
特集は８・９ページへ

①2020年度に、オープンガーデンを開催するグループ（会場３か所以上）
②庭・花壇・プランター等を管理する地域の団体（愛護会など）
　10月1日（火）～12月20日（金）に①参加会場申込書②写真を郵送・
メール（　 sa-kikaku@city.yokohama.jp）または直接企画調整係へ

地域活動係　　894-8391　　894-3099

企画調整係　　894-8161　　894-9127 資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

　年に１度の大イベント、栄区民まつりが開催されます。
　区内で活動する様々な団体からの出店のほか、友好交
流都市である長野県栄村や青森県南部町、山形県高畠
町をはじめ7都市からの物産展など、今年も見どころが盛
りだくさんです！特設ステージでのパフォーマンスもお楽
しみに！詳細はホームページで。

フードバンク・フードドライブ活動をご存じですか？
　横浜市では、年間約１０万５千トンもの食品ロスが出ています。これは
市民一人当たり約２８ｋｇ、約22,000円分に相当します。
　フードバンク・フードドライブとは、各家庭で使い切れない未使用食品を
持ち寄り、それらをまとめて必要な人に提供する活動です。

　近年、全国的に多発している振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺。
手口はますます多様化しており、被害は後を絶ちません。「自分はだまさ
れない自信」があったにも関わらず、多くの人が被害に遭っています。
　被害に遭わないためには、「次は自分が被害に遭うかもしれない」と
常に危機感をもつことが大切です。まずは手口や予防策の知識を身に
着け、詐欺に備えましょう。

　お持ち寄りいただいた食品は、栄区社会福祉協議
会を通じて支援が必要な人にお渡しします。
受付食品：缶詰・レトルト・インスタント食品
※賞味期限が２か月以上あり、常温保存がで
　き未開封のものに限ります。
※生鮮食品は受付できません。

　オープンガーデンの会場や花壇がきれいな公園など、区内
の花や緑が魅力的なスポットを紹介するリーフレットを作成し
ます（2020年４月下旬発行予定）。リーフレットに掲載する
2020年度にオープンガーデンを開催するグループや公園などの花壇を管理する
団体（愛護会等）を募集します。日頃心を込めて手入れをされているお庭や花壇を
紹介し、交流の輪を広げてみませんか。

花と緑の魅力スポットを募集します

食べ物の「もったいない」を
　　　　　　 「ありがとう」へ変えよう！

第20回栄区民まつり
11月２日（土）10時～15時（荒天中止）
本郷中学校校庭・体育館

栄区民まつりでフードドライブを行います！

栄区民まつり

栄サクサカエ

フードドライブ
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る
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フードバンク
団体

もったいない ありがとう！

一寸サギ
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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 
119,801人

世帯数
51,523世帯

 栄区のいま
（2019年9月１日現在）10月号

No.264

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「一寸サギは闇！転ばぬサギの杖！」 
 ………………………………⑧⑨ページ
●各種お知らせ……………⑩～⑫ページ



　 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

　青森県内でも随一のフルーツの産地である南部町でも「りんご」を生産して
います。南部町産のりんごや100%のりんごジュースは、本郷台アオソラマル
シェ、栄区民まつり、イトーヨーカドー桂台店などで、栄区民のみなさんに大変
ご好評いただいています。りんごにもたくさんの種類があり、「ふじ」をはじめ
「王林」や「シナノスイート」など甘くておいしいりんごが収穫されています。
　南部町では、りんご狩りを実施しています。ぜひ収穫体験にお越しください。

●開催期間：９月下旬～11月中旬
●料金：大人（中学生以上）500円、子ども（3歳以上）300円
　60分間食べ放題（お持ち帰りの場合別途料金有）
※栄区民の人は料金が50パーセント割引になるので、受付
　時にお申し出ください。

　火を消す人と言えば誰を想像しますか？消防士ですか？消防団でしょうか？
　実は、火を消す訓練を行っている人は他にもいます。一定規模以上の会社や店
舗、施設等を自ら守る自衛消防隊です。自衛消防隊は、各企業の職員の皆さんに
よって構成されている組織であり、いざという時の火災に備えて訓練しています。
そして、その訓練成果を競うために、毎年この時期に区大会が開催されています。
各企業から選抜された隊員が、消火活動の正確さとスピードを競います。どのチー
ムも３か月間の厳しい訓練を乗り越えてきた強者ばかりです。
　11月の市大会の切符を手に入れるため、今年も白熱した競技が繰り広げられます。

