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栄区が安全・安心な
まちだと感じている人

正しく理解すれば、怖くない！結核のことをよく知ろう！ 
～９月24日から30日は「結核予防週間」です～

　認知症は、85歳以上になると４人に１人が何らかの症状を有するといわれて
いる病気ですが、適切な対応により今までの生活を続けていくことができます。
　また、早期発見や生活習慣の見直しにより、ある程度の予防も可能です。認知
症に対する正しい理解が進んでいる地域づくりをめざし、１人１人が自分にでき
ることを考え、理解の輪をひろげていきましょう。
　栄区では、右記のとおり認知症に関する講演会を開催します。ぜひお越しくだ
さい。

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

９月は世界アルツハイマー月間で、各地で認知症の啓発が行われます。

９月27日（金）14時～16時 区役所新館4階８号会議室
区内在住の人等80人（先着順）
①認知症の方の可能性のひきだし方
②ささえあいの仲間づくり
①西尾美和 ②田村加代子
９月11日（水）から電話・FAXで高齢者支援担当へ

　結核菌によって主に肺
に炎症が起こる病気で、
日本では、今でも１日に
50人の新しい患者が発
生し、5人が命を落として
いる重大な感染症です。

結核ってどんな病気？

　結核菌の混ざったしぶきが、咳や
くしゃみと一緒に空気中に飛び散
り、それを周囲の人が直接吸い込
むことによって感染します。
　感染しても必ず発症するわけで
はなく、免疫力が弱まると進行は
ゆっくりですが発症します。

どのように感染する？

咳
エチケット

高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

　介護実践の現場から、また地域での活動について、お二人の講師か
ら次の内容でお話しいただきます。

[講演会] 認知症の理解はその人を知ることから

　咳や痰、微熱などの症状が2
週間以上続く時は、早めに医
療機関を受診しましょう。BCG
接種を遅くとも1歳までには
受けるようにしましょう。
　普段から健康的な生活を心
がけましょう。

予防対策は？

　結核と判断されて
も、６か月～９か月間
きちんと薬を飲めば
治ります。
　正しく理解して行
動していれば怖い病
気ではありません。

治療方法は？

特 集特 集
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世帯数
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 栄区のいま
（2019年8月１日現在）9 月号

No.263

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
●福祉保健センターだより………⑦ページ
●特集「さかえの地域力で安全・安心な
 まちづくり～知っていますか？国際認証
 「セーフコミュニティ」～」…⑧⑨ページ
●各種お知らせ……………⑩～⑫ページ

（平成30年度栄区セーフコミュニティアンケートより）



がん がん

　 栄村秋山郷観光協会　　0269-87-3333　　0269-87-2366
　  info@sakae-akiyamago.com
（交流に関すること）生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

【夢灯】キャンドルイベント
　栄村秋山郷の上野原集落にある天
池を舞台に「夢灯」というイベントを開
催します。夜の森と池にキャンドルを灯
す静かで幻想的なイベントへ是非お出
かけください！
　 ９月28日（土）17時から開場

　突然の重い病気やひどいけがをした人に、応急手当を行い適切な医療機関に
搬送するのが救急隊の役目です。緊急性が高いと思った時には迷わず119番通
報して救急車を呼んでください。しかし、救急車の要請の半数以上が軽症の事案
であり、救急件数の増加に伴い、緊急に救急車を必要とする傷病者のところへ、
救急車が早く到着できなくなっているのが現状です。

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

受けて安心のがん検診！ 
～日本人は、生涯で２人に１人が
がんにかかると知っていますか？～
　がんは日本人の死亡原因の第１位で、全体の３割近くになります。がんの
初期段階はほとんど自覚症状がありません。治療が早期からできれば、５年
後の生存率が９割以上となっています。定期的にがん検診を受診し、健康
状態を確認していきましょう。

　横浜市では、横浜市がん検診を協力医療機関で受診できます。
　また、栄区役所会場では肺がん・乳がん検診を月１回程度、実施して
います（予約制）。詳しくは、健康づくり係までお問い合わせください。

９月21日（土）９時～11時 区役所新館1階ホール
区内在住・在勤の人（当日先着順）
１区画3,000円（申込時に持参）
募集区画：30区画（１区画は幅３ｍ×奥行２ｍ）

栄消防署警防課救急担当　 　・　 892-0119

◀こちらから
　「救急受信ガイド」
　を確認できます。

◀横浜消防マスコット
　キャラクターハマくん

栄区民まつり
　 11月２日（土）10時～15時 本郷中学校（荒天中止）

出店申込み

出店者説明会
10月10日（木）10時～11時 区役所新館4階8号会議室

区民施設担当　　894-8393　　894-3099

栄区在宅医療相談室　　893-6200　　893-6201

ラグビーワールドカップ2019™
日本大会 パブリックビューイング
９月20日（金）19時45分キックオフ（18時45分開場）
ラグビールール説明：19時～19時30分
栄公会堂（たっちーらんど）講堂　　450人（当日先着順）
当日直接会場へ

