
　 生涯学習支援係
　 894-8395　　894-3099

     662-1225
（聴覚・言語に障害のある人専用）

　 資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

栄区 セーフコミュニティ

　セーフコミュニティのスポーツ安全対策分科会で
は、運動競技中の事故やけがの原因を分析し、地域
で活動する団体と行政が協働で、予防に取り組んで
いるよ。区内の運動競技中のけがの原因は、「運動
不足」が「準備運動不足」の次に多いんだって。
　そこで、この分科会では運動不足の解消策として、
年齢や時間帯に縛られず、誰もが気軽に始められる
ウオーキングの推進に取り組んでいるんだ。今回は、
スポーツ安全対策分科会座長であり、栄区体育協会
会長でもある清水さんからお話をうかがいます！

　皆さんこんにちは。当分科会では、けが予防に関
する取組に加え、年に１回、予防講習会を実施して
います。今年度は、日頃の歩き方を見直し、ウオー
キングで体幹を鍛えることによるけが予防をテー
マに、専門の講師をお招きして実施しました。
　私は、栄区ウォーキング協会に所属し、日頃から
ウオーキングに親しんでいますが、このような歩き
方の講習会に複数回参加していくと、歩き方の理
論がよくわかるようになってきます。今回学んだこ
とを、今後のウオーキングイベントなどで実践して
いきたいと思いました。
　皆さんも、ウオーキングにチャレンジし、運動不
足を解消しながら、けがをしにくい体づくりを目指
しましょう！

栄区体育協会
会長 清水正美

　高畠町の冬は例年１メートルを超える積雪があり、あたり一面に銀世界が広がります。
　このような中、冬の恒例イベントとして、通常５月に咲く「牡丹（ぼたん）」の花が真っ白な雪景色の中、色鮮やかに咲き誇る
姿を鑑賞することができる「まほろば冬咲きぼたんまつり」が開催されます。
　JR高畠駅前をメイン会場とし、わらで編んだ「こも」や「かまくら」の中に大輪の花を咲かせ、来場される皆さんの目を楽し
ませています。また、夜はライトアップされ、幻想的な雰囲気の中、真冬の「お花見」を楽しむことができます。冷えた身体は、
高畠駅改札すぐ横にある温泉で温めることができます。

特に月・火曜や祝日の翌日は電話が込み合いますので
インターネットでの申込みがおすすめです！

粗大ごみ
とは

　 地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

栄区 みんなが主役

　地域の課題解決に向け、団体等で取り組む活動の経費を区役所が一部補助します！
【対象事業例】文化振興、防犯・防災、健康・にぎわい・居場所づくり、子育て支援 等
【募集期間】2月1日（木）～3月30日（金）※29年度からの継続申請者は2月28日（水）まで
　 区政推進課 地域力推進担当までご相談ください。
　 募集要項及び申請書類はホームページから
　 ダウンロードできます。

家庭から出されるもののうち、一番長い辺が、
金属製品で３０㎝以上のもの
それ以外（プラスチック商品、木製品など）で
5０㎝以上のものが対象です。
事前申込みにより有料で収集しています。

※エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は粗大ごみ
　としては出すことができません。購入した家電小売店等にお問い
　合わせください

インター
ネット

横浜　粗大ごみ受付

※インターネット受付の品目一覧にな
　いものは電話でお申し込みください
※携帯電話・スマートフォンでもお申し
　込みできます

月～土曜（年末年始以外は祝日も受付）8時30分～17時
受付時間

FAX

電話

期間中は啓翁桜（冬に咲く桜）回廊、
たかはた鍋フェスタ、雪像イベント
など多彩な催しが開催されます。栄
区の皆さん、ぜひ一度、身も心も
「ほっこり」する冬の高畠町へお越し
ください。

けいおうざくら 　 ２月９日（金）～１２日（月・祝）
　 JR高畠駅前（メイン会場）、高畠ワイナリー、よねおり観光センター、
　 道の駅たかはた
※詳しくは、高畠町観光協会ホームページ（http://www.takahata.info/）
　をご覧ください
　 高畠町商工観光課 観光交流係　   0238-52-4482 　  0238-52-1543
　 （交流に関すること）生涯学習支援係　　894-8395  　 894-3099

