
タッチーくん生誕15周年

 平成31年4月1日からの利用希望者を対象とした説明会を行います（それ以降の
利用希望者も参加可）。 
★印がある園は事前に各園へお申し込みください。
それ以外は当日直接各園へお越しください。 

●車での来園はご遠慮ください。
●説明会への参加は､利用の可否とは関係ありません。
●平成31年4月1日からの利用申請書は、区役所こども家庭支援課と区内の各
保育園で10月12日(金)から配布（郵送受付開始）予定です。
●障害のあるお子さんの利用を希望される場合は、9月中旬～10月中旬に社会
福祉職又は保健師（区役所本館2階26番窓口）にご相談ください。

栄区民まつり

こども家庭係　　894-8463　　894-8406

　 11月3日（土・祝）10時～15時 本郷中学校（※荒天中止） 
　　　　　　　  9月22日(土)9時～11時 区役所新館1階 
　 区内在住・在勤の人（当日先着順）
　 募集区画30区画（1区画は幅3m×奥行2m）
　 1区画3,000円（申込み時に持参） 

資源化推進担当　　894-8576　　894-3099 

かつら愛児園

大船ルーテル保育園
いいじまルーテル保育園★ 
やまゆり保育園 
エミールの森ひよこ保育園★ 
かさまの杜保育園★ 
ベネッセ本郷台保育園★ 
アスク大船保育園★
杜ちゃいるど園★ 

  9月25日(火)10時30分～
10月13日(土)10時30分～
10月17日(水)16時30分～ 
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ふぁみりーさぽーと のあ★
すずかけ保育園 

認定こども園いのやま
いのやま幼稚園 
いのやま保育園★

認定こども園 
中野幼稚園 
中野どんぐり保育園 
認定こども園 
いいじまひがしこども園 
飯島東幼稚園 
飯島東保育園 
飯島保育園★
公田保育園★
上郷保育園★
桂台保育園★ 
チューリップ保育室★
芸術の森保育園★
ふれあいの家 
にこにこ保育園★ 

家庭的保育事業については、こども家庭係にお問い合わせください

3歳～5歳： 
  9月5日（水）  9時30分～
0歳～2歳： 
10月5日（金）10時30分～

  9月25日（火）9時30分～
10月11日（木）9時30分～
（車で来園可） 

10月20日(土)10時～

園にお問い合わせください
園にお問い合わせください 

園にお問い合わせください  

10月17日（水）10時～11時
10月  3日（水）10時～11時
10月23日（火）10時～
10月18日（木）10時～11時    10月11日(木)10時～11時 

10月  5日(金）10時～11時 
10月19日（金）10時～
10月19日（金）10時～ 
  9月29日（土）10時30分～12時 
10月16日(火)10時～11時
園にお問い合わせください 
10月  6日（土）10時～

　10月2日(火)より、ハローワーク戸塚の開庁時間が以下のとおり変わり
ます（火・木曜の開庁時間延長がなくなります）。
※その他のハローワーク、付属施設については個別にご確認ください 

※土曜の取扱業務は、求人検索・一般職業相談・紹介業務のみ
※その他の土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は閉庁日

月曜～金曜（祝日を除く）▶8時30分～17時15分
第1・第3土曜（祝日を除く）▶10時～17時

ハローワーク戸塚（戸塚公共職業安定所） 戸塚区戸塚町3722
864-8609　　864-7291 

ハローワーク戸塚の開庁日・利用時間

　平成30年度の特定健診受診券を、5月24日に対象者へ発送しました。 
　横浜市国民健康保険の特定健診は、平成30年度から受診費用が無料と
なり、受診しやすくなりました。まだ特定健診を受診したことがない人は、こ
の機会に受診してみてはいかがでしょうか？ 
　毎年度１回特定健診を受診して、自分の健康状態を確認しましょう！
● 特定健診は、平成31年３月末まで受診いただけます。
● 横浜市国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、ご加入の健康保険
で特定健診を実施しています。各健康保険組合にご確認ください。

問診、身体診察、計測（身長、体重、腹囲、BMI）、血圧測定、血液検査（脂質、血糖、
肝機能、腎機能）、尿検査（糖、蛋白、潜血（膀胱・尿路系に異常はないか確認）） 
医師の判断により、貧血検査、心電図検査、眼底検査を実施 

● 健診実施機関へ直接予約をしてください。
● 予約日に「国民健康保険証」「受診券」「問診票（受診券に同封）」を持って受診
してください。

● 平成30年4月2日以降に横浜市国民健康保険に加入した人、平成30年度内
に75歳の誕生日を迎える人には「受診券」「問診票」を交付しますので、区役
所保険年金課保険係までご連絡ください 。

保険係（区役所本館1階17番窓口） 
894-8425 　　895-0115

894-5588　 894-5840 

892-3711　 894-2174 

892-2366　 892-7825
895-8780　 410-7727
894-5353　 349-1122　 
392-7428　 392-7438
890-6010　 892-1149
897-3056　 897-3057
897-6765　 443-9339
890-6112　 890-6113

891-0111　 895-3761
894-5552　 894-5552

893-3980　 895-2651

892-1154　 892-1730 

871-3661　 871-3812
892-1530　 892-1745
893-3565　 893-4592 
894-1335　 894-1490 
894-1214　 894-1214 
435-9048　 435-9049 

898-2081　 898-2082 

もう、特定健診を受診しましたか？

出店申込み

出店者説明会 　 10月12日（金） 

検査項目

受診方法

保 育 園 日　時 連絡先 

保 育 園 日　時 連絡先 

　 被災地の現場を知る講師が避難所の在り方や実状をお話しします。
　 9月27日(木)14時～15時30分（開場:13時30分） 
　 栄公会堂（たっちーらんど）　　 500人（当日先着順） 
　 一般社団法人危機管理教育研究所  佐藤一男 
　 当日直接会場へ
※無料保育あり（2歳～未就学児/定員6人/9月7日（金）までに予約）

