
栄スポーツセンター（たっちーらんど）　　894-9503　　894-9505
生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　アテネオリンピックの男子体操団体で金メダルを獲
得した米田功さんをお招きし、鉄棒やマット運動を中心
とした体操教室を実施します！

　 ８月８日（水）10時～12時
　 栄スポーツセンター（たっちーらんど）第2体育室
　 区内在住・在学の小学生40人（先着順／事前申込制）
　 ６月21日（木）から①イベント名②氏名③学年④電話番号を電話か直接栄
　 スポーツセンター（たっちーらんど）へ
※当日は運動ができる服装でお越しください

高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

　生活習慣病予防や認知症予防の大切さを確認し、いきいきと
した生活を続けるために、自分にあった生活スタイルを考える
きっかけづくりをしていきましょう。
　 ６月２７日(水) 13時30分～15時30分（開場:13時）
　 栄公会堂（たっちーらんど）
　 ３００人（当日先着順）
　 つながるクリニック院長 八森淳
　 当日直接会場へ

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　予防には、水分補給と暑さを避けることが大切です。

　文化・芸術の“秋の祭典”です。皆さんの参加をお待ちしています。

【日常生活の注意点】
・のどが渇く前にこまめに水分をとりましょう
・室内でも温度を測り、エアコンや扇風機を上手に利用しましょう
・通気性がよく、吸汗・速乾の素材の服装や、帽子・日傘を活用しましょう
・急に暑くなった日や熱帯夜、湿度の高い日や風の弱い日にも気をつけましょう

熱中症関連情報が提供されているサイト
「環境省熱中症予防情報」http://www.wbgt.env.go.jp/

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

　今月4日～10日は「歯と口の健康週間」です。
　普段何げなく使っている、「お口」は、食事・話・呼吸をするとっても大切なところ
ですが、最近下記のような症状はありませんか？
□歯を磨くと血が出る
□歯肉が赤く腫れている
□口の中がネバネバしている
□歯石がついている
□口臭が気になる
□歯肉が下がってきた（歯が伸びたように見える）
□歯と歯の間に物がはさまりやすい

対象:区内在住・在勤・在学の個人、区内で活動するグループのメンバー
応募:応募先は下表参照。いずれも6月30日（土）締切（必着）
主催:栄区文化協会 共催：栄区

　このような症状があれば、歯周病かもしれません。　
　歯周病は、痛みなど自覚症状が無く、あなたが知らないうちに進んでいきます。
予防するには、正しいブラッシングや生活習慣の改善が必要です。気になる場合
は、福祉保健センターが地域で行う「歯周病予防教室」や、お近くの歯科医院でご
相談ください。

　 高畠町役場商工観光課観光交流係　　0238-52-4482　　0238-52-1543
　 高畠町役場企画財政課広聴広報係　　0238-52-4476　　0238-52-1543
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　8月15日・16日の2日間、高畠町の一大イベント「青竹ちょうちんまつ
り」が開催されます。
　安久津八幡神社のみこしを送迎するために、今から約300年前、道中の
家々が提灯のついた青竹を飾ったのが始まりとされています。おまつり自
体は今年で53回を数え、今では、老若男女問わず町のみんなが楽しみにす
るイベントになっています。
15日は勇壮な「みこしパレード」が
行われ、「わっしょい、わっしょい」と
威勢よく通りを練り歩きます。▼

▲16日の「民踊パレード」では、あで
やかな衣装の踊り手が「ヤッショー！
マカショー！シャンシャンシャン！」の掛
け声と共にまつりに華を添えます。

作品展

秋の
音楽祭※

芸能秋の祭典
さかえ邦楽の集い

合唱の祭典①②
素敵なすてきな
クラシックコンサート
シャンソンの夕べ

器楽の祭典①②

●6月1日(金)から「募集要
項（申込書）」を区役所生涯
学習支援係（本館4階47番
窓口）、さかえ区民活動セン
ター、区内地区センター・
コミュ二テイハウスで配布
●参加費 各500円
●応募者多数時抽選

手工芸
写真
書道・篆刻
美術（絵画）
園芸（菊花）
園芸（盆栽、山野草、こけ玉）
華道
合唱団体演奏（4人以上）

クラシック個人演奏

シャンソン個人演奏
器楽(吹奏楽含む）団体演奏
（４人以上）
舞踊・民謡・詩吟・吟舞
三曲・長唄・謡曲・琵琶・邦楽器全般

手工芸・SAKAE
フォトＳＡＫＡＥ
栄区書道協会
栄区美術連盟
栄菊花会
栄盆栽愛好会
栄区華道協会
栄区音楽協会

栄区音楽協会

栄区音楽協会

栄区民謡連盟
栄区邦楽協会

佐野
野仲
柳田
谷山
神田
植松
高橋
宮村

瀬畑

古賀

原田
角田

862‐2653
892-6807
892-7173
891-8817
894-0984
410-8523
891-7226
892-1293

894-8964

891-0620

893-0230
891-4636

栄区民文化センターリリス
栄区民文化センターリリス
栄区民文化センターリリス
栄区民文化センターリリス
栄公会堂・屋外
栄公会堂
栄公会堂
栄公会堂

栄区民文化センターリリス

栄区民文化センターリリス
栄区民文化センターリリス
栄公会堂
栄公会堂
栄区民文化センターリリス

10月18日(木)～21日(日)
10月28日(日)～11月1日(木)
11月2日(金)～6日(火)
11月7日(水)～11日(日)
11月2日（金）～12日(月)
10月28日（日）～11月2日(金)
11月3日(土・祝）～5日(月)
①10月20日(土)②10月21日(日)

10月28日(日) 昼

10月28日(日) 夜
①11月4日(日)
②11月10日(土)
10月27日(土)～28日(日)
11月3日(土・祝)

催　し 募集内容 開催日 開催場所 問合せ・応募先

※秋の音楽祭…参加費については、「問合せ・応募先」にご確認ください

▲健康な歯肉

▲歯肉が腫れている

よねだ いさお

はちもり あつし

ちょうちん

てんこく

今年の夏休みの思い出づくりは高畠町へ、ござっとごえ～！※
※「お越しください」という意味の方言です

◎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

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.248
人口 120,711人 世帯数 51,429世帯栄区のいま

