
対象：区内在住・在勤・在学の個人、区内で活動するグループのメンバー
応募：応募先は下記参照。いずれも6月30日（日）締切（必着）
主催：栄区文化協会 共催：栄区役所

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　文化・芸術の“秋の祭典”です。皆さんの参加をお待ちしています。

(注）秋の音楽祭…参加費については、「問合せ・応募先」にご確認ください。

栄区民芸術祭２０１9 参加者（出品・出演）募集

手工芸
写真
書道・篆刻
美術（絵画）
園芸（菊花）
園芸（山野草、こけ玉）
園芸（盆栽）
華道
合唱団体演奏（4人以上）

クラシック個人演奏

シャンソン個人演奏
器楽(吹奏楽含む）
団体演奏（４人以上）
舞踊・民謡・詩吟・吟舞
三曲・長唄・謡曲・琵琶・邦楽器全般

「募集要項（申込書）」を生涯
学習支援係（区役所本館4階
47番窓口）、さかえ区民活
動センター、区内地区セン
ター・コミュ二テイハウスで
配布中
●参加費 各500円 
●応募者多数時抽選
合唱の祭典①②
素敵なすてきな
クラシックコンサート
シャンソンの夕べ

器楽の祭典①②

11月6日（水）～11月10日（日）
10月22日（火）～10月26日（土）
10月27日（日）～10月31日（木）
11月1日（金）～11月5日（火）
11月1日（金）～11月11日（月）
10月30日（水）～11月1日（金）
11月2日（土）～11月4日（月・祝）
10月26日（土）～10月28日（月）
①10月19日（土）②10月20日（日）

11月2日（土） 昼

11月2日（土） 夜
①11月4日（月·祝）
②11月16日（土）
10月26日（土）～10月27日(日）
11月3日（日・祝）

栄区民文化センターリリス
栄区民文化センターリリス
栄区民文化センターリリス
栄区民文化センターリリス
栄公会堂・屋外

栄公会堂

栄公会堂
栄公会堂

栄公会堂

栄公会堂

栄公会堂
栄公会堂

手工芸・SAKAE
フォトＳＡＫＡＥ
栄区書道協会
栄区美術連盟
栄菊花会

栄盆栽愛好会

栄区華道協会
栄区音楽協会

栄区音楽協会

栄区音楽協会

栄区民謡連盟
栄区邦楽協会

佐野
野仲
柳田
谷山
神田

植松

高橋
鏑木

瀬畑

高橋

原田
角田

862‐2653
892-6807
892-7173
891-8817
894-0984

410-8523

891-7226
881-4907

894-8964

894-6443

893-0230
891-4636

作品展

秋の
音楽祭
（注）

芸能秋の祭典
さかえ邦楽の集い

催し 募集内容 開催日 開催場所 問合せ・応募先

　熱中症とは体内調節がうまく働かず熱が体内にこもってしまう状態です。予防には、水分補給と暑さを
避けることが大切です。
【日常生活の注意点】
●室内では温度をはかりエアコンや扇風機を上手に利用しましょう！
●外出時には、通気性がよい吸汗・速乾の素材の服装や、帽子・日傘を活用しましょう！
●日差しにさらされる環境で活動をする時は、こまめな水分補給と日陰で休息をとることも大切です！
●急に暑くなる日や熱帯夜、湿度の高い日に気をつけて、今年の夏を乗り切りましょう！

（熱中症関連情報が
 提供されているサイト）
「環境省熱中症予防情報」
ｈttp://www.wbgt.env.go.jp/

熱中症に注意！

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

特集
1

特集
2

   特集は❽❾ページへ

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 
120,090人

世帯数
51,637世帯

 栄区のいま
（2019年5月１日現在）6 月号

No.260

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1「ヘルスメイトが広める
「食育」の輪」……………………⑧ページ
●特集2「気をつけて！
消費者トラブル」………………⑨ページ
●各種お知らせ……………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

栄区は国際認証・セーフコミュニティの認証都市です



地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

栄消防署予防課　 　・　 892-0119

第１７３回 昼休みコンサート♪ 

～「分科会」ってなんだろう～

　講演1は、白内障についてです。80歳までに誰もが白内障になると言われ
ています。病気を正しく理解し、もし自分がなってしまったときに備えましょう。
　講演2は、生活習慣病についてです。糖尿病や高血圧を代表とする生活
習慣病は、心臓病・脳梗塞など元気に過ごすことが難しくなる病気や、認知
症の原因に繋がっています。皆さんの生活習慣を振り返り、生活習慣病を
予防・改善するための新しい生活習慣を一緒に学びましょう。

　皆さん、こんにちは！栄区のセーフコミュニティは「8つのテーマ別分科会」と、テーマ別
分科会の取組に評価や助言をする「傷害サーベイランス分科会」が、安全・安心なまちづく
りのために活動しているよ。
　「サーベイランス」とは「注意深く監視する」っていう意味だよ。テーマ別分科会は地域
の皆さんが委員として取組の中心を担ってくれているんだ。 これから2か月に1度、 テー
マ別分科会の活動を紹介してい＜ね。
　昨年行った「セーフコミュニティアンケート」では、栄区が安全・安心なまちだと感じる人
が90.5%。平成28年度の調査時(86.0%)と比べて、4.5%も増えているよ。これまでの活
動の成果だと思うんだ。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！

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

済生会横浜市南部病院地域医療連携室
832-1111　　832-8340

　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
「マンドリンの音色に癒されて」です。ぜひお気軽にお越しください！ 

