
　ウォーキングポイント・歩数計でお困りの人、これから参加したい人に向けた
ブースを出展します！
　12月16日（日）13時～19時 （雨天実施）
　 サンモール洋光台駅前広場 （JR洋光台駅徒歩1分）　　
　● 歩数計付属品の無償交換 
　  （ストラップ先着100人・電池先着200人/歩数計要持参）
　● 歩数計の販売
　  （先着順赤黒各25個/歩数計が故障・紛失した人対象）
　● 歩数計アプリの新規登録サポート
　● 歩数計の新規登録受付（歩数計は後日自宅にお届け/送料負担あり）　
　● その他各種相談 （歩数計に出ているWマークや電池マークの消し方を知りた
　  い、歩数データの見方や歩数計の使い方を知りたい、ホームページのログイン
　  ID・PWを忘れてしまった、電源が入らない 等）　
　当日直接会場へ

生活困窮者自立支援制度のお知らせ（第１回）

次回1月号に続く

　10月6日（土）の再認証式典に行ってきたよ。国際セーフコミュニティ認証
センターの審査員と、磯﨑保和栄区連合町内会長、宮田孝栄警察署長、味上
篤栄消防署長、小山内いづ美栄区長が合意書に署名して、正式に栄区が再認証
を取得したんだ。
　そのあと絵画コンクールの表彰式や栄フロイデ・コールと
西本郷小学校ハッピーレインボーコーラスのミニコンサート
も行われたんだ。栄区賛歌を小学生と大人が一緒に歌ってい
たのが印象的だったな。会場の外には絵画コンクールの応募
作品や全国のセーフコミュニティ活動に取り組む自治体の展
示があって、たくさんの人が見てくれたんだ。
　栄区はこれからも地域の皆さんと一緒に、安全・安心のた
めの取組を続けていくよ！

　今年もやってきました！区内中高生による本の紹介コミュニケーションゲーム
“ビブリオバトル”を開催します。一番読みたい本を決めるのは観覧者の皆さんです。
　12月15日（土）14時～（13時30分開場）
　 あーすぷらざ 5階映像ホール
　50人（先着順）　　当日直接会場へ

◆休日昼間の救急医療
　栄区休日急患診療所（内科・小児科）
　12月30日（日）～1月3日（木）10時～16時（公田町635　　893-2999）
　※受診の際は、健康保険証、各種医療証を忘れずにお持ちください
　※夜間救急センターやそのほかの救急時の医療機関紹介については、
　　市版20ページをご確認ください
◆区役所の休庁日やごみの収集日 市版20ページをご確認ください
◆区民利用施設などの休館日等 直接各施設にお問い合わせください

　新年を迎えるにあたり、皆さまに日頃の感謝を込めて、祝賀会を開催します。ど
なたでもご参加いただけますので、どうぞお気軽にお越しください！
　1月5日（土）11時30分～13時 たっちーらんど（栄公会堂・栄スポーツセンター）
　3,000円　　12月20日（木）までに参加申込書を事務局へ
※参加費納付方法等の詳細はお問い合わせください

どなたでも、どんなことでも、相談にのってくれるよ。まずは、
区役所生活支援課（新館3階301番窓口）に行ってみよう！

よこはまウォーキングポイント事業事務局
（平日9時30分～17時30分）
0570-080-130/045-681-4655
0120-580-376

区民施設担当　　894-8393　　894-3099
栄区新年祝賀会実行委員会事務局（区役所総務課）
894-8312　　895-2260

生活支援係　　894-8400　　894-3423

家計を一緒に
見直します

仕事探しを
お手伝いします

解決にむけたプランを
一緒に作ります

そんなときは

家計相談支援員

就職支援ナビゲーター

栄警察署

栄図書館

環状4号線

栄警察署前
栄警察署前

横浜栄
共済病院

栄区役所

横浜

笠間

本郷台駅

本郷台駅
JR

急病の際はこちらの
「栄区休日急患診療所」
をご利用ください！

認証旗と一緒に…！

友達のあゆコロちゃんも厚木市
からお祝いに来てくれたよ！

大迫力の栄区賛歌！
企画調整係　　894-8161　　894-9127

なかなか仕事が
見つからない

こんなこと
相談しても
仕方ないしな

借金や滞納で
生活が苦しい

自立相談支援員

◎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

12
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.254
人口 120,157人 世帯数 51,200世帯栄区のいま

（平成30年11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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[グッズ販売について]
　 たっちーらんど
　 （栄スポーツセンター）
　 894-9503　　894-9505
[タッチーくんについて]
　 広報相談係
　 894-8335　　894-9127

【販売中】クリアファイル（200円）、キーホルダー（300円）、クリアボトル（900円）、
ボールペン（200円）、ハンドタオル（300円）、マフラータオル（600円）  
【12月29日(土)たっちーらんどまつり（※）で販売開始】ぬいぐるみ（大4,200円、小1,000円）
※たっちーらんどまつりの詳細は12ページをご覧ください   

販売場所：たっちーらんど（栄スポーツセンター）1階販売コーナー（正面入口すぐ）  

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

　12月25日(火)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)

　１月29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

　①12月17日(月)②１月７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)