（平成30年5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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参加者には

タッチーくん
バッグ

プレゼント！

参加者には

タッチーくん
バッグ

プレゼント！

　ご自身だけでなくお子さんや家族の健康にも役立つ講座です。全8回参加すると食生活
等改善推進員(愛称 ヘルスメイト)になることができます。

ピーマン………………５個
しょうが………………少々
しょうゆ…………小さじ１
かつお節…１パック（2.5ｇ）
サラダ油……………適量

もう一品野菜料理がほしい時におすすめ♪

「ピーマンのしょうがしょうゆ炒め」
　ピーマンをしょうがしょうゆで炒めて
かつお節を和えるだけの簡単レシピです。

7月25日(水)、8月29日(水)、9月28日(金)、10月31日(水)、
11月20日(火)、12月18日(火)、2019年1月29日(火)、
2月19日(火)
13時30分～16時 区役所新館
区内在住の人40人
（応募者多数時抽選/原則全8回出席できる人）
食生活、運動(ウオーキング)、食品衛生、お口の健康など
講話や実習　　1,188円 ※テキスト代
電話か直接健康づくり係へ。7月10日（火）締切
※詳細はお問い合わせください

「平成30年度 福祉保健センターからのお知らせ」の訂正
　横浜市健康診査・がん検診・予防接種等実施医療機関名簿(栄区)に掲載されている、野村医院の
以下の内容が未実施に変更となりました。
●肝炎ウイルス 検査6歳未満
●予防接種 ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・不活化ポリオ・麻しん風しん・日本脳炎1期・水痘・Ｂ型肝炎、
　　　　  　ＢＣＧ、子宮頸がん

昨年の区民まつりで野菜レシピを
紹介しました

種類･対象･予約の有無 日時･会場･定員 講師・内容･料金 申込み･問合せ など

　 7月9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」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)

　 8月8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

　①6月22日(金)②7月２日
（月）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)

　 ①7月24日（火）②8月2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

肺がん
(40歳以上／１年度に1回)

　 7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)

　6月19日（火）から電話で
健康づくり係（　894-6964
／平日9時～17時）へ

　 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

子
育
て

が
ん
検
診

1日にとりたい野菜の量は３５０ｇ 

材料（2人分）

①ピーマンのへたと種を取り、千切りにする。
②しょうがをすりおろす（市販のすりおろししょうがでも可）。
③フライパンにサラダ油を熱し、ピーマンを炒める。
④ピーマンがしんなりしてきたら、しょうがとしょうゆを加え軽く
炒める。
⑤かつお節を加えて混ぜ合わせる。

作り方
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福祉保健センター
だより 　 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

　 健康づくり係　　894-6964 　　895-1759

　 健康づくり係　　894-6964 　　895-1759

4か月児
1歳6か月児
3歳児

※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

乳
幼
児

健
診

　 6月  8日(金)・20日（水）
　 6月13日(水)・22日（金）
　 6月  6日(水)・15日（金）

母親教室(全3回)
　 ①6月11日②6月18日③6月25日（各月曜）
　 10時～11時30分 区役所新館2階
　 初めて母親になる妊娠20週前後の人

　 妊娠中の栄養、歯科衛生、安産体操、妊娠・分娩
の経過など　※母子健康手帳､｢子育てガイドブッ
ク どれどれ｣持参

　 電話でこども家庭支援担当
（　 894-8049)へ女性の健康相談  　 6月21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　

　 6月25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

6月13日(水)9時～11時、6月22日(金)9時～11時
6月28日(木)9時～12時、7月3日(火)13時～16時
区役所新館2階

6月28日(木)9時～12時
7月  3日（火）13時～16時
区役所新館2階

　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

　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

　 6月26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  　6月26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）    　 6月13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

生
活
習
慣
改
善
相
談

管理栄養士による
個別相談

保健師による
個別相談

健
康
相
談
な
ど



　近年、集中豪雨による被害が頻発して
おり、栄区では昨年10件以上の崖崩れが
ありました。身の安全を守るため、避難の
注意点について改めて確認しましょう！

避難勧告などが発令された場合は、
広報車や区役所のホームページな
どでお知らせします。

崖崩れの前兆現象に注意！
　 小石がパラパラ落下
 　斜面に湧水が発生
 　斜面に亀裂が発生

こんな現象を見かけたら避難を！！

　横浜市では、崖崩れ等の災害に備え、横浜建
設業協会との間で防災協定を締結しています。
　この協定に基づき栄区では、区内民間建設
事業者8社で構成された横浜建設業協会栄区
会の防災作業隊の皆さんが、崖崩れがあった際、
区役所等の要請により、すばやく駆けつけ対応
しています。

お年寄り、子ども、障
害のある人など、避
難に時間を要する人
は、避難行動を開始
してください。

　状況は刻々と変化します。身を守るためには、積極的な
情報収集が重要です。

地元企業と連携し、崖崩れ等の災害時にすばやく対応しています

横浜市防災情報Eメール

神奈川県土砂災害情報ポータル

エフエム戸塚83.7MHz

　今月号は、６月に開催される、セーフコミュニティの現地審査について
紹介するよ！
　WHO（世界保健機関）が推奨しているセーフコミュニティの認証を取
るためには、海外の審査員の審査を受けなければいけないんだ。
　昨年はリハーサルとなる「事前指導」を受けて、今年はいよいよ本番。
再認証を受けることができるか、この審査にかかっているんだね。
　現地審査には、海外の審査員の人のほかに、全国にある他のセーフコ
ミュニティ認証都市の人をお招きして、栄区のこれまでの取組やこれから
の目標を発表するんだ。誰でも見ることができるから、地域の皆さんが取
り組んでくださっている活動を知ることができるチャンスだよ。
　地域の活動やセーフコミュニティに興味がある人はぜひお越しくださ
い！詳しくは区政推進課企画調整係まで。

