
庶務係　　894-8311　　895-2260

高齢・障害係　　894-8539　　893-3083

11月28日（水） 15時30分～17時（開場:15時）
たっちーらんど（栄公会堂）
500人（当日先着順）
冬季パラリンピック アルペンスキー金メダリスト  大日方邦子さん
※無料保育あり（２歳～未就学児/定員6人/予約制/11月12日（月）締切）
※手話通訳あり

　様々なアーティストやアスリート、国籍も年齢も性別も障害の有無も様々な皆
さんがアートやスポーツ、ダンスなどを共に楽しむイベントです。
　ボッチャや車いすラグビーなどのパラスポーツの体験会もあります！
　11月24日(土)10時～16時 ※アート作品展示は21日(水)から
　たっちーらんど（栄公会堂・栄スポーツセンター）

こちらもぜひご参加ください！

栄区在宅医療相談室　　893-6200　　893-6201

　あなたは、どこで・どんな最期を迎えたいですか？誰にでも訪
れる「看取り」について本人と家族に考えてもらえるよう、在宅
医の先生による講演と、演劇の2部構成で講演会を開催します。
　「劇団ぽかぽか」による演劇では、在宅医療でよく目にする
場面を再現し、実際に在宅医療に関わる医師や看護師、ケアマ
ネジャーなども登場します。
　12月8日(土)13時30分～15時30分（開場:13時） たっちーらんど（栄公会堂）
　500人(当日先着順)　　講演:栄区医師会会長 江口一彦先生 演劇:劇団ぽかぽか

　栄区では、「栄区読書活動推進目標」を策定し、区民の皆さまに読書に親しんでいただく取
組を進めています。区内では、図書館の他に地区センターやコミュニティハウスでも本の貸
出しを行っています。「読書の秋」にぜひご利用ください。
　区役所地域振興課では、読んだ本のタイトルや感想を記録することができる「読書ノート」、
親子の読み聞かせの記録を成長の記録とともに残すことができる「親子のえほんノート」を
作成しました。栄図書館や各地区センター等で配布しているので、ぜひご活用ください！

●インフルエンザの特徴
　•38度以上の発熱や咳、筋肉痛や関節痛などの全身症状が突然現れます。
　•咳やくしゃみ、そのしぶきに触れたものなどを介して感染します。
【！予防のために！】
　①流水・石けんで正しい手洗い ②バランスのよい食事と十分な休養
　③流行前の予防接種

●ノロウイルスの特徴
　•下痢、腹痛、吐き気、嘔吐などの症状がでます。
　•感染しても、症状が出ない場合もあります。
　•患者の便や嘔吐物にウイルスが含まれていて、手や食品を介して感染します。
　•わずかなウイルス量でも感染します。
【！予防のために！】
　①流水・石けんで正しい手洗い（調理前、トイレ後、オムツ処理後など）
　②食品は中心部までしっかり加熱（85～90℃で90秒以上）
　③嘔吐物や便の処理、消毒には正しい濃度の次亜塩素酸ナトリウム
　　（市販の塩素系漂白剤）を使用

栄区読書活動推進目標
①誰もが読書情報を見られる
②読書したくなる環境がある
③読書ネットワークをつくる

てくてくウォーク栄実行委員会会長 清水正美　　090-4125-4165
生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

12月2日(日)9時スタート（荒天中止）
集合・スタート地点…本郷台駅前公園 ゴール地点…栄区役所
250人（応募者多数時抽選）
①5km(公田里山方面)②11km(鎌倉・天園方面)③16km(鎌倉・報国寺方面)
中学生以上400円、小学生100円 (小学校３年生以下保護者同伴)
はがき・FAX・メールに①氏名②〒住所③電話番号④中学生以上/小学生の別
⑤希望コース を書いて下記宛先へ。11月30日(金)必着
【栄区体育協会てくてくウォーク栄係（栄スポーツセンター内）】
〒247-0005 桂町279-29　　896-4208　　taikyo.h@outlook.jp

　物を整理し、心の安定を得るための断捨離整理術を学びませんか。
　12月4日（火）13時30分～15時30分（開場：13時）
　 区役所新館４階８号会議室
　120人（当日先着順）
　 あんしんネット整理コーディネーター 石見良教さん

【ほっとイルミネーション点灯期間】
12月7日(金)～1月31日(木)

竹灯篭（イメージ）

昨年の様子

▲読書ノート

▲親子のえほんノート

　栄区の冬の風物詩「ほっとイルミネーション」を実施します！
今年の点灯式では、竹灯篭かざりも同時開催！「わたしの今
年の漢字」を竹灯篭に書いて一緒に飾りませんか？華やかなイルミネーションと、
幻想的な竹灯篭の光のコラボレーションをお楽しみください。
　 点灯式＆竹灯篭かざり：12月7日（金）14時～19時（荒天中止）
　 ※竹灯篭かざりのみ20時まで展示
 　本郷台駅前広場・駅前公園
 　商店街による飲食ブース、ステージ、竹灯篭ワークショップ など

終 活
　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「晩秋に
よせて」（琴の演奏)です。ぜひお気軽にお越しください！
　11月8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
　 SAKAEKOTOアンサンブル （協力：栄区音楽協会）

～乳幼児や高齢者は
重症化の危険があります～

ペットボトル
キャップ
１杯＝５㎖

もし感染したら・・・
咳症状のある人は「咳エチケット」として
マスクを着用し、鼻と口を覆いましょう！
※抗インフルエンザ薬で熱が下がっても、他の人にうつしてしまう場合があります 1%

5%
6%

原液10㎖+水100㎖
原液10㎖+水500㎖
原液10㎖+水600㎖

原液
濃度

嘔吐物や便が
直接ついた衣類など
（希釈濃度0.1%）

原液10㎖+水500㎖
原液10㎖+水2.5ℓ
原液10㎖+水3ℓ

調理器具、床、
トイレのドアノブ、便座など
（希釈濃度0.02%）

資源化推進担当　　894-8576　　894-3099 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