　 ①1月17日(木)②２月７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

横浜市  がん検診

子
育
て

が
ん
検
診

●実施期間
　12月31日（月）まで（期間厳守）

●対象者
　市内に住民登録があり、接種日現在で
　次の①②のいずれかに該当する人
　①65歳以上の人
　②60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全
　　ウイルスにより免疫機能に１級相当の障害のある人

●接種場所
　横浜市高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関
　（事前に医療機関に電話等でご確認ください）

●接種に必要なもの
　住所、氏名、年齢を確認できるもの（運転免許証や健康保険証など）
　※②に該当する人は、身体障害者手帳や診断書で障害の程度も確認します
●接種費用
　2,300円
　※次の(1)から(3)のいずれかに該当する人は所定の書類を接種前に医療
　機関に提出することにより無料で接種できます（接種後の接種費用の払
　い戻しはできません）
　　(1)本人を含む同じ世帯にいる人全員が市民税非課税の人
　　(2)生活保護を受けている人
　　(3)中国残留邦人等の支援給付を受けている人
●接種回数
　１回（２回接種した場合、2回目は全額自己負担となります）

健康づくり係　　894-6964　　895-1759
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タッチーくんオリジナルグッズの販売を開始しました！

グッズ詳細について タッチーくんの部屋

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

　 12月7日(金)・19日（水）
　 12月12日（水）
　 12月5日(水）・14日（金）

母親教室(全3回)
　 ①12月3日（月）②12月10日（月）③12月17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  　 12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　

　 12月17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

　 12月5日(水)、12月12日(水) 9時～10時
　 12月19日(水)、12月26日（水）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
 　 （12月26日実施分は1月9日に結果返却）

　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

12月12日(水)９時～11時、12月27日(木)９時～12時
１月８日(火)13時～16時
区役所新館2階

12月27日(木)９時～12時
１月８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

　 12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  　12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）    　 12月12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

横浜市 高齢者インフル

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

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ



!

　 1月13日（日）15時～ 高畠町 中心商店街

　 高畠町役場商工観光課　　0238-52-4482　　0238-52-1543
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　栄区の新春を彩る消防出初式を実施します。第一部では、消防に功労の
あった方々に対する表彰と、消防音楽隊のミニコンサートを行います。
　第二部は区役所駐車場に場所をかえて、消防職員・消防団員による消防
総合演技・一斉放水を実施します。消防職員・消防団員が連携し実施する災
害防除訓練をお楽しみください！

栄区消防出初式実行委員会事務局　栄消防署　 　・　 892-0119

　今回は、高畠の冬を盛り上げるお祭りのご紹介です。旅のご加護や足の健康
を祈願して祭られる大日如来には、長さ４ｍを超える大わらじが奉納されていま
す。お祭りの日にはこの大わらじを担ぎ、町内を威勢よく練り歩きます。沿道か
らは、清めの冷水が担ぎ手たちにかけられますが、それにも負けず勢いをまして
担ぐ様はとても見ごたえがあります。
　夜には、「お斎灯焼き」が行われ、高く燃え上がる炎に今年一年の「五穀豊
穣・家内安全」をお祈りします。寒い冬のホットなお祭りを見に、ぜひ高畠町に
お越しください！

◆高齢・障害支援課　
　区役所本館２階２３番窓口
◆栄区基幹相談支援センター
　桂町７１１
　さかえ次世代交流ステーション１階
◆栄区生活支援センター
　小菅ケ谷３-３２-１２
　小菅ケ谷地域ケアプラザ２階

区ホームページにも
掲載しています。

　栄区のさまざまな所で、障害のある人たちがいきいきと活動しているのを
ご存じですか？
　区内の障害福祉事業所を紹介するパンフレットができました。
「来て 見て さかえ～障害福祉事業所よりみちマップ～」を持って、
お散歩の途中にちょっと寄り道してみませんか？

［特集に関する問合せ］
障害者支援担当　　894-8068　　893-3083　 パンフレットの概要を次のページでご紹介します▶

　12月1日は、世界エイズデーです。
　世界でエイズのまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を目的に、WHO（世界保健機関）が1988年
に制定しました。エイズに苦しむ人々への理解と支援の意思を示すレッドリボンは、UNAIDS（国連合同エイズ計画）
のシンボルマークにも採用されており、あなたがエイズに関して偏見をもっていない、エイズとともに生きる人々を
差別しないというメッセージです。この機会にエイズについて、考えてみませんか。
　栄区役所では、匿名でHIVの無料検査を実施しています。検査については、広報よこはま福祉保健センターだよ
りをご覧ください。 健康づくり係　　894-6964　　895-1759
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特 集

