
地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

　皆さん、こんにちは！突然ですが、皆さんは街中でこの「のぼり旗」を見たことあるかな？
これは、栄区が“セーフコミュニティ”に取り組んでいることを皆さんに知ってもらうため、
地域の皆さんや区内の小・中学校のご協力のもと、いろんなところに掲示してもらってい
るんだよ。
セーフコミュニティとは、WHO（世界保健機関）が推奨する国際認証で、「致命的な事故

やケガは、その原因を究明することで予防できる」という考えに基づいて、地域ぐるみで予
防活動を展開するまちのこと。栄区は昨年10月6日に再認証を取得したんだ。
　これからも地域の皆さんと一緒に、栄区がもっと安全・安心なまちになるよう取り組んで
いくよ！
セーフコミュニティの「のぼり旗」をイベントで掲示したい、古くなってきたので新しいも

のと交換したいなどの場合は、地域力推進担当に連絡してね。

 　5月18日（土）13時30分～15時30分（受付:13時～）
区役所新館４階８号会議室
 　100人（事前申込制/定員次第締切） ※ペット同伴不可
 　横浜市動物適正飼育推進員 遠藤エマさん
 　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、犬の種類・月齢）を生活衛生係へ

小・中・高校生(楽器経験が1年以上)で、6・7月の日曜日午前の練習（合計２回）
に参加できる人(先着順)　 メール申込み。本文に「2019夏休みコンサート１
日団員へ参加希望」と記入し、①参加希望者および保護者氏名②〒住所③学校
名④学年⑤担当楽器⑥経験年数⑦所属している音楽団体名等⑧本人または保
護者のメールアドレス・電話番号も記入のうえ、栄フィルの専用アドレス
<sakae_summer2019@yahoo.co.jp>へ。4月30日(火)必着
※募集内容の詳細は栄フィルホームページ（https://sakaephil.org/）や区内
地区センター等で配布しているチラシをご確認ください

　 5月11日(土)10時～12時
桂台小学校グラウンド
（小雨決行・荒天時中止）
　 バス・白バイなどの展示・乗車体験、
自転車教室、「AED」取扱い実演 ほか（予定）
　 当日直接会場へ

①合同開講式・記念講演「若いシニアのためのロコモ予防
～人生100年を元気に生き抜くために～」
6月7日（金）13時～ 関内ホール

②講座（全12回）
健康づくり、食生活、法律、教養、生きがいづくり、老人クラ
ブ活動の概要、口腔ケア、丹田呼吸法、暮らしの経済、高齢
者が安全・安心な生活を送るために など
6月13日～10月3日（各木曜） ※8月を除く
9時45分～11時45分 本郷地区センター

おおむね60歳以上で市内在住の人
2,000円（合同開講式を含む全13回分）

　申込書を栄区シニアクラブ連合会、区役所高齢・障害支援課（本館
2階23番窓口）、本郷地区センターに提出。5月10日（金）必着 
※申込書は各申込先で配布

　交通安全運動期間中に開催するフェスティバルへ、ご家族・お友達と参加
して、交通ルールを守り、交通マナーの向上に取り組むことの大切さを考え
てみませんか？交通安全教室も体験できます！

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

地域活動係　　894-8391　　894-3099

ワンちゃんのことでお困りの人いませんか？
ＪＡＨＡ認定家庭犬インストラクターがその対処方法

を教えます！

　毎年子どもから大人までたくさんのお客様に楽しんでいただいている
「夏休みコンサート」。今年は７月28日（日）に開催されます。大好評の企画
「１日団員コーナー」でオーケストラの一員として対象曲をいっしょに演奏
してくれる子どもたちを募集します。

栄区シニアクラブ連合会 　 894-8418
（小菅ケ谷3-32-12 小菅ケ谷地域ケアプラザ内）

　 栄フィル夏休みコンサート事務局  　sakae_summer2019@yahoo.co.jp
　 生涯学習支援係「夏休みコンサート担当」　　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

4
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.258
人口 119,888人 世帯数 51,091世帯栄区のいま

（平成31年3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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　私たちの生活は自然災害と隣り合わせです。2018年は6月に大阪府北部地震、7月は西日本豪雨、9月には北海道胆振東部地震がありました。この
横浜でも風水害や大地震が発生する恐れがあります。しかし、自然災害の怖さを知りつつも、どのような対策を取れば良いのか分からない人は多いので
はないでしょうか。
　そこで栄消防署では、家庭防災員研修として、6月に「風水害対策」、8月は「火災及び地震対策」、12月には「心肺蘇生法」の研修を開催します。家庭防災
員の活動をしていない人も参加できますので、興味のある人は栄消防署予防課までご連絡ください。災害時に役立つ知識と技術を身に付けられるようご指
導いたします。

種類･対象･予約の有無 日時･会場･定員 講師・内容･料金 申込み･問合せ など

がん検診の制度が変わりました。詳しくは「平成31年度栄区福祉保健センターからのお知らせ」をご覧ください。

子
育
て

肺がん
(昭和55年4月1日以前に
生まれた人／１年度に1回)

　 5月16日(木)9時10分～11時45分
　 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)

　4月16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

乳がん
(昭和55年4月1日以前に
生まれた女性／2年度に1回)