庶務係　　894-8311　　895-2260 

10月  6日（土）9時30分～
  9月29日（土）10時～11時

栄区いたち川マスコットのタッチーくんが
「ゆるキャラグランプリ」に出場中です。
皆さんの応援をよろしくお願いします。

広報相談係　　894-8335　　894-9127

毎日投票できます毎日投票できます
投票は11月9日（金）まで

◎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

区役所の受付時間は月～金曜（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 120,511人 世帯数 51,368世帯栄区のいま
（平成30年8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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　9月24日から9月30日は「結核予防週間」です。結
核は過去の病気と思われがちですが、日本では今でも
1日に50人の新しい患者が発生し、うち5人が命を落
としている重大な感染症です。 
　結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病
気で、結核菌の混ざったしぶきが咳やくしゃみと一緒に
空気中に飛び散り、それを周囲の人が直接吸い込むこ
とによって感染します。結核に感染しても必ず発病する
わけではなく、一生発病しないことも多いですが、免疫
力が弱まると発病します。結核と診断されても、6～9
か月間、きちんと薬を飲めば治るため、正しく理解して
行動していればそれほど怖がる必要はありません。 
　咳や痰、微熱などの症状が2週間以上続いたら、早
めに医療機関を受診しましょう！ 

　健康で長生きするためには、食生活に気をつけることが大切です。
　有名な「10食品群チェックシート」を作成した熊谷修先生が、自分の食生活
が見直せる新しい食事チェック票を、栄区の皆さんにいち早くご紹介します。 
　一緒に食生活を点検して、健康長寿を目指しましょう！ 
10月24日（水）13時30分～16時（開場:13時） 
あーすぷらざ2階プラザホール 
300人(定員次第締切) 
東京都健康長寿医療センター研究所 協力研究員 
一般社団法人全国食支援活動協力会 理事  熊谷修 
電話、はがき、FAX又は電子申請（右の二次元コードよりアクセス）で、氏
名と電話番号を健康づくり係へ。手話通訳をご希望の人はその旨を書き
添えてお申し込みください。 

　 9月29日（土）13時～14時30分（開場：12時30分）
　 あーすぷらざ２階プラザホール
 　200人（当日先着順）
　 済生会横浜市南部病院外科部長 村上仁志
　 胃がんの早期発見と低侵襲治療について
　 済生会横浜市南部病院地域医療連携室　　832-1111　　832-8340

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

　 9月14日（金）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)

　 10月16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）

　 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

　①9月26日（水）②10月5日
（金） から電話で（公財）神奈川県
結核予防会（　 251-2363／
平日13時～16時）へ

乳がん            
(40歳以上の女性／2年度に1回)

　 ①10月26日(金) ②11月8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)

　 10月11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)

　 9月11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

こんな人におすすめ・・・タバコを吸う人、飲酒する人、2週間以上口内炎が治らない人 等
　10月14日（日）10時～ 区役所新館２階
　 40歳以上の区民30人（定員次第締切）
　 9月11日（火）～10月5日（金）9時～18時（木曜・日曜・祝日を除く）に
　 大矢歯科医院（栄歯科医師会所属/　 892-1011　　892-1024）へ
　 健康づくり係　　 894-6964　　895-1759
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　 健康づくり係　　894-6964      895-1759 　 健康づくり係　　894-6964      895-1759

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

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

　 9月  7日(金) ・19日（水）
　 9月14日(金) ・26日（水）
　 9月12日(水) ・21日（金） 

母親教室(全3回)
　 ①9月3日（月）②9月10日（月）③9月18日（火）
　 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  　 9月20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　

　 9月10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

①9月14日(金)9時～11時 ②9月26日（水）9時～11時
③9月27日(木)9時～12時 ④10月2日（火）13時～16時
区役所新館2階

①9月27日(木)9時～12時
②10月2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

　 9月20日（木)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  　9月20日（木) 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）    　 9月19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



　 高畠町役場商工観光課　　0238-52-2019　　0238-52-1543
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　 9月13日（木）12時20分～12時50分
　 栄区役所新館１階エントランスホール  　 コールメイト（協力：栄区音楽協会）   
　 生涯学習支援係　　894-8395  　　894-3099  

　今回は、町民生活やイベントの会場として親
しまれている高畠町中心部の３つの商店街をご
紹介します。「まほろば通り商店街」、「庁舎通り
商店街」は景観に配慮した町並みが自慢の通り
です。「昭和縁結び通り商店街」は、昭和30年代
の生活用品、映画のポスター、東京オリンピック

の品々の展示があり、通り全体で昭和を感じることができます。
　このレトロな雰囲気を存分に味わうことができるイベント「クラシックカーレ
ビューin高畠2018」が、10月21日（日）に開
催されます。２年に一度開催されるこのイベント
には、時代に名を残す名車約200台が全国から
集結し、車のオーナー同士や車好きの方が交流
を深めます。
　レトロな町並みとレトロな車が醸し出すノスタ
ルジックな空気をぜひお楽しみください！  

　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「コー
ラスでつづる 夏のなごりのコンサート」です。ぜひお気軽にお越しください！ 

　栄区がセーフコミュニティの認証を取得してから５年目を迎え、先日の
現地審査の結果、おかげさまで再認証の内定を得ることができました。
　地域の皆さまが、８つの分科会ごとに議論し、現場を見て、取り組まれ
てきたことが評価されたことを非常に嬉しく思っています。
　セーフコミュニティは認知度の向上も課題となっておりますが、それ
ぞれの取組が根拠に基づいて行われていることをお伝えしながら、浸透
を図ってまいります。
　私どもも、地域の課題に直面して最前線で取り組まれている皆さまの
生の声を受け止め、これからも一緒に取り組んでまいります。本当にあり
がとうございました。今後も引き続きよろしくお願い申し上げます。

10月６日、再認証式典を開催します。ぜひ足をお運びください！　
日　時 内　容

問合せ

10月６日（土）
13時～16時

会場アクセス
●JR本郷台駅 徒歩９分
●神奈川中央交通バス「栄警察署前」徒歩２分

●国際セーフコミュニティ認証センターとの
　合意書署名式、認証旗・盾の授与
●セーフコミュニティ絵画コンクール表彰式
●セーフコミュニティの活動紹介
●ミニコンサート（栄フロイデ・コール/西本郷小学校
　ハッピーレインボーコーラス）