一般加入電話などからは
     0570-200-530
携帯電話やIP電話などの定額制や通話料割引
サービスを利用している人は

     045-330-3953

年度末は、粗大ごみを申し込む
人が増えるので、申込みの電話
が大変込み合います。

粗大ごみ受付センター（申込みや問合せ）

平成30年度 栄区みんなが主役のまちづくり
協働推進事業補助金のご案内

友好交流通信 山形県高畠町 冬のイベント
『まほろば冬咲きぼたんまつり』昨年１１月に

栄区との

友好交流宣
言を行いまし

た！

まもなく引越しシーズン到来！
粗大ごみのお申込みは、お早めに！

◎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

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。

No.244
人口 120,887人 世帯数 51,122世帯栄区のいま

（平成30年1月１日現在）

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

　 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)
　①2月5日②2月19日（各月曜）13時15分～15時45分
 　③3月12日④3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
　 2月9日(金)・21日（水）
　 2月14日(水)・23日（金）
　 2月7日(水)・16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  　 2月15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　

　 2月19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

　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）　　　

 　2月22日(木) 9時～12時
 　3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

　 2月27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  　2月27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）    　 2月28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。

　2月16日(金)から電話で
(公財)神奈川県結核予防会
（　251-2363／平日13時
～16時）へ

乳がん            
(40歳以上の女性／2年度に1回)

　 3月20日(火)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)

　 視触診とマンモグラフィ検査
　1,370円

　料理研究家“えだもん”こと枝元なほみ先生が、栄区の野菜を
使ったレシピを考案してくれました。うす切りにしたひらひら野
菜は、すぐに火が通り、子どもたちにも食べやすいです。

①

②

③

④
⑤

⑥

大根、じゃがいも、れんこんは皮を剥いて薄い輪切りにし、じゃがいもと
れんこんは水に放す。（スライサーなどを使うと便利）
玉ねぎは薄切りにし、豆腐は食べやすい大きさに切る。豚肉はＡをも
み込んでおく。
オリーブオイルをフライパンに熱して、②の玉ねぎを入れ、ぺしゃっ
とするまで３分ほどかけて炒める。
③を土鍋に移して、かつお昆布だしを注ぎ、塩を加えて煮立てる。
④の鍋に①の野菜と豚肉と豆腐を入れ、じゃがいもとれんこんに透
明感が出るまで７～８分煮る。
味をみて塩、こしょう等（分量外）で味を調え、好みでバターをのせて
溶かす。

クックパッド横浜市公式キッチンでは、このほかにも
枝元先生の朝食時短レシピなどを掲載しています。

大根…………………１２ｃｍ位
じゃがいも…………………２個
れんこん……………………１節
玉ねぎ…………………１／２個
豚うす切り肉……………２５０ｇ
もめん豆腐…………………１丁
  塩・こしょう………………少々
  酒……………………大さじ１
かつお昆布だし…４～５カップ
塩…………………小さじ２／３
オリーブオイル………大さじ１
バター…………………大さじ１

　 高齢者支援担当
　 894-8415　　
　 893-3083

　2月13日(火)から電話で健
康づくり係（　 894-6964／
平日9時～17時）へ

　 3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)

肺がん
(40歳以上／１年度に1回)

　 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

　 健康づくり係　　894-6964　　895-1759

横浜市の公式キッチン

人参とたけのこ・甘辛豚肉の
おにぎらず

野菜と一緒の目玉焼き 2種類のオープントースト

　親の介護と子育て、同時に直面した
時、どうしたらいいのか。ダブルケアの現
状や課題等、ダブルケア研究の第一人者
である講師にお話を伺います。

 　3月6日（火）14時～15時30分
　 区役所新館4階8号会議室
 　区内在住・在勤の人60人(先着順)
 　横浜国立大学大学院 国際社会科学研
　 究院 准教授 相馬直子
 　2月13日（火）から電話かFAXで高齢
　 者支援担当へ

A
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豊田地区
地域支えあい連絡会会長
堀田賢一さん

かさま・つながるプラン
推進会議代表
持田忠さん

本郷中央地区
支えあい連絡会会長
佐野勝彦さん

上郷西地区つながるプラン
推進会議会長
塚本忠志さん

本郷第三地区
支えあいネットワーク代表
渡邊すみ江さん

小菅ヶ谷つながるプラン
推進会議代表
田中健次さん

上郷東地域見守り
ネットワーク代表
高橋勝美さん
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さかえ・つながるプラン

話し合い困りごと・地域課題 取組・改善 暮らしやすいまちに

つのテーマ 7
1. 栄区らしい共助社会づくり
2. 高齢者がいつまでも安心して暮らせる地域社会づくり
3. 地域が支える出産・子育てから青年期までの切れ目のない支援
4. 区民総ぐるみの健康ライフスタイル
5. 地域防災における福祉的視点の充実強化
6. 障害者が安心して暮らせる地域づくり
7. 地域と連携した生活困窮者支援

区では、栄区社会福祉協議会と栄区福祉保健課
が事務局となり、７つの取組テーマを定め、区全体で
取り組む計画と、地域の実情に合わせて取り組む地
区別計画を策定し、推進しています。

栄

域福祉保健計画は、暮らしの中での困りごとや、
地域の課題を解決するために、住民、事業者、行政が
協働して取り組む計画です。

地



!

