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女王バチが単独で
巣を作り始める

働きバチが
増えて巣が
大きくなる

ハチの防衛本能が強くなり
巣に近づくと攻撃するよう
になる

女王バチだけ
が朽木の中な
どで冬眠する。
巣は空になり、
再利用されない。

◀スズメバチ
の巣はまだ
小さい

◀夏から秋に
かけて巣が最
大となる

この時期に
駆除を！

近づくのは
危険！

直径約7cm 直径約10cm 直径約20～30cm

　栄区民の皆さま、こんにちは。４月１日に栄区長に就任いたしました、星﨑雅代です。前職は、経済局
副局長として、市内企業の99％以上を占める中小企業の皆さまをご支援しておりました。
　栄区は緑豊かな自然環境に恵まれながらも、駅前開発や道路整備などが進み、まち全体が動きだす
高揚感もあり非常に魅力を感じています。また、国際認証・セーフコミュニティの認証都市であることにも
象徴されるように、自治会・町内会をはじめとした区民の皆さまが、地域を愛し、地域活動に取り組まれて
いると知り、大変心強く感じています。
　区民の皆さまに最も身近な区役所として、質の高い行政サービスの提供はもちろん、地域協働の拠
点として、地域に寄り添い、共に課題解決を進めていくため、感動と共感を大切にして、全力で区政運
営に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

がん検診を受けましょう！

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

　今年度もがん検診を受けましょう！がんは、ここ20年間横浜市の死因第一位。誰もがかかる可能性の高い身近な病気です。がんを
予防するには、喫煙・飲酒・栄養・運動などの生活習慣を改善することが大切ですが、早期発見と適切な早期治療によって、治る病気と言
われています。定期的にがん検診を受診することで、体の小さな変化を発見することができます。
　横浜市では胃、肺、大腸、子宮、乳房、前立腺のがん検診を実施しています。部位により対象年齢、受診間隔が異なりますので、詳細は「福
祉保健センターからのお知らせ」や市ホームページ、区役所窓口の配布資料などでご確認ください。栄区では、乳がん検診・肺がん検診に
ついては、医療機関以外に区役所を会場として月1回程度実施しています（申込制）。詳しくは健康づくり係までお問い合わせください。

蚊を発生させないように
対策をしましょう

ハチの巣は早期発見して駆除しましょう

　蚊はデング熱、ジカウイルス感染症、マラリア、日本脳炎
などの感染症を媒介します。
　５月頃から10月頃までが発生時期となるので、蚊を増やさな
い環境づくりに取り組みましょう。

◆発生を抑える対策
　発生源の水たまりを無くすことが、蚊の発生を抑える有効な対
策です。

◆生態
　ハチは農作物や樹木につく害虫の幼虫を食べたり、受粉を助ける役割を持っています。
巣を刺激しない限り、ハチから人を刺しにくることはありません。
　しかし、日常生活に支障がある場合は駆除が必要です。

◆巣の駆除について
　ハチの巣はあっという間に大きくなります。
巣がまだ小さいうちに駆除すると、危険も少な
く、費用も比較的安く済みます。また、大きく
なった巣の駆除は、専門業者に依頼しなけれ
ば危険な場合もあり、相応の料金がかかってし
まいます。時々家のまわりを見てみましょう。
　ハチの種類、防護服や駆除器具の貸出し、
専門業者などハチに関することでご不明なこ
とはお問い合わせください。

◆刺されない対策
　肌の露出をできるだけ避け、虫よけ剤(有効成分であるDEETや
イカリジンを含むもの)を使いましょう。茂みややぶなどに不用意に
近づかないようにしましょう。

天井裏・壁の中（スズメバチのみ）

床下・戸袋の中
（スズメバチのみ） 垣根・植え込みの中 木のうろの中

タイヤの溝 鉢植えの受け皿空き缶や空いたペットボトル

バケツ つまった側溝使っていない飼育ケージ

ほしざき まさよ

❽❾ページで主な事業を紹介します

水のたまりやすい所

栄区役所 〒247-0005 栄区桂町303-19 栄区役所ホームページ
894-8181（代表番号）

人口 
119,774人

世帯数
51,219世帯

 栄区のいま
（2019年4月１日現在）5 月号

No.259

ここから栄区版（⑤～⑫ページ）です
●コラム………………………⑤⑥ページ
●福祉保健センターからのお知らせ
 …………………………………⑦ページ
●特集「令和元年度の栄区の主な事業を
　　  紹介します」…………⑧⑨ページ
●栄区のお知らせ…………⑩～⑫ページ

区役所の受付時間は月～金曜（祝日、12月２９日～１月３日を除く）の８時４５分～１７時です。
第２・４土曜９時～１２時も戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課で一部業務を行っています。栄区役所
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栄区いたち川マスコット
タッチーくん



企画調整係　　894-8161　　894-9127 健康づくり係　　894-6964　　895-1759

　栄区内でオープンガーデンを行う人への支援物品として、開催期間中の
目印となるフラッグを貸し出します。1枚からでもお貸ししますので、お気軽
にお問い合わせください。

貸出物品
●フラッグ Ａ３サイズ（最大25枚）
●フラッグ用ポール 33cm、吸盤付き（最大25本）
※事前予約が必要です。電話か直接企画調整係
　（区役所本館4階45番窓口）にご連絡
　ください。