　 ①5月14日（火）②5月21日（火）③6月4日（火）
　 区役所新館2階 (当日の受付時間は予約時に調整)
　 40人(先着順)

　①4月12日（金）②4月
19日(金)③5月8日（水）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

が
ん
検
診

栄消防署予防課　 　・　 892-0119

人が
倒れている。

救命処置！

以下どちらかを選択
●　 視触診+マンモグラフィ検査　　1,370円
●　 マンモグラフィ検査（単独）　  　 680円
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自助・共助を養成します！

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

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

　 4月  5日（金）・24日（水）
　 4月17日（水）
　 4月10日（水）・19日（金）

母親教室(全3回)
　 ①4月8日（月）②4月15日（月）③4月22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　 4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　

　 4月15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、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 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

4月17日(水)９時～11時、4月25日(木)９時～12時
5月7日(火)13時～16時、5月10日(金)9時～11時
区役所新館2階

4月25日(木)９時～12時
5月7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

　 4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

 　4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）     　4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

こどもの食生活相談

女性の健康相談  

避難の
タイミングは？
風水害
対策！

～あなたは、災害から自分や家族を守れますか？～

区役所で行う検診

知識の数が
生死を分ける。

震災対策！

大事なわが家を
守る。
住宅防火
対策！

◎「横浜市がん検診（肺、胃、大腸、子宮、乳房、前立腺）」は、実施医療機関でも受けられます。
実施医療機関は、「平成31年度栄区福祉保健センターからのお知らせ」をご覧いただくか、健康づくり係または市ホームページでご確認ください。
◎費用免除：次の人は無料となります。証明書類を受診時に提示してください。
①後期高齢者医療制度が適用される人（後期高齢者医療被保険者証） ②生活保護世帯の人（休日・夜間等診療依頼証） ③中国残留邦人支援給付制度が適用される人
（本人確認証） ④①～③を除く70歳以上の人（昭和25年4月1日以前に生まれた人：生年月日を確認できる保険者証等） ⑤平成30年度市民税県民税の非課税世帯また
は均等割のみ課税世帯の人（福祉保健センターが発行する「確認書」：受診１週間前までに健康づくり係で手続が必要です）

横浜市  がん検診



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

　6月1日（土）には栄村秋山郷で「山開き」が行われ、苗場山をはじめとする登山が本格的にスタート
します。苗場山頂付近に広がる高層湿原には約3,000もの池塘（高層湿原に点在する小池）があり、
様々な高山植物も自生しています。7月下旬ごろに花の見頃を迎え、毎年大勢の登山者を魅了します。
　また、天空の楽園と言われる高層湿原が一望できる宿泊施設「苗場山頂ヒュッテ」から見る御来光も
格別です。登山の後は温泉でさっぱりして大満足！今年度も『長野県栄村』をよろしくお願いします。

ちとう

栄村は、秋山郷のシンボル「苗場山（日本100名山）」、第二の谷川岳ともいわれる「鳥甲山（日本200名山）」、栄村で一番高い
「佐武流山 （日本200名山）」など2,000ｍ級の山々に囲まれています。

なえばさん

さぶりゅう(さぶる)やま

とりかぶとやま

▲苗場山（山頂付近では広大な景色が広がります）

引っ越しや新年度に関する手続きなどで、多くの皆さんが区役所を利用する時期になりました。
区役所では、来庁した皆さんが安心して手続きができるように、様々な取組をしています。

区役所代表番号 894-8181　 　894-9127

横浜市  引っ越し引っ越しの
手続きに関する情報
pointpointpointpoint

また、区役所１階総合案内・戸籍課で手続きの
チェックリストを配布しています。

特集は８・９ページへ

N

JR本郷台駅徒歩10分
バス停「天神橋」から徒歩３分、「栄区役所前」から徒歩２分
＜お車でお越しの人へ＞
栄公会堂・栄スポーツセンター（たっちーらんど）の駐車場
もご利用いただけます。

