
企画調整係　　
894-8161　　894-9127　「栄区の自然」をテーマに

フォトコンテストを
実施します！

フォトコンテスト
作品募集中！

　ガチでうまい横浜の商店街ハンバーグNO.1決定戦「ガチハンバーグ！」。
　栄区からも３店舗がエントリーしています！！各店が気合を入れて作る一品をぜひご賞味あれ！みんなで応援しましょう!!
　投票は、〈WEB投票〉と〈ハガキ投票〉で。【７月31日（水）まで】
※詳細はホームページ（https://gachihamburg.com/）をご覧ください。

エントリー中の栄区のお店を応援しよう！

地域活動係　　894-8391　　894-3099

【 住 所 】犬山町30-1
【 電 話 】890-6777
【営業時間】11時～14時30分
【定休日】日曜

ベジタブルキッチン菜

「フォアグラ入り鴨のハンバーグ
トリュフのソース温玉添え」

1,980円（税抜）

【 住 所 】長沼町326　【 電 話 】881-7811
【営業時間】（ランチ）11時30分～14時30分
（平日）17時30分～23時（土日祝）17時～23時
【定休日】火曜、12月31日、元旦

焼肉店 濱皇
本格

フレンチを
ぜひ！

金・日曜
ランチのみ
10食限定

たっぷりのフォア
グラが入った鴨の
ハンバーグ！濃厚
な赤ワインがき
いたトリュフソー
スとトロっとした
温玉を絡めて召
し上がれ！最高の
美味！

【 住 所 】小菅ケ谷1-4-2-103
【 電 話 】891-2487
【営業時間】10時～20時
【定休日】水曜

hanau café

「100％ビーフ
hanauオリジナルハンバーグ」

980円（税抜）

SNS映え
間違いなし！

今春に花屋さんが
開業したお店は、古
木や色鮮やかな花
で飾られたオシャレ
空間！オーブンでじっ
くり焼いた100％
ビーフのハンバーグ
を食べながら優雅
なひとときを！

 「横濱ビーフハンバーグ」 1,000円（税抜）

「かながわブラン
ド」に認定される
極上黒毛和牛の
横濱ビーフを使
用！シンプルなソ
ースで最上級の
お肉の味を楽しん
で！食べればその
美味しさに納得！

〈受付期間〉 ７月１日（月）～８月30日（金）
〈応募方法〉 インターネット、郵送または持参（CD-Ｒなどの記録媒体）
〈応募作品〉 栄区内の自然を撮影した作品
　　　　　 ※詳細は区ホームページでご確認ください。
〈  発  表  〉 11月（予定）

   特集は❽❾ページへ▶

　いたち川は、栄区を東西に流
れるシンボルリバーです。きれい
な水辺では、魚や野鳥をはじめ
とする様々な生きものを目にす
ることができます。
　豊かな自然環境と美しい景観
は、多くボランティアの皆さんが
守ってきました。
　日差しを受けてきらきらと光
り、様々な表情を見せるいたち
川に行ってみませんか。

の水辺いたち川行
ってみよう

栄区の自然　フォトコンテスト

特集

稲荷森の水辺

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
51,647世帯

 栄区のいま
（2019年6月１日現在）7 月号

No.261

ここから栄区版（⑤～⑫ページ）です

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

●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「行ってみよう いたち川の水辺」 
 ………………………………⑧⑨ページ
●各種お知らせ……………⑩～⑫ページ



本郷台アオソラマルシェ

企画調整係　　894-8161　　894-9127

庶務係　　894-8311　　895-2260

栄フィル夏コン事務局　　090-5304-6905
sakae_summer2019@yahoo.co.jp
生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099広報相談係　　894-8335　　894-9127

　今年も太陽をいっぱい浴びた採れたて野菜が並びます♪
　青空の下、丹精込めて育てられた新鮮でデトックス効果が期待できる
野菜を食べて、体も心もすっきりリフレッシュしませんか？

七夕飾りイベント～竹と短冊で彩る栄のまち～

飾りつけ：7月4日（木）10時～12時（雨天中止）
　　　　 本郷台駅前公園
展示期間：7月4日（木）～7月7日（日）
　　　　 本郷台駅前広場

　区内で伐採した竹を活用し、皆さんからの短冊を
飾りつけ、本郷台駅前広場に展示します。 
　短冊は、当日飾りつけ会場でお配りします。ぜひご
参加ください！

７月13日（土）９時～14時（雨天時は14日（日）に延期）
本郷台駅前広場
※当日は本郷台駅前までの臨時バスを運行します。
　運行ルートや時刻表などの詳細は、チラシや
　ホームページをご覧ください。
●地元の採れたて野菜の直売、地元の農産物を使った模擬店
●青森県南部町・山形県高畠町（栄区友好交流都市）の名産品販売
●オリジナルミニタオルの配布、タッチーくんとたかっき・はたっき、来場
者による打ち水（※9時頃を予定）、ストリートライブ など

こんにちは区長です～参加グループ募集～
　区内で活動している皆さんの個性・魅力あふれる活動場所に区長が
伺います。皆さんの活動を一緒に体験することにより、地域でのご要望
や課題等をお伺いしています。お申込みをお待ちしています。

区内で活動している５人以上のグループ
電話かFAXで広報相談係へ

栄消防署庶務課　 　・　 892-0119

　 南部町ながわ農業観光案内所　　　0178-76-3020
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

～梅もぎ取り体験～
○開催期間：７月下旬まで
○入園賛助金：大人（中学生以上）　
　1,000円（梅（３㎏）のお土産付き）、
　子ども（３歳以上）100円
※栄区民の人は入園賛助金が50％
　割引になりますので受付時にお申
　し出ください。

