
芝浦メカトロニクスで中学生が職場体験
＼栄区内の元気な企業！／

　 企画調整係
　 894-8161　　894-9127

企画調整係
894-8161　  894-9127

栄区 セーフコミュニティ

花サクサカエ

　「サーベイランス」って言葉を知って
いるかな？サーベイランスとは、英語で
「監視」や「見張り」を意味する言葉なん
だ。栄区では、傷害サーベイランス分科
会を設置して、各分野の取組を行ってい
る人や区役所、専門家の先生が集まっ
て、さらに安全安心の取組を進めるには
どこを改善すべきか、どういう工夫をす
れば事故やけがを減らすことができるの
かを話し合っているんだって。
　分科会座長の田髙教授（横浜市立大
学大学院）からお話をいただいたよ！

　皆さんこんにちは。横浜市立大学の
田髙です。私たちは、外傷に関する定量
データ（数値）や定性データ（生の声）を
収集したり、８つの分科会に対して、研
究者の視点からより効果的な予防のた
めの取組へのアドバイスを行っていま
す。
　平成30年は再認証の年です。栄区の
強みであるしっかりとしたコミュニティ、
行政、専門家の三者が連携し、セーフコ
ミュニティの活動をさらに強固なものに
していきましょう！

【期間】3月下旬～ 
　　　18時～21時
【場所】いたち川（区役所周辺）
※期間および時間帯は予告なく
　変更する場合があります

横浜市立大学大学院
医学研究科・

医学部地域看護学教室
教授 田髙悦子

　今年も桜の開花時期に、いたち川沿いの桜
と区の木制定記念樹（サクラ、カツラ）をライト
アップ。夜桜を楽しみながら、春の訪れを感じて
みませんか？
　満開にあわせて「カラーライトアップ」や、桜の
木に隠れているタッチーくんを探す「タッチーくん
探し」の特別企画も実施。ぜひお楽しみください！

　新しい年度の始まりです。ご家族・お友達と参加して、交通ルールを守り、
交通マナーの向上に取り組むことの大切さを考えてみませんか？交通安
全教室も体験できます！

　今年も「中学生が主役の一日」がやってきます。
栄区の未来を担う若者たちの活躍を見に、ぜひお
越しください！ 　芝浦メカトロニクスは、スマートフォン、テレビ、パソコン等の電化製品の

構成に欠かせない液晶・有機ELパネルや半導体、電子部品などを製造す
る装置を、工場などに提供している企業です。
　これらの製品は、皆さんの目に触れることはありませんが、同社では、例
年地域の皆さんとのコミュニケーションの一環として、西本郷中学校の２
年生を対象にした「職場体験学習」を実施しています。この体験学習は、進
路指導の一環として行われており、「働くとは何か」を学ぶことを目的とし
ています。

　 企業に関する問合せ　芝浦メカトロニクス株式会社　総務グループ
〒２４７-８６１０　笠間２-５-１　　８９７-２４２１

　 広報相談係　　894-8335　　894-9127

　１月に実施した体験学習では、普
段扱うことのない器具を使って、部
品の計測作業を実施しました。
　生徒の皆さんは、部品の計測と
いう一見何気ない仕事が製品の品
質を大きく左右することを学び、仕
事の難しさや責任の重さを感じる
ことができたようです。

4月7日(土)10時～12時 本郷小学校グラウンド
（※小雨決行 荒天時中止）
バス・白バイなどの展示・乗車体験、自転車教室、
「AED」取扱い実演ほか（予定）

3月18日(日)
開会式 8時30分～/発走 9時15分～
本郷台駅周辺周回コース

　区内中学校の選手たちがタスキをつな
いで本郷台駅前周辺を駆け抜けます。
ぜひ皆さんで熱い声援を送ってください！

　 地域活動係　　894-8391　　894-3099

　 区民施設担当 　　894-8393 　　894-3099

3月18日(日)9時45分～15時
本郷台駅前広場

　今年もお祭りを中学生がプロデュース！
毎年人気のカレーや綿菓子をはじめ中学
生らしい色とりどりのメニューでお待ちし
ています。ステージでは活気あふれる吹
奏楽やダンスで若者のパワーを感じてみ
てください！

　 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

いたち川 桜ライトアップ

春の交通安全フェスティバル

第６回 栄区中学校対校駅伝大会
SAKAEヤングフェスティバル2018

区中学校対校駅伝大会栄

3月18日（日）
開催！

平成30年度

＆

AKAEヤングフェスティバルS

◎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。

人口 120,737人 世帯数 51,018世帯栄区のいま
（平成30年2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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　 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)
　①3月12日②3月19日（各月曜）13時15分～15時45分
 　③4月9日④4月16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
　 3月9日(金)・28日（水）
　 3月14日(水)・23日（金）
　 3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  　 3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　