企画調整係　　894-8161　　894-9127 次のページへ

会　場 栄公会堂講堂
（たっちーらんど内）
栄区桂町279-29

※一時保育が必要な人は9月27日（木）までに企画調整係に連絡

　救急出場件数は、過去最多を記録した昨年を大きく上回るペースで増
加し、3,029件（258件増）となっています。高齢者（65歳以上）の救急
搬送が179人増加し、全体の66％と最も増えている状況です。

救急搬送された方の約４割が入院を必要としない軽症となっています。
安易な救急要請は、早急に治療を受ける必要がある方への対応が遅れて
しまうことにつながり、救える命が救えなくなる危険性が高まります。
※緊急時はすぐに119番で救急車を呼びましょう！

■横浜市救急相談センター（年中無休・24時間対応）
　♯7119 又は 　222-7119

■横浜市救急受診ガイド
パソコンやスマートフォンの画面上で急な病気やけが
の緊急性を確認できます。

　 栄消防署　　・    892-0119

栄区の救急状況（平成30年上半期）
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※WHO…世界保健機関

再認証に寄せて

平成22年3月
活動開始

平成25年10月５日
認証取得

平成27年
防犯対策分科会設置

平成26年
メッセージ
コンクール実施

平成30年10月 
再認証！

平成30年6月
現地審査実施

栄区役所

栄警察署

栄警察署前
鎌倉街道

←大船 横浜→
本郷台駅

栄公会堂・
栄スポーツセンター

栄公会堂・
栄スポーツセンター

栄消防署

いたち川

7つの
テーマで
活動

8つの
テーマで
活動

救急車の出場件数が増えています！ 
119番通報する前に「本当に必要か」を考えましょう！！ 

栄消防いたち通信

横浜市救急受診ガイド 

●９月９日は「救急の日」、９月３日～９日は「救急医療週間」です

救急車を呼ぶか迷ったら… 

　本当に救急車を必要とする人への到着時間が長くなります！

救急車の適正利用にご協力ください消防署からのお願い



転倒防止のための体操

KYT指導者講習会

区民まつりでの啓発

ウォーキング講習会

ハートフルサポーター養成研修

はまっ子安全教室

出前講座

地域防災拠点訓練

高齢者の救急搬送
件数の7割以上が
転倒・転落

日常生活の中でも
取り組みやすい
転倒予防体操を
開発！

内容の見直し

プレゼンテーションの様子（自殺予防対策分科会） 地域防災拠点訓練の視察（豊田小学校）

左：デイル・ハンソン先生 右：チョ・ジュンピル先生

栄区連合町内会／栄警察署／栄消防署／栄区社会福祉協議会／栄区民生委員・児童委員協議会／栄区医師会／横浜栄共済病院／栄区薬剤師会／栄歯科医師会／栄区議員団／栄区子ども会連絡協議会／栄区小学校長会／栄区中学校長
会／栄区PTA連絡協議会／横浜市幼稚園協会栄支部／栄区子育て支援団体連絡会／栄少年補導員連絡会／栄保護司会／栄区地域子育て支援拠点「にこりんく」／栄区体育協会／栄区スポーツ推進委員連絡協議会／栄区青少年指導員協
議会／栄区さわやかスポーツ普及委員会／ NPO法人さかえスポーツくらぶ／横浜市体育協会／栄交通安全協会／栄安全運転管理者会／横浜建設業協会栄区会／栄交通安全母の会連絡会／栄区シルバーリーダー連絡協議会／栄区主任
児童委員連絡会／栄区シニアクラブ連合会／地区社会福祉協議会／栄区保健活動推進員会／栄区地域ケアプラザ／地域包括支援センター／特別養護老人ホーム／ケアマネジャー（栄ケアネット）／ JS日本総合住生活／元気づくりステー
ション／筋トレ自主会／栄スポーツセンター／介護老人福祉施設／栄区地域防災拠点運営委員会連絡協議会／栄消防団／栄区火災予防協会／栄区自衛消防隊連絡協議会／横浜市立大学／栄区生活支援センター／栄区商店街連合会／栄
区基幹相談支援センター／栄防犯協会／栄防犯指導員連絡協議会／栄区消費生活推進員の会／横浜国立大学／聖徳大学／東海大学

　日常生活を送る中では、交通事故や犯罪、
転倒・転落など、時には命の危機につながる
ような事故やけがが誰にでも起こりえます。
　「セーフコミュニティ」は、そういった事故
やけがを予防するために、データを使って原
因を究明し、地域や関係機関、行政が一体と
なって取り組む活動のことをいいます。この
活動は、WHO（世界保健機関）も推奨してい
る、国際的な認証制度です。認証は５年ごとと
なっています。
　栄区は、平成25年10月５日、日本で７番目
に認証を取得しました。

　「セーフコミュニティ」の活動では、PDCAサイクルを
使って、取組の効果を確認しながら改善を図っています。

※７つの指標…「分野の垣根を越えた協働を基盤とした推進組織の設置」や「根拠に基づいた
取組の実施」「取組の内容・行程・影響をアセスメントするための評価基準の設定」等、取組
を普遍化させるための指標があります

　再認証を取得するためには、国際セーフコミュニティ認証センターが定める
７つの指標※を満たしていることを書類審査と現地審査で示す必要があります。栄
区では、６月に審査員を招いて現地審査を実施しました。審査では、栄区のこれ
までの取組や成果、今後の目標について、地域の皆さんから報告を行いました。
　災害安全対策分科会の発表では、豊田小学校の地域防災拠点の訓練も視察し
ました。

　長きにわたり取組を継続してきたこと、単に継続しただけではなく進化を生み出してきたことが大変素晴らしく嬉し
く思います。地域の皆さまは、どうすれば栄区がより安全になるかを一番良く知っている「栄区の専門家」です。皆さま
の経験を世界にも共有していただきたいですし、自信を持って、これからも取組を続けていただきたいと思います。

審査員の先生からのコメントを紹介します

　「セーフコミュニティ」
の認証都市は14都市（●）、
認証取得に向けて活動中
の都市が１都市（■）あり、
情報を共有しながら取り
組んでいます。

ふ  かん

① 地域・行政それぞれの取組を俯瞰的に見て、全体として成果が生まれるようにしている！
② 常に振り返りを行い改善することで、地に足のついた取組になっている！
③ 地域・行政それぞれが主体者として双方向で活動をしている！