健康づくり係　　894-6964　　895-1759
生活衛生係　  　894-6967　　895-1759

区民施設担当
　 894-8393
　 894-3099

【ほっとイルミネーション】
地域活動係　　894-8391　　894-3099
【竹灯篭かざり】
企画調整係　　894-8161　　894-9127

◎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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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.253
人口 120,107人 世帯数 51,115世帯栄区のいま

（平成30年10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

　①11月16日(金)②12月
7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)

　 ①12月18日(火)②1月9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

　11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)
※10月号でもお知らせしています

　 12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)

　 12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)

　11月13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

　「愛猫と一緒に毎日をもっと楽しく過ごすにはどうすればいい？」
　そんな疑問を感じたことはありませんか？猫と飼い主さんがもっと
楽しく幸せに暮らすために役立つ情報をお伝えします！
　12月1日(土)10時～12時 区役所新館４階８号会議室
　 50人(定員次第締切)　　横浜市動物適正飼育推進員 笹部圭以さん
　 前日までに電話・FAX・電子申請(二次元バーコードよりアクセス)で、
　 必要事項(氏名、電話番号)を生活衛生係へ　※ペット同伴不可

　コグニサイズを生活の中に取り入れて認知症予防を実践してみましょう。口腔
ケアや食事バランスについても専門家からお話します。
　12月7日(金)・21日（金）13時30分～15時30分 区役所新館101号
　 約65歳以上で区内在住の人30人（定員次第締切）
　1回目:作業療法士 2回目:歯科衛生士・栄養士
　11月30日(金)までに電話かFAXで高齢者支援担当へ

　脳卒中の最新治療や日常生活での注意点について、専門の医師が講演します。
　「症状が出た時にどうすればいいの？」「今、治療やリハビリテーションはどうなっ
ているの？」「脳卒中予防法」などわかりやすくお話します。
　ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
　11月17日（土）13時～16時（開場：12時30分）
たっちーらんど（栄公会堂）　　500人（当日先着順）

　昼間、保護者がいない家庭等の児童が、安全に楽しく過ごすための施設です。詳細
は各施設にお問い合わせください。
●くでん学童保育所（公田町740/　 ・　 891-6060）
　　11月25日（日）10時～、1月19日(土)13時～、3月2日(土)10時～
●くでん学童 くぬぎの家（桂台東11-33/　 ・　 898-2015）
　　12月2日（日）10時～、1月19日（土）10時～
●小菅ケ谷学童保育所（小菅ケ谷3-11-10/　 ・　 894-4260）
　　12月8日（土）10時～、1月20日（日）14時～
●本郷台学童保育所（公田町623-2/　 ・　 894-0989）
　　12月9日（日）11時～（豚汁パーティー）、2月16日（土）14時～（お汁粉パーティー）
●栄放課後児童クラブ（小菅ケ谷2-8-18/　 ・　 895-1080）
　　12月8日（土）14時～、2月3日（日）10時～

●「オレンジリボン」を知っていますか？
　こども虐待防止のシンボルマークとして「オレンジリボン」があります。
　「こども虐待防止オレンジリボン運動」はオレンジリボンを広めることで、
　こども虐待の現状を伝え、多くの方に関心を持っていただき、市民の
　ネットワークにより虐待のない社会を築くことを目指しています。

●虐待ってどんなこと？
　虐待かどうかは虐待をする側（親）の意図とは無関係です。こどもがどう感じ、どう
　傷ついているか「こどもの立場」から判断されるものです。こどもを虐待から救う
　ためには情報提供（通告）がとても重要です！心配なこどもがいる、虐待を受けてい
　るかも・・と思ったらお知らせください。匿名で構いません。
●保護者の方へ
　子育てが大変、イライラして虐待してしまいそう・・・
　そんな時はご相談ください。一緒に考えましょう！
●地域の方へ
　あなたの周りにもつらい思いをしているこどもや子育てを頑張りすぎている保護
　者がいるかもしれません。周りのちょっとした会話や笑顔、気遣いが保護者の気持
　ちをホッとさせることもあります。温かい見守り、声かけ、交流をお願いします！
【育児・教育・親自身の問題等の相談】栄区子ども・家庭支援相談　　894-3790　　894-8406
【児童虐待に関する相談・通告】よこはま子ども虐待ホットライン（24時間365日）
　　　　　　　　　　　　 　　  　　　　　　　　　　 0120-805-240
【18歳未満の子どもの問題についての相談】南部児童相談所　　831-4735
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　 生活衛生係　　894-6967　　895-1759

　 高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

　 放課後児童担当　　894-8434　　894-8406

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

　 11月  2日（金）・21日（水）
　 11月14日（水）・30日（金）
　 11月  7日(水）

母親教室(全3回)
　 ①11月12日（月）②11月19日（月）③11月26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  　 11月15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　

　 11月26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

　 11月  7日（水）、11月14日（水）9時～9時45分
　 11月21日（水）、11月28日（水）9時～10時
 　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

11月14日(水)9時～11時、11月22日（木）9時～12時、
11月30日(金)9時～11時、12月4日（火）13時～16時
区役所新館2階
11月22日(木)  9時～12時
12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

　 11月27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  　11月27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）    　 11月14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