　 3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 
※3月21日は除く
※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
※３月14日に受診の場合、検査結果は3月28日の
　同時刻となります

　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）　　　

 　3月22日(木) 9時～12時
 　4月3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

　 3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  　3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）    　 3月14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

【出張受付会場日程表】
月日 曜日 時間 会場名 所在地

　生後91日以上の犬は、登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（年１回）が必
要です。動物病院又は出張会場で予防注射を受け、注射済票の交付を受
けてください。市が委託した動物病院でも、注射当日に注射済票の交付が
受けられます。

　当日８時の時点で大雨などの気象警報(波浪、高潮を除く)が発令されている場
合は中止します。中止は、市動物愛護センターのホームページでお知らせします。
なお、ご不明の際は、当日８時45分以降に生活衛生係にお問い合わせください。

午前：10時～12時  午後：13時30分～15時
全日：午前・午後両方の時間
新規登録の犬：6,600円　登録済みの犬：3,600円
※各動物病院での料金とは異なります

4月 2日

4月 5日

4月 6日

4月 9日

4月12日

4月16日

4月21日

上郷町證菩提寺
子ノ神日枝神社
笠間こどもの遊び場
千秀センター
庄戸会館
連合犬山会館
本郷台中央公園
飯島町内会館

埋蔵文化財センター
(旧野七里小学校)
桂山公園
戸塚長沼霊苑
栄区役所新館前

上郷町1864
若竹町31-28
笠間2-18
田谷町1662
庄戸4-14-2
犬山町1-6
本郷台1-14
飯島町2147

野七里2-3-1

桂台中16-1
長沼町612
桂町303-19

午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後

午前

午前
午後
全日

月

木

金

月

木

月

土

　 生活衛生係 　  894-6967　　895-1759 動物愛護センター 横浜市

　うつの早期発見や治療に正しい理解を持ち、こころが元気で
前向きになる講演会を開催します。
3月26日(月)15時～17時　区役所新館4階8・9号会議室
80人(先着順)
湘南精神保健福祉士事務所所長 長見英知
3月12日(月)から電話かFAXで障害者支援担当へ

　 障害者支援担当　　894-8405　　893-3083

　国民健康保険に加入されている人が、就職などにより会社等の健康保
険に加入したときは国民健康保険をやめる届出が必要です。
【持ち物】
●新しく加入した健康保険証（※1）
●国民健康保険証（※2）
●窓口にお越しいただく人の本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）
●印鑑（朱肉を使うもの）
※本人やご家族の来庁が困難な場合、郵送による届出も承ります。
　自動で切り替えにはならないのでご注意ください
【受付窓口】  区役所本館１階１７番窓口

　 保険係　　894-8425　　895-0115
（※1）健康保険証サンプル （※2）国民健康保険証サンプル

　 4月2日（月）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

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。実施医療機関は健康づくり係にお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。

胃がん（エックス線） 
(40歳以上／1年度に1回)

　 5月1日（火）9時10分～11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）

　 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

　4月10日(火)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)

　 5月10日(木)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

　3月19日（月）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)

　 4月19日（木）午前中
　 区役所新館2階（当日の受付時間は予約時に調整) 
　 45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

横浜市  がん検診
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福祉保健センター
だより



特集に関する問合せ：高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

◆引っ越しの手続きについて
◎休み明けの月曜日や土曜開庁日は、毎年、特に混雑します。週半ばの
　平日が比較的空いている傾向です。
◎手続きに来庁される人は、必ず本人確認資料（運転免許証、健康保険
　証等）をお持ちください。
◎本人、同一世帯員以外の人が手続きする場合は、委任状が必要です。
◎横浜市内での引っ越しの場合は、前住所地での転出届は必要ありま
　せん。異動後14日以内に、新住所地の区役所にて転入・転居の届出を
　してください。

◆住民票の写しや印鑑証明、戸籍全部事項証明書などの証明書発行に
　ついては、JR港南台駅・戸塚駅等にある「行政サービスコーナー」も
　ご利用いただけます。

　３・４月の土曜開庁日
　3月10日・24日、4月14日・28日 9時～12時
　臨時開庁日
　3月31日(土) 9時～12時

●戸籍課 １階⑪⑭番窓口
　　 894-8340（戸籍担当）
　　 894-8345（登録担当）
　　 894-3413（戸籍課共通）
●保険年金課 １階⑯⑰⑱番窓口
　　 894-8420（国民年金係）
　　 894-8425（保険係）
　　 895-0115（保険年金課共通）
●こども家庭支援課 ２階㉖番窓口
　　 894-8410
　　 894-8406