新年恒例の平成31年栄区消防出初式を行います

1月5日（土）13時30分～15時
第一部 式典：たっちーらんど（栄公会堂）
第二部 総合訓練：区役所駐車場

配布場所

12月1日
世界エイズデー



港南区

磯子区

金沢区

戸塚区

鎌倉市

本郷台
駅

港南台
駅

大船駅

栄区役所

　重度の身体障害のある人が生活している施設です。生産活
動では廃材から商品を作ったり、レザークラフトや手芸の商品
もあります！

　日中の仕事の場です。染色タオ
ル、エコロジータワシ、ておりなど、
すべてオリジナルの製品を販売し
ています。

☆下記の事業所は、
区役所本館１階ロビーでも販売しています☆
※なくなり次第終了です。
（月）⑩すぺーすモモ（11時30分～12時30分頃）
（火）⑦まってる（11時30分～13時30分頃）
（水）⑬ぷらさんぬ（11時30分～13時30分頃）
（木）⑮ＳＥＬＰ・杜（11時30分～13時30分頃）
（金）③ソイル栄（11時30分～13時30分頃）

　各事業所とも地域の皆さんに、来て、見て、製品に触れていただき、そこでい
きいきと活動している障害のある皆さんとの交流を楽しんでいただくこと、
その関係が末永く続いていくことを望んでいます。ぜひ、お散歩の途中に
ちょっと寄り道して訪ねてみてください。お待ちしています。

事業所名 事業所からひとこと！

さかえ福祉活動ホーム

リエゾン笠間

公田町635-16
2

1

　894-2424　　893-7437
平日:９時30分～16時30分

　日中の仕事の場です。仕分けや
値札付けなど、古着リサイクルに取
り組んでいます。年４回古着市も開
催しています。

草の実　
公田町1638-41
　893-0419　　893-7437
平日:９時15分～16時

　主に自閉症の人たちの日中の仕
事の場です。布を選び、丁寧に織
り、踏み心地よい、さき織りマットを
製作・販売しています。

みんなの開社　
公田町1638-44-2階
　・　 896-2381
平日:９時15分～16時

　日中の仕事の場です。ストラップ
などの製作のほか、地域のイベン
トでは、くまモングッズの販売もし
ています。

なかま桂台西　
桂台西2-27-14
　897-3091　　894-3003
平日:10時30分～15時

　日中の仕事の場です。お弁当や
お惣菜の製造販売を中心に、障害
のある仲間たちが力を合わせて
様々な活動を行っています。

まってる・第２まってる　　
飯島町2441-10

平日:９時30分～16時、ランチタイム11時
30分～13時（なくなり次第終了、臨時休業あり）

　893-5746　   893-8783

5

7

SELP・杜　中野町400-2

平日:10時～18時、祝日・年末年始：休み
(喫茶:17時まで、ランチタイム：11時
30分～13時30分）

　897-2020　　896-0713
154

6

　障害のある人の日中活動の場です。
ボランティアさん、保育園や学校等、地
域との交流を大切にしています。自主
製品の製作や季節のイベント等、いき
いきと楽しく活動しています。

　こころの病のある人の日中の活動
場所であり居場所です。週２回、小菅ケ
谷の農園で栽培した朝採り野菜を区役
所（月）と近隣団地（水:10時30分～
11時30分）で販売しています。

事業所名 事業所からひとこと！

桂台中4-7
8

　894-6611　　892-3909
イベント時のみ販売あり

　日中の仕事の場です。アルミ缶
回収などを通して、誰もがいきいき
と暮らせるまちづくりをお手伝いし
たいと思っています。

第２
とも

朋

とも

朋

さと

郷

柏陽3-18
　894-7297　　894-7375
通所日:月火木金土 9時15分～15時15分

すぺーすモモ
柏陽3-18
　・　 892-7532
平日:9時～16時

　日中の仕事の場です。地域の皆
さんとの交流を大切に、パンや竹
炭製品の販売、アルミ缶の回収な
どの活動をしています。

サポートセンター径
桂台中4-5
　897-1101　　897-1119
平日：12時～15時30分(パン屋)

10

9

11

　脳卒中などによる中途障害者
が、自主製品の製作、販売、軽作業
を通して、社会での自立した生活を
めざして活動しています。

わ～くくらぶ・さかえ　　
中野町31-1
　・　 892-5536
平日：９時～17時

12

　精神障害の人の日中活動場所で
す。アート作品の制作とカフェの運営
をしており、サンドウィッチとスープと
ともに作品の販売もしています。

事業所名 事業所からひとこと！

MOKU ｃafe（地域活動
支援センター egao）　
長沼町767-1

14

　392-7601　　 392-7602
水木金：11時～16時30分

　日中の仕事の場です。「安心で安
全な美味しい食」をテーマに、パン、
お菓子、うどん、豆富などを生産、販
売しています。

　精神に障害のある人の自立訓練
（生活訓練）事業所です。「楽に楽し
く生き活きと」生活できるよう支援
します。

リカバリー支援施設 ふれんず
笠間3-1-6

　医療的ケアが必要な重度の障害
児者とご家族を支援する拠点です。
地域で暮らす誰もが共に楽しめる
機会づくりをしています。

桂台中2-1
　443-7666　　897-6030
毎日営業:9時～17時(年末年始除く)

　・　 392-9767
平日：10時～15時、第4土曜:13時～17時

17

18

ほかにもたくさんの事業所があります！

笠間3-10-1
　 898-3533　　898-3534
平日：９時～17時
※リエゾン笠間での販売は行って
　いません。

上郷町134-2　　
　890-5528　　890-5529
平日：10時～17時 
ランチタイム:11時30分～14時

　毎朝パンを生地から練り、焼き上げています。お店で
は、パンやカレー、お飲み物など、約60種類のメニュー
を取りそろえています。店内でお召し上がりいただくこ
ともできます。