栄区在宅医療相談室 市民向け講演会
「介護は十人十色」（落語）

第20回栄区民まつり
フリーマーケット出店者募集

９月28日（土）13時30分～15時30分（13時開場）
１部：落語 2部：介護体験談 栄公会堂（たっちーらんど）
500人（当日先着順）　　落語家 林家源平
当日直接会場へ 落語家 林家源平

横浜市けんしん専用ダイヤル　　664-2606　　664-2828
(祝休日・年末年始を除く月～土曜8時30分～17時15分)
保険係　　894-8425　　895-0115

40歳以上の横浜市
国民健康保険加入者の皆さん
～もう、特定健診を受診しましたか？～

　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健診後、特定保健指
導（自己負担額無料）の「利用券」が送付されます。
　毎年度に１回、特定健診を受診して、自分の健康状態を確認し
ましょう！

※社会保険に加入している人については、各健康保険組合にお問
　い合せください。
※４月２日以降に横浜市国民健康保険に加入した人は、区役所で
　「受診券」「問診票」を交付します。保険証と印鑑をお持ちいただ
　き、保険係（区役所本館１階17番窓口）までお越しください。
※受診券・問診票を紛失した人は、保険係までお問い合わせください。

【受診期限】
令和２年３月31日まで

【苗場山に登ろう】
　日本100名山で山頂付近に美しい湿
原が広がる苗場山を、地元の宿六（宿屋
の主人）と一緒に登りながら、地元秋山
郷の話をお楽しみいただけます。
　 9月22日（日）7時 苗場山3合目集合
詳しくはホームページへ。
（http://sakae-akiyamago.com/
event/3839/）

「自分で行けるけど、病院教えて。」
「救急車を呼んでもいいの？」

家族、友達、同僚に
教えてあげてね！

救急受診できる
病院・診療所を
知りたい

「緊急性や受診の必要性を
確認したい。」

そんな時にはこちらをご利用ください！

特定健診の受診料は
無料です！

受診券・問診票を
５月24日に
対象者へ

発送しました。

電話から または045-232-7119
#
シャープ 7 1 1 9

年中無休 24時間対応

番を選択
1 今すぐに受診

すべきか救急車を
呼ぶべきか 番を選択

2

パソコン
スマートフォン
から

救急受診
ガイド

横浜市救急受診ガイド

日本人が
生涯でがんに
かかる割合
※男性の6割強、女性の5割弱が
　がんにかかるリスクがあります。

※初期（stage1）で発見された場合、
　ほぼ100%治癒します。

2人に1人 乳がんが早期発見
された場合の
5年相対生存率

早期発見

100%

ゆめほ

6 2019（令和元）年 9 月号 ／ 栄区版

9月9日は救急の日！
～救急車の適正な利用って何だろう？～※ お越しくださいという意味の方言です。



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

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)

　 10月17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)  

　9月17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　※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)

　 10月２日(水)9時10分～11時45分  
　 区役所新館1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

令和２年度向け 保育園事前説明会
 令和２年4月1日からの利用希望者を対象とした説明会を行います（それ
以降の利用希望者も参加可）。 
　 ★印がある園は事前に各園へお申し込みください。
　 それ以外は当日直接各園へお越しください。 

●車での来園はご遠慮ください。
●説明会への参加は､利用の可否とは関係ありません。
●令和2年4月1日からの利用申請書は、区役所こども家庭支援課と区内の各保
育園で10月11日(金)から配布（郵送受付開始）予定です。

●障害のあるお子さんの利用を希望される場合は、9月中旬～10月中旬に社会
福祉職または保健師（区役所本館2階26番窓口）にご相談ください。

こども家庭係　　894-8463　　894-8406

かつら愛児園

大船ルーテル保育園
いいじまルーテル保育園★ 
やまゆり保育園 
エミールの森ひよこ保育園★ 
かさまの杜保育園★ 
ベネッセ本郷台保育園★ 
アスク大船保育園★
杜ちゃいるど園★ 

  9月24日(火)16時30分～ 
10月  5日(土)10時30分～

私
　
立

私
立

認
定
こ
ど
も
園

市
　
立

小
規
模

ふぁみりーさぽーと のあ★
すずかけ保育園 

認定こども園いのやま
いのやま幼稚園 
いのやま保育園★

認定こども園 
中野幼稚園 
中野どんぐり保育園 
認定こども園 
いいじまひがしこども園 
飯島東幼稚園 
飯島東保育園 
飯島保育園★
公田保育園★
上郷保育園★
桂台保育園★ 
チューリップ保育室★
芸術の森保育園★
ふれあいの家にこにこ保育園★
マームゆりかごおおふな保育園★

3歳～5歳： 
  9月 6日（金）10時～
0歳～2歳： 
10月10日（木）10時30分～

  9月24日（火）9時30分～
10月10日（木）9時30分～
10月15日（火）9時30分～
（車で来園可） 

10月5日(土)10時～

園にお問い合わせください
園にお問い合わせください
園にお問い合わせください  
園にお問い合わせください  

10月16日（水）10時～11時
10月  4日（金）10時～11時
10月16日（水）10時～11時
10月18日（金）10時～11時    

10月10日(木)10時～
10月  4日(金）10時～11時 
10月  8日（火）10時～
10月17日（木）10時～ 
  9月21日（土）10時30分～12時 
園にお問い合わせください
園にお問い合わせください 
  9月28日（土）10時～