竹谷康生 座長

　栄区の救急搬送件数のうち、５割以上
は高齢者であり、そのうち75％以上が「転
倒・転落」によるものです。分科会では、高
齢者が日常的に行うことのできる転倒予防体操を普及し、転倒・転落の減
少を目指しています。また、冬場の溺死・溺水事故の救急搬送件数が多い
ことから、ヒートショック対策にも取り組んでいます。

　初めての認証の時から関わっています。健康寿命は、努
力によって延ばせるものと感じています。個人ですぐに実
行できる取組も多いので、高齢者が自分の健康状態を認識
し、取組につなげることで、栄区の健康寿命が１歳でも延び
ればいいと考えています。

片岡喜久江 座長

活動の参加者数や
転倒・転落による
救急搬送件数を
データで確認

効果を確認

地域で体操などの
活動を行う
（元気づくり
　ステーション等）

取組を実施

●滋賀県
　甲賀市

●長野県
　箕輪町

大阪府
●松原市
　●泉大津市

●京都府
　亀岡市

●青森県
　十和田市

●東京都
　豊島区

●福島県
　郡山市

●神奈川県
　厚木市

神奈川県
横浜市
栄区

埼玉県
●北本市
●秩父市
■さいたま市●福岡県

　久留米市

●鹿児島県
　鹿児島市

　 企画調整係　　894-8161　　894-9127
［特集に関する問合せ］

　小学校内で起きた事故のうち４割以上
は、大人の目が行き届かない「休憩時間」
に発生しています。分科会では、子どもが
自ら危険を予知して避ける力を育てるために、「KYT（危険予知トレーニン
グ）」の実施を推進しています。子ども会を中心とした活動が、今では放課
後を過ごす施設等へも広がりをみせています。その他にも、「養育者への啓
発」や「地域住民による見守り」等に取り組んでいます。

　良い取組も、まずは参加してもらうことが重要。KYTは、
「楽しみながら安全について学べる」取組です。現地審査で
は、他都市の方からも「取り入れてみたい」というコメントを
いただきました。

分科会の皆さん

　少子化の進行や地域社会とのつながり
の希薄化等により、子育てに自信をもて
ず、不安を感じている母親が多く存在し
ています。分科会では、『さかえっ子の笑顔ひろげ隊』として、子どもの笑顔
があふれる栄区を目指し、子育て世帯を温かく見守る地域づくりのための
啓発活動や地域での見守り活動、子育て中の親に対して地域の子育て情
報の提供や相談先の周知を行っています。

　地域のサロンや育児教室で、最初は緊張していたお母
さんにも友達ができ、「この場所があって良かった」という
声を聞いた時は本当に嬉しく思います。父子手帳交付を
はじめとした子育てがしやすくなるような取組を、区民の
方にもっともっと知って欲しいです。（宮﨑良子 座長）

　運動競技中の事故やけがの原因である
「準備運動不足」と「日頃の運動不足」を解
消するために、分科会では準備運動の大切
さやその方法についての講習会を行ったり、毎日の生活に取り入れやすい
「ウォーキング」を推進しています。ウォーキングを行うことは、ロコモティブ
シンドロームや体力低下の予防につながることが研究により示されていま
す。その他にも「区民がスポーツをする機会の創出」等に取り組んでいます。

　スポーツ分野においても安全・安心は基本！セーフコミュ
ニティの活動を知れば、子どもから高齢者までけがなくス
ポーツを続けられると思います。今後は、スポーツ安全分野
のデータに基づいた新たな予防対策についても検討して
いきたいです。

清水正美 座長

小田原俊成 座長

　横浜市で１年間に自殺で亡くなった方は
550人（平成28年横浜市人口動態統計）。
自殺に至る背景には健康、生活・経済、家
庭など様々な要因があるといわれています。分科会では悩みを抱える人へ
の支援や、正しい知識の啓発について取り組んでいるほか、自殺のリスクが
高まる要因を理解し、そのサインに気づくなど、必要な支援につなげる
「ハートフルサポーター（ゲートキーパー）」の育成をしています。

　日頃の活動の積み上げが、安全・安心なまちづくりにつ
ながると考えています。困ったことがあったら、ひとりで抱え
込まずに相談し、身近に様子がおかしいと感じる方がいら
したら、声をかけてください。大切な心といのちのために、
できることから始めましょう。

分科会の皆さん

　栄区の外的要因による救急搬送件数の
うち、３割は交通事故によるものです。分
科会では、子どもの交通事故の中で特に
多い自転車乗車時の事故について、重大なけがから守るためのヘルメット
着用啓発や、登下校時の見守り、スクールゾーン対策協議会による危険箇
所の点検と改善等を推進しています。その他にも、「高齢者交通安全教室」
や各種キャンペーン等に取り組んでいます。

　危険な自転車運転をしている人に注意しても
聞いてもらえないことはありますが、交通安全教
室での指導を通して、子どもたちと交流できるこ
とはやりがいを感じます。（森克己 座長）

岡田忠男 委員

　栄区では近年、振り込め詐欺の被害が
急増しており、平成29年は55件、１億９千
万円となっています。金銭的なダメージの
ほか、心の傷を受けたことによる自死等の二次被害を未然に防ぐため、分
科会では主な被害者層である高齢者を対象とした啓発活動や、金融機関
での声掛けなどを行っています。その他にも、「防犯パトロール」や防犯灯
の日常の見守り活動等に取り組んでいます。

　セーフコミュニティを通して、いろいろな団体と協力しな
がら防犯活動を進められることができてとても良かったで
す。皆さまの協力が、より安全で安心なまちになることにつ
ながると思いますので、今後ともご協力をお願いします。

毛利勝男 委員

　横浜市は、今後30年以内に震度６弱以
上の大地震が発生する確率が82％とさ
れています。いつ起きるか分からない大
地震に備え、栄区に20か所ある地域防災拠点が、避難所・情報拠点・備蓄
拠点として機能するよう、実践的な訓練を推進しています。また、家具転倒
防止器具の取り付けや食料の備蓄等、各家庭での自助の取組の啓発も進
めています。