　「全国消防救助技術大会」をご存じですか？全国の高校球児た
ちが甲子園を目指すように、実は日本中の救助隊員にも憧れの
夢舞台があります。それが「全国消防救助技術大会」（以下、全国大会）です！
　全国大会は、毎年８月の灼熱の季節に開催されることから、「救助隊員の
甲子園」なんて呼ばれたりもします。救助活動に必要な体力や精神力、技術
力を養うことを目的として、毎年様々な都市で開催されており、「陸上の部」
と「水上の部」各８種目の訓練によって迅速性と確実性を競います。
　全国大会に駒を進めるためには、市、県、関東の各訓練会を突破する必要
があり、出場はとても狭き門となっています。豊田消防出張所では、陸上の
部から「ロープブリッジ救出」と「引揚救助」の２種目で各１チームが全国大
会出場を目指して日々訓練に励んでいます。
　お近くを散策の際には、ぜひとも豊田消防出張所で訓練の様子をご覧に
なってみてください！

▲ロープブリッジ救出 ▲引揚救助

栄消防署予防課　 　・　 892-0119

オープンガーデンフラッグを貸し出します！

●フッ素塗布（おおむね１歳6か月～小学生/先着200人）
●歯科相談（先着50人）
●歯みがきレッスン
●歯科イベント広場

　特定健康診査とは、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロー
ムを早期に発見し、生活習慣（食生活や運動習慣）の改善につなげていくた
めの健康診断です。生活習慣の改善が必要と判定された人には、特定保健
指導（自己負担額無料）の「利用券」が送付されます。

【検査項目】
●問診、身体診察、計測（身長・体重・腹囲・BMI）、血圧測定、血液検査（脂質・
 血糖・肝機能・腎機能）、尿検査（糖・蛋白・潜血（膀胱・尿路系に異常はないか 
 確認））
●医師の判断により貧血検査、心電図検査、眼底検査を実施
【受診方法】
①「受診券」が届いたら、健診実施機関へ直接予約をしてください。
②予約日に「国民健康保険証」「受診券」「問診票」（受診券に同封）を持って
　受診してください。
※4月2日以降に横浜市国民健康保険に加入した人、6月末までに75歳に
　なる人には、区役所で「受診券」「問診票」を交付します。保険証と印鑑を
　ご持参のうえ、保険係（区役所本館1階17番窓口)までお越しください。

　 6月2日（日）10時～13時
　 （受付は12時30分まで）
　 区役所新館2階

歯と口の健康週間行事

高齢・障害係　　894-8539　　893-3083

心豊かなシニアライフを  　 シニアクラブに入会しませんか
栄区シニアクラブ連合会事務局　　・　 894-8418（月～金曜 9時～16時）

保険係　　894-8425　　895-0115

　1963年の発足から56年目となる田谷長生会は、町内会や学校など地
元の皆さんと、防災訓練・ふれあい広場・盆踊り大会など、世代を超えて一緒
に楽しめる行事に参加しています。
　一方で地域の文化と歴史を訪ねて歩く歴史散策会・公園清掃・カラオケ・
グラウンドゴルフなどが独自の活動です。月２回の定例会では、学習会や健
康体操も行います。上郷森の家で開催した創立55周年記念宿泊交流会も
好評でした。
　また、会報では会員の「人物誌」に関心が高く、今年度から会員を講師とし
た「田谷シニア大学」を開講して、地域づくりに役立つ活動を行う予定です。

「ふれあい広場」では世代を超えた
交流を楽しむことができます。野菜や
果物、竹とんぼなどの手作りおもちゃ
の販売もあります！

「歴史散策会」は、毎回参加者が多く
大好評！歴史の深い栄区で、仲間とと
もに学び、語り合いましょう。

「あなたのまちのシニアクラブ」
～田谷長生会～

たやちょうせいかい
４０歳以上の国民健康保険加入者の皆さんへ
～５月下旬に特定健康診査「受診券」
「問診票」を送付します～

※申込み不要です！ 当日直接会場へ

約10,000円の検査が無料で受けられます！

【受診期限】
2020年3月31日

　 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

▲園内で咲き誇るぼたんの様子

●開催期間:5月中旬～6月上旬
  （5月下旬～6月中旬には芍薬の花もお楽しみいただけます）
●入園賛助金:大人（高校生以上） 500円 
  団体割引（15人以上） 300円

しゃくやく

　名久井岳県立自然公園の中腹に位置する長谷
ぼたん園は、1979年から町で整備に取り組み、
現在園内には130種8,000本のぼたんが植栽
されています。
　また、2001年には環境省「かおり風景百選」
に認定され、見ごろとなる5月中旬から6月上旬
にかけて華麗に咲き誇る大輪の花は、訪れる人々
の心に癒やしと潤いを与えています。
　期間中は、郷土料理の提供やお呈茶、大正琴の
演奏など、催し物の開催も予定されています。
　萌えいづる新緑の中、色とりどりに美しく咲き
誇るぼたんの観賞に、ぜひ南部町へお越しくだ
さい！

先着10人に入園招待券をプレゼントします！
※電話か直接生涯学習支援係（区役所本館4階47番窓口）にご連絡ください。

なくい はせ

目指せ！救助隊員の甲子園！！
～全国消防救助技術大会への道～
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　日々の子育ての悩み、いじめ、不登校など乳幼児期から思春期までの子
どもに関する様々な相談を電話や面談でお受けします。秘密は厳守しま
す。匿名でも相談できます。

子ども・家庭支援相談

こども家庭係　　894-8434　　894-8406 

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)

　 6月20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)

　5月20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

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)

　 6月4日(火)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)
　 40人(先着順)

が
ん
検
診

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

【相談日】 月～金曜（祝日・年末年始を除く） 
【受付時間】8時45分～12時、13時～17時 
【場所】区役所本館2階26番窓口 
【面談予約・電話相談】　 894-3790 