住民異動の届出、印鑑登録、戸籍
の届出など

国民年金、国民健康保険の手続
など

児童手当、母子健康手帳の交付

◆平日に届出ができない人のために、区役所窓口を臨時開庁し、引っ越し
　に伴う届出等の一部業務を行います。第２・４土曜日の開庁とあわせて
　ご利用ください。

※他都市や他機関に確認が必要な業務など、一部取扱いのできない業務
　もありますので、事前に各窓口へお問い合わせください

春の引っ越しシーズン到来！

開庁窓口 取扱業務

３月下旬～４月の引っ越しシーズンは、区
役所窓口の混雑が予想されます。 
手続きをご予定の人は、時間に余裕を持っ
てご来庁ください。

栄ケアネット代表
兼武美保さん

栄区訪問リハビリテーション
連絡会代表  加藤博司さん

栄区医師会会長  江口一彦さん

栄区薬剤師会会長  二宮三嘉さん

栄区訪問看護ステーション
連絡会代表  三田律さん

栄歯科医師会会長
大矢享さん
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のこと医療 のこと介護

在宅医療・介護が
必要になっても大丈夫！
身近な専門職が

あなたの生活を支えます！



たくさんの人に支えてもらって

実際にこんな
生活ができています

お住まいの地域を担当する地
域ケアプラザ、もしくは区役所
（2階23番窓口）で申請します。

申  請

　高齢になったり病気になった
りすると、一人では身の回りのこ
とができなくなってきます。
　自分の状態に合った介護サー
ビスを利用することで、快適に
暮らすことができます。

医療や介護のご相談をお受けします

夜間・休日に相談可能な窓口があります
　主任ケアマネジャー、看護職、社会福祉職などの専門職員が、お住まい
の地域の福祉に関する相談を受けたり、介護保険サービス、介護予防など
の情報提供や関係機関との連絡調整を行います。

「かかりつけ医を紹介してほしい」「往診してくれる医師を紹介してほしい」
「訪問看護や訪問リハビリを受けたい」「退院後、自宅での生活が不安」など
看護師やケアマネジャー資格を持つ相談員が相談に応じます。

相談先の連携も支援します
　介護予防や認知症予防、介護保険サービス
に関する相談をお受けします。また、在宅医療
相談室や地域包括支援センターと連携した
地域づくりも行います。

　医療、介護、福祉など、様々な専門職と専門機関が定期的に集
まり、顔が見えるネットワークづくりを進めながら、安心して暮ら
せる地域づくりのためにできることを検討しています。

認定調査と主治医意見書を
基に、介護の必要性と度合い
を審査します。

介護認定審査会 介護サービスの利用

食事やトイレの介助を受ける 
など

自宅で利用する

自宅に手すりやスロープを設置
する など

生活環境を整える

介護予防のための運動や入浴
介助 など

通いながら利用する

認定調査員が、本人と家族か
ら聞き取り調査を行います。

認定調査

かかりつけ医が主治医意
見書を作成します。

主治医意見書

本人の状態や意向を確認し
ながら、ケアプランを作成し
ます。

ケアマネジャーと
相談

至 本郷台駅

横浜
栄共済病院

栄消防署

栄区役所

栄警察署

在宅医療相談室

ゆず庵

栄図書館

天神橋

栄警察署前

　在宅医療相談室では、区民
の皆さまの在宅医療や介護
の相談支援を行っています。
自宅で療養するためにどうし
たらいいのか、不安に感じた
り困った時は、まずはお気軽
にご相談ください。

