
　６月に開催されたセーフコミュニティの現地審査の結果、再認証の「内定」をもらったよ！！
　現地審査では、海外からお迎えした２人の審査員に対して、９つの分科会から、栄区のこれまでの取組やこれ
からの目標を説明したよ。豊田小学校の地域防災拠点の訓練も視察してもらったんだ。審査員からは、「PDCA
サイクルが適切に機能していること」や「行政と地域の人それぞれが双方向に取組を進めていること」が特に評
価されたよ。
　たくさんの方が現地審査を見に来てくれて、安全・安心なまちを目指した地域の人の取組を知ってもらえて、
ぼくもうれしかったな。
　再認証の内定を受けて、10月６日（土）にたっちーらんど（栄公会堂）で、「再認証式典」を開催
するよ！！
　式典当日は、再認証合意書への署名式や、絵画コンクールの表彰式などを行うんだって。誰でも見ることがで
きるので、皆さんぜひ会場に足を運んでね。一緒にお祝いしよう！詳しくは、広報よこはま９月号の特集を見てね。

　夏の風物詩となった「本郷台駅前祭り」が今年も開催
されます！ 神奈川県警察音楽隊による演奏（1日14時）
をはじめ、マーチングやエイサー、パントマイム、歌謡
ショーなど、地元アマチュアやプロによる様々なステー
ジは必見！ また、地元有志による屋台もお楽しみに♪
　本郷台駅前で楽しいひと時を過ごしませんか？
　皆さんのご来場をお待ちしています！

　栄区民まつりの特設ステージに出演し、会場を盛り上げていただける団
体を募集します。

●特設ステージ
　 ダンス、音楽演奏、伝統芸能、大道芸などの団体（応募者多数時抽選）
　※ジャンルは問いません
　 地域振興課窓口、区内地区センター、区ホームページ等で配布している
　応募用紙に必要事項を書いて、地域振興課生涯学習支援係ステージ
　担当へ。持参・郵送・FAX・メール(sa-chishin@city.yokohama.jp)
　いずれかの方法でご応募ください。8月27日(月)必着

●栄区民まつり
　 11月3日(土・祝)
　10時～15時
　（※荒天中止）
　本郷中学校校庭・体育館ほか

　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
「アフタヌーンミニライブ ハワイの風に吹かれて」です。
　ぜひお気軽にお越しください！

　地域の皆さんに開かれた病院を目指す横浜栄共済病院の新棟が完成します。1・2階が外来診療部門と検査部門、3～5階が病棟となり、病院機能
の大部分が新棟に集約されます。また、1階エントランスホールに栄区ゆかりの芸術家の作品が展示されるほか、2階にはカフェ・ラウンジスペース・コ
ンビニエンスストアが設けられます。新棟での外来診療は9月18日（火）より開始します。
※地域医療支援病院：地域医療の確保を図るにふさわしい構造・設備を持つと認められた病院

【新棟内覧会】　 9月1日(土)10時～12時 どなたでも参加可（事前予約不要）
　　　　　　 　JR本郷台駅から無料送迎バスあり（9時45分から30分間隔で運行予定）

8月9日（木）12時20分～12時50分 区役所新館１階
メレラニ（ウクレレ） 協力：栄区音楽協会 　当日直接会場へ

9月9日（日）10時～12時 区役所新館４階８・９号会議室
80人（定員次第締切）
横浜市スポーツ医科学センターリハビリテーション科長 鈴川仁人
①氏名②電話番号を電話かFAXで生涯学習支援係へ

　「認知症」はだれにでもおこりうる脳の病気で、85歳以上の4人に1人に
は認知症の症状があるといわれています。認知症について理解し、認知症
の人とご家族が、住み慣れたまちで自分らしく暮らしていくために、一人
ひとりができることを考えていきましょう。

9月1日（土）・2日（日）13時～20時
本郷台駅前広場（※雨天中止）
（盆踊りは1日（土）18時～20時、イベ
ントステージは1日（土）13時～17時・ 
2日（日）13時～20時）

 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

横浜栄共済病院地域医療支援課 〒247-8581桂町132　　891-2171　　895-8351

◀現地審査の様子

▲昨年の特設ステージも大盛り上がり！ 

新棟完成予想▶

高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

企画調整係　　894-8161　　894-9127

祝

9月14日(金)14時～16時　区役所新館４階８・９号会議室
（受付：13時30分～）　　80人(先着順)
越智誠（臨床心理士)、渡辺久江（介護者）
認知症の理解と対応、地域での支援の大切さ
について考えるきっかけとなる講演会です。
認知症サポーター養成講座を兼ねています。
8月13日(月)から電話かFAXで高齢者支援担当へ

090-1048-0812（大堀）・090-2215-9062（田鹿）　　891-3003
本郷台駅前祭り実行委員会

　スポーツ活動中の足首捻挫の原因や予防方法に関する講座です。簡単
にできる予防エクササイズや、ウオーキングでのポイントを実技形式で指
導します。また、成長期のけが予防に必要な食事なども紹介します。

ねん ざ

◎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

8
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.250
人口 120,621人 世帯数 51,427世帯栄区のいま