6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
チルコロ・マンドリーノ（協力：栄区音楽協会）
当日直接会場へ 

　 浜田広介記念館　　0238-52-3838
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

6月23日(日)14時30分開場 15時開演
高畠町文化ホール「まほら」
（山形県東置賜郡高畠町大字高畠323）

　浜田広介記念館は、童話作家の浜田広介先
生（高畠町出身）の功績を後世に伝える町の観
光交流拠点です。ぜひ一度お越しいただいて、
ひろすけ文学の世界に浸ってみてください。

　浜田広介記念館開館30周年を記念したイベントが高畠町で行われ
ます。今回の記念事業の中では、山形オペラ協会の皆さんによる、浜田
広介の代表作「泣いた赤おに」のオペラやひろすけ童謡のコンサートが
行われます。ひろすけ童話の根幹とされる優しさ、思いやり、切なさと
いった情感あふれる世界を十分にご堪能ください。

　６月２日から６月８日は、全国一斉
に『危険物安全週間』です。
　とても身近な危険物の一つとし
てガソリンがあります。セルフ式の
ガソリンスタンドでは、利用者がガ
ソリン・軽油を扱わなければなりません。
　安全に利用するには守らなければならないルールがあります。

●車のエンジンを止めてください。
●静電気除去シートにタッチしてください。
●ガソリンと軽油はまちがえないようにして
 ください。
●少しずつ給油しないようにしてください。
 （少しずつ入れると、満タンになっても止
  まりません）
●給油キャップは忘れず閉めてください。
　セルフスタンドでは皆さんがルールを
守ってこそ安全なのです。

◀館内には、栄区の保育園の子どもたちが作成
した「赤おに」「青おに」も展示

6月29日（土）14時～16時（30分前開場） 
あーすぷらざ2階プラザホール  
200人（先着順）  
済生会横浜市南部病院眼科主任部長 矢吹和朗 
糖尿病看護認定看護師 安部川真紀子 
当日直接会場へ 

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助
（主催：栄区・動物と仲良く暮らせる街づくり協議会） 

市民公開講座
講演1「白内障に備える」 講演2「生活習慣を見直そう」

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

　区内に生息している飼い主のいない猫の、不妊去勢手術費用を補助しま
す（頭数の制限、審査あり）。 
　申込者個人負担額：雄3,000円、雌5,000円(市の補助事業との併用は不可)
　６月１日（土）から区内の動物病院、生活衛生係（区役所新館３階302番
　 窓口）で受付

栄区･動物と仲良く暮らせる街づくり協議会とは・・
　動物が好きな人も嫌いな人も誰もが住みや
すく、動物が受け入れられやすい街づくりを目
指して活動している人たちの集まりです。一緒
に活動したいという人は、ぜひ生活衛生係まで
ご連絡ください。

▲セーフコミュニティロゴ

傷害サーベイランス 分科会 8つのテーマ別分科会
課題の検討と取組の推進を行います。
こどもの安全

運動競技時の安全
交通安全
児童虐待予防

高齢者の安全
災害時の安全
自殺予防
防犯対策

報告

助言

データの収集・分析や、
 専門的な評価を行います。

静電気除去
シート

セルフ式ガソリンスタンドでは

にタッチ～
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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

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)

　 7月11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)

　6月18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)

　 8月6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

【対象】
【相談日】

【場所】
【申込み】

　「外出することに不安を感じる」、「社会
に出るために何をすればいいのかわから
ない」など、ひきこもり等の困難を抱える
若者やその保護者を対象に、専門の相
談員が区役所に出向いて相談をお受け
します。

区役所で相談できます！
「ひきこもり等の困難を抱える若者の
専門相談」

こども青少年局青少年相談センター　　260-6614

市内在住の15歳から39歳の人とその家族
原則毎月第２金曜及び第４火曜
14時10分～、15時10分～、16時10分～（相談時間50分）
区役所本館２階25番窓口
事前予約制
こども家庭支援課(　 894-3790)までご連絡ください。

「横浜型地域包括ケアシステムの
  構築に向けた栄区行動指針」を、
平成30年４月に策定しました▶

誤 　 : 昭和55年4月1日以前に生まれた方
正 〇 : 昭和45年4月1日以前に生まれた方
         ※2020年（令和2年）4月1日までに50歳以上になる方が対象です。

　横浜市では、高齢の人が医療や介護が必要になっても、住み慣れ
たまちで自分らしく安心して暮らしていける“地域包括ケアシステム”
の構築を目指しています。
　栄区ではそのための行動指針を策定し、介護予防、認知症予防、医
療・介護連携、生活支援の充実に取り組ん
でいます。このシステムは、区役所や地域ケ
アプラザだけでなく、地域の皆さんと一緒
に、それぞれができることを考えて、作り上
げていくことが必要です。力を合わせて栄
区を「いつまでも住み続けたいまち」にして
いきましょう。

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

　 6月5日（水）・21日（金）
　 6月14日（金）・26日（水）
　 6月12日（水）

母親教室(全3回)
　 ①6月10日（月）②6月17日（月）③6月24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

　 6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　

　 6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、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

6月14日(金)９時～11時、6月26日(水)９時～11時
6月27日(木)９時～12時、7月2日(火)13時～16時
7月5日(金)９時～11時
区役所新館2階
6月27日(木)９時～12時
7月2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

