
栄区障害者ふれあい交流事業実行委員会事務局（障害者支援担当）
894-8068　　893-3083 

生涯学習支援係「ロードレース大会」担当　　894-8395　　894-3099

　自衛消防隊というものを組織している事業所があります。自衛消防隊の皆さんは
消防士でもなく、消防団員でも家庭防災員でもありません。しかし、人の命を守る事
への使命感は同様です。事業所を訪れる人、施設の利用者やスタッフがいつ災害に
見舞われるかわかりません。そんな時、「外からの助けを待っていられるか！目の前で
助けを求めている人がいる！ ならばやるしかない！我々で助けるんだ！」このように熱
い気持ちを胸に燃やす方々が立ち上がり、地域防災に大きな力となるため結成され
たのが自衛消防隊です。 
　普段から訓練を重ねて、消火方法や救急法、水害地震対策等の知識技術を身に付
けています。そんな各事業所の自衛消防隊が集まり技術を競い合う「栄区自衛消防隊
技術訓練会」が9月に行われ、勝者は栄区の代表としてさらに一か月後に開かれる横

浜市大会に出場し、日頃の
成果を発揮し優勝を目指し
ます！ 

◀クロスハート栄・横浜自衛消防
隊。施設に関わるすべての皆さん
に安全・安心を提供するため、自
衛消防訓練に励んでいます。

　 栄消防署予防課　　・    892-0119

　 栄村役場商工観光課 　 0269-87-2702 　 0269-87-2366
　 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

 11月11日（日）（※雨天の場合、屋外競技は中止） 
 ［受付］9時30分～13時30分　［開会式］9時30分～ 栄スポーツセンター

2019年1月12日（土）（※荒天時は13日（日）に延期） 
受付:8時～8時45分 開会式:8時45分～
埋蔵文化財センター （※昨年と会場が変わるのでご注意ください）  
区内在住・在勤・在学の健康な人／各コース定員次第締切  
①3km小学5・6年生コース／250人  ②3km小学3・4年生コース／250人 
③2km小学1・2年生コース／250人  ④5km中学生以上コース／300人
⑤10km高校生以上健脚コース／650人
⑥10kmシニアコース／50人（参加資格：60歳以上）

　11月3日（土・祝）10時～15時（※荒天中止）
　 本郷中学校 校庭及び体育館

開催期間：10月18日（木）～11月18日（日） 

◆創作・教養

◆体験教室

　年に１度の大イベント、栄区民まつりが開催されます。区内で活動する様々な
団体からの出店のほか、友好交流都市である長野県栄村や青森県南部町をは
じめ、8都市からの物産展など、今年も見どころが盛りだくさんです！

詳細は区役所、栄図書館、地区センター等で配布するプログラムや栄区文化協会
ホームページでご確認ください。 

　栄村の保育園児、小・中学生による「子ども音楽発表会」
や、栄村の皆さんが日々コツコツとこしらえた、わら細工
（猫つぐらなど）、書道、絵画などの展示が行われます。ま
た、誰でも参加できる「みんなのステージ」では、栄ふるさ
と太鼓、コーラス、踊りなど、村内の芸達者たちが舞台を賑
やかします。

　障害のある人と中学生が一緒に力を合わせて、玉入れや綱引き、パン食い競争やダン
スなどの競技に汗を流します。桂台中学校吹奏楽部の演奏や、おいしいパンやクッキー、
かわいい小物の販売もあります。
　ぜひ見学・応援にお越しください。

●①②③は保護者にもご参加いただけます（参加者ごとに要申込み）。
●今回から小学1・2年生コース（③）は2kmと、昨年より短くなります。
●昨年のコースとは異なります。区役所ホームページをご確認ください。
①②③:1,200円 ④⑤⑥:2,300円 
㋐【郵便振替】10月26日（金）～11月7日（水）に区役所やさかえ区民活動センター等
で配布する申込書（10月10日（水）から配布）に必要事項を書き、参加費を添えて、郵
便窓口等で申込み（必ず所定申込書使用）。 ㋑【インターネット】10月26日（金）～11
月16日（金）（クレジットカード・コンビニ払い） 
※㋐㋑ともに別途振込・申込手数料がかかります

 　子どもから高齢者までさまざまなスポーツを体験できます。抽選会もあります！

【栄スポーツセンター】 ボウリング、バレーボール、バドミントン、剣道、卓球、綱引き、車椅
子ダンス、ダンススポーツ、体操、ウオーキング、弓道、ゲートボール、健康体操教室、体組
成測定、パワ－リフティング　【本郷中学校】野球、少年野球、ソフトボール、テニス、ター
ゲットバードゴルフ、ソフトテニス、サッカー、グラウンド・ゴルフ、バスケットボール

　秋野菜・きのこ・新米等の販売や、つきたてお餅の
サービス、試食（栄村産コシヒカリ新米・地元野菜を使っ
た天ぷら等）コーナー、村の特産品が当たる抽選会など、
たくさんの美味しく楽しいメニューを用意しています。 

毎年恒例 栄ふるさと太鼓

 餅つき体験＆つきたてお餅のサービス 

栄区民芸術祭2017
素敵なすてきなクラシックコンサート

今回から会場・
コースが変わります

さかえを支える
企業・団体

　 10月28日(日)10時～15時　JR大船駅構内
 　 当日直接会場へ　 　　  　　  

　今年で130周年を迎えるJR大船駅で、記念イベン
トが開催されます。駅弁販売など「駅ならでは」の催し
が盛りだくさん♪これからも地域の皆さまから愛され
る駅を目指します！

JR大船駅　　080-8914-7670（イベント当日まで連絡可）

栄区文化協会 検索

栄区民文化センターリリス 
手工芸展
栄区美術家協会展 
写真展・陶芸展
書道展
美術展
栄公会堂
園芸展（盆栽）
園芸展（山野草・こけ玉） 
生け花展
礼法
お茶会（300円）
囲碁まつり（一般2,000円）
栄スポーツセンター前
菊花大会