　日替わりランチ大好評！火曜日は
手作りパン食べ放題！
　ご注文いただいてからお作りす
るコッペパンも人気です。

ぷらさんぬ13

店長歴15年。グループホームから30分歩いて通っています。
開店前はパンの成形、開店後はレジ打ちと接客をしています。
仕事中は会計を間違えないように気を付けています。

パンがたくさん売れたときは、とてもう
れしいです。声をかけてくださるお客様
や地域の皆さんとお話しするのが楽し
いです。

店長の川又貴さん

杜の茶屋 CAFÉ NAGOMI16

パン工場の森慶多さん

　知的障害のある人が生活している施設です。日中は製パン・製
菓・喫茶などの作業をしています。バターロールなど定番パン３
種類を含め８種類ほど、１個100円で販売しています。コーヒー
も好評です。

ソイル栄「フィオーレ」3
笠間3-10-7
　891-6030　　891-6031
平日：11時～15時30分

鍛冶ケ谷2-31-7
　891-5190　　891-5197
平日:９時～16時

1 3

2

4 5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15
16

18

17

みち

もり

もり

日中は、キャンドル製品づくりをしています。製品は地域のお祭りや
近所の大学の学園祭などで販売します。色付けが難しいですが、
皆さん喜んで買ってくださるので、グループの仲間と協力して頑

張って作っています。
夜、毎日違う職員さんたちとお話しすることが
楽しみです。リエゾン笠間のことを地域の皆さ
んに、もっと知ってもらいたいです！！

リエゾン笠間での生活３年目
永井宏史さん

日中は、パンの販売と喫茶の接客を担当しています。人気のパン
は、マカロンメロンと紅イモパンです!他にも様々な種類のパン

があります。
お店の名前「フィオーレ」は、イタリア語で「花」
という意味なんですよ。皆さんぜひお店にいら
してください。お待ちしております。

ソイル栄での生活5年目
相田協子さん

モルダーという機械を使って食パンの成形を
担当しています。オーブンの操作も得意です。
仕事中は、靴が滑って転ばないように気を付
けています。

パン工場で働き始めて３年目。みんなと
楽しくパンを作っています![地図上の番号について]

各事業所の番号と対応し
ています。また、「よりみち
マップ」に掲載されている
番号とも対応しています。
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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～
　12月6日～1月10日の毎週木曜
　 小学生15時～17時、中学生15時～
18時
❷12月のロビーコンサート
～大正琴でメリークリスマス ～
　12月22日（土）11時～11時45分
　 栄心会
❸～❺　 電話・来館受付
❸なかちゃんの季節遊び
～みんなでメリークリスマス～
　12月21日(金)①10時～10時45分
②11時～11時45分
　 ①1歳6か月未満乳児と保護者10組
②1歳6か月～未就園児と保護者15組
（先着順）　　中島冨美子　　100円
　12月11日（火）から
❹こどもケーキ教室～ラズベリージャム
をサンドするビクトリアケーキ～
　12月22日（土）10時～12時30分
　 小学生16人（定員次第締切）
　 名越恵子　　500円
❺こども書道教室
～書き初めに挑戦！～（全2回）
　12月22日(土)、1月6日(日)13時～
14時45分　　小学3年生以上15人
（定員次第締切）　　300円

◆Xmasカフェ
　ゴスペルを聞き、タッチーくんと一緒
に歌いましょう。ワークショップと物販も
あります。
　12月22日（土）10時～12時（交流会は
13時まで）　　桂台ジョイフルボックス、
わ～くくらぶ・さかえ 
　 当日直接ぷらっと栄へ

★クリスマス音楽会……12月14日(金)

★オープンディ…………12月14日(金)

★クリスマス会…………12月17日(月)

★子育てサロン
　…12月12日・26日、1月9日(各水曜)
★あそびにおいでよ！クリスマス会
　…………………………12月21日(金)

★ベビーヨガ＆産後骨盤ケア
　(2か月～1歳)………12月14日(金)

★かばくんアート・つくってあそぼう
　…………………………12月11日(火)

❶❷　 当日直接センターへ(定員次第締切)
❶子育て喫茶「げんき」クリスマス会
～サンタが来るよ！カレーランチ＆
かみしばいシアター～
　12月12日（水）13時～14時（カレー
は11時30分～）　　0歳児以上の未就
園児と保護者40組　　200円（お茶付/
カレーのみは大人100円こども30円）
❷宿題や勉強を一緒にやろう♪
楽習教室
　1月9日～30日の毎週水曜 15時～
17時　　小・中学生
❸～❺　 電話・来館受付（定員次第締切)
❸書き初め練習会～書き初めの練習、
光雲先生といっしょに練習しちゃおう！～
　12月22日（土）13時～15時30分
　 小・中学生12人　　100円
❹大人もこどもも楽しく対決！
三世代交流スポーツ吹矢大会
～ご家族で・友達と・個人でも参加OK！
名物たき込みご飯と豚汁の昼食付♪～
　1月20日（日）10時～13時
　 小学生以上50人　　100円
❺キグちゃんの「親子であそぼ！」0歳児
～遊びからまなぶ子どもの育ち～
　1月28日（月）10時30分～11時30分
　 0歳児と保護者20組
❻❼　 電話・来館受付(先着順)
❻日常にアロマテラピーを♪
～風邪やインフルエンザ予防・美肌にも！
アロマハンドゲル作り～
　1月7日（月）10時～12時
　12人　　 1,000円
　12月11日（火）から
❼庭木の相談室
～土づくりから剪定までエキスパー
トに学ぶ花木の育て方～（全6回）
　1月16日～2月20日の毎週水曜 
12時30分～14時30分　　20人
　 2,000円
　12月12日（水）から

