話か直接ケアプラザへ

❶～❸　 電話か直接ケアプラザへ(定員
次第締切）
❶歯磨きのコツ
～虫歯をつくらないために～
　1月18日（木）14時～15時30分
　 未就園児と保護者15組
　 歯科衛生士によるお話と楽しい親子
遊び（共催：にこりんく）

❷シニア向けパソコンサロン(全6回）
　インターネット・メールなど一緒に体
験しましょう！ボランティアさんがついて
優しく教えます。
　 2月1日・8日・15日、3月1日・8日・15日
（各木曜）9時30分～12時
　 6人　　1回100円（お茶代）

❸司法書士による個別相談会
　相続・遺言・成年後見など心配なことは
ありませんか？無料で相談ができます。
　 2月10日（土）13時～（各30分）
　 神奈川県司法書士協同組合

◆親子ヨガ
　 2月6日（火）①10時～10時45分
②11時10分～11時55分
　 ①首が座っている～歩く前の子と保護者
②しっかり歩ける～未就学児と保護者 
各15組（定員次第締切）
　 ①ベビーマッサージ・ママのためのヨガ
②ふれあい遊び・子どもと一緒にできる
ヨガ　　1組300円
 　電話（　 892-1030）か直接おやこ
のひろばへ
（共催：OYAKO CLUBチューリップ）

◆こども広場モーリーズ
「ベビーマッサージ」
　祝日開催なので、パパも赤ちゃんとの
スキンシップを楽しみましょう♪
　 2月12日（月・祝）10時30分～12時
　 生後2か月～ハイハイ前までの子と保
護者12組（定員次第締切）
　1組300円
　 モーリーズ代表北村（　 891-1091）
又は電話か直接ケアプラザへ

◆いきいき“腸”活講座 ～身近な話題を取
り上げ、腸と健康の関係を考えていきます～
　 2月10日（土）13時30分～15時30分
 　50歳以上30人（定員次第締切）
 　元製薬会社研究員 山口幸三
 　電話か直接ケアプラザへ

❶～❺　  電話か直接ケアプラザへ
❶ほのぼのコンサート
 みんなで歌って踊って楽しい時間を過
ごしましょう！
　1月25日（木）10時～11時

❷げんきっこの英語でリトミック
　1月26日（金）10時30分～11時30分
　 未就園児と保護者

❸講演会「認知症の理解と援助」
　1月29日（月）14時～16時
　 60人（定員次第締切）
　 川崎幸クリニック院長 杉山孝博

❹のしちりほっこりカフェ
　1月31日（水）13時～15時
　 紙芝居など　　100円（茶菓代）

❺こどもおかしきょうしつ
～バレンタインに手作りチョコを～
　 2月10日（土）10時～13時  
　 小学４年生～中学生10人（定員次第
締切）　　500円

❶～❹　 1月11日(木)から電話か直接
地区センターへ(先着順)
❶使い切りクッキング「春のおもてなし
和食」～食品ロスを減らしましょう！～
　 2月5日(月)10時～13時30分
　15人　　500円

❷Kamigou Café
　みんなで楽しくシフォンケーキを焼き
ましょう♪
　 2月8日(木)10時～12時30分
　 8人　　300円

❸整形医療講座～ちょこっと運動・
ちょこっと食事～「筋肉・bar（筋肉アップ
サポート食）」試食つき！
　 2月10日（土）15時30分～17時
　 40人　　つちはら整形外科クリニック
院長 土原豊一

❹頑張るママのお助け講座（全２回）
～新入園・新入学児用の手さげ作り～
　通園・通学バッグ、上履き入れなどを
ミシンで作ります。小さいお子さん連れ
の人もどうぞ！（保育あり）
　 2月13日（火）・26日（月）9時30分～
14時30分　　10人

「健康増進月間イベント」
会場：老人福祉センター「翠風荘」

❶❷　 当日直接翠風荘へ
❶トレーニングアドバイス
　2月5日（月）～9日（金）、
2月13日（火）～16日（金）
9時30分～12時、13時～16時
（所要時間約30分）