 
…………………10/18～10/21

………10/22～10/27
……………10/28～11/1

…………………………11/2～11/6
………………………11/7～11/11

……………10/27～10/29
…10/30～11/1

………………………11/3～11/5
……………………………11/3～11/4

……………11/3～11/4
………11/11

 
……………………11/2～11/11

栄公会堂
こけ玉
生け花
本郷地区センター
書・篆刻の年賀状創作教室（1,000円） 

…………………………11/3～11/4
 …………………………………11/3

  

…………………………………………11/18

◆特別展示 

◆音楽・芸能

栄公会堂
栄区シニア連共催展

 
………11/7～11/9

栄区民文化センターリリス 
素敵なすてきなクラシックコンサート   
（大人500円 中学生以下100円）

シャンソンの夕べ
さかえ邦楽の集い
器楽の祭典①
栄公会堂 
合唱の祭典①②
芸能秋の祭典 
器楽の祭典②
栄フィル名曲コンサート（1,000円）

…………………………………………10/28
…………………10/28
……………………11/3

…………………………11/4
  

…………10/20・10/21
……………10/27・10/28
………………………11/10

…………………………………………11/18

てん こく

栄区民ロードレース大会 検索

申込書は
10/10（水）
から配布 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

栄区体育協会　　896-4208 （火・木・土10時～15時）

お客様や仲間たちを守ります！ 我ら自衛消防隊！ 

　 10月20日（土）10時～15時　 桂台中学校
 （※雨天時は関係者のみで開催）　  当日直接会場へ 地域活動係　　894-8391　　894-3099

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099 

◎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

10
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.252
人口 120,390人 世帯数 51,323世帯栄区のいま

（平成30年9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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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

　10月19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)

　 11月20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

　①10月5日（金）②11月6日
（火） から電話で（公財）神奈川県
結核予防会（　 251-2363／
平日13時～16時）へ

乳がん            
(40歳以上の女性／2年度に1回)
※①は9月号でもお知らせしています   

　 ①11月8日(木) ②12月6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)

　 11月15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)

　10月15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

　10月から、75歳以上のひとり暮らしの人を対象に地区の民生委員等が訪問
します。日常生活上の心配ごとや緊急時の連絡先等をお伺いします。ご協力を
お願いします。  ※地域ケアプラザや区役所の職員が訪問することもあります
　運営企画係　　894-6963　　895-1759

　ピンクリボン運動は、乳がんについての正しい知識を多くの人に知っ
てもらうために行われている活動です。日本では年々乳がんによる死亡
率が上昇し、女性が最もなりやすいがんとなっています。

　乳がんの初期段階は自覚症状が乏しいため、月1回のセルフチェック(自己触
診)や、満40歳以上の人を対象とした横浜市乳がん検診をおすすめしています！
　詳しくは健康づくり係までお問い合わせください。
　健康づくり係　　894-6964　　895-1759　子育ての楽しさや困りごとを語り合いながら、横浜での子育てについて一緒に考えてみ

ませんか？皆さんの声は、次期「横浜市子ども・子育て支援事業計画」の策定に活かします！
　11月29日（木）10時～12時 区役所新館１階健康相談室
 　子育て中の人30人（定員次第締切/保育協力者による見守りあり）   
　11月15日（木）までに、こども青少年局企画調整課ホームページから申込み
　こども青少年局企画調整課　　671-4281　　671-8061

　社会参加がうまくできず、孤立してしまう若者にどのように接することが良い
のか？当事者の親の経験談から、苦しむ若者と向き合うヒントや、家族が孤立し
ないために地域ができることなどについて考えていきます。 
　10月30日（火）13時30分～15時（セミナー）、15時～16時（個別相談会） 
区役所新館4階8号会議室 　社会参加に困難を抱える若者（15～39歳）の家
族、地域で関心のある人50人（当日先着順） 
　 当日直接会場へ。個別相談を希望する人は10月25日(木)までに電話で 
よこはま南部ユースプラザ（　 761-4323）へ（6人/定員次第締切）
　放課後児童担当　　894-8434　　894-8406

　平成31年4月1日から新規に保育園の利用を希望する人の申請受付を行います。
平成30年度に利用保留中の人、転園を希望する人も再度申請が必要です。詳細は
利用案内をご覧ください。 
【利用案内・申請書類】  
こども家庭支援課（区役所本館2階25番窓口）と区内の各保育園で10月12日（金）
から配布  ※就業証明書のみ10月１日（月）から区役所で配布 
【申請方法】 
原則、専用封筒による郵送申請 
受付開始：10月12日（金）  ※申請締切日については利用案内でご確認ください
※市外の保育園を希望する人は、窓口申請のみとなります。希望する保育園のある市区
　町村に締切日及び必要書類をご確認のうえ、窓口にお越しください
※やむをえず郵送申請ができない場合は、必要書類を添えて窓口でお申し込みください
※平成31年4月1日からの利用に限り、出生前児童の申請受付を窓口で行います。
　詳細は利用案内をご覧ください
【注意事項】
障害があるお子様の利用を希望される場合は、お早めに社会福祉職または保健師
（区役所本館2階26番窓口）にご相談ください。 
　こども家庭係　　894-8463　　894-8406
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～本人・家族を孤立させないための地域づくり～ 
セミナー＆個別相談

横浜市「ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業」実施のお知らせ 

グループトーク「みんなで話そう！横浜での子育て」 

10月はピンクリボン月間です！ 

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

　 10月12日(金)
　 10月17日(水)・26日（金）
　 10月10日(水)・19日（金） 

母親教室(全3回)
　 ①10月15日（月）②10月22日（月）③10月29日（月）
　 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  　 10月18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　

　 10月22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

10月17日(水)9時～11時、10月25日（木）9時～12時、
10月26日(金)9時～11時、11月6日（火）13時～16時
区役所新館2階

10月25日(木)  9時～12時
11月  6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

　 10月23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  　10月23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）    　 10月17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