★みんなで体操……………1月7日(月)
★子育てサロン
　………12月13日、1月10日(各木曜)

★つくってあそぼう……12月19日(水)

1月30日(水)10時～11時30分
地域子育て支援拠点「にこりんく」
2～3歳の子どもと保護者30組(先着順)
※動きやすい服装でお越しください(素足になります)
1月8日(火)から電話かFAXで桂台保育園へ

　　　  「ムーブメントであそぼう」
～からだ・あたま・こころを動かして遊ぼう～

　子どもの事故やけがは、大人の目が行き届かないところで多く発生しています。
事故やけがから子どもを守るにはどうしたら良いか？それは、『子ども自身が「危
険」を認識する力』を育てていくことです。「ＫＹＴ（危険予知トレーニング）」は、子
どもが楽しみながら「危険」を学び、回避する力を高めることのできるトレーニン
グで、地域や家庭でも気軽に取り組むことができます。
　ＫＹＴの基本を学びながら、楽しいトレーニングを体験してみませんか！
　12月18日（火）10時～12時 区役所新館4階8・9号会議室
　未就学児～小学生の保護者、地域で関心のある人、子どもに関わる団体の人
　50人（先着順）
　当日直接会場へ

　　　　栄区セーブ・キッズ・フォーラム「地域で！家庭で！
施設で！やってみようＫＹＴ（危険予知トレーニング）」
～事故やけがから大切な子どもを守るために～

　栄区役所でお昼休みのコンサートを楽しみませんか？今回は「栄ソリスティによ
るクリスマスコンサート（ヴァイオリン独奏）」です。ぜひお気軽にお越しください！
　12月13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
　 栄ソリスティ （協力：栄区音楽協会）

♪第167回 昼休みコンサート♪

★どきどきパーティ……12月19日(水)
★こども新年会………… １月10日(木)

★生活発表会……………12月15日(土)

★給食を食べていただく会、
　ライブコンサート………12月21日(金)
★定期音楽会…………… 1月10日(木)

★クリスマス会…………12月21日(金)

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

アスク大船保育園
　 897-6765　　443-9339

にこにこ保育園
　 898-2081　　898-2082

上郷保育園
　 893-3565　　893-4592

　 放課後児童担当　　894-8434　　894-8406

　 桂台保育園　　894-1374　　894-1490

　 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　12月上旬～2月末（予定）
エレベーター休止



広告

◆みんなの居場所 たまり場とよだ
　 毎月第2木曜16時～19時 豊田地区
センター　　おいしいカレーとホッとす
る空間（アレルギー対応なし） ※小学生
は17時以降、中学生は18時以降保護
者の迎え必須　　高校生以上300円
　 当日直接会場へ
◆食べるの大好き！食育講座
①1月17日（木）千秀センター（田谷町
1662）②3月12日（火）豊田地域ケ
アプラザ ①②とも10時～11時30分
　 未就園児と保護者各回20人（定員次
第締切）　　管理栄養士による離乳食・
幼児食のアドバイス
　 電話・来館でケアプラザ・にこりんく
(898-1615）へ

◆ボランティア会員募集説明会
～公園特産品のお土産も～
　1月15日(火)10時～11時
　 30人（定員次第締切）
　 広報、農芸、里山、古民家などの部会
を説明　　当日直接ふじやま公園へ
❶～❹　  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レザークラフト
～お札も入る小銭入れ～
　12月14日(金)13時～15時　　8人
　1,000円　　12月4日（火）必着
❷創作人形
～ハマグリ雛とその飾り物～（全４回）
　1月10日～31日の毎週木曜13時～
16時　　8人　　2,000円
　12月26日（水）必着
❸こけ玉教室
～こけの里でこけ玉作り～
　1月25日(金)13時～15時　　10人
　 800円　　1月11日（金）必着
❹里山のそば打ち塾
～自分で打って、食べる。お土産も～
　1月26日(土)10時～12時30分
　10人　　900円　　1月11日（金）必着

◆編み物体験教室
　キラキララメ入りのグリッターコード
で、カードケースを作りましょう！
　12月16日(日)10時～12時
　12人（定員次第締切）
　 日本編物協会認定講師 荻山和美
　 500円（材料費）
　 電話・来館受付