介護予防講座「楽しくできる認知症予防」（全2回）

飼い主必見！猫セミナー

平成31年度栄区放課後児童クラブ（学童保育所）入所説明会

11月は「児童虐待防止推進月間」です！

主催：横浜南部脳卒中ネットワーク 後援：栄区役所・栄区医師会
　 横浜栄共済病院地域医療支援課　　891-2171　　895-8351

市民公開講座「脳卒中最前線」～大切な人が倒れないために、倒れたときに～



　ラグビーワールドカップ2019™及び
東京2020オリンピック・パラリンピック等
の大規模イベントに向けて、栄区では発
生が危惧されるテロ災害により負傷者が
多数発生したとの想定で、関係機関と連
携した実践的な訓練を継続的に実施しています。
　多数の傷病者が発生した場合に備えて、避難誘導、重
傷者の選別、情報受伝達活動をはじめ、必要な資器材等
の整備や指揮本部機能の強化など、相互協力体制確認
を目的としています。
　訓練は警察・消防等の連携のもと実施されています。
有事の際には被害を最小限にとどめ、また、多数の傷病
者が発生した場合には迅速かつ効率的に救出すること
で、栄区の安全・安心を守ります。

　 栄消防署　　・    892-0119
　 南部町商工観光課　　0178-84-2119　　0178-84-2592
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

あおもり鍋自慢インフォメーション
【開催日時】
11月25日(日)9時30分～15時 (雨天決行)
※南部町農産物フェアは24日(土)・25日(日)に開催
【開催場所】
南部町「ふるさと運動公園」駐車場
（青森県三戸郡南部町下名久井字白山81）

　南部町で第3回「あおもり鍋自慢」が開催されます。青森県内
と岩手県北あわせて２4市町村自慢のご当地鍋料理をお楽しみ
いただけるほか、南部町のりんごをはじめとした各種農産物をお
買い求めいただける「南部町農産物フェア」も開催されます。
　青森県の鍋料理を一日で食べ尽くせる絶好の機会となって
いますので、お誘い合わせのうえ、ぜひ南部町におんでやす！
(お越しください！)

栄区では､区の望ましい将来像と､それを実現するためのまちづくり方針を示した
横浜市都市計画マスタープラン 栄区プランの改定作業を進めています｡

12月から改定素案を公表しますので、ぜひ皆さまの意見・提案をお寄せください。

　南部町では町民が家族や仲間と鍋料理を囲み活発なコミュニ
ケーションを図ることを目的に「南部町笑顔あふれる明るいコミュニ
ケーション推進条例」（通称：鍋条例）を制定し、毎月22日（フーフー
言いながら食べることのゴロ合わせ）を「鍋の日」と定めています。

▲多くの来場者でにぎわう会場

横浜消防
マスコットキャラクター

　ハマくん

◀本郷台駅前広場での
テロ災害対応訓練

南部町鍋条例
キャラクター
なべまる

［特集に関する問合せ］企画調整係　　894-8161　　894-9127
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次のページで素案の内容を一部ご紹介します ▶

テロ対策訓練を実施中！

　横浜市都市計画マスタープランとは、
横浜市の都市計画に関する長期的な基
本的方針であり、都市計画法に基づい
て定められます。
　「栄区まちづくり方針」とは、おおむね
20年後を見据え、望ましい栄区の将来
像を描くとともに、それを実現するため
のまちづくりの基本的な方針を定める
もので、平成16年に策定されました。

　今回の改定では、策定から現在まで
の社会状況や区民意識の変化等による
新たな課題への対応、及び平成25年に
策定された横浜市都市計画マスタープ
ラン全体構想や、新たに策定された分
野別計画等の上位計画を踏まえた見直
しを行うとともに、必要な時点修正を行
うものです。

　社会状況の変化（人口減少社会の到
来、高い高齢化率）や道路整備・再開発
事業等への対応を追加・修正しました。
　国内で頻発している大災害等の状況
を踏まえて、新たに「都市防災の方針」
を項目として追加しました。
　地球温暖化対策や生物多様性の保全
への対応を追加しました。

特 集
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大船駅
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環状３号線

環状4号線

上郷公田線

横浜環状南線
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浜
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柏
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川

いたち川

●

●

●

飯島市民の森

円海山

上郷
市民の森

瀬上
市民の森

横浜
自然観察の森

上郷・森の家

旧庄戸中学校

鍛冶ケ谷市民の森

本郷ふじやま公園

港南区

磯子区

金沢区

戸塚区

鎌倉市

荒井沢市民の森

天園

●
笠間交差点

横浜湘
南道路

（仮称）
栄ＩＣ・ＪＣＴ

　この基本理念には、豊かな自然環境、静かで落ち着いた生活環境、区
民の多様な文化活動などを、未来を担うべき次世代に伝えたいという
願いが込められています。
　基本理念の実現に向けて５つの目標を設定し、セーフコミュニティ認
証都市である栄区に誰もが愛着と誇りを持ち、将来にわたり暮らし続
けたいと思える取組を進めます。

　駅周辺や住宅地等、特性に合わせた土地の使い
方に関する方針です。

目標を達成するために、５つの分野ごとの方針を立てました。
それぞれの方針について具体的な内容をいくつか紹介します。

　地域ごとの特性を活かし、快適で利便性の高い
まちの形成により、いつまでも住み続けられるま
ちを目指します。

　幹線道路の整備、バス路線の再編検討・事業者
への働きかけなどを通して、道路・交通体系の整
備と、各インフラの適切な維持管理を推進し、利
便性と安全性の高いまちを目指します。

　水・緑環境の保全・整備や緑地、公園、河川等の
ネットワーク化により、地球温暖化対策や生物多様
性保全と都市活動のバランスを保ち、いつまでも
自然に囲まれた生活ができるまちを目指します。 

　身近な地域コミュニティ施設や福祉施設の充
実、区民の自主的な活動の推進により、区民が互
いに支えあうまちを目指します。 

　震災や風水害などの自然災害に強い、安全・安心
なまちを目指します。 

本郷台駅

横浜環状南線整備工事
（（仮称）栄IC・JCT周辺）

横浜環状南線整備工事（神戸橋周辺）

笠間交差点

いたち川 横浜自然観察の森 公園愛護会の活動

大船駅

旧庄戸中学校

大面川第二雨水幹線下水道整備工事
（田谷地区） 崖地への安全対策

地域防災拠点運営訓練本郷台駅前まつり ほっとイルミネーション

セーフコミュニティ再認証式典

  12月　  素案の公表
12～1月　素案説明会開催、市民意見募集
　▼
  6月　    原案の公表、市民意見募集
　▼
  1月　    都市計画審議会
　▼
  3月　    確定・告示