　栄消防団は、いざという時のために、
ゴムボートやライフジャケット、救命浮環
を配備し、12万人の栄区民を守る体制
をとっています。栄消防団に入団してい
ただき、栄区の安全・安心を守るために、
ぜひ、私たちと一緒に活動しましょう。

危険度 低

避難情報 気象情報 崖の様子

避難準備・
高齢者等
避難開始

避難勧告

避難指示
（緊急）

危険度
高

メールやラジオ、パソコンでも
情報を入手しよう！

　神奈川県では、土砂災害防止法に基づき、栄区内の土砂災害特別警戒区域の指
定に向けて、崖地の現地調査を行っています。
※調査員は身分証明書を携帯し、崖地付近の敷地に立ち入る場合は主旨を説明しています
※引き続き現地調査を進め、2019年以降にこの結果を公表するとともに、ホームページ
　等でお知らせする予定です

PICK UP

土砂災害特別警戒区域の現地調査（基礎調査）を実施中PICK UP

崖崩れには、ブルーシート・土のう・鉄筋棒などによる応急処置を行っています。

　 ６月16日（土）～17日（日）9時～16時30分
　 区役所 新館４階８・９号会議室
　 ※17日（日）9時15分～11時は豊田小学校
　 各分野別分科会説明、全体講評等

　６月は、梅雨の季節です。これからはぐずついた天気が続きます。予測が難し
い局地的大雨（ゲリラ豪雨）が降ったり、台風が接近します。栄区でも台風や大
雨による住宅の破損や崖崩れなどの被害がありました。過去には河川が氾濫し、
大人の背丈ほど水がたまった地域もあります。いざという時のためにも、２か所
以上の避難所や複数の避難経路を確認し、避難するときは動きやすい服装で、
２人以上での行動を心がけましょう。

　 栄消防署
　・    892-0119

（左から）飯島隆史団員 飯島信治班長
太田幹夫団員 飯島賀寿男団員

栄消防団についてはこちらから▶

降雨

大雨注意報

大雨警報

土砂災害警戒情報

記録的短時間大雨情報

大雨特別警報

横浜市が指定した、人家に著
しい被害を及ぼす可能性が
ある崖地（即時勧告対象区
域）のエリアには、「土砂災
害警戒情報」の発表ととも
に避難勧告が一斉に発令さ
れます。

お住まいの地域
に、今どのくらい
土砂災害の危険
性があるかを確
認できます。

！
！
！

避難を開始！

ただちに避難を！

【特集に関する問合せ】防災担当　　894-8312　　895-2260

はんらん

栄区版　／　 　　　　　　  2018（平成30）年 6 月号　●7

　 横浜川崎治水事務所急傾斜地第二課
　 411-2522　　 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f617/

栄区 セーフコミュニティ

栄区  即時勧告対象区域

神奈川県　土砂災害情報ポータル

　 企画調整係 　  894-8161 　  894-9127

風水害から地域を守る 栄消防団
～ゲリラ豪雨や台風に備えて～

特
集

１
状況に応じた避難を！ 状況に応じて、大雨警報や土砂災害警戒情報の段階で、避難所への避難が必要です。
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４月 合計
10,000円

72,000円合計 仮徴収30,000円 本徴収42,000円

6月
10,000円

8月
10,000円

10月
14,000円

12月
14,000円

2月
14,000円

給与収入金額による所得税・住民税の課税と配偶者・扶養控除の目安

かかる かかる ならない

かからない かかる なる

かからない かからない なる

所得税

本人の税金
（所得控除がない場合）平成29年中の給与収入額

100万円以下

100万円超～103万円以下

103万円超

配偶者・扶養控除の
対象となるか

住民税 所得税 ・ 住民税

特別徴収

特別徴収

４月 合計
8,000円

60,000円合計 仮徴収24,000円 本徴収36,000円

6月
8,000円

8月
8,000円

10月
12,000円

12月
12,000円

2月
12,000円

なるほど、税金の
支払い方もいろい
ろあるんだね。二
重払いじゃなくて
安心したよ。

個人の住民税は、前年1年間の給与などの所得に対して課される税で、1月1日
に住んでいたところで課税されるよ。平成29年度にＡ市で支払った住民税
は、平成28年分の所得に対するものだね。
平成30年1月1日は横浜市に住んでいたから、平成29年分の所得に対す
る住民税は横浜市で払うことになるんだよ。

住民税は、一定以上の所得がある人に一律にかかる「均等割額」と、所得などに応じ
てかかる「所得割額」の合計の金額なんだよ。所得割の計算にあたってはまず、計算の
基礎となる「課税標準額」を出す必要があるんだ。下の手順①～④で確認してみよう。

特集２ これを見ればわかる！

住民税のあれこれ
※1

 昨年10月まで県外の
Ａ市に在住。退職後11
月に栄区に引っ越して、
すぐに再就職した。

昨年会社勤めをしなが
ら、研究成果を本にして
出版し、原稿料を得た
ので、今年2月に確定
申告した。

現役時代は教員をして
いたが、現在は年金で
生活。平成28年に入院
をして、医療費控除を受
けた。

昨年8月まで専業主婦
だったが、9月からアル
バイトを始めている。

総所得金額　－　所得控除額の合計 ＝ 課税標準額
3,032,800円Ⓐ －1,195,000円Ⓑ ＝1,837,800円
　　　　　　　 →1,837,000円（千円未満切り捨て）

（＝「課税標準額」×税率）
市民税 1,837,000円×税率８％＝146,960円　　
県民税 1,837,000円×税率2.025％＝37,199円

市民税（所得割額126,900円＋均等割額4,400円）＋県民税（所得割額32,100円＋均等割額1,800円）＝合計年税額165,200円

市民税 146,960円－イ20,000円＝126,960円→126,900円
県民税   37,199円－イ   5,000円＝ 32,199円→ 32,100円