❷姿勢測定
　2月5日(月)・9日(金)・15日(木)
9時30分～11時30分、13時30分～
15時30分（所要時間約15分）
　 午前・午後各20人（当日先着順）

❸❹　1月11日（木）から電話で直接
横浜市体育協会へ（先着順）
❸ひばりエクササイズ講座
　2月2日(金)10時～11時、14時～
15時　　午前・午後各15人

❹スクエアステップ講座
　 2月23日(金)・28日(水)10時～
11時30分、13時30分～15時
　午前・午後各15人

　横浜市体育協会健康づくり事業課
　640-0014　　640-0024

上郷地区センター
〒247-0013 上郷町1173-5 
 　892-8000  　 892-8022

野七里地域ケアプラザ
〒247-0024 野七里1-2-31 
    890-5331      890-5332

笠間地域ケアプラザ
〒247-0006 笠間1-1-1 
    890-0800      890-0864

小菅ケ谷地域ケアプラザ
〒247-0007 小菅ケ谷3-32-12
    896-0471      896-0472

中野地域ケアプラザ
〒247-0015 中野町400-2 
    896-0711      896-0713

桂台地域ケアプラザ
〒247-0034 桂台中4-5 
    897-1111      897-1119

栄図書館
〒247-0014 公田町634-9
    891-2801      891-2803

さかえ次世代交流ステーション
〒247-0005 桂町711
JR本郷台駅　徒歩15分
バス停「天神橋」　徒歩5分

老人福祉センター 「翠風荘」
〒247-0024 野七里2-21-1 
    891-4141      891-4143
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◆当日受付教室
～初心者のためのフットサル～
　フットサル初心者大募集! 上達のコツ
を教えます。個人や女性の参加も大歓
迎。
　毎週金曜日 19時15分～20時45分
（受付：19時～）
　16歳以上30人（当日先着順）
　NPO法人横浜スポーツ&カルチャー
クラブ（Y.S.C.C.）
　 600円
　当日直接栄スポーツセンターへ。
※詳細は館内のチラシかホームページ
をご覧ください

❶❷　 電話か直接栄公会堂へ
❶奥村愛 ヴァイオリン リサイタル
　1月21日（日）14時～（開場：13時30分）
　 奥村愛（ヴァイオリン）、加藤昌則（ピアノ）
　 前売り2,800円 当日3,000円
※未就学児は入場不可/保育あり（2歳～
未就学児）要申込先着10人

❷みんなで歌おう！
さかえゴスペル&ポップスライブ
　 3月18日（日）14時～15時（ワーク
ショップ「アメリカンフィーリング」を歌お
う）、15時15分～16時15分（ミニライ
ブ、ワークショップ参加者とのコラボレー
ション ）
　 原順子、叶 央介（元「サーカス」）
  中学生以上1,000円 3歳～小学生
500円　　1月18日（木）から

❶～❸　1月11日（木）から電話で虹
の家へ（先着順）
❶バードウオッチング入門
　1月28日（日）9時30分～12時30分
（※雨天中止）　　20人

❷漬物教室～大根の調味漬け・白菜
漬けとぬか床作り～
　 2月11日（日）13時30分～15時
　 大人24人　　1,000円

❸冬の虫観察会
　 2月18日（日）9時30分～12時（※
雨天中止）　　15人

◆そば打ち教室
　 2月26日（月）14時～17時
 　大人12人（応募者多数時抽選）
 　2,000円
 　往復はがき又はホームページ
(http://www.maioka-nijinoie.jp/)で
①講座名②住所③氏名④電話番号⑤人
数 を虹の家へ｡1月30日（火）必着