◆閲覧
　　12月3日(月)から栄区役所区政推進課企画調整係、栄図書
　館、市庁舎1階市民情報センターのほか、栄区役所ホームペー
　ジでもご覧いただけます。
◆概要版の配布
　　12月3日(月)から栄区役所区政推進課企画調整係、栄図書
　館、区内地区センター・ケアプラザ・コミュニティハウスのほ
　か、市庁舎1階市民情報センターで配布しています。

　改定素案について理解を深めていただき、意見を伺います。
申込み不要です。ぜひ、お越しください。
①12月7日(金)19時～ 20時
　上郷地区センター（上郷町1173-5）
②12月13日(木)19時～ 20時
　笠間地域ケアプラザ（笠間1-1-1）
③12月15日(土)10時～ 11時
　栄区役所 新館4階8・9号会議室

≪12月3日（月）～2019年１月18日(金)（締切・必着）≫ 
【郵送】〒247-0005　栄区桂町303-19
　　　栄区役所区政推進課企画調整係 区マス担当宛
【ＦＡＸ】894-9127
【Ｅメール】sa-kusei@city.yokohama.jp
【電子申請システム】栄区役所ホームページに掲載予定
※様式は問いません。いただいた意見は個別に回答はしませんが、
　意見集としてまとめて公表します。

〈主な取組〉〈主な取組〉
◆本郷台駅周辺は、施設の建替や更新を検討し、
　にぎわいと利便性のあるまちづくりを進めます。
◆大船駅周辺は、にぎわいと利便性を維持・強化
　して、更ににぎわいと活気のあるまちづくりを
　進めます。
◆旧庄戸中学校等の後利用を検討します。

　道路整備や日常の交通手段等、交通に関する
方針です。

◆道路整備事業（横浜環状南線、上郷公田線等）を
　推進します。
◆地域交通（路線バスや新たな交通手段）の利便
　性向上に向けて検討します。
◆渋滞交差点の改良を推進します。
◆本郷台駅、大船駅の機能強化に向けて働きかけ
　ます。

　コミュニティの活性化等を視野に入れた、ハード面や
まちづくりに関する方針です。

〈主な取組〉◆本郷台駅、大船駅周辺の活性化を図り
　ます。
◆商業、産業の維持・促進を図ります。
◆まちづくりの観点からも地域福祉保健
　計画を進めます。
◆セーフコミュニティ認証都市・さかえ
　として安全・安心なまちづくりを進め
　ます。

　災害に強いまちの形成に関する方針です。

◆地震・火災に強いまちづくりを進めます。
◆いたち川、柏尾川流域での総合的な浸水対
　策を進め、水害・土砂災害に強いまちづく
　りを進めます。
◆崖崩れが発生するおそれがある崖地への
　対策を推進します。
◆地域で助け合い、安心して住めるまちにする
　ため、区民主体の防災対策を推進します。

〈主な取組〉

　栄区の魅力のひとつである、水や緑といった自然環境をはじめとした、環境や
魅力づくりに関する方針です。

◆緑の10大拠点（円海山周辺）やいたち川沿いの水辺広場等の保全・整備・管理を行い
　ます。
◆市民の森、自然観察の森等の保全・整備を推進します。
◆公園愛護会、ハマロード・サポーター、水辺愛護会、森づくりボランティア等、区民主
　体の活動を支援します。
◆循環型社会・脱炭素社会への取組をすることで、環境負荷の小さいまちづくりを進め
　ます。
◆区の魅力である水や緑、寺社等の歴史資産を地域資源として活動することを推進し
　ます。

〈主な取組〉

平成30年度

平成31年度

基本理念を実現するための５つの目標
快適性の高いまちの形成

道路・交通体系の整備と維持管理

自然に囲まれた生活ができるまちづくり

地域による支えあいのあるまちづくり

災害に強いまちづくり

スケジュール（予定） 説明会の開催 意見募集改定素案の閲覧・配布

土地利用の方針 都市交通の方針

都市活力・地域コミュニティの方針
都市防災の方針

都市環境・魅力の方針
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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～
　11月1日～29日の毎週木曜　　小学
生15時～17時、中学生15時～18時
❷11月のロビーコンサート
～お馴染みの楽しいメロディー～
　11月24日（土）11時～11時45分
　 とつか室内楽団（木管五重奏）
❸～❺　 電話・来館受付
❸秋養生で五臓六腑の疲れを癒す重ね煮
料理講座～秋は夏の疲れを回復し、
これから迎える冬に備える季節です～
　11月30日（金）10時～13時30分
　12人（定員次第締切）　　陰陽調和
料理師範 網倉悦子　　800円
❹クラフトテープで作るクリスマスリース
～飾りを変えてお正月飾りにも～
　12月6日（木）13時～15時　　10人
（先着順）　　重松麻子　　300円
　11月11日(日)から
❺そば打ち講座
～本格的なそば打ち体験を～（全2回）
　12月8日・15日（各土曜）9時30分～
13時　　8人（先着順）　　麺文化ア
カデミーよこはま栄　　1,500円
　11月11日（日）～30日（金）

◆盆栽カフェ
　お正月用コケ玉のワークショップで楽
しみましょう！
　11月24日（土）10時～12時
（交流会は13時まで）
　 20人（先着順）　　コケ玉普及会
　 材料費700円(エプロン・手拭きタオ
ル持参)　　当日直接ぷらっと栄へ

