
　今年も太陽をいっぱい浴びたカラフルな野菜がたくさん届きます!
　青い空の下、丹精込めて育てられた新鮮でおいしい野菜を食べて、夏を
元気に過ごしましょう♪

　ガチでうまい横浜の商店街チャーハンNO.1決定戦「ガチチャーハン!」。
　栄区からは、2017年にオープンした焼肉店「B・B・Qハウス 忠」がエン
トリー!A5ランクの和牛脂を使うことで、ふんわり甘みが広がるガーリック
チャーハンをぜひご賞味あれ。みんなで応援しましょう!!
投票は〈WEB〉または〈はがき〉で【7月31日(火)】まで。

※詳細はホームページ(http://gachichahan.com/)をご覧ください

　今年のテーマは『映画音楽』。映画やTVで聞いたことのある有名曲がずらり。
「指揮者体験」「合唱体験」「みんなで演奏しよう」など、楽しい企画もいっぱ
いのコンサートと、オーケストラのことがよくわかるブースを開きます!

7月29日(日)14時~(開場:13時30分/当日チケット販売:12時～)
※フェスティバルブースは12時～
栄公会堂(たっちーらんど)
500人　※未就学児も可
高校生以上800円 小・中学生100円(全席自由)
※前売りチケットは、本郷地区センター、豊田地区センター、上郷地区
センター、 リリス、栄公会堂で販売中

※フェスティバルブースは無料
栄フィルハーモニー交響楽団(指揮:田中雄樹)
パイレーツオブカリビアン、モンスターハンター、ウエストサイドストー
リー、舞踏会の美女、キャンディード序曲 ほか
※詳細は、区内地区センターなどで配布するチラシ又は栄フィル
ホームページ(https://sakaephil.org)をご覧ください

7月14日(土)9時~14時(※雨天時は15日(日)に延期)
本郷台駅前広場
※当日は本郷台駅前までの臨時バスを運行します。
運行ルートや時刻表などの詳細は、チラシや区ホームページをご覧ください

●地元の採れたて野菜の直売、地元の農産物を使った模擬店
●栄区交流都市の青森県南部町や山形県高畠町の名産品販売
●オリジナルうちわの配布
●竹のおもちゃの製作　ほか

 地域活動係　　894-8391　　894-3099

B・B・Qハウス 忠
住所:小菅ケ谷1-1-1アーケード商店街内
営業時間:17時～21時30分
定休：水曜日

栄フィル　　090-5304-6905(担当:脇本)
生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

▲上郷西地区でのロコモ度テスト

 企画調整係 　　894-8161 894-9127

▲「ガーリックチャーハン」550円(税込)

ミニ・キエーロ
幅58cm×奥行39cm×高さ33cm

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

※マルシェ=フランス語で“市場“

※9時頃を予定

 栄区が取り組む「セーフコミュニティ」の活動にはたくさん
の地域の人が携わっています。日頃のセーフコミュニティ活
動に取り組んでいる地域の人たちへの感謝の気持ちや安全・
安心のための取組を絵に描いて伝えてみませんか?
　入賞作品は、9月下旬に発表し、10月6日(土)にたっちー
らんど(栄公会堂)で開催される「栄区セーフコミュニティ
再認証式典」の中で表彰式を行います。

7月1日(日)~8月31日(金)
区内在住又は在学の小・中学生
区内の市立小・中学校に通う人は、在籍する
学校を通じて応募してください。その他の人
は、企画調整係に応募してください。
※募集案内は、区内の市立小・中学校又は
区役所で配布

　保健活動推進員は、自治会町内会の推薦により横浜市長
から委嘱された「地域の健康づくりのリーダー」です。
　区役所と協力しながら、地域の健康づくりの推進のため
に、健康チェックやウオーキングの推進、ロコモティブシンド
ローム予防の取組、栄区保健活動
推進員だより「すきっぷ」(年1回発
行)の作成などを行っています。

　今年で設立70周年を迎え、記念講演のほか、保
健活動推進員の活動紹介、健康チェックなど、様々
なイベントを予定しています。今後も広報よこはま
の情報等にご注目ください!

　プランターを利用した小型生ごみ処理器「ミニ・キエーロ」のモニター説明会を、
キエーロの開発者・松本信夫さんを講師にお招きして開催します。

①8月23日(木)10時~11時30分
②8月28日(火)10時~11時30分
区役所新館4階8号会議室
各回30人(応募者多数時抽選)
キエーロの特徴や使い方について、モニター概要
※説明会参加者でモニター参加を希望される
人には、「ミニ・キエーロ」を1台差し上げます

※モニターは、区内在住でアンケートにご協力いただける人が対象で、既に
モニター参加された人は対象外となります
往復はがき又はメールに「ミニ・キエーロモニター希望」と明記し、住所、
氏名、電話番号、説明会参加の希望日を記載してください
7月31日(火)必着(参加者には8月10日(金)までに通知します)

※電話での受付はしませんので、ご了承ください
宛先:〒247-0005　栄区桂町303-19　栄区地域振興課資源化推進担当
メール:sa-shigen@city.yokohama.jp

 企画調整係 　　894-8161 894-9127

　 資源化推進担当
894-8576 　  894-3099

「実物を見たい！」という人は
 ぜひお立ち寄りください!
「実物を見たい！」という人は
 ぜひお立ち寄りください!