「不登校・不就労の若者とどう向き合うか？」

平成31年度 保育園の利用申請について 

横浜市 子ども 子育て 計画 



　栄区では、平成28
年度からプランター
を利用した「ミニ・キ
エーロ」のモニター
を募 集しており、
200人以上の区民
が使用しています。

　「ミニ・キエーロ」の仕組みや
使い方は非常に単純です。うち
では使っていないプランターに
も生ごみを入れて処理していま
す。汁物や廃食油も入れること
ができるので、排水口が汚れる
こともありませんし、下水の負
担を減らすメリットもあります。
手間暇をかけず、楽しみながら
やるのが続けるコツですね！

　栄区のサッカーチーム
「エスペランサＳＣ」には、
練習グラウンド横に竹の
間伐材を使った「キエー
ロ」を設置し、PR活動をし
てもらっています。

　昨年度、関東学院大学の
学生と園児が「キエーロ」
を作成しました。区内市立
保育園に設置しています。

　当番を決めて、子どもたちが交代で生ごみを入れていま
すが、子どもたちも役割を与えられると特別感を感じるのか
「キエーロに行ってくる！」と嬉しそうに作業をしています。
夏まつりで「キエーロ」の土で育てたジャガイモを食べまし
たが、「うまい！」「おいしい！」ってみんな大喜びでしたよ！

タッチーくんがゆるキャラグランプリに出場しています！
公式サイトからメールアドレスを登録し、１日1回投票ができます。
投票は11月9日（金）までです。皆さまの応援、よろしくお願いします！ 

企画調整係　　894-8161　　894-9127

◀投票はこちらから ▼イベント参加予定はこちら 広報相談係
894-8335　　894-9127ゆるキャラグランプリ 検索 タッチーくん出没情報 検索

　「キエーロ」は魔法の箱でも何でもなく、土
の中の微生物が生ごみを分解させるシンプル
な仕組みで、誰でも手軽に始められます。近
隣の鎌倉市、逗子市、葉山町では、「キエーロ」
の普及が進んでいます。栄区が起点となって
横浜市にも広がると面白いですよね。

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としてお招きして
開催します。日程・申込方法は、栄区ホームページのトップページをご確認ください！

栄区いたち川マスコット
タッチーくん

　栄区役所でコンサートを楽しみませんか？今回の
テーマは「風の奏でるメロディー♪アンデスのフォル
クローレ（ラテン音楽）」。お気軽にお越しください！
　 10月11日（木）12時20分～12時50分
　 区役所新館１階エントランスホール
　 ヒラソル （協力：栄区音楽協会）   
　 　　  　　  生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099 
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楽しみながら、生ごみ削減！ 栄養豊富な土で野菜づくり！ キエーロの
PR活動に協力
しています！

資源化推進担当 山本係長資源化推進担当 山本係長

栄区では、生ごみ処理器
「キエーロ」の普及啓発を
進めています！

　「セーフコミュニティ」とは、「致命的な事故やけがは、その原因を究明することで予防できる」という考えに基づき、
地域ぐるみで予防活動を展開するまちのことです。栄区では、子どもの安全、スポーツの安全、交通安全、児童虐待予
防、高齢者の安全、災害安全、自殺予防、防犯、という８つのテーマごとに分科会を設置し、取組を行っています。
　事故やけがにあわないように考えて行動をすれば、それはもう「セーフコミュニティ」の第一歩。あなたも今日から、
「セーフコミュニティさかえ」のメンバーとして行動してみませんか。

今回は、モニターとして「キエーロ」
を使っていただいている皆さんに
インタビューしてみましょう！

その手で守れる命がある
その手で防げる事故がある

特集1

「キエーロ」についてもっと知りたい人はこちらへ！
　資源化推進担当 　894-8576 　894-3099
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おくすり

　安易な救急要請は、早急に治療を受ける必要がある人への対応が遅れてしまうことにつなが
ります。緊急性がなく自分で病院に行ける場合は、バスやタクシー、または、患者等搬送事業者※

などの利用をお願いします！

　救急車内では、適切な病院
を選定・受入確認をするた
め、脈拍・血圧等の確認、本人
や同乗者からの情報収集を
行っています。

①保険証や診察券　②お金　③靴　
④普段飲んでいる薬（お薬手帳）
【乳幼児の場合】
⑤母子健康手帳　⑥紙おむつ
⑦ほ乳瓶　⑧タオル

　119番通報をすると、係員がいくつか質問を
します。 以下の項目について、あわてず、ゆっ
くり、正確に情報を伝えましょう。

［特集に関する問合せ］ 栄消防署　 ・　 892-0119

栄区救急隊栄区救急隊のいまのいま 皆さんに知ってほしいこと皆さんに知ってほしいこと

救急車はこんなに出動しています！

2017年中出動件数

193,412件
救急出動…市内で1日平均530件
頻度…２分43秒に1件
年間では市民の19人に1人
65歳以上の高齢者搬送が増加

傷病者の症状にあった適切な病院を
選定しています

横浜市救急相談
センター

救急車が来るまでに
用意しておくと便利なもの

　救急隊が現場到着するまでの間に、適切な応急手当を迅速にすることが救命の可能性を
高めます。栄消防署では心肺蘇生法や自動体外式除細動器（AED）などの応急手当に関する
講習会を開催しています。※詳細は栄消防署へお問い合わせください
　また、救急現場で勇気をもって応急手当を実施した人への感謝の気持ちと、事後の心的ス
トレスなどをサポートする相談窓口を掲載した「感謝カード」を９月末から配付しています。

●救急搬送された人の４割が入院を必要としな
い軽症です。

●救急車を要請したものの医療機関へ搬送さ
れなかった不搬送件数が、栄区では426件
（5,707件中/2017年）あり、特に家族が通
報したにもかかわらず、本人が搬送を辞退す
るケースが増加しています。