　栄区は市内で最も高齢化率が高い区です。高齢に
なると、生活の中で不自由なことやちょっとした困りご
とがでてきます。

　要介護の多くは生活習慣病が、要支援は身体能力
の低下が原因となっています。特に転倒や骨折は、
身体能力の低下を招きます。日々の体づくりが大切
です。

地域との交流や様々な活動への参加など、積極的に「つながり」をつくることが、心身の健康に効果があると言われています。
　始めるきっかけは、好きなこと、趣味、自分のために…なんでも構いません。活動に参加してみませんか？

特集に関する問合せ：福祉保健課事業企画担当
 　894-6962　　895-1759

　身近な地域の中で、ちょっと相談できたり、頼めたり、集えたり、そっと見
守ったり、そんな取組が進んでいます。

　食事や運動だけでなく、社会とのつながりも
健やかな生活には欠かせません。健康づくりを
通じて、人とのつながりが広がっています。

三木渉 所長

ちょっとしたお手伝い
ちょこボラ（上郷東地区）

仲間どうしで声かけ元気に活躍
シニアクラブ

笑顔いっぱい
脳活性化ゲーム（小菅ケ谷地区）

体力がなくても
参加できる
ポール
ウオーキング

だれでも
参加できる
ラジオ体操
（豊田地区）

啓発します
転倒骨折予防　

食事をお届け＆
安否確認

　「障害者が安心して暮らせる地域づくり」は、計画に掲げた
テーマの一つです。その実現に向けて、地域で何ができるか
を検討する会議を今年度から設けています。
　まずは知的障害、発達障害について知ることから始めよ
うと、当事者のご家族からお話をうかがったり、福祉サービス
事業所で障害者が働いている様子を見学しています。障害
者にとって地域での暮らしをよりよくするためにはどうしたら
いいのかを、今後も話し合っていきます。

　　地域ケアプラザは、誰もが地域で安心して生活できるよう、福祉・保健サービスを総合的に提供する施設です。
福祉保健の活動支援や相談、交流場所の提供などを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

飯島町1368-10　 
　 864-5144　　864-5904

重
い
も
の
が

　
持
て
な
く
て…

昨日は誰とも
話してないなぁ

電球が
きれちゃったけど

　障害のある子どもが特別支援学校を卒業した後、
地域で文化活動やスポーツをする場所が不足してい
ます。また、障害のある人が通学したり外出するには
支援が必要ですが、十分ではない状況にあります。

　障害への理解を深めるため、ボランティア
活動などを通じて、子どもの頃から障害者と
ふれあう機会をもつ取組が行われています。

地域の運動会に
チームの一員
として参加
（本郷中央地区）

障害者も
ボランティアの
中学生も活躍
ふれあい運動会

　核家族化、単身世帯の増加、少子高齢化、生活困窮
など課題は多岐にわたります。人と人とのつながり
をつくることで、孤立化の予防や災害時の助け合い
が期待できます。世代や分野を越えてつながること
も必要です。

　日頃から近隣の顔がみえる関係が、いざとい
うときにも大きな力となります。地域のこれまで
の取組が発展したり、新たなネットワークが生ま
れたりしています。

年代別から
世代間交流へ
（上郷西地区）

防災訓練
若い世代も参加
いざという時の
頼もしい存在
（笠間地区）　

　核家族化や少子化により、小さな子どもと接する機
会が少ないまま親になり、子育ての不安や悩みを相談
できる人が身近にいない状況が多くみられます。また、
子どもたちと地域のつながりも希薄化しています。