イトーヨーカドー桂台店に
 「ミニ・キエーロ」を展示しています

注目注目

栄区は生ごみの削減を推進するため、
平成29年度から普及・啓発を進めています

◎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

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 120,598人 世帯数 51,409世帯栄区のいま
（平成30年6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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　8月1日は「市民食品衛生の日」。そこで今年も栄区では栄区食品衛生協会(※)と共催で、食中毒予防
キャンペーンを開催します。
　楽しみながら食品衛生について学び、食中毒ゼロを目指しましょう!

　生食や加熱不足の鶏肉によるカンピロバクター食中毒が多発しています。
新鮮なら生でも大丈夫、表面を炙っていれば安全とは思っていませんか?

8月1日(水)15時~16時30分 栄公会堂(たっちーらんど) ホワイエ
クイズ・アンケート(豪華景品あり!)、地元産野菜プレゼント、ゲームコーナー、食生活等改善
推進員による食育コーナー、保健活動推進員による健康チェックコーナー ほか

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。
※肺がん、胃がん（エックス線）、乳がんは広報よこはま6月号でもお知らせしています。定員に達したときは、申込みを終了している場合があります

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

●市販の鶏肉の約6割からカンピロバクターが
　検出されています!
　(平成23~27年横浜市抜き取り検査結果による)
●カンピロバクターは鶏肉の表面だけでなく
　内部にも潜んでいます!

1.中心部までしっかり加熱
　(目安:75°C以上、1分間以上)
2.生肉とは調理器具を分ける
3.生肉に触れたら手はしっかり洗浄・消毒

予防のポイント カンピロバクター
とは…鶏や牛の腸
管内にいる細菌。
特徴:少量でも食中

毒をおこす。
熱に弱い。

※広報よこはま6月号でもお知らせしています

※広報よこはま6月号でもお知らせしています

※広報よこはま6月号でもお知らせしています

9月27日(木)9時30分～12時
あーすぷらざ プラザホール
250人（定員次第締切）
※保育には限りがありますので、必要な人
　は予約時ご相談ください
特別講演：日本成人病予防協会参与
前山雄次（生活習慣病について）
映画『いのちのコール~ミセスインガを
知っていますか～』（子宮がん患者の物語）
※参加者には、大腸がん啓発トイレット
　ペーパーをプレゼント
電話(　 894-6964)か
FAX(　 895-1759)で健康づくり係へ。
9月21日(金)締切
※区ホームページでも申込み可

　皆さん、“けんしん”は受けていますか?な
かなか忙しくて受けられていない人も多いと
思います。
　この講演会をきっかけに、自分の体を振り
返り、見つめ直してみませんか。

※栄区食品衛生協会とは
　業界と行政が一体となって消費者の食生活の安全と、食品衛生の向上を図るために設立された団体。区
　内の食に関する営業者であればどなたでも加入できます。衛生指導員による巡回指導の実施、優秀な施
　設の表彰、害虫駆除事業のほか、食品営業賠償共済への加入特典も!
【栄区食品衛生協会に関すること】　 892-6882(でぶそば内)

お肉(特に鶏肉)の加熱不足に
気をつけて!
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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

　 生活衛生係　　894-6967      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

　 7月13日(金)
　 7月18日(水)・27日（金）
　 7月11日(水)・20日（金）

母親教室(全3回)
　 ①7月9日②7月23日③7月30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  　 7月19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　

　 7月30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

7月18日(水)9時～11時、7月26日(木)9時～12時
7月27日(金)9時～11時、8月7日(火)13時～16時
8月10日(金)9時～11時
区役所新館2階

7月26日(木)9時～12時
8月7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

　 7月24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 ※各回とも内容は同じです

　 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  　7月24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）    　 7月18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

食中毒予防キャンペーンけんしん講演会
「あなたとあなたの大切な人のために
～今こそ“けんしん”を受けよう！～」



　皆さんも一緒に研修を受けて
みませんか?そして消防署・消防
団・家庭防災員で防災の輪を広
げましょう!

　横浜市には家庭防災員と呼ばれる人がいます。災害から自らの家庭
を守り、また地域を守るために、消防署で開催される研修に参加し、地
域の人とも訓練を実施するなど防災の担い手として活躍しています。
　家庭防災員の皆さんは、研修や自主訓練を通して様々な知識や技
術を習得しています。消火方法にはじまり、風水害や地震から身を守る
方法、また心肺蘇生法や応急手当など、自分の身を守る方法から人を
助ける方法まで、幅広く研修を受けています。
　私たちは、今後発生が予測される大震災により、様々な被害を受け
る可能性があります。そんな時、家庭防災員の知識や技術は、生き抜く
ための武器になります。これからも自助・共助のために訓練を重ね、自
分達の町は自分達で守りましょう!

　 栄消防署予防課　　・    892-0119

▲栄区家庭防災員 荒木美香さん

こちらで　　 
家庭防災員について
紹介しています▶

　陽気が夏らしくなってきて暑い日が続きますね。そんな時は長野県栄村に
涼しさを求めに来ませんか?秋山郷の最奥地「切明」には川から湧き出る温泉
があります。ひんやり気持ちのよい川遊びをした後は、そのまま河原の湯で疲
れを癒やすことができます。大人も
子供も楽しめる最高の遊び場です!
　また、今年は隣接する津南町と
十日町市を舞台に、「大地の芸術
祭」が7月29日（日）から9月17日
（月・祝）まで開催されます。数々の
屋外芸術を見た後に、栄村の宿泊
施設でゆっくりとする、そんな旅行
プランはいかがでしょうか。

　9月の下旬には、栄村秋山郷の上野
原集落にある天池を舞台に「夢灯」のラ
イトアップイベントが開催されます。夜
の闇に幻想的な別世界が現れ、会場
ブースでは屋台など、賑やかなお祭り
気分が味わえます。
　暑い夏こそぜひ、栄村へよらっしゃれ!