　入院しながら肺がんの治療はできな
いと言われてしまった。退院して自宅で
療養したいけれど、どうすればいいの
かな…。

訪問してくれる先生はいる？Ａさ
ん （男性 70歳代）

　義母が病気で食事が取れなくなり、
点滴で栄養を入れている。家でも管理
できると言われたけれど、本当に大丈
夫かしら。何を準備すればいいのか分
からないわ。

自宅で点滴ができるの？

　最近、食事を飲み込むことが難しく
なったり、むせ込んでしまったりするこ
とがあるの。どこで相談したらいいの
かしら。

しっかり噛んで食事を
楽しみたい

　妻が脳梗塞でリハビリ病院に入院
中。もうすぐ退院だけど、家に帰っても
リハビリは続けさせてあげたい。どこ
かできるところがあるのかな。

退院後もリハビリを
続けたいなDさ

ん （男性 50歳代）

　父のもの忘れが多くなってきて、認
知症なのか心配。専門病院を受診させ
たいけれど、本人が拒んでいて、どうし
たらいいか…。

もの忘れが気になってきたEさ
ん （女性 40歳代）

　地方で一人暮らしをしている親を引
き取るが、自分たちも仕事と子育てが
あるし…。親の介護が必要になったと
きに備えて、手続きのことを知ってお
いた方がいいかな。

親の介護はどうしよう
Fさ
ん （男性 40歳代）

Bさ
ん （女性 60歳代）

Cさ
ん （女性 70歳代）

　訪問診療医を紹介してもらい、週
に1回、自宅に往診してくれるように
なった。訪問看護ステーションからも
看護師が週に2回来てくれて、困った
ときに相談できるし、安心して療養で
きている。

　訪問診療医だけでなく、看護師
が手伝ってくれて、薬や必要なものも
手配してくれた。家の近くの薬剤師
も薬を届けてくれるし、みんなが関
わってくれて、本当に助かってる。

　訪問診療の歯科医師が自宅まで
来てくれるなんて知らなかった。口腔
ケアについて丁寧に相談に乗ってもら
えて、本当に良かった。

　退院後のリハビリについての相談を、

ケアマネジャーにのってもらい、
訪問リハビリを利用することにし
た。すぐ近くにこんなサービスがあっ
たんだ！ 

　「かかりつけ医に説得してもら
うと良い」とアドバイスをもらい、父も
安心して話を聞くことができた。地域
包括支援センターや区役所にも「もの
忘れ相談」があり、専門医もいると教
えてもらった。

　介護保険や子育てのことを、週末
や夜でも相談できるところがあると分
かって良かった。

どこでも相談をお受けします

　893-6200（公田町635）
月～金曜　９時～17時
（土・日曜、祝日、年末年始を除く）

在宅医療相談室　児玉崇さん、野原良江さん

ご自身やご家族が病気を抱えたり、介護サービスが必要になっても、住み慣れた地域で暮らし続けたいと思うのはみんな同じです。
相談できるところが身近にあります。ひとりで悩まず、相談してみましょう。

休日急患診療所と併設 在宅医療相談室

地域ケアプラザと併設

地域包括支援
センター

区役所

介護保険の
手続き
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相談しよう 住み慣れた地域で暮らすために

高齢・障害支援課
　 894-8415（桂町303-19）
月～金曜　８時45分～17時
（土・日曜、祝日、年末年始を除く）

豊田地域ケアプラザ　　　　864-5411（飯島1368-10）
笠間地域ケアプラザ　　　　890-0800（笠間1-1-1（ルリエ大船内））
小菅ケ谷地域ケアプラザ　　896-0471（小菅ケ谷3-32-12）
中野地域ケアプラザ　　　　896-0711（中野町400-2）
桂台地域ケアプラザ　　　　897-1111（桂台中4-5）
野七里地域ケアプラザ　　　890-5331（野七里1-2-31）

月～土曜　  ９時～21時
日曜、祝日　９時～17時（年末年始、施設点検日を除く）

専門職もつながっています（多職種ワーキング）
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◆みんなのカフェ
　１年間のカフェをスライドショーで振
り返ります。『桂台げんき食堂』からの現
場の声を聴き、ボランティアについてみ
んなで考えてみませんか。
　 ３月24日（土）11時～14時
　 当日直接ぷらっと栄へ

❶❷　 当日直接地区センターへ
❶ギターとピアノの絶妙なデュオ！ 
Dúo Pasiónがお届けするスプリング
コンサート ～春風に誘われて至福の
ひとときを過ごしませんか～
　 3月18日（日）14時～15時30分（開
場:13時30分）　　80人（当日先着順）

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～
　 4月4日・11日・18日・25日（各水曜）
15時～17時

❸～❺　 電話か直接地区センターへ
❸キグちゃんのはぐくみ広場
～子育ての不安や質問はありませんか？
ママと赤ちゃんの笑顔のために～
　 4月4日（水）10時30分～11時30分
　 生後1歳までの赤ちゃんと保護者、出
産予定の人とその家族15組（定員次第
締切）

❹春の過ごし方と薬膳（座学）～薬膳の
考え方を取り入れて美しく健康ライフ・
瀧先生の薬膳スイーツと薬膳茶付き～
　 4月13日（金）10時～12時
　16人（先着順）　　500円
　 3月12日（月）から
※調理ではありません

❺キグちゃんの「親子であそぼ！」０歳児 
～遊びからまなぶ子どもの育ち～
　 4月27日（金）10時30分～11時30分
　 0歳児と保護者20組（定員次第締切）