　元号が令和となり、その由来として梅の花が挙げられていることが
話題となりました。そんな「梅」ですが、南部町でも盛んに栽培されて
います。
　主に栽培されている品種は「豊後」という種類で、肉厚で酸味が少
ないのが特徴です。町内では梅漬けに加工されることが多く、農産物
の直売所などで販売され、本郷台アオソラマルシェでも南部町ブース
で販売します。また、家庭では梅酒づくりに使用するなど、地域に馴染
みのある果実となっています。
　南部町では梅のもぎ取り体験を実施しています。新元号に思いを
馳せながら、収穫体験にいらしてはいかがでしょうか。南部町でお待
ちしています。

　暑い日が続いています。栄区の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
　梅雨明けが近い時期ですが、これが明ければ、カッと暑い夏がやって
きます。そこで注意したいのが「熱中症」です。高温多湿の日本の夏は、
熱中症が起こりやすい環境にあります。熱中症は、スポーツや屋外作業に
限ってかかる疾病ではありません。特に高齢者は、屋内で多く発生します。
　エアコンの利用は有効な熱中症予防となりますが、エアコンが苦手
な人もいると思います。その場合は、吹き出し口を高く設定し、扇風機
などで風を循環させると直接風が当たらず快適に過ごせます。試してみ
てはいかがでしょう。
　また、屋内外問わず小まめ
な水分補給に心がけましょう。

◀栄消防団に
　ついては
　こちらから

栄区友好交流都市
山形県高畠町のマスコットキャラクター

2019栄オーケストラフェスティバル
夏休みコンサート♪
　今年のテーマは『タイムトラベル・西洋音楽史の旅』。クラシック音楽
の歴史を、時代の流れに沿って、代表的な名曲を取り上げ、音楽がどの
ように変化していったか、楽器紹介も交えて解説します。「指揮者体験」
「合唱体験」など楽しい企画もいっぱいのコンサートと、オーケストラの
ことがよくわかるブースを開きます。

７月２８日（日）　栄公会堂（たっちーらんど）　フェスティバルブース：１２時～
夏休みコンサート：１4時～（１３時３０分開場）
５５０人 ※未就学児も可
高校生以上８００円 小・中学生１００円（未就学児も座席を使う場合
はチケットが必要） ※全自由席 ※前売りチケットは、本郷・上郷・豊田
の各地区センター、リリス、栄公会堂、イープラス(e+)、栄フィルホー
ムページで販売中（当日券販売はございません）。フェスティバル
ブースは無料です。
栄フィルハーモニー交響楽団（指揮：秋山愛美）
ベートーベン/交響曲第6番「田園」より第1楽章、チャイコフスキー/
バレエ「眠れる森の美女」よりワルツ、ルロイ・アンダーソン/そりすべ
り、映画スターウォーズより“メインテーマ”ほか
※詳細は、区内地区センターなどで配布するチラシまたは栄フィル
　ホームページ（https://sakaephil.org）をご覧ください。

▲収穫を待つたわわに実った梅の実

たかっき

ぶん　ご

はたっき

いっしょに打ち水ができるよ！

▲栄消防団：吉田嵩博団員
　撮影協力：陽のあたる丘MISONO

～今年のテーマは
　「すっきりマルシェ」～
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熱中症対策！栄消防団だより
～暑さを感じたその時に～

青森県南部町の特産品

元号「令和」の由来にもなった『梅』



※毎週月曜（祝日含む）と年末年始（12月29日～１月３日）は閉館となります。
※詳しくはホームページ（http://sakaekulac.life.coocan.jp/）をご覧ください。 

　７月１日（月）から右記のとおり開館日・運営時間等が変わります。 開館日

火～土 9時～20時

9時～17時

10時～19時

10時～16時 9時～13時30分
14時30分～17時

11時～13時30分
14時30分～19時

日

運営時間 フリースペース 電話相談

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

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)

　 ①8月20日(火)②9月6日（金）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

    ①7月19日（金）②8月1日（木）
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

栄区生活支援センター開館日・運営時間等変更のお知らせ

生活衛生係　　894-6967     895-1759

栄区生活支援センター　　896-0479　　896-0478

　8月1日は「市民食品衛生の日」。今年も栄区では栄区
食品衛生協会（※）と共催で、食中毒予防キャンペーンを
開催します。楽しみながら食品衛生について学び、食中
毒ゼロを目指しましょう。

【日時】7月31日（水）15時～16時30分
【場所】栄公会堂（たっちーらんど）ホワイエ
【内容】クイズアンケート（豪華景品あり！）、地元産野菜プレ

ゼント、ゲームコーナー、食生活等改善推進員や保
健活動推進員による食育・健康チェックコーナー 他

※栄区食品衛生協会とは
業界と行政が一体となって消費者の食生活の安全と、食品衛生の
向上を図るために設立された団体です。区内の食に関する営業者
であればどなたでも加入できます。衛生指導員による巡回指導の
実施、優秀な施設の表彰、害虫駆除事業のほか、食品営業賠償共
済への加入特典も！
【問合せ】　 892-6882（でぶそば内）

福祉保健センターだより

食中毒予防キャンペーン

　 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

　 7月17日（水）
　 7月5日（金）・24日（水）
　 7月10日（水）・19日（金）

母親教室(全3回)
　 ①7月8日（月）②7月22日（月）③7月29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

　 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

乳幼児歯科相談
妊産婦歯科相談　

　 7月22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)