　認知症予防のためのコグニサイズ・栄養・歯科について学ぶ2日間の講
座です。 

【講座】楽しくできる認知症予防

高齢者支援担当　　894-8415 　　893-3083 

　 6月4日(火)・14日(金)13時30分～15時30分 
　 区役所新館101号 
　 区内在住のおおむね65歳以上の人30人(先着順) 
　 作業療法士、歯科衛生士、栄養士  
　 5月13日(月)～27日(月)に電話・FAXで高齢者支援担当へ

5月31日は「世界禁煙デー」！！ 

健康づくり係　　894-6964　　895-1759 

　たばこは、肺がん・食道がんなどの多くのがん、心筋
梗塞、脳梗塞、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、歯周病、
認知症など多くの病気のリスクを高めます。 
　また、たばこから立ち昇る「副流煙」には、吸ってい
る人が肺に直接吸い込む「主流煙」よりも有害物質が
多く含まれています。副流煙を吸い込む受動喫煙は、
肺がんや乳幼児突然死症候群などのリスクを高めま
す。現在、この受動喫煙を防ぐため、公共機関ではその敷地内での喫煙を禁止
するなど環境整備も進めています。

　自分の健康と家族、周囲の健康を守
るために、禁煙に取り組みましょう。そし
て、周りの皆さんも、取り組んでいる人
への応援をよろしくお願いします。 
　禁煙できないと悩んでいる人は、医
療機関の禁煙外来や区役所の卒煙相
談をぜひご利用ください。 

【卒煙相談】
要予約 第３水曜９時～12時　

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

　 5月17日（金）
　 5月10日（金）・22日（水）
　 5月  8日（水）・24日（金）

母親教室(全3回)
　 ①5月13日（月）②5月20日（月）③5月27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

　 5月16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　

　 5月20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

5月22日(水)９時～11時、5月23日(木)９時～12時
6月4日(火)13時～16時
区役所新館2階
5月23日(木)９時～12時
6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

　 5月28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

 　5月28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）     　5月15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  

　 5月23日(木)13時30分～15時 区役所新館 　 授乳に関するお悩みがある産後のお母さん
※母子健康手帳、タオル２枚、ミルク（必要時）持参

授乳相談

区役所で行う検診

　5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

◎「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、「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
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再認証式典

福祉避難所開設・運営訓練

本郷台アオソラマルシェ

商店街マップ
パラフェスタ♥さかえ

研修受講証と
ピンバッジ、
お金と暮らしの
アドバイスブック

●
●

●●

●●

本郷台駅

環状4号線
桂町交差点

神戸橋交差点

横浜環状
南線

横浜湘南
道路

上郷公田線

栄IC・JCT
（仮称)

大船駅
●

　栄区には115の公園があり、そのうち113の公園を土木事務所が
所管しています。そのほとんどに、清掃や草刈り、花壇づくりなどを行っ
てくださる「公園愛護会」というボランティア団体があります。
　日頃の活動についてはもちろん、「花が咲いた」など、公園での出来
事を教えてくださり、管理者として助けられていますし、区民の方と直
に接することにやりがいを感じています。
　高齢化が進み活動を縮小せざるを得な
いという課題もある一方で、新しく愛護
会が結成されたり、愛護会同士が協力
して花壇を作る取組も増え、とても嬉
しく感じています。
　日頃の活動への感謝を伝えるとと
もに、団体同士の横のつながりを深め
ていけるように、今年度も頑張ります。

　保険年金課の窓口には、ご家族が亡くなられた方、医療費の負担
が大きく将来への不安を募らせている方、お子さまが生まれた方
など、人生の大切な節目に必要な手続きや切実なご相談のため来
庁されるお客さまが多いです。
　法令に基づいて行う業務ですので、ご要望にお応えできないこ
ともありますが、多角的な視点で考え、別の方
法で少しでも期待に沿うことができない
かと考えています。
　お客さまの温かさを窓口で感じる
ことも多く、的確で質の高い行政
サービスを提供していくことで、栄
区民の方の信用や信頼を築き上げ
ていきたいです。

　「個性ある区づくり推進費」は、身近な市民サービ
ス拠点である区役所が執行する予算で、区庁舎や区
民利用施設の管理運営経費（施設管理費）、広報よ
こはま区版の発行やスポーツ推進等にかかる経費
（統合事務事業費）、地域のニーズに迅速かつきめ細
やかに対応する経費（自主企画事業費）により編成さ
れます。
　このほか、横浜市全体で使途が定められている予
算にて、子育て・高齢者支援、身近なまちづくりなど区
民生活を支える事業を実施しています。

　「栄区ならではのおもてなし」でラグビーワールドカップ2019™、東京
2020オリンピック・パラリンピックをオール横浜の一員として盛り上げ、
また、区の内外に「栄の魅力」を伝える1年にしたいと考えています。
　栄区は文化やスポーツを始めとした地域の活動が盛んで、皆さまの
旺盛な活動意欲や新しいことに取り組もうとされる姿勢には、日々、驚か
されています。
　今年度は、そんな栄区の長所である「人の力」が発揮され、活躍できる
場を区民の皆さまと共に作っていきたいと思い
ます。それぞれの持つスキルが発揮され、団
体や施設、世代を超えたつながりが生まれ
て、たくさんの人に「栄区っていいな」と
感じていただけるよう頑張ります。
　また、小さなお子さんにも両大会や
スポーツに興味を持ってもらえるような
体験イベントも実施予定です。いつか、
栄区から日本代表選手が生まれると嬉し
いですね。