　地域の町内会館等で行われている子育てサロンは、
親同士の情報交換の場となっています。また、地域の見
守りは子どもたちにとっても安心につながっています。

登下校の見守り
あいさつ運動
（豊田地区）

身近な地域で集う
地域子育て
サロン
（本郷第三地区）

地域ケアプラザ以外に、栄区社会福祉協議会でも福祉に
関する情報や活動紹介を行っています。
桂町279-29　　894-8521　　892-8974

活動に参加し生きが
いを見つけている人
も大勢います。興味を
もった活動があれば、
ぜひ！

猿山敦 所長

笠間1-1-1（ルリエ大船内）
　 890-0800　　890-0864

大船駅からすぐの便
利な場所にあります。
多くの方のご利用を
お待ちしています。

富永秀樹 所長

障害者施設ＳＥＬＰ・杜
が併設されており、毎
日地域の皆様で賑わっ
ています。お気軽にお
立ち寄りください。

子育て世代から高齢
の方まで、地域の皆様
が、集い、活動し、利用
しやすい福祉保健の拠
点を目指しています。

私たちのまちは、施設
に通う障害のある人や
高齢者と、地域の方た
ちがとても仲良しです。
子育て支援のグループ
交流も盛んです。

地域に楽しさと安心を
提供しながら、地域の
一員として愛され親し
まれるよう努めていま
す。皆様のお越しをお
待ちしています。

石塚淳 所長 小林大悟 所長梶山博子 所長

地 域 の 取 組

小菅ケ谷3-32-12
　 896-0471　　896-0472

中野町400-2
　 896-0711　　896-0713

桂台中4-5
　 897-1111　　897-1119

野七里1-2-31
　 890-5331　　890-5332

孤立予防 見守りのネットワークに民間事業者が参加
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おたがいさまの関係で安心 心も体も健やかに 障害の理解と社会参加 人と人のつながりをつくる地域で育つ・育てる

活動してみたい、参加してみたいと思ったら…　お近くの地域ケアプラザへご相談ください！

豊田地域ケアプラザ 笠間地域ケアプラザ 小菅ケ谷地域ケアプラザ 中野地域ケアプラザ 桂台地域ケアプラザ 野七里地域ケアプラザ



広告

★親子体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月26日（月）
★人形劇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3月 5日（月）

★オープンデイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月23日、
　　　　　　　   ３月２日・９日（各金曜）

★親子で遊ぼう1歳児・・・・・・・・2月21日（水）

★お楽しみ会・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月17日（土）

★かばくんアート・つくってあそぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月27日（火）
★ひなまつり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3月  2日（金）

★新聞紙で遊ぼう・・・・・・・・・・・・2月14日（水）
★おいしい給食を食べよう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月14日（水）

★みんなあつまれ・・・・・・・・・・・2月21日（水）

★子育てサロン・・・・・・・・・・・・・・・3月1日（木）
★みんなで体操・・・・・・・・・・・・・・・3月5日（月）

★移動動物村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月23日（金）

◆ほほえみカフェ
　「支援・つながり」「理解と協力」につい
て一緒に考えてみませんか。
　 2月24日（土）11時～14時
　 中途障害者施設「わ～くくらぶ・さ
かえ」ほか
　 区内福祉施設の物販とワークショップ、
東北被災地大槌町の支援物販
　 当日直接ぷらっと栄へ

◆春休みスペシャル
「超入門 囲碁講座」
 　3月28日（水）13時～16時
　 区内在住・在学・在勤の人20人（先着順） 
　 栄区囲碁普及会
　 2月20日（火）から電話か直接ぷらっと
栄へ

◆ロビーコンサート
～早春に奏でる管楽の響き ～
　 2月24日（土）11時～11時45分
　 当日直接地区センターへ
❶～❸　2月11日（日）から電話か直接
地区センターへ（先着順）
❶やさしい手作りパン教室～ピーナッツク
リームホーンとチョコケーキにチャレンジ！～
　 3月9日（金）9時30分～12時30分
　15人　　700円

❷庭木の手入れ教室～庭木の手入れ方
法をわかりやすく指導します～
　 3月17日（土）13時～15時
　 20人　　500円

❸親子で楽しむパステルシャインアート
（全3回）～心にやさしいセラピーアート～
　 3月29日（木）～31日（土）10時～12時 
　 小学生と保護者10組（高学年は子ど
ものみでの参加可）　　800円

    戸塚税務署　　863-0011（代表）

戸塚税務署からのお知らせ

区役所税務課からのお知らせ

◆確定申告期の閉庁日対応について
　平日以外でも、2月18日・25日（各日曜）に限り、当税務署において
確定申告書作成の相談、申告書用紙の配布及び申告書の受付を行います。
【受付時間】8時30分～　【相談時間】9時15分～17時
※会場が混雑している場合は、受付を早めに締め切る場合があります。
　なるべく16時までにお越しください
※当日は、電話での相談は行っていませんので、ご了承ください
※戸塚税務署の駐車場は、3月15日(木)までご利用いただけませんのでご注意ください

◆医療費控除を受けるための手続きが変わります！
　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した。）。

○医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります（税務署から
　求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）。
○医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を
　省略できます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費
　のお知らせ」などの書類で、次の事項が記載されたものをいいます。

◆申告書に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、本人確認書類等の提示又は写しの提
　出は不要です