　 7月18日(木)9時～11時 区役所新館

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

7月24日(水)９時～11時、7月25日(木)９時～12時
8月6日(火)13時～16時、8月9日(金)9時～11時
区役所新館2階

7月25日(木)９時～12時
8月6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

　 7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

 　7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）     　7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  

区役所で行う検診
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◎「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、健康づくり係へお問い合わせください。

食中毒予防の3原則

しっかり手洗いを！

　 電話でこども家庭係
（　 894-8410）へ

①つけない

調理の前、トイレの後などこまめに
手を洗いましょう。また、調理器具
はこまめに洗浄し、定期的に消毒し
ましょう。

低温保存で菌の
増殖を抑えよう！

②増やさない

購入した食材は、常温で放置せず
早めに低温保存を。作った料理は
早めに食べきりましょう。

中心部まで
しっかり加熱！

③やっつける

多くの細菌やウイルスは熱によって
死滅します。特に、肉料理は中心部ま
でしっかり加熱することが大切です。

食品を細菌やウイルスの汚染・増殖から守るための
３原則で食中毒を予防しましょう！トピック

横浜市  がん検診



いたち川の源流

●カドタヤ小島書店（本郷台駅前）、
区内地区センターで販売中（１00円)

●中学生以下は、区役所
　（１階総合案内及び４階企画調整係）
で無償配布

　自然豊かないたち川では、カワセミをはじめ、年間を通じ
て野鳥を観察することができます。また、澄んだ水辺はド
ジョウやオイカワなど、様々な魚のすみかになっています。

いたち川の生き物

カワセミ

カルガモ

オイカワ

　いたち川流域では、夏にかけてタマアジサ
イ、ゲンノショウコ、ホタルブクロ、オカトラノオ
など、かわいらしい花々を見ることができます。

いたち川の植物

タマアジサイ ゲンノショウコ

矢沢堀・長倉町小川アメニティの魚道海里橋下流の魚道

　いたち川には、小さな魚も上流にのぼれるように、複数の
魚道（魚の通路）を設けています。その中でも、見つけやすい
魚道を紹介します！

　　　海里橋下流
垂直な流れ止めの壁が交互に並ぶ従来型の魚道
　　　区役所裏いたちの石像付近
大小の石を積み重ねて造った自然型の魚道
　　　矢沢堀小川アメニティ
　　　長倉町小川アメニティ
円錐を縦に割ったものを交互に並べた形のコーン型の魚道

４つの
散策ルートや
見どころ情報が
詰まった
マップです。

いたち川 
散策マップ 　1995年に結成され、いたち川の四季折々の魅力を伝える

「いたちかわらばん」を年３回、20年余りにわたって発行して
います。
　現在81号まで発行されている「いたちかわらばん」の編集
などに携わるメンバーを募集中！
　いたち川のウォーキングや定例会での意見交換など一緒に
いたち川のことを学びながら、楽しく活動してみませんか？

いたち川に関わるボランティアの皆さん イベント情報

　いたち川の美しい川べりの風景は、水辺愛護会（区内では16団体）の皆さ
んによって守られています。

【日時】8月18日（日）9時30分～14時　※雨天中止
　　　（前日までの雨による増水時は川遊びを中止）
【場所】大いたち橋・小いたち橋広場（栄区役所裏）
【内容】①遊歩道の清掃活動（9時30分～10時）
　　　②川遊び１（いかだ、カヤック、ロデオボート）
　　　③川遊び２（コイとのちからくらべ）
　　　④スーパーボールすくい、ヨーヨーつり、ドジョウつかみ
　　　⑤各種模擬店販売
【注意事項】
・幼児～1年生の川遊びは保護者同伴
・川遊びは濡れてもよい服装・くつ
 （ビーチサンダル不可）着用
・熱中症対策（帽子・水筒持参等）を
 してお越しください

■子どもだけでは行かない。必ず大人と一緒に行きましょう！
■雨が降る前後は川に近づかない！
■熱中症を防ぐために、こまめに水分補給を
■ごみを捨てない
■いたち川の生きものを大切に

　３人でスタートした活動も、今年で21年目。今では様々な世代の皆さん
が参加してくださっています。
　毎月行っている清掃活動のほか、いたち川プロムナード沿いにある花壇
の手入れなども行っています。以前は大きなゴミが捨てられていることも
ありましたが、活動の成果もあって、かつてと比べるとゴミも減り、カワセミ
やアユをはじめ、珍しい生き物も見られるようになりました。
　また清掃活動には、警察学校の生徒の皆さんにも協力していただいて
おり、とても感謝しています。
　活動中に、川沿いを歩いている方から「ありがとう」と声をかけてくださ
ることもあり、とてもやりがいを感じます。これからも、いたち川を訪れる皆
さんが気持ちよく過ごせるように、活動していきます。

いたち川（天神橋～新橋）水辺愛護会の皆さん

【配架場所】
●区役所
  （１階総合案内及び
   ４階企画調整係）
●区内地区センター
●区内コミュニティハウス等

【いたち川OTASUKE隊に関する問合せ】
企画調整係　　894-8161　　894-9127　

【水辺愛護会に関する問合せ】
道路局河川企画課　　671-4215　　651-0715

【特集に関する問合せ】
企画調整係　　894-8161　　894-9127　

いたち川の清掃活動

いたちかわらばん81号

花壇の手入れ
【問合せ】いたち川まつり実行委員会　
　 itachi@office-i.jp

いたち川を楽しむときのお
願い！

いたち川の最新画像や水位情報を確認できます。 いたち川　水防災情報 検索

　川沿いをさかのぼると、緑に囲まれた小川にたどり着きます。豊かな自然や様々
な生きものを探しながらゆっくり森林浴をしてみませんか。(※他にも源流あり)