栄土木事務所　平井

「愛護会の方とコミュニケーションを取りながら
  公園を守っていきたい」地域振興課　青木、小方

「おもてなしをキーワードに、栄区をつなげたい」

　栄区では、「運動」「栄養」「社会参加」の３つの視点で“フレイル”を予
防する取組を進め、健康長寿をめざしています。フレイルとは、体や心
の機能の低下によって要介護に陥る危険性が高まっている状態のこと
です。「最近、外出が億劫になってきたな」「食事がすすまない」といった
ごく初期の症状に対していかに適切な対処ができるかが鍵となります。
　３つの視点が大切で「運動」だけでなく、「栄養」や「社会参加」の要素
がプラスされることで健康長寿へつながります。
　健康づくりでは生活習慣病を予防することが重視されていますが、
高齢になると心身機能の維持のための老
化予防も重要です。食事面では「やせと低
栄養」にも気をつけることがポイントになり
ます。
　今年度は、健康状態の実態調査や、食生
活が見直せる食事チェックシートを作成し
ます。年齢を重ねても、区民の皆さまが元
気に過ごせるよう取り組んでいきます。

福祉保健課　後藤、岩瀬
「地域と一緒に『健康長寿さ・か・え』をめざします！」

保険年金課　森戸

「お客さまの気持ちにあわせ、
  寄り添い、真摯に向きあうことを心掛けています」

●道路整備：横浜環状南線や上郷公田線など区内の道路整備が進んでいます。
●駅周辺のまちづくり：本郷台駅前の元国有地において複合公共施設を整備すると
　ともに、駅前からいたち川にかけての魅力向上やエリア全体のまちづくりについて
　検討していきます。大船駅周辺では、大船駅北第二地区市街地再開発事業が進め
　られています。
●郊外部のまちづくり：「上郷東地区まちの再生・活性化委員会」がまとめた助言書　
　を参考に上郷東地区のまちづくりを進めていきます。
●水害対策：田谷地区や、飯島地区の浸水対策を行い、水害に強いまちづくりを進めます。
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魅力発信やにぎわいづくり
環境やまちづくりの推進
高齢者や障害者の支援
福祉保健や健康づくりの推進
防災力の向上
セーフコミュニティの推進
おもてなし区役所の推進
広報や広聴
子育てや子どもの応援
身近な地域の安全・安心

自
主
企
画
事
業
費
の
内
訳

総合事務事業費
3,499万円

自主企画事業費
１億290万円

施設管理費
５億103万円

　区内の事故やけがの予防のた
め、区民の皆さまや関係団体と連
携し、継続的に活動を行います。
　また、今後の発展に向けフォー
ラムを開催します。

セーフコミュニティの推進

　災害発生時に適時・適切な対応
が行えるよう区本部機能を強化し
ます。また、ハザードマップを更新
し、風水害発生時の危険箇所の周
知に取り組みます。
　福祉避難所の運営を円滑に行うた
め独自のシミュレーションゲームを
開発し、各施設で訓練を行います。

防災力の向上

　栄区の20年後を見据えたまちづくりの方針について、ご意見をうかが
いながら改定に取り組みます。

「都市計画マスタープラン・栄区プラン」の改定

　身近な自然に親しみ、保全の意
識向上へとつなげるため、フォトコ
ンテストやウォーキング等のイベ
ントを実施します。

森やいたち川の魅力発信

　長野県栄村、青森県南部町、山
形県高畠町と草の根レベルの地
域交流を進めます。

友好交流都市との
交流促進

　商店街マップを
活用したPRや、商
店街で開催する
「朝市」等の開催
支援を行います。

商店街の
にぎわい創生 　旬の野菜を味わい、楽しみなが

ら身近な「農」に触れる機会とし
て、マルシェ等を開催します。

地産地消の推進
バードウォッチング

　地域ケアプラザ等と連携し、生
活習慣病予防のための「特定健
診」や「がん検診」の受診率向上に
取り組みます。

「けんしん」受診率の向上

　障害者への共感と理解を深める
ため、障害者週間にあわせて参加・
体験型イベントを開催します。

パラフェスタ　さかえ2019
の開催

　生活困窮者自立支援の制度
の理解向上と地域支援充実のため
のアウトリーチパートナー（地域
支援者）向け研修や、アドバイス
ブックの配布を行っています。

生活困窮セーフティネット強化

［特集に関する問合せ］企画調整係　　894-8161　　894-9127

（仮称）栄IC・JCT大面川第二雨水幹線（田谷地区） 大船駅北第二地区市街地再開発

本郷台駅前周辺
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　横浜自然観察の森やいたち川などの豊かな自然や、盛んな文化・ス
ポーツ活動をはじめとする栄の豊かな地域資源を活用し、区民の皆さま、
関係団体や学校、企業の皆さまと共に新たな魅力を創り出し、発信し、
楽しみや生きがいへと発展するような取組を推進します。

　区内で進む駅前開発や道路整備の進捗を踏まえ、将来にわたり暮らし
やすいまちづくりを推進します。
　再認証を取得した国際認証・セーフコミュニティに継続的かつ着実に
取り組むとともに、あらゆる自然災害への対応強化や、環境負荷の少ない
持続可能なまちづくりを目指します。

　子ども、高齢者、障害者、生活困窮者等、誰もが健やかに暮らせるよ
う、一人ひとりに寄り添った支援を、保健・医療・福祉の関係機関と連携
しながら進めます。
　また、見守りや居場所づくりなど、支え合う地域づくりを推進します。

　区民の皆さまの生活を支える窓口においては、各種制度を正確に理解
し、迅速かつお客さまの気持ちに寄り添った対応をします。
　また、栄区の職員として栄区を知り、積極的に関わることで地域のた
めに自ら考え、共に行動する区役所を目指します。