◆懐かしの昭和歌謡・青春の昭和歌謡
　 4月23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　　200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
て地区センターへ。4月3日（火）消印有
効 ※講座の重複はできません

◆春の行楽に！！
「具だくさんサンドイッチ」料理講座
　 4月23日（月）10時30分～13時30分
　15人（先着順）
　 500円
　 3月11日（日）から電話か直接地区
センターへ

◆ロビーコンサート
～心躍るハーモニカアンサンブル～
　 3月31日（土）11時～11時45分
　 当日直接地区センターへ

◆年度初め、家計簿をつけてみませんか！
　 4月14日（土）13時～14時45分
4月27日（金）10時～11時45分
　 20人（先着順）　　500円
　 3月11日（日）から電話か直接地区
センターへ

★みんなで体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・4月9日（月）

    固定資産税・都市計画税の課税内容について
    税務課土地担当　　894-8361　　８９３-９１４６
    地積の増減や地籍調査の内容について
    環境創造局地籍調査課　　６７１-２６２７　　６６２-３６３０

笠間地区及び長尾台町の一部における
地籍調査成果に伴う固定資産税等の
課税内容の変更について

　笠間一丁目、二丁目、三丁目の各一部、長尾台町の一部、及びその周辺地域に
ついて、地籍調査成果を基に、法務局で登記簿の地積などが修正されています。
平成29年中に修正された土地については、平成30年度から固定資産税・都市
計画税の課税内容が変更されます。
※新たな資料に基づき評価の見直しを行うため、地積の増減と税額の増減は一
　致しない場合もあります。ご不明な点は土地担当（本館３階33番窓口）にお
　問い合わせください
※問合せの際には、運転免許証又は健康保険証など納税者本人であることを確
　認できるものと納税通知書を持参してください

★ミニ動物園・・・・・・・・・・・・・・・3月26日（月）

★花まつり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4月6日（金）

栄区役所の無料特別相談について
　栄区役所では、相続や離婚、債務のことなどについて、弁護士や司法書
士など、専門の相談員による相談を行っています。ぜひご利用ください。

    栄区医師会　  893-2999

　　　　市民公開講座
～気になる病気と健康を
考える～
　今回のテーマは骨粗しょう症・
肺炎について、地域の先生がお話
します！
　 3月8日(木)14時～16時 
たっちーらんど（栄公会堂）
　 500人(当日先着順)
　 本郷台整形外科クリニック 院長 
田中堅一郎
横浜栄共済病院 呼吸器内科部長
三浦健次
　 当日直接会場へ

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

やまゆり保育園
　 894-5353　　349-1122

桂台保育園
　 894-1374　　894-1490
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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。

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

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

かつら愛児園
　 892-3711　　894-2174

※相談種別によっては、すぐに予約がとれない場合がありますのでご了承ください
※相談員に仕事を依頼することはできません
※同一案件を再度相談することはできません

　・　 広報相談係　　894-8335　　894-9127

相談種別 実施期間
（相談時間）

相談日
※祝日を除く 相談内容

法律相談

司法書士相談

公証相談

行政書士相談

交通事故相談

13時～16時
（30分以内）

13時～16時
（30分以内）

13時～15時
（30分以内）

13時～16時
（30分以内）

9時～16時

相続、離婚、住宅に関する
トラブル、消費者被害など

債務整理（140万円以下）、
相続・不動産登記、成年後見など

公正証書（遺言、任意後見契約、
貸借契約など）の作成に関する
こと

遺言書、遺産分割協議書等の
書類の作成に関すること
（法的紛議案件に係るものを除く）

示談の方法、保険金請求、
賠償額計算、自転車事故など

毎週木曜

第２金曜

第２火曜

第４火曜

第４月曜

予約制

予約制

予約制

予約不要

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

◆漢字王決定戦＠小菅ケ谷地域ケアプラザ
　 3月25日（日）10時～12時
　 小・中学生と家族30人（定員次第締切）
　 50円　　電話か直接ケアプアザへ
◆健康ウオーク教室（全10回）
　 5月10日～7月12日の毎週木曜
10時～11時30分
　 60歳以上20人（応募者多数時抽選）
　 体力測定・体操等
　 初回のみ300円（保険代）
　 4月2日（月）から電話か直接ケアプラザヘ

◆本読みお話会・子どもの紙芝居（年11回）
　 毎月第1土曜日（ただし8月は休み、1
月のみ第2土曜日）14時～15時
　 幼児～小学生低学年（未就学児保護
者同伴）
　 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなし、
パネルシアターなど
　 当日直接コミュニティハウスへ