魚道

A

B

C
D

　いたち川の名前は「イデ
タチ川」から変わったと考

えら

れています。鎌倉時代、鎌
倉街道が通るこの地は、

幕府

によって交通上、また軍事
戦略上の要所であり、宿

駅も

あったようです。

　出で立ち川とは、「いざ出
立」と鎌倉街道を下っていく

際に、

安全を祈る出発の儀式に由
来するようです。（※諸説あ

り）

「いたち川」の名前の由
来

区役所

1

大いたち橋・
小いたち橋

6
荒井沢市民の森

上郷
市民の森

7 瀬上市民の森

5 昇龍橋

4

2
扇橋

8
横浜
自然観察の森

3 稲荷森の水辺

　柱にはいたちの
像があり、歩道に
は動物の足跡や果
物等も描かれてい
ます。

大いたち橋・小いたち橋1

　辺渕橋から青葉
橋の間にあり、き
れいな川と樹林帯
を見ながら散策路
を歩くことができ
ます。

稲荷森の水辺3
　辺渕橋から南下
すると、重厚な水
車が見えます。ア
メニティには散策
木道も設置されて
います。

矢沢堀小川アメニティ4
　明治30年ごろ
に造られたといわ
れ、「かながわの橋
100選」に選定さ
れています。アク
セスは八軒谷戸バ
ス停が便利です。

昇龍橋5

2 扇橋 　静かな瀬上池を谷底に、深い谷が入り組んだ水
と緑豊かな森です。尾根道には横浜自然観察の森
や鎌倉方面につながる散策コースがあり、いっしん
どう広場付近には「関東の富士見百景」に選定された場所があります。

瀬上市民の森
神奈中バス「みどりが丘」下車徒歩10分
市営バス「港南環境センター前」下車徒歩15分

7
アクセス

源流

源流

　谷戸と丘陵が組み合わされた森で多様な植物の
宝庫です。整備された散策路のそばには、田んぼや
畑、水路など里山の風景が残されています。皆城山
の展望台からは、富士山や東京スカイツリーも見渡すことができます。

荒井沢市民の森6
神奈中バス「湘南ハイツ」下車徒歩20分
「桂台中央」下車徒歩15分アクセス

横浜自然観察の森8
神奈中バス「横浜霊園前」下車徒歩７分

　円海山周辺の森の最南端に位置し、日本で初め
て自然観察の森として1986年に開園しました。
　園内には、雑木林、草地、広場、池、湿地があり、散策しながら自然観察を楽しむこ
とができます。自然観察センターでは、生きものを紹介する展示や自然を楽しむイ
ベントを実施しています。

【問合せ】自然観察センター　　894-7474
開館時間：9時～16時30分　月曜休館（祝日の場合は翌日）及び年末年始

アクセス

瀬上池
A

B

C

D

いたち川プロムナード

洗井沢川せせらぎ緑道

洗井沢川小川アメニティ

いたち川小川アメニティ

矢沢堀小川アメニティ

瀬上沢小川アメニティ

長倉町小川アメニティ

源流

いたち川まつり会場

市民の森の管理や自然観察の森の運営は
「横浜みどりアップ計画」で進めています。

　赤い欄干が特
徴の太鼓橋です。
周囲の緑とのコン
トラストが美しく、
いたち川のフォト
スポットです。

らん かん

今年は、来場する皆さんが休憩できるスペースとして、区内で採集した竹を活用した川床を設置します！

いたち川OTASUKE隊いたち川OTASUKE隊 水辺愛護会水辺愛護会 いたち川まつりいたち川まつり

水の流れコーン型のせき
表面がまるくて
魚を傷つけない

水が溜まるため
魚が休むことができる

※「いたち川」の表記については、読みやすさを考慮してひらがなに統一しています。

へい ふち はし

ぎょ     どう

へい ふち はし

柏
尾
川

川の中のいたちの石像
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の水辺いたち川行
ってみよう 特集



広告

★親子で身体を動かして遊ぼう
　………………………7月16日(火)
★水あそび・・・・・・・・・・・・・・・・・毎週火・水・木曜
　　　　　　　  （7月11日（木）を除く）
　　　　　　　　　　　　電話受付

★プールあそび・・・・・・・・・・・・7月20日(土）
電話受付

★えのぐあそび／水あそび
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月25日(木）

★盆踊り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月13日(土)

★子育てサロン・・・・・・・・・・・7月24日（水）

令和元年度 栄区みんなが主役のまちづくり協働推進事業
＜補助金の２次募集のご案内＞
令和元年度 栄区みんなが主役のまちづくり協働推進事業
＜補助金の２次募集のご案内＞

　地域の課題解決や魅力づくりにつながる、団体による活動を支援します！
●対象事業例　文化・スポーツ振興、防犯・防災、健康・にぎわいづくり、子育て支援、
　　　　　　居場所づくり 等
●上 限 額　ベーシックコース 5万円（アドバンス制度を利用した場合20万円）
　　　　　   サロン・居場所づくりコース ２万円
●補助期間　最長3年間
●補 助 率　１・２年目は事業費の3分の2、３年目は2分の1
●募集期間　７月31日（水）まで
●申請方法　区役所区政推進課地域力推進担当（本館4階44番窓口）へ申請　
　　　　　　書類をご提出ください。募集要項及び申請書類はホームページか
　　　　　　らダウンロードできます。

◆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。
　 7月20日（土）13時～16時
　 パソボラ横浜　　当日直接センターへ