（百円未満切り捨て）

※給与所得の上段は給与等の収入金額、公的年金等の上段は
　公的年金等の収入金額です

Q❹　 Q❺Q❸　住民税はどうやって計算されるの？

Q❷　住民税ってどうやって支払うの？Q❶　今払っている住民税っていつの分なの？

公的年金をもらっている人の住民税は？ アルバイトをしている人の住民税は？

※県民税も横浜市でまとめて課税しています　※上場株式の配当などその年にいただいて翌年度精算する場合もあります

住民税は給与から差し引かれる通知があったのに、納税通知書が
送られてきたよ。一体どういうこと？

「合計年税額❶」は165,200円と記載されているね。その内訳が②から④な
んだ。そのうち「給与からの特別徴収額❷」145,200円は、給料から差し引か
れるから、今回改めて支払う必要はないんだよ。「公的年金からの特別徴収税額❸」
は年金をもらっていないから0円だね。今回支払わなければいけないのは、
「普通徴収税額（納付税額）❹」だよ。昨年本を書いた原稿料を、今年の2月に
確定申告したから、この分にかかる住民税を支払う必要があるんだ。

※年間6,200円を超える場合、4回に分けて納付します。全期（一括）払いも選択できます

もっと詳しく知りたい人は…

「税の知識 平成３０年度版」を区役所税務課で配布中！
ホームページからも閲覧・ダウンロードできます。

5000

4216000
2832800

500000 35000

330000 330000 1195000

200000

1837000
  146960
    37199

4000
1000

146960
  37199

126900
  32100

4400
1800

20000
  5000

3032800

0
0
0
0

5000
5000
5000

5000
5000
5000
5000

【納税通知書1ページ左下を拡大】　　

【納税通知書３ページを拡大】

【納税通知書２ページ下を拡大】　

【納税通知書１ページ右上を拡大】　
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　6月1日から平成30年度の納税通知書※2を、栄区の納税者の皆さんにお送
りしています。こちらの皆さんは届いた通知書を見て、何やらいろいろ疑問に感
じている様子。納税通知書の「分からない！」を、タッチーくんと一緒に確認してみ
ましょう。

❶

●特別徴収
給与や公的年金を支払う者
が、給与や公的年金から差
し引いて税金を納めること
●普通徴収
納税者本人が直接金融機
関等で税金を納めること

納税通知書が送られてきたけど、昨年10月の退職後、給与から
差し引けなくなった分もＡ市に全額支払ったはずなのになあ。
今回送られてきた納税通知書はいつの分なのかな？

私の納税通知書は、医療費控除がなくなったから昨年より税
額が増えたのは分かるけど、今年4月からの税額は、どうやっ
て計算されているのかしら。

なるほど、住民税は1月1日に住んでいたところに1年間支払うから、
5月までの分はＡ市に払って、6月からは横浜市に支払うんだね。

昨年は9月にアルバイトを始めたから、収入には税金がかからな
かったけど、年間でいくらまでなら住民税がかからないのかしら。

4・6・8月までは仮徴収ね。じゃあ、10・12・2月までの分はどうやって
計算されるの？

納税通知書を見ると、「総所得金額」「所得控除額」「税額控除額」「均等割額」など、いろ
いろ記載されているけど、どうやって計算されているのかな。

扶養している親族の人数や障害の有無などでも違うけど、
基本的には下の表のようになるんだ。

平成30年度の税額は6月に決まるけど、4・6・8月分の年金から差し引く
分には間に合わないんだ。だから、4・6・8月分は平成29年度の税額を6等
分した額を、仮の税額として差し引くよ。これを「仮徴収」っていうんだ。
平成29年度に差し引かれた金額は、❶60,000円だったから、6等分
した10,000円が4・6・8月の額になるわけだね。

平成30年度に年金から差し引かれる金額の合計は❹72,000円だね。この
72,000円から仮徴収の❷30,000円を引いた残りの❸42,000円を「本
徴収」っていうんだ。10・12・2月は、この本徴収を3等分した14,000円
が、それぞれ差し引かれることになるんだよ。

年金から差し引かれる金額を平成29年度は60,000円、平成30年度は医療費控除が
なくなって、72,000円とすると・・・

給与収入額が100万円以下だったら、住民税はかからないのね。

豆知識

　　　　　　横浜みどり税の活用
　横浜市では緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアッ
プ計画」の重要かつ安定的な財源の一部として、平成21年度から
市民税の均等割に年間９００円を上乗せし、市民の皆さんにご負担
をお願いしています。
　横浜みどりアップ計画では、鍛冶ケ谷特別緑地保全地区などの
指定による樹林地の永続的な保全や、市民の森の整備を進めてい
るほか、自然観察センターでの森の情報提供、小学生や企業など団
体を対象とした講座なども行っています。

豆知識

6月中旬に日本年金機構から送付される「振込通知書」に記載されている住民税の額は、納税通
知書に記載された住民税の額とは異なります。10月頃日本年金機構から、納税通知書
に記載された住民税の額が反映された振込通知書が、改めて送付されます。

豆知識

?

平成28年
1月1日

住民税

所得 平成28年分所得 平成29年分所得

平成31年
5月6月 6月

平成29年度 A市で課税 平成30年度 横浜市で課税

★ ★

平成29年
1月1日

平成30年
1月1日

A市 居住 横浜市 居住

【納税通知書１ページ右上を拡大】　

❶ 165200
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20000

❷

❸

❹

・・・・②～④の合計

・・・・

・・・・Q４で説明

勤務先を
通して通知

❷ ❸❸
❹

「課税標準額」　　　に税率（市民税：8％、県
民税：2.025％）をかけて計算した「算出所得
割額」　　　を計算するよ。
ここから「税額控除額イ」の合計を引くと、「所
得割額」　　　が決まるよ。これに均等割を加
えたものが「年税額」　　　になるんだ。

?

? ?

?