894-5588　 894-5840 

892-3711　 894-2174 

892-2366　 892-7825
895-8780　 410-7727
894-5353　 349-1122　 
891-6937　 392-7438
890-6010　 892-1149
897-3056　 897-3057
897-6765　 443-9339
890-6112　 890-6113

891-0111　 895-3761
・　894-5552

・　513-5464

・　894-1214

893-3980　 895-2651

892-1154　 892-1730 

871-3661　 871-3812
892-1530　 892-1745
893-3565　 893-4592 
894-1335　 894-1490 

435-9048　 435-9049 
898-2081　 898-2082 

保 育 園 日　時 連絡先 

保 育 園 日　時 連絡先 

10月  5日（土）9時30分～
  9月28日（土）10時～11時

※家庭的保育事業については、こども家庭係にお問い合わせください。

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
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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

　 9月13日（金）
　 9月18日（水） 
　 9月11日(水）・20日（金）

母親教室(全3回)
　 ①9月2日（月） ②9月9日（月） ③9月30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　 9月19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　

 　9月9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

9月18日(水)9時～11時、９月26日(木)9時～12時、
10月1日(火)13時～16時 
区役所新館2階

9月26日(木)9時～12時、10月1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 

　 試食･講話等
※保育はありません

　 9月25日(水) 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）

　 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

 　9月25日(水) 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）     　9月18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

　 9月2日(月)から電話で
(公財)神奈川県結核予防会
(　 251-2363／平日13
時～16時)へ

◎「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。

横浜市  がん検診



　 （特集について）地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

日常生活を送る中では、交通事故や犯罪、転倒・転落など、
命の危険につながるような重大な事故やけがが、小さなお
子さんからお年寄りまで誰にでも起こりえます。セーフコ
ミュニティは、事故やけがを予防するために、その原因を
データを使って究明し、地域や関係機関、行政が一体となっ
て取り組んでいるまちに与えられる国際認証です。
栄区では、平成25年度に日本で７番目に認証を取得し、30

年度には継続的な取組が認められ、再認証を取得しました。

　セーフコミュニティに関する
内容について、○か×で答えてね！
いくつ正解できるかな？（答えは12ページ）

栄区では、「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」の８つのテーマを設定し、安
全・安心なまちづくりに取り組んでいます。
2018年に実施した栄区セーフコミュニティアンケートでは、90.5％の人が、

栄区が安全・安心なまちだと感じると回答しました。まちの課題の解決には、地
域の活動が大切な役割を担っています。

　入浴時は急激な血圧の変化により、
気を失ってしまう危険があり、区内で
も湯船で溺れて救急搬送されるケー
スがみられます。
①脱衣所・浴室は暖かくする
②お湯は41度以下で、つかるのは10
分以下にする
③お風呂からあがるときはゆっくりと
あがる
④体調不良時、飲酒後、食事直後の
入浴は避ける

私たちの生活の中には、たくさんのセーフコミュティ活動があります。まずは、身近なことから取り組んでみませんか？

平成28年度から30年度に行った栄区内の４保
育園の保護者を対象にしたアンケートによると、
「子供を自転車に同乗させる際にヘルメットを着
用させる」と回答した保護者は６割以上である。

産前産後の変化や、育児の悩みにより精神的に
不安定になる「産後うつ」になる割合は、100人
に1人程度である。

自殺の直接の動機で最も多いのは、「生活・経済
問題」である。

データの出典：独立行政法人日本スポーツ振興センター「小中災害共済給付データ」、栄警察署発表、栄区「学校アンケート」、栄区「セーフコミュニティアンケート」、産婦人科診療ガイドライン（日本産婦人科学会）、各分科会によるアンケート調査

セーフコミュニティの活動を進める中で、  様々な現状を示す数値が見つかりました。地域ではこれらの課題に応じた取組を進めています。

　大人が見ていなくても子ども自らが危険を予知し回避する能力を養うため、
イラストを見ながらどこが危ないかを少人数で話し合います。区内の放課後キッ
ズクラブや、はまっ子ふれあいスクール、子ども会などで実施されています。

＜落語＞林家ひろ木 師匠「落語から学ぶ防災対策」
＜講演＞倉持隆雄 氏（セーフコミュニティシニア（上席）サポーター）

　　　　　　　　 13時～15時（12時30分開場）
　　  栄公会堂（たっちーらんど）講堂
10月５日（土）

41℃以下
10分以下

　スポーツ時のけが予防講習会等を開催し、知識・技術を学んで、準備運動不足
等によるけがの減少を目指しています。また、地域でのスポーツ大会やイベントで
は、準備運動の大切さを伝え、参加者全員で準備運動を行っています。

　振り込め詐欺の被害は金銭的なものにとどまらず、精神的なダメージにも
つながります。栄区では消費生活推進員の会や、栄防犯指導員連絡協議会
が、出前講座や寸劇・講演などの啓発活動を行っています。