❶～❺　12月11日(火)から電話・来館
受付（先着順）
❶心も体も温まる！！「肉まん」づくり
～中国茶も楽しみましょう～
　1月9日（水）10時～13時
　15人　　劉恵琳　　1,000円
❷上郷♪歌声喫茶♪
～懐かしのメロディを福田安弘氏の
アコーディオン演奏とともに～
　1月13日（日）13時～15時
　 65歳以上30人　　200円
❸メンズ厨房（男性対象料理講座）
＜野七里地域ケアプラザ共催＞
　1月23日（水）10時30分～13時
　 男性15人（先着順）　　女子栄養大学
生涯学習講師 宮崎美紀　　500円
❹「味噌作り」教室～麦麹味噌作り！
季節の軽食も楽しみましょう～
　1月28日（月）9時30分～16時　　15人
　 麦麹味噌作り、軽食　　700円
❺おやこのひろば♥親子で遊ぼう！
～みんなで楽しく体を動かそう！～
　1月29日(火)10時30分～11時30分
　 未就学児と保護者10組　　1組100円
　 おやこのひろば（892-1030）でも受付

❶～❸　12月11日（火）から電話・来館
受付（先着順）
❶健康アップ体操～健康体操で基礎体
力の向上を目指そう～
　1月7日（月）10時～11時30分　   20人
❷飯島コミハ初笑いゲーム大会
　新年は飯島コミハで笑顔になりませんか？
　1月13日(日)13時30分～15時30分
　 お笑いの鑑賞やゲーム
❸イングリッシュ キッズWITHママ
～親子で英語あそび～
　1月26日(土)10時30分～11時30分
　 3歳～5歳児と保護者10組

❶～❸　 当日直接図書館へ
❶おはなし会
　12月12日（水）、1月9日（水）16時～
16時30分　　4歳くらい
　 絵本の読み聞かせなど
❷親子のおはなし会
　12月18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
　12月22日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 「こびととくつや」ほか

❶❷　 電話・来館受付
❶葬儀・終活の基礎講座
　家族葬って何？葬儀の準備は必要な
の？葬儀の費用っていくらなの？少し早
目に葬儀のことを考えてみませんか？
　12月15日（土）14時～15時30分
　 30人（定員次第締切）
❷親子クリスマス会
　人形オペレッタでメリークリスマス！
ミュージックベルの体験もいかがですか？
　12月17日（月）10時30分～11時30分
　 未就学児と保護者25組（定員次第締切）

◆おせち料理に食そう！
こんにゃく作り講座
　平こん・玉こんをつくります。お持ち帰
り＆実食ありの美味しい講座です！簡単
でおいしいローストビーフの作り方も学
べます!!
　12月19日（水）10時～12時30分
　 20人（応募者多数時
抽選/初参加の人優先）
　 SELP・杜 納豆部門
　 600円
　12月12日（水）まで
電話・来館受付

◆こどもカフェ上郷
　 ①12月19日(水)16時～19時 野七里
地域ケアプラザ ②1月19日(土)11時～14
時 上郷地区センター　　小学4年生以上
　 子ども100円 大人300円(食事代)
　 当日直接会場へ
❶～❺　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶お針箱講座（全3回）
　12月11日(火)・13日(木)・14日(金)
12時30分～15時　　10人　　思い
出の布でテディベア作り　　500円
❷キッズ・クッキング・ラボ
～ツリークッキー～
　12月15日(土)10時～13時　　地域
の小学生6人　　食べても飾ってもOKな
クリスマスクッキー　　500円(材料代)
❸ヨガで心身健康アップ！（全10回）
　1月10日(木)より毎週木曜10時30
分～11時30分　　20人　　5,000円
❹スマートフォン始めましょう（全2回）
　1月17日(木)・18日(金)13時～15時
　 スマートフォン超初心者20人
　 スマートフォン基礎操作・ライン
❺医療講座・めまい
～めまいの原因と対処と治療～
　1月19日(土)14時～15時30分 　  50人

◆パパママ一緒にふれあいあそび
　12月15日（土）11時15分～11時
45分　　0歳（首が座ってから）～未就
学の親子、プレパパママ　　親子のふれ
あいあそび　　当日直接にこりんくへ
　 にこりんく　　・　 898-1615

◆本郷ふれあい作品展
　本郷小学校児童の図工作品、近隣中
学校・高等学校・特別支援学校の美術作
品、及びコミュニティハウスで活動する
団体の作品（絵画･はがき絵･写真・竹細
工･手芸品）を展示します。
　12月11日（火）～18日（火）本郷小
学校体育館　　当日直接会場へ
◆しめかざり作り
　昔ながらの天然の材料を用いて正月
用のしめ飾りを作ります。
　12月23日（日・祝）14時～16時
　10人（定員次第締切）　　800円
　 電話・来館受付

❶❷　 当日直接ロッキーへ(先着順)
❶ロッキー「クリスマスイベント」
～クリスマスキャンドルを作ろう‼～
　12月15日(土)・16日（日）10時～16時
　 各日30人
　 オリジナルクリスマスキャンドル制作
❷ロッキー「お正月イベント」
～“カスタマイズこま”を作ろう！～
　1月4日(金)～7日（月）10時～16時
　 各日20人　　紙製「こま」を自分流
にカスタマイズして制作
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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