●緊急性のない症状（打撲・ねんざ・発熱など）
●病院がどこにあるか分からない
●病院で待つのが面倒
●自分でも行けるけど救急車のほうが早い
●交通事故にあい、どこも痛くないが念のため
●救急車へ乗る支度をして、歩いて外で待っている

みなさんの勇気が大切な命を救います

情報共有ツールを書いてみよう 救急あんしんカード

あなたらしい生き方を考えることが、
医療や救急の現場でも役立ちます

SAKAEシニアライフノート
（栄区版エンディングノート）

通報時はあわてず
正確に伝えましょう！

その通報、緊急ですか？

心筋梗塞 が疑われる症状
こう       そく

本当に救急車が必要か
考えてみよう

急な病気やけがをした場合に、「救急車を呼
んだほうがいいのかな？」、「今すぐ病院に
行ったほうがいいのかな？」など迷った際の
相談窓口です。 

心臓の血管が詰まる「心筋梗塞」は死に至ることが
ある恐ろしい病気です。

胸の中央が締め付けられるような、または、
圧迫されるような痛みが2～３分以上続く。
胸からのど、肩や背中にかけて痛む。
息切れ、冷や汗、ふらつきや吐き気が、上記の
症状に伴う。

パソコンやスマートフォンで
緊急性や病院受診が必要か
確認できます。
　

情報提供をお願いします

救急車が到着した際には
誘導をお願いします

　命を救うために一刻を争う救急現場。通報し、救急車の出場指令が出てから、医療機関に到着するまでの平均時間は37分です。情報把握などに時間がかかると、現場滞在時間が
延伸してしまいます。救急車を要請した際、皆さんにご協力いただきたい３つのポイントをご紹介します。

救急出動は今後も増加していく見込みです！

救急車の要請状況（横浜市）

約70%（見込み）

24万件超（見込み）
（2016年の1.3倍）

救急出動件数

65歳以上の高齢者

2030年には…

【出典】救急出場件数の将来予測
消防局と横浜市立大学医学部統計学教室
との将来の救急需要予測の研究 川橋救急隊員

救急あんしんカード 横浜市 検索

横浜市救急受診ガイド 検索

または☎045-232 -7119

（年中無休・24時間対応）

脳卒中 が疑われる症状

脳の血管が詰まる「脳梗塞」や破裂する「脳出血」は
脳の働きが損なわれる病気です。

片側の手足や顔半分が動きにくい、あるいはしびれる。

ろれつが回りにくい。うまく話せない。

視野がかける、ものが二重に見える。

突然の激しい頭痛。

めまいやふらつきが、上記の症状に伴う。

（件）

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

（年）

実測値 予測値

162,536 158,633
178,344

208,072
224,805

243,304

170,874
（70.2％）147,982

（65.8％）125,722
（60.4％）94,351

（52.9％）73,645
（46.4％）65,279

（40.2％）

予測値及び実測値

年間救急出場件数

急な病気やけがで
判断に迷ったら…

横浜市救急受診ガイド

［配布場所］
●高齢・障害支援課
   （区役所２階２３番窓口）
●区内地域ケアプラザ

※実際の表示とは異なる場合があります
感謝カード

20
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20
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20
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20
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20
15

65歳以上に対する救急出場件数と割合

いざというときに備えて、
身近な人と情報を共有し
ておくことも大切です

　氏名や生年月日、血液型、緊急連絡先、かかりつけの病院などを書いておくカードで
す。折りたたんで、財布や定期入れ等にも入れられるので、外出先での緊急時にも役立ち
ます。書いてある内容は最新の状態にしておきましょう。
【入手方法】栄消防署窓口または横浜市消防局のホームページからダウンロード

　今までの人生を振り返り、これからの
人生を考えるきっかけの１つとして、区
内在住の人に無料で配布しています。

　適切な処置、搬送をするためには、どのような基礎疾患があるかなど、傷病者の情報を知
る必要があります。あらかじめ、必要な情報をまとめた情報共有ツールなどを用意しておく
と、救急搬送までの時間を短くすることができ、傷病者の負担を減らすことができます。

救

急

現

場

①救急車が向かう場所 ②誰が？どうしたのか？
③年齢・性別 ④その人は目の前にいるか？
⑤話すことができるか？ ⑥意識があるか？
⑦呼吸はあるか？ ⑧歩けるか？
⑨他の症状や持病、かかりつけの医療機関は？
⑩あなたの名前と連絡先

「火事ですか？救急ですか？」→救急をお願いします

※緊急性が高い場合は、すべてを聞く前に救急車が出動します

コチラです！

櫻井救急隊長

※通院等、緊急性の低い場合に病院に行く手段として利用する「民間救急車」（有料）

辞退

不搬送の内訳
（件）

辞退
256

死亡
77

途中
帰署
30傷病者なし 21

誤報・いたずら 20

酩酊 12

その他 10

ただし、
緊急性の高い症状と
判断したら、迷わず
119番通報を！

氏名などの基本情報、かかりつけ医療機関、緊急連絡先、既往歴・服薬、延命処置の希望など
【救急隊が必要とする情報】

救急現場で起きていること

救える命を救うために ～救急車の適正利用のお願い～

救急活動の流れと  つのポイント

～どうして救急車は、なかなか出発しないの？～

以下の症状に一つでも
あてはまる時は、ただちに119番を！

治療は一刻を争います！119番通報

到着・接触

車内収容

搬送先の
医療機関へ
連絡

状況確認
・

応急処置

詳細な
情報把握
・

救命処置

医療機関

こんな症状が急に始まったら…

こんな症状が急に始まったら…

　急な病気やけがの時の心強い味方、救急隊。その出動件数・搬送人数はともに年々増加しており、10年間でそ
れぞれ約30％も増加しています。救急車や救急医療は限りある資源です。みんなで上手に利用し、救急医療を安
心して利用することのできる栄区を目指すために、皆さんに知ってほしい救急隊のいまをお伝えします。