◆自然観察会～冬の谷戸～
　1月28日（日）13時～15時（※雨天中止）
 　当日直接小谷戸の里へ

❶～❹ 　電話か直接小谷戸の里へ
❶わら細工～亀～
　1月28日（日）9時30分～12時
 　20人（先着順/小学生以下保護者同伴） 
 　500円　　1月11日（木）から

❷わら細工～鶴～
　1月28日（日）13時～15時
　20人（先着順/小学生以下保護者同伴）
　 400円　　1月11日（木）から

❸バードウオッチング
　 2月11日（日）9時～11時（※雨天中止）
 　20人（先着順/小学生以下保護者同伴）   
　 中学生以上100円（小学生以下無料）
　1月25日（木）から

❹和紙作り体験（全2回）
 　2月17日（土）9時30分～15時、2月
18日（日）9時30分～13時
　 2回とも参加できる人15人（先着順
/小学生以下保護者同伴）
　1,000円　　1月29日（月）から

◆おもちつき会・むかし遊び会
　1月13日（土）10時～整理券配布
　150人（当日先着順）
　 お餅つき体験、凧揚げ、こま回しなどの
昔遊び体験
　 当日直接小菅ケ谷北公園へ

◆ノルディックウオーキング
　 3月7日（水）13時30分～15時
　15人（定員次第締切）
　 電話か直接小菅ケ谷北公園へ

◆午後の音楽会 第89回
パウロニアチェロカルテット
　芸術性の高い演奏と豊かな表現力で将
来を嘱望される、気鋭のチェロカルテット。
    3月14日（水）14時～（開場：13時30分）
　300人　　パウロニアチェロカルテッ
ト（チェロ四重奏）大宮理人、小林幸太郎、
鈴木皓矢、村井智
    1月5日（金）チケット発売 全席指定 500円

◆コドモアートキャラバン 
てんらんかい2018 ふゆ
    1月17日（水）～21日（日）10時～17時
　当日直接リリスへ

◆ひな祭り切り紙教室
　 2月18日（日）10時～12時
　 20人（先着順）　　1月12日（金）から
電話か直接コミュニティハウスへ

　 
◆子ども工作～落ち葉で押し花絵～
 　1月21日（日）10時～11時
　 小学生10人（当日先着順/保護者同伴可）
 　当日直接本郷ふじやま公園へ

❶～❺ 　往復はがきに①講座名②住所
③氏名④電話番号 を書いて本郷ふじや
ま公園へ（応募者多数時抽選）
❶パステルシャインアート～おひなさま
　 2月1日（木）13時～15時　　10人
　 700円　　1月23日（火）必着

❷押絵～ひな人形と桜の花（全3回）
 　2月5日・19日、3月12日（各月曜）
13時～16時　　12人　　1,200円
　1月20日（土）必着

❸初心者茶道体験教室
　 2月10日（土）13時～16時　　5人
　 500円　　1月31日（水）必着

❹絵手紙（全4回）
　 2月13日・20日、3月13日・20日（各
火曜）13時～16時　　10人
　 600円　　1月30日（火）必着

❺フラワーアレンジメント
　 2月22日（木）13時～15時　　8人
　 2,000円　　2月10日（土）必着

◆リフォーム教室
～端布で作る小さなおひなさま～
 　2月10日（土）13時～16時
　15人（定員次第締切）　　400円
 　電話か直接コミュニティハウスへ

❶～❸ 　当日直接あーすぷらざへ（当
日先着順）
❶天野尚写真展
未来へ残すべき美しい自然
　 1月20日（土）～3月25日（日）10時～
17時（入場：16時30分まで）
3階企画展示室

❷上映会『シアター・プノンペン』
　1月21日（日）①10時～②14時～
（開場：30分前） 5階映像ホール
　 各回120人（当日先着順）
　 大人400円 小・中学生100円

❸天野尚写真展 ギャラリートーク
　写真家・天野尚の撮影同行スタッフに
よる作品解説などを行います。
　 ①2月4日（日）②3月10日（土）
13時～14時 3階企画展示室
　 各回30人程度