この競技は4人1組で行うよ。赤いポンプで水を吸い上げて、20mホースを
３本繋げ、63m先の標に水を当ててタイムを競うんだ。いくら早くても動き
が間違っていたら減点になるよ 。

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099
栄スポーツセンター（たっちーらんど）　　894-9503　　894-9505
生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

栄消防署予防課　 　・　 892-0119

▲平成30年度小型ポンプ操法栄区代表
「芝浦メカトロニクス株式会社自衛消防隊」市大会4位（優良賞）

◆創作・教養
栄区民文化センターリリス
栄区美術家協会展 
…………………10月15日～10月20日
写真・陶芸展……10月22日～10月26日
書道・篆刻展……10月27日～10月31日
美術展 ……………11月1日～11月5日
手工芸展…………11月7日～11月10日
栄公会堂
生け花展………10月26日～10月28日
山野草・こけ玉展…10月30日～11月1日
和装おさらい会…………………11月2日
盆栽展………………11月2日～11月4日
栄スポーツセンター前
菊花大会…………11月2日～11月11日

◆体験教室
栄公会堂
生け花（500円）…10月26日～10月28日
こけ玉（300円）……11月2日～11月3日
本郷地区センター
囲碁まつり（一般2,000円、会員1,500円）
………………………………………11月3日
書・篆刻の年賀状体験教室（1,000円）
…………………………………11月17日
◆音楽・芸能
栄公会堂
合唱の祭典……10月19日・10月20日
芸能秋の祭典…10月26日・10月27日
素敵なすてきなクラシックコンサート
（大人500円、中学生以下100円）
……………………………………11月2日
シャンソンの夕べ………………11月2日
さかえ邦楽の集い……………11月3日
器楽の祭典…………11月4日・11月16日
栄フィル名曲コンサート（1,000円）
…………………………………11月17日

栄区民芸術祭２０１9
～この秋、あなたへ届ける
　　　　　 至極のアート～

第30回栄区民ロードレース大会
参加者募集

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

①トークショー
「現役選手と振り返るラグビーワールドカップ2019TM」
②小学生対象「タグラグビー交流会」初心者大歓迎！

りんご
狩り

開催期間
１０月１5日（火）～
１１月１7日（日）

栄区民ロードレース大会

　栄区に現役のラグビー選手をお迎えし、ラグビーワールドカップ2019TMを日
本戦を中心に振り返りながら、ラグビーの魅力を語っていただきます。「タグラ
グビー交流会」では、タグラグビーを通して選手と交流します。

１月11日（土）８時45分～（受付：８時～８時45分）
埋蔵文化財センター（野七里２-３-１）
区内在住・在勤・在学・在スポーツクラブの健康な人（定員次第締切）
①小学５・６年生コース/300人②小学３・４年生コース/300人
③小学１・２年生コース/300人④中学生以上コース/150人
⑤10km 高校生以上健脚コース/650人⑥10kmシニア（60歳以上）コース/50人
※①～③は保護者参加可 ※①～③は全て約1.5㎞に変更 ※④は約3.5㎞に変更
①～③1,200円、④～⑥2,300円
【郵送振替】10月25日（金）～11月６日（水）に区役所・さかえ区民活動センター
等で配布する申込書（10月25日（金）から配布予定）に必要事項を書き、参加費
とともに郵便窓口等で申込み。※必ず所定の申込用紙を使用してください。
【インターネット】10月25日（金）～11月15日（金）（クレジットカード・コンビニ払い）
※上記ともに別途振込料・申込手数料がかかります。
詳細はホームページでご確認ください。

12月15日（日）①13時～14時30分 栄公会堂（たっちーらんど）講堂
　　　　　　  ②15時～16時30分 栄スポーツセンター（たっちーらんど）第1体育室
①300人（当日先着順）②小学生50人（先着順）
元日本代表・現ラグビー解説者 大西将太郎及び現役選手
①当日10時から整理券配布②10月23日（水）10時から
電話（　 894-9503）または直接栄スポーツセンターへ
※選手名等詳細は、栄スポーツセンターへ電話または
　ホームページ（http://www.yspc.or.jp/sakae_sc_ysa/）
　でご確認ください。