★オープンディ……………………………
　11月16日・30日、12月7日(各金曜)
★プレ保育説明会………11月30日(金)

★さつまいも堀り………11月12日(月)
★子育てサロン…11月14日・28日(各水曜)
★キッズカフェ…………11月26日(月)

★未就園児説明会………１１月１４日(水)
★みんなあつまれ………11月28日(水)

★秋のせいさく…………11月17日(土)

★どんぐりちゃんと遊ぼう…11月12日(月)
★えのぐ遊び……………11月12日(月)
★クリスマス会…………12月  4日(火)

★のあくりすます…………12月8日(土)

★親子でリズム遊び……11月19日(月)
★お餅つき……………12月  6日(木)

★保育園の給食を味わおう…１１月１３日(火)
★かばくんアート・つくってあそぼう
　………………………11月15日(木)

★学芸会…………………11月29日(木)

❶❷　 当日直接センターへ(先着順)
❶歌詞カードで一緒に昭和歌謡を歌おう！
アロハブルーウクレレコンサート
　11月22日（木）①11時～11時30分 
②13時30分～14時　　各回50人
❷宿題や勉強を一緒にやろう♪楽習教室
　12月5日～26日の毎週水曜
15時～17時　　小・中学生
❸～❼　 電話・来館受付（先着順）
❸コアトレーニング・ストレッチング体操 初級
～簡単！体幹を鍛えてアンチエイジング～
　12月2日（日）10時～11時30分　　運
動習慣のない人（医師の制限がない人）20人
　100円 　　11月11日（日）から
❹コアトレーニング・ストレッチング体操 中級
～しっかり！体幹を鍛えてバランスアップ～
　12月2日（日）13時～14時30分
　運動習慣のある人20人　　100円
　11月11日（日）から
❺美味しく！使い切りクッキング～
クリスマスのミートローフ・ハッセル
バックポテトなど～
　12月6日（木）10時～13時　　16人
　800円　　11月13日（火）から
❻高橋明子 with Friends クリスマス
JAZZコンサート～精鋭ミュージシャン
5人が贈る魅惑のジャズスタンダード～
　12月16日（日）13時開場・第一部13時
30分～ 第二部14時45分～ ※一部と二
部の間に30分間ドリンクタイム　　70人
　チケット制1,000円（ワンドリンク・お
菓子付）　　11月13日（火）から
❼キグちゃんの「親子であそぼ！」
2歳児～遊びから学ぶ子どもの育ち～
　12月21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
　11月11日（日）から
◆キグちゃんのはぐくみ広場
～ママとその家族のために～
　12月5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
予定の人と家族15組（定員次第締切）
　電話・来館受付

★保育園の離乳食……11月13日(火)
★みんなで体操………12月 3日(月)

創立40周年記念 第38回ほんごう祭
11月15日（木）～17日（土）本郷特別支援学校（小菅ケ谷3-37-12）
中・高等部ステージ発表：15日（木）10時～14時15分
小学部ステージ発表：16日（金）9時50分～11時25分
バザー、展示など：17日（土）10時～11時20分
当日直接会場へ

戸塚税務署からのお知らせ
❶～❸　 当日直接会場へ
❶事業所向け年末調整等説明会
　11月13日（火）
　用紙配布：13時～13時30分 説明会：13時30分～15時45分
　たっちーらんど（栄公会堂）
　 戸塚税務署源泉所得税担当　　863-0011（代表） 内線314～315
❷税理士会による無料税務相談
　11月15日（木）10時～16時
　  戸塚駅地下1階コンコース（JR戸塚駅地下改札前 特設会場）
　 東京地方税理士会戸塚支部　　864-3300
❸個人事業者の決算説明会
　12月7日（金）13時30分～16時 栄区役所新館4階
　 戸塚税務署個人課税第１部門 指導担当　　863-0011（代表） 内線414

若年性認知症
栄区の集い「笑風の会」

えふう

11月25日（日）10時30分～
15時　小菅ケ谷地域ケアプラザ
認知症を65歳未満で発症した
70歳くらいまでの人とご家族
ご本人プログラムとご家族の懇
談会
300円（昼食代別途実費）
電話・FAX・来館で区内各ケアプ
ラザへ

★未就園児説明会………11月29日(木)
★お餅つき………………12月  5日(水)

★リズムあそび…………11月13日(火)
★食育講座………………11月14日(水)

★親子で遊ぼう1歳児…11月14日(水)

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―

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

ふぁみりーさぽーとのあ
　 891-0111  　 895-3761

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

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

　 本郷特別支援学校　　894-2952　　894-2954

新大船幼稚園
　 892-3535　　892-3572

本郷地区センター秋の展覧会
【陶芸・書道・絵画・ろうけつ染め】
～スタンプラリーでコーヒーと

お菓子サービス！～
11月21日（水）10時～16時・

22日（木）10時～15時



広告

❶～❻　 電話・ＦＡＸ・来館受付（定員次
第締切）
❶目指せ！藤井七段！将棋をやってみよう！
　 毎月第1・３月曜13時～17時（出入自由）
　 小・中学生　　木曜会
❷パソコン講座～年賀状を作ろう～
　11月24日(土)13時～15時　　10人
❸大人の趣味講座～クリスマス・リース～
　11月28日(水)13時～15時　　10人
　フラワーサークルひまわり 国本亜矢
　1,000円
❹昭和歌謡で昔に帰ろう
　11月29日(木)13時～15時　　40人
　100円(茶菓代)
❺地元ごひいき講座～秋はやっぱり芋!!～
　11月30日(金)10時～14時　　10人
　 はまふぅどコンシェルジュ 名越恵子
　 ケアプラザで取れたさつまいもを使っ
た料理講座　　500円
❻寄せ植え・ガーデニング講座②
～多肉植物と和ハーブ講座～
　12月2日(日)13時30分～15時 　  15人
　草のよしだや　　多肉植物の寄せ植え
を作ってお持ち帰りできます。　　500円