◆仲間の増やし方
～会員募集の仕組みを知ろう！～
　団体活動を継続していくうえで必要な
会員募集の仕組みについて学びます。
　 8月26日（月）13時30分～16時15分
　 区内で地域活動や生涯学習活動を
行っている団体などに所属している人
40人(先着順）　　ＮＰＯ法人れんげ舎代
表理事 長田 英史
　 7月11日（木）から電話・来館受付

◆こどももおとなも！！初めての「囲
碁」にみんなでチャレンジ
～初心者歓迎！ミニ碁盤とインター
ネットで楽しく囲碁に挑戦！～（全２回）
　 7月25日、8月8日（各木曜）9時30
分～11時30分　　未就学児以上（未就
学児保護者同伴）10人（定員次第締切）
　 電話・来館受付
◆夏休みの学習応援！！「てらこや・
かみごう」～夏休みの宿題や1学期
の復習を持ってきてね♪～
　 8月21日（水）～23日（金）9時30分～
12時　　小・中学生
　 当日直接センターへ
❶～❺　 7月11日（木）から電話・来館
受付（先着順）
❶夏の思い出・ゆかたを着て花火のゆうべ
　 8月2日（金）19時～20時（雨天中止）
　 小学生以下の親子15組
　 お子さんは浴衣・甚平を着て参加
❷オリパラ種目に挑戦！！～家族や友達と
「ボッチャ」を知ってみよう！やってみよう！～
　 8月7日（水）10時～11時30分
　 30人（未就学児保護者同伴）
　 100円
❸夏休み工作・自分だけの風鈴づくり
～ガラスにいろいろな形の転写紙を
貼ってデザインします～
　 8月7日（水）13時～14時30分
　小学生（1・2年生は保護者同伴）12人
　150円
❹夏のゆうべに親子でバドミントン
（全３回）＜共催:野七里地域ケアプラザ＞
　 8月20日（火）～22日（木）18時30
分～20時　　小学4～中学3年生と保
護者10組　　 1組500円
❺夏休み・こども木工教室
木材を使って自由に工作しよう
～夏休みの自由研究に最適！！～
　 8月20日（火）10～12時
　 小学生15人　　 100円

　今年度も、区役所職員等が地域の
皆さんのところへ生活に役立つ情報
を、お届けに参ります。講座内容につ
いては、区ホームページまたは広報
相談係へ直接ご確認ください。
　 区内在住・在勤・在学による10
人以上のグループ

栄区生活情報お届け隊栄区生活情報お届け隊

❶❷　 当日直接センターへ（当日先着順）
❶子育て喫茶「げんき」～チャン助さんの
“風船と遊ぼう！”カレーも食べられるよ！～
　 7月24日（水）13時～14時（カレー
は11時30分～14時）　　0歳以上の
未就園児と保護者40組
　 200円（保険代・お茶付）カレー：大
人100円、子ども30円
❷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
　 8月の毎週水曜 15時～17時
　 小・中学生20人程度
❸～10　 電話・来館受付
❸夏野菜で使い切りクッキング～ザーサイ
そば・鶏肉のみぞれ南蛮・きなこプリンな
ど豪華4品で夏を乗り切ろう～
　 8月2日（金）10時～13時
　16人（先着順）　　 1000円
　 7月11日（木）から
❹きちんと作る朝ごはん こども朝食づくり
～具だくさん味噌汁と和食おかずで栄養満
点！かつおぶし削りも体験できるよ～
　 8月3日（土）10時～13時　　小学3
年生以上12人（先着順）　　300円
　 7月11日（木）から
❺住まいの修繕教室～網戸の張り替え～
　 8月4日（日）10時～12時
　 16人（先着順）　　200円　
　 7月12日（金）から
❻こどもクラフト教室「VRゴーグル作
り」～VR（バーチャルリアリティー）の世
界に挑戦！自分で作る3Dゴーグル！～
　 8月5日（月）13時～15時
　 小学生16人（先着順）　　500円
　 7月12日（金）から
❼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～
　 8月7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）
※子ども対象の講座ではありません。
❽夏休みこども竹細工体験～がりがり
トンボとゴムてっぽうを作って遊ぼう～
　8月12日（月・休）10時～12時　　小学
生（2年生以下保護者同伴）20人（先着順）
　 200円　　7月13日（土）から
❾夏休みキッズパン教室～野菜たっ
ぷり！ソーセージのピザを作ろう～
　 8月22日（木）10時～13時
　 小学2年生以上15人（先着順）
　 300円　　7月13日（土）から
10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～
　 8月26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）

★夏のお楽しみ会……7月12日(金)
★子育てサロン
　…………7月11日、8月1日(各木曜)
★水あそび
　…平日（7月11日（木）・12日（金）・
　　 23日（火）、8月1日（木）を除く）

電話受付

★水あそび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎週火・木曜
 （7月18日（木）を除く） 　 電話受付

★オープンデー・・・・・・・・・・・・7月12日(金）
★夕涼み会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月25日(木）

★スイカ割り・・・・・・・・・・・・・・・・・7月11日(木）
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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。