P
47台

P
58台

栄土木事務所

港南台→

栄消防署

いたち川

栄警察署 「天神橋」バス停

「栄区役所前」
バス停

本郷台駅

栄公会堂・
栄スポーツセンター
（たっちーらんど）

栄区役所
新館

本
館

区 役 所 へ の ア ク セ ス

←大船

戸籍課記載台 戸籍課窓口

総合案内

お気軽にお問い合わせください！お気軽にお問い合わせください！

職員一同おもてなしの心でお迎えします！

お困りごとがありましたら、
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本
館

新
館

別
棟

総合
案内

正面
玄関

保険年金課窓口 戸籍課窓口

栄区役所

い
た
ち
川

本館

新館 駐車場

駐車場入口
玄関

夜間・
休日受付

区役所窓口や区内施設の情報が掲載されています。
　　　　　区役所１階総合案内
（区ホームページからダウンロードもできます。）

区役所沿いを流れるいたち川は、
鳥や虫など多様な生きものに出会
いながら、ゆったりと散策が楽しめ
ます。

栄区の区の木であるサクラとカツラが、いた
ち川プロムナード小いたち橋付近に植樹され
ています。

区役所や区内施設・団体によるチ
ラシを配架しています。

【配架場所】
JR本郷台駅改札内
JR大船駅西口・笠間口
イトーヨーカドー桂台店（２階コミュ
ニティスペース内）

区長が区民の活動や区政情報、栄区
の見どころ、イベント情報など栄区の
「なう！」な情報をお届けしています。

ケーブルテレビ「J:COMチャンネル」
原則毎月第２木曜 17時～17時20分
「デイリーニュース横浜」内

アカウントフォローはこちらから

栄区ホームページ

栄区ツイッター
区内の旬な情報をお
届けしています。
タッチーくんのつぶ
やきもしています。

栄区なう！ＴＶ

区政、消防、防犯等に関する情報の
発信をしています。

毎日7時55分～8時、
11時55分～12時の２回放送
〈生放送〉
毎月第２金曜
12時15分～12時30分

エフエム戸塚
（栄区インフォメーションなど）

栄区版ＰＲボックス

アプリからも聴けます

毎月第２木曜のお昼に
入場無料のミニコンサートを行っています。

４月のテーマ
「春の癒しのハープコンサート」

４月のテーマ
「春の癒しのハープコンサート」

毎月恒
例♪

新館１
階で

開催

栄区役所では、出生・結婚の届出をした人
にお祝いの気持ちをこめて、記念品をプ
レゼントしています。
※結婚のお祝いは4月から開始します。

戸籍証明書

住民票の写し

印鑑登録証明書

課税・非課税証明書

納税証明書

戸籍課 本館１階12番
　894-8345　 894-3413

税務課 本館３階31番
　894-8351　 893-9146
税務課 本館３階34番
　894-8375　 895-3974

本館１階11番

本館１階14番

窓口にきた人の本人確認ができるもの
代理人の場合は委任状も必要

印鑑登録証

窓口にきた人の本人確認ができるもの
代理人の場合は委任状も必要

平日
8時45分～17時

第２・４土曜
9時～12時

※1
　

※2

種 類 必 要 な も の
窓 口

備 考

土曜開庁
〈第2・4土曜〉9時～12時
戸籍課（戸籍・住民票・印鑑登録など）、保険年金課（国民健
康保険・国民年金など）、こども家庭支援課の一部業務（児
童手当・母子健康手帳のみ）

夜間・休日受付
出生・死亡・婚姻等の戸籍関係届出の預かりを行っていま
す。届出書は後日戸籍課で点検し、内容の確認等が必要な
場合には、ご連絡します。

行政サービスコーナー
〈平日〉７時30分～19時　〈土・日曜〉9時～17時
※祝日・年末年始は休み
住民票の写しや印鑑証明書などの証明書の発行ができ
ます。
[お近くの行政サービスコーナー]　
●港南台（港南区港南台３-３-１）　　835-2664
●戸塚（戸塚区戸塚町16-17）　　862-6641

※1…市内に本籍のある人のみ  ※2…1月1日に住民登録をしていた役所でおとりください　
○住民票の写しなどの証明書は、郵送請求できます。（　 横浜市郵送請求事務センター　　222-4900　　222-4916）
○市内の行政サービスコーナーでも証明書を発行しています。区役所開庁時間外では、お渡しできないものもありますので、事前にご確認ください。
○一部の証明書は、マイナンバーカードを利用して、コンビニで取得できます。（　 横浜市コールセンター　　664-2525　　664-2828）

　 戸籍担当　　894-8340　　894-3413

来庁した皆さんが休憩等で利用できるスペー
スです。区民アンケートにより命名されまし
た。区役所職員が作
成したタッチーくん
のイラストパネルも
展示しています。

ラウンジタッチー（新館４階）

タッチーくんと
記念撮影ができ
ます。

撮影コーナー

市内の行政情報や
イベント等のちら
し、パンフレット等を
配架しています。

ちらしコーナー

栄区が取得している国際認証セー
フコミュニティの再認証の合意書
や認証盾などを展示しています。

セーフコミュニティコーナー
お昼頃、区内障害福祉事業所の皆
さんが、お弁当、パン、野菜などの
販売をしています。

出張販売

ゆっくり休憩でき
るフリースペース
です。飲料・食品
自動販売機もご利
用いただけます。

区民ラウンジ 小型家電とインク
カートリッジのリ
サイクルボックス
もあります。

栄区の友好交流都
市である長野県栄
村、青森県南部町、
山形県高畠町を紹
介しています。

友好交流都市
コーナー

横浜市や栄区の施策などを随時
パネルで展示しています。

展示コーナー

４階
◆総務課 防災、庶務、統計、選挙
◆区政推進課 広報、広聴、区政運営、まちづくり
◆地域振興課 自治会・町内会、ごみ、生涯学習、施設

３階
◆税務課 市・県民税、固定資産税、軽自動車税
◆区会計室 不用証紙交換
◆銀行派出所 市税・保険料の納付（９時～１６時）

２階
◆高齢・障害支援課 主に18歳以上の人の保健・福祉に関する相談
◆こども家庭支援課 主に18歳未満の人の保健・福祉に関する相談

１階
◆戸籍課 戸籍、住民票、印鑑登録、マイナンバーカード
◆保険年金課 国民健康保険、介護保険（認定除く）、後期高齢者医療保険、国民年金
◆総合案内

３階
◆福祉保健課 地域福祉、健康づくり
◆生活衛生課 食品衛生、犬の登録
◆生活支援課 生活保護、生活困窮

２階
◆各種健診・検診会場

◆栄土木事務所
　（小菅ケ谷1-6-1）

引っ越しシーズンにともない、
窓口の混雑が予想されます。
手続きをご予定の人は、時間に
余裕を持ってお越しください！

4月11日（木）12時20分～12時50分　
新館エントランスホール
ルナハープ・セレクトフラワーズ
生涯学習支援係 （協力：栄区音楽協会）
894-8395　　894-3099