　 栄村役場秋山支所兼観光案内所　　025-767-2202　　025-767-2276
　 栄村秋山郷観光協会　　0269-87-3333　　0269-87-2366
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

きりあけ

ゆめほ

▲温泉で疲れを癒やす極上のひととき

▲幻想的な「夢灯」のライトアップ

撮影協力 ： 上郷幼稚園・鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園・小菅ヶ谷幼稚園・やまゆり幼稚園・ベネッセ本郷台保育園

次のページへ
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私は家庭防災員!災害に立ち向かえ!

【特集に関する問合せ】こども家庭支援課 教育・保育担当
本館２階25番窓口　　894-8463　　894-8406



　栄区には、幼稚園7園、認定こども園３園、保育園15園、小規模保育園３園、家庭的保育室
２園などの教育・保育施設があります。知っているようで知らない、その特色や魅力を、園で
働く先生がご紹介します。これからお子さんを通わせる、預ける予定のある人や、これから
先生になりたい、復職したいという人はぜひ参考にしてください。

幼稚園は、学校教育法（文部科学省）に基づく「学校」です。
「学校」と聞くと小学校からのイメージがありますが、幼稚園は、小学校以降の教育の基礎
をつくるための幼児期の学校として、教育課程に基づく教育が受けられます。原則３歳から
就学前までのお子さんが通う施設となり、保護者の就労状況などは問いません。

認定こども園は、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設です。また、地域の子育て支援を
行う機能を備える施設でもあります。　
入園の際は、幼稚園の部分で入園（３歳から）するか、保育園の部分（０歳から）で入園する
かの選択ができます。

保育園は、児童福祉法（厚生労働省）に基づく「児童福祉施設」です。
就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わって保育をする施設となります。

０歳から就学前までのお子さんを預けることができ、労働時間などによって預けられる時間
や期間が変わります。

幼稚園は、集団生活や遊びを通して学ぶ教育の場で、無理なくより
良い成長・発達を促すように柔軟なカリキュラムを作成し、一人ひとり
の子どもに対応しています。元気に体を動かしたり、うたを歌ったり、制
作などをして楽しく学んでいます。
私は4月から新大船幼稚園の先生になりました。まだまだ分からない

ことがたくさんありますが、先輩の先生たちに支えてもらいながら毎日
楽しく過ごしています。ずっと夢だった職業に就けてとても嬉しいで
す。これからもさかえっ子のために一生懸命頑張っていきます。

認定こども園は、園庭に出ると、幼稚園の大きいお友だちが保育園
の小さいお友だちに優しく接して遊ぶ、かわいらしい姿が見られま
す。体育指導や音楽指導など、様々な活動を０歳～５歳まで一貫して
行い、幼稚園・保育園それぞれの良いところを取り入れながら「生きる
力」を育んでいます。
私は認定こども園に就職して５年目で、実際に男性保育士が活躍す

る機会が多くありました。力仕事が多い運動会などの行事は、男性が
中心となり進めています。

子どもが「自分でやってみたい！」と思う活動を納得するまで手
伝ったり、一緒に遊びや食事、行事などを楽しんでいます。保育園の
生活の中で豊かな経験を重ね、子どもが日々成長していく姿を、保護
者の方と一緒に感じています。
私は子育てのために保育園の仕事から離れていましたが、近所の

保育園の子どもたちや先生の笑顔を見て、保育園でまた働きたい！
と思い、再び保育士として働くことになりました。復職する際、大き
な不安がありましたが、周りの皆さんに支えてもらいながら保育に
携わっています。

区内の市立保育園（４園）では、保育士の資格をお持ちの人、取得見込み
の人を対象にサポートを実施します。

　区役所こども家庭支援課（本館２階25番窓口）・区内市立保育園で区内各園の求人情報を配布して
います。幼稚園教諭・保育士の資格をお持ちの人又は取得予定の人は、ぜひご覧ください。

各園で教育・保育内容や利用料などが異なりますの
で、入園をご希望の場合は見学をお願いします。たくさ
んの園を見学することでお子さんに合う園がきっと見
つかるはずです。
栄区は、緑・自然がいっぱいで、環境に恵まれた園が

たくさんあります！（園見学については、各園にお問い合
わせください）

　　　　 10月15日（月）から各園で募集要項を配布します。
　　　　 詳細については、ご希望の園にお問い合わせください。
　　　　 入園説明会の日程を広報よこはま９月号に掲載します。
　　　　 また、利用案内（申請書等）の配布日等については、
　　　　 広報よこはま10月号に掲載します。

　　　　 ご希望の園にお問い合わせください。
　　　　 区役所で手続きが必要です。
　　　　 詳しくは教育・保育担当へお問い合わせください。

サポート内容…子どもたちと一緒に遊びます（体験に入るクラスは応相談）
　　　　　　　その他 園内の見学、区内保育園の説明、区内の民間保育園紹介、研修のご案内 等
体験時期………7月、9月、10月の月～金曜　9時～11時　※参加日程は個別に調整
参加条件………保育士資格をお持ちの人又は取得見込みの人
　　　　　　　（参加の際に保育士証、学生証、又はそれに準ずるものを確認します）
申 込 先………電話で区内市立保育園へ（9時～16時）
　　　　　　　●飯島保育園 　 871-3661　　●公田保育園 　 892-1530
　　　　　　　●上郷保育園 　 893-3565　　●桂台保育園 　 894-1335