※すべての講座に保育あり（有料/予約
制）。詳細はお問い合わせください
❶❷　 1月15日（月）から専用電話（　
862-4496）かホームページ（http://
www.women.city.yokohama.jp/y）
又は直接センターヘ（定員次第締切）
❶女性のためのパソコン講座
「初めてのパソコン」
 　2月13日（火）10時～15時30分
 　女性12人　　5,500円

❷女性のためのパソコン講座
「速習パワーポイント」（全2回）
 　2月26日（月）・27日（火）10時～15
時30分　　女性12人　　10,800円

◆プライベートレッスン値引き
キャンペーン
　通常2,000円で行っているプライベー
トレッスンを1,500円でご案内します。
ぜひお試しください！
 　2月1日（木）～28日（水）
 　幼児～成人
 　コーチと1対1の水泳指導30分
　1,500円（入場料込）
 　電話か直接栄プールへ

横浜市歴史博物館 栄区民デー開催！
　１月20日(土)は「栄区民デー」！
　区内在住・在勤・在学の皆さんを、全館無料でご招待します。今
月号の広報よこはま栄区版、もしくは在住・在勤・在学が分かるも
の(健康保険証・社員証・学生証など)をご持参ください(広報よこは
までは1グループ5人まで、その他では1人の入館ができます。)。

　 横浜市歴史博物館
（〒224-0003 都筑区中川中央1-18-1）　　912-7777（代表）

【当日開催するイベント】
 ●常設展示室

 ●エントランスホール
 【アクセス】 市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン
「センター北」駅下車１番出口 徒歩5分
【開館時間】 9時～17時
※詳細はお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください

◆続・ワクワク老後教室「備えて安心 
これで介護・相続は楽になる」
　 2月28日（水）13時～17時
　 30人（定員次第締切）
　 電話か直接コミュニティハウスへ

栄区の文化財パネル展示・栄区の歴史映像上映・土器
パズル・ミニ展示「よみがえれ！横浜のハニワたち」解説等

街頭紙芝居の上演（ 12時～、13時30分～、15時～）

栄スポーツセンター

たこ

栄区役所
栄区なう！ TV放送中！！詳しくは区役所ホームページへ
J:COMチャンネル南横浜地上デジタル放送11チャンネル

でも情報配信中！
第2木曜日の「デイリーニュース」内で放送（原則）
You Tube 動画も配信中！ぜひご覧ください！

区政情報のほかに、災害時などの緊急時にも
情報をお届けします。

栄区民文化センター リリス
〒247-0007 小菅ケ谷1-2-1 
    896-2000      896-2200

飯島コミュニティハウス
〒244-0842 飯島町1863-5
    891-1766      891-1786

上郷矢沢コミュニティハウス
〒247-0033 桂台南2-34-2
    895-1037      896-2406

本郷ふじやま公園  古民家ゾーン
〒247-0009 鍛冶ケ谷1-20
    896-0590      896-0593

小菅ケ谷北公園
〒247-0007 小菅ケ谷４-31
    891-1151

舞岡公園  小谷戸の里
〒244-0813 戸塚区舞岡町1764
   ・　 824-0107

舞岡ふるさと村  虹の家
〒244-0813 戸塚区舞岡町２８３２
    826-0700      826-0749

男女共同参画センター横浜
〒244-0816 戸塚区上倉田町４３５-１    
　 862-5052      862-3101

あーすぷらざ
〒247-0007 小菅ケ谷1-2-1
    896-2121      896-2299

栄プール
〒247-0024 野七里2-21-1
    891-2110      895-1491

栄公会堂
〒247-0005 桂町２７９-２９
　 894-9901　　894-9902

栄スポーツセンター
〒247-0005 桂町２７９-２９
　 894-9503　　894-9505

●　　　　　　　　2018（平成30）年 1 月号　／　栄区版2

本郷小学校コミュニティハウス
〒247-0015 中野町16-1
    895-5588      896-2430
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