配布場所

［特集に関する問合せ］広報相談係　　894-8335　　894-9127

〈平日の開庁時間〉
８時４５分～１７時

玉縄桜 カツラ

 

栄区いたち川マスコット「タッチーくん」は栄区で愛されているキャラクター。庁舎内はタッチーくんであふれています。

区役所では毎日多くの人が証明書をとりに来られます。申請書の書き方など、分からない場合は職員が丁寧に説明しますので、お気軽にご相談ください。

詳細は栄区民生活マップをご覧ください

道路・河川・水路・下水道・公園の維持管理

窓口のご案内窓口のご案内
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広告

★子どもの日の会…………5月8日(水）

◆詩吟入門
～お腹から声を出して新陳代謝を高
めましょう!～(全3回)
　 4月22日、5月13日・27日(各月曜) 
13時～14時30分
　10人(定員次第締切)
　 500円　　電話・来館受付
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!～
　 4月4日～25日の毎週木曜
　 小学生15時30分～17時、中学生
15時30分～18時
❷4月のロビーコンサート
～優雅なギター演奏会～
　 4月20日(土)11時～11時45分
　 ギターアンサンブル・フェリシア
❸～❻ 　電話・来館受付(先着順)
❸なかちゃんの季節遊び～思いっきり 
体を動かそう～&初めて出会う絵本
　 4月19日(金)①10時～11時15分
②10時40分～11時45分 
※いずれも絵本の時間を含む
　 ①1歳児と保護者10組
②2歳～未就園児と保護者15組
　100円
 　4月11日(木)から
❹チアダンス&バトントワリング 
～音楽に合わせて楽しく踊ろう!～
　 4月30日(火)、5月5日(日・祝)
各日①～④の計8コマ 
チア:①12時10分～②13時20分～
バトン:③14時30分～④15時40分～
　 ①園児15人②小・中学生15人
③園児10人④小・中学生10人
※いずれも未経験者
　 チア及びバトンの体験レッスン
（保護者見学可）
　 各100円　　4月12日(金)から
❺GWこども向けイベント
～割り箸鉄砲を作って的当てしよう～
　 5月3日(金・祝)10時～11時45分
　 小学生20人　　100円
　 4月12日(金)から
❻母の日の手作りプレゼント
～紙で作るジャイアントフラワー～
　 5月11日(土)13時～15時
　 小学3～6年生15人
　 500円　　4月12日(金)から

◆学習支援「てらこや・かみごう」
～楽しく一緒に勉強しよう!～
　 5月7日・14日・21日(各火曜)15時～
17時　　小・中学生(保護者見学可)
　 当日直接センターへ
❶～❹　 4月11日(木)から電話・来館受付
❶母の日の贈り物・アロマが香る素敵 
リップクリーム&石鹸(香るメッセージ 
カード付き)
～心も体もほっこりアロマテラピー
で香育はいかがでしょうか～
　 5月6日(月)10時～12時
　 小・中学生10人(保護者同伴可)
　 300円
❷春らんまん・寄せ植え講習会
～ちょっとひと工夫で自分だけのすて
き♥コンテナガーデン～
　 5月8日(水)10時～12時30分
　15人　　500円
❸サークルウィーク
「亜蒼会 タイルモザイクアート」
～素敵な小物掛けフックに挑戦～
　 5月15日(水)10時～12時
 　20人　　500円
❹上郷☆社交ダンスパーティー2019☆
～初心者でも気軽にお越しください!～
　 5月25日(土)13時30分～16時
　 50人　　200円

◆健診・人間ドックの賢い受け方
　何の項目を受ければいいの?検査 
データの見方は?などの健康診断の疑問
について学びませんか。
　 4月17日(水)13時30分～15時
　 30人(定員次第締切)　
　横浜栄共済病院代謝内分泌内科 山田昌代
　 電話・来館受付

◆栄区てくてくウォーク!～いたち川
の自然と歴史を歩いて学ぼう～
　 ①5月9日(木) 自然巡り
②5月21日(火) 歴史巡り 
①②ともに13時～15時(小雨決行)
　 各15人(定員次第締切) 
　 各300円（資料・保険代）
　 電話・来館受付

★かばくんアート・つくってあそぼう
　……………………………5月7日(火)

★こいのぼりを作ろう…4月15日（月）
★子育てサロン
　…………4月24日、5月8日(各水曜)

◆ぷらっと栄へ行ってみよう!
　さかえ区民活動センター「ぷらっと
栄」は、地域で市民活動・生涯学習などに
取り組む皆さんを応援しています。会員
募集やイベント情報など、地域の情報が
集まっています。これから何か始めたい
人はぜひ、お越しください。

◆宿題や勉強をボランティアの先生
と一緒にやろう♪楽習教室
　 5月1日～29日の毎週水曜
15時～17時
　 小・中学生
　 当日直接センターへ
◆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～ 
　 5月27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)
　 電話・来館受付