　 6月25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

 　6月25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）     　6月19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  

　 6月27日(木)13時30分～15時 区役所新館2階 　 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

　7月5日（金）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
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高齢・障害支援課　　894-8415　　893-3083

 4月号訂正について
 広報よこはま4月号でお配りした、「保存版 平成31年度栄区福祉保健センターからのお知らせ」
 において、前立腺がんの対象者について誤りがありました。お詫びするとともに訂正いたします。

◎「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。
【負担免除】がん検診は、令和元年度に70歳以上になる人（昭和25（1950）年4月1日以前に生まれた人）、そのほか無料になる条件等は、健康づくり係へ問い合わせください。

　 健康づくり係　　894-6964



［問合せ］健康づくり係　　894-6964　　895-1759

　心もからだも健康に、豊かでいきいき
とした生活をおくるためには「食」が大切
です。
　「食育」というと子どものことと思われ
がちですが、栄養の偏りや不規則な食事
などによる肥満、それらが原因と考えら
れる生活習慣病、若い女性を中心にみら
れる過度のダイエット志向、高齢者の低
栄養傾向等、食に関係する健康面での
問題は多く、食の取組がどの世代にも必
要になります。

　「食育」は、保育園や幼稚園、小学校等様々な
ところで行われていますが、地域で「食育」を推
進している「ヘルスメイト」をご存じですか？
　「ヘルスメイト」とは「食生活等改善推進員」の
愛称です。
　栄区では、６２人のヘルスメイトが、子どもか
ら高齢者までを対象に、食育や健康づくりを広
めるボランティア活動をしています。

　皆さんに知っていただきた
い、野菜に関する情報をたっ
ぷり掲載した冊子が新しくな
りました。
　地元野菜を使った健康に
役立つレシピ19品や、区内
の野菜直売所などの紹介も
しています。また新たに果樹
園２か所を追加しています！！

　ご自身だけでなく、お子さんや家族の健康づくりにも役立つ講座です。
　修了するとヘルスメイトとして活動できるようになります。

７月２６日（金）、８月２２日（木）、９月２４日（火）、１０月３０日（水）、
１１月１９日（火）、１２月１７日（火）、２０２０年１月２９日（水）、２月１８日（火）
13時30分～16時  区役所新館
区内在住の人４０人（応募多数時抽選）
※原則全８回参加できる人（都合の悪い場合はお問い合わせください）
講話や実習（食生活、運動（ウォーキング）、食品衛生、
お口の健康など）
1,188円（テキスト代）
電話、二次元コード、または直接健康づくり係へ
7月11日（木）締切

【配布場所】
•区役所新館３階３０３窓口
•区内各地域ケアプラザ ほか
•栄図書館の企画展示「6月は食育月間」（6月1日～
 28日）でも配布中！

　宗村さんは、誰よりも元気な90歳。何でも率先して
活躍しています。

宗村八重子さん 
ヘルスメイト歴１７年

地域で様々な食育活動をしています

元気の秘訣はヘルスメイト！
　料理が趣味の田中さんは、仕事をしながら自
分のペースで活動中。

田中幸博さん 
ヘルスメイト歴３年

仕事とは違う、出会いと発見があります

　友人の誘いで受講した食生活等改善推進員セ
ミナーが、とても楽しかったと入会した増田さん。

増田まことさん 
ヘルスメイト歴１１年

メンバーとの交流がとても楽しいです
　２児のママである金子さん。

金子文子さん 
ヘルスメイト歴１年

子どもも一緒に楽しんでいます

ヘルスメイトとは

区民まつりでレシピを紹介
「さかえの恵みラタトゥイユ」の作り方を実演しました。

地域のイベントに参加
「豆はこびゲーム」で子どもたちが正しい箸の持ち方を体験しました。

「さかえの野菜」めしあがれ！２
食生活等改善推進員セミナー

シニア向け講座
食事のバランスチェック、みそ汁の塩分測定や
口腔体操を行いました。

子育てママ向け講座
野菜たっぷりのレシピの紹介や離乳食のヒント
などを紹介しました。

調理実習など料理も勉強中！
おいしくて健康的な料理をご紹介できるよう、
日々研究を重ねています。

タッチ－くんに
ごはん（豆）を
あげよう！

６月は食育月間です

ヘルスメイトになりませんか
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登録
完了

500,000円

消費生活推進員の活動に注目！ 生活に役立つ情報なども
お届けしています

訪問購入

［問合せ］
地域活動係
　 894-8391
　 894-3099

　消費者を取り巻く経済環境の大きな変化により、商品やサービスの内容は複雑になる中、高齢者を狙った新しい手口やインターネットを使った
手口など、消費者トラブルが次々と発生しています。
　安全な消費生活を送るためには、「何が消費者トラブルなのか」に気づき、適切に対処する「消費者力」が必要です。栄区では「消費生活推進員」
が啓発活動を行っており、皆さんがトラブルにあわないために様々な取組をしています。

点検商法
　「古着を買い取る」などと言って事業者が突
然訪問し、「今ならアクセサリーも高く買い取り
ますよ！」などと言って、売るつもりのなかった
アクセサリーなどを強引に買い取る商法です。

被害を防ぐポイント
•むやみに家の中にあげない
•売るつもりがなければ、きっぱり断る
•その場で決めず、身近な人に相談する

　屋根や床下などを「無料で点検する」などと
訪問し、点検後に不安をあおる説明をして、高
額な契約をさせる商法です。
　一度契約をすると悪質な業者に契約者の
情報が共有され、後日次々に契約を迫られる
例もあります。