✓
　区内に20ある「地域防災拠点（指定避難所）」で定期的に拠点運営訓練
が行われています。いざというときに拠点の開設・運営を円滑に進められ
るよう、一度お住いの地域の訓練に参加してみませんか？

✓

　子どもたちが安全に登下校ができるよう、地域では見守り活動を行って
います。
　区内の小・中学生を対象としたアンケートでは「地域の大人たちに見守
られていると思う」と回答した小学生が85.3％、中学生が75.1%にのぼり
ました。ご近所で活動の機会があれば是非参加してみてください。

✓
℃

会場
内容

入場無料、
事前申込
不要

地域防災拠点での区割り訓練

寸劇を行い、被害防止を呼びかけ

入念な準備運動でけが予防

放課後キッズクラブでのＫＹＴの様子

登下校の見守り活動

Q1

Q2

Q3

　2017年の被害額１億９千万円と比較すると減少してい
ますが、継続的な啓発・対策が必要です。

栄区の振り込め
詐欺被害額
（2018年）

　運動前の準備運動はけがの予防に有効です。また、日
頃からウォーキング等により体を動かすこともけが予防
につながります。

運動中に負傷した人のうち、
準備運動不足が原因と回答した
割合（平成22年度）

　校内では多くの事故が、大人の目の行き届かない時間帯
に発生しています。

小学校内で起きた事故の
うち、休憩時間に発生した
割合（平成29年度）
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★運動会ごっこ・・・・・・・・・・10月10日（木）

口腔がん検診（栄歯科医師会事業）のお知らせ口腔がん検診（栄歯科医師会事業）のお知らせ
★こんな人におすすめ・・・飲酒・タバコを吸う人、2週間以上治らない口内炎・口
の中に色が違うところ（白・赤）がある人など
　10月6日（日）10時～12時 区役所新館２階 ※時間は栄歯科医師会から指定します。
　 30歳以上で区内在住の人30人（応募者多数時抽選）
　 9月20日（金）までにはがきに「口腔がん検診希望」と記載し、①〒住所②氏名
③年齢④性別⑤電話番号⑥気になる症状があれば記載し、いとう歯科クリニック
（栄歯科医師会所属）へ
宛先：〒247-0009 鍛冶ケ谷2丁目53-10-4クリニックビレッジ横浜港南台 
※締切後、栄歯科医師会から検診の詳細を郵送でお知らせします。

❶❷　 当日直接センターへ
❶パソコン無料相談会
　 9月21日（土）13時～16時
❷芸能の街カフェⅡ
「邦楽を聴き、体験しよう」
　 9月27日（金）16時～18時
　 琵琶、箏、三味線、尺八、胡弓、十七弦の
演奏と楽器説明
◆地域で何か始めたい人のための
地域デビュー講座
 本郷ふじやま公園に行き、ボランティア
活動の話を聞きます。
   10月4日（金）10時～12時
ぷらっと栄集合
   区内在住・在勤の人20人（先着順）
　 9月11日（水）から電話・来館受付
◆パソコン活用講座（全6回）
　10月12日・26日、11月9日・23日、12
月14日・21日（各土曜）13時30分～16時
　 区内で地域活動等を行っている団体
に所属している人15人（先着順/連続し
て参加できる人）
　 9月20日（金）から電話・FAX受付

◆第22回豊田地区センターまつり
遊びに来てね♡地域のおまつり
　10月5日（土）9時45分～16時
   10月6日（日）10時～15時30分
　 当日直接センターへ

★運動会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月21日（土）
★子育てサロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　9月11日・25日、10月9日（各水曜）
★音であそぼう・・・・・・・・・・・・10月7日(月)
★移動動物園・・・・・・・・・・・・・・10月10日(木)

　10月14日（月・祝）15時～17時
栄スポーツセンター（たっちーらんど）
　16歳以上で区内在住・在勤・在学の
人80人（先着順）
　9月13日（金）9時から電話または
FAXで生涯学習支援係へ

★マタニティ ヒーリングヨガ
　(15週～臨月)・・・・・・・・・・9月30日（月）

★公田であそぼ！・・・・・・・・・・10月8日（火）
★運動会ごっこ・・・・・・・・・・10月10日（木）

★親子で遊ぼう1歳児・・・9月18日(水)
★公開保育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月24日(火)

★運動会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月21日(土)
★ミニ動物園・・・・・・・・・・・・・・・・10月7日(月)

★敬老の日の会・・・・・・・・・・・・・・9月13日(金)
★うんどうかい・・・・・・・・・・・・・・・・10月5日(土)

★ともっちさんと親子ヨガ・・・9月14日(土)

★自然遊び＆ランチ交流・・・9月24日(火)

★火の鳥ライブ・・・・・・・・・・・・・・・9月27日(金)

★えのぐあそび・ヤギさんのおっぱいしぼり
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月13日(金)
★ころりんさんの人形劇・・・9月20日(金)
★運動会ごっこ・・・・・・・・・・・・・・9月21日(土)