◆本郷地区センターまつり
　 5月18日(土)・19日(日)10時～16時
　 展示、体験、ゲーム、販売、屋台、お茶
席、和太鼓等の楽器やダンスのミニス
テージほか　　当日直接センターへ
◆あらかるとコンサート
　 5月25日(土)14時～17時 栄公会堂
(たっちーらんど)　　500人(先着順)
　 合唱、ハーモニカ、ウクレレ、フォル 
クローレ、オカリナなどの演奏
　 当日直接会場へ

★さくら・アート（つくってあそぼ）
　…………………………4月18日（木）
★子育てサロン
　…………4月25日、5月9日(各木曜)

5月10日（金）10時～14時
本郷台駅前広場
●看護師による健康チェック
 （血糖測定・血圧測定・骨密度測定・
 体脂肪測定など）
●医師・栄養士・薬剤師・助産師に
 よる相談窓口
●栄消防署救急隊員による
 救急蘇生
当日直接会場へ

　この機会に健康チェックをしてみ
ませんか？当日はタッチーくんも応
援に来てくれます！

あそうかい

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―

認定こども園いのやま
　 894-5588　　894-5840

★音楽会……………………5月7日(火）

かつら愛児園  
　 892-3711      894-2174

にこにこ保育園
　 898-2081　　898-2082

★幼稚園に遊びにきませんか
　………………4月24日(水)・26日(金)

飯島幼稚園
　 861-5155　　871-3316

★たけのこランド…………4月16日(火)
★めばえ（こいのぼりを作ろう）
　……………………………4月25日(木)
★たけのこランド「おおきくなったかな?」
　……………………………5月9日(木)

いいじまひがしこども園　
　 892-1154　　892-1730

飯島保育園
　 871-3661　　871-3812

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

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

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

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

第23回本郷地区センターまつり&
あらかるとコンサート

~発見&体験!地域のおまつり!
楽しさいっぱい!遊びにおいでよ♪~

桂台保育園
　 894-1374　　894-1490

小菅ケ谷地域ケアプラザ
〒247-0007 小菅ケ谷3-32-12
    896-0471      896-0472

横浜栄共済病院
891-2171　　895-8351

　　　 
2019看護フェスティバル
開催のお知らせ（　　　　　　　　　　 ）主催：横浜栄共済病院

　　 栄消防署



広告

◆土砂災害防止法に基づく基礎調査
結果（区域図（案））の公表と説明会
【公表】　
　神奈川県では区内における土砂災害
特別警戒区域の指定に向けた調査を進
め､3月下旬に基礎調査結果(区域図
（案）)を公表しました｡区域図（案）はホー
ムページ､横浜川崎治水事務所などで閲
覧できます｡

【説明会】　 
　土砂災害防止法、区域指定、土地利用
の制限などを説明します｡
　 4月21日(日)①10時～11時30分
②14時～15時30分 西本郷小学校
　 ①主に栄区東部②主に栄区西部
詳細は

◆ご近所茶話会
 　毎月第3水曜13時30分～15時
 　おおむね60歳以上で一人で来館でき
る人　　100円　　当日直接ケアプラザへ
◆楽しく遊ぼう‼1歳6か月講座（全12回）
　子育て中の親子を対象に、遊びを通じて
楽しみながらグループづくりを行います。
 　5月9日・23日、6月6日・20日、7月11日、
9月12日、10月10日、11月14日、12月
12日、１月9日、2月13日、3月12日（各
木曜）10時～11時30分　　2019年5
月現在、1歳6か月前後の子どもと保護者
18組（応募者多数時抽選）　　1,200円
　 往復はがきで①講座名②〒住所③親子
の氏名（ふりがな）④きょうだいの有無⑤電
話番号をケアプラザへ。４月25日（木）必着

◆本読みお話会・子どもの紙芝居
～本を読む楽しさを知る・紙芝居で
昔話の感動を～（全11回）
 　4月6日、5月4日、6月1日、7月6日、
9月7日、10月5日、11月2日、12月7日、
1月11日、2月1日、3月7日（各土曜）
14時～15時 　幼児～小学校低学年
（未就学児保護者同伴）
 　にんじんクラブ　　絵本の読み聞かせ、
紙芝居、おはなし、パネルシアターなど
 　当日直接コミュニティハウスへ
◆ヨガ体操教室（前期5回・後期5回）
　ヨガで心と体のリフレッシュ！いつまで
も若々しく。
 　前期：4月14日・28日、5月12日・26日、
6月9日
後期：8月25日、9月8日・22日、10月
13日・27日
（各日曜）10時30分～11時30分　　
　70人（定員次第締切）※前期・後期の
どちらか　　500円　　電話・来館受付

❶～❸ 　当日直接図書館へ
❶紙芝居の会
 　4月13日（土）14時～14時30分
 　3歳くらい～大人　　紙芝居一座さかえ
❷親子のおはなし会
 　4月23日（火）11時～11時20分
 　4か月～3歳の子どもと保護者
❸春のはまっ子おはなし会
 　4月27日（土）14時～14時30分
 　3歳くらい～大人　　かながわこども
ひろば　　『アナンシと五』ほか