被害を防ぐポイント
•むやみに家の中にあげない
•相手の言葉を鵜呑みにしない
•その場で判断しない
•一度冷静になって、
 身近な人に相談する

インターネットトラブル
（架空・不当請求）
　サイトを閲覧していたら、いきなり料金を請
求する画面が現れて消えなくなる、「当選しま
した」などと身に覚えのないメールが送られ
てきて、掲載されているＵＲＬをクリックしたら
高額な料金を請求する画面が表示されるな
どといったトラブルです。

被害を防ぐポイント
•請求は無視しても大丈夫なので、決して慌て
て振り込んだりしない
•画面の操作をせず、パソコンやスマートフォ
ンを再起動する
•ＵＲＬや「はい」「入場する」などの認証ボタン 
を安易に押さない

　消費生活推進員は「地域の皆さんの安全で快適な消費生活をサポートすること」を目的に、横浜市長
から委嘱を受けて活動しており、栄区では自治会・町内会から推薦を受けた区民の皆さんが７地区に分
かれて活躍しています。
　消費生活推進員は、悪質商法や振り込め詐欺などを題材にした出前講座や被害防止の啓発活動の
実施のほか、リユースやフェアトレード※の啓発にも取り組んでいます。出前講座をご希望の場合は、区
役所地域振興課へお問い合わせください。
※発展途上国で作られた作物や製品を適正な価格で継続的に取引することによって、生産者の持続的な生活向上を支える仕組み

●講演会
　消費生活に関する内容のほか、食の安全
や家の片づけ・整理術などもテーマにして、
講師を呼んで講演会を実施しています。

●横浜市消費生活推進員からのお知らせ
　自治会・町内会の回覧等を通してお知ら
せしています。

クーリング・オフ制度が
適用され、解約できる
場合もあります。
まずは相談を！

　栄区消費生活推進員は、地域の皆さんが安全で快適な
消費生活を送るために、様々な活動をしており、栄区がすす
めるセーフコミュニティでも防犯の分野を担っています。
　人が集まる場所があれば出前講座を行いますので、ぜひ
お声かけください。一緒に消費者力を身につけましょう！

高齢者サロンでの出前講座

栄区民まつりのリユースコーナー栄区消費生活
推進員の皆さん

消費者ホットライン
横浜市消費生活総合センター

困ったときの
相談は？

い  や  や

１８８
８４５-６６６６
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★たけのこランド
　・・・・・・・・・・・・・・・・6月13日・27日(各木曜）
★めばえ（さかなつりをしよう）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月19日(水)

★子育てサロン
　・・・・・・・・・・・・・・・・6月12日・26日(各水曜）
★講演会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月15日(土)
★じゃがいも掘り・・・・・・・・・・・6月17日(月)

★オープンディ
　・・・・・・6月14日・21日・28日(各金曜）
★未就園児見学会「じゃがいもふかし」
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月14日(金)

★自然遊び＆ランチ交流・・・7月2日(火)

★プレイディ(スライム作り)
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月15日(土)

★みんなあつまれ・・・・・・・・6月12日(水)
★幼稚園見学会・・・・・・・・・・・・6月27日(木)

★子育てサロン・・・・・・・・・・・・6月13日(木)
★泥んこあそび・・・・・・・・・・・・6月20日(木)
★七夕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月4日(木)
★パパママあそぼう！・・・・・・・7月6日(土)
★水あそび
　・・・・・・・・・・・7月の平日（7月4日を除く）

◆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
　 7月3日～31日の毎週水曜15時～17時
　 小・中学生　　当日直接センターへ
◆女性のための健康マージャン入門～
「飲まない・吸わない・賭けない」健康
麻雀で脳トレ・認知症予防！～（全9回）
　 7月2日・9日・23日・30日、8月6日～
27日、9月3日（各火曜日）12時30分～
14時30分　　初心者の女性16人（応
募者多数時抽選）　　4,500円（別途テ
キスト代1,500円）　　往復はがき（1人
1枚）で①講座名②〒住所③氏名④電話番
号⑤返信宛名に住所・氏名をセンターへ。
6月18日（火）消印有効 ※記載漏れ無効
◆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
　 7月8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
がきで①ＡかＢ②氏名③〒住所④電話番
号⑤返信宛名に住所・氏名をセンターへ。
6月24日（月）消印有効 ※重複不可
◆キグちゃんの親子であそぼ！0歳児
～遊びから学ぶ子どもの育ち～
　 7月29日（月）10時30分～11時30分
　 0歳児と保護者20組（定員次第締切）
　 電話・来館受付
❶～❹　 電話・来館受付（先着順）
❶日常にアロマテラピーを♪～数種
類の精油の中から好きな香りを選ん
で癒しのハンドトリートメント～
　 7月3日（水）10時～12時　　16人
　1,200円　　6月11日（火）から
❷夏休みこども陶芸教室～作陶と現
代釉での色付けの2工程・好きな器
や置物を作ってみよう～（全2回）
　 7月23日（火）、8月9日（金）13時～
15時　　小学生15人　　500円
　 6月12日（水）から
❸夏休みの自由研究に！算数に強くな
る！はじめてのこども囲碁教室（全2回）
　 7月26日（金）・27日（土）13時～14時
30分　　年長～中学生20人
　100円　　6月13日（木）から
❹自由研究に最適！こどもしぼり染め
体験～玉ねぎの皮でしぼり染めの大
判ハンカチを作ろう～
　 7月27日（土）9時30分～13時
　 小学3年生以上15人　　500円 
　 6月13日（木）から