手順❷

手順❶

手順❸
手順❹

11月

16000
 4000

▲横浜自然観察の森

今回のお知らせでは・・・
※１　市民税・県民税を総称して「住民税」と表記しています。
※２　横浜市でお送りしている納税通知書の正式な表記は「平成30年度市民税・県民税 税額決定・納税通知書」ですが、
　　  「納税通知書」と表記しています。

【特集に関する問合せ】税務課市民税担当　　894-8350　　893-9146
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★1月1日に住んでいたところで6月から1年間課税

平成29年度の年金から差し引かれた金額（税額）

平成30年度の年金から差し引かれる金額（税額）

手順❶

手順❷ 「算出所得割額」の計算

手順❹ 「年税額」の計算　

手順❸ 「所得割額」の計算　　

手順❶ 「課税標準額」の計算

総所得分

手順❷

手順❸

手順❹イ 横浜市 税の知識



広告

　「外出することに不安を感じる」、「社会に出るために何をすればいいのかわか
らない」など、ひきこもり等の困難を抱える若者とその家族を対象に、地域ユース
プラザの「地域連携相談員」が区役所に出向いて相談をお受けします。
　 毎月第2金曜日及び第4火曜日  14時～17時(相談時間50分)
　 区役所本館2階25番窓口
　 市内在住で15歳～39歳の人とその家族
　 事前予約制。こども家庭支援課(　 894-3790)までご連絡ください。

◆紫陽花ウオークカフェ
　季節の花、紫陽花を巡りながらいたち
川沿いを健康づくりウオーク。みんなで
楽しく歩きませんか。
　 6月23日(土)10時～12時
　 当日直接ぷらっと栄へ
◆栄区地域連携サロン
　～お顔のシミ、消えますよ～
　 6月28日(木)14時～15時
　 区内在住・在勤の人25人(先着順)
　 横浜栄共済病院 形成外科部長
　 醍醐佳代
　 6月11日(月)から電話か直接ぷらっと
栄へ

★音で遊ぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月11日(月)
★ジャガイモ掘り・・・・・・・・・・・・・・6月25日(月)
★子育てサロン・・・6月13日・27日(各水曜)
★七夕飾りをつくろう・公開保育
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月2日(月)・4日(水)
★空手エクササイズ・・・・・・・・・・・7月7日（土）

ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談
★スタンプ遊び・・・・・・・・・・・・・・・・・6月16日(土)
★七夕づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月4日(水)

★子ども祭り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月14日(木)

★未就園児教室
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月14日(木)、7月4日(水)
★親子で遊ぼう1歳児・・・・・・6月21日(木)

★盆踊り・花火大会・・・・・・・・・・・・・7月7日(土)

★親子体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月25日(月)

★泥んこあそび・・・6月14日(木)、26日(火)
★けがの予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月21日(木)
★七夕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月6日(金)
★プール開放・・・・・・・・・7月の毎週火・水・木曜
　　　　　　　　  11時20分～12時

★七夕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月6日(金)
★ルーテルディ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月7日(土)

★じゃが芋ふかし(幼稚園見学会)
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月15日(金)
★オープンディ・・・・・6月15日・22日・29日、

　　　  　　　  7月6日(各金曜)

◆栄区生活情報お届け隊
　区役所職員が地域の皆さんのところへ、生活に役立つ情報をお届けに伺います。今
年度も様々な講座を用意しましたので、気軽にお問い合わせください。
　 区内在住・在勤・在学で10人以上のグループ
　 広報相談係　　894-8335　　894-9127
◆介護予防講座「楽しくできる認知症予防」(全2回)
　コグニサイズを生活の中に取り入れて認知症予防を実践してみましょう。口腔ケア
や食事バランスについても専門家からお話しします。
　 7月30日(月)・8月6日(月)13時30分～15時30分　区役所新館101号
　 区内在住のおおむね65歳以上30人(先着順)
　 1回目　歯科衛生士・栄養士／2回目　作業療法士
　 6月15日(金)～7月20日(金)に電話かＦＡＸで高齢者支援担当へ
　 高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083
◆栄区・高畠町友好交流記念作品 『ポロニとムキ物語』を芝居上演します！
　2017年11月11日に栄区と山形県高畠町が友好交流宣言を発表したことを記念
して、劇団ぽかぽかによるオリジナル作品『ポロニとムキ物語』を上演します。友情と心
の交流をテーマにした作品となっています！大人も子どもも楽しめる、心あたたまる劇
団ぽかぽか作品を、ぜひ観にいらしてください♪
　 7月14日(土)①15時～②18時30分～
　 7月15日(日)①11時～②15時30分～　栄公会堂(たっちーらんど)
　 700円(3歳以上は席が必要／全席自由)区内地区センターにて販売
　 劇団ぽかぽか　　　 090-6167-0646
　 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

★子育てサロン・・・・・・・・・・・・・・・・6月14日(木)
★泥んこあそび・・・・・・・・・・・・・・・・6月21日(木)
★みんなで体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月2日(月)
★七夕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月6日(金)
★夏のお楽しみ会・・・・・・・・・・・・・7月10日(火)
★プール開放…7月の平日11時20分～

　12時(7月6日・10日を除く)

★体を動かして遊ぼう・・・・・・6月13日(水)
★プール開放・・・・・・・・・7月の毎週火・木曜

　　　　　　　　　11時～12時

★リズムあそび・・・・・・・・・・・・・・・・・6月12日(火)
★泥んこあそび・・・・・・・・・・・・・・・6月13日(水)・
　　　　　　　   21日(木)・26日(火)
★七夕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月6日(金)
★プール開放・・・・・・・・・7月の毎週月～金曜
　11時15分～12時(7月5日・6日・

10日を除く)

★体をつかって親子で遊ぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月18日(月)

❶❷　 当日直接地区センターへ
❶学習支援室『学び舎とよだ』
　～勉強の苦手をなくそう！～
　 6月7日～28日の毎週木曜
小学生：15時～17時  中学生：15時～18時
❷6月のロビーコンサート
　～心和むハンドベルの音色～
　 6月30日(土)11時～11時45分
❸❹　 6月11日(月)から電話か直接地
区センターへ(先着順)
❸レディースソフトバレー交流会
　 6月27日(水)9時～13時
　 15チーム　　1チーム500円
❹古布で作るおしゃれな布ぞうり
　 7月9日(月)9時30分～16時
　 20人　　 500円

栄区生活情報お届け隊

劇団ぽかぽか

あ  じ  さ  い

こども青少年局青少年相談センター　　260-6614

だいご       かよ

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
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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。