栄区文化協会

時間等詳細は、総合プログラムをご
確認ください。プログラムは、区役所、
栄図書館、区内地区センター・コミュ
ニティハウス及び各会場で配布して
います。また、栄区文化協会のホーム
ページからもご確認いただけます。

～スポーツ安全対策分科会・災害安全対策分科会～

◆セーフコミュニティとは…「致命的な事故やけがは、その原因を究明することで予防でき
る」という考えに基づき、地域ぐるみで予防活動を展開す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年度には再認証を取得しました。

第25回さかえ・ふれあい運動会
　障害のある人と区内の中学生が、運動会で秋の一日を一緒に楽しく過ごします。
パン食い競争、ダンス、桂台中学校吹奏楽部の演奏、パンやクッキー、かわいい小物
の販売もあります。ぜひ、お越しください。
　10月19日（土）10時～12時30分 桂台中学校 ※雨天時は関係者のみで開催

栄区障害者ふれあい交流事業実行委員会事務局（障害者支援担当）
　 894-8068　　893-3083

　みなさんこんにちは！秋はスポーツにぴったりの季節だよね。セーフコミュ
ニティの「スポーツ安全対策分科会」では、運動競技中のけがの予防に取り組
んでいるよ！十分な準備運動やウォーキングなど、日頃の運動はけがの防止に
効果的なんだって。特に久しぶりに体を動かすときは要注意！事前の準備運動
はしっかりやろうね！

　それと、秋は災害を想定した訓練が多く行われる季節でも
あるんだよ。「災害安全対策分科会」では、地域防災拠点での
拠点運営訓練や、介護が必要な高齢者や障害のある人など
の、災害が起きたとき何らかの支援が必要な災害時要援護者
の人たちが安全に避難できるよう取り組んでいるよ。みなさ
んも日頃の準備でけがなく安全・安心な秋にしてね。
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～区大会を勝ち上がれ～強者ぞろい自衛消防隊！



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)

　 11月21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)  

　10月21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　※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)

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

▲電子申請QRコード

教育・保育担当　　894-8463　　894-8406

令和2年度 保育園の利用申請について
　令和2年4月1日から新規に保育園の利用を希望する人の申請受付を行
います。平成31（令和元）年度に利用保留中の人、転園を希望する人も再
度申請が必要です。詳細は利用案内をご覧ください。

 【利用案内・申請書類】
●こども家庭支援課（区役所本館２階25番窓口）または区内各保育園で
 10月11日（金）から配布 ※就労証明書のみ10月1日（火）から区役所で配布。
●ホームページからもダウンロードできます。

 【申請方法】
●原則、専用封筒による郵送申請
●10月11日（金）から受付開始
※申請締切日については利用案内でご確認ください。
※市外の保育園を希望する人は、窓口申請のみとなります。希望する保育
　園のある市区町村に締切日及び必要書類をご確認の上、窓口にお越し
　ください。
※やむを得ず郵送申請ができない場合は、必要書類を添えて窓口でお申
　し込みください。
●令和２年４月１日からの利用に限り、出生前児童の申請受付を窓口で行い
 ます。詳細は利用案内をご覧ください。

 【注意事項】
●障害があるお子様の利用を希望される場合は、お早めに社会福祉職また
 は保健師にご相談ください。（区役所本館2階26番窓口）

　ピンクリボンとは、乳がんの正しい知識を広め、乳がん検診の早期受診を推進する
ことを目的として行われている啓発のシンボルです。乳がんは、年々罹患する人が増
えているがんの１つですが、定期的にご自身の胸に触れる機会を作ることで変化に気
づき、早期発見につながりやすくなります。月に１回を目安に胸のセルフ
チェックを行い、しこりがないか確認してみましょう。
　また、横浜市の乳がん検診は、職場等でがん検診を受ける機会のない
市内在住の40歳以上の女性を対象に、市内の医療機関で実施していま
す。区役所を会場にした乳がん検診もあります。詳しくは、健康づくり係
までお問い合わせください。