　各家庭でも防災意識を持ち、家具の転倒防止や備蓄等
について家族間で話し合いをするとよいでしょう。地域で行
われている防災訓練や地域防災拠点訓練には積極的に参
加して、一緒にセーフコミュニティの取組を推進しましょう！

セーフコミュニティとは… PDCAサイクルを使って、取組を改善しています！

高齢者安全対策分科会の活動例

データによる分析

分科会に
参加して
くださっている
団体

栄区　セーフコミュニティ

もっと詳しく知りたい人は、
栄区のホームページにアクセス！

※８つの分科会とは別に、データの収集や効果検証・提言を行う「傷害サーベイランス分科会」があります

高齢者安全対策分科会
高齢者の安全を守るために

こども安全対策分科会
子どもを事故やけがから守るために

児童虐待予防対策分科会
子どもの健全育成を支えたい

スポーツ安全対策分科会
安全に運動競技を楽しめるように

自殺予防対策分科会
支え合おう　こころといのち

交通安全対策分科会
誰もが交通事故から身を守れるように

防犯対策分科会
振り込め詐欺の被害にあわないように

災害安全対策分科会
災害から身を守るために
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広告

シルバードライビングスクール

水道メーター検針、料金整理業務等の
委託事業者が変更となります ！

　10月1日（月）から水道メーター検針、引っ越しに伴う開栓・閉栓業務及び料金
整理業務等の委託事業者が、（株）日本ウォーターテックスから、（株）
エコシティサービスに変更となります。新委託事業者のユニホーム
は水道局ホームページでご確認
いただけます。

生ごみ処理器「キエーロ」を
使った土づくり体験会 参加者募集！

　生ごみを活用した「土づくり」には、「土壌混合法」「ダンボールコンポスト」などいろ
いろな方法がありますが、今回は「キエーロ」をテーマとした講習会と実演をキエーロ
の開発者・松本信夫さんを講師としてお招きし開催します。
※動きやすく、汚れてもよい服装でご参加ください

　 9月29日（土）10時～12時(※荒天中止）
　 資源循環局栄事務所（栄区上郷町1570－1）
　 30人（定員次第締切）　　電話かFAXで栄事務所へ

◆夕焼けカフェ
　オカリナの生演奏。自慢のレコード持
ち寄って一緒に鑑賞しませんか。
　 9月10日(月)16時～18時
　 おかりな・どるちぇ
　 当日直接ぷらっと栄へ

◆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～
　10月3日～31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ママのためのニットカフェ（全3回）
～初心者もOK！ベビーの靴下を
編みましょう～
　10月4日・11日・18日（各木曜）
10時～11時30分
　 8人（先着順/出産予定の人も可）
　1,000円（お茶付）
　 9月11日（火）から
❷高橋明子さんのボーカルワーク
ショップ（全3回）～生演奏♪ジャズ・
ポピュラーを英語で歌おう～
　10月16日、11月20日、12月18日
（各火曜）10時～11時15分
　10人（先着順）　　1,500円
　 9月11日（火）から
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？
きょうだい児の悩み事もどうぞ～
　10月3日（水）10時30分～11時30分
　 第一子やきょうだい児と保護者、出産予
定の人とその家族15組（定員次第締切）
❹キグちゃんの「親子であそぼ！」
～遊びからまなぶ子どもの育ち～
　10月29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）

★親子で遊ぼう1歳児……9月21日(金)
★公開保育＆説明会……9月25日(火)
★運動会…………………10月7日(日)

★オープンディ…9月14日、10月5日(各金曜)
★製作あそび……………9月14日(金)
★運動会…………………9月29日(土)

★子育てサロン
　…9月12日・26日、10月10日(各水曜)
★運動会 …………………9月22日(土)
★音で遊ぼう ……………10月1日(月)

★運動会…9月29日(土)(雨天9月30日(日))
★みんなあつまれ………10月3日(水)

★プレイディ……………9月29日(土)
★運動会…………………10月7日(日)

★施設見学会……………9月25日(火)
★親子でおゆうぎ………9月29日(土)
★運動会…………………10月6日(土)

★運動会…9月22日(土)（雨天9月23日（日））
★ミニ動物園……………10月1日（月）

★公開保育・幼稚園説明会…9月11日(火)
★やぎさんのおっぱいしぼり…9月13日(木)
★ころりんさんの人形劇・幼稚園の
　お友だちと遊ぼう………9月21日(金)
★運動会ごっこ……………9月22日(土)
★運動会……………………10月7日(日)

★運動会…………………9月22日(土)

★マタニティヒーリングヨガ〈15週～臨月〉
　…………………………9月14日(金)

★一緒にあそぼう…………9月11日(火)
★かばくんアート・つくってあそぼう
　…………………………10月2日(火)

★給食を食べていただく会、DVD鑑賞会、
　コンサート………………9月28日(金)
★2歳児の音楽会…………10月3日(水)

第21回豊田地区センターまつり
遊びに来てね！地域のおまつり

　10月6日（土）・7日（日）9時30分～
16時　　ステージ発表、作品展示、やき
そば販売、スーパーボールすくい、茶道体
験、スタンプラリー、パン販売、木工、お琴
体験など、盛りだくさんなおまつりです！

◆太極拳を楽しもう（全3回）
～ふだんの動きが楽になります～
　 9月25日、10月2日・9日（各火曜）
13時～15時　　15人（先着順）
　 900円　　9月11日（火）から電話か
直接地区センターへ
❶❷　 当日直接地区センターへ
❶学習支援『学び舎とよだ』
～教わって楽しくお勉強～
　 9月6日～27日の毎週木曜　　小学
生：15時～17時 中学生：15時～18時
❷9月のロビーコンサート
～キーボードと一緒に歌いましょう～
　 9月22日（土）11時～11時45分
　 ドレミクラブ

★リズムあそび
　……………9月11日、10月9日(各火曜)
★運動会ごっこ…………10月10日(水)

★みんなでおえかき………9月11日(火)
★みんなで体操…………10月1日(月)

★段ボール迷路…………9月12日(水)
★公開保育………………9月18日(火)
★入園説明会……………9月26日(水)
★運動会…………………10月6日(土)