☎＃7119

特集2
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広告

❶❷　 当日直接センターへ
❶学習支援『学び舎とよだ』～教わって楽しくお勉強～
　10月11日～25日の毎週木曜
　 小学生15時～17時、中学生15時～18時
❷10月のロビーコンサート
～南米フォルクローレの調べ～
　10月27日（土）11時～11時45分
 　El Cielo（エル シエロ）
❸～❻　 電話か来館で受付
❸自彊術～心身の調節を図る体術で
健やかに～（全2回）
　10月25日、11月8日（各木曜）13時30分
～15時　 15人（定員次第締切）　　600円
❹秋の洋菓子講座～紅玉でつくる英
国風アップルパイ～
　10月30日（火）9時30分～12時30分
　16人（定員次第締切）　　700円
❺源氏物語入門～源氏物語を楽しく
学ぶ秋の文学講座～（全2回）
　11月10日・17日（各土曜）10時～11時45分
　15人（先着順）　 　500円
　10月11日（木）から
❻ひと足はやいクリスマス工作
～大人も子供もサンタを作ろう～
　11月17日（土）13時～14時45分
　15人（先着順）　　600円
　10月11日（木）から

❶～❸　10月11日(木)から電話か来
館で受付（先着順）
❶サークルウィーク「メンズキッチン」
～楽しく家庭料理を作りましょう！～
　11月13日（火）9時30分～14時
　 料理初心者の男性6人　　600円
❷スマホで12月の横浜を美しく撮ってみよう！
～山手西洋館の撮影（予定）～（全3回）
　11月20日、12月4日・11日（各火曜）
13時～14時30分　　10人
　100円（別途交通費等）
❸心も体もほっこり名古屋メシ～味噌おでん・天む
すなど３品！食材を無駄なく使いきりクッキング！！～
　11月28日（水）10時～13時
　12人　　700円

◆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
　11月12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Ｂ（重複不可）②氏
名③〒住所④電話番号⑤返信宛名に〒住
所・氏名を書いてセンターへ。10月22日
(月)消印有効
❶～❹　 当日直接センターへ(先着順)
❶子育て喫茶「げんき」～カレーランチ
とハロウィン！バルーンショーも！～
　10月24日（水）13時～14時（カレー
は11時30分～）　　未就園児と保護者
40組　　200円（お茶付／カレー単品
は大人100円、子ども30円）
❷消しゴムはんこでハロウィンラッピング♪
～はんこを作って紙袋やギフトボックス
を飾ろう～（同日3回開催）
　10月28日（日）①10時～11時②
13時～14時③14時30分～15時30分
　 小学生以下各回6人（2年生以下は保
護者同伴）　　200円　　①9時30分
②12時30分③14時から整理券配布
❸本郷地区センターdeハロウィン!!
～仮装して来てね♪お菓子・ゲーム・工作・
カボチャの重さ当てクイズもあるよ！～     
　10月28日（日）10時～16時
　 小学生以下100人
❹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～
　11月7日・14日・28日（各水曜）
15時～17時　　小・中学生
❺～❼　 電話か来館で受付
❺日常にアロマテラピーを♪～冬こそ保湿！
ミツロウでアロマリップクリーム作り～
　11月5日（月）10時～12時　　12人
（先着順）　  1,000円 　  10月11日（木）から
❻住まいの修繕教室～包丁の研ぎ方～
　11月11日（日）10時～12時　　16人
（先着順） 　  200円　   10月12日（金）から
❼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～
　11月26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）

充実のセカンドライフ！しごと体験会
◆さかえ・夢カフェ
私たちが暮らす「栄」をこんな街にした
い。みんなで夢を語りましょう!
　10月27日（土）10時～12時
（交流会は13時まで）
　 当日直接会場へ

★未就園児教室………10月12日(金)
★入園説明会…………10月15日(月)
★親子で遊ぼう1歳児…10月22日(月)
★幼稚園まつり…………10月27日(土)

★オープンディ…10月12日、11月9日(各金曜)
★入園説明会……………10月15日(月)
★園児祭…………………10月27日(土)
★さつまいもふかし……11月  9日(金)

★移動動物園…………10月11日(木)
★空手エクササイズ…10月13日(土)
★入園説明会…………10月15日(月)
★子育てサロン………10月24日(水)
★キッズランチ………10月29日(月)
★セルフケア…………11月  5日(月)

★入園説明会…………10月15日(月)

★施設見学会……………10月11日(木)
★入園説明会……………10月15日(月)
★運動会ごっこ…………10月17日(水)
★つくってあそぼう……10月20日(土)
★こども園祭り…………10月28日(日)
★大きくなったかな？……11月  7日(水)

★入園説明会…………10月15日(月)

★たんぽぽ会運動会……10月11日(木)
★入園説明会…10月15日(月)・23日(火)
★たんぽぽ会コンサート…10月26日(金)
★みんなで遊ぼう会(秋と遊ぼう)
　………………………11月10日(土)

★ともっちさんの親子ヨガ…11月10日(土)

★収穫感謝焼き芋大会…10月27日(土)

★ハロウィンの会………10月31日(水)

★運動会………………10月13日(土)
★お芋掘り……………10月26日(金)

★運動会ごっこ………10月16日(火)
★親子で体を動かして遊ぼう…10月23日(火)
★おさんぽにいこう………11月  8日(木)

★運動会ごっこ…………10月18日(木)
★作って遊ぼう…………11月  7日(水)

★音楽会(鎌倉芸術館)…10月26日（金）

★子育てサロン……10月11日、
　　　　　　　　　11月8日(各木曜)
★運動会ごっこ…………10月16日(火)
★みんなで体操…………11月  5日(月)
★リズムあそび…………11月  6日(火)

　横浜市では、生涯現役社会の実現に向けた環境づくりを進めています。今回は
コンビニエンスストア大手の株式会社セブン-イレブン・ジャパンの協力で、しごと
体験会を開催します！
　10月17日(水)①10時～②11時～③13時～④14時～（各回とも同内容）
区役所本館１階会議室　　約55歳以上の区内在住の人　　当日直接会場へ