◆上郷ハワイアンロビーコンサート＆
カフェ～ハワイアンソングの生演奏と美
しいフラダンスで夏の午後を心地よく！
お飲み物もご用意しています～
 　7月6日（土）13時30分～15時30分  
　 プアマナ、フラハーラウ・ユウキアイナ、
アロハリノ、児玉晴仁とそのグループ 　  
　 当日直接センターへ

❶～❸　 6月11日（火）から電話・来館
受付（先着順）
❶夏の涼しげなフラワーアレンジ「ハー
バリウム」を作りませんか（2本セット）
　 7月13日(土)13時～15時 　
　10人　　1,500円
❷夏休み・かみごう3オン3大会2019
　 7月28日（日）12時30分～16時30分 
　 小学生以上48人（1組/3～4人）　
　 3人対3人のバスケットボール
❸簡単！手早い！スタミナ料理講座
～ササっと夏バテ対策～
　 7月29日（月）10時～13時
　 12人
　 吉川友子　　500円

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！～
　 6月6日～7月4日の毎週木曜
 　小学生15時30分～17時、
中学生15時30分～18時
❷6月のロビーコンサート
～ハーモニカ演奏会～
　 6月29日（土）11時～11時45分
　 ベラ・ハーモニー
❸～❻　 電話・来館受付（先着順）
❸なかちゃんの季節あそび
～パラバルーンで遊ぼう～
　 6月28日(金)①10時～10時45分
②11時～11時45分
 　①1歳児と保護者10組
②2歳～未就園児と保護者15組
　 中島冨美子　　1組100円
　 6月11日（火）から
❹古布で作るおしゃれな布ぞうり
～夏の素足に快適！～
 　7月1日（月）9時30分～16時
　 15人　　東原昭三郎
　 500円　　6月11日(火)から
❺こども化学捜査教室
～指紋採取とルミノール反応～
 　7月14日（日）10時～12時
 　小学生以上の親子12組
 　街の先生 久保雅信
 　1組300円　　6月11日(火)から
❻親子そば打ち体験～夏に涼しく打
ちたてのお蕎麦を食べよう～
 　7月27日（土）9時30分～13時
 　小・中学生と保護者10組
 　麺文化アカデミーよこはま栄
 　1組700円
 　6月11日(火)～7月17日(水)
◆第21回レディースソフトバレー
ボール交流会
 　6月26日（水）9時30分～13時
 　女性チーム15組（定員次第締切）
 　1チーム500円
 　6月19日(水)までにFAX・来館受付

★泥んこあそび・・・6月13日(木)・18日(火)
★七夕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月5日(金)
★かばくんアート・つくってあそぼ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７月9日(火)
★水あそび・・・・・・・・・・・・・・7月の火・水・木曜

★体を動かして遊ぼう・・・6月13日(木)
★七夕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月4日(木)
★水あそび
　・・・7月の毎週火・木曜（7月4日を除く）

★泥んこ交流・・・・・6月12日(水)・20日(木)
★七夕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月4日(木)
★公田で遊ぼう・・・・・・・・・・・・・・・・7月9日(火)
★水あそび・
　・・・・・・7月の平日（7月4日・9日を除く）

若年性認知症栄区の集い 
笑風の会
若年性認知症栄区の集い 
笑風の会
え   ふうえ   ふう

　ご本人は散歩や調理をして過ごし、
ご家族は日頃の想い等をお話しいた
だきます。
　 6月23日（日）10時～13時 桂台
地域ケアプラザ　　認知症を65歳
未満で発症した70歳位までの人と
その家族　　1人300円（昼食代・
茶菓代）　　電話・FAX・来館で区内
の各地域ケアプラザへ

★親子体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月24日(月)

★保育参観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月11日(火)
★給食を食べる会+コンサート
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月28日(金)

10 2019（令和元）年 6月号 ／ 栄区版

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

　 894-5353
　 349-1122やまゆり保育園

　 894-1374
　 894-1490桂台保育園

　 871-3661
　 871-3812飯島保育園

　 892-1530
　 892-1745公田保育園

　 892-7117
　 892-6577小菅ヶ谷幼稚園

　 890-6010
　 892-1149かさまの杜保育園

　 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

　 893-3980
　 895-2651

認定こども園中野幼稚園・
中野どんぐり保育園

　 892-5588
　 893-9884

鍛冶ヶ谷
カトリック幼稚園 

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園
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◆令和元年 栄区孫育て講座
「みんなで子育て！孫育て！」
　 6月21日（金）10時～12時 区役所新館1F
　 地域の人、お孫さんが生まれる人、子
育て支援に興味のある人、子育てサ
ポートシステム会員など20人（定員次
第締切）　　子どもの見守り方、今どきの
子育て、ままうたい隊のミニコンサートなど
　 電話・来館受付

◆マクラメ編みプラントハンガーづくり
　麻ひもを編み、ビンに植えた観葉植物
を壁などにぶら下げて飾ります。
　 6月15日(土)10時～12時
　10人（先着順）　 1,200円(材料費)
　 6月11日（火）から電話・来館受付
◆七夕まつり
　短冊に願い事を書き、竹に飾り付け
ます。お楽しみもあります！！
　 6月30日（日）10時～12時
　 100人（先着順） 　 当日直接公園へ