お知らせ

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

いいじまひがしこども園　
　 892-1154　　892-1730

上郷幼稚園
　 892-2793　　891-5077

★みんなあつまれ・・・・・・・・・・・・6月13日(水)
★幼稚園見学会・・・・・・・・・・・・・・・6月28日(木)

新大船幼稚園
　 892-3535　　892-3572

小菅ヶ谷幼稚園
　 892-7117　　892-6577

飯島幼稚園　
　 861-5155　　871-3316

認定こども園いのやま
　 894-5588　　894-5840

★プール開き………………7月2日(月)
12時～13時30分

かつら愛児園
　 892-3711　　894-2174

飯島保育園
　 871-3661　　871-3812

上郷保育園
　 893-3565　　893-4592

公田保育園
　 892-1530　　892-1745

桂台保育園
　 894-1374　　894-1490

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

鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園 
　 892-5588　　893-9884

★プレイディ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月16日(土)

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

大船ルーテル保育園
　 892-2366　　892-7825

やまゆり幼稚園
　 891-2020  　 891-3533

やまゆり保育園
　 894-5353　　349-1122



広告

❶❷　 当日直接地区センターへ
❶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～
　7月4日～25日の毎週水曜15時～17時
　小・中学生　　
❷子育て喫茶「げんき」～新聞紙で
遊ぼう!カレーも食べられるよ!～
　 7月25日(水)13時～14時
(カレーは11時30分～14時)
　 未就園児と保護者40組(当日先着順)    
　 200円(お茶付き、カレーは大人100
円 子ども30円)
❸～❾ 　電話か直接地区センターへ
❸日常にアロマテラピーを♪
～初夏にぴったりの爽やかな香りで
バスボム作り&お掃除の話も!～
　 7月6日(金)10時～12時 　  16人(先 
着順) 　 1,000円　　6月11日(月)から
❹住まいの修繕教室～網戸の張り替え～
　 7月8日(日)10時～12時 　 16人(先 
着順)　　200円　　6月12日(火)から
❺中高年女性のための骨盤ストレッチ
～話題のペルビックストレッチで
肩こり・ 腰痛・ポッコリお腹を解消!～
    7月13日(金)10時～11時30分
　 40歳以上の女性15人(先着順)
　 300円　　6月12日(火)から
❻ 一人でも親子でも参加OK!
浴衣着付け教室 (全2回)
　 ７月21日・28日(各土曜)13時～15時
　10人 (先着順) 　 1,000円 　
　 6月13日(水)から
❼入門!はじめてのこども囲碁教室(全2回)
　 7月23日(月)・24日(火)13時～14時
30分　　小・中学生20人(先着順)　　
　100円　　6月13日(水)から
❽夏休みこどもクラフト教室～五感を
刺激!僕の私のアートコラージュ 
いらなくなった物に命を吹き込もう!～
　 7月26日(木)13時～15時
　 小学生16人(先着順)　　500円
　 6月13日(水)から
❾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～ 
　 7月30日(月)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
　 7月9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。 6月25日(月)消印
有効 ※講座の重複はできません

❶～❸　 当日直接図書館へ
❶企画展示「6月は食育月間～食で
もっと健康に食習慣を見直そう～」
　 6月1日(金)～29日(金) ※6月12日
(火)～14日(木)・18日(月)は閉館日です
❷かながわこどもひろば おはなし会
　 6月23日(土)14時～14時30分
　 ３歳くらい～大人　　「世界でいちばん
きれいな声」(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。
　 6月26日(火)11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者　

❶～❺　 電話か直接ケアプラザへ(定員
次第締切)
❶介護者のつどい
　 6月22日(金)13時30分～15時30分 
　10人　　講師を迎えての家族会
❷DIYこども工作教室
　 6月23日(土)10時～12時 
　 小学生20人
❸ほのぼのコンサート
　 6月27日(水)10時～11時
❹食べる事は生きる力
　森永乳業グループ(株)クリニコの夏
を元気に迎え入れるための栄養講座。
　 6月29日(金)13時30分～14時30分 
　 30人
❺のしちり寄席
　 7月21日(土)13時～14時30分
　 50人

◆豊田スタイル(全3回)
　介護予防・地域デビュー講座。今回は写
真の撮り方です。楽しみながら仲間づく
り、地域での活動の場を探しませんか。
　 7月18日、8月1日・8日(各水曜)10時～
11時30分　　20人(定員次第締切)
　 500円 　　電話か直接ケアプラザへ

よ せ 

6月24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歳位までの人とその家族
本人プログラムと家族の懇談会
300円(昼食代含む)
電話かFAX、又は直接区内地域
ケアプラザヘ

若年性認知症栄区の集い 
「笑風の会」

◆第23回世代間交流サロン「ぬくもり」
　 6月17日(日)11時～15時　　子ども
コーナー、喫茶、ランチ(ちらしずし等)、フ
リーマーケット　　当日直接ケアプラザへ
❶～❸　 電話か直接ケアプラザへ(定 
員次第締切)
❶ベビーマッサージ
　 6月18日(月)10時30分～11時30分 
　 生後2か月～ハイハイ前までの赤ちゃん
と保護者10組　　1組300円(オイル代)
❷特別企画 「小学生の工作教室」 
　 7月7日(土)13時～15時
　 小学生20人　　木片工作
❸備えて安心終活講座
 「家族信託ってなに?」編
　 6月30日(土)14時～15時30分 　
　 有限会社コンセプト 本間弘一 
　 30人程度