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

★水あそび・・・平日（7月17日（水）を除く）
　　　　　　　　　　　　電話受付

　 892-1530
　 892-1745公田保育園

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園

施 設 ―休館日については、各施設にお問い合わせください―

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

　 871-3661
　 871-3812飯島保育園

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

広報相談係
894-8335　　894-9127

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

栄区みんなが主役

栄区生活情報お届け隊

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園

　 891-2020
　 891-3533やまゆり幼稚園

　 892-7117
　 892-6577小菅ヶ谷幼稚園

　 893-3980
　 895-2651

認定こども園中野幼稚園・
中野どんぐり保育園

　 894-1374
　 894-1490桂台保育園



広告

◆横浜市障害者後見的支援制度説明会
　 7月18日(木)13時30分～15時30
分　  地域の見守りに関心のある人、障
害のある人とその家族　 　電話受付

❶～❸　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶夏休みだよ!小学3～6年生！
「ワクワク基地★なかの」へ集まれ！！
　 ①7月25日（木）PCではがきデコor 
ストローモビール「ヒンメリ」を作ろう
②8月1日（木）ボッチャDEトーナメント
③8月8日（木）クッキング
各回15時～18時
　 小学3～6年生 ①③20人、②30人
　 各回100円
❷よこはまシニアボランティアポイ
ント登録研修会
　 7月31日(水)13時30分～16時
(13時～受付)　　65歳以上の市民(介
護保険の第1号被保険者)20人程度
　 筆記用具・介護保険被保険者証持参
❸元気に過ごしたいなら生活習慣病
を知ろう(全6回シリーズ)
<共催:済生会横浜市南部病院>
 　①第3回目:8月6日(火)「あなたもそ
うかも...ロコモとサルコ」
②第4回目:8月20日(火)「生活習慣病
にならない為の運動」各回13時30分～
15時　　①整形外科部長 ②理学療法士 
　 各回30人

◆午後の音楽会 第107回 Tree of 
Music 木管アンサンブル
　個性豊かな木管アンサンブル。6つの音 
色が誘う優しく温もりに包まれるひととき。
　 9月12日(木)14時～(13時30分開場)
栄公会堂　　600人　　山本学子(Cl)、
最上谷裕世(Fl)、有賀智美(Ob)、古寺由
希子(Fg)、滝沢菜月(Hr)、神原あゆみ(Pf)
　7月5日(金)チケット発売全席指定500円

❶～❸　 当日直接図書館へ
❶紙芝居の会
　 7月13日、8月10日(各土曜)14時～
14時30分　　 3歳くらい～大人
❷親子のおはなし会
　 7月23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
　 7月27日(土)14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 「あなのはなし」ほか
❹～❻　 電話・来館受付（先着順）
❹きみも一日図書館員
　 ①7月24日(水) ②7月25日(木)
③7月31日(水)各回10時～12時
　 市内在住①②小学1～3年生③小学
4～6年生 各回20人
　 7月11日(木)から
❺栄図書館 de YES!作って学ぼう!
ペットボトル風力発電
　 8月6日(火)10時～11時30分
　 小学3～6年生15人
　 7月18日(木)から
❻夏休みの宿題を応援!気になる疑
問を調べてみよう!
　 8月1日(木)10時~12時
　 小学4～6年生10人
　 分類や百科事典の説明とクイズの後、自
分の知りたい疑問を調べます。申込時、
調べたい疑問についてお聞きします。
　 7月18日(木)から

翠風荘オープンデー
どなたでもご利用いただけます！
　 8月3日(土)・4日(日)10時～15時
　 3日：ギターの弾き語り、バルーンアー
ト、割りばし鉄砲作り　4日：バンド演奏
　 当日直接翠風荘ヘ
❶～❺　 60歳以上で本人か子ども・孫
が市内在住の人(先着順)　　7月11日
(木)から電話・来館受付
❶元気ダンス(介護予防ダンス)
　 8月4日(日)10時～11時30分      15人
❷自彊術
　 8月11日(日・祝)10時～11時30分
　15人
❸らくらく体操
　 8月14日(水)10時30分～11時45分
　 30人
❹歌ってハツラツ
　 8月16日(金)13時～15時　　40人
❺みんなで輪踊り
　 8月28日(水)10時~12時　　40人

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！～
　 7月11日～8月8日の毎週木曜
　 小学生15時30分～17時、
中学生：15時30分～18時
❷7月のロビーコンサート
～憧れのハワイアン～
　 7月27日（土）11時～11時45分
　 カイ・アウル
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～
　 7月20日（土）10時30分～11時30分 
　 幼児～小学生の家族10組
　 １家族200円
❹こどもバドミントン教室～基本を
習ってラリーを続けよう！～（全3回）
　 7月22日（月）・24日（水）・26日（金）
9時30分～11時30分
　 小学生24人　　600円
❺～❽　 7月11日（木）から電話・来館
受付（先着順）
❺こども囲碁教室～頭の体操～
　レベルに合わせた各回単発の個人指
導講座です。
　 8月1日（木）・2日（金）9時30分～11時30分
　 小・中学生20人　　 各回100円
❻こども省エネ講座
～LEDでステンドグラスを作ろう～
　 8月1日（木）13時～15時
　 小学生20人　　 300円
❼こども夏の工作 ～竹とんぼ～
自然の素材で大小手作り
　 8月6日（火）①10時～11時45分②
13時～14時45分
　 各回小学生20人　　各回100円
❽タイ料理教室～ガパオライス、トムヤムクン他～
美味しいエスニック料理をご家庭で
　 8月26日（月）10時～13時
　 20人　　 1,000円

◆豊田夏ボラ講座
　 7月23日（火）～8月20日（火）
　 中学生以上の学生
　 地区内中学校、ケアプラザ窓口または
ホームページから申込書を入手しケア
プラザへ
◆障害児余暇支援事業
「縁日だよ～みんな集合！」
　 8月4日（日）11時～13時
　 特別支援学校や個別支援学級に通う
小・中学生15人（当日先着順）
　 300円
　 当日直接ケアプラザへ
◆連続講座その2
～成年後見の仕組みと活用法～
　 8月24日（土）10時～12時
豊田地区センター
　 40人（定員次第締切）
　 行政書士 乾諭　　300円
　 8月17日（土）までに電話・来館受付