じきょうじゅつ

❶❷　10月11日（木）から電話か来館
で受付（先着順）
❶いつまでも元気に歩くために
ウォーキングを始めよう！
　11月18日（日）10時～12時
　 4キロ程度歩ける区内在住・在勤・在学
の小学4年生以上30人
❷栄区地域連携サロン～古代人の
アクセサリー「まが玉」を作ろう！～
　11月18日(日)14時～15時30分
 　区内在住・在勤・在学の人18人

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
　地域の未就園児や保護者向けの行事です。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

杜ちゃいるど園
　 890-6112　　890-6113

ふぁみりーさぽーとのあ
　 891-0111  　 895-3761

にこにこ保育園
　 898-2081　　898-2082

やまゆり保育園
　 894-5353  　 349-1122

飯島保育園
　 871-3661　　871-3812

上郷保育園
　 893-3565　　893-4592

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

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

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

　 高齢・障害係　　894-8539　　893-3083



広告

　12月12日（水）9時～12時 区役
所及び小菅ケ谷周辺　　25人（応募
者多数時抽選　　横浜市歴史博物館
民俗担当学芸員）、埋蔵文化財セン
ター職員　　講義（座学）、散策（石塔
めぐり）　　往復はがきかFAXに「広報
よこはま」を見た旨を書いてセンター
へ。10月31日（水）必着

区長と学ぶ栄区の石塔

　ペーパーファンにカボチャやこう
もりを貼って、かわいい飾りを作ろう！
お菓子のプレゼント付き！
　10月27日(土)・28日（日）10時
～16時　　30人（当日先着順）
 　当日直接ログハウスへ

ハロウィンイベント
～作って飾ってハッピーハロウィン！～

　日頃研さんしている同好会の展示
や舞台発表。2日目は「朝市」開催、最
終日は「落語」（参加者の年齢不問）
　10月19日（金）～21日（日）
9時～16時（最終日は15時まで）

翠風荘 文化祭

◆終活講座・自分らしい老い支度
（全2回）
　①11月10日②12月1日（各土曜）
14時～16時　　40人(定員次第締切)
　 ①自分らしいお墓探し②知っておきた
い遺言・相続（個別相談あり）  
　 電話か来館で受付（個別相談も要予約）

◆ずっと元気でいるための栄養管理
について
　10月11日（木）14時～16時
　 30人（定員次第締切）　　 木村内科・
胃腸内科管理栄養士 中山千尋 
 　電話か来館で受付

◆「ワークライフバランス」講座
～自分らしい生き方・子育て・暮らし～
　10月23日（火）13時30分～14時
30分　　０歳～未就学児の子どもと保
護者15組（定員次第締切）
　 自分らしい生き方・困った時の相談先・
保育園選びのポイント
　 電話（　 898-1615）か直接
にこりんくへ

❶～❻　電話かＦＡＸまたは来館で受
付（定員次第締切）
❶介護施設の選び方
　10月23日(火)13時30分～15時30分
　 区内在住の人30人
❷介護者のつどい
　10月26日(金)13時30分～15時30分
　10人　　講師を迎えての家族会
❸1日だけの健康麻雀教室
　10月28日(日)10時～16時30分
（午前または午後のみも可）　　28人
　 300円　　
❹歌声喫茶in庄戸
　10月29日(月)13時～15時 
庄戸中学校コミニュティハウス
　 40人　　200円
❺のしちりほっこりカフェ
　10月31日(水)13時～15時
 　詐欺のお話 　  100円(茶菓代)
❻権利擁護相談会（30分の個別相談）
　11月17日(土)13時～15時　　4人

❶～❸　 電話か来館で受付（定員次第
締切）
❶健康セミナー
～メタボリック症候群と動脈硬化～
　10月25日（木)13時30分～15時 
　 30人　　横浜さかえ内科 中田靖
❷子育てサポートシステム出張入会
説明会in小菅ケ谷地域ケアプラザ   
　10月30日（火）10時30分～11時
30分　   利用会員希望者（預けたい人）…
市内在住で生後57日～小学６年生のお
子さんがいる人
提供会員希望者（預かりや送迎ができる人）
…市内在住で子育て支援に熱意と理解
がある20歳以上の健康な人10人
❸華シニア連続講座④
～笑顔で脳活！健康脳トレの会～
　11月8日(木)13時30分～15時
　 高齢者25人

◆プレイアート～版画で幻想的な世界
を広げましょう～(共催：おやこのひろば)
　10月23日(火)10時30分～11時
30分　　未就学児と保護者15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へ
◆老後破産にならないために
～シニアのお金、これからのマネープラン～
 　11月10日（土）14時～16時
　 30人（定員次第締切）
　 電話か来館で受付

◆庄戸中学校コミュニティハウス
作品展
　10月27日（土）10時～17時・
28日（日）10時～15時 　
　 庄戸中学校コミュニティハウスで活動
するサークルの作品展（書道、篆刻、手
芸、手作り手帳等）
特別展示「紙芝居：長倉の池ものがたり」
　 当日直接コミュニティハウスへ
◆見て楽しみ、聴いて楽しむ
懐かしの真空管ラジオのお話
　10月27日（土）13時～14時
　20人（定員次第締切）　　沼野明夫
　電話か来館で受付

◆司法書士に聞いてみよう！
権利擁護相談会（個別相談会）
　10月20日（土）13時30分～15時
30分（1組30分）　　4組（定員次第締切）
　 電話か来館で受付

◆心身リフレッシュ講座～坐禅体験～
　10月20日（土）14時～15時30分
　10人（定員次第締切）　　正翁寺副住
職　 坐禅体験でストレスや疲労の軽減
を図ります。　 電話か来館で受付

◆親子体操！！～リトミック～
　11月8日（木）10時～11時30分　
　 3歳以上の未就学児と保護者10組（先
着順） 
　10月11日（木）から電話か来館で受付
◆飯島コミハいいじまん「ミニリサイタル」
　11月18日（日）9時30分～16時
30分　　サークルの発表会
　 当日直接コミュニティハウスへ