◆平成30年度 さかえ ふれあい助成
金・日赤地域福祉活動助成金 説明会
　区民同士の支えあいによるボラン
ティア活動など、地域福祉保健に貢献す
る事業の支援を目的としています。
　 ①3月15日（木）14時～15時30分
②3月16日（金）10時～11時30分
　 助成金申請予定の団体(各団体１人)
　 電話かはがき又はFAXで①団体名
②参加者氏名③電話番号④希望日を栄
区社会福祉協議会へ。

❶～❸　 当日直接本郷ふじやま公園へ
（当日先着順）
❶いろり端昔ばなしの会
　 3月15日（木）10時30分～11時30分
　15人

❷子ども工作
～竹とんぼ作って飛ばそう～
　 3月18日（日）10時～11時
　 小学生10人

❸お花見の会
　模擬店、郷土芸能、パフォーマンス、
ゲーム、お茶席などをお楽しみください。
　 4月1日（日）10時～13時（※雨天
中止）

❹～10　 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）
❹絵手紙～はがき絵の基礎と実践～
（全4回）
　 4月10日・17日、5月8日・15日（各火
曜）13時～16時　　10人　　600円
　 3月26日（月）必着

❺パステルシャインアート～春を描く～
　 4月14日（土）10時～12時　　10人
　 700円　　4月6日（金）必着

❻竹林整備(タケノコ掘り)
　 4月15日（日）9時30分～12時（※雨
天中止）　　小学生以上100人
　 往復はがき1枚につき4人まで。3月
22日（木）必着

❼押し絵～ミニ色紙であやめと
白ゆりを～ （全4回）
　 4月16日・23日、5月7日・21日（各月
曜）13時～16時
　12人　　1,500円
　 3月30日（金）必着

❽初心者茶道体験教室～四季を
感じながらおもてなしの心を～
　 4月21日（土）13時～16時　　5人
　 500円　　3月31日（土）必着

❾フラワーアレンジメント
～プリザで母の日の卓上花～
　 4月24日（火）13時30分～15時30分
　 8人　　2,000円
　 4月11日（水）必着

10創作粘土人形～歌う少女～（全4回）
　 4月26日、5月24日、6月7日、7月5
日（各木曜）13時～16時　　10人
　 2,000円　　4月12日（木）必着

❶～❾　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人
❶～❺　 3月11日（日）～前日に本人が
電話か直接翠風荘へ（先着順）
❶楽しく学ぶ成年後見制度の話
　 3月14日（水）10時～12時　　20人

❷さわやかスポーツ「グラウンドゴルフ」
　 4月9日（月）10時～11時30分
　18人

❸らくらく体操
　 4月11日（水）10時30分～11時45分
　 30人

❹歌ってハツラツ
　 4月20日（金）13時～15時　　40人

❺みんなで輪踊り
　 4月25日（水）10時～12時　　40人

❻～❾　 3月11日（日）～21日（水）に
住所・氏名・生年月日を確認できるものと
結果通知用はがきを持参して直接翠風
荘へ（応募者多数時抽選）
❻初めてのフラダンス教室（全6回）
　 4月17日～6月19日の第1・3・5
火曜 13時30分～14時30分
　 20人

❼古典に親しむ「枕草子」（全10回）
　 4月20日～9月7日の第1・3金曜 
10時～12時　　40人　　400円

❽初めての庭木の手入れ（全6回）
　 4月25日～5月30日の毎週水曜
13時～15時　　20人　　2,000円

❾音楽で脳トレ講座（全10回）
　 4月25日～9月12日の第2・4水曜 
10時～12時
　 20人　　300円

◆午後の音楽会 第91回 佐藤采香 
ユーフォニアムリサイタル
　優しくあたたかな音色が聴くもの全
てを包み込む。次世代を牽引する若手
奏者が奏でるユーフォニアムの魅力。
　 5月16日（水）14時～（開場：13時30
分）　　300人
　 佐藤采香（ユーフォニアム）、塚本芙美香
（ピアノ）
　 3月5日（月）チケット発売 全席指定
500円

◆0才からのコンサート～初めての
パーカッション・アンサンブル～
　おやこで楽しむファミリーコンサート。
　 6月23日（土）①10時～（開場：9時30
分）②13時～（開場：12時30分）
　 各回300人
　 小菅しほり、鈴木和徳、平野有希子、関聡、
小西沙帆、蓮實志帆（パーカッション）
　 3月31日（土）チケット発売
全席指定 1座席につき 1,500円
※大人1人につき、乳幼児1人まで入場可。
ただし、お子様が座席を使用になる場合
はチケットが必要です

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。
　 3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
　 3月24日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 「鳥のみじい」（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。
　 3月27日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者