◆上郷ハワイアンロビーコンサート＆
カフェ～ハワイアンソングの生演奏と美
しいフラダンスで夏の午後を心地よく～
　 7月7日(土)13時30分～15時30分 
　 当日直接地区センターへ
❶～❺  6月11日(月)から電話か直接
地区センターへ(先着順)
❶基本を知って楽しむ「美文字」講座
(全3回)～ボールペンで毎日使う名
前や言葉を美しく書きましょう～
　 7月3日・10日・17日(各火曜)10時～ 
12時　　15人　　400円
❷夏休み!親子で夏野菜たっぷりスープ
カレー作り! ～美味しく食品ロスを減
らしましょう～
　 7月25日(水)10時～13時　　小学
3～6年生と保護者9組　　800円
❸夏休み・かみごうこども囲碁教室
(全2回) ～ミニ碁盤とインターネット
で楽しい囲碁に挑戦!～
　 7月26日、8月9日(各木曜)9時30分～
11時30分　　未就学児・小学生10人
❹夏休み・上郷3オン3大会
～3人対3人のバスケットボール～
　 7月29日(日)12時15分～16時30分
　 小学生以上48人(3人か4人1組)
❺夏休み・こども木工教室
～木材で自由工作！～ 
　 7月30日(月)10時～12時
　 小学生15人 　 100円

◆スリーA講座(全5回)
　 6月12日・26日、7月10日・24日・31日
(各火曜)10時～12時
　 おおむね60歳以上20人(定員次第締切)
　 認知症予防・脳活性化リハビリゲーム
　 電話か直接ケアプラザへ

◆はまレクの日
　簡単にできる「はまちゃん体操」とレクリ
エーションで楽しく身体を動かしましょう。
毎月第2土曜日に開催。
    6月9日(土)10時～11時30分
　 20人(当日先着順)
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本郷地区センター
〒247-0005 桂町301 
    892-5310      892-5546

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

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

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

❶～❺　 電話か直接コミュニティハウスへ
(定員次第締切)

❶自彊術 ～基礎体力の維持・向上の
ための体操～
　 7月4日・18日(各水曜)10時～11時30分
　 20人
❷心と身体にやさしいヨガ！
 　7月8日(日)10時～11時30分　  25人
❸切り紙教室 ～モビールを作ろう～
 　7月22日(日)10時～12時
 　小学生以上20人　　100円
❹夏休み創作教室
 　①7月28日②8月18日(各土曜)
10時～12時　　小学生以上各回20人
 　各回100円
❺ラジオ体操で筋トレ
 　7月29日(日)10時～11時30分  　
　 25人

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

じきょうじゅつ

◆介護者のつどい「なかのカフェ」
　歩きに不安を感じたら専門家から杖
などの選び方や使い方を学びましょう。
　 6月16日(土)13時30分～15時30分
　 30人(定員次第締切)　
　 茶話会に参加する人は茶菓代100円

◆庭木の手入れ教室
　 6月21日(木)13時～15時
　 20人(定員次第締切) 　 500円 　 
　 電話か直接コミュニティハウスへ

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

◆パッチワーク教室
　ハワイアンキルトのティッシュケース
カバーを作ります。
　 6月15日(金)13時～16時　   10人   
(定員次第締切) 　 1,000円
　 電話か直接コミュニティハウスへ

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

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

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

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

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

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



◆舞岡ふるさと村「ジャガイモまつり」
　 6月16日(土)・17日(日)8時～14時
舞岡や前　　完熟トマト、新鮮野菜の販売
　 当日直接会場へ
◆ふるさとの森散策会
　 6月30日(土)9時30分～12時
　 20人(当日先着順)　　当日直接虹の家へ
❶❷　 6月11日(月)から電話で虹の家
へ(先着順)
❶漬物教室
　 7月8日(日)13時30分～15時
　 大人24人　　800円
❷夏の虫観察会
　 7月21日(土)9時30分～12時(※雨
天中止)　　20人

※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
　 6月15日(金)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)
　 7月17日(火)・18日(水)10時～15時
30分　　女性12人　　10,800円
②エクセル初級(全2回)
　 7月19日(木)・20日(金)10時～15時
30分　　女性12人　　10,800円

❶～❸　 当日直接あーすぷらざへ
(当日先着順) 
❶パンくんプログラム
　 ①パンくんといっしょ:6月12日(火) 
②パンくんタイム:6月20日(水)
③パンくんのおはなしであそぼ:6月26
日(火) 各日11時～11時30分 5階こど
もファンタジー展示室　　未就学児と
その保護者20組　　常設展示室観覧料
❷世界一周 多言語 読み聞かせの旅ペルー
～スペイン語と日本語の読み聞かせ～
　 6月17日(日)13時～13時30分 2階
映像ライブラリー　　50人
❸映画『サーミの血』
　 6月23日(土)①10時～②13時～ 
③16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

❹❺　 電話かメール又は直接
あーすぷらざへ（定員次第締切）
❹お絵かきワークショップ
「親子でつくろう!花文字トレイン」
　 6月16日(土)①11時～12時 ②13
時～14時 1階保育室　　未就学児とそ
の保護者各回10組     イラストレーター&
グラフィックデザイナー 鈴野麻衣
❺JR東日本出張講座
「環境にやさしい鉄道のひみつを探れ」
　 6月17日(日)11時～11時45分 1階
研修室A　　小学校高学年以上30人
　 ワークショップを通じた学習

❶❷　 電話か直接公会堂へ
❶箏&三味線&太鼓の和楽器コラボコンサート
「邦楽ジャムセッション“INSPIRATION!!”」
　 7月6日(金)14時～(受付:13時30分～) 
　 600人　　杉浦充(箏・十七弦箏・二十
弦箏)、上原潤之助(三味線)、佐藤秀嗣
(邦楽パーカッション)
　 全席指定1,800円(当日2,000円) 
3歳未満は保護者1人につき1人ひざ上 
無料
❷三味線ワークショップ
　 6月25日(月)14時～15時
　 上原潤之助(三味線)
　 500円(和楽器コラボコンサートの 
チケット購入者は無料)

◆夏期成人水泳教室募集について
　 7月9日(月)～7月19日(木)
①10時15分～ ②11時30分～
7月20日（金）～8月31日（金）
①9時15分～ ②10時30分～
　 月曜/クロール・背泳ぎ 火曜/平泳ぎ 
水曜/アクアビクス 木曜/平泳ぎ・バタフ 
ライ・上級(4泳法) 金曜/バタフライ
　 5,400円～7,000円(申込クラスに
よって異なります) 　 往復はがきか所定
の申込用紙に必要事項を書いて栄プー
ルへ(応募者多数時抽選)。6月20日(水)
必着