※工事のため駐車場利用不可
◆森を守るボランティア体験
　観察の森と友の会のボランティア活動
の紹介をします。また、活動グループと一
緒にオタマジャクシ観察の企画をたてて
みます。
 　4月21日（日）9時30分～14時（雨天
決行）観察センター
    FAX・メール（yokohama-nc@wbsj.org）
で①講座名②参加者全員の氏名③連絡先
を観察センターへ。4月19日（金）必着
◆森の作業体験 炭焼き体験会
～炭焼き、木工を楽しもう～
 炭焼きを体験してみませんか？コース
ター作りや火おこしもあります。
 　5月18日（土）9時～14時
観察の森炭小屋 　 
 　小学生以上30人（定員次第締切） 
    FAX・メール（kansatsunomori@
gmail.com）で①講座名②参加者全員
の氏名③連絡先を観察センターへ

◆自然観察会
 　4月20日（土）10時～12時（雨天中止）
 　自然観察指導員 池田隆一
 　春の野草などの観察
 　当日直接公園へ

◆弓道体験教室
 　5月6日（月）13時～16時　　18歳
以上で市内在住・在勤の人20人（定員次
第締切）　　600円　　電話・来館受付
◆初心者弓道教室（全10回）
 　5月18日～7月20日の毎週土曜9時～
12時　　20人（応募者多数時抽選）　　 
　6,000円　　はがきで①氏名②〒住所
③性別④年齢を弓道場へ。5月7日（火）必着

❶～❽ 　60歳以上で、本人か子ども・
孫が市内在住の人  　4月11日（木）～
前日に電話・来館受付（先着順）
❶らくらく体操
 　5月8日（水）10時30分～11時45分
 　30人
❷自彊術
 　5月12日（日）10時～11時30分
 　15人
❸さわやかスポーツ（グラウンドゴルフ）
 　5月13日(月)10時～11時30分 
 　18人
❹所長といっしょ！山散歩
 　翠風荘を起点に、山岳ガイド指導のもと、
翠風荘所長とともに周囲の自然に囲ま
れた山やハイキングコースを歩きます。
 　5月15日（水）9時30分～お昼ごろ
（雨天延期）　　8人
 　日本山岳ガイド協会認定自然・登山ガイ
ド 環境省自然公園指導員 里見豊
❺歌ってハツラツ
 　5月17日（金）13時～15時　　40人

❻元気ダンス（介護予防ダンス）
 　5月19日（日）10時～11時30分
　15人
❼みんなで輪踊り
 　5月22日（水）10時～12時　　40人
❽翠のサロン 第73回
（ヴァイオリンとピアノの演奏）
　演奏者のすぐ近くで素敵な音楽に癒
やされましょう♡
 　5月26日（日）13時30分～14時30分
 　50人

❶❷　 当日直接公園へ（先着順）
❶いろり端むかし話の会
～語るもよし聞くもよしの昔ばなし～
 　4月18日(木)10時30分～11時30分
　15人
❷5月の呈茶会
～武者人形の前でお茶を!
前庭にはこいのぼりも掲揚～
    5月5日（日・祝）11時～15時　　30人
    300円
❸～❻　 往復はがきで①講座名②〒住
所③氏名④電話番号をふじやま公園へ
（応募者多数時抽選）
❸初心者茶道体験教室～季節の和菓
子とお茶でホッとするひとときを～
 　4月21日(日)13時～16時　　10人
 　500円　　4月10日（水）必着
❹押し絵～スイレンとカワセミの
リース飾り～（全2回）
 　5月13日(月)・28日（火）13時～16時
　12人　　1,500円
　 4月25日(木)必着
❺里山のそば打ち塾
～自分で手打ちそばを作ろう～
 　5月25日(土)10時～12時30分
　10人　　900円　　5月10日(金)必着
❻簡単デコパージュ
～ペーパーナプキンで眼鏡ケースを～
　 5月30日(木)13時～15時
 　6人　　600円　　5月20日(月)必着

❶～❹　 電話・来館受付（定員次第締切） 
❶のしちり健康作り体操
～健康寿命を延ばす秘訣を伝授！～
　 毎月第2月曜10時～ 庄戸
第4月曜10時～ 上之
第1･第3水曜13時15分～ 野七里
※会場の詳細はお問い合わせください
　 20人　　1回500円
❷自分史を作ろう
～自分の人生を振返ろう～
　 4月12日(金)13時～14時30分　　5人
❸昭和歌謡で昔に帰ろう！
　 4月15日(月)13時～14時30分
　 40人　　200円(茶菓代)
❹のしちり花カフェ
　 4月23日(火)13時～15時　　8人
　 生花を使ったフラワーアレンジメント
　 2,000円(材料費・茶菓代)

❶～❹　 4月11日（木）から電話・来館
受付（先着順）
❶にこにこおはなし会
　 5月9日(木)11時15分～11時45分
　 未就学児（3歳くらいから）と保護者
❷3B体操
　 5月10日（金）10時～11時30分
　 20人
❸子ども囲碁教室
　囲碁を始めたいお子さんに囲碁の楽
しさやルールを教える教室です。基礎か
ら学び技術の向上を目指しましょう！
　 5月11日（土）10時～12時
　 小学生20人
❹土曜映画会
　 5月11日(土)16時30分～19時

じきょうじゅつ
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豊田地域ケアプラザ
〒244-0842 飯島町1368-10 
    864-5144      864-5904