◆子ども囲碁教室
　囲碁を始めたいお子さんに囲碁の楽
しさやルールを教える教室です。基礎か
ら学び技術の向上を目指しましょう。
　 4月28日（土）10時～12時
　 小学生20人（先着順）
　 3月11日（日）から電話か直接コミュ
ニティハウスへ

❶❷　 電話か直接ケアプラザへ
❶のしちりほっこりカフェ
～今年はお花見できるかな？～
　 3月29日（木）13時～15時
　100円（茶菓代）
❷姿勢改善・コグニサイズ
「体組成計測定会」
　 4月4日（水）12時30分～14時45分
　 25人（定員次第締切/姿勢改善コグニ
サイズに参加した事のある人優先）　　
　 500円

❶❷　 電話か直接ケアプラザヘ
❶介護予防フォローアップ講座＆
なかのカフェ（介護者のつどい）
　アロマを使ったリラクゼーション主体
のヨガです。
　 3月17日（土）13時30分～15時30分
　 65歳以上25人（定員次第締切）
　 「なかのカフェ」に参加する人は茶菓代
100円
❷山田陽治さんによる自然の楽校
春をさがそう、味わおう！
　春に芽吹く野草を探して、天ぷらやお
団子にして味わおう。
　 4月8日（日）9時30分～14時（※小
雨決行）　　親子15組（定員次第締切/
小学3年生以上は子どものみの参加可）
　1人500円（2歳以下無料）

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

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

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

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

栄区社会福祉協議会
〒247-0005 桂町279-29
    894-8521      892-8974

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



❶❷　 電話か直接小菅ケ谷北公園へ
❶お茶を知る講座
　小菅ケ谷北公園のお茶の木でボディ
ミストを作りましょう♪
　 4月7日（土）10時～11時30分
　10組（定員次第締切）　　500円

❷ノルディックウオーキング教室
　 5月9日（水）10時～11時30分
　15人（定員次第締切）

❶❷　 電話か直接あーすぷらざへ（定
員次第締切）
❶辻信一講演会
グローバルからローカルへ～ナマケ
モノ教授が見た「しあわせの経済」～
　 3月18日（日）14時～15時30分
5階映像ホール　　120人

❷ミャンマー音楽文化講座
　 3月21日（水・祝）13時～14時 
１階会議室　　30人

❸～❼　 当日直接あーすぷらざへ
❸パネル展示
「SDGｓとわたしたちのアクション」
　 3月18日（日）まで 9時～17時
2階展示コーナー

❹映画『TOMORROWパーマネント
ライフを探して』
　 3月11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

❺ミャンマー伝統音楽ドキュメンタリー
上映会『チョーミン楽団が行く！』＋
アフタートーク
　 3月21日（水・祝）15時～17時30分
（開場：30分前） 5階映像ホール
　120人（当日先着順）
　 大人400円 小・中学生100円

❻写真展『チョーミン楽団が行く！』
　 3月21日（水・祝）～4月22日（日）
9時～17時 2階展示コーナー

❼映画『世界でいちばん美しい村』
　 4月8日（日）①10時～②13時～
③16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

◆第1期水泳教室募集
　 4月2日（月）～5月12日（土）
　 月曜 ウォーキング 成人初級Ａ
　　　  成人初級Ｂ 小学生教室
火曜 成人初級ＡＢＣ 成人中級ＤＥ 
　　 幼児教室 小学生教室
水曜 アクアビクス1st  アクアビクス2nd
　　 幼児教室 小学生教室①・②
木曜 成人初級ＡＢＣ 成人中級ＤＥ 成人
　　 上級Ｆ 幼児教室 小学生教室
金曜 アクアビクス1st 幼児教室 小学生
　　 教室①・②
土曜 成人初級ＡＢ 成人初級Ｃ 成人中級Ｄ
　　 幼児教室①・② 小学生教室①・②・③
※詳しく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

　 往復はがきに①教室名(第3希望まで
記載可)②参加者名(ふりがな)③性別 ④
生年月日(子ども教室は学校又は幼稚園
/保育園名と学年も記載)⑤〒住所⑥電
話番号⑦当プールの受講経験の有無を
書いて栄プールへ。3月15日（木）必着

◆オトナの初中級英会話
　定員に空きが出ましたので若干名募
集します。
　 4月15日、5月27日、6月10日（各
日曜）9時～10時30分
　 若干名（応募者多数時抽選）
　 各回1,500円※初回テキスト代1,000円
　 往復はがきか所定の申込書（返信用
62円切手貼付）に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電話番号を書いて栄公会堂へ。3
月20日（火）必着