◆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～
　 6月20日(木)10時30分～11時30分
　 15人（先着順）　 当日直接公園へ
❶～❻　 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）
❶初心者茶道体験教室
　 6月16日(日)13時～16時　　10人
　 500円　　6月6日(木)必着
❷和布細工～竹の里・かぐや姫を作
ります～（全2回）
　 7月1日・8日(各月曜)13時～16時
　 12人　　1,500円
　 6月15日（土）必着
❸七夕祭りとわんこソーメン流し
　 7月7日(日)10時～13時　　150人
　 200円　　6月22日（土）必着
❹カメラ教室～写してみよう！
初心者、経験者大歓迎～
　 7月10日(水)10時～11時30分
　 12人　　6月25日（火）必着
❺コケ玉教室
～夏の風物詩吊り忍を作る～
　 7月11日(木)10時～12時　　10人
　 800円　　6月28日（金）必着
❻押し花絵
　 7月18日(木)13時～16時　　5人
　 1,500円　　7月10日（水）必着

❶～❾　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人 　6月11日（火）～前
日に電話・来館受付（先着順）
❶水彩画を親しむ（全４回）
　7月、8月の第1・3日曜12時30分～15
時　 　8人　　400円
❷元気ダンス（介護予防ダンス）
　 7月7日（日）10時～11時30分
　 15人
❸翠のサロン 第74回
　 7月7日（日）13時30分～14時30分
　 50人
❹さわやかスポーツ（グラウンドゴルフ）
　 7月8日(月)10時～11時30分
　 18人
❺らくらく体操
　 7月10日（水）10時30分～11時45分
　 30人
❻自彊術
　 7月14日（日）10時～11時30分
　 15人
❼所長といっしょ！山散歩
　 7月17日（水）9時30分～お昼頃
（雨天時は19日（金）に延期）　　8人
※7月10日（水）10時～事前説明会あり
❽歌ってハツラツ
　 7月19日（金）13時～15時
　 40人
❾みんなで輪踊り
　 7月24日（水）10時～12時
　 40人

◆ロッキー「七夕イベント」
～天の川まで願いよとどけ！～
　 ①短冊：7月1日（月）～7日（日）
②なるこ工作：7月6日（土）・7日（日）
ともに10時～16時
　 未就学児～小学生（未就学児保護者同
伴） ①各日20人 ②各日30人（ともに先
着順）　　当日直接ロッキーへ

◆森の絵本を楽しもう
　森の手作り絵本での読み聞かせや、
簡単絵本作りを体験しましょう。
　 6月19日（水）10時30分～12時 
　 当日直接ごろすけ館（観察センター隣）へ
◆定点カメラで動物調査
　森に仕掛けたカメラの写真をチェック！
なにが写っているかな？
　 7月13日（土）11時～12時
　 当日直接観察センターへ

❶～❼　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶パソコン講座～チラシを作ろう～
　 6月15日(土)13時～15時
　 Word使用経験者8人
❷のしちり花カフェ
　 6月18日(火)13時～15時　　8人
　 2,000円(材料費・茶菓代)
❸ほのぼのコンサート
　6月20日(木)10時～11時　　上郷保
育園、ふぁみりーさぽーと・のあ、わ～くくら
ぶ・さかえ、アンサンブル・ジャスミンほか
❹DIYこども工作教室
　 6月22日(土)10時～12時
　 小学生20人　　200円
❺これから、そして最期のときを迎え
るための備え
　 6月24日(月)13時30分～15時30分
　 30人　　後見制度、民事信託
❻地元ごひいき男性講座～地元産の
たまねぎを使ったこだわり料理～
　 6月25日(火)10時～13時　　男性
8人　　500円 ※エプロン・三角巾を持参
❼介護者のつどい
　6月25日(火)13時30分～15時30分
　10人

❶～❸電話・来館受付（定員次第締切）
❶出張広場inにこりんく ぽっかぽか
　 6月11日（火）11時～11時40分
　 未就園児と保護者20組
❷「卒乳ってどうするの？」育児ミニ講座
　 6月21日（金）11時～11時40分
　 未就園児と保護者20組
❸いつかくる「その時」に備える連続
講座 その1 介護保険のイロハ
　 7月13日(土)10時～12時 
豊田地区センター　  40人　　300円
　 7月6日（土）まで

◆庭木の手入れ教室
　家に帰ってすぐできる体験教室！ベテ
ランの職人から手入れの基礎を学び、
剪定の体験をします。
　 6月20日（木）13時～15時
　 20人（定員次第締切）　　500円
　 電話・来館受付

◆手軽な暮らしの生け花教室
　身近にある器などに花を手軽に生ける
手法を学びます。
　 6月30日（日）14時～15時30分
　 10人（定員次第締切）
　 700円　　電話・来館受付

◆出張広場INにこりんく!!
（子育て支援共催事業）
　 7月5日（金）13時30分～14時30分
　 0歳～未就学児と保護者12組
　 親子のふれあい遊びと記念手形制作
　 にこりんく(　 898-1615)へ電話・
来館受付
❶～❻　 6月11日（火）から電話・来館
受付（先着順）
❶音楽で認知症を予防
　 7月6日（土）10時～12時　　15人
❷にこにこおはなし会
　 7月11日（木）11時15分～11時45分
　 3歳以上の未就学児と保護者
❸みんなで歌うコンサート
　 7月13日（土）10時～11時30分
　15人
❹土曜映画会
　 7月13日(土)16時30分～19時
❺楽しいリトミック！！
　 7月24日（水）10時30分～11時30分
　 1歳半以上の未就園児と保護者15組
❻夏休み創作教室
　 7月27日（土）10時～12時
　 小学生以上15人　　どんぐり等自然
の材料で作品作り　　100円