（平成30年7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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　がんは他人ごとだと思っていませんか？2018年6月の厚生労働省の発表
では、がんは死亡原因の第一位で、国民の２人に１人はがんになり、3.6人に１
人はがんによって亡くなっていると言われています。この数字から、誰にでも身
近な病気であることがわかります。 
 がんは無症状のまま進行するため、健康な今こそがん検診を受診し、早期発
見することが大切です。横浜市では肺、胃、大腸、子宮、乳房、前立腺のがん検
診を実施しています(部位により対象年齢、受診間隔が異なります)。 
 ９月はがん征圧月間です。９月２７日(木)には、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！～」を開催します。映画
『いのちのコール』の上映や講話を予定しています。  
 講演会に参加して、がんについて考えてみませんか？詳しくは健康づくり係ま
でお問い合わせください。

　2018年に横浜市保健活動推進員の制度70周年を
迎えたことを記念し、イベントを開催します。
　健康長寿を目指した健康づくりに関する講演会、保健
活動推進員による健康チェックなど、盛りだくさんの内容
です。ぜひご参加ください！  

9月8日（土） 第1部：9時30分～11時 栄公会堂
第2部：第1部終了後～12時30分 栄スポーツセンター
第1部：500人（当日先着順）
第1部：東京都健康長寿医療センター研究所副所長 新開省二 
第1部：（講演会）必見！ 健康長寿のコツ
　　　 ～東京都健康長寿医療センター発
　       「健康長寿 新ガイドライン」のポイント～
第2部：保健活動推進員による健康チェック
　       コーナー、保健活動推進員活動紹介
　       パネル展示 ほか
当日直接会場へ
第1部は一時保育あり、8月30日（木）まで
に事業企画担当に連絡

　 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） 
　 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）
　 電話かFAXで健康づくり係へ 

「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！～」

◀健康チェック（足指力測定）の様子

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

 「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。

　①8月20日（月）②9月3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)

　 ①9月20日（木）②10月2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

肺がん
(40歳以上／１年度に1回)

　 9月13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)

　8月13日（月）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

けんしん講演会
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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

けんしんに行きましょう！ けんしんに行きましょう！ 保健活動推進員70周年栄区記念イベント
「みんなでめざそう！健康長寿」
保健活動推進員70周年栄区記念イベント
「みんなでめざそう！健康長寿」

第3期栄区地域福祉保健計画～さかえ・つながるフォーラム～第3期栄区地域福祉保健計画～さかえ・つながるフォーラム～

～９月はがん征圧月間です～ ～９月はがん征圧月間です～ 

　 健康づくり係　　894-6964      895-1759

第1部：事業企画担当
　 894-6962　　895-1759
第2部：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

　 8月3日(金)・22日（水）
　 8月10日（金） 
　 8月8日(水)・24日（金）

母親教室(全3回)
　 ①8月6日②8月20日③8月27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  　 8月30日(木) 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　

　 8月20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

8月23日(木)9時～12時
9月4日(火)13時～16時
区役所新館2階

8月23日(木)9時～12時
9月4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

※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
※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

　 8月28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  　8月28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）    　 8月15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



　栄消防署上郷消防出張所は、「横浜つながりの森」の一部を管轄して
います。そのため、火災だけでなく山での遭難事故等にも迅速に対応で
きるような資機材を有し、年間を通じて訓練を行っています。
　近年のハイキング人気に伴い多くの入山者がみられますが、遭難だけ
でなく転倒や転落による救助要請も発生しています。特に夏場は、熱中
症の危険もあります。水分や救急キット、笛なども準備し、場所によって
は携帯電話の電波が圏外になり連絡がつかない場合もあるので、どの
ルートを通るかなどを事前に家族に伝えておくことも大切です。

　119番通報の際は、「氏名、連
絡先、現在地、どのような事故か、
ケガの具合」等を正確に伝えると
スムーズに救助に向かえます。ま
た、現在地はルート上にあるA-1
(Aルートの1番)などの表示板や
目標物を正確に伝えてください。
ご協力をお願いします！

　 栄消防署上郷消防出張所　　・    894-0119

▲迅速な救助のため日々訓練を重ねています

　青森県の“果樹の里”南部町で
は、8月から、秋のフルーツ狩り
シーズンがスタートします。
　青森県特産のりんごをはじめ、
桃、梨、ぶどうなど、地元園主さん
が愛情込めて育てた様々な種類
のフルーツを味わいに、ぜひ南
部町へお越しください。

よこはまウォーキングポイント事業事務局
　 0570-080-130　　0120-580-376
　 navi-ywp@ml.city.yokohama.jp

特集に関する問合せ
企画調整係
　 894-8161
　 894-9127

　歩いた歩数に応じてポイントが貯まり、抽選で素敵な景品等が当たる、18歳以上の市
内在住・在勤・在学の人が参加できる事業です。4月から楽しいコンテンツが満載の歩数
計アプリの配信を開始しました。

アプリ配信（無料） 参加特典

開
催
期
間

8月上旬～  9月中旬 桃　狩　り
8月中旬～10月中旬 梨　狩　り
9月上旬～11月中旬 りんご狩り
9月中旬～10月中旬 ぶどう狩り

フルーツ狩り各メニューの入園料金を50％OFF!!
※ご予約の人限定・ご予約時に「広報よこはまを見た」とお伝えください

8/25（土）東京開催
「青森県合同移住フェア」にて
南部町ブース出展予定!!
暮らしや観光の耳より情報を
ご用意して、皆さんのご来場を
お待ちしています

日時●8月25日（土）
　　　13時～17時
会場●サピアタワー5階
　　　サピアホール
　　　（東京都千代田区丸の内1-7-12）

　 南部町交流推進課　　0178-84-2123　　0178-84-2592
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