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

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

上郷矢沢コミュニティハウス
〒247-0033 桂台南2-34-2
    895-1037      896-2406

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

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

横浜川崎治水事務所      
〒220-0073 西区岡野２-１２-２０
    411-2522      411-2602

金井公園    
〒244-0845 金井町315-2
  ・　851-8333

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

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

神奈川県土砂災害情報ポータル

横浜川崎治水事務所



教室名 対象・定員 日程 参加費時間曜日

ナイト
ピラティス １６歳以上/20人 １,0００円20時～21時 月

４月1日・8日・
22日

４月3日・10日・
17日・24日

ハッピースマイル
エアロ

１６歳以上/2０人 500円１9時～20時水

木 日

　トレーニング室には専門のスタッフが
います。初めての人も安心してご来館く
ださい。「ストレッチ体操」、「リズム体操
(ビデオ)」、「ストレッチポール」など、様々
なショートプログラムを開催しておりま
す。詳細はスポーツセンターへお問い合
わせください。

◆当日受付教室
　当日受付で参加できる教室です。詳細は
公会堂にお問い合わせください。
    当日直接公会堂へ

◆椿三重奏団
　人気、実力を兼ね備えたミューズ達に
よる、華やかなピアノ三重奏の調べ。
 　4月24日（水）14時～（30分前開場）
 　300人　　礒絵里子（Vn）、新倉瞳（Vc）、
高橋多佳子（Pf）　　全席指定3,500円
◆リリス藝術大学クラシック学部 
特別編 『加藤・三宅クリニック』
　7年目を迎えた初心者向けクラシック
鑑賞講座「リリス藝術大学」。
　2019年度はホール耐震工事に伴い、
1日だけの特別授業としての開講が決定！
今回は皆さまの様々な悩みに効く？？『音
楽サプリ』をご紹介します。
 　5月9日（木）14時～（30分前開場）
 　280人　　加藤昌則（作曲・Pf）、三宅進
（Vc）　　全席自由2,500円
◆午後の音楽会 第104回 大庭絃子
ヴァイオリンリサイタル
　人気ユニット「12人のヴァイオリニス
ト」メンバー大庭絃子が奏でる美しく華
やかな調べ。
 　6月14日（金）14時～（30分前開場）
栄公会堂（たっちーらんど）　　600人
 　大庭絃子（Vn）、佐藤夏美（Pf）
 　全席指定500円

◆春の虫観察会
 　5月11日（土）９時30分～12時（雨
天中止）　　15人（先着順）
 　4月12日（金）から電話受付
◆プロから学ぶデジタル一眼レフ
カメラ教室（全4回）
 　5月12日・19日、6月2日・23日（各日曜）
9時30分～11時30分
　 大人15人（先着順
　 2,400円
　 4月12日（金）から電話受付
◆パン教室
 　5月26日（日）13時～16時
　 小学生以上12人（応募者多数時抽選
/小学生のみでの参加は不可） 
 　1,500円
 　往復はがきまたはホームページ
(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｡4月23日（火）必着

◆茶摘み体験
　茶畑の葉を摘んで持ち帰ります！
 　5月3日（金・祝)10時～11時（雨天中止）
 　70人（先着順/小学生以下保護者同伴） 
 　300円(未就学児無料)
 　4月16日（火）から電話・来館受付
◆田植え体験
 　5月26日（日)13時～15時　　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（未就学児無料）
 　はがき（1枚につき5人まで）で①講座名
②〒住所③参加者全員の氏名・年齢④電
話番号を小谷戸の里へ｡5月7日（火）必着
❶～❸  　当日直接小谷戸の里へ
❶こども谷戸教室 説明会
　田んぼ作業を中心に親子で自然とふ
れあう一年間の教室です。
 　4月13日（土）9時30分～10時30分
 　小学1～3年生の子どもと保護者
❷親子自然教室 説明会
　生きものとふれあいながら親子で活
動する教室です。
 　4月13日（土）11時～12時
 　3～5歳の子どもと保護者
❸自然観察会～春の野山～
 　4月28日（日）13時～15時（雨天中止）

❶～10　 当日直接会場へ（先着順）
❶上映会『地球交響曲 第8番』
 　4月15日 (月)14時～15時55分
（20分前開場） 2階プラザホール 
 　200人
❷上映会『未来を花束にして』
 　4月21日 (日)①10時～②13時～
③16時～（30分前開場） 5階映像ホール
 　各回120人　
　 大人400円、小・中学生100円
❸世界一周 多言語 読み聞かせの旅 
ペルー～スペイン語と日本語の読み
聞かせ～
 　4月21日（日）13時～13時30分 2階
映像ライブラリー　　約50人　
　ペルー出身の人、かながわこどもひろば
❹アニメ上映『クボ 二本の弦の秘密』
 　4月27日(土)①10時30分～②13
時～（30分前開場） 2階プラザホール
 　各回200人
❺アニメ上映『赤毛のアン』
 　4月29日(月・祝)①11時～②13時～
（30分前開場） 5階映像ホール
 　各回120人
❻こどもと聴けるコンサート
マンドリン音楽会
 　4月30日(火)14時～15時（30分前
開場) 2階プラザホール　　200人
❼こどものための「あそび基地」が
やってくる！
 　5月1日(水・祝)・2日（木）11時～17時 
2階プラザホール
❽アニメ上映『アルプスの少女ハイジ 
-ハイジとクララ』
 　5月3日 (金・祝)①11時～②13時～
（30分前開場） 5階映像ホール
 　各回120人
❾ミンダナオ子ども図書館来日公演
 　5月5日(日・祝)14時～15時30分（30
分前開場） 5階映像ホール　　120人
10アニメ上映『くまのアーネスト
おじさんとセレスティーヌ』
　5月6日(月)①11時～②13時～（30
分前開場） 2階プラザホール
 　各回200人