◆ウオークの街カフェ
　区内の神社や花のスポットを巡り、富
士山がきれいに見えるビュースポットを
探します。
 　6月22日（土）10時～12時(交流会
は13時まで)　　さかえ歩け歩けの会
 　当日直接ぷらっと栄へ
◆栄区地域連携サロン
「お顔のシミ、消えますよ」
　 6月27日（木）14時～15時
　 区内在住・在勤の人50人(先着順)
　 横浜栄共済病院形成外科部長 醍醐
佳代　　6月11日（火）から電話・来館受付

工事のため駐車場利用不可

◆元気に過ごしたいなら生活習慣病を
知ろう<共催：済生会横浜市南部病院>
　 ①7月2日(火)「自覚症状がないから
こそ怖い高血圧・高脂血症・糖尿病」
②7月16日(火)「生活習慣病にならない
食生活」各回13時30分～15時　　各回
30人（定員次第締切）　　電話・来館受付

じきょうじゅつ
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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

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

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

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

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

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

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

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
　・　 851-8333

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

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
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　 6月1日（土）～2020年2月29日（土）予定
　 表記期間、ホール天井の耐震工事のた
めご利用を一時休止させていただきます。
なお、ギャラリー・音楽ルーム・練習室・会議
室は工事期間中もご利用いただけます。

❶❷保育あり（2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心とからだを整える産後のセルフケア
～赤ちゃんと一緒にバランスボール
エクササイズ～（全4回）
　 7月2日・9日・16日・23日（各火曜）
 　産後2か月以降の女性と生後210日ま
での赤ちゃん15組（先着順）　　4,000円
　 6月11日（火）から電話・来館・ホームページ
（https://www.women.city.yokohama.jp/y）受付
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）
　履歴書に「ワード・エクセルが出来ま
す」と書けるレベルに！
　 7月11日（木）・12日（金）・16日（火）・
17日（水）・18日（木）10時～15時30分
　 女性12人（先着順）　　19,500円
　 6月15日（土）から専用電話
（　 862-4496）、ホームページ受付

◆午後の音楽会 第106回 寺井雄一
JAZZカルテット
　実力派若手サクソフォンプレイヤーと
国内外で活躍をする腕利きのアーティ
スト達による魂のセッション。
　 8月8日（木）14時～（30分前開場）
栄公会堂 　600人 　寺井雄一（T･
Sax）、船山美也子（Pf）、清水昭好
（Bass）、桃井裕範（Drms）　　6月5
日（水）チケット発売 全席指定500円

◆書架整理ボランティア募集説明会
　栄図書館の本棚の整理をするボラン
ティアの説明会を行います。
　 6月27日（木）10時～11時　　説明
会参加後、ボランティアに参加できる
16歳以上の人10人（先着順/学生可）
　 6月18日（火）から電話・来館受付
【書架整理ボランティアの活動概要】
　 月～金曜（祝日・休館日を除く）9時30
分～17時の中で希望の曜日・時間
　 事前説明会に参加して、登録した人
　 図書館の本の並びを整える作業
❶～❹　 当日直接図書館へ
❶企画展示「6月は食育月間～食で
もっと健康に～」
　さかえの野菜を食べてバランスよく！ 
健康的な食生活の情報をパネルでご紹
介します。
　 6月1日（土）～28日（金） ※11日（火）～
13日（木）・17日（月）を除く
❷おはなし会
　 6月19日、7月10日（各水曜）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
　 6月22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
　 『こすずめのぼうけん』ほか
❹親子のおはなし会
　 6月25日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者

❶❷　 当日直接公会堂へ
❶初夏のフラ&オカリナミニコンサート
　栄公会堂のロビーコンサートにオカリ
ナが初登場！優雅なフラダンスとあわせ
てお楽しみください♪
　　6月18日（火）14時30分～（45分程
度予定）
❷キーボードによる水岡のぶゆき
 ロビーコンサート
　栄公会堂のロビーコンサートで平成の
時代を風靡した水岡のぶゆきさんが令和
元年も素敵な演奏を聴かせてくれます♪
　　7月2日（火）14時～15時

❶～❹    6月12日（水）から電話受付（定
員次第締切）
❶夏の植物観察会
　 6月29日（土）10時～12時（雨天中止）
　 20人
❷夏の虫観察会
　 7月6日（土）9時30分～12時（雨天
中止）　  15人
❸漬物教室
　 7月7日（日）13時30分～15時
　 大人24人　　 大根の調味漬け・ぬか
床作り　  1,000円
❹散策会「荒井沢市民の森から鎌倉へ」
　 7月13日（土）9時30分～15時（雨天
中止）[集合場所]JR本郷台駅改札出口
[持ち物]弁当・飲み物　　20人

ホール天井耐震工事にともなう
ご利用の一時休止のお知らせ

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

6月の当日受付教室のお知らせ
　当日受付で参加できる教室です。運動のできる服装と室内シューズをご持参くだ
さい（ヨガ・アロマストレッチは不要）。また、安全管理上、開始時間を過ぎての受付は
お断りする場合があります。