【予約】ながわ農業観光案内所
（達者村農業観光振興会）
　 0178-76-3020

問
合
せ

※すでに歩数計で参加している人もご利用いただくことができます

スマートフォンを
携帯して歩く

参加登録
（上記二次元バーコード
  から詳細を確認できます）
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迅速に救助するために！
～事前準備と正確な情報提供を～



磯子区

金沢区

戸塚区

鎌倉市

港南区

大船駅

いたち川

環状4号線

柏
尾
川

本郷台
駅

港南台
駅

7,000歩

1日当たりの歩数

15分

うち、速歩き時間 予防（改善）できる可能性のある病気・病態
●がん（結腸がん、直腸がん、肺がん、乳がん、子宮内膜がん）
●動脈硬化 ●骨粗しょう症 ●骨折

7,500歩 17.5分 ●筋減少症
●体力の低下（とくに75歳以上の下肢筋力や歩行速度）

8,000歩 20分 ●高血圧症 ●糖尿病 ●脂質異常症
●メタボリック・シンドローム（75歳以上の場合）

9,000歩 25分 ●高血圧（正常高値血圧） ●高血糖
10,000歩 30分 ●メタボリック・シンドローム（75歳未満の場合）

本郷ふじやま公園の弓道場から山に入っていくときの
足の感触、忘れられません！（写真提供：泉光太郎さん）

昨年のワークシ
ョップの参加者

栄区ウォーキング協会会長
清水正美さん

　栄区では昨年度、皆さんが感じている「栄区のとって
おきの魅力」を持ち寄って、ツアーを企画するワーク
ショップを実施しました。
　参加者の考えたツアーは、「インクルーシブツアー in
栄～バッハと蛍と栄区民音頭と～」「いつかはここに住
みたい栄区ほっこり・つながり・ものがたり 自然を感じ 
人のぬくもりにふれる旅」「栄の「しごと」の種（シーズ）、
発見・探索ツアー」「蛍と都会を結ぶ街～仕事・子育て・
自然を楽しみライフワークバランスを保つことができる
町、栄～」と、名前を聞くだけでも区民の皆さんが栄区の
いろいろなことに関心を持ち、魅力に感じていることが
うかがえます。
　ツアーで選ばれたスポットも栄区全域にわたり、農園
体験や蛍観賞、いたち川散策などの自然に関わるものか
ら、栄区に事業所を構える高い技術を持った企業の見
学、歴史話、道路整備や駅前開発などにより変わりゆく
まちを感じるものなど、様々でした。
　ツアーの詳細は栄区ホームページでご紹介しています。

　せっかく考えたツアーを「机上で終わらせたくない！」という想いからツアーを自分た
ちでやってみることにしました。
　行く場所の下調べから下見、ちらしの作成…と苦労はありましたが、長く住んでいて
も知らなかった身近な歴史とつながることができたことが嬉しく、どんどん次の関心へ
と広がっていきました。
　また、参加者それぞれが知っていることは少しでも、集めるとたくさんの魅力が栄区
にあることも再認識できました。 ツアーを実施して、人とつながり、栄区への愛着もさ
らに沸き、活動意欲も高まりました！！ ワークショップへの参加をきっかけに思わぬプレ
ゼントをたくさんもらった気分です。

　20年くらい前から、ウォーキングを始めました。ウォーキングの魅力はなんといっても「気軽に始められる」こと！コースを考え
たり、景色を見たりすることはもちろん楽しいですし、歩くことで自分の体の調子を確認することもできます。栄区内にもよいと
ろはたくさんありますが、今年の10月には、友好交流都市である山形県高畠町で、地元の人と一緒にウォーキングや芋煮会を実
施することになり、今からワクワクしています。
　歩くときには、正しい歩き方をすることと、ストレッチが肝心です。特に、ふくらはぎの筋肉を鍛えることは重要で、かかとあげ
運動なども日頃から行っています。また、卵や肉、納豆などたんぱく質をしっかりとることも大事。楽しく、正しく、80歳くらいまで
は元気に歩きたいと思っています。

栄区役所⇒いたち川沿いを歩いて長慶寺
⇒わ～くくらぶ・さかえ⇒ふじ橋⇒本郷ふ
じやま公園の竹林を登り古民家⇒中野町か
らバス⇒交流サロン 庄戸⇒風の丘オープ
ンガーデン散策

歩くこととその効果
　歩くことは、骨粗しょう症や骨折、筋力・体力の低下の予防につながることが、研究で
も示されています。セーフコミュニティの「スポーツ安全対策分科会」でも、運動競技時
のけがの原因となる日頃の運動不足解消のため、ウォーキングを推進しています。

●外出する際は、通気性がよく、吸汗・速乾の素材の服や、帽子を活用しましょう！
●熱中症になると、めまいや筋肉痛・頭痛になることがあります。
●のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給し、元気な夏を過ごしましょう！
●毎日の食事を通してほどよく塩分をとりましょう。運動などで大量に汗をかくときは、
　塩分補給をしましょう（かかりつけ医のある場合は医師の指示に従いましょう。）。

もし、周りの人が熱中症になってしまったら…涼しい場所へ避難し、服をゆるめ、体
を冷やしましょう。首・わきの下・大腿のつけ根を集中的に冷やすと効果的です。体調
が優れない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

インドネシア・バリ島の民俗芸能「ケチャ」
を体験しましょう！
　 8月14日（火）14時～ 15時　
　 150人（定員次第締切）　
　 電話か直接あーすぷらざへ