❶～❹　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶歌声喫茶in庄戸
　 7月30日(火)13時～15時
庄戸コミュニティハウス
　 40人　　 福田安弘　　 200円
❷小学生の保育士体験
　7月30日（火）・31日（水）9時30分～
11時30分　 　小学4～6年生10人
❸やってみようよ! 油絵＆水彩画
　 8月25日（日）10時～15時
　〈油絵〉小学5年生～中学生5人
〈水彩画〉小学3年生以上5人
　油絵のみ700円
❹のしちり健康作り体操
　 庄戸：第2月曜10時～
上之町：第4月曜13時15分～
野七里地域ケアプラザ：第1・3水曜
13時15分～
　 20人　　 １回500円

　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
「長野・青森・山形の民謡を楽しもう!」
です。 
　 7月11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　　 栄区民謡連盟 (協力:栄
区音楽協会)　　 当日直接会場へ

第174回
昼休みコンサート♪
第174回
昼休みコンサート♪

◆夏休み自由研究 消しゴムはんこで
オリジナルトートバッグを作ろう
　 ７月22日（月）10時～12時
　 小・中学生20人程度（定員次第締切）
　 500円（材料費）　　電話・来館受付
❶❷　当日直接ケアプラザへ（当日先着順）
❶栄養講座
夏バテ知らずの料理で夏を乗り切ろう
　 ７月8日（月）14時～16時  　 30人
❷桂台げんき食堂 夏休みイベント
　 7月31日（水）10時～14時　　小学
生（小学3年生以下保護者同伴）　 
　 食事代：子ども100円、大人200円
（別途材料費かかる場合あり）

じきょうじゅつ

112019（令和元）年 7 月号 ／ 栄区版

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

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

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

豊田地区センター
〒244-0842 飯島町1368-1 
　895-1390　　895-1480

桂台地域ケアプラザ
〒247-0034 桂台中4-5 
　897-1111　　897-1119

❶❷　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶華シニア連続講座～小菅ケ谷の歴
史を学んで未来を語ろう～
　 7月25日(木)13時30分～15時
　 30人
❷家族で遊ぼう～漢字あるある～
　今後勉強が楽しくなる様々な漢字ゲー
ムを行います。
　 8月4日(日)10時～11時30分
　 親子10組　　 1人50円

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

豊田地域ケアプラザ
〒244-0842 飯島町1368-10 
　864-5144　　864-5904

笠間地域ケアプラザ
〒247-0006 笠間1-1-1
　890-0800　　890-0864

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

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

生涯学習支援係
894-8395　　894-3099



◆パパママ一緒にふれあいあそび
　 7月20日(土)11時15分～11時45分
　 0歳~未就学児の親子・プレママパパ
　 当日直接にこりんくへ

◆夏休みイベント おばけちょうちん作ろう!
　 8月9日(金)・10日(土)10時～16時
　 未就学児～小学生 
紙コップちょうちん:各日20人
色画用紙ちょうちん:各日20人
（当日先着順/未就学児保護者同伴）
　 当日直接ログハウスへ

❶～❸　 当日直接あーすぷらざへ
❶映画『ウィスキーと2人の花嫁』
　7月14日(日)①10時～②13時～③
16時～(30分前開場)5階映像ホール
　120人（当日先着順）　　大人400円、
小・中学生100円
❷世界一周多言語読み聞かせの旅ドイツ
～ドイツ語と日本語の読み聞かせ～
　 7月21日(日)13時～13時30分
2階映像ライブラリーこどもコーナー 
　 50人程度（当日先着順）　　ドイツ出
身の人、かながわこどもひろば
❸「暗やみに光を灯した人」杉原千畝展
　 7月27日(土)～8月31日(土)9時～
17時 2階展示コーナー
◆トークイベント「居場所をつくるひと」 
―多文化共生時代の福祉を考える
　 7月26日(金)13時30分～15時(30
分前開場)5階映像ホール　　120人(定
員次第締切)　　電話・メール（gakushu@
earthplaza.jp）・来館受付

◆夏休み短期子ども水泳教室(幼児・
小学生)募集について
　〈幼児〉①7月24日(水)～7月26(金)
②7月31日(水)～8月2日(金) 各回9時
15分～10時15分 〈小学生〉③8月7日
(水)～8月9日(金)④8月21日(水)～8月
23日(金) 各回9時15分～10時
　 各回20人前後(応募者多数時抽選)
　 幼児:2,700円 小学生:3,000円 
　 往復はがきか所定の用紙に①教室名 
②参加者氏名③性別④生年月日・年齢 
⑤学校・学年⑥〒住所⑦電話番号⑧受 
講経験の有無を栄プールへ。幼児7月 
13日(土)、小学生7月26日(金)必着

❶❷　 7月16日(火)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(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女性のためのパソコン講座
「エクセル初級」(全2回)
　 8月10日(土)・11日(日)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
「セキュリティの基礎」
　 8月12日(月・休)
　 女性12人　　 5,500円

❶～❸　  7月13日(土)から電話受付(先着順)
❶ハーブを使って虫除けスプレーを作ろう
　 7月28日(日)9時30分～11時30分
　 20人　 　700円
❷夜の森たんけん(自然観察会)
　 8月3日(土)18時～20時30分(雨天
中止)　　15人
❸「夏休み親子工作教室」自然素材
で万華鏡を作ろう
　 8月4日(日)9時30分～12時　　15組30人
◆夏休み親子パン教室
　 8月25日(日)13時～16時
　 小学生以上の子どもと保護者12組24人
(応募者多数時抽選/子どものみ参加不可) 
　1,500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。7月23日(火)必着