①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称

※平成29年分から31年分までの確定申告については、医療費の
　領収書の添付又は提示によることもできます

　区役所では次の①②の受付を行います。期限内に申告をお願いします。

①所得税の医療費控除還付申告
　対象：給与所得のみで年末調整が済んでいる人
　（それ以外の人は税務署で申告してください。）
②市・県民税申告
　※確定申告が不要な人でも、給与や公的年金収入
　　以外の場合は申告をお願いします

　 2月16日（金）～3月15日（木）※土・日曜を除く
　 8時45分～11時30分、13時～16時30分
　 区役所本館３階５号会議室
　 区内在住者のみ

    市民税担当　　894-8350　　893-9146

★いいじまっこ展・・・・・・・・・・・・・・2月11日（日）
★みんなで遊ぼう会（ゲーム遊び）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2月17日（土）

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

小菅ヶ谷幼稚園
　 892-7117　　892-6577

やまゆり保育園
　 894-5353　　349-1122

新大船幼稚園
　 892-3535　　892-3572

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
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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
◆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。

飯島幼稚園
　 861-5155　　871-3316

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

認定こども園中野幼稚園中野どんぐり保育園
　 893-3980　　895-2651

飯島保育園
　 871-3661　　871-3812



広告

若年性認知症

2月18日（日）10時～15時
桂台地域ケアプラザ
認知症を６５歳未満で発症した７０
歳くらいまでの人と家族
３００円
電話か直接区内地域ケアプラザへ
（栄区６館地域ケアプラザ共催事業）

栄区の集い「笑風の会」

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

❶❷   電話か直接ケアプラザヘ
❶権利擁護相談会
　 3月10日（土）13時～15時　　4組
（定員次第締切）　　行政書士による成年
後見制度、遺言、相続に関する無料相談

❷障害児余暇支援事業「春のお楽しみ会」
　 3月25日（日）13時30分～16時
　特別支援学校や個別支援学級に通っ
ている小・中学生15人（定員次第締切）
　 音楽遊びとおやつ作り　　300円

◆飯島コミハ10祭（歳）
いいじまん作品展示会
　コミハで活動しているサークルが発
表します。
　2月24日（土）12時～17時、
2月25日（日）9時～15時30分 
　当日直接コミュニティハウスへ

◆自彊術
　健康な体づくりに最適な体操です。基
礎体力の向上を目指しましょう。
　3月11日（日）10時～11時30分
　20人（先着順）　　2月11日（日）か
ら電話か直接コミュニティハウスへ

❶～❸　  当日直接図書館へ
❶おはなし会
　絵本の読み聞かせなどを行います。
　 2月14日（水）16時～16時30分
 　4歳くらいから

❷かながわこどもひろば おはなし会
 　2月24日（土）14時～14時30分
  3歳くらい～大人　　「屋根がチーズ
でできた家」（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。
 　2月27日（火）11時～11時20分
 　4か月～3歳の子どもと保護者

◆読み聞かせボランティア向けス
テップアップ講座「絵本の力」
 　3月9日（金）10時～12時 区役所新
館8・9号会議室　　区内で活動する読
み聞かせボランティア40人(先着順)
 　福音館書店 上田紀人
　 2月15日（木）から電話か直接図書館へ

❶～❹　  電話か直接ケアプラザへ
❶野七里男の腕みがき塾
　2月17日（土）13時～15時
　15人（定員次第締切）　　
　ロイヤルホームセンター港南台　　
　住まいの修繕（網戸など）　　500円

❷介護者のつどい
　 2月23日（金）13時30分～15時30分 
　 10人（定員次第締切）

❸よこはまシニアボランティアポイ
ント登録研修会
　 3月1日（木）13時30分～16時
　 65歳以上の市民(介護保険第1号被
保険者)20人（定員次第締切）

❹げんきっこ・ひなまつり
　 3月2日（金）10時30分～14時
　 未就園児と保護者　　大人300円 
子ども１人100円（食事付）

❶❷   2月11日（日）から電話か直接
地区センターへ（先着順）
❶無駄なく！おもてなしクッキング
　 3月5日（月）10時～13時30分
 　16人　　800円
❷劇団ジーバ・ジーバ公演「１１ぴきのねこ」
～B.B.Boxの「はなのすきなうし」も上演！～
　3月11日（日）13時30分～15時
30分（開場：13時）　　50人
◆楽習教室
　3月7日～28日（毎週水曜）15時～
17時　　当日直接地区センターへ
◆懐かしの昭和歌謡・青春の昭和歌謡
　3月26日（月） Ａ：懐かし～抒情歌から
昭和歌謡 10時30分～12時
Ｂ：青春～昭和歌謡からフォーク
13時～14時30分　　各回50人（応募
者多数時抽選）　　高橋明子      100円
 往復はがきに①ＡかＢ②氏名③住所④
電話番号⑤返信宛名に住所・氏名を書い
て本郷地区センターへ。3月5日（月）消
印有効 ※講座の重複はできません