「国際」「多文化共生」「平和」「こども」をキー
ワードに様々な展示や、イベント、情報や活
動機会の提供等を行っている施設です。
小菅ケ谷1-2-1　　896-2121
定休：月曜（祝日の場合開館）、年末年始
時間：施設によって異なりますのでお問い
合せください

●栄区郷土史ハンドブック
    300円

●さかえkuさんぽ
区役所地域振興課
本館4階47番窓口で配布中
●栄区区民生活マップ
区役所本館1階総合案内で
配布中

●栄区歴史散策マップ
●いたち川散策マップ
　 各100円 
カドタヤ小島書店（本郷台
駅前）・区内地区センター
で販売中

●栄の歴史　 500円
カドタヤ小島書店（本郷台駅前）・
区内地区センターで販売中

障害がある人の社会参加と自立を後押し
するために設立された、株式会社ファンケル
の特例子会社です。見学受入（要問合せ）や、
1階店舗では商品販売も行っています。
飯島町109-1　　890-6870
定休：土・日曜、祝日　時間：9時～17時30分
（1階店舗は10時～17時）

　 8月14日（火）・15日（水）・16日（木）・
18日（土）14時～（上映時間：50分程度）
　 120人（当日先着順）

みんなで歌おう！
ケチャ体験ワークショップ

あーすぷらざ
（神奈川県立地球市民かながわプラザ）

ファンケルスマイル

夏休み・子ども平和学習
「へいわ・アニメ上映会」

ウォームヨガin上郷・森の家 火の間

真言密教の修行場として、鎌倉時代に
開かれたといわれています。
洞窟は総延長約1㎞と伝えられ、壁面
には約300体の仏像や仏画が彫刻され
ています。
田谷町1501　　851-2392
定休：原則無休 
時間：9時～16時30分（受付:16時まで）

120段もの石段の先にある神社です。
1335年に創建され、郷土笠間の鎮守
として崇敬されています。
笠間5-4-1　　893-2708

扇橋の水辺の上流にある辺渕橋
から稲荷橋を渡って南下したとこ
ろにあります。アメニティには散
策木道も設置されています。

定泉寺・田谷の洞窟

青木神社
宿泊ができるほか、日帰り入浴やバーベ
キューができる施設などがあります。自然と
ふれあいながら、心豊かなひとときを！
上郷町1499-1　　895-5151
定休：無休（2019年1月1日～8月31日は施
設改修のため休館）
時間：予約受付9時～21時（各施設の利用
時間についてはお問い合せください）

上郷・森の家

矢沢掘小川アメニティ

目線はやや遠く
前方を見る。
あごを引く

足を地面につける
ときはひざを伸ばす

お腹とお尻を
引き締める

胸を開き、
背筋を伸ばす

つま先で力強く
地面を蹴ると、
さらに歩幅が
広がる

かかとから
しっかり
着地する

ひじは
軽く曲げる

出典：中之条研究（東京都健康長寿医療センター研究所 青栁幸利氏）

●豊田地域マップ
（　 豊田地域ケアプラザ 　 864-5144　 864-5904）
●笠間で暮らす身近な生活情報紙 健康づくり保存版
（　 笠間地域ケアプラザ 　 890-0800　 890-0864）

暖炉の揺らめく炎やまきの香に包まれて、非日常的
な解放感を体感してみませんか？
　 8月18日(土)13時30分～14時30分 ほか
※毎月２回開催しています
（日程等詳細はお問い合わせください）
 　各回18人（定員次第締切）　
　 500円
　 電話で上郷・森の家へ

翠園荘
栄プール

天園

再チャレンジ元気回復空き家ツアー
～地域で活動したい人が

　　　　　　一歩踏み出せるようなまち栄区～

へいふちばし

栄区　魅力
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広告

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助
（主催：栄区・動物と仲良く暮らせる街づくり協議会）

　区内に生息している飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用を補助します。
※頭数の制限、審査あり
　 申込者個人負担：オス3,000円、メス5,000円(市の補助事業との併用は不可)
　 ９月３日（月）から電話かFAX又は直接生活衛生係へ

介護予防講座「転倒予防・姿勢改善・歩き方講座」（全２回）
　 9月14日・21日（各金曜）13時30分～15時30分　区役所新館1階101号室
　 区内在住のおおむね65歳以上30人（先着順）　　健康運動指導士
　 転倒予防体操や姿勢改善など
　 8月17日（金）～9月7日（金）に電話かFAX又は直接高齢者支援担当へ

横浜市マンション管理組合サポートセンター交流会
　マンション管理組合の運営を支援するため、マンション関係団体と横浜市が協働
して、マンション管理の専門家と管理組合との交流会を開催しています。
　どなたでも参加できますので、気軽にお立ち寄りください。
　 8月5日、9月2日、10月7日（各日曜）9時30分～11時30分
　 本郷地区センター　
　 当日直接会場へ

❶❷　8月11日(土・祝)から電話か直
接ぷらっと栄へ
❶団体連携サロン
～和楽器体験と邦楽鑑賞の集い～
　 9月5日(水) 14時～15時30分
　 区内在住・在勤の人20人（先着順）
　 協力団体：栄区三曲協会
　 やさしい邦楽鑑賞、 和楽器の解説・体験
❷セカンドライフを充実させるための
地域デビュー講座（全3回）
～聞いて、見て、踏み出そう！～
　 ①9月28日②10月5日③10月12日
（各金曜）10時～12時　　区内在住・在勤の
人20人（先着順/原則全回参加できる人）
　 NPO法人シニア大樂理事長 藤井敬三
　 ①活動団体紹介・講演②施設訪問（本
郷ふじやま公園、中野地域ケアプラザ）
③工場見学（㈱ファンケルスマイル）