　高齢者による交通事故防止のため、実車での交通安全講習会を開催します。
※免許更新時の「高齢者講習」ではありませんのでご注意ください
　10月22日（月）10時～12時 鎌倉自動車学校(JR大船駅 徒歩5分)
　 区内在住の65歳以上で、普通自動車免許以上を保有する人12人
　 （応募者多数時は初参加者を優先）
　 往復はがきに①〒住所②氏名（ふりがな）③電話番号④生年月日を書いて
　 〒247-0005 桂町320-2 栄警察署交通総務係へ。9月30日（日）必着

横浜市水道局 検針 委託

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

認定こども園いのやま
　 894-5588　　894-5840

やまゆり幼稚園
　 891-2020  　 891-3533

飯島幼稚園
　 861-5155　　871-3316

上郷幼稚園
　 892-2793　　891-5077

アスク大船保育園
　 897-6765　　443-9339

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

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

　 資源循環局栄事務所　　891-9200　　893-7641

　 水道局お客さまサービスセンター 　　847-6262　　848-4281

　 栄警察署交通総務係　　・　 894-0110

はちよんなな



広告

❶～❻　 9月11日(火)から電話か直接
地区センターへ（先着順）
❶初めての「煎茶道」体験（全2回）
～煎茶・玉露を立礼式でお気軽に～
　10月2日・16日（各火曜）10時～12時
　10人　　800円
❷ふわふわほっこりマフラー（全2回）
　10月17日・31日（各水曜）10時～
12時　　8人　　ｌｉｔｔｌｅ ｇａｄｇｅｔ
　1,000円
❸初級者向けパソコン講座（全4回）
　2019年の年賀状を作りましょう！
　10月18日・25日、11月8日・15日
（各木曜）9時30分～11時30分
　 Wordが使えてパソコンを持参でき
る人15人　　400円
❹上郷♪歌声喫茶・秋♪～懐かしの
メロディをアコーディオン演奏とともに～
　10月21日（日）13時～15時
　 65歳以上の人30人
　 福田安弘　　200円
❺とっておき冷え対策講座（全4回）
～2回目にヨガ！野七里ケアプラザ共催～
　10月26日、11月2日・9日・16日（各金
曜）13時～15時　　15人　　 500円
❻おとなもハロウィン
★パンプキンパンでランチパーティ★
　10月30日（火）10時～13時30分
　10人　　700円

9月6日（木）14時～16時
栄公会堂（たっちーらんど）
500人（当日先着順）
木村内科・胃腸内科院長 木村貴純
横浜栄共済病院皮膚科部長
千葉由幸　　
在宅医療と皮膚の病気について
当日直接会場へ
横浜市栄区医師会
893-2999　　892-9408

❶～❹　 電話か直接コミュニティハウス
へ（定員次第締切）
❶健康ＵＰ教室（全8回）
　 9月13日・27日、10月11日・25日、
11月8日・22日、12月6日・20日（各木曜）
10時～12時　　10人　　500円
❷子ども茶道教室（全6回）
　 9月22日、10月13日・27日、11月10
日・24日、12月8日（各土曜）9時30分～
12時　　小・中学生15人　　1,500円
❸ネクタイリサイクル教室
　 9月28日（金）13時～17時
　 20人　　300円
❹健康ポールウォーキング（全3回）
　 10月3日・10日・24日（各水曜）13時～
14時30分　　20人　　300円

❶❷　 電話か直接コミュニティハウスへ
（先着順）
❶音楽で認知症を予防
　10月14日（日）10時～11時30分
　15人　　9月11日（火）から
❷スマホのカメラで思い出を残そう！
　10月28日（日）10時～12時
　15人　　300円
　10月11日（木）から

◆にこりんくと一緒にげんきっこひろば 
親子あそびと育児相談～イヤイヤ期～
　10月5日(金)10時30分～11時30分
　 親子15組（定員次第締切）　　桂台保
育園保育士 押田さとみ　　電話かFAX
でケアプラザ又はにこりんく（　 ・　 898-
1615）へ
❶❷　 電話かFAX、又は直接ケアプラ
ザヘ（定員次第締切）
❶発達障害と感覚・運動の発達について
　10月11日(木)10時～12時 　  40人
　 よこはま港南地域療育センター
作業療法士 松本政悦
❷寄せ植え・ガーデニング講座
　10月14日(日)13時30分～15時
　15人　　草のよしだや　　500円

◆すきっぷクラブwithパパ
ぴよちゃんクラス＆うさちゃんクラス
　すきっぷクラブ番外編！子どもの笑顔
を見たい・遊び方をもっと知りたいパパ
の応援企画♪
　 9月24日（月・祝）①9時45分～10時
25分 ②10時40分～11時30分
　 子どもと保護者各25組①抱っこ～よ
ちよち歩き②しっかり歩き～未就園児
（定員次第締切）　　300円
　 電話か直接ケアプラザへ

◆プロに学ぶ～成年後見から遺言まで～
　 9月29日（土）13時30分～15時30分
　40人（定員次第締切）
　司法書士 藤井里絵、樋渡章嗣
　電話かFAX又は直接ケアプラザへ

❶～❸　 電話か直接ケアプラザヘ（定
員次第締切）
❶健康セミナー
「歩き方でわかる頭の異常あれこれ」
　 9月11日（火）14時～16時
　 約30人
　 横浜栄共済病院医師 北村佳久
❷ポールウオーキング教室
　 9月21日（金）9時30分～12時
　 20人　　300円（保険・飲み物代）
※ポール貸出有
❸シニアボランティアポイント登録研修会
　 9月25日（火）13時30分～16時
　 ボランティアに興味のある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サイズのバッグ持参
◆おやこのひろば共催
ぴょんちゃんと遊ぼう「親子ヨガ」
　 9月25日（火）10時30分～11時30分
　 首が座っている子～未就園児とその
保護者10組（定員次第締切）　　1組
100円　　電話(　 892-1030)か直
接おやこのひろばヘ