❶～❹　 2月11日（日）から電話か直接
地区センターへ（先着順）
❶スマホで美しい風景写真を撮ってみよう
（全3回）～屋外で撮影会もあります～
　3月6日・13日・20日（各火曜）13時～14時
30分※13日は屋外撮影　　10人　　100
円（屋外撮影時の交通費等は別途実費）
❷きぐれ先生とみんなで遊ぼ♥
～パラバルーン・手遊び・おはなしなど～
　3月8日（木）10時30分～11時30分
　1歳～未就園児と保護者10組
❸魚のさばき方講座
～地元すし店店主による実技指導～
　3月15日（木）10時～13時
　15人　　500円
❹みんなで紙ひこーきを遠くに飛ばそう 
～よく飛ぶ紙ひこーきのつくり方・飛ばし方～
　3月17日（土）12時30分～14時30分 
　20人（未就学児保護者同伴）

◆第22回「ぬくもり」世代間交流サロン
　おいしい昼食と音楽イベント体験コー
ナーなど盛りたくさんの企画です。
　 3月4日（日）11時～15時
　 当日直接ケアプラザへ

◆権利擁護講座
「健康寿命をのばす住まい」
  2月24日（土）13時30分～15時30分  
　30人（定員次第締切）　 住み慣れた
自宅でいつまでも過ごせるよう、一級建築
士から学ぶ　　電話か直接ケアプラザヘ

◆頑張るママのお助け講座（全2回）
～新入園・新入学児童用の手さげ作り～
　2月13日（火）・22日（木）9時30分～
14時30分　　6人（定員次第締切）　
　電話か直接地区センターへ

◆「つまみ細工」
～和のアクセサリーをつくろう～
　 2月17日（土）10時～11時30分
 　12人（定員次第締切）　　200円（材
料費）　　電話か直接ケアプラザへ

◆食べよう・作ろう・遊ぼう 世代間交流会
　お昼ごはんをみんなで食べ、一緒に遊
び、誰もが参加できる楽しい催しです。
　 2月17日（土）10時～14時 豊田地区
センター2階　　100円（中学生以下
無料）　　当日直接豊田地区センターへ

◆ふれあい文化祭～世界に一つだけ
の文化の華が咲きます～
　3月10日（土）①作品展：9時～
②お茶席：10時～16時
③音楽会：13時30分～15時30分
（①は3月12日（月）12時まで展示）
　 ②200円（お茶席代）
　 当日直接コミュニティハウスへ

◆スプリングコンサート
 　3月10日（土）14時～15時30分
 　40人（定員次第締切）
 　電話か直接コミュニティハウスへ

◆乳幼児応急処置法
　子どものけがは予防が大切！それでも
いざという時のための応急処置法を学
びませんか？
　 2月24日（土）10時30分～12時
　 ０歳～未就学の子どもと保護者・子育て
サポートシステム会員 計15組（定員次第
締切）　　日本赤十字社指導員
　 電話（　 898-1615）か直接にこりんくへ

❶～❺ ж60歳以上で、本人か子ども・
孫が市内在住の人
П2月11日（日）～前日に本人が電話
か直接翠風荘へ（先着順）
❶第66回翠のサロン・ミニコンサート
　 3月4日（日）13時30分～14時30分  
　 50人 　
　 BAY★Clarinets（クラリネット四重奏）

❷さわやかスポーツ「生活体力測定」
　3月12日（月）10時～11時30分 　
　 20人

❸らくらく体操
　3月14日（水）10時30分～11時45分
　30人

❹「スマートフォン」のシニア向け教室
　 3月19日（月）13時～15時　　20人
　 受講者に貸出しスマホを使っての教室

❺みんなで輪踊り
　 3月28日（水）10時～12時　　40人

じ  きょうじゅつ

　ボランティアの皆さんと一緒にご飯
を作って食べたり、親子で楽しみま
しょう！
　 3月27日（火）10時～13時30分
　 特別支援学校や個別支援学級に
通っている小・中学生と保護者6組
（定員次第締切）　　1人500円
※高校生以上のボランティアも同時
募集 （共催：野七里・小菅ケ谷地域ケ
アプラザ）

えふう

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

栄図書館
〒247-0014 公田町634-9
    891-2801      891-2803
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本郷地区センター
〒247-0005 桂町301 
    892-5310      892-5546