お早めに区役所こども家庭支援課の社会
福祉職又は保健師にご相談ください。

…とお悩みの人は、保育・教育コンシェルジュ
にご相談ください。 ※各園で１日のスケジュールなどが

　異なりますので、詳細については
　各園にお問い合わせください

【相談場所】区役所本館２階25番窓口 （月～木曜）
※毎月第３火曜13時30分～15時30分は「にこ
　りんく」(さかえ次世代交流ステーション内）で
　相談を受け付けています

９時頃にはみんな元気に
登園！ 栄区の幼稚園は全
園バスがありますよ！

制作や楽器などで楽しく
学びます。

いっぱい学んでお腹も
ペコペコ！お弁当や給食
「いただきます！」

園庭遊びや絵本の読み
聞かせをして１４時頃に
は降園します。

栄区の幼稚園では、全園で預かり保育を実施しているため、長時間（7時30分～18時30
分）預けることができます！ ※各園で受入時間の違いや、一定の条件などがありますので、
詳しくは各園へお問い合わせください

新大船幼稚園　大西舞奈 先生 大船ルーテル保育園　高山智美 先生認定こども園いのやま　森洋一郎 先生

▲公田保育園
大きな園庭でのびのび遊べます！

上郷保育園▶
自然いっぱい！近くの森へお散歩　

保育・教育コンシェルジュ 小林

社会福祉職 須貝・松本

栄区の幼稚園・保育施設に
ついての情報はこちら

幼稚園教員養成学校に入学～卒業年度の９月頃から就職活動開始～
幼稚園教諭養成課程を修了（卒業時に幼稚園教諭免許状取得）～憧れの幼稚園の先生へ！

保育科のある短期大学を卒業（卒業時に幼稚園教諭・保育士資格を取得）～保育園や幼稚園に勤務～
子育てのために退職～子育てに専念～復職のためハローワーク戸塚で就職活動～大船ルーテル保育園で復職！

新卒で憧れの先生になった大西先生 5年ぶりに復職した高山先生
子ども未来学科のある大学に入学～認定こども園いのやまで実習し、同園へ就職することを決意～
大学を卒業（卒業時に幼稚園教諭・保育士資格を取得）～念願の認定こども園いのやまに就職！

実習がきっかけで就職した森先生

▲
7:30

▲
9:00

▲
12:00

▲
14:00

▲
18:30

どうすればいいの？どの施設に預けたらいいの？ 

幼稚園

幼稚園

保育園

保育園

子どもを預けたいけど…

平成31年
４月
の申請に
ついて

平成30年度
の申請に
ついて

障害のある
お子さんの
入園をご希望の
場合は…

預かり保育降園活動昼食活動預かり保育 登園

みんな集まったら、園庭で遊ん
だり音楽で遊びます！

いっぱい遊んだあとは、おいし
い給食！

いっぱい遊んでお昼ごはんを
食べたらぐっすり眠ります！

トマトの苗植え体験

幼稚園・保育園の子どもたちが
一緒に活動します。

みんなで仲良く給食・お弁当の
時間。元気な身体の基礎を育
みます。

預かり保育と保育園の子どもた
ちは、自由遊びなどをしながら
保護者のお迎えを待ちます。

地域のボランティアの皆さんの協力で、農園体験や介護
施設との交流なども行っています。

▲
7:00

▲
9:00

▲
12:00

▲
14:00

▲
16:30

▲
20:00

認定こども園は、幼稚
園と保育園の機能を
併せ持つため、9時～

14時頃は幼稚園と保育園の子ど
もたちが一緒に生活をして、教育
を受けることができます。

登園開始 活動 昼食 お昼寝 活動 降園預かり
保育 預かり保育降

園活動活動 昼
食

登
園

幼稚園
部分

降園
お昼寝

（             ）活動 活動登園開始保育園
部分 3歳以上は

午後の活動
昼
食

区内の幼稚園・認定こども園・保育園では先生の募集をしています求人
情報

※認定こども園については、幼稚園・保育園それぞれの申請方法に準じます

こども家庭支援担当（本館２階26番窓口）
894-8959　　894-8406教育・保育担当　　894-8463　　894-8406

教育・保育担当　　894-8463　　894-8406

栄区子育て情報応援サイト

各施設の入園について保育士として働きたい、復職したい人をサポートします

こんな不安や悩みをお持ちの人は、園の生活をのぞいてみませんか？

認定こども園の1日（例） 保育園の1日（例）

まずは園の見学をお願いします！

申請について

幼稚園の1日（例）

保育園認定こども園幼稚園

ここに
注目！
ここに
注目！

ここに
注目！
ここに
注目！

ここに
注目！
ここに
注目！▲

7:00
▲
9:00

▲
11:30

▲
12:30

▲
14:00

▲
18:30

▲
11:30

▲
12:30

▲
16:30

▲
14:00

▲
18:30

▲
7:00

▲
9:00
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広告

◆夕焼けカフェ
　ライアー（竪琴）の生演奏と体験。自慢
のレコードを持ち寄って一緒に鑑賞しま
せんか。挽きたて珈琲をご用意します。
　 7月10日（火）16時～18時
　 当日直接ぷらっと栄へ
◆効果的に伝える！魅力が伝わる！
　チラシの作り方
　伝わるチラシ作りのコツを学んで、手に
取ってもらえる、興味を持ってもらえる、人
が集まるチラシ作りにチャレンジしましょう！
　 7月28日（土）10時～12時30分
　 区内で地域活動や生涯学習活動を
行っている団体などに所属している人
30人（先着順）
　 ㈱ジェイスリー取締役副社長 木下幸弘
　 7月11日（水）から直接ぷらっと栄へ