❶❷ 　 電話か直接ケアプラザへ
❶地域力ＵＰ講座
～草花を愛でる荒井沢ウォーキング～
　 9月18日(火)10時～15時（※天候
により25日(火)に延期）荒井沢市民の
森 　10人(定員次第締切)　　250円
❷健康づくりにボランティア（全４回）
　10月3日・17日・24日、11月7日（各
水曜）10時～12時　　原則4回参加で
きる中・高齢者20人（応募者多数時抽選）
　 9月24日（月・祝）締切
◆こども広場モーリーズ「ベビーマッサージ」
　10月8日(月・祝) 10時30分～12時
　 生後2か月～ハイハイ前までの赤ちゃん
と保護者12組（定員次第締切）　　300円
　 モーリーズ代表北村（　 891-1091）
へ電話又は直接ケアプラザへ

◆自然観察会
　10月6日（土）10時～12時（※雨天
中止）　　当日直接金井公園へ
❶❷ 　火曜午後開催（詳細はお問い合
わせください）
　 大石滋昭（元読売ジャイアンツ）
　 電話でNPO法人デポルターレクラブ
（　 046-801-4189）ヘ（定員次第締切）
❶少年野球スクール入会キャンペーン
　 ①幼児②小学1～4年生③小学4～6
年生各20人　　500円
❷大人の野球教室（練習会）
　 20～60歳代の健康な男女20人（初
心者可） 　 1,500円

❶～❻    60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人
❶～❹    9月11日（火）～前日に電話か
直接翠風荘へ（先着順）
❶らくらく体操
　10月10日（水）10時30分～11時
45分　　30人
❷さわやかスポーツ（グラウンドゴルフ）
　 10月15日(月)10時～11時30分  　18人
❸みんなで輪踊り
　10月24日（水）10時～12時　  40人
❹野草を育ててみよう！（全４回）
　10月～11月の第1・3月曜10時～
12時　　10人　　2,000円
❺❻　 　 9月11日（火）～21日（金）に
返信用はがき持参で翠風荘へ（応募者
多数時抽選）
❺初めての大正琴（全10回）
　10月～2019年3月の第2・4水曜
（12月は第2、1月は第4のみ）13時～
14時30分　　10人
❻座ってらくらく～のびのび体操（全10回）
　10月～2019年2月の第1・3月曜
10時30分～11時45分
　15人　　100円
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上郷地区センター
〒247-0013 上郷町1173-5 
 　892-8000  　 892-8022

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

来館者10万人達成！感謝祭
　 9月15日（土）9時～17時
　 野菜即売、シャボン玉ショー、
竹とんぼ大会
　 当日直接会場へ。竹とんぼ大会は
事前に電話か直接コミュニティハウス
へ（定員20人に到達次第締切）

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

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

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

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

豊田地域ケアプラザ
25周年記念秋祭り

　開設２５周年の記念行事や模擬
店、フリーマーケットも♪
　10月7日（日）11時～14時

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

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

　区内高齢者施設が主体となり、区民
の皆さんに福祉施設、福祉の仕事を
知ってもらうこと、福祉を身近に感じ
てもらえることを目的に開催します。
　10月6日(土)11時～14時 本郷
台駅前広場 　 食品等の屋台、音楽
等のステージ、健康チェック、介護相
談、高齢者施設紹介など

第10回さかえ福祉フェスタ（※雨天中止）

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

市民公開講座
～気になる病気と健康を考える～～気になる病気と健康を考える～



※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
◆心とからだを整える産後のセルフ
ケア（全4回）～赤ちゃんと一緒にバ
ランスボールでエクササイズ！～
　10月2日・9日・16日・30日 (各火曜)
10時～11時30分
　 産後2か月以降の女性15人（先着順）
　 4,160円
　 9月11日（火）から電話かホームページ
（http://www.women.city.yokohama.
jp/y）又は直接センターヘ
◆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）
　10月17日(水)・18日(木)・19日(金)・
22日(月)・23日(火)10時～15時30分 
　 女性12人（先着順）　　19,500円
　 9月15日（土）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

❶❷ 　当日直接観察センターへ
❶自然と遊ぼう～バッタのとびくらべ～
　草原でばったをつかまえ、種類の見分
け方や飛び方を観察しよう！
　 9月22日（土）①13時～ ②14時～
（受付：各回30分前～）
❷季節の森を歩こう
～秋の森を彩る草花や虫たち～
　生き物たちの暮らしに触れながら、季
節の森を歩いてみませんか？草花・昆虫・
鳥などを見る自然観察会です。
　10月7日（日）①11時～12時 ②13
時～14時（受付：①②とも10時～）

◆さつまいも掘り（団体向け/予約制）
　 9月22日（土）～10月21日（日）9時
30分～11時（月・火曜休み）
　 入園料：大人200円、子ども100円
価格：5株700円（30株～）
　 9月14日（金）から電話で虹の家へ
◆ふるさとの森散策会（※雨天室内）
　 9月29日（土）9時30分～12時
　 20人（先着順）　　当日直接虹の家へ
◆秋の植物観察会（※雨天中止）
　10月6日（土）9時30分～12時
　 20人（先着順）
　 9月12日（水）から電話で虹の家へ
◆そば打ち教室
　10月29日（月）14時～17時
　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人数を書
いて虹の家へ｡9月25日（火）必着

◆かかしまつりの人気投票
　 9月22日（土）～10月21日（日）9時～
17時  【投票場所】小谷戸の里
◆自然観察会～谷戸を観る～
　 9月23日（日）13時～15時（※雨天
中止）　　当日直接小谷戸の里へ
◆稲刈り体験
　10月7日（日）13時～15時（※小雨
決行）　　200人（応募者多数時抽選/
小学生以下保護者同伴）　　中学生以
上300円、小学生200円　　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。9月20日（木）必着

◆ブラジル カポエイラ ロビーコンサート
　ブラジルの伝統芸「カポエイラ」の演
舞を間近でご覧いただくチャンスです♪
　 9月29日（土）16時～16時30分
　 当日直接公会堂へ
◆みんなで歌おう！vol.2
さかえポップスライブ
　10月25日、11月22日、12月13日・
20日（各木曜）19時～20時30分
　 小学生以上60人（応募者多数時抽選） 
　 原順子、叶央介（元「サーカス」）　
　 9,000円
　 往復はがきか所定の申込書(返信用62
円切手貼付)に①氏名(ふりがな)②性別
③年齢④〒住所⑤日中連絡可能な電話
番号⑥メールアドレス⑦前回参加の有
無を書いて公会堂へ。市外在住で市内
在勤・在学の人は勤務先・学校名も記入。
9月30日（日)必着※市内在住・在勤・在
学の人、初参加者優先。複数応募は無効