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

毎年10月はピンクリボン月間です！

　トレーナーと獣医師の２人の講師が、日頃のケア・健康管理のアド
バイス、猫との絆を深める方法の提案など、猫と飼い主さんがもっと
楽しく幸せに暮らすために役立つ情報をお伝えします。
11月16日（土）13時30分～15時30分（受付：13時～）
区役所新館4階8号会議室
※公共交通機関をご利用ください。※ペットは参加できません。
50人（定員次第締切）
①氏名②電話番号を電話・FAXまたは電子申請で生活衛生係へ

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

飼い主必見！猫セミナー

　 ①11月19日(火)②12月５日（木）
　 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)

りかん

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

　 10月18日（金）
　 10月11日（金） 
　 10月16日（水）

母親教室(全3回)
　 10月7日・21日・28日（各月曜）
　 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　 10月17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　

 　10月21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

10月11日(金)9時～11時、10月24日(木)9時～12時
11月5日(火)13時～16時、11月8日(金)9時～11時
区役所新館2階

10月24日(木)9時～12時、11月5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

　 10月25日(金) 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

 　10月25日(金) 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）     　10月16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  

　①10月18日(金)②11月５
日（火）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

区
役
所
で
行
う
検
診



!?
　 （特集について）地域活動係　　894-8391　　894-3099

特 集

一寸サギは闇！転ばぬサギの杖！
全国で1日約1億円の被害

栄区内の被害が増加中！
特殊詐欺の被害は、全国的に減少傾向ではあるものの、昨年の全国被害総額は363.9億円
と、依然として莫大な額の被害が発生しており、1日あたり約1億円が日本のあちこちでだま
し取られています。
また、栄区では、今年7月末までに37件、6,944万円の被害がでており、前年と比べ被害
件数は倍増しています。

□自分のまわりにはあまり悪い人はいないと思う
□相手に悪いので人の話を一生懸命聞くほうだ
□たまたま運の悪い人がトラブルに遭うのだと思う
□肩書きのある人や有名人の言うことはつい信用してしまう
□迷惑をかけたくないので家族にも黙っていることがある
□しっかり者だと思われたい

　金融機関、警察、区役所の職員などを装い、
キャッシュカードをだまし取る「キャッシュカード
詐欺」が拡大しています。これらの機関が、
キャッシュカードを要求することはありません。
「キャッシュカードを手渡してほしい」と言われた
ら、すぐ詐欺だと思いましょう。

犯人は声を録音されることを嫌います。
•在宅時にも留守番電話を
•固定電話に通話録音機などを設置する

特殊詐欺など、区内で起きた犯
罪情報をお知らせします。
あなたの携帯電話やスマート
フォンに登録しよう！

詐欺のキーワード
「新しいカードに替えましょう」
「操作のため、カードを預かります」
「手続きのため、暗証番号を教えてください

銀行協会の●●です。キャッシュカードが
悪用されています。新しいカードを作りま
すので古いカードを預かります。こ

ん
な
電
話
に

ご
用
心
！

架空請求！
心当たりのない
請求は無視！

地域で声をかけて詐欺を
防ぎます！

いまから始めよう
～詐欺を防ぐテクニック～

＼油断大敵！ひとつでも当てはまったら要注意！／

栄警察署からのお願い

キャッシュカード詐欺
ケース1

　子や孫、会社の同僚などを装って電話をか
け、「示談金や借金などの返済のためにお金が
必要だ」などとうそをつき、指定した口座にお金
を振り込ませたり、自宅や指定場所に現金を受
け取りに来る手口による詐欺です。

オレオレ詐欺
ケース2

　左のような内容のハガキが送られてき
ていませんか？
　官公庁などをかたって、身に覚えのな
い未納料金の請求をする、架空請求詐欺
です。訴状はハガキでは届きません。絶
対に、相手に電話をしないで無視してく
ださい！
　また、最近はハガキではなく、封書で届
く場合もあるので、ご注意ください。
　不安なことがあれば警察に相談を！