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

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

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

本郷小学校コミュニティハウス
〒247-0015 中野町16-1
    895-5588      896-2430

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
  ・　851-8333

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

　今年は初めてパステル画のクリスマ
スカード作りが登場、版画年賀状や恒
例のミニ正月飾りも。つきたて2色餅
はかやぶき屋根改修記念で無料です。
　12月16日(日)10時～12時
(9時45分受付)
　 2色餅(無料)200人、ミニ正月飾り
（350円）30人、パステル画（無料）
30人、版画年賀状（無料）30人
（各先着順）
　 当日直接ふじやま
公園へ

年末餅つき会とミニ正月飾り

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



❶❷　 電話・来館受付
❶第22回サロンコンサート”弦楽四
重奏とドラム”
　12月16日（日）14時～16時　　100
人（先着順）　　SAKURA弦楽四重奏団
　 前売り1,000円（中学生以下500円）
当日1,200円（中学生以下600円）
　12月12日（水）から
❷漬物教室
　1月20日（日）13時30分～15時
　 24人（先着順）　　大根の調味漬け・
白菜漬けとぬか床作り　　1,000円
　12月15日（土）から
❸❹　 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人数を虹
の家へ｡12月27日（木）必着（応募者多
数時抽選）
❸そば打ち教室
　プロの指導で作業手順を体験し味
わってみよう！
　1月21日（月）14時～17時　　12人
　 2,000円
❹味噌づくり教室
　国産大豆から無添加味噌を作ろう！ 
　 2月2日（土）・3日（日）9時30分～12時
30分（各実施日の前日に豆洗いあり/15
時～16時の間で10分程度）
　 豆洗いと味噌作りの両日参加できる人
各24人　　3,800円

◆プライベートレッスン（個人指導）
　通常の教室より細かいところまで丁
寧に指導を受けられるプライベートレッ
スンを、ぜひ一度お試しください！
　 30分2,000円　　電話・来館受付

◆季節の森を歩こう
～冬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？
　1月6日（日）①11時～12時 ②13時～
14時（受付①②とも10時～）
　 当日直接観察センターへ
◆たたら製鉄見学会
～友の会３０周年記念イベント～
　観察の森で伐った間伐材を焼いた木
炭で、砂鉄からはがねを作るたたら製鉄
の様子を見学できます。
　 2月16日（土）10時～16時（雨天延期）
　 20人（応募者多数時抽選）　　 FAX・メール
(kansatsunomori@gmail.com)受付

◆ハワイアンクリスマスロビーコンサート
　クリスマスソングで陽気にフラダンス
やタヒチアンダンスを踊ります♪
　12月22日（土）15時30分～16時
15分　　スタジオマーラマ
　 当日直接公会堂へ
❶❷　 電話・来館受付
❶みんなで歌おう！vol.2
さかえポップスライブ
 「サーカス」元メンバー、夫婦デュオ
「2VOICE」の原順子＆叶央介と公募によ
る参加者によるコラボレーションライブ！
来場者の人も一緒に歌いましょう。一緒に
歌えるワークショップも同時開催！
　1月14日(月・祝)14時～16時15分
　1,000円
❷はじめてのウクレレ弾き語り（全6回）
<豊田地区センター共催>
　1月22日～2月26日の毎週火曜15
時30分～16時30分 豊田地区センター
　10人（定員次第締切）
　 ウクレレ初心者向け（要ウクレレ持参)
　 4,000円

◆企画展プレイベント
「アフリカの大きな地図を作ろう！」
　1月14日(月・祝)10時～11時30分
　 幼児～小学生25人（定員次第締切/ 
未就学児保護者同伴）　　Mama Africa
　 アフリカの色鮮やかな布を使い、はさ
みで切ったり貼ったりして、アフリカの大
きな地図を作成します。　　電話・メール
(gakushu＠earthplaza.jp)・来館受付
❶～❺　 当日直接会場へ（先着順）
❶世界一周 多言語 読み聞かせの旅 
ブラジル～ポルトガル語と日本語の
読み聞かせ～
　12月16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　　日本語とそれ
以外の言語での絵本の読み聞かせ、読み
手による出身地域（海外）の文化紹介
❷映画『素晴らしき哉、人生!』
　12月17日（月）・24日(月・祝)14時～ 
（20分前開場） 2階プラザホール
　 各日200人
❸映画『バオバブの記憶』（ドキュメンタリー）
　12月22日(土)①10時～②13時30
分～（30分前開場） 2階プラザホール
　 各回200人
❹映画『おまえうまそうだな』（子ども向け）
　12月23日(日・祝)①10時～②13時
30分～（30分前開場） 2階プラザホール
　 各回200人
❺ふゆの工作「絵馬」＆「門松」
　お正月に向けて「絵馬」と「門松」を
作って和の飾りに親しもう！和の飾りで
お正月を迎えよう！
　12月25日(火)10時30分～11時
30分 5階こどもの国際理解展示室
 　幼児～小学生 各コーナー先着30組
 　常設展示室観覧料