❶❷　 当日直接地区センターへ
❶学習支援『学び舎とよだ』
　 8月2日～30日の毎週木曜　　小学生：
15時～17時中学生：15時～18時
❷8月のロビーコンサート
～陽気な夏のメロディー ～
　 8月25日（土）11時～11時45分
　 Wailea（ハワイアン・ミュージック）
❸～❺　電話か直接地区センターへ
❸こども理科実験・レモン電池を作ろう
　 8月17日（金）13時～15時
　 小学3～6年生15人（定員次第締切）
　 300円
❹夏の思い出に 親子でそば打ちを！
　おいしいおそばをみんなで食べよう！
　 8月25日（土）9時30分～13時
　 小・中学生と保護者10組（定員次第
締切）　1組700円
❺なかちゃんの思いっきり絵の具あそび
　 8月30日（木）10時～11時
　1歳6か月～未就園児と保護者10組
（先着順） 　1組300円
　 8月11日（土・祝）から

◆楽習教室～勉強を教えてもらおう～
　 9月5日～26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
◆女性限定健康マージャン入門（全9回）
～「飲まない・吸わない・賭けない」
健康麻雀で脳トレ・認知症予防！～
　 9月6日～11月1日の毎週木曜9時
15分～11時30分　  女性16人（応募
者多数時抽選）　　2,000円（別途テキ
スト代1,500円）　　往復はがき（1人1
枚）に①講座名②住所③氏名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。8月20日（月）消印有効
◆懐かしの昭和歌謡・青春の昭和歌謡
Ａ：懐かし～抒情歌から昭和歌謡
Ｂ：青春～昭和歌謡からフォーク
　 9月10日（月）Ａ：10時30分～12時
Ｂ：13時～14時30分　　各回50人
（応募者多数時抽選）　　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。8月21日（火）消印有
効（講座の重複は不可）
❶～❹　 電話か直接地区センターへ
(先着順)
❶日常にアロマテラピーを♪～マッサー
ジオイル作りとハンドトリートメント～
　 9月3日（月）10時～12時　  12人
　1,000円　　8月11日（土・祝）から
❷美味しく使い切りクッキング
～スパイシーカレーつけ麺・豆腐焼売
等で残暑をふっとばそう！～
　 9月6日（木）10時～13時　  16人
　 600円　　8月12日（日）から
❸入門！竹細工体験教室～ストラップ
に置物に! ポックリ下駄作り～
　 9月10日（月）10時～12時 　 15人
　 300円　　8月13日（月）から
❹キグちゃんの「親子であそぼ！」
～遊びから学ぶ子どもの育ち～
　 9月28日（金）10時30分～11時30分
　 2歳以上の未就園児と保護者20組
　 8月11日（土・祝）から

★認定こども園で遊ぼう（1日体験）
　……………………………9月5日（水）

★おおきくなったかな？……9月6日（木）

★夕涼み会…………………8月18日（土）

★プール開放……………毎週火・水・木曜
　11時20分～12時（8月14日～16日を除く）
★かばくんアート・つくってあそぼ
　……………………………9月4日（火）

★幼稚園見学会……………9月5日（水）

★プレイディ………………9月1日（土）

★夕涼み会………………8月25日（土）
★未就園児教室…………9月10日（月）

★プール開放…毎週火・木曜 11時～12時
（8月14日・16日・28日を除く）

★プール開放…平日11時20分～12時
（8月21日を除く）

★みんなで体操…………… 9月3日（月）
★リズムあそび …………… 9月4日（火）
★子育てサロン（防災の話）… 9月6日（木）★プール開放…平日12時～13時30分

★カレーライスを食べていただく会・
　DVD鑑賞会・コンサート…8月31日（金）

★親子ヨガ…………………9月8日（土）

★運動遊びディ……………9月5日（水）

★プール開放…平日11時15分～12時
（8月13日～17日・29日を除く）

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 ―休館日は各施設にお問い合わせください―

新大船幼稚園
　 892-3535　　892-3572

小菅ヶ谷幼稚園
　 892-7117　　892-6577

上郷保育園
　 893-3565　　893-4592

認定こども園いのやま
　 894-5588　　894-5840

やまゆり保育園
　 894-5353　　349-1122

飯島保育園
　 871-3661　　871-3812

公田保育園
　 892-1530　　892-1745

桂台保育園
　 894-1374　　894-1490

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

かつら愛児園
　 892-3711　　894-2174

杜ちゃいるど園
　 890-6112　　890-6113

いいじまひがしこども園　
　 892-1154　　892-1730

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

　 生活衛生係　　894-6967　　895-1759

　 高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083
　 横浜市マンション管理組合サポートセンター　　 ・　 663-5459
　 建築局住宅再生課　　671-2954　　641-2756



広告

第12回 上郷地区センターまつり

     9月1日（土）10時～14時（※小雨
決行）　 マジックショー、バルーンアー
ト、にこりんくお楽しみステージ、さかな
つり、煎餅、焼きそばなど盛りだくさん！
　 当日直接次世代交流ステーションへ
　 地域子育て支援拠点「にこりんく」
　 ・　 898-1615 　
　 サポートセンター径
　 890-6601　　892-3933