◆地域歴史散策12  栄区内の古道を歩く4
　11月24日（土）9時30分～16時30分
笠間十字路バス停脇コンビニ前集合
　中学生以上25人（応募者多数時抽選） 
※健脚の人向き　　鎌倉中道を中心と
した歴史散策　　500円（資料代・保険料）
　往復はがきかFAXに①〒住所②氏名
③連絡先④「広報よこはま」を見た旨を
書いて埋蔵文化財センターへ。
11月15日（木）必着

◆大人のためのNEXT GENERATION講座
　①12月8日（土）②15日（土）③1月
12日（土）10時30分～12時15分
　思春期の子どもの保護者、青少年支
援に関わる地域の大人①50人②15人
③15人（定員次第締切）　　個に応じ
た進路の選び方　　電話・FAX（ともに
898-1400）・メール（skaeseisyo-nen
@nifty.com）・来館でフレンズ☆SAKAEへ

❶～❸　 電話・来館受付
❶衛生講座～食中毒はこうしておこる～
（手あらいチェッカー有）
　11月16日（金）13時30分～15時
30分　　30人（定員次第締切）
❷第24回世代間交流サロン ぬくもり
　11月18日（日）11時～15時
　さかえシニアバンド　　新鮮野菜販
売・手づくり菓子販売・喫茶・ランチ・フ
リーマーケット等　　300円（食事代）
❸ロコモティブシンドロームを予防しよう
　11月28日(水)14時～16時
　 20人（定員次第締切）
　 レイス治療院あん摩マッサージ指圧師
機能訓練指導員 遠藤玲美

❶❷　 電話・来館受付
❶よこはまシニアボランティア
ポイント登録研修会
　11月19日（月）13時30分～16時（受
付：13時～）　　65歳以上の市民（介護保
険の第1号被保険者）20人程度（定員次第
締切） 持ち物：介護保険被保険者証（水色）
❷なかのカフェ
～音楽療法で楽しみましょう～（介護者優先）
　12月15日（土）13時30分～15時
30分　　25人（定員次第締切）
　 カフェ参加者は茶菓代100円

◆クリスマスロビーコンサート＆カフェ
　クリスマスソングの生演奏を聴きなが
らカフェで優雅なひとときをお楽しみく
ださい♪
　12月8日（土）13時30分～１6時
　 アンサンブルジャスミン、児玉晴仁と
そのグループ、エルシエロ、エレガンス
オブタイム　　当日直接センターへ
❶～❻　11月11日(日)から電話・来館
受付（先着順）
❶手芸講座・ソフトビニールケースで
簡単Ｘｍａｓポーチを作りましょう！ 
　11月29日（木）10時～12時　　15人
　 ちくちくキルトの会　　500円
❷年越しそばを自分で打とう！そば打ち講座・
会食とお持ち帰り（つゆ付）もあります
　12月2日（日）9時30分～13時
　10人　　麺文化アカデミーよこはま栄
　1,000円
❸★クリスマスお菓子講座★
「アップルシナモンマフィンと抹茶
スコーン」の優雅なティータイム
　12月3日（月）10時～13時
　15人　　吉川友子　　500円
❹スウェーデン刺繍のクリスマスモ
チーフで素敵な壁飾りを作りましょう
　12月12日（水）13時30分～１5時30分
　12人　　中条貴子　　500円
❺クリスマスのお菓子☆マシュマロ
フォンダントLESSON開催☆
　12月15日（土）10時～12時　　
　 小・中学生12人（保護者の付き添い可）
　 野村めぐむ　　300円
❻お正月～アーティフィシャルフラ
ワーで作るモダンしめ縄～
　12月22日（土）13時～15時
　10人　　国本　　1,500円

　 11月18日（日）10時～16時
①似顔絵エンターテイメントショー 
②工作教室（全6回）
　 小学生（未就学児保護者同伴） 
②は各回8人（応募者多数時抽選）
　 ①桜小路富士丸
②おもしろ科学たんけん工房

第27回「ロッキーまつり」

　12月2日（日）10時～15時
　 江戸紙切り、tomokoさんの歌、ダン
ス同好会3団体の皆さんの踊り発表など

翠のつどい
❶～❺　11月11日（日）から電話・来
館受付（先着順）
❶書き方教室
　12月2日（日）10時～12時　　10人
　賀状やのし袋の書き方　　200円
❷木材で作るサンタクロース
　12月8日(土)10時～12時　　15人
　600円
❸にこにこおはなし会
　12月13日（木）11時15分～11時45分
　3歳以上の未就学児と保護者
❹土曜映画会
　12月15日（土）16時30分～19時
❺挑戦しよう！門松づくり
　12月16日（日）10時～12時
　10人　　300円

◆ボランティア講座（全５回）
　ボランティアについて知りたい、活動
を始めてみたい人にぴったりの講座！
　11月16日～12月14日の毎週金曜
13時～15時　　12人（定員次第締切）
　電話・来館受付
◆発達と遊びについて
「押田先生とあそぼう」
　12月4日（火）10時30分～11時30分
　妊婦10人、0～2歳の子どもと保護者
12組　　桂台保育園 押田先生
　電話・来館でケアプラザまたはにこりんく
(898-1615）へ

❶～❹　 60歳以上で、本人か子ども・
孫が市内在住の人　　11月11日（日）～
前日に電話か直接翠風荘へ（先着順）
❶さわやかスポーツ（グランドゴルフ）
　12月10日(月)10時～11時30分
　18人
❷らくらく体操
　12月12日（水）10時30分～11時
45分　　30人
❸歌ってハツラツ
　12月21日（金）13時～15時　　40人
❹みんなで輪踊り
　12月26日（水）10時～12時　　40人