◆リリス・レジデンス・アーティスト卒
業記念  林晃子フルートコンサート 
with Friends
　リリス・レジデンス・アーティストとして活
躍をしてきたフルート奏者 林晃子。彼女
のリリス・レジデンス・アーティスト卒業を
記念し、抽選で300名をご招待して入場
無料のコンサートを開催します。
　1月29日（火）14時～（13時30分開場）
　 300人（抽選でご招待）
　 林晃子、阿部絵里奈、杉浦容子、
目黒裕子（Fl）、渡辺まこみ(Pf)
　 所定の応募用紙でFAX・郵送・来館受付。
12月15日（土）必着
◆午後の音楽会 第100回 住谷美帆 
無伴奏サクソフォンリサイタル
　在学中に実力で掴んだ夢の世界。才
能溢れる本格派女性サクソフォニスト住
谷美帆による、注目のソロリサイタル。
　 2月7日（木）14時～（13時30分開場）
　 300人　　住谷美帆（Sax）　　12月
5日（水）チケット発売 全席指定500円

◆自然観察会～野鳥観察入門～
　12月9日（日）9時～11時（雨天中止） 
　 当日直接小谷戸の里へ
※あれば双眼鏡持参
❶～❸　 電話・来館受付
❶こども書初め会
　1月5日（土）①9時30分～10時30分
②10時30分～11時30分　　各回小
学生6人（先着順/保護者同伴）
　12月12日（水）から
❷竹細工～和凧作りと凧揚げ～
　1月12日（土）9時30分～15時
　15人（先着順/小学生以下保護者同伴）
　 900円　　12月11日（火）から
❸バードウォッチング
　1月13日（日）9時～11時（雨天中止）
　 20人（先着順/小学生以下保護者同伴） 
　 中学生以上200円　　12月15日（土）
から ※あれば双眼鏡持参

【栄区役所業務員】
　 2019年4月1日～2020年3月31日（単年度契約/更新可）
　 １人(2019年4月1日現在満55歳～満69歳の健康で夜
間勤務が可能な人）
　 区役所閉庁時の戸籍関係書類の収受、区役所施設内外
 の管理等
　12月10日（月）～20日（木）に区役所総務課庶務係
（41番窓口）で配布する応募書類に必要事項を記入して庶
務係へ

栄区役所嘱託職員募集

庶務係　　894-8311　　895-2260

　 2019年4月1日～2020年3月31日（単年度契約/更新可）
　 社会教育指導員１人、相談員１人(2019年4月1日現在満
64歳未満で、市民活動及び生涯学習の知識・経験がある人）
　 市民活動や生涯学習の支援等
　12月17日（月）～1月11日（金）に区役所、地区センター
等の区民利用施設で配布する応募用紙に必要事項を記入し
て区役所地域振興課区民施設担当（47番窓口）へ

　　　　 さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」
嘱託職員募集

区民施設担当　　894-8393　　894-3099

今年もありがとう！
たっちーらんどまつり

　12月29日（土）
　●映画上映会
『怪盗グルーのミニオン大脱走』（予定）
14時～15時30分（30分前開場）
500円 300人（先着順）
●カポエイラロビーライブ
15時45分～
16時15分
●エアロビクスボクシング
●ZUMBA ほか

　日ごろのご利用に感謝のキモチ
をこめて今年も開催します！盛りだ
くさんの内容となっておりますの
で、詳細は館内ポスター、チラシ、
ホームページで！！今年もたっちー
らんど（栄スポーツセンター・栄公
会堂）で楽しく年忘れしましょう♪

❶❷　 12月15日（土）から専用電話
（862-4496）・ホームページ（http://www.
women.city.yokohama.jp/y）受付（先着順）
❶女性のためのパソコン講座
「アフター5ワード初級（1）」（全2回）
　効率的なワードの使い方をマスター
しよう！
　1月11日(金)・15日(火)18時30分～
20時30分　　女性12人　　4,500円
❷女性のためのパソコン講座「パソコン＆
ワード・エクセル入門2日間」（全2回)
　初心者歓迎！パソコンとソフトの基本
を学びます。
　1月12日(土)・13日(日)10時～15時
30分　　女性12人　　10,800円 ※保育
あり（1歳6か月～未就学児/有料/予約制）。
申込みは子どもの部屋(862-4750)へ

◆ノルディックウォ－キング教室
　1月9日（水）10時～11時30分
　15人（定員次第締切）　　電話・来館受付

❶～❻　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人　　12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
　1月9日（水）10時30分～11時45分
　 30人
❷歌ってハツラツ
　1月18日（金）13時～15時　　40人
❸さわやかスポーツ（グランドゴルフ）
　1月21日(月)10時～11時30分　  18人
❹みんなで輪踊り
　1月23日（水）10時～12時　　40人
❺翠のサロン 第71回～演奏者のすぐ
近くで素敵な音楽に癒されましょう♡～
　1月27日（日）13時30分～14時30分
　 50人　　フルートアンサンブルeff
❻ペーパークラフト
　1月29日（火）13時～14時　　10人
　 紙を使ったお雛様制作　　300円
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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

栄区民文化センター リリス
〒247-0007 小菅ケ谷1-2-1 
    896-2000      896-2200

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

栄区役所

栄区なう！ TV放送中！！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。

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

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

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