総額
  6億3,892万円



広告

★リトミック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月17日(金)
★幼稚園探検・・・・・・・・・・・・・・・・5月27日(月)

★オープンディ・・・・・・・・・・・・・・・・6月7日(金) ★のあフェスティバル(運動会)
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月1日(土)

★泥んこあそび・・・・・・・・・・・・・5月28日(火)
★かばくんアート・つくってあそぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月4日(火)

★園庭で遊ぼう・・・・・・・・・・・・・5月16日(木)
★泥んこ遊び
　・・・5月30日(木)(予備日：6月4日(火))

★手型足型ぺったんこ・・・5月14日(火)
★リズムあそび・・・5月16日、6月6日(各木曜)
★泥んこあそび・・・・・・・・・・・・5月21日(火)
★園庭で遊ぼう・・・・・・・・・・・・・・・・6月3日(月)

◆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
　 6月5日～26日の毎週水曜15時～17時
　 小・中学生　　当日直接センターへ
◆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
　 6月10日(月)Ａ:10時30分～12時
Ｂ:13時～14時30分
　 各50人(応募者多数時抽選)
　 200円
　 往復はがきに①ＡかＢ②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。5月21日(火)消印
有効 ※重複不可
❶～❸　 電話・来館受付
❶キグちゃんのはぐくみ広場
～一緒に話そう、子育ての不安や悩み～
　 6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
定の人とその家族15組（定員次第締切)
❷体の硬い人・運動苦手な人大集合!
はじめてのメンズヨガ(全4回)
　6月5日～26日の毎週水曜10時～
11時15分
　 初心者の男性10人(先着順)
　 2,000円
　 5月11日(土)から
❸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～
　 6月24日(月)10時30分～11時30分
　 2歳以上の未就園児と保護者20組(先
着順)　　5月11日(土)から

❶❷　 電話・来館受付(定員次第締切)
❶すきっぷクラブ
　親子のスキンシップが大切なこの時
期にママとたくさん遊びましょう！ 
　 毎月第4月曜10時～11時 
　 抱っこのお子さん～未就園児と保護
者25組
　 体遊びや手遊び・季節の工作・読み聞か
せ・ママのストレッチ等
❷スリーＡサポーター養成講座
　脳活性化リハビリゲームを学んで地
域の活動に役立ててみませんか。 
　 5月9日・16日・23日(各木曜)10時～
12時　　地域住民・サロン運営に関
わっている人各日20人
　 ＮＰＯ法人認知症予防スリーＡ よこはま
かたつむりの会
　1回100円(茶菓代)

❶❷　 5月11日（土）から電話・来館受
付（先着順）
❶ホタルのこと知ってみよう！探してみよう！
　 6月7日（金）19時15分～20時
　 未就学児・小学生と保護者15組
❷苔テラリウム
～ガラス容器で苔を育てます！小さな
景色を楽しみましょう～
　 6月8日（土）13時～15時
　10人　　600円
❸❹　 5月11日（土）からセンター・野七
里地域ケアプラザで電話・来館受付（先着
順）
❸ぎゅーっと詰まった「はちみつ」の良い話
～蜂蜜を使った軽食ご用意します～（全2回）
<共催:野七里地域ケアプラザ>
　 6月12日（水）・13日（木）13時～15時
　 15人　　500円
❹医療講座
加齢でアゴは「突然」外れやすくなる
～アゴ外れのリスクと手術治療～
<共催:野七里地域ケアプラザ>
　 6月15日（土）14時～16時　　30人
　 南部病院歯科口腔外科 小山千佳

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！～
　 5月9日～30日の毎週木曜
　 小学生15時30分～17時、
中学生15時30分～18時
❷5月のロビーコンサート
～ギターとフルートの音色を、薫る風
に乗せて～
　 5月25日(土)11時～11時45分
　 ギターアンサンブル・ブリッサ
❸❹　  電話・来館受付(定員次第締切)
❸親子で楽しむおはなし会
～手作り紙芝居・パネルシアター～
　 5月18日(土)10時30分～11時30分
　 幼児～小学生とその家族10組
　 ほしのこひろば 大泉ひろ子
　 1家族200円
❹地元商店に学ぶ韓国料理
～鶏じゃが、ニラチヂミほか～
　 5月30日(木)10時～13時
　 20人　　朴明子 　1,000円
❺～❽　 電話・来館受付(先着順)
❺夏野菜を育てよう
～今年は茄子・トマト・カラーピーマン！
ミニトマトと茄子の苗のお土産つき～
　 6月4日(火)9時30分～11時30分
　 15人　　尾浦孝雄　　200円
　 5月11日(土)から
❻クラフトテープ講座
～リビングに映えるおしゃれな籠～
(全2回)
　 6月4日・11日(各火曜)13時～15時
30分　　10人   　 重松麻子　　700円
　 5月11日(土)から
❼父の日に親子でパン作り
～いろいろ入ったちぎりパン！ウイン
ナー、チーズ、チョコ…何が入ってい
るかは食べてのお楽しみ～
　 6月16日(日)9時30分～12時30分
　 小学生と保護者12組　　谷口澄子
　 プレゼント用のラッピングと試食　　
　 1組500円
　 5月11日(土)から
❽こども卓球教室
～楽しく学んでレベルアップ～(全4回)
　 6月22日・29日、7月6日・13日(各土
曜)9時30分～11時30分
　 小・中学生30人　　800円
　 5月12日(日)から