ステーションまつり
～みんないっしょに～

◆笠間におでかけ♪
コドモアートキャラバン
　 9月15日（土）10時～12時
（受付：9時50分～） 
　 発達に不安や障害がある3～7歳程度
の子どもと保護者10組20人（定員次
第締切）
　 身の回りの素材でモンスター制作
　 電話か直接ケアプラザへ

❶～❹　 8月11日（土・祝）から電話か
直接地区センターへ（先着順）
❶60歳からのメイクセミナー
　 9月4日（火）10時～12時
　 60歳以上15人　　㈱ファンケル
❷自分でできる癒しのリンパマッサージ♥
　 9月13日（木）13時～15時
　18人　　200円
❸敬老の日の贈り物☆
お薬手帳ケース＆カードケース☆
　 9月16日（日）１4時～１6時
　 小学生10人　　300円
❹中秋の名月・月餅づくりと中国茶を楽
しもう～お持ち帰りもあります（3個）～
　 9月17日（月・祝）13時～15時
　15人　　1,000円

❶❷　 電話か直接ケアプラザへ（定員
次第締切）
❶すきっぷクラブ ぴよちゃんクラス
＆うさちゃんクラス
　お子さんと遊びながら、ママのエクサ
サイズもやっちゃおう！
　 毎月第4月曜 ①9時45分～10時25分
②10時40分～11時30分
　 ①抱っこ～よちよち歩き ②しっかり歩き
～未就園児 と保護者25組　　300円
❷みんなの勉強会（相続と遺言）
　 9月15日（土）講 座：13時30分～
15時　個別相談：15時～17時
◆ちゅーりっぷファミリーコンサート
　 9月29日（土）13時～14時30分
西区西公会堂　　未就学児と保護者各
区10組（先着順） 　　親子で楽しむ言
葉遊び、演奏等　　 8月15日（水）から
電話かFAX又は直接ケアプラザへ

❶❷　 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
「ゴーヤ、半端ないって！」
　ケアプラザで取れたゴーヤと地元野
菜を使った料理 ！
　 8月29日(水) 10時～13時
　10人　　500円
❷あなたの地域デビュー応援します！（全3回）
　 ①9月4日②9月11日③9月18日
(各火曜)13時～15時
　 原則3回出席できる人30人
　 ①ガイドボランティア②認知症③発
達障害について

❶❷　 電話か直接ケアプラザヘ（定員
次第締切）
❶「キッチンダンディーズ」
～男の料理教室～
    8月11日（土・祝）10時～14時
　 シニア男性6人
    枝豆ご飯、豚肉の野菜巻、ビシソワーズ、
マフィン　　500円
❷介護予防体操教室
（ロコモとコグニサイズ）
　 久野秀隆氏による楽しい体操です♪
　 8月31日（金）10時～12時 　 50人

◆知って・わかって・自分で決める任
意後見と家族信託(無料相談会含む)
　 8月18日(土)14時～16時 　 30人
　 電話か直接ケアプラザへ（定員次第
締切）、4組限定で30分程度の相談会
も実施（7月25日（水）から受付）
◆なかのＤＥライブ～歌やおどりなど
日頃の成果を発表する文化祭～
　 9月1日（土）13時～16時30分
　 当日直接ケアプラザへ

❶～❺　 8月11日（土・祝）から電話か
直接コミュニティハウスへ（先着順）
❶ラジオ体操で筋トレ・脳トレ
　 9月2日（日）10時～11時30分 
　 20人
❷楽しいリトミック！！
　リズムに合わせ体を動かします。
　 9月12日（水）10時30分～11時30分
　 3歳以上の未就学児と保護者20組
❸健康アップ体操
　 9月16日（日）10時～11時30分
　 20人
❹プロに習う植木の手入れ（座学）
　 9月22日（土）10時～12時
　 20人
❺ハロウィンオーナメントづくり
　 9月30日（日）10時～12時
　 小学生以上20人　　300円

❶～❺　 電話か直接コミュニティハウ
スへ（定員次第締切）
❶懐かしの名画座
　昔懐かしい昭和の映画を上映し、昔を
思い出して若返ります。
　 8月14日（火）10時～12時　　80人
❷子どもプール
　 8月19日（日）13時～15時
　 未就学児と保護者30人
❸看護師による健康相談会
　 8月23日（木）13時～17時　　20人
❹人形作り教室
　古布を利用して、人形の部屋飾りを作ります。
　 8月24日（金）13時～17時　　20人
　 500円
❺詩吟体験教室（全５回）
　 9月5日・12日・26日、10月3日・10日
（各水曜）15時～17時　　20人
　 500円

みち

❶～❺　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人　　8月11日（土・祝）
～前日に電話か直接翠風荘へ（先着順）
❶さわやかスポーツ（生活体力測定）
　 9月10日(月)10時～11時30分
 　18人
❷らくらく体操
　 9月12日（水）10時30分～11時45分 
　 30人
❸歌ってハツラツ
　 9月21日（金）13時～15時　　40人
❹みんなで輪踊り
    9月26日（水）10時～12時 　 40人
❺翠のサロン第６９回
「ヴァイオリンとピアノの演奏」
　 9月30日（日）13時30分～14時30分
　 50人

ステージ発表、作品展示、
おそば、お茶席、産直野菜、
こども広場など!
　 9月8日（土）・9日（日）10時～16時
　 当日直接地区センターへ

◆世界に1つだけの箱庭つくり
～造園屋さんになってみよう～
　 8月18日（土）10時～11時30分
　 10人（定員次第締切）　　1,000円
　 電話か直接小菅ケ谷北公園へ