❶～❺   電話か来館で受付（定員次第
締切）
❶ワクワク老後教室
「知らない！では済まされない！介護・
相続・遺言のお話」（個別相談も可）
　10月20日（土）13時～17時　　20人
❷庭木の手入れ教室
　10月25日（木）13時～15時　　20人
　一級造園技能士 横溝総平　　500円
❸絵手紙教室
　10月26日（金）13時～15時　　20人
　 土門　　500円
❹出前講座・感染症予防講座
　11月1日（木）10時～11時　　30人
❺保育園の出前「タッチケア講座」
　11月5日（月）10時～12時　　30人
　 マッサージや手足の曲げ伸ばしなどの
手技を行い「親子の絆」を深めます。

❶～❼ 　60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人　　10月11日（木）～
前日に電話か来館で受付（先着順）
❶自彊術
　11月11日（日）10時～11時30分
　 20人
❷さわやかスポーツ：グラウンドゴルフ
　11月12日(月)10時～11時30分
（※雨天中止）　　18人
❸らくらく体操
　11月14日（水）10時30分～11時
45分　　30人
❹歌ってハツラツ
　11月16日（金）13時～15時
 　40人
❺第７０回翠のサロン ミニ・コンサート
　11月25日（日）13時30分～14時
30分　　50人
❻みんなで輪踊り
　11月28日（水）10時～12時
　 40人
❼自然の素材で作ってみよう！
　11月30日（金）10時～12時
　15人　　サンタ人形制作　　600円

じきょうじゅつ

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

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

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

いたちまつり2018
模擬店、フリーマーケット、ステージ、作
品展など楽しい企画がいっぱいです!
　10月21（日）11時～14時 
栄区生活支援センター、小菅ケ谷地域
ケアプラザ

第9回愛・ひかりフェスタ

野七里秋の文化祭
　11月18日(日)10時～15時

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

本郷小学校コミュニティハウス
〒247-0015 中野町16-1
    898-5588      896-2430

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
〒244-0842 飯島町1368-10 
    864-5144      864-5904

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

桂山公園ログハウス「ロッキー」
〒247-0034 桂台中16-1
    893-2622      896-2421

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

　毎年来場者1,000人以上！模擬店
やライブパフォーマンスで地域の皆さ
んと一緒に盛り上がります！
 10月27日(土) 10時～14時
（※雨天時は28日(日)に延期） 
社会福祉法人訪問の家 朋・径、
桂台ケアプラザ

とも  みち

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

庄戸中学校コミュニティハウス
〒247-0022  庄戸3-1-1
    890-1877      890-1878



❶～❽ 　往復はがきに①講座名②〒住
所③氏名④電話番号を書いて公園へ
（応募者多数時抽選）
❶第17回古文書講座
～幕末維新期の鎌倉郡の村々～
　11月4日（日）13時～14時30分
あーすぷらざ1階大会議室　　80人　
　 500円　　10月24日(水)必着
❷押し絵～来年の干支イノシシを～
（全２回）
　11月5日・19日(各月曜)13時～16時
　12人　　1,500円
　10月20日(土)必着
❸押し花絵～クリスマス・正月関連～
　11月13日(火)13時～15時30分 　
　 5人 　  1,500円  　 11月6日(火)必着
❹七宝焼き～バラ模様のブローチ～
　11月14日(水)13時～15時　　6人
　 500円　　11月5日(月)必着
❺フラワーアレンジメント
～クリスマスリース～
　11月20日(火)13時30分～15時30分
　 8人 　  2,000円 　  11月6日(火)必着
❻里山のそば打ち塾
～自分で打って、食べる～
　11月24日(土)10時～12時30分
　10人　  900円　  11月9日(金)必着
❼簡単デコパージュ
～クリスマス柄をパネルに～
　11月27日(火)13時～15時　　6人
　 700円　　11月20日(火)必着
❽フラワーアレンジメント
～クリスマスアレンジ～
　11月29日(木)13時30分～15時30分
　 8人  　 2,000円 　 11月15日(木)必着

◆セカンドライフセミナー
　10月24日(水)9時30分～11時30分 
横浜市シルバー人材センター磯子事務所
　 約60歳以上で市内在住の人20人（定
員次第締切）　　電話かホームページの
申込みフォーム、またははがきに①〒住所
②氏名③年齢④電話番号⑤希望の教室を
書いてセンターへ。10月19日（金）必着

※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）
 11月14日(水)・15日(木)・16日(金)・
19日(月)・20日(火)10時～15時30分
　 女性12人（先着順）　　19,500円
　10月15日（月）から専用電話（862-
4496）かホームページ（http://www.
women.city.yokohama.jp/y）または
来館で受付
◆「私のしごと・手しごとマルシェ」
出店者募集！
　2019年3月3日（日）10時～15時
　ハンドメイド作品の展示・販売等を行
うグループ35組（応募者多数時抽選）　
　1組2,000円
　10月11日(木)～11月11日（日）に、
申込書を「私のしごと・手しごとマルシェ
担当」宛に郵送または持参

◆自然観察会～秋の実り～
　10月28日（日）13時～15時（※雨
天中止）　　当日直接小谷戸の里へ
❶❷ 　電話か来館で受付
❶「まい作品展・秋」出展作品募集
　舞岡公園を題材にした絵画・絵手紙・
写真などの青空作品展です！
　11月3日（土・祝）10時～15時（※雨天
中止）　　作品募集：10月21日（日）まで
搬入・搬出：展示日当日
❷わら細工～鍋敷き作り～
　11月25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　　11月１日（木）から