こと こきゅう
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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―

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

　 892-1530
　 892-1745公田保育園

いとう歯科クリニック（栄歯科医師会所属）　　・　 390-0418 
健康づくり係　　 894-6964　　 895-1759

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

　 891-2020
　 891-3533やまゆり幼稚園

　 890-6112
　 890-6113杜ちゃいるど園

ウォーキング講座
～体幹を鍛え、けが予防～
ウォーキング講座
～体幹を鍛え、けが予防～

（セーフコミュニティ スポーツ安全対策
分科会 企画講習会）
（セーフコミュニティ スポーツ安全対策
分科会 企画講習会）

生涯学習支援係
894-8395　　894-3099

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま 　 894-5353  

　 349-1122やまゆり保育園

★オープンディ・・・9月13日・20日(各金曜)
★うんどうかい・・・・・・・・・・・・・・10月５日(土)

　 892-7117
　 892-6577小菅ヶ谷幼稚園

★色水遊びとシャボン玉遊び・・・9月28日(土)

　 893-3980
　 895-2651

認定こども園中野幼稚園・
中野どんぐり保育園

　 871-3661
　 871-3812飯島保育園

聞いてなるほど！ 健康長寿聞いてなるほど！ 健康長寿

　 10月2日（水）14時～15時30分 栄公会堂（たっちーらんど）講堂
ж 500人（当日先着順/要約筆記あり）
ж 当日直接会場へ  ※一時保育は9月24日（火）までにお申し込みください。  
事業企画担当　☎ 894-6962　　 895-1759

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

◆親子で楽しむおはなし会
～手作り大型芝居・パネルシアター～
　 9月21日（土）10時30分～11時30分
　 幼児～小学生とその家族10組（定員
次第締切）　　1家族200円
    電話・来館受付
◆第22回レディース
ソフトバレーボール交流会
　 9月25日（水）9時～12時
　 女性チーム15組（定員次第締切）
　 1チーム500円
     9月18日（水）までにFAX・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！～
　 9月12日～10月10日の毎週木曜
（10月3日は休講）
ж 小学生：15時30分～17時
　 中学生：１５時３０分～18時
❷9月のロビーコンサート
～陽気にハワイアン～
　 9月28日（土）11時～11時45分
　 Wailea＆ダンサー
❸❹　 9月11日（水）から電話・来館受
付（先着順）
❸秋の洋菓子講座
～無花果のタルト～
　10月18日（金）9時30分～12時30分
　 16人　　800円       名越恵子
❹地域とつながろう
～男を磨く＆シニア地域デビュー～
　10月24日（木）13時30分～15時20分
　 60歳以上の男性30人　　100円
    小泉誠一

いちじく

❶～❹　 9月11日（水）から電話・来館
受付（先着順）
❶スマホで横浜の夜景を美しく撮っ
てみよう！！～今回の撮影会は「みな
とみらい」の予定です～（全3回）
　10月2日・9日・16日（水）13時～14時
30分　　10人　　写真家 吉岡一紀
　100円（別途交通費等有）
❷秋のパン講座・スープを添えてラン
チデリを楽しみましょう
　10月6日（日）10時～14時30分
　12人　　サロン・ド・ファリーヌ主宰
三谷良子　　1,000円
❸手芸講座・布で作る
「ハロウィンかぼちゃ」♪手縫いで簡単♪
　10月9日（水）9時30分～12時30分
　10人　　500円
❹魚のさばき方講座
～地元すし店店主による実技指導～
　10月17日（木）10時～13時
　12人　　音羽鮨店主 甲斐範之
　 800円

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

★施設見学会・・・・・・・・・・・・・・・・9月24日(火)
★体験入園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月28日(土)
★うんどうかい・・・・・・・・・・・・・・10月5日(土)

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

★運動会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月28日(土)
★みんなあつまれ・・・・・・・・・10月2日(水)

　 892-5588
　 893-9884

鍛冶ヶ谷
カトリック幼稚園 

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園

　 890-6010
　 892-1149かさまの杜保育園

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

　 898-2081
　 898-2082にこにこ保育園

～大切な3要素「運動・栄養・社会参加」について知ろう～～大切な3要素「運動・栄養・社会参加」について知ろう～

広告



❶❷　 当日直接ケアプラザへ
❶読み聞かせ講座～パパも挑戦～
　 9月15日（日）10時30分～12時
 　未就学児の保護者20組（当日先着順）
❷豊田地域ケアプラザ秋祭り
　10月6日（日）11時～14時
◆最期はどこで暮らしたい？
～様々な住まいと必要な費用～
　10月19日（土）10時～12時 豊田
地区センター　 　40人（定員次第締切）
　 300円
　10月10日（木）までに電話・来館受付

◆パパ達集まれ！
「男性保育士さんと一緒に遊ぼう」
　 ９月28日（土）１０時３０分～１１時30分
　 ０～2歳の子どもとパパ（ママも参加
可/首が座っている子ども）15人（定員
次第締切）
　 栄区地域子育て支援拠点にこりんくへ
電話（　 ８９８-１６１５）・来館受付