◆午後の音楽会 第96回
《プレミアムコンサート》セルゲイ・
マーロフ×岩崎洵奈 デュオコンサート
　2つの楽器でコンクールを制覇したセ
ルゲイ・マーロフとショパン国際コンクー
ルディプロマ賞受賞の岩崎洵奈。実力派
二人によるウィーンの作曲家たち。
　10月10日（水）14時～（開場:13時30分）
　 300人
　 セルゲイ・マーロフ（ヴァイオリン、
ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラ）、岩崎洵
奈（ピアノ）
　 8月5日（日）チケット発売 全席指定 
2,000円
◆リリスの大冒険 2018
　ワクワクするようなイベントがいっ
ぱい！ リリスで夏休みを楽しもう！
　 8月26日（日）10時～16時（イベント
ごとに異なります）
　 一部有料（詳細はリリスまで）
◆コドモアートキャラバン 2018
　 ①8月19日②9月2日③10月21日
④11月11日⑤12月9日（各日曜）
14時～16時（受付：13時40分～）
各地域ケアプラザ（毎回異なります）　
　 区内在住で3～7歳の子どもと保護
者各回20組（先着順）
　 ①グラフィックデザイナー 高橋寛行
②草木染研究室 工房・野楽ネットワーク
③美術家 竹本真紀
④写真家・美術家 今井紀彰
⑤現代美術家 ASADA
　 子ども1人につき300円
  応募用紙に必要事項を書いて郵送、FAX、
メール（art-caravan@lilis.jp）又は直接リ
リスへ
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笠間地域ケアプラザ
〒247-0006 笠間1-1-1 
    890-0800      890-0864

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

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

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

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

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

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

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

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



※すべての講座に保育あり（有料/予約
制）。詳細はお問い合わせください
❶❷　 8月15日（水）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）
❶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）
　 9月20日(木)・21日(金)・25日(火)・
26日(水)・28日(金)10時～15時30分
　 女性12人　　19,500円

❷女性のためのパソコン講座
「即戦力UP！実践エクセル」（全2回）
　 9月22日 (土)・23日 (日)10時～15
時30分　   女性12人　　10,800円

❶❷　 電話か直接図書館へ（先着順）
❶夏の夜のミニコンサート
　開館30周年を記念して、夜の図書館
でクラシックコンサートを行います。
　 8月25日（土）18時～19時30分
　 30人（乳幼児不可／小学生保護者同伴）
　 栄フィルハーモニー交響楽団メンバー
による室内合奏団　　8月14日（火）から

❷老いじたくを考える
～エンディングノートの活用術～
　 9月4日(火)13時30分～15時30分
    30人    神奈川県行政書士会戸塚支部
所属 小島依子　　講演後に個別相談あり
(申込み時に予約)　　8月22日(水)から

❸～❼　 当日直接図書館へ
❸紙芝居の会
　 8月11日（土・祝）14時～14時30分
　 ３歳くらい～大人

❹企画展示「栄区地域子育て支援拠
点 にこりんくとは？」
　 8月21日（火）～9月3日（月）

❺かながわこどもひろば おはなし会
　 8月25日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人  　 「ふしぎなたいこ」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を行います。
　 8月28日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者

❼企画展示「皆で知ろう！自殺予防、
認知症、がん検診、結核のポイント」
　 9月5日（水）～28日（金）

◆いろり端昔ばなしの会
　 8月16日（木）10時30分～11時30分
　15人（当日先着順） 　当日直接本

郷ふじやま公園へ
❶～10　 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）
❶初めての篆刻入門（全４回）
　 9月１日・15日・22日、10月6日（各土
曜）9時30分～12時　　12人
   1,500円　　8月15日(水)必着

❷和布細工（全３回）
　 9月3日（月）・10日(月)・27日(木)13
時～16時 　 12人
　1,800円　　8月20日（月）必着

❸押し花絵～秋に咲く可愛い花をデザインします～
　 9月11日(火)13時～15時　　5人
　 1,500円　　9月3日(月)必着

❹粘土工芸～バラのバレッタ作り～
　 9月13日(木)13時～15時　　10人
　 500円　　9月1日(土)必着
❺絵手紙～はがき絵の基本～（全４回）
　 9月18日・25日、10月9日・16日(各
火曜)13時～16時　　10人
　 600円　　8月28日(火)必着

❻簡単デコパージュ～ウェットシート
用のふたにペーパーデコ～
　 9月19日(水)10時～12時　　8人
　 600円　　9月10日(月)必着

❼七宝焼き～銀箔を使ったちょうちょのブローチ～
　 9月19日(水)13時～15時　　6人
　 600円　　9月10日(月)必着

❽創作人形～パリジェンヌⅠ～（全４回）
　 9月20日、10月11日・25日、11月
8日(各木曜)13時～16時　　10人
　 2,000円　　9月12日(水)必着

❾フラワーアレンジメント
～多肉植物の寄せ植え～
　 9月21日(金)13時30分～15時30分
　 8人　　2,000円　　9月7日(金)
必着
10里山のそば打ち塾
　 9月22日(土)10時～12時30分
　10人　　900円 　 9月7日(金)必着

てんこく

◆そば打ち教室
　 9月10日（月）14時～17時
　 大人12人（応募者多数時抽選）
　 2,000円（エプロン・三角巾要持参）
　 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｡8月21日（火）必着