◆障害児余暇 クリスマスパーティー
　12月15日（土）13時30分～16時
　 個別支援学級・特別支援学校に通う小・
中学生15人（※家族同伴可）
　 障害児の余暇の場としてだけでなく、
本人・家族と支援者・ボランティアが交流
を深め、地域とつながる場です。
　 500円
　 電話・FAX・来館で豊田地域ケアプラザ・
笠間地域ケアプラザへ

　2017年キネマ旬報文化映画ベス
トテン第3位！てんかんと知的な障害
をもつ奈緒ちゃんと、その家族の35
年を描く異例のドキュメンタリー。
奈緒ちゃんのお母さんが出演する
トークショーもあります。
　11月25日（日）
上映:①10時～②14時～
トークショー:12時30分～13時30分
社会福祉法人訪問の家 朋
　 前売券1,000円 当日券1,200円
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上郷地区センター
〒247-0013 上郷町1173-5 
 　892-8000  　 892-8022

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

第6回かみごう☆こども
キラキラフェスタ

　「たのしい・おいしい」がいっぱい！
来て見て遊ぼう！食べよう！
　11月23日(金・祝)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

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

　ＳＥＬＰ・杜とともに、うどんや牛すじ
カレー、ゲームなどの模擬店やバザー、
陶芸展、ステージパフォーマンスなど楽
しい企画をたくさんご用意しています！
（杜のさぽーと館・杜の茶屋でも同時開催）
　12月1日（土）10時30分～14
時30分

20周年記念祭

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

映画上映会『やさしくなあに～
奈緒ちゃんと家族の３５年～』



◆書き初め教室
　一年の計は元旦にあり！「書初め」でこ
ころも体も引き締めてみませんか？
　12月27日（木）13時～17時　　子ど
も20人（定員次第締切）　　1,300円（紙・
墨液・掛軸代を含む）　　電話・来館受付

インターネット申込みはホームページからアクセスしてください。はがき申込みは、はがきかス
ポーツセンター所定の申込書（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⑧前期の教室への参加有無⑨市外在住で市内在勤・在学の
人は勤務先・学校名を書いて、栄スポーツセンターへ（応募者多数時抽選）。11月17日（土）必着

※上記の教室は全10回制の教室です（親子de英会話・キッズ英会話は月１回開催の全３回制教室です）
※11月マンスリー当日教室はタヒチアンダンス!! 詳細はホームページで

水曜卓球（１）
水曜卓球（２）
金曜卓球
バドミントン
太極拳

幼児体操（１）
幼児体操（２）
親子体操（１）
親子体操（２）

骨盤コンディショニング(１)
骨盤コンディショニング(２)
手ぶら de リセット
親子de英会話（全３回）
キッズ英会話（全３回）

7,500円
7,500円
7,500円
9,700円
5,400円
3,200円
3,200円
3,700円
3,700円
9,100円
9,100円
6,000円
4,500円
4,500円

水
水
金
木
木
水
水
土
土
木
木
水
日
日

9時～10時45分
11時～12時45分
9時～10時45分
9時～10時45分
13時～14時30分

14時30分～15時30分
15時45分～16時45分

9時～  9時50分
10時～10時50分
15時～15時50分
16時～16時50分

11時30分～12時30分
11時5分～11時50分
12時5分～12時50分

１６歳以上 ８４人
教室名 参加費曜日 時間対象・定員

１６歳以上 ８４人
１６歳以上 ４２人
１６歳以上 ６６人
１６歳以上１２５人
年中・年長 ４５人
年中・年長 ４５人
保護者と子 ４４組
保護者と子 ４４組
16歳以上 １５人
16歳以上 １５人
16歳以上 １５人
保護者と子 １６組
年中・年長 １８人

❶❷　 電話・来館受付
❶ノルディックウォ－キング教室
　12月12日（水）10時～11時30分
　15人（定員次第締切）
❷お正月飾り≪ミニ門松を作ろう♪≫
　12月15日（土）10時～11時30分
　10組（定員次第締切）　　800円

❶❷　 往復はがきに①講座名②〒住所
③氏名④電話番号を書いてふじやま公
園へ（応募者多数時抽選）
❶公園散策路を巡るポイントラリー
～初冬の１日を里山で～（雨天中止）
　ビンゴ、クイズに答えながら歩きます。
餅入りぜんざいと賞品もあります。
　12月9日(日)10時～12時　　3歳
以上100人　　11月30日(金)必着
❷フラワーアレンジメント～お正月の花～
　12月25日(火)13時30分～15時30分
　8人　  2,000円　  12月11日(火)必着

◆第5期水泳教室募集
　 1月7日（月）～3月23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　　7,650円～11,000
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氏名(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、郵送または直接栄プール
へ。12月8日（土）必着（応募者多数時抽選）

※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
◆がんの治療をしながら自分らしい
生活を送るために
　12月16日 (日)13時30分～15時30分
　50人（先着順）　　がん治療に伴う痛み
や不安、外見の変化へのケアを医師・体験者
がお話します。　　11月11日（日）から
電話・来館・ホームページ（http://www.
women.city.yokohama.jp/y）受付
◆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）
　12月22日(土)・23日(日)10時～15時
30分　　女性12人（先着順）　  10,800円
　11月15日（木）から専用電話（862-
4496）・ホームページ受付