◆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
　 10月の毎週水曜15時～17時
　 小・中学生20人程度（当日先着順）
　 当日直接センターへ
❶❷ 　 電話・来館受付（定員次第締切）
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～
　10月2日（水）10時30分～11時30分
　 第1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
※子ども対象の講座ではありません
❷キグちゃんの「親子であそぼ！」
～遊びからまなぶ子どもの育ち～
　 10月28日（月）10時30分～11時30分
　 0歳児と保護者20組
❸❹　 9月11日（水）から電話・来館
受付（先着順）　
❸住まいの修繕教室 大工道具の使い方
　10月6日（日）10時～12時
　16人　　200円
❹高橋明子さんボーカルワークショップ
～生演奏♪Ｊazz・ポピュラーを英語
で歌おう！～（全３回）
　10月18日、11月15日、12月6日（各金曜）
10時～11時15分　　15人　　1,500円
◆劇団ぽかぽかテント朗読会
「ものかたり」～ある意味“怖い”
お話数作をお届けします～
　10月26日（土）13時～14時30分
　 30人（先着順）　　
　 9月12日（木）から電話・来館受付

介護予防講座～いつまでも活き活きと暮らすために～介護予防講座～いつまでも活き活きと暮らすために～

◆げんきっこひろば
　 毎週金曜 10時～14時（出入り自由）
　 地域の未就学児とその保護者
❶❷ 　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶弁護士による終活いろいろ
～自分に必要な手段を見極めましょう～
　 9月30日（月）13時30分～15時30分
　 30人
❷のしちり健康作り体操・体組成計
を使った半年ごとの測定会
　 10月2日（水）12時30分～14時45分
　 20人　　500円

❶～❸ 　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶介護者のつどい「なかのカフェ」
～ランチ付き施設見学会～
　 9月21日（土）11時～15時30分
   9人程度
    700円（昼食代）
❷認知症サポーター養成講座
暮らしやすい地域の為に、認知症を
知ろう
　 9月28日（土）14時～16時
　 30人
❸俺の連続講座 男性の地域デビュー
を応援します！～４回シリーズ～
　①10月21日（月）13時30分～15
時30分②10月28日（月）15時～17時
    各回男性20人　　①500円②200円
◆こども広場モーリーズ
『ベビーマッサージ』
　10月14日（月・祝）10時30分～12時
　 生後2か月～ハイハイ前までの赤
ちゃんと保護者12組（定員次第締切）
　1組300円
　電話・来館受付または電話でモーリーズ
代表北村（　891-1091）へ

❶～❺　 9月11日（水）から電話・来館
受付（先着順）
　 60歳以上で、本人か子ども・孫が市
内在住の人
❶元気ダンス（介護予防ダンス）
　10月6日（日）10時～11時30分
　15人
❷所長といっしょ！山散歩
　10月9日（水）9時30分～15時（雨天の
場合10月11日（金））　　8人
❸らくらく体操
　10月9日（水）10時30分～11時45分
　 30人
❹さわやかスポーツ（グランドゴルフ）
　 10月21日（月）10時～11時30分
　 18人
❺みんなで輪踊り
　 10月23日（水）10時～12時　　 40人

◆午後の音楽会第109回酒井有彩
ピアノリサイタル
　幼少期より数々のコンクールで入賞し、
ドイツで研鑽を積んだ注目の実力派ピ
アニスト。
　 11月19日（火）14時～（13時30分
開場）栄公会堂　 　 600人
　 9月5日（木）チケット発売 全席指定
500円

◆自然観察会
　 9月28日（土）10時～12時（雨天中止）
　 当日直接公園へ
❶❷ 　 9月11日（土）から電話・来館受
付（先着順）
❶親子体操
　 10月5日（土）10時～11時30分
　 未就園児と保護者10組
❷青空ヨガで心とカラダのデトックス
　 10月5日（土）13時～14時30分
　 10人

　 ①9月20日②10月4日（各金曜）13時30分～15時30分
区役所新館１階 101・102会議室
　 おおむね65歳以上で区内在住の人20人（先着順）
　 健康運動指導士、歯科衛生士、栄養士
　 9月11日（水）～9月18日（水）に電話・FAX受付

　いつまでも活き活きと自立した生活を送れるように、①運動②栄養・口腔衛生
についての2回1コースで行います。

◆第11回さかえ福祉フェスタ
　10月5日（土）11時～14時（雨天中
止）本郷台駅前広場
　 食品等の屋台、音楽等ステージ、
健康チェック、介護相談など
　 当日直接会場へ

◆買い物支援プロジェクト
メンバー募集（説明会）
　10月1日（火）10時～11時45分
　 モバイルツールを活用した買い物支援
に関心のある人、一緒に考えてくれる人 
　 電話・来館受付