参加料（１回）6月開催日時間（受付時間）曜日教室名 対象・定員
（16歳以上/定員次第締切）

らくらく太極拳
水曜ZUMBA
アロマストレッチ
水曜ナイトヨガ
木曜エアロビクスボクシング

シェイプアップエアロビクス

金曜ZUMBA

エンジョイ☆レディースバレー
初心者のためのフットサル教室
バレーボールタイム
エンジョイ！バスケットボールタイム
日曜モーニングヨガ

90人
90人
20人
50人
90人

90人

90人

女性２０人
30人
50人 
50人
70人

13時15分～14時45分（12時45分～）
　　  13時～14時（12時45分～）
19時30分～20時30分（19時15分～）
21時  5分～21時50分（20時50分～）
11時30分～12時30分（11時10分～）

10時30分～11時30分（10時10分～）

11時45分～12時45分（11時30分～）

　9時15分～10時45分（9時～）
19時15分～20時45分（19時～）
19時   5分～20時50分（18時50分～）
21時   5分～22時50分（20時50分～）
　7時45分～  8時45分（7時30分～）

4日・11日・18日・25日
5日・12日・19日・26日
5日・12日・19日・26日
5日・12日・19日・26日
6日・13日・20日・27日

7日・14日・21日・28日

14日・28日
7日・14日・21日・28日
1日・8日・15日・22日・29日
1日・8日・15日・22日・29日
2日・9日・16日・23日・30日

５００円
５００円
6００円
５００円
５００円
各５００円
※エアロ・
ZUMBA通し
７５０円
５００円
６００円
５００円
５００円
５００円

火
水
水
水
木

金

金

金
金
土
土
日

◆自然観察会～水辺の生きもの～
　 6月23日（日）13時～15時（雨天中止）
　 当日直接小谷戸の里へ
◆谷戸肝だめし
　 7月13日（土）19時20分～20時30分
（雨天中止）
　 8組（応募者多数時抽選/中学生以下
保護者同伴/1組5人まで）
 　中学生以上500円、小学生300円、
未就学児無料
 　はがきで①講座名②住所③全員の氏名・
年齢④電話番号を小谷戸の里へ｡6月
20日（木）必着
◆里山のくらし体験
　かまどを使った食事作りや、わら細工
などを体験します。
　 7月27日（土）9時15分～15時30分
　 小学4～6年生20人（応募者多数時抽選）
　1,000円
　 往復はがき（1枚に1人）で①講座名②
住所③氏名④学年⑤電話番号⑥保護者
氏名を小谷戸の里へ｡7月1日（月）必着
❶❷　 電話・来館受付（先着順）
❶夜間観察会
　 6月29日、7月6日（各土曜）18時45
分～20時（雨天中止）
　 各30人（中学生以下保護者同伴/5人
まで申込み可）
　 中学生以上500円、小学生200円、
未就学児無料
　 6月12日（水）から
❷夏休み竹細工
 ～水鉄砲と竹のけん玉～
　 7月21日（日）9時30分～12時
　 20人（小学生以下保護者同伴）
　 500円　 　6月22日（土）から

◆夏期成人水泳教室募集
　詳しくはホームページをご覧いただくか、
栄プールへお問い合わせください。
（変更する場合があります）

　 7月8日（月）～7月19日（金）
1クラス：10時15分～11時15分
2クラス：11時30分～12時30分
7月22日（月）～8月30日（金）
1クラス： 9時15分～10時15分
2クラス：10時30分～11時30分
　 各クラス15人前後（応募者多数時抽選）
　 月曜/シェイプアップアップウォーキング
1クラス
火曜/平泳ぎ1クラス、
バタフライ2クラス
水曜/アクアビクス1クラス、
平泳ぎ2クラス
木曜/中級1クラス、
上級（4泳法）2クラス
金曜/クロール・背泳ぎ1クラス、
平泳ぎ2クラス
　 5,700円～7,400円（申込みクラス
によって異なります）　　所定の用紙ま
たは往復はがきで①曜日・教室名（1クラ
スか2クラスも記入）②参加者氏名（ふり
がな）③性別④生年月日・年齢⑤〒住所 
⑥電話番号⑦栄プールの受講経験の有
無をプールへ

◆企画展関連イベント
「音」を「楽」しむONGAKU
    6月16日（日）13時30分～15時30分
1階ワークショップルーム　　特別な支
援が必要なお子さんとその家族30人
（定員次第締切）　　帝京平成大学現代ラ
イフ学部児童学科講師 池田邦太郎、ＮＰＯ
法人「音を楽しむＯＮＧＡＫＵの会」副理事長 
斉藤明子　　電話・メール（gakushu＠
earthplaza.jp）・来館受付
❶❷　 当日直接会場へ（先着順）
❶映画『カタブイ 沖縄に生きる』
　 6月22日（土）14時～15時45分
（30分前開場）2階プラザホール
　 200人
　 上映後に「桜風エイサー琉球風車」に
よる沖縄の伝統芸能エイサーの演舞あり
　 大人400円、小中学生100円
❷第20回カナガワビエンナーレ国
際児童画展
　第１回展（1981年）開催から今夏で20回
目の展覧会です。20回を記念する特別展を
別会場で開催。（県民ホールギャラリー 7月
25日から）
　 7月5日（金）～8月25日（日）10時～17
時（最終入場16時30分） 3階企画展示室

ふうび

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

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

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

栄プール

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