❶❷　 当日直接ぷらっと栄へ
❶パソコン無料相談会
　パソコンやスマホのことで困っていま
せんか？予約のいらない無料相談会です。
　 5月18日(土)13時～16時
　 パソボラ横浜
❷芸能の街カフェⅠ
　栄区鍛冶ケ谷に伝わる郷土芸能踊り
を楽しみましょう。
　 5月25日(土)10時～12時(交流会
は13時まで)
　 ふるさと保存会
　 ねんねこ踊り、おかめひょっとこ寿踊り、
狐踊り

★親子で遊ぼう1歳児・・・5月22日(水)

★運動会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月19日(日)

★移動動物園・・・・・・・・・・・・・・・5月21日(火)
★幼稚園見学会・・・・・・・・・・・5月22日(水)

★ふわふわで遊ぼう＆給食試食会
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月20日(月)
★子育てサロン・・・・・・・・・・・・5月22日(水)
★音で遊ぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月10日(月)

★たけのこランド・・・・・・・・・・・・5月16日(木)
★はみがきできるかな？・・・5月29日(水)
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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

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 ―休館日については、各施設にお問い合わせください―

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

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

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園

　 871-3661
　 871-3812飯島保育園

　 892-7117
　 892-6577小菅ヶ谷幼稚園 　 891-0111

　 895-3761
ふぁみりーさぽーと
のあ

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

　 892-5588
　 893-9884

鍛冶ヶ谷
カトリック幼稚園 

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園

　 894-1374
　 894-1490桂台保育園

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



広告

合同育児講座「タッチケア」合同育児講座「タッチケア」

　 6月19日(水)10時～11時30分　　生後3か月～12か月
の子どもと保護者20組(先着順)　　日本タッチケア協会会員
千葉ひろみ　　持ち物：バスタオル・ハンドタオル各１枚、
子どもの水分補給用飲み物　　5月13日(月)から電話・FAX
で桂台保育園(　 894-1374　　894-1490)へ

◆ヨガ体験教室
　 5月30日(木)14時～15時30分
　 10人(定員次第締切)　　呼吸法と基
本ポーズ　　200円　　電話・来館受付

❶～❻　 5月11日(土)から電話・来館
受付(先着順)
❶音楽で認知症を予防
　 6月8日(土)10時～11時30分　　20人
❷にこにこおはなし会
　 6月13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
❸みんなで歌うコンサート
　 6月15日(土)10時～11時30分　　20人
❹土曜映画会
　 6月15日(土)16時30分～19時
❺自彊術
　 6月19日(水)10時～11時30分  　  20人
❻ストレッチヨガ！！
　 6月29日(土)10時～12時　　20人

じきょうじゅつ

◆花壇植え付け体験
　冬花壇から春花壇へ植え替えのお手
伝いを募集します！
　 5月19日(日)10時～12時(雨天中止)
　 当日直接公園へ
◆健康遊具を使って簡単ストレッチ!!
　健康遊具を効果的に使い、自分の体
力に合わせた運動をご提案します。
　 5月25日(土)10時～11時30分(雨天
中止)　　10人(先着順/小学生以下保護
者同伴)　　園内の健康遊具を使用した
体力作り、体力測定
　 5月11日(土)から電話・来館受付

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～
　 5月16日(木)10時30分～11時30分
　 15人
❷ふじやま手打ちそばを味わう会
～うまい特製そばをぜひ～
　 6月19日(水)～23日(日)11時～13時
　 各日30人　　400円
❸～❼　 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)
❸第2回にぎわい座出前寄席
～江戸古民家で江戸演芸を～
　 5月19日(日)13時30分～15時 　 
　 80人　　入船亭小辰、柳貴家雪之介
ほか　　特製手打ちそばあり(希望者の
み/先着30人/400円)
　1,000円　　5月10日(金)必着
❹初心者茶道体験教室
～茶道を通して和の心に触れてみ
よう～
　 5月26日(日)13時～16時　　10人
　 500円　　5月10日(金)必着
❺粘土工芸
～紫陽花の花ブローチともう１点、
焼かずにできる樹脂粘土のブローチ～
(全２回)
　 6月6日・13日(各木曜)13時～15時
　 10人　　1,000円　 
　 5月28日(火)必着
❻フラワーアレンジメント
～さわやかな初夏をアレンジ～
　 6月7日(金)13時30分～15時30分
　 8人　　2,000円
　 5月24日(金)必着
❼簡単デコパージュ
～ランチサイズ保冷バッグにデコ
パージュ～
　 6月25日(火)13時～15時
　 6人　　800円
　 6月14日(金)必着

❶～❽　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人　　5月11日(土)～前
日に電話・来館受付(先着順)
❶元気ダンス(介護予防ダンス)
　6月2日(日)10時～11時30分　  15人
❷自彊術
　6月9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)
　6月10日(月)10時～11時30分　
　18人
❹ハンカチアート
(3Dファブリックアート)
　6月10日(月)12時30分～15時30分
　5人　　600円
❺所長といっしょ！山散歩
　6月12日(水)9時30分～お昼頃(雨
天時は14日(金)に延期)　　8人
❻らくらく体操
　6月12日(水)10時30分～11時45分
　30人
❼歌ってハツラツ
　6月21日(金)13時～15時　　40人
❽みんなで輪踊り
　6月26日(水)10時～12時　　40人