★子育てサロン・・・7月11日・25日（各水曜）

★親子であそぼう1歳児・・・・・7月11日（水）

★スイカ割り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７月１２日（木）

★親子ヨガ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７月１４日（土）

★夏祭り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７月２８日（土）

★かばくんアート・つくってあそぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月17日（火）
★親子で体を動かして遊ぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月24日（火）
★プール開放
　・・・・毎週火・水・木曜11時20分～12時

　(7月12日（木）を除く)

★オープンディ……………7月13日（金）
★夕涼み会・未就園児見学会・・・7月26日（木）

★子育てサロン・・・7月12日、8月9日（各木曜）
★みんなで体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8月6日（月）
★プール開放・・・・平日 11時20分～12時
　（7月12日、8月9日（各木曜）を除く）

★プール開放・・・毎週火・木曜 11時～12時

★夏まつり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月12日(木)
★プール開放・・・平日 11時15分～12時

　（7月12日（木）・18日（水）を除く）

★泥んこあそび・水あそび・・・7月23日（月）

❶❷　 当日直接地区センターへ
❶学習支援『学び舎とよだ』
～わかると楽しい！お勉強～
　 7月5日～26日の毎週木曜
　 小学生：15時～17時
中学生：15時～18時　
❷7月のロビーコンサート
～夏空に広がるギターの音色～
　 7月28日（土）11時～11時45分　
　 ギターアンサンブル・フェシリア
❸～❺　 7月11日(水)から電話か直接
地区センターへ（先着順）
❸こども囲碁教室（全2回）
～スリルいっぱい！頭の体操～
　 8月2日（木）・3日（金）10時～12時
　 小学生20人
　 200円　
❹こどもバドミントン教室（全3回）
　 7月27日（金）・30日（月）、8月3日（金）
9時30分～11時30分
　 小学生24人　　600円
❺こども工作教室
～夏の工作はこれで決まり！～
　 8月6日（月）①10時～11時45分 
②13時～14時45分（①・②いずれか1回）
　 各回小学生20人　　300円
◆こども将棋教室
　 夏休み期間中（※日程は個別に調整）
　 小学生　　
　 電話か直接地区センターへ

七夕かざり
～竹と短冊で
彩る栄のまち～
　栄区の竹に短冊をかざりつけ、
展示します。短冊は、本郷台駅周辺
のチラシを掲示しているお店で、7
月4日（水）までお配りしています。
　また、当日会場でもお配りします
ので、ぜひご参加ください。

　 かざりつけ:７月５日（木）10時～
12時（※雨天時は６日（金）に延期）
本郷台駅前公園
※７月14日（土）まで展示します
　 統計選挙係
　 894-8315 　895-2260

◆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
　２次募集のご案内
　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。
地域力推進担当（区役所本館4階44番窓口）までご相談ください。

【対象事業】　●ベーシックコース
　　　　　　　文化・スポーツ振興、防犯・防災、健康づくり、子育て支援 等
　　　　　　●サロン・居場所づくりコース
　　　　　　　交流サロン、子ども食堂、認知症カフェ 等
【募集期間】　●ベーシックコース…７月31日（火）まで
　　　　　　●サロン・居場所づくりコース…10月31日（水）まで

栄区 みんなが主役

◆「てらこや・かみごう」
　夏休みの宿題応援！宿題や１学期復習
用の教材を持ってきてね♪
　 ８月20日（月）・21日（火）・22日（水）
１０時～１２時　　小・中学生
　 当日直接地区センターへ
❶～❹  7月11日(水)から電話か直接
地区センターへ(先着順)　
❶夏の思い出・ゆかたを着て
花火のゆうべ
　 ８月２日（木）１９時～２０時
　 未就学児・小学生の親子１５組　
❷夏休みの工作 貯金箱を作ろう
～コロコロ転がるコインがかわいい
自分だけの貯金箱～
　 ８月3日（金）１４時３０分～１６時３０分
　 小学生１０人　　２００円　
❸夏休みの思い出・牛乳パックで自分
だけのハガキ作り～自由研究にも～
　 ８月６日（月）１０時～１２時
　 小学生２０人　  １００円　
❹夏の親子バドミントン（全３回）
　 ８月21日（火）・22日（水）・23日（木）
19時～20時30分
　 小学４年生～中学生の親子１０組２０人
　 １組５００円

★プールあそび・・・・・・・・・・・・・・7月14日（土）

★みんなあつまれ・・・・・・・・・・・・7月11日(水)
★ちびっこ夏祭り・・・・・・・・・・・・・7月27日(金)