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

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

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

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

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

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

老人福祉センター 「翠風荘」
〒247-0024 野七里2-21-1 
    891-4141      891-4143

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

のこのこ中野

豊田地域ケアプラザ
〒244-0842 飯島町1368-10 
    864-5144      864-5904



シルバー人材センター 港南事務所
〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1
オフィスタワー13階
　 342-9600      847-1716

❶～❺　 当日直接本郷ふじやま公園へ
（当日先着順）
❶ひな人形飾りと呈茶会
　①ひな人形飾り：2月14日（水）～3月
12日（月）②呈茶会：3月3日（土）11時～
14時　　②30人　　②300円

❷開園15周年記念式典
～みんなでつこう祝いもち～
　 2月15日（木）10時～12時
　 紅白餅配布200人

❸いろり端昔ばなしの会
　 2月15日（木）10時30分～11時30分
　 15人

❹子ども工作～小鳥の巣箱作り～
　 2月18日（日）10時～11時
　 小学生10人（保護者同伴可）

❺古民家で味わう手打ちそばの会
　 2月18日（日）～25日（日）11時～14時
　 各日15人　　300円

❻～11  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）
❻七宝焼き
　 3月6日（火）13時～15時　　6人
　 500円　　2月24日（土）必着

❼パステルシャインアート～桜の花～
　 3月15日（木）13時～16時
　10人　  700円 　  2月27日（火）必着

❽初心者茶道体験教室
　 3月17日（土）13時～16時
　 5人　　500円　　2月28日（水）必着

❾第7回能舞能管コンサート
　 3月18日（日）16時30分～18時
　 80人 ※30人限定でそば（300円）あ
り。希望者ははがきにその旨明記（応募者
多数時抽選）　　2月28日（水）必着

10フラワーアレンジメント～春色リース～
　 3月22日（木）13時30分～15時30分
　 8人　　2,000円　　3月6日（火）必着

11里山のそば打ち塾
　 3月24日（土）10時～12時30分
 　10人　　800円　　3月9日（金）必着

❶❷   電話か直接小菅ケ谷北公園へ
（定員次第締切）
❶しいたけ栽培イベント
　電動ドリルで原木に穴を開けトンカチで
しいたけ菌を打ち込みます。菌を打ち込
んだ原木1本お持ち帰りいただきます。
　 3月10日（土）10時～11時
 　10組　　1000円
❷ノルディックウオ－キング教室
　 4月11日（水）10時～11時30分 　 15人

◆中高年英語入門教室
～平成30年4月生募集～（全36回）
　 4月12日～3月28日（各木曜/月3回）
13時～14時45分　　40歳以上で市
内在住の人24人（応募者多数時抽選）
　 月4,200円（3か月分前納/年会費別
途1,200円）　　はがき、電話、FAX又
はメール（ysckonan@yokohamacity-
silvercenter.or.jp）で①講座名②氏名
③年齢④電話番号をシルバー人材セン
ター港南事務所へ。3月9日（金）必着

❶～❸ 　当日直接あーすぷらざへ（当
日先着順）
❶上映会『パレードへようこそ』
　 2月11日（日）①10時～②14時～
（開場:30分前）5階映像ホール
　 各回120人
　 大人400円 小・中学生100円

❷【親子あそび】
ファンタジープログラム
　あーすぷらざのキャラクター、パンく
んと一緒に工作・お話・音楽を楽しもう！
　 2月13日（火）・21日（水）・27日（火）
11時～11時30分 5階ファンタジー展
示室　　子どもと保護者20組　　
　 常設展示室観覧料

❸上映会『最強のふたり』
　 2月18日（日）①10時～②14時～
（開場:30分前）2階プラザホール　　
　 各回200人

❹～❻　電話か直接あーすぷらざへ
（定員次第締切）
❹チャコールディギングdeスプーン
作り！ワークショップ
　 3月3日（土）10時～13時 １階多目的室
　 小学3年生～大人20人

❺地球市民トークセッション マイノリ
ティから考える わたしの“ふつう”あな
たの“ふつう”～ＬＧＢＴ×外国ルーツ×
障がい～
　 3月3日（土）14時～16時 2階プラ
ザホール　　250人
　  須本エドワード、広野ゆい ほか

❻講演会「テンダー流 地球の暮らし方」
　 3月4日（日）14時～15時30分
5階映像ホール　　120人

◆午後の音楽会 第90回 プレミアムコン
サート 桑原あい JAZZ PIANO LIVE
　豊かな音楽性と卓越した演奏技術が融
合、話題の若手No.1ジャズピアニスト桑
原あいが放つソウルを聴く。
　 4月11日（水）14時～（開場：13時
30分）　　300人　　2月5日（月）チケッ
ト発売 全席指定2,000円