◆レイチェル・チャン ピアノリサイタル
　 5月25日(土)14時～(30分前開場)
　 300人　　全席指定 一般券3,000
円、リリス券2,500円
◆TRIO LIBERTAD CONCERT
　3年ぶりの登場となるトリオリベルタ。
リリスホール長期休館前の最終日を華
やかに彩る。
　 5月31日(金)19時～(30分前開場)
　 300人　　石田泰尚(Vn)、中岡太志
(Pf・Vo)、松原孝政(Sax)
　 全席指定 4,000円
◆午後の音楽会 第105回
プレミアムコンサート 
MIKAKOシャンソンコンサート
　シャンソン界の歌姫MIKAKOが4年
ぶりに午後の音楽会に登場。可憐で美
しい歌声で聴衆を魅了する。
　 7月19日(金)14時～(30分前開場)
栄公会堂　　600人
　 MIKAKO(Vo)、高島正明(Pf)、谷源昌
(Bass)、井上善彬(Gt)
　 5月5日(日・祝)チケット発売 全席指
定2,000円

❶❷　 電話・来館受付(定員次第締切) 
❶野七里散歩♪～第１歩～
　 5月20日(月)9時30分～12時
　15人　　歩き方の講座と周辺散策
❷ほっこりカフェ feat. 歌声喫茶
　ほっこりカフェと歌声喫茶の夢のコラ
ボレーション!!
　 5月30日(木)13時～15時　　40人
　 200円(茶菓代)

栄区民・18歳以下・60歳以上・障がい
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

◆花いっぱいガーデン教室
　栄区が推奨する「ハナサクサカエ」を実
践し、花に親しみ、育てる楽しみを広げます。
　 5月17日(金)・18日(土)10時～17時
　 当日直接オープンガーデン宅へ(訪問
宅はコミュニティハウスで配布するチ
ラシでご確認ください)
❶❷　 電話・来館受付(定員次第締切)
❶フラ/ハワイアンダンス教室(全5回)
　健康な身体を作り、心身共に若返り
を目指します。
　 5月22日・29日、6月5日・12日・26日
14時～15時30分(各水曜)
　 30人　　K.キタジマ　　500円
❷いきいきメイク講座
　地元企業の協力により、普段聞くこと
ができないメイクの専門知識を学び、テ
クニックを身につけ、高齢者が積極的に
外出したくなるきっかけをつくります。
　 5月24日(金)10時～12時　　20人
　 (株)ファンケル

❶❷　 電話・来館受付(定員次第締切)
❶初めてのフラダンス(体験レッスン)
　ハワイアンミュージックに合わせて
ゆったりと踊るフラダンスを、誰でも気
軽に楽しく体験できる教室です。 
　 5月16日・23日・30日(各木曜)19時～
20時　　20人　　日沼友希　　300円 
❷第8回吟詠発表会
　漢詩、和歌、俳句を吟詠する横浜岳風
会庄戸支部会員による発表会。構成吟
は『明治維新前夜の志士達』です！ 
　 5月30日(木)13時30分～14時30分 
　 60人　　横浜岳風会師範 星野冬岳 

◆ミニ運動会
<共催：おやこのひろば>
　 5月21日(火)10時30分～11時30分
　 未就学児と保護者10組(定員次第締切)
　 1組100円　　おやこのひろば
(　 892-1030)へ電話・来館受付
◆DIYこども工作教室
　 6月8日(土)13時30分～15時30分
　 小学生20人(定員次第締切)
　 200円　　電話・来館受付

❶❷　 電話・来館受付(定員次第締切)
❶お茶摘み体験
　 5月11日(土)10時～11時30分
　10組　　1人300円
❷ノルディックウォーキング教室
　 6月12日(水)10時～11時30分
　 15人

〈共催：にこりんく、認定こども園いのやま、やまゆり保育園、栄区公立保育園〉

112019（令和元）年 5月号 ／ 栄区版

じきょうじゅつ

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

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

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

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

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

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

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

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

小菅ケ谷北公園
〒247-0007 小菅ケ谷４-31
　891-1151



　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「春風に乗せて響く弦楽合奏の調べ」です。
　ぜひお気軽にお越しください！
　 5月9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　　栄ゾリステン（協力：栄区音楽協会）
　 当日直接会場へ 

第172回昼休みコンサート♪ 

　 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

横浜音祭り2019
「横浜18区コンサート」(栄区) 
　10月11日(金)14時～15時(30分前開場) 
栄公会堂（たっちーらんど）　　山根一仁、島田彩乃 
　 5月11日（土）横浜市民先行チケット発売 
6月1日（土）一般販売  全席指定 2,500円 
　 横浜音祭りチケットセンターにてチケット販売
　 チケットセンター（神奈川芸術協会内） 
　 453-5080（平日10時～18時/土曜10時～15時/日祝休）

◆6月教室
　 往復はがきか所定の申込書(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電話番号を書いて公会堂へ。
5月21日（火)必着（応募者多数時抽選）

※詳細はホームページ・電話でお問い
　合わせください
栄公会堂

教室名 対象/定員 6月開催日 曜日 時間 参加費

◆夏のスポーツ教室（7月～９月/
全10回）参加者募集
　 往復はがきか所定の申込書（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市外在住で市内
在勤・在学の人は、勤務先・学校名を書
いてスポーツセンターへ。5月18日
（土）必着（応募者多数時抽選）
ホームページ（http://www.yspc.or.jp/
sakae_sc_ysa/）からの申込みも可

※同一教室への重複応募は無効。同一マーク（☆ ○ ◎）の教室の重複応募も無効。市内在住・在勤・在学者、初参加者を優先
※きょうだいの場合は一人ずつ申込み
※「親子体操」は、子どもが１人増えるごとにプラス１，０００円
※「親子体操」は、②～④を親と子どもの両方について記載