電話に出る前のひと工夫

防犯情報メール
で最新情報を入手しよう

•お金の話になったら一旦電話を切って
 かけなおす
•家族の合言葉を決めておく

電話に出るとき気をつけること

栄区役所からの防犯情報メール

　本通達は、貴殿に対し、契約中、若しくは債権譲渡の
あった企業又は団体から契約不履行による訴状が提出さ
れたことを当該債務者たる貴殿に通達し、本通達の後、
訴訟取り下げ最終期日を経て貴殿を被告とした民事裁判
が開始されることを通知するものです。
　本通達に対しこのままご連絡なき場合、原告側の主張
が全面的に受理され、裁判所の認可を受けた執行官立
ち会いのもと、現預金や有価証券及び、動産や不動産の
差し押さえが強制的に執行される場合があります。
　また本件は民事訴訟に関する通達である為、民事訴訟
法の適用により個人情報の保護や守秘義務が発生致し
ますので、本件に関するご相談、取り下げ等のお問い合わ
せは必ずご本人様からご連絡を頂きます様お願い申し上
げます。

訴訟取り下げ最終期日　令和元年○月○日

訴訟通知センターお問い合わせ・相談窓口
03-○○○○-○○○○
受付時間（日、祝日は除く）

平日:9:00～20:00/土曜日11:00～17:00
〒100-8977　東京都千代田区霞が関○○○○

民事訴訟最終通達書
訴訟管理番号（つ）342

◀栄区防犯指導員協会
　岡田忠男　会長

詐欺かな？と思ったらすぐに警察に相談を！　栄警察署　　・　 ０４５-８９４-０１１０

もしもし、オレだけど。交通事故を起こし
ちゃって示談金が必要なんだよ。
同僚が行くからお金を渡して！

詐欺のキーワード
「かばんをなくした」「示談金が必要」
「会社の金を使い込んだ」

【振り込め詐欺】
・発生日時：令和元年○月○日13：30～16：00・場所：○○町
・発生状況：区役所職員、銀行員を装った者らから電話で「医療費の還付金があります。キャッシュカードに金色の印がなければ新しいカードに交換しましょう。」などと言われ、話を信じた被害者が自宅に来た男にキャッシュカードを手渡した。【問い合わせ先】
栄区役所地域振興課　TEL：894-8391E-mail：sa-chishin@city.yokohama.jp 詐欺電話の9割以上が

固定電話
にかかってきます

　区内ではキャッシュカードをだまし取られる手口の詐欺が多く
なっています。被害に遭われた方は、一人暮らしの高齢者や、昼
間に高齢者しかいないご家族が大半を占めており、すぐに相談
できないことが一因だと考えられます。
　「私は大丈夫」、「親はしっかりしてい
るから大丈夫」と思っていませんか？だ
まし取られてから対策をしておけばよ
かったと気付くのでは遅いのです。被害
に遭わないための対策で一番有効な方
法は、犯人からの電話を遮断し、電話に
出ないことです。電話が鳴ってもすぐに
出ず、留守番電話に録音される相手の
声を聞き、家族や知人からの電話か確
認してから出てください。

　栄区では、偶数月の15日前
後の年金受給日に合わせ、防犯
指導員が区内15か所の金融機
関ＡＴＭでの声かけに取り組ん
でいます。
　振り込め詐欺等を未然に防ぐ
ための防犯活動として実施して
いますが、地域の方と顔なじみ
になることもあり、地域の見守り
活動の一翼を担っています。
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◆使い切りクッキング クリスマスの
ごちそう～サーモンパイ・抹茶シュ
トーレンなど豪華4品～
　11月26日（火）10時～13時
　16人（先着順）　　1,200円
　10月12日（土）から電話・来館受付 

★運動会ごっこ・・・・・・・・・・10月17日（木）
★作って遊ぼう・・・・・・・・・・・・・11月6日（水）

栄区民の健康状態実態調査へご協力のお願い 栄区民の健康状態実態調査へご協力のお願い 
　健康寿命の延伸に向けた取組を地域で効果的に進めていくた
め、健康状態についてお尋ねするアンケート調査を実施します。
区内にお住まいの55歳から84歳までの12,600人（無作為抽
出）を対象としています。アンケートが届いたら、回答のご協力を
お願いします。
　10月28日（月）までにポストに投函してください

❶～❸　 当日直接センターへ（当日先着順）
❶本郷地区センターdeハロウィン！！ 
～仮装して来てね♪お菓子・ゲーム・
工作・カボチャの重さ当てクイズ～ 
　10月20日（日）10時～15時
　 小学生以下100人  
❷子育て喫茶「げんき」ふしぎな世界の宝島
　10月23日（水）13時～14時（カレー：
11時30分～）　  0歳以上未就園児と
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 
❸楽習教室 宿題や勉強をボランティ
アの先生と一緒にやろう！ 
　11月の毎週水曜日15時～17時 
　 小・中学生20人程度