◆自然観察会～谷戸の目覚め～
　2月25日（日）13時～15時（※雨天中止）
 　当日直接小谷戸の里へ
❶❷ 　電話か直接小谷戸の里へ（先着
順/小学生以下保護者同伴）
❶バードウォッチング
　3月11日（日）9時～11時（※雨天中止）
　20人　　100円（小学生以下無料）
　2月17日（土）から
❷竹細工～竹の鳥笛・箸・しゃもじ～
　 3月25日（日）9時30分～12時
　 20人　　500円　　2月27日（火）から

◆子ども水泳教室体験（全3回）
　 3月28日（水）～30日（金）
①幼児水泳教室：15時～15時45分
②小学生水泳教室：15時50分～16時50分
　 栄プール水泳教室未経験者又は以前
通っていたが1年以上経過している人
①新年少～年長15人
②新小学1～3年生15人
　 ①水なれ・けのび・バタ足②水なれ・けの
び・バタ足・呼吸無のクロール等
　1,500円　　往復はがきか所定の用
紙に①教室名②氏名③性別④生年月日・
年齢⑤学校・学年⑥〒住所⑦電話番号⑧
当プールの受講経験の有無を書いて栄
プールへ。3月16日（金）必着。
※応募者多数時は3月17日（土）に抽選

◆ふるさとの森散策会
　 3月10日（土）9時30分～11時30分
　 20人（当日先着順）　　当日直接虹の家へ

❶❷   2月14日（水）から電話で虹の家へ
❶バードウォッチング
 3月4日（日）9時30分～12時30分
（※雨天中止）　　20人（先着順）

❷植物観察会
　 3月17日（土）9時～11時（※雨天中止） 
　 20人（先着順）

❸❹ 　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｡2月20日（火）必着（応募
者多数時抽選）
❸親子パン教室
　 3月18日（日）13時～16時
　 小学生以上の子どもと保護者12組
24人　　1,500円
❹そば打ち教室
　 3月19日（月）14時～17時
　 12人　　2,000円

※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
◆女性のためのパソコン講座
①②　 2月15日（木）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

①セキュリティの基本とパスワード管理
　 3月24日（土）10時～15時30分
　 女性12人　　5,500円

②即戦力ＵＰ！実践エクセル（全2回）
　 3月17日（土）・18日（日）10時～15
時30分　　女性12人　　10,800円

◆苦手克服 逆上がり教室（全2回）
　3月17日（土）・18日（日）13時15分
～14時45分　　小学生30人（応募
者多数時抽選）　　2,000円
　往復はがきかホームページで①教
室名②氏名（ふりがな）③性別④生年
月日⑤年齢⑥〒住所⑦電話番号⑧(市
外在住で市内在学者は)学校名を書い
てスポーツセンターへ。2月18日（日）
必着

◆4月スタート ウクレレ教室
　往復はがきか所定の申込書(返信用
62円切手貼付)に①下記の教室名②氏
名(ふりがな)③性別④年齢⑤〒住所⑥電
話番号を書いて栄公会堂へ。３月１０日
（土)必着（応募者多数時抽選）

◆春からのスポーツ教室
　 4月から「春からのスポーツ教室」を
開催します。 詳細については電話か
ホームページ（http://www.yspc.or.jp/
sakae_sc_ysa/）でご確認ください。

ウクレレエンジョイ①

ウクレレエンジョイ②

ウクレレエンジョイ③

ナイト・ウクレレ

ウクレレ
スタートアップ

教室名 程度 対象

入門

初級

中級

中級

初級

20人

若干名

月

水

水

月

火

13時～14時

15時30分～
16時30分

13時～14時

14時30分～
15時30分

19時～20時

はじめ
ての人

少し
経験の
ある人

800円
×回数
月2～3回

募集人数 曜日 時間 参加費

※詳細については電話かホームページ（http://sakaekokaido.jp/）でご確認ください
※要ウクレレ持参

◆ロッキー「ひなまつりイベント」
　おだいりさまとおひなさまの糸でんわを
作ってあそぼう！（お菓子のプレゼント付き）
　 ①3月2日（金）②3月3日（土）10時～
16時　　①20人 ②25人（当日先着順）
　 当日直接ログハウスへ

◆寄せ植えリース作り
　 2月17日（土）13時30分～15時30分
　 10人（先着順）　　1,500円（材料費）
　 2月11日（日）から電話か直接金井公園へ

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。
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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

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

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

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

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

ていちゃかい

ていちゃかい

しっ ぽう

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
  ・　851-8333

桂山公園こどもログハウス「ロッキー」
〒247-0034 桂台中16-1
    893-2622      896-2421

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

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