教室名 対象/定員 曜日 時間 参加費

◆「フィンランドの伝統装飾
ヒンメリづくりワークショップ」
　フィンランドの伝統的なクリスマスの
装飾品「ヒンメリ」を作ります。  
　 6月2日（日）13時30分～15時30分 
1階ワークショップルーム　　小学生以
上15人（定員次第締切）　　1,000円
　 電話・来館受付
❶～❹　  当日直接会場へ（先着順）
❶上映会『アメリカ交響楽』
　 5月13 日(月)14時～16時10分（20
分前開場） 2階プラザホール　　200人
❷世界一周 多言語読み聞かせの旅 中国
～中国語と日本語の読み聞かせ～
　 5月19日（日）13時～13時30分 2階
映像ライブラリー　　約50人
　 中国出身の人、かながわこどもひろば
❸上映会『ハナ～奇跡の46日間』
　 5月26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
❹上映会『歌えマチグヮー』
　 6月10日（月）14時～15時30分（20
分前開場） 2階プラザホール　　200人

　6月3日（月）～16日（日）は法令点
検のため栄プールは休館となります。

休館のお知らせ

　屋台、バザール、フォーラム、映画、
ステージ、ワークショップ等を通して
県民が企画段階から育てる多文化
共生を考えるイベントです。 
　5月18日（土)・19日（日）10時～17時

あーすフェスタかながわ2019 ❶～❹　 当日直接図書館へ
❶紙芝居の会
　 5月11日（土）、6月8日（土）14時～
14時30分　　3歳くらい～大人
　 紙芝居一座さかえ
❷おはなし会
　 5月15日（水）16時～16時30分
　 4歳くらいから
❸かながわこどもひろば おはなし会
　 5月25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
　 『赤ずきん』ほか
❹親子のおはなし会
　 5月28日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者

◆舞岡ふるさと村ジャガイモ掘り
　 団体:6月１日（土）～23日（日）午前
中（月・火曜除く） 個人:6月15日（土）・
16日（日）午前中　　入園料:大人200円
子ども100円、ジャガイモ:5株700円
　 5月17日（金）から電話受付
◆ホタルの観察会
　 6月1日・8日（各土曜）18時～19時
45分（雨天中止）　　各日20人（先着順）
　 舞岡のホタルを自然の中で育むための
観察会　　5月12日（日）から電話受付
◆舞岡産トマトと夏野菜の料理教室
　ハウスで完熟したトマトを使って美味
しい料理を作ろう！
　 6月9日（日）10時～12時30分
　 大人18人（先着順）　　1,800円
　 5月12日（日）から電話受付
◆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！ 
　 6月24日（月）14時～17時 
　 大人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人数を虹の家へ｡5月28日（火）必着 

❶❷　 5月15日（水）から
専用電話(　 862-4496)・ホームページ
（https://www.women.city.yokohama.
jp/y）受付（先着順） ※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「パソコン＆
ワード・エクセル入門2日間」(全2回)
　 6月11日(火)・12日(水)10時～15時
30分　　女性12人　　10,800円
❷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)
　 6月20日(木)・21日(金)・24日(月)・
25日(火)・26日(水)10時～15時30分
　 女性12人　　19,500円

☆ 水曜卓球（１）

☆ 水曜卓球（２）

金曜卓球

バドミントン

太極拳

○ 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）

16歳以上/84人

16歳以上/42人

16歳以上/66人

16歳以上/125人

2015年4月2日～
   2017年4月1日
生まれの子どもと
保護者44組

16歳以上/15人

7,500円

7,500円

9,700円

5,400円

3,700円

9,100円

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

9時～9時50分

10時～10時50分

11時～11時50分

12時～12時50分

水

金

木

木

土

水

はじめての囲碁

脳トレ! ブロック
折り紙(初級)

小学生以上
/16人

16歳以上
/8人

6月4日･11日・
18日・25日

6月6日

火

木

2,800円

500円
(別途材料費)

15時30分～
17時

13時～15時

❶❷　 当日直接観察センターへ
❶みんなでバードウォッチング
～夏鳥がやってきた～
　観察の森でバードウォッチングを楽し
みませんか。はじめての人も大歓迎！
　 5月12日(日)9時～13時(8時45分
～受付/雨天決行)
※双眼鏡・図鑑の貸出しあり
❷自然と遊ぼう
～森の宝物さがしビンゴ～
　ゲーム感覚で森の自然を楽しみます。
　 5月25日(土)13時30分～14時30分
(13時～受付/雨天室内)

◆夜間観察会
　6月1日・8日（各土曜）18時45分～20
時（雨天中止）　　各日30人（先着順/中
学生以下保護者同伴）　　中学生以上
500円、小学生200円、未就学児無料
　5月15日（水）から電話・来館受付。1回
の申込みで5人まで
❶❷　 当日直接小谷戸の里へ
❶まい作品展・春
　舞岡公園を題材にした絵画・写真など
の青空作品展です！ 
　 5月12日(日)10時～15時30分(雨
天中止）
❷自然観察会～若葉の雑木林～
　 5月26日（日）13時～15時（雨天中止）

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

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

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

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

工事のため駐車場利用不可

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

〒247-0005 桂町２７９-２９
　894-9901　　 894-9902

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

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

12 2019（令和元）年 5月号 ／ 栄区版

 編集・発行
広報相談係
　 894-8335
　 894-9127

栄区なう！ TV放送中！！
J:COMチャンネル（地デジ11ch）
原則毎月第２木曜17時～17時20分
「デイリーニュース横浜」内で放送YouTube動画も配信中！

エフエム戸塚
８３．７ＭＨｚで
「栄区インフォメーション」などを放送中！
（第２金曜12時15分～12時30分は生放送）
アプリからも聴けます

Twitter
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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