◆さつまいも掘り（個人向け/予約制）
　10月20日（土）・21日（日）9時～11
時30分　　入園料：大人200円、子ど
も100円 価格：5株700円（5株単位）
　10月12日（金）から電話で虹の家へ
◆里いも掘り （個人向け/予約制）
　11月3日（土・祝）～11日（日）9時30
分～10時30分（月曜・火曜休み）
　 入園料：大人200円、子ども100円 
価格：2株600円
　10月17日（水）から電話で虹の家へ
◆そば打ち教室
　11月19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｡10月23日（火）必着

◆ともしび秋のうたごえ喫茶in栄公会堂
　参加型の昭和歌謡コンサートで青春
カムバック！(※喫茶はできません)
　11月25日(日)13時30分～15時
30分（受付：13時～）　　600人
　 前売券1,200円、当日券1,500円
（※3歳未満は保護者1人につき1人まで
ひざ上無料、席が必要な場合有料） 
　 公会堂で販売
◆たっちーらんど で ナイトピラティス
　毎月月曜20時～21時（日程は不定
期ですのでお問い合わせください）
    16歳以上20人（当日先着順）
    1,000円　　当日直接公会堂へ

◆栄スポーツセンターオリジナル
「たっちーTシャツ・ポロシャツ」発売中
　「たっちーらんど」のロゴマークが
Tシャツとポロシャツになりました。お好
きな色の組み合わせで、世界にひとつだ
けのオリジナルシャツが作れます！
　 たっちーTシャツ1,600円（ペア3,000
円）、たっちーポロシャツ1,800円

❶～❺　 当日直接あーすぷらざへ
❶県民が見た世界遺産・絶景・暮らし
写真展
　10月13日(土)～12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タ
イ～タイ語と日本語の読み聞かせ～
　10月21日（日）13時～13時30分 
2階映像ライブラリー
　 約50人（当日先着順）
❸映画『地球交響曲 ガイアシンフォ
ニー 第三番』
　10月27日(土)①10時～②13時30
分～（※開場30分前） 2階プラザホール
　各回200人（当日先着順）
❹世界の教室10月メキシコ
Hola Mexico！ 死者の日を祝おう！
　10月28日(日)11時～12時 5階国
際理解展示室　　20人（当日先着順）
　 常設展示室観覧料（未就学児無料、小・
中学生100円、高校生・20歳未満学生・
65歳以上200円、大人400円）
❺仮装deハロウィン 
ドキドキ スタンプラリー2018
　10月28日(日)13時～16時 あーす
ぷらざ館内と館外周辺
　仮装してきてください。お面だけでも
OK！子どもを中心にどなたでもどうぞ！
❻❼　 電話かメール(gakushu＠earthplaza.
jp)または来館で受付(定員次第締切)
❻旅音トークイベント
「子連れ海外 14カ国の旅」
　10月20日(土)14時～15時30分 
5階映像ホール　　120人　　旅音
❼世界の教室11月ミクロネシア
「知られざるミクロネシア連邦と日本の関係」
　11月10日(土)13時～14時30分
1階創作スタジオ　　20人　　ミクロ
ネシア連邦大使館一等書記官 末永邦雄

❶❷ 　当日直接会場へ
❶カワセミファンクラブ秋の特別写
真展「野鳥の親と子の姿」
　普段あまり見られない幼鳥の写真展。
　9月30日（日）～12月23日（日・祝）9時
～17時 ごろすけ館（観察センターとなり）
❷畑と作物を作ろう～生き物でにぎ
わう畑での収穫体験～
　無肥料・無農薬で育てたサトイモやラッ
カセイの収穫体験をしてみませんか。  
　10月20日（土）10時～12時 観察セ
ンター前

◆第4期水泳教室募集
　11月5日（月）～12月22日（土）
　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　　5,100円～7,000
円 (参加クラス等で異なります)
   往復はがきに①教室名(第3希望まで
可)②参加者名(ふりがな)③性別④生年
月日(子どもは学校名または幼稚園/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
送または来館で受付。10月22日（月）
必着（応募者多数時抽選）

◆ハロウィンかぼちゃを作ろう♪
　大きいかぼちゃを使ってジャックオラン
タンを作ってみよう！
　10月25日（木）15時～16時
　10組（定員次第締切）　　1,000円
　 電話か来館で受付

◆午後の音楽会第98回
弓新ヴァイオリンリサイタル
　チューリッヒで研さんを積み、世界を舞
台に活躍する注目の若手ヴァイオリニスト
が登場。至高の表現力で観衆を魅了する。
　12月13日（木）14時～（開場:13時
30分）　  300人　  弓新（ヴァイオリン）、
ナタナエル・グーアン（ピアノ）　　10月
5日（金）チケット発売 全席指定500円
◆Yasunao×Lilis
concert series No.21,No.22
 神奈川フィルソロコンサートマスター、
石田組組長、多彩な顔を持つヴァイオリ
ニスト石田泰尚の人気シリーズ。
   No.21：2019年2月9日（土）15時～
（開場：14時30分） No.22：2019年3
月2日（土）15時～（開場：14時30分）
   300人　　石田泰尚（ヴァイオリン）、
中島剛（ピアノ）　　11月10日（土）チケッ
ト発売 全席指定 単券3,500円、No.21・
No.22シリーズセット券6,000円
（セット券はリリスのみで販売）

◆栄区弓道大会
　11月23日（金・祝）9時～16時
　 市内在住・在勤・在学の弓道経験者
　 個人戦（八射－四つ矢2回大回り）
　 一般800円、学生500円
　 電話で弓道場へ。11月5日（月）締切

❶～❺　当日直接図書館へ
❶紙芝居の会
　10月13日、11月10日（各土曜）14
時～14時30分　　3歳くらい～大人
❷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。
　10月23日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者
❸かながわこどもひろば おはなし会
　10月27日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人　　「ビリー」ほか
❹秋のはまっ子おはなし会
　11月3日（土・祝）14時～14時30分
　 3歳くらい　　絵本の読み聞かせなど
❺企画展示「11月はウオーキング推進
月間～さあ栄区を歩こう～ 」
　11月2日（金）～11月18日（日）

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

しっぽう

ゆみあらた

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

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

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

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

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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