◆第20回カナガワビエンナーレ
国際児童画展 作品募集！
　 9月1日(土)～11月30日(金)
　 2002年4月2日～2014年4月1日
に生まれた県内在住・在学の児童、生徒
(外国人学校含む）　　郵送又は直接
あーすぷらざへ。11月30日(金)必着。
窓口受付は19時まで
◆世界の教室「めぐろう！ギリシャ」
　 9月15日（土）14時～15時 1階研修
室Ａ　　20人(定員次第締切)　　
　 パナヨティドゥ・クリスーラ
　 電話かメール(gakushu＠earthplaza.
jp)又は直接あーすぷらざへ
❶～❹  　当日直接あーすぷらざへ（先着順）
❶映画『ドストエフスキーと愛に生きる』
　 9月16日(日)①10時30分②13時30
分～（開場：30分前） 5階映像ホール
　 各回120人
　 大人400円、小・中学生100円
❷世界一周多言語読み聞かせの旅 ベルギー
～フランス語と日本語の読み聞かせ～
 　9月16日（日）13時～13時30分
2階映像ライブラリー　　約50人
❸ジャワ島の影絵芝居ワヤン上演会
　 9月17日（月・祝）17時～18時30分
2階プラザホール　　150人
　 出演:クルタクルティ
❹映画『エール！』
　 9月24日(月・祝)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

◆横浜スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2018
　10月1日（月）～　　①1対1のレッスン
②教室体験（成人水泳教室・アクアビクス
教室・シェイプアップウオーキング教室・小
学生教室・幼児教室）　　①1,500円②
成人400円、子ども（中学生以下）100
円、65歳以上で市内在住の人200円 
※入場券代用可　　電話か直接栄プー
ルへ。小学生・幼児教室は10月16日・
22日～31日は受付不可

❶❷ 　 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簡単デコパージュ～眼鏡ケース～
　10月15日（月）13時～15時
　 6人　　600円　　10月5日（金）必着
❷フラワーアレンジメント
～秋色アレンジ～
　10月23日（火）13時30分～15時30分 
　 8人　　2,000円
　10月9日（火）必着

◆市民初心者弓道教室（全10回）
　 9月26日～11月28日の毎週水曜9
時～12時　　18歳以上で市内在住・
在勤・在学の人20人（応募者多数時抽選）
　 5,000円　　はがきに①氏名②性別
③年齢④〒住所⑤電話番号を書いて本郷
ふじやま公園弓道場へ。9月１8日（火）必着

❶～❺ 　 当日直接図書館へ
❶紙芝居の会
　 9月8日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
❷おはなし会
　 9月12日（水）、10月10日（水）16時～
16時30分　　4歳くらい～
❸かながわこどもひろば おはなし会
　 9月22日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 「ひな鳥とねこ」ほか
❹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。
　 9月25日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者
❺企画展示「安全・安心のまちづくり 
“セーフコミュニティ”」
　10月1日（月）～31日（水）

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

❶❷　 高瀬真由子(ヴァイオリン）、大野
真由子（ピアノ）、荒井結子（チェロ）、
石﨑菜 （々ハープ）
❶0才からのコンサート
～楽器との新たな出会い～
　12月1日(土）10時～（開場:9時30分）
　 300人　　全席指定1,500円
※ひざに座るお子様はチケット不要
❷リリス・クリスマス・コンサート2018
～すべての人に届ける上質な音楽の
ひとときを～
　12月1日(土）14時～（開場：13時30分） 
　 300人
　 全席指定大人2,000円 中学生以下
1,000円
◆リリス ジャンクライブ vol.27
BAND FES 2018
　音楽ホールで開催する入場無料の
バンドの祭典！
　 9月29日（土）14時～（開場：13時30分）
　 300人 ※満席時は入場制限
　 当日直接リリスへ
◆午後の音楽会 第97回
吉川久子 フルートコンサート
　優しく心地よいフルートの音色が誘う
癒やしのひととき。ギターとのデュオは
音の風景を色鮮やかに描き出す。
　11月15日（木）14時～（開場：13時30分） 
　 300人　　吉川久子（フルート）、山田
大輔（ギター）　　全席指定500円
◆シーリル・マルメダール・ハウゲ&
ヤコブ・ヤング ジャパンツアー 2018
　透明感にあふれた音色、美しい詩的情
景にめぐり会う。
　12月8日（土）17時～（開場：16時30分）
　 300人　　シーリル・マルメダール・ハウゲ
（ヴォーカル）、ヤコブ・ヤング（ギター） 　 全
席指定 一般券2,800円 リリス券2,500円

❶❷ 　電話か直接公園事務所へ(定員
次第締切)
❶里山整備
～お茶の実取りとお茶の石鹸作り～
　10月5日（金）10時～11時30分
　10人　　500円
❷ノルディックウオ－キング教室
　10月10日（水）10時～11時30分
　15人

本郷ふじやま公園  弓道場
〒247-0015 中野町56
   ・　 893-1399

栄区 いたち川マスコット タッチーくん

投票はこちら

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

横浜自然観察の森
〒247-0013 上郷町1562-1
    894-7474      894-8892

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

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

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

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

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

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

横浜元気!!スポーツ・レクリエーション
フェスティバル２０１８

　今年も開催します!体育の日は栄
スポーツセンター・公会堂へぜひぜ
ひおこしください。ハイテク走力測
定、タグラグビー体験、ダンス発表会
など盛りだくさんの内容です♪
　 10月8日 (月・祝) 9時～17時
　 当日直接会場へ（個々の催しはチラ
シかホームページでご確認ください）

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

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

開館30周年記念講座
「旧海軍施設からひもとく栄区の歴史」
　戦時中、栄区には海軍燃料廠をは
じめとする旧日本軍施設があり、街
並みにはその面影が残っています。
それらから見える栄区の歴史を解説
します。
　10月13日（土）14時～16時
　 30人(先着順)　　9月12日（水）
から電話か直接図書館へ

ねんりょうしょう

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
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