◆初めてのブラジル・カポエイラ
(マンスリースポーツ当日受付教室)
　格闘技とも舞踊とも呼ばれるブラジル
の伝統スポーツ。ぜひ一度ご体験ください。
　 6月5日・12日・19日・26日(各火曜)19
時30分～20時30分(受付:19時15分～)
　16歳以上20人(当日先着順)
　 各回1,000円

栄区民・18歳以下・60歳以上・障害者手
帳をお持ちの人対象割引
→証明となるものを持参/1人2枚まで

◆ロッキー「七夕イベント」
～キラキラ星に願いをのせて～
　 ①短冊:6月30日(土)～7月7日(土)
②工作:7月6日(金)・7日(土)10時～
16時
　 ①各日20人②各日30人(当日先着順) 
　 当日直接ログハウスへ

◆自然観察会～水辺の生きもの～
　 6月24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)
❶夜間観察会
　 6月30日、7月7日(各土曜)18時45分
～20時(※雨天中止) 　 各日30人(中学生
以下保護者同伴/5人まで申込み可)
　 中学生以上200円 小学生100円(未
就学児無料)
　 6月16日(土)から
❷夏休み竹細工～水鉄砲と竹のけん玉～ 
　 7月22日(日)9時30分～12時
　 20人(小学生以下保護者同伴)
　 500円　　6月30日(土)から
◆谷戸肝だめし
　 7月14日(土)19時20分～20時30分
(※雨天中止)　　8組(応募者多数時抽
選/中学生以下保護者同伴/1組5人まで)
　 中学生以上400円 小学生300円 
(未就学児無料)
　 はがきに①講座名②住所③全員の氏名・
年齢④電話番号を書いて小谷戸の里へ。
6月20日(水)必着
◆昔のくらし体験
　古民家に泊まり、昔のくらしを体験し
ます。
　 8月2日(木)13時～3日(金)11時
　 小学4～6年生の男女各5人(応募者
多数時抽選/初参加優先)
　1,800円（1泊2食付）
　 往復はがき(1枚に1人)で①講座名
②住所③氏名④学年⑤性別⑥電話番号
⑦保護者氏名を書いて小谷戸の里へ。
7月6日(金)必着
【事前説明会】7月21日(土)13時～
参加者・保護者要出席

◆栄区孫育て講座
みんなで子育て！孫育て！～栄区の子ど
もたちをみんなで見守り育てましょう！～
　 6月29日(金)10時～12時
　 子育て支援に興味のある人、子育て中
やこれからお孫さんが生まれる人、子育
てサポートシステム会員・定員計20人(定
員次第締切)　　電話か直接にこりんく
(　 898-1615)へ

❶～❺　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人
　 6月11日(月)～前日に本人が電話か
直接翠風荘へ(先着順)
❶第68回 翠のサロン ミニ・コンサート 
　 7月1日(日)13時30分～14時30分 
　 50人
❷さわやかスポーツ「グラウンドゴルフ」 
　 7月9日(月)10時～11時30分
　 18人
❸らくらく体操
　 7月11日(水)10時30分～11時
45分　　30人
❹歌ってハツラツ
　 7月20日(金)13時～15時　　40人
❺みんなで輪踊り
　 7月25日(水)10時～12時　　40人

◆子ども工作
～空きビンでキラキラボトル作り～
　 6月17日(日)10時～11時
　 小学生10人(当日先着順)
　 当日直接本郷ふじやま公園へ
❶～❻　 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)
❶七夕飾りとわんこソーメン流し
　 ①七夕飾り:7月1日(日)～8日(日)
②わんこソーメン流し:7月8日(日)10時～
12時(※雨天中止)
　 ②150人　　②200円
　 ②6月15日(金)必着(必ず参加全員
の氏名・年齢を明記)
❷押し絵～ミニ色紙で朝顔と
ブドウを～(全3回)
　 7月2日(月)・13日(金)・20日(金)
13時～16時　　8人　　1,500円
　 6月20日(水)必着
❸初心者茶道体験教室の“講師募集”
　毎月第3土曜日実施の茶道体験教室
の講師を1人募集します。
　 説明会:7月12日(木)10時～11時
　 7月5日(木)必着
❹フラワーアレンジメント
～さわやかな 夏色リース～
　 7月19日(木)13時30分～15時30分
　 8人　　2,000円
　 7月3日(火)必着
❺初心者茶道体験教室
　 7月21日(土)13時～16時　　5人
　 500円　　6月30日(土)必着
❻里山のそば打ち塾
～基本を学び自作のそばを食べる～
　 7月28日(土)10時～12時30分
　 10人　　900円 
　 7月13日(金)必着
◆にぎわい座出前寄席～古民家で味わう
江戸の芸・古典落語と水戸大神楽～
　 7月15日(日)13時30分～15時
　 80人(定員次第締切)/先着30人限定
で特製手打ちそば(300円)
　 若手落語家 春風亭正太郎
水戸大神楽 柳貴家雪之介　　1,000円
　 電話かFAXで本郷ふじやま公園へ

◆七夕まつり
　 6月30日(土)14時～15時30分
　100人(当日先着順)　
　 当日直接金井公園へ

よ せ

栄区役所

詳しくは区役所ホームページへホームページで
旬な情報をお届け中 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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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

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

◆午後の音楽会 第94回 花田えり佳× 
松岡優 ピアノデュオコンサート
　2人の気鋭ピアニストが鍵盤に指を躍
らせる、表情豊かなピアノデュオの世界。
　 8月20日(月)14時～(開場:13時30分)
　 300人　　6月5日(火)チケット発売
全席指定500円
◆ヴァンサン・ラルドゥレ ピアノリサイタル 
　フランスの貴公子が贈る至福のひととき。
　 10月18日(木)14時～(開場:13時30分)
　 300人　　6月26日(火)チケット発
売:一般券4,000円、リリス券3,500円

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

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
  ・　851-8333

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

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

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

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