　 地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

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。

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

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

★夕涼み会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７月２１日（土）

エミールの森ひよこ保育園
　 891-6766　　891-6913

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

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

お知らせ

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

やまゆり幼稚園
　 891-2020  　 891-3533

杜ちゃいるど園
　 890-6112　　890-6113

アスク大船保育園
　 897-6765　　443-9339



広告

◆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～
　 8月1日～29日の毎週水曜15時～17時
　 小・中学生
　当日直接地区センターへ　
❶～❹　 電話か直接地区センターへ　
❶夏休みこども陶芸教室（全２回）
～作陶と色付けの２工程!好きな器や
置物を作ってみよう～
　 8月1日（水）・10日（金）13時～15時
　 小学生15人（先着順）     500円
　 7月11日（水）から　
❷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～
　 8月1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）
❸夏休みキッズパン教室
～コーンとハムとチーズのロールパン～
　 8月24日（金）10時～13時30分
　 小学2年生以上15人 （先着順）
　 300円　　7月13日（金）から　　
❹キグちゃんの「親子であそぼ！」
1歳児～遊びからまなぶ子どもの育ち～
    8月27日（月）10時30分～11時30分
    1歳児と保護者20組（定員次第締切）

◆午後の音楽会 第95回 ヴィタリ・
ユシュマノフ バリトンリサイタル
　ドイツで学び日本を拠点に選んだロ
シア人バリトンの貴公子。魂で歌い上げ
る世界の歌曲。
　 9月27日（木）14時～（開場：13時30
分）　　300人　　ヴィタリ・ユシュマノフ
（バリトン）、工藤和真（ゲスト・テノール）、
山田剛史（ピアノ）　　7月5日（木）チ
ケット発売 全席指定 500円　
◆古部賢一＆
クリスティーネ・ショルンスハイム
　日本が誇るオーボエ奏者がチェンバ
ロの世界的名手を迎えて贈る、至福の
バロック。
  10月27日（土）14時～（開場：13時
30分）　　300人
　 7月21日（土）チケット発売 一般券：
4,500円、リリス券：4,000円

◆見て触れて楽しむ土器会
〔同時開催〕教えて埋文さん
　本物の土器に触れて土器博士になろ
う！自由研究の相談も！
 　8月3日（金）・4日（土）１０時～１５時
 　小学生以上各日40人（当日先着順）
 　当日直接センターへ

埋蔵文化財センター
〒247-0024 野七里2-3-1 
    890-1155      891-1551

◆のしちりほっこりカフェ
　 7月31日(火) 13時～15時
　 100円(茶菓代)　
❶～❸　 電話かFAX、又は直接ケア
プラザヘ（定員次第締切）　
❶地元ごひいき講座
「手軽で美味しい一食分講座」
　ケアプラザ産玉ねぎと取れたて旬の
地元野菜を使った料理講座！
　 7月23日(月) 10時～13時
　 10人 　  500円　
❷小学生保育士体験
　 8月1日(水)・2日(木)9時30分～12時
　 小学生10人　　近隣保育園にて保育
士さんのお手伝い　
❸さぁ昭和歌謡で昔に帰ろう
　 8月30日(木)13時30分～14時30分
　 50人

◆桂台げんき食堂 夏休みイベント
　おもしろ科学工作など、夏休みの宿題
や自由研究ができちゃう企画。お昼ごは
んはカレーライス！
　 ７月3１日（火）10時～14時
　 小・中学生  　 食事代：小学生以下１００円
中学生以上３００円（別途工作に材料費
がかかる場合あり）
　 当日直接ケアプラザへ

◆チクチクボランティア募集
　にこりんくで使う手作り布おもちゃ等
を作ってくれる地域の人を募集します!
　 7月13日（金）10時30分～12時
　 裁縫好きの人　  
　 電話（　 898-1615）か直接にこりんくへ
※お子様連れはご遠慮ください　
◆陶芸体験
　 7月26日（木）14時～16時
　 中・高生世代（小学4年生以上）15人
（定員次第締切）　　500円
　 電話、FAX（　　　898-1400）、メール
（sakaeseisyo-nen@nifty.com）又は直
接フレンズ☆SAKAEへ

　　　  第１６２回 
昼休みコンサート♪
　栄区役所で、お昼休みのコンサー
トを楽しみませんか。
　今回のテーマは「唄と三味の音
を楽しみましょう！」です。
　ぜひお気軽にお越しください！

　 ７月12日（木）12時20分～50分
区役所新館１階
　 栄区民謡連盟（協力：栄区音楽協会）
　 当日直接会場へ
　 生涯学習支援係
　 894-8395 　894-3099

❶～❸    電話か直接ケアプラザへ
（定員次第締切）　
❶華シニア連続講座 第2弾
～栄の歴史を楽しむ～
　 7月26日（木）13時30分～15時
　 主にシニア30人　
❷漢字王決定戦＠小菅ケ谷地域ケアプラザ
～漢字を使ったクイズやビンゴ～
　 7月29日（日）10時～11時30分
　 小学生と保護者30人 　 50円　
❸いっしょにあそぼう！！
　 7月30日（月）10時30分～11時30分
　 1歳半～3歳の子どもと保護者20組
　 絵本の読み聞かせなど ◆豊田夏ボラ講座！

　中学生以上の生徒・学生を対象とした
ボランティア体験講座を開催します。
　 7月24日（火）～8月22日（水）
　 地区内中学校、ケアプラザ窓口又は
ホームページから申込書を入手しケア
プラザへ　
◆障害児余暇支援事業
「縁日だよ～ みんな集合！！」
　 8月5日(日)10時30分～13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） 
　 300円
　 電話かFAX又は直接ケアプラザへ
（笠間地域ケアプラザでも申込み可）