◆日常にアロマテラピーを♪天然素
材でお掃除！～座学と消臭スプレー
&重曹アロマ作り～
　11月9日（土）10時～12時
　16人（先着順）　　1,000円
　10月11日（金）から電話・来館受付 
◆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 
　11月11日（月）Ａ：10時30分～12時 
Ｂ：13時～14時30分　　各回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。10月22日（火・祝）消印有効
◆キグちゃんの「親子であそぼ！」1歳児
　11月25日（月）10時30分～11時30分 
　1歳児と保護者20組（定員次第締切） 
　 電話・来館受付 

★空手エクササイズ・・・・10月16日（水）
★子育てサロン・・・・・・・・・・10月23日（水） 

★在園児とさんぽ・・・10月16日（水）から予約 
★お芋掘り・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月25日（金） 
★おやこでリズム・・・・・・・・10月28日（月） 

★運動会ごっこ・・・・・・・・・・10月15日（火）
★子育てサロン・・・・・・・・・10月17日（木） 

★親子で体を動かして遊ぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月24日（木）
★お散歩に行こう！・・・・・・・11月7日（木） 

★運動会（会場：本郷台小学校）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月13日（日） 
★幼稚園まつり・・・・・・・・・・・・・・11月9日（土）

★ともっちさんのヨガ・・・・11月2日（土） 

★ハロウィンパーティー・・・10月25日（金）
★音楽会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月30日（木） 

★のあフェスティバル（焼き芋）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月26日（土） 

★うんどう会ごっこ・・・・・10月18日（金） 
★みんなでたんぽぽコンサート
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月28日（月） 

★未就園児教室説明会・・・11月6日（水） 

❶❷　  当日直接センターへ
❶学習支援 『学び舎とよだ』
　 10月10日～11月7日の毎週木曜 
小学生：15時30分～17時 
中学生：１５時３０分～18時
　 小・中学生
❷10月のロビーコンサート 
～南米フォルクローレ～ 
　 10月26日（土）11時～11時45分
　 El Cielo
❸～❻　 10月11日（金）から電話・来館
受付（先着順）
❸なかちゃんの季節遊び
～ハッピーハロウィン～
　 10月25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
　1組100円
❹自彊術～心身の調節を図る体術で
健やかに～（全２回）
　 11月７日・21日（各木曜）13時～14
時30分 　  10人　　600円 
❺冬野菜を育てよう
～さやえんどう&春菊～
　 11月13日（水）9時30分～11時30分
　 20人　　200円
❻そば打ち講座～新蕎麦の季節です～
　 11月15日（金）9時30分～13時
　 16人　　800円

◆ハロウィーン工作・ソーラーで光る
かぼちゃのランタンを作ろう
　10月20日（日）10時～11時
　 小・中学生10人（定員次第締切）
　 電話・来館受付
❶～❺　  10月11日（金）から電話・来館
受付（先着順）
❶ビーズ細工でメガネチェーンを
作りましょう
　11月2日（土）9時30分～11時30分
　12人　　600円
❷初級パソコン講座・年賀状作成（全4回）
　11月13日～12月4日の毎週水曜13
時～15時　　Wordで文書作成したことが
ある、PC持参できる人15人　　400円
❸サークルPR「淡彩画とスケッチ」
を始めてみませんか（全２回）
　11月14日・28日（木）9時30分～
11時30分　　10人　　500円 
❹北欧フィンランドの家庭料理講座
　11月17日（日）10時～13時
　12人　　1,000円
❺大好評！「ポーセラーツ」第2弾！
クリスマスの素敵なお皿作り☆
　11月29日（金）13時～14時30分 
　12人　　650円 

じきょうじゅつ

・
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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