❶～❺　  電話で虹の家へ（先着順）
❶舞岡ふるさと村タケノコ掘り
　 4月上旬～下旬（月・火曜定休）9時30分～
10時30分　　入園料：大人200円 子
ども100円 価格：お問い合わせください
　 3月16日（金）から

❷吊るし雛を作ろう （全10回）
　毎月、飾りを作り3月の節句に吊るし
雛を完成させよう。
　 4月～2019年2月の第2土曜（8月は
休み）9時30分～11時30分　　大人
15人　　10,000円（材料費込み）
　 3月11日（日）から

❸春野菜を使った料理教室
　 4月15日（日）10時～12時30分
　 大人18人　　1,800円
　 3月11日（日）から

❹ヨガ教室（全2回）
　 4月19日、5月17日（各木曜）10時～
11時30分　　大人20人
　 800円　　3月15日（木）から

❺春の虫観察会
　 4月22日（日）13時30分～15時30分
（※雨天中止）　　15人
　 3月11日（日）から

◆そば打ち教室
　 4月23日（月）14時～17時
　 大人12人（応募者多数時抽選）
　 2,000円
　 往復はがきかホームページ(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｡
3月20日（火）必着

◆ふるさとの森散策会
　 4月28日（土）9時30分～12時（※雨
天室内）　　20人（当日先着順）
　 当日直接虹の家へ

◆パパたち集まれ！！
「手形製作＆おやこあそび」
　 3月17日（土）10時30分～12時
　 未就学児とパパ（ママも一緒にどうぞ）
12組（定員次第締切）
　 電話（　 898-1615）か直接にこ
りんくへ

※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　 3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（先着順）

①ワード初級（全2回）
　 4月9日（月）・10日（火）10時～15時
30分　　女性12人　　10,800円

②ワード中級（全2回）
　 4月14日（土）・15日（日）10時～15
時30分　　女性12人　　10,800円

❶❷　 当日直接小谷戸の里へ
❶自然観察会～早春の里山～
　 3月25日（日）13時～15時（※雨天
中止）
❷「舞岡公園 谷戸学校」説明会
　田んぼ作業を中心に谷戸の保全を学
ぶ１年間の講座です。
　 4月8日（日）10時～12時
　 18歳以上

◆わら細工～わら馬作り～
　 4月15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　　3月21日（水）から電話
か直接小谷戸の里へ

◆茶摘みと手もみ茶作り
　 5月3日（木・祝）9時30分～12時（※
雨天中止）　　小学生以上30人（応募
者多数時抽選/小学生保護者同伴）
　 700円
　 往復はがき（1枚につき5人まで）に①
講座名②住所③参加者全員の氏名・年齢
④電話番号を書いて小谷戸の里へ｡4月
10日（火）必着

◆当日受付教室のお知らせ
　当日受付で参加できる教室です。運動のできる服装と、室内シューズ（ヨガ・アロマスト
レッチは不要）をご持参ください。定員になり次第締め切ります。また安全管理上、開始
時間を過ぎての受付はお断りする場合があります。

参加料（１回）3月開催日時間（受付時間）曜日教室名 対象・定員
（定員次第締切）

らくらく太極拳

水曜ZUMBA

アロマストレッチ

水曜ナイトヨガ

木曜エアロビクス
ボクシング
シェイプアップ
エアロビクス

金曜ZUMBA

初心者のための
フットサル

バレーボールタイム

日曜モーニングヨガ

16歳以上
 90人
16歳以上 
90人

16歳以上
 20人
16歳以上 
50人

16歳以上 
90人

16歳以上 
90人

16歳以上 
90人

16歳以上 
30人

16歳以上
 50人
16歳以上 
70人

13時15分～14時45分
（12時45分～）
13時～14時

（12時45分～）
19時30分～20時30分
（19時15分～）

21時5分～21時50分
（20時50分～）

11時30分～12時30分
（11時10分～）

10時30分～11時30分
（10時10分～）

11時45分～12時45分
（11時30分～）

19時15分～20時45分
（19時～）

19時5分～20時50分
（18時50分～）
7時45分～8時45分
（7時30分～）

6日・13日・20日・27日

7日・14日・28日

7日・14日・28日

7日・14日・28日

1日・8日・15日・
22日・29日

2日・9日・16日・
23日・30日

2日・9日・16日・23日

3日・10日・17日・
24日・31日

4日・11日・18日・25日

５００円

５００円

6００円

５００円

５００円

各５００円
※エアロ・ZUMBA通し

７５０円

６００円

５００円

５００円

火

水

水

水

木

金

金

金

土

日

ひな

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

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

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

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

栄プール

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
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