◆シニアボランティアポイント登録研修会 
～ボランティア活動で、換金や寄付が
できるポイントが貯まります～
    7月30日（月）13時30分～16時
（受付：13時～）    
    満65歳以上で市内在住の人
※介護保険被保険者証、筆記用具、A4
サイズのバッグをお持ちください
　 電話か直接ケアプラザへ

❶❷ 　電話か直接コミュニティハウスへ
(定員次第締切)
❶子ども詩吟体験教室（全3回）
　 7月22日・29日、8月5日（各日曜）9時
～12時　　小学生20人　　200円
❷天体観測会
 　7月26日（木）17時～20時45分
 　小学生と保護者50人

❶❷　 電話か直接ケアプラザへ(定員
次第締切)
❶想い出を綴る 想いが残せる 
栄区版エンディングノートを書こう
　 7月28日(土)14時～16時  　 30人
※SAKAEシニアライフノートをお持ち
の人は要持参
❷小学生夏休み工作講座～作ってみよう!
クラフトテープでカゴづくり～
 　8月17日(金)10時～12時
 　小学3～6年生20人  　350円　
◆きよちゃんと遊ぼう♪
　 7月25日(水)10時30分～11時30分
　 未就学児と保護者20組（定員次第締切） 
　1組100円 　 エプロンシアター、
ミニ人形劇など　 　 電話（　 892-1030）か
直接おやこのひろばへ（共催：おやこのひろば）

◆紙芝居を楽しむ会
　 ８月５日（日）10時～12時　　小学生
以上25人（先着順）　　がんばれセミ丸、
子そだてゆうれい、正助のわらじ、ねこ
のおかあさん 　 ７月11日（水）から電
話か直接コミュニティハウスへ

◆親子でパン作り教室（チーズバンズ）
　 7月24日（火）10時～12時30分　   
　 小学生と保護者15組（応募者多数時
抽選）　　400円
　7月13日（金）までに電話か直接コ
ミュニティハウスへ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



❶～❺　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人　　7月11日（水）～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
　 8月8日（水）10時30分～11時45分
　 ３０人　
❷住まいの修繕教室（包丁研ぎ）
　 8月12日（日）10時～12時 　  20人
❸歌ってハツラツ
　 8月17日（金）13時～15時 　  40人
❹スマホ・ケータイの安全使用のお話
　 8月20日（月）11時～12時 　  20人
❺みんなで輪踊り
　 8月22日（水）10時～12時 　  40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「再就職・
転職のためのパソコン講座」（全5回）
　 8月21日(火)・22日(水)・24日(金)・
27日(月)・28日(火)10時～15時30分
　 女性12人（先着順）　　19,500円
　 7月17日（火）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
◆角野栄子講演会
「魔女の宅急便 キキの魔法」
　 9月30日（日）13時30分～15時
　 200人（先着順） 　 1,000円
　 7月17日（火）から電話　
（ 　862-5056）かホームページ（http://
www.women.city.yokohama.jp/y）
又は直接センターヘ

◆折紙で金魚の飾りをつくろう！
～夏休みの宿題のヒントに最適！～
　 7月26日（木）10時～12時 栄図書館
　 15人（定員次第締切）
　 600円（材料費を含む）
　 電話か直接公会堂へ

◆ロッキー「夏休みイベント」
～夏休みの思いを込めよう！ ～
　 8月10日（金）～12日（日）10時～16時 
　 ①サプライズカードで家族や友人に“思
い”を伝える②サプライズボックスに写真
や日記など“思い出”をとじ込める 　未就
学児～小学生（未就学児保護者同伴）
①、②とも各日20人（当日先着順）
　 当日直接ログハウスへ

◆きみも一日図書館員
　夏の思い出に、図書館の仕事を体験
してみよう！
　 ①7月25日（水）②8月1日（水）③8月2
日（木）10時～12時 　 ①、③市内在住・在
学の小学１～３年生②市内在住・在学の小学
４～６年生 各回20人（先着順）　　7月11日
（水）から本人か家族が電話か直接図書館へ
❶～❻　  当日直接図書館へ
❶展示「舞台は中国！～中国が舞台の
小説、集めました～」
　横浜と上海（中国）との友好都市提携45
周年を記念して、図書の展示を行います！
　 7月4日（水）～30日（月）
※7月17日（火）は閉館日　
❷おはなし会
　 7月11日（水）16時～16時30分
　 4歳くらい～大人　
❸紙芝居の会
　 ７月14日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人　
❹展示「読んでみよう、こんな本」
　 7月18日（水）～8月31日（金）　
❺かながわこどもひろば おはなし会
　 7月28日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 「かにかに、こそこそ」ほか　
❻親子のおはなし会
　 わらべうたや絵本の読み聞かせ。
　 7月31日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者

❶❷　 当日直接本郷ふじやま公園へ
（当日先着順）
❶子ども工作
～押し花でパンダカレンダー～
　 7月15日（日）10時～11時
　 小学生10人　
❷いろり端昔ばなしの会
　 7月19日（木）10時30分～11時30分
　 15人　　
❸❹ 　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）
❸パステルシャインアート夏休み子ども
講座～海を描こう～ 
　 7月30日（月）14時～15時30分
　 小学生10人（低学年保護者同伴）
　 500円
　 7月25日(水)必着
❹初心者茶道体験教室
　 8月18日（土）13時～16時
　 5人　　500円
　 7月31日(火)必着