◆自然観察会~盛夏の谷戸~
　 7月28日(日)13時～15時(雨天中止)
　 当日直接小谷戸の里へ
❶～❸　 電話・来館受付
❶夜の里山生きもの探検
　 7月27日(土)18時45分～20時30分
(雨天中止)　　15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　　 7月11日(木)から
❷「かかしまつり」のかかし募集
　手作りのかかしを公園の田んぼに立て
みませんか？後日人気投票も行います。
　 製作期間:8月10日(土)～9月16日(月・祝)
　 7月27日(土)～9月1日(日)
❸わら細工~わらぞうり作り~
　 8月18日(日)9時30分～13時
　 20人(先着順/小学生以下保護者同伴)
　 800円　　 7月23日(火)から

 当日投票　投票時間:7時~20時
　投票日は、「投票のご案内」、ポスター掲示場やテレビ・新聞・ラジオ・インターネッ
トなど公報でご確認ください。
★投票所へは「投票のご案内」をお持ちください
　世帯ごとに一つの封筒に入れて郵送しますので、ご自分の「投票のご案内」を確
認の上お持ちください。窓口での受付が早くなります。

 当日投票以外の投票
★期日前投票制度
　投票日に仕事やレジャーなどの用事で投票所に行けないと見込まれる人は、期日
前投票制度をご利用ください。ご自分の「投票のご案内」が届いている場合は、裏面
に必要事項を記入のうえ、お持ちいただくと窓口での受付が早くできます。

※区役所と港南台214ビルでは、投票期間及び投票時間が異なりますのでご注意ください。

★不在者投票制度
　出張先､旅行先､入院先(指定された施設)で不在者投票ができます。また､身体
に重度の障害のある人や要介護５の人で「郵便等投票証明書」をお持ちの人は､
郵便による不在者投票ができます。
　詳しくは、区選挙管理委員会へお問い合わせください。

栄区役所新館1階
健康相談室A及びB
 (栄区桂町303-19)

公示日の翌日~
投票日の前日

JR本郷台駅 
(徒歩10分) 8時30分~20時

JR港南台駅
(徒歩3分) 9時30分~20時投票日の8日前

~投票日の前日

港南台214ビル
 5階 512号室 
(港南区港南3-3-1)

投票期間 
(土日を含む) 交通 投票時間期日前投票所

❶～❺　7月11日(木)から電話・来館受付
❶紙芝居を楽しむ会。
　 8月4日(日)14時～15時30分
❷にこにこおはなし会
　 8月8日(木)11時15分～11時45分 
　 3歳以上の未就学児と保護者
❸土曜映画会
　 8月10日(土)16時30分～19時
❹夏休み創作教室
　 8月24日(土)10時～12時
　 15人(先着順)　　100円
❺みんなで歌うコンサート!
　 8月31日(土)10時～11時30分
　 15人(先着順)

 今年の夏は、参議院議員通常選挙が行われます

※工事のため駐車場利用不可
❶❷　 当日直接観察センターへ
❶畑と作物を作ろう
　 7月20日(土)10時～12時
ごろすけ館集合
❷季節の森を歩こう
～夏の森を彩る草花や虫たち～
　 8月4日(日)①11時~12時
②13時~14時（ともに受付10時～）

❶❷　 7月16日(火)までに電話・来館
受付(応募者多数時抽選)
❶親子でパン作り教室
　 7月23日(火)10時～12時30分
　 小学生と保護者15組　　400円
❷タッチーくん工作教室
　 7月26日(金)10時～12時
　 小学生15人

◆ブロック折り紙 初級
　 8月1日(木)13時～15時
　 8人(応募者多数時抽選)
　 500円(別途材料費有り)
　｠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電話番号を公会堂へ。7月20日(土)
必着

◆初めてのコアトレーニング
　 7月の毎週月曜(15日(月・祝)を除く) 
11時30分～12時30分(受付:11時
15分～)　 16歳以上20人(当日先着
順）　　 1回1,000円
　 当日直接スポーツセンターへ
◆苦手克服!逆上がり教室(全2回)
　 8月3日(土)・4日(日)11時15分～12
時45分　　小学生30人(応募者多数
時抽選)　　2,000円 
　｠ホームページ(http://www.yspc.or.
jp/sakae_sc/_ysa/)・往復はがき・所定
の応募用紙に①参加教室名②参加者名 
(ふりがな)③性別④生年月日・年齢・学年 
⑤〒住所⑥電話番号⑦市外在住で市内
在学の人は学校名をスポーツセンター
へ。7月13日（土）必着

栄区選挙管理委員会　　894-8315　　895-2260

❶❷　 当日直接公園へ(先着順)
❶いろり端昔ばなしの会
　 7月18日(木)10時30分～11時30分
　15人　　 
❷簡単デコパージュ
　 8月2日(金)10時～12時　　10人
　 300円
❸～❺　 往復はがきに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茶道体験教室
　 7月21日(日)13時～16時　　8人
　 500円　　7月11日（水）必着
❹里山のそば打ち塾
　 7月27日(土)10時～12時30分
　 10人　　900円
　 7月12日（金）必着
❺フラワーアレジメント
　 8月22日(木)13時30分～15時30分
　 8人　　2,000円
　 7月31日（水）必着

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

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 バス亭「天神橋」徒歩5分

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

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

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

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

◆昆虫観察
　 7月31日(水)10時~12時
　 小学生以上10人(先着順)
　 7月11日(木)から電話・来館受付

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
　・　 851-8333

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

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

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

本郷ふじやま公園  古民家ゾーン
〒247-0009 鍛冶ケ谷1-20
　896-0590      896-0593

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

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