❶～❹　 当日直接図書館へ
❶おはなし会
　 9月11日、10月9日（各水曜）16時～
16時30分　　４歳以上
❷紙芝居の会
　 9月14日（土）14時～14時30分
　 ３歳くらい～大人
❸かながわこどもひろば おはなし会
　 9月28日（土）14時～14時30分
　 3歳以上
　 「ふたりのあさごはん」ほか
❹企画展示「安全・安心のまちづくり
“セーフコミュニティさかえ”」
　10月１日（火）～10月31日（木）
◆ものしり講座『相続』・『成年後見』
～やさしく解説します～
　 9月27日（金）13時30分～15時30分
　 30人（先着順）
　 9月11日（水）から電話・来館受付

◆健康講座「いろいろな頭痛のはなし」
　 9月18日（水）14時～15時30分
　 横浜栄共済病院脳神経外科 野村素弘
　 電話・FAX・来館受付
❶～❸ 　 電話・FAX・来館受付（定員次
第締切）
❶横浜シニアボランティアポイント
登録研修会
　 9月24日（火）13時30分～16時
（受付：13時～）　　65歳以上の市民
20人程度（介護保険の第１号被保険者）
　 持ち物：筆記用具、介護被保険者証
❷防犯講話 詐欺の手口を学びます。
　 9月27日（金）10時～11時30分
　 40人　　 栄警察署生活安全課
❸ベビーマッサージ
　 9月30日（月）10時30分～11時30分
　 生後2か月～ハイハイ前の赤ちゃんと
保護者10組　　 1組300円（オイル代）
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本郷地区センター
〒247-0005 桂町301 
　892-5310　　892-5546

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

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
　・　 851-8333

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

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

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

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

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

栄区社会福祉協議会
〒247-0005 桂町279-29
　894-8521      892-8974　

高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

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

広告



❶～❻    9月11日（水）から電話・来館受
付（先着順）
❶幼児体操
　10月7日（月）15時～16時
　 4歳以上の未就学児7人
❷にこにこおはなし会
　10月10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
　10月12日（土）16時30分～19時
❹切り紙教室
～ハロウィンリースを作ろう～
　10月20日（日）10時～12時
　 小学生20人　 　100円
❺英語でお話してみよう
　 10月26日（土）10時30分～11時30分
　 小学3年生以上15人　　100円
❻おやこコンサート！
　 10月27日（日）10時30分～11時30分
　 3歳以上の未就学児と保護者15組

❶～❹ 　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶健康UP教室（全8回）
　 9月12日・26日、10月10日・24日、
11月14日・28日、12月５日・19日（各
木曜）10時～12時
ж 10人　Б 500円
❷ハガキ絵教室（全4回）
　 9月21日、10月5日、11月2日、12月
7日（各土曜）10時～12時
　 20人　　 500円
❸ネクタイリサイクル教室
　 9月27日（金）13時～17時
　 20人　　 300円
❹健康ポールウォーキング（全3回）
　10月4日・11日・18日（各金曜）13時～
14時30分　　 20人　　 300円

※駐車場利用できます。
❶❷ 　 当日直接観察センターへ
❶自然と遊ぼう
～バッタの飛び比べ大会～
　 9月28日（土）13時30分～14時30
分（受付：13時～）
❷季節の森を歩こう
　10月6日（日）①11時～12時②13
時～14時（①②受付：10時～）
　 小学生以下保護者同伴

◆健康セミナー「がんを知ることから
始めよう～がん治療の最前線～」
　 9月26日（木）14時～15時30分
　 30人（定員次第締切）
　 横浜栄共済病院診療部長 渡邊透
　 電話・来館受付

❶❷ П 当日直接公園へ（当日先着順）
❶カメラ教室～写してみよう～
　 9月11日（水）10時～11時30分
　12人
❷いろり端むかし話の会～聞いて良し、
話して良しの昔ばなし～
　 9月19日（木）10時30分～11時30分
　15人
❸～❽ 　 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初心者茶道体験教室
　 9月15日（日）13時～16時
　 10人　　500円
　 9月11日（水）必着
❹押し花絵～秋の癒しの景色～
　 9月19日（木）13時～15時
　 5人　　1,500円
　 9月11日（水）必着
❺里山のそば打ち塾
　 ９月28日（土）10時～12時30分
　10人　　900円
　 9月14日（土）必着
❻創作人形～粘土で、サンタクロー
スと小物を～（全4回）
　10月3日・17日、11月7日・21日（各
木曜）13時～16時　　10人
　 2,000円　　9月24日（火）必着
❼和布細工～来年の干支のネズミを
つくります～（全2回）
　10月7日・21日（各月曜）13時～16時
　12人　　1,500円
П 9月25日（水）必着
❽フラワーアレンジメント～晩秋か
らクリスマスまで飾れるリース～
　10月24日（木）13時30分～15時30分
ж 8人　　2,000円　　10月5日（土）必着

小型生ごみ処理器「ミニ・キエーロ」体験モニター大募集！！小型生ごみ処理器「ミニ・キエーロ」体験モニター大募集！！
　説明会参加者でモニター希望者には、「ミニ・キエーロ」を1台差し上げます。
生ごみの削減にご協力ください。
　 ①9月27日（金）14時～15時30分 ②10月2日（水）10時～11時30分
各回区役所本館3階3号会議室
　 各回30人 ※過去にモニターを経験した人は対象外　　キエーロ開発者 松本信夫
　 はがきまたはメール（　 sa-shigen@city.yokohama.jp ）で
①「ミニ・キエーロモニター希望」②住所③氏名④電話番号⑤説明会参加希望日
を資源化推進担当へ。9月20日（金）必着 ※電話受付不可
宛先： 〒247-0005 桂町303-19 地域振興課資源化推進担当