❶❷　 7月15日（日）から電話で虹の家
へ（先着順）
❶夏の植物観察会
　 7月28日（土）9時30分～12時
（※雨天中止）　　20人
❷夜の森たんけん（自然観察会）
　 8月4日（土）18時～20時30分
（※雨天中止）　　15人
◆親子パン教室～ウィンナーパンと
くまさんのちぎりパンを作ろう～
　 8月19日（日）13時～16時　　小学
生以上の子どもと保護者12組24人（応募
者多数時抽選/子どものみの参加は不可） 
　 1組1,500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
数を書いて虹の家へ｡7月24日（火）必着

◆自然観察会～盛夏の谷戸～
　 ７月22日（日）13時～15時（※雨天
中止）　　当日直接小谷戸の里へ
❶～❸　 電話か直接小谷戸の里へ
❶夜の里山生きもの探検
　 ８月４日（土）18時45分～20時30分
（※雨天中止）　  15人（先着順/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）　　7月16日（月・祝）から
❷「かかしまつり」のかかし募集
　手作りのかかしを公園の田んぼに立
て、人気投票を行います。
　 製作期間：8月11日（土・祝）～9月17日
（月・祝）　　7月28日（土）～9月2日（日）
❸わら細工～わらぞうり作り～
　 8月19日（日）9時30分～13時
　 20人（先着順/小学生以下保護者同伴）
　 800円　　７月28日（土）から

❶❷　 7月11日（水）から電話か直接
金井公園へ（先着順） 　
❶昆虫観察会
　抜け殻からセミの種類を当てよう！
　 8月1日（水）10時～12時
　 小学生以上10人　
❷夏休み早朝ジュニアテニス教室
（全12回）
　 前期：7月24日(火)～7月27日(金)
中期：7月31日(火)～8月3日(金)
後期：8月7日(火)～8月10日(金)
9歳以下(ジュニア1)：7時30分～8時10分
12歳以下(ｼﾞｭﾆｱ2)：8時15分～8時55分
　 各コース小学1～6年生・定員10人
　 1回1,290円/各期4回で4,320円

◆昆虫採集大会
　 8月1日（水）10時30分～12時30分
（※雨天時は3日（金）に延期）
　 小学生20人（定員次第締切）
　 電話か直接小菅ケ谷北公園へ

◆夏休み短期子供水泳教室
（幼児・小学生）募集について
　 ①7月30日（月）～8月3日（金）
②8月6日（月）～10日（金）
③8月20日（月）～24日（金）
幼児：15時～15時45分
小学生：15時50分～16時50分
　 初めての人は泳力チェックあり、4日目・
5日目に進級テストあり　　幼児：4,250円 
小学生：4,500円　　往復はがきか所定
の申込用紙に必要事項（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栄プールの経験有無）を
書いて栄プールへ。７月13日（金）必着

❶～❺　 当日直接あーすぷらざへ
❶企画展『彩りの島々インドネシア
ー魅せる染織と人々の暮らし』
　 7月14日(土)～9月24日(月・祝)
10時～17時 3階企画展示室
❷世界一周 多言語読み聞かせの旅
～イタリア語と日本語の読み聞かせ
　 7月15日（日）13時～13時30分 2階映
像ライブラリー　　50人程度（当日先着順）
❸映画『スポットライト 世紀のスクープ』
　 7月16日(月・祝) ①10時～②13時～③
16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
❹バリ島の影絵芝居ワヤン上演会
　 8月1日(水)15時～15時45分 2階
プラザホール　　150人（当日先着順）
❺バリ雑貨作りワークショップ
「バティックでシュシュづくり」
　 8月5日(日)14時～16時 3階企画展示室
　 40人（当日先着順）　  500円（材料費）
❻～❽　 電話かメール又は直接あーす
ぷらざへ（定員次第締切）
❻トークイベント
「バリ舞踊の世界観とヒンドゥー教」
　 7月22日(日)10時～11時30分
1階会議室　　60人
❼バリ島の楽器グンデルワヤンと
バリ舞踏体験
　 8月1日(水)14時～14時45分
2階プラザホール　　50人
❽ワークショップ「腰機でベルトを織る」
　 8月11日(土・祝)14時～16時 3階企画
展示室　　20人　　500円（材料費）

◆ピラティス
（マンスリースポーツ当日受付教室）
　インナーマッスルを目覚めさせ、ケガ
をしにくいしなやかで美しい身体を目指
します。初めての人にもオススメです！
　 7月2日・9日・23日・30日（各月曜）11時
30分～12時30分（受付：11時15分～）
　16歳以上20人（当日先着順）
　 各回1,000円　　
　 当日直接スポーツセンターへ
◆苦手克服！逆上がり教室（全２回）
　 8月4日（土）・5日（日）11時15分～
12時45分　　小学生30人（応募者多
数時抽選）　　2,000円
　 ホームページ（http://www.yspc.or.jp/
sakae_sc_ysa/）、往復はがき又は所定
の申込用紙に必要事項（①教室名②氏名
（ふりがな）③性別④生年月日・年齢⑤
〒住所⑥電話番号⑦市外在住で市内在
学の人は学校名）を書いてスポーツセン
ターへ。7月14日（土）必着

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

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

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

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

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

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
  ・　851-8333

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

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

　 8月4日(土)・5日（日)
　 4日：バルーンで あ・そ・ぼ
　　　（10時～14時）
　 5日：ベリーダンス
　　　（12時10分～12時40分）、
 独楽づくり（午後）

翠風荘オープンデー！

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

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

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

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

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

こま
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