❶～❹  8月11日（土・祝）から電話で
虹の家へ（先着順）
❶秋の虫観察会
　 9月15日（土）9時30分～12時（※
雨天中止）　　20人

❷クモの観察会
　 9月16日（日）9時30分～12時
　 20人

❸水彩画教室（全4回）
 　9月22日・29日、10月6日・27日
（各土曜）9時30分～11時30分
　 大人20人　　2,400円

❹プロから学ぶデジタル一眼レフカ
メラ教室（全4回）
　 9月30日、10月7日・14日・28日
（各日曜）9時30分～11時30分
　 大人15人　　2,400円

◆森の作業体験（間伐ほか）
　 9月15日（土）10時～14時
　 小学生以上30人（定員次第締切）
　 ①イベント名と日程②参加者全員の
氏名③年齢④代表者の連絡先⑤イベン
トをどこで知ったかを書いてFAXかメー
ル（kansatsunomori@gmail.com)
でセンターへ

◆写真展「森の生きものたち」
　「定点カメラで動物調査」の活動で撮
影された森の生きものたちの写真展！
　 11月9日(金)まで
　 当日直接センターへ

◆エンジョイ★レディースバレー（当日受付教室）
　当日集まったメンバーで9人制のバ
レーボールを行う当日教室です。前半は
基礎練習、後半はゲームを行います。初め
ての人大歓迎！経験者もウェルカムです♪
　 9月14日・28日、10月12日・26日、
11月9日、12月14日・28日（各金曜）
9時15分～10時45分
　 16歳以上20人（当日先着順）
　 1回500円
　 当日直接スポーツセンターへ

◆秋からのスポーツ教室参加者募集
　10月から卓球、バドミントン、太極拳、ヨ
ガ、ピラティスなど各種教室を開催しま
す。教室の詳細については、電話又はス
ポーツセンターのホームページ（http://
www.yspc.or.jp/sakae_sc_ysa/）
でご確認ください。

◆第3期水泳教室募集
　 成人:9月10日（月）～11月3日(土・祝)
幼児・小学生:9月17日（月・祝）～11月
3日（土・祝）
　 成人水泳教室・小学生水泳教室・幼
児水泳教室・シェイプアップウォーキ
ング教室・アクアビクス教室
　 4,250円～8,000円(参加クラス
や回数で異なります)
　 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(子供教室は学校又は幼
稚園/保育園名と学年も明記) ⑤〒住
所 ⑥電話番号 ⑦栄プールの利用有無
を書いて、郵送又は直接栄プールへ
（応募者多数時抽選）
成人締切:8月21日（火）
幼児・小学生締切:8月28日（火）

◆自然観察会～夏の里山～
　 8月26日（日）13時～15時（※雨天
中止）　　 当日直接小谷戸の里へ

◆お月見会
　 9月22日（土）17時30分～19時30
分（※小雨決行）　 60人（応募者多数
時抽選/中学生以下保護者同伴）
　 中学生以上1,000円、5歳～小学生
700円、4歳以下無料　　往復はがき
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｡1枚で
5人まで応募可。8月24日（金）必着

◆竹細工～花器作り～
　 9月23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
　 ９月１日（土）から電話か直接小谷戸の里へ

❶～❺　 当日直接あーすぷらざへ（当
日先着順）
❶世界一周 多言語読み聞かせの旅
アメリカ～英語と日本語の読み聞かせ～
　 8月19日（日）13時～13時30分 
2階映像ライブラリー　　約50人

❷展示ギャラリートーク
　 8月25日(土)14時～15時 3階企画
展示室　　約30人
　 染織作家 渡辺万知子

❸バリ雑貨作りワークショップ
「バリアロマで作る癒しのお香」
　 8月26日(日) 14時～16時（随時受付）
3階企画展示室　　40人
　 500円（材料費）　　講師 バスンダリ

❹映画『ダンサー、セルゲイ・ポルー
ニン 世界一優雅な野獣』
　 8月26日(日) 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

❺渡辺万知子講演会
「インドネシアの染織と人々の生活」
　 9月1日(土)14時～15時30分 5階
映像ホール　　120人
◆アンネ・フランク展「希望の未来」
　 7月28日（土）～8月31日（金）9時
～17時　2階展示コーナー

◆はじめての着付け教室（全4回）
　 9月6日・13日・20日・27日（各木曜）
18時～20時　  10人（定員次第締切）
　 3,200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 を書いて公会堂へ。8月20
日（月）必着

◆セカンドライフセミナー「就業を通
じた生きがい・健康」
　 8月29日(水)9時～11時 横浜市シ
ルバー人材センター磯子事務所
　 おおむね60歳以上で市内在住の人
20人（定員次第締切）　　往復はがき
に①住所②氏名③年齢④電話番号を書
いて、又はホームページ（http://www.
yokohamacity-silvercenter.or.jp）
の申込みフォームに必要事項を入力し
てセンターへ。8月20日（月）必着

①9月6日（木）14時30分～16時
②9月11日（火）9時30分～11時
区役所新館３階309号室
店舗もしくは給食施設で食品衛生
責任者になっている人
各回30人（定員次第締切）
電話か直接生活衛生係へ

食品衛生責任者講習会

生活衛生係
　 894-6967　　895-1759

しっぽう

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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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

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

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

横浜自然観察センター
〒247-0013 上郷町1562-1
    894-7474      894-8892

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

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

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

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

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

横浜市シルバー人材センター
〒235-0045 磯子区洋光台5-7-5
    832-3511      831-3281
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