①  ○  ヘルメットの正しい着用により、自転車事故の頭部損傷による死亡割合は
　　　1/4に減少するといわれています。
②  ×  「産後うつ」はおよそ5～10人に1人が発症するといわれ、産後に最も多い精神疾
　　　患です。出産後２～4週間で発症する場合もあり、周囲の理解やサポートが必要です。
③  ×  自殺の直接の動機で最も多いのは「健康問題」です。 資源化推進担当　☎ 894-8576　  894-3099

◆舞岡ふるさと村さつまいも堀り（団体）
     9月21日（土）～10月20日（日）9時30分～
11時（月・火休み/10月14日（月・祝）除く)
    30株以上掘る人（団体）
　入園料：大人200円、子ども100円、
さつまいも：5株700円
　 9月13日（金）9時から電話受付
◆ふるさとの森散策会
　10月12日（土）9時30分～12時（雨
天室内）　　20人（当日先着順）
　 当日直接虹の家へ
◆そば打ち教室
　10月28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。9月28日（土）必着

❶❷　 9月17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）
❶女性のためのパソコン講座
ワード初級（全2回）
　10月16日・23日（各水曜）10時～15時
30分　　｠女性12人　　11,000円
❷女性のためのパソコン講座 即戦力
UP！実践エクセル（全２回）
　10月19日（土）・27日（日）10時～15時
30分　　女性12人　　11,000円
◆理科っておもしろい！女の子のため
の実験教室
　 11月16日（土）13時～15時30分
　 小学4～6年生の女子20人（先着順）
　 9月17日（火）から電話・ホームページ
・来館受付
※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

❶～❻     当日直接会場へ（当日先着順）
❶多言語読み聞かせの旅 スリランカ
　 9月15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
❷上映会『天のしずく 辰巳芳子
いのちのスープ』
　 9月16日（月・祝）10時～12時（30
分前開場）2階プラザホール
　 200人
❸本山尚義トークイベント
「世界30ヵ国を旅して学んだ母の味」
　 9月22日（日）14時～15時30分
（30分前開場）5階映像ホール
　120人
❹ベトナム・トルンコンサート
聴いてみよう トルンの調べ
　 9月28日（土）13時～14時 2階プラ
ザホール　　 200人
❺上映会『鯉昇れ、焦土の空へ
～広島カープ創設ドラマ～』
　10月7日（月）14時～15時15分（20
分前開場）2階プラザホール
　 200人
❻メキシコの切り絵「パペルピカド」
をつくってみよう！
　 10月13日（日）14時～15時 5階こど
もの国際理解展示室
　 20人
　 大人400円、65歳以上・高校生200円、
小・中学生100円

❶❷　 当日直接公会堂へ（当日先着順）
❶ナイト・ピラティス
　 9月2日・9日（各月曜）20時～21時
　 16歳以上20人
　 1,000円
❷ハッピースマイルエアロ
　 9月の毎週水曜19時～20時
　 16歳以上20人
　  500円

◆栄スポーツセンターオリジナル
「たっちーTシャツ」・「たっちーポロ
シャツ」好評販売中！！
　 月～金曜（毎月第三月曜、祝日の場合は
翌日を除く）9時～21時（受付：8時50分～）
　 Tシャツ：1,600円、ポロシャツ：1,800円
2枚以上購入で1枚100円引き
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あーすぷらざ
〒247-0007 小菅ケ谷1-2-1
　896-2121      896-2299

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

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

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

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

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

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

◆横浜スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2019
　10月1日（火）～10月31日（木） 
　｠①1対1のレッスン②体験教室（成人水
泳教室・アクアビクス教室・シェイプアップ
ウォーキング教室・小学生教室・幼児教室）
　 ①1,500円②成人400円、子ども（中
学生以下）100円、65歳以上で市内在
住の人200円　　電話・来館受付
※小学生・幼児体験教室は10月16日～
10月31日は受付不可

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
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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。

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

◆かかしまつりの人気投票
　 9月21日（土）～10月20日（日）9時
～17時　【投票場所】小谷戸の里
◆自然観察会～谷戸を観る～
　 9月22日（日）13時～15時（雨天中止）
　 当日直接小谷戸の里へ
◆稲刈り体験
　10月6日（日）13時～15時（小雨決行）
　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　   
　はがきで①講座名②住所③全員の氏名・
年齢（学年）④電話番号を小谷戸の里へ。
1枚5人まで応募可。9月20日（金）必着


	_1909_sakae_p5
	_1909_sakae_p6
	_1909_sakae_p7
	_1909_sakae_p8-9
	_1909_sakae_p10
	_1909_sakae_p11
	_1909_sakae_p12 