❶❷　 4月15日（月）から専用電話（862-
4496）・ホームページ（https://www.
women.city.yokohama.jp/y）受付
※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
❶女性のためのパソコン講座
「速習パワーポイント」（全2回）
　プレゼン資料の作成に欠かせないス
キルを身につけましょう！
 　5月18日（土）・19日（日）10時～15
時30分　　女性12人（先着順）
　10,800円
❷女性のためのパソコン講座
「初めてのパソコン」
　初心者大歓迎！パソコンの基礎を学びます。
 　5月27日（月）10時～15時30分
 　女性12人（先着順）
 　5,500円

 　4月20日（土）・21日（日）8時～14時
舞岡や前
 　掘りたてタケノコ・完熟トマトなど
の販売　
　 当日直接会場へ

舞岡ふるさと村「春まつり」

　ゴールデンウィークは毎日開催！
「きょだいブロック」、「世界のあそ
び」、「映像アート」などが大集合！今年
はこどもたちが大好きな「遊び」がた
くさん集まった部屋が出現します！
 　4月27日(土)～6月23日(日)10時
～17時（最終入場16時30分）
3階企画展示室
 　3歳以上300円
　 当日直接会場へ

お絵かきワークショップ
「ジャングルの動植物を描こう！」
　イラストレーター＆グラフィックデザ
イナー鈴野麻衣さんに教えてもらい
ながら、すてきなイラストを描いてみ
よう！
 　5月4日(土・祝)①11時～12時
②13時～15時 1階大会議室
 　未就学児と保護者各回20人（先着順）
 　当日直接会場へ

「あそび」ジャングル
世界はこどもの遊び場だ！

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

◆５月教

◆2019年トレーニング室
ショートプログラム

◆第2期水泳教室募集について
（全4～5回）
　栄プールでは第2期水泳教室の募集
を行っています。詳しくは栄プールにお
問い合わせください。
　 5月13日（月）～7月6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　　4,500円～6,300円(ク
ラスや回数で異なります)　　往復はがき
で①教室名(第3希望まで記載可)②参加
者名(ふりがな)③性別 ④生年月日(子ども
向けの教室は学校または幼稚園/保育園
名と学年も記載)⑤〒住所⑥電話番号⑦栄
プール水泳教室の受講経験有無を栄
プールへ。4月24日(水)必着
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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（地デジ11ch）

でも情報配信中！

第2木曜日の「デイリーニュース横浜」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。

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

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

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

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

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

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

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

月

午 

前

午 

後

火 水 金 土

ストレッチ体操
9時30分～
9時50分

ストレッチ体操
13時～
13時20分

ストレッチ体操
13時～
13時20分

バランスボール
13時～
13時25分

ストレッチ体操
9時30分～
9時50分

ストレッチ体操
9時30分～
9時50分

ストレッチ体操
9時30分～
9時50分

ストレッチ体操
8時～8時20分
ストレッチ体操
9時30分～
9時50分

姿勢改善のための
エクササイズ&
ストレッチ体操
9時30分～
10時

腰痛・肩こり等の
ための簡単筋力
トレーニング&
ストレッチ体操
9時30分～10時

腰痛・肩こり等の
ための簡単筋力
トレーニング&
ストレッチ体操
13時～
13時30分

腰痛・肩こり等の
ための簡単筋力
トレーニング&
ストレッチ体操
13時～
13時30分

（※原則第２・４）

リズム体操
11時～
11時30分

リズム体操
14時～
14時30分

リズム体操
14時～
14時30分

リズム体操
14時～
14時30分

リズム体操
14時～
14時30分

リズム体操
14時～
14時30分

リズム体操
14時～
14時30分

リズム体操
14時～
14時30分

ストレッチ体操
14時30分～
14時50分

ストレッチ体操
14時30分～
14時50分

バランスボール
14時45分～
15時10分

ストレッチ体操
14時30分～
14時50分

ストレッチポール
15時10分～
15時30分

ストレッチ体操
14時30分～
14時50分

ストレッチ体操
14時30分～
14時50分

ストレッチ体操
14時30分～
14時50分

ストレッチ体操
11時30分～
11時50分

リズム体操
11時～
11時30分

ストレッチ体操
11時30分～
11時50分

リズム体操
11時～
11時30分

ストレッチ体操
11時30分～
11時50分

リズム体操
11時～
11時30分

ストレッチ体操
11時30分～
11時50分

リズム体操
11時～
11時30分

ストレッチ体操
11時30分～
11時50分

リズム体操
11時～
11時30分

ギムニック
ボール
11時30分～
12時

ギムニック
ボール
13時～
13時30分

ギムニック
ボール
13時～
13時30分

リズム体操
11時～
11時30分

ギムニック
ボール
11時30分～
11時50分