◆午後の音楽会 第99回 ≪PREMIUM 
CONCERT≫ TGSデュオ 大坪純平×
髙橋洋太リサイタル～三浦一馬を迎えて～
　室内オーケストラ「東京グランド・ソロ
イスツ（TGS）」から生まれたギター・コ
ントラバスのデュオ。クラシック界の先を
見る新しい試み。スペシャルゲスト三浦
一馬と共に珠玉の時間をお届けします。
　1月16日（水）14時～（開場:13時30
分）　　300人　　大坪純平（ギター）、
髙橋洋太（コントラバス）、ゲスト：三浦一馬
（バンドネオン）　　11月5日（月）チケッ
ト発売 全席指定2,000円
◆カレファックス・リード・クインテット・
アムステルダム
　オランダ発、ヨーロッパで圧倒的な人
気を誇る"木管の超人たち"が登場！非常
にユニークな編成と変幻自在なアレン
ジ力、超人的なテクニックが織りなす独
自の世界観に魅了される。 
　 3月20日（水）14時～（開場:13時
30分）　　300人　　カレファックス・
リード・クインテット・アムステルダム（リード
楽器五重奏）、オリヴァー・ブックホールン
（オーボエ）、イーヴァル・ベリックス（クラリ
ネット）、ラーフ・ヘッケマ（サクソフォン）、
イェルテ・アルタウス（バス・クラリネット）、
アルバン・ウェスリー（ファゴット）
　11月21日（水）チケット発売 一般券
4,000円 リリス券3,500円

◆舞岡野菜も使ったおもてなし料理教室
　11月25日（日）10時～12時30分
　 大人18人（先着順）　　2,000円
　11月11日（日）から電話受付
◆パン教室（シュトーレンを作ろう）
　12月2日・9日（各日曜）13時～16時
　 小学生以上12人（応募者多数時抽選/
小学生のみの参加は不可）　　1,800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（第二希望まで
申込み可）を虹の家へ｡11月20日（火）必着

◆自然観察会～生きものの冬支度～
　11月25日（日）13時～15時（雨天
中止）　　当日直接小谷戸の里へ
◆竹細工～ミニ門松～
　12月8日（土）・9日（日）9時30分～12時
　各日20人（先着順/小学生以下保護者同伴）
　800円 　  11月11日（日）から電話・来館受付
◆わら細工～正月飾り～
　12月8日（土）・9日（日）13時～15時
　 各日20人（先着順/小学生以下保護者同伴）
　500円　　11月17日（土）から電話・来館受付
◆鏡餅作り
　12月23日（日・祝）10時～12時　　20
組（応募者多数時抽選）　　1組1,600円
　 往復はがきに①講座名②〒住所③参加者
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。11月30日（金）必着

❶❷　 電話・メール(gakushu＠earth
plaza.jp)・来館受付
❶旅音の写真ワークショップ
「いつもよりちょっといいスマホ写真」
　11月18日(日)10時30分～12時
30分 1階研修室A　　10人（定員次第
締切）　　大人400円 高校生・20歳未満
学生・65歳以上200円 小・中学生100円
❷世界の教室11月パレスチナ
「パレスチナ刺繍ワークショップ」
　12月9日(日)14時～16時 1階研修室A
　 小学生以上15人（定員次第締切）
　 文化紹介・刺繍の歴史・刺繍体験
　 500円（材料費込）
❸～❾　  当日直接会場へ（先着順）
❸田中克佳写真展「パタゴニアー
最果ての大地に広がる驚愕の世界」
　10月13日(土)～12月24日（月・祝）
10時～17時 3階企画展示室
❹田中克佳トークイベント「日常から遠く
離れて―パタゴニアで撮ること―」
　11月23日(金・祝)14時～15時30分 
2階プラザホール　　200人
❺映画『光のノスタルジア』
　11月11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
❻キャンドルナイト
　11月17日(土)17時～19時30分 1階ラ
ウンジ外のテラス　　キャンドル点灯とコー
ラスコンサート（18時～18時30分）※荒天
時にはコンサートのみ5階映像ホールで開催
❼世界一周多言語読み聞かせの旅 スペ
イン～スペイン語と日本語の読み聞かせ～
　11月18日（日）13時～13時30分
2階映像ライブラリー　　約50人
　 協力：かながわこどもひろば
❽月曜上映会『未来の食卓』
　11月19日(月)14時～（開場:20分前）
2階プラザホール　　200人
❾映画『真珠のボタン』
　12月2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

❶❷　 当日直接会場へ
❶森の絵本を楽しもう
　森の絵本の読み聞かせや簡単絵本づ
くりを体験してみませんか？
　11月21日（水）10時30分～12時
ごろすけ館（観察センターとなり）
❷みんなでバードウォッチング～冬の
鳥たちがやってきた～(小雨決行)
　観察の森でバードウォッチングを楽し
みませんか。双眼鏡・図鑑貸し出し可！
　12月9日（日）9時～13時（受付:8時
45分～） 観察センター前

❶❷　 11月11日（日）から電話・来館受付
❶AED・水消火器体験会
　心肺蘇生法の練習やＡＥＤ・消火器の
使い方を勉強しましょう！（※雨天時は水
消火器体験会は中止）
　 12月3日（月）15時～16時30分 
　10歳以上10人（先着順）
❷クリスマスリースとミニツリー作り
　公園で採れた木の実や針葉樹を使っ
て作成します。
　12月8日(土)13時30分～15時30分
　10人（先着順）　  1,000円（材料費）

栄区 いたち川マスコット タッチーくん
投票は11月9日（金）まで

投票はこちら

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

　ふじやま鍋、石焼芋（ともに先着150人・
100円)などの名物やゲーム、抽選会も！
　11月10日(土)11時～13時
(受付:10時30分～/雨天時は翌日）
　 当日直接ふじやま公園へ

ふじやま農園収穫祭

❶～❹　 当日直接図書館へ
❶親子のおはなし会
　11月13日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者
❷おはなし会
　11月14日（水）16時～16時30分
　 4歳くらい　　絵本の読み聞かせなど
❸かながわこどもひろば おはなし会
　11月17日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 「ふたりのあさごはん」（おはなし）ほか
❹紙芝居の会
　12月8日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人

◆臨時休館　  
　11月26日（月）～29日（木）
◆エレベーター休止　  
　11月15日（木）～1月31日（木）
（予定）

◆冬のスポーツ教室　参加者募集

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

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

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
  ・　851-8333

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