施 設 ―休館日については、各施設にお問い合わせください―

事業企画担当　　894-6962　　895-1759

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

　 890-6112
　 890-6113杜ちゃいるど園

　 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

　 894-1374
　 894-1490桂台保育園

★オープンディ・・・10月11日・25日、
　11月8日（各金曜） 
★さつまいもふかし・・・・・11月8日（金） 

　 892-7117
　 892-6577小菅ヶ谷幼稚園

★運動会（会場：桜井小学校）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月13日 （日） 

　 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

横浜市「ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業」
実施のお知らせ 
横浜市「ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業」
実施のお知らせ 

　10月から、75歳以上のひとり暮らしまたは住民票上75歳以上の構成員のみ
で構成されている世帯の人を対象に、地区の民生委員等が訪問します。日常生活
上の心配事や緊急時の連絡先等をお伺いします。ご協力をお願いします。
※地域ケアプラザや区役所職員が訪問することもあります。
運営企画係　　894-6963　　895-1759 

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

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

★めばえ運動会ごっこ・・・10月16日（水）
★たけのこランド・・・・・・・・・11月7日（木） 

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

　 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

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

　 891-0111
　 895-3761

ふぁみりーさぽーと
のあ

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園
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❶❷　 電話・来館受付（定員次第締切） 
❶出張にこりんく～入園準備 預ける
時のお約束～ 
　10月18日（金）10時45分～11時
30分　　未就学児と保護者20組 
❷豊田スタイル 傾聴について学ぼう
（全4回）※実習あり 
　①11月6日（水）10時～12時②11月
13日（水）10時～12時③11月14日（木）
～11月28日（木）の間で実習（1回）④11
月29日（金）10時～12時　　おおむね
60歳以上の人20人　　500円

◆こすがや歌声カフェ
　小菅ケ谷発！懐かしの歌をアコーディ
オンにのせて一緒に歌いましょう！
　10月24日（木）13時30分～15時 
　 60人（定員次第締切）　　200円
　 電話・来館受付 
◆華シニア連続講座 第3弾～笑顔で
脳活！健康脳トレ～ 
　11月14日（木）13時30分～15時 
　 高齢者20人（先着順） 
　10月11日（金）から電話・来館受付

◆子育てサポートシステム出張説明会
　10月12日（土）・30日（水）10時30分～
11時30分 にこりんく  
　［利用会員希望者（預けたい人）］市内
在住で生後57日以上小学6年生までの
子どもがいる人 
［提供会員希望者（預かりができる人）］
市内在住で子育て支援に熱意と理解が
ある20歳以上の健康な人 
各回計10人（定員次第締切） 
　 子育てサポートシステム（　 392-
3967）へ電話受付 
◆抱っこパパ隊
　10月19日（土）10時30分～11時10分 
にこりんく　　0歳～未就学児の親子
　 当日直接にこりんく（　 898-1615）へ
◆ティーンズクリエイション
歌のワークショップ（全3回）
　10月19日、11月9日・23日（各土曜）
15時30分～17時 フレンズ☆SAKAE
または栄公会堂地下1階（さんぽみち～
アートdeスマイル）　　中・高校生世代
（小学５年生以上）20人　　500円
　 フレンズ☆SAKAEに電話・FAX（　 ・　
898-1400）・メール（　 sakaeseisyo-
nen@nifty.com）・来館受付 

◆団体連携サロン「水面と緑の街で
ウォーキングを始めよう！」 
　「ウォーキングのコツ」を学び、水面輝く
「いたち川」沿いなどを巡ります。 
　11月20日（水）10時～12時 ぷらっ
と栄集合・解散　　区内在住・在勤・在学
の人30人（先着順）
　10月11日（金）から電話・来館受付 

❶❷ 　電話・FAX・来館受付（定員次第
締切）
❶すい臓がんについて
　11月1日（金）14時～15時30分
　 30人程度　　横浜栄共済病院消化器
内科 渡邉誠太郎
❷桂台パソコンサロン（全6回）
　11月7日～12月19日の第１～３木
曜（28日を除く）9時30分～12時
　6人　　300円（お茶代）　
　パソコン持参

◆「プレイアート」～絵の具をペタペタ・
ガラス絵を描こう～〈共催：おやこのひろば〉 
　10月29日（火）10時30分～11時30分
　1歳後半以上の子どもと保護者10組（定
員次第締切）　　1組100円　　おやこの
ひろばに電話（　 892-1030）・来館受付 
◆俺の連続講座～4回シリーズ～
　③11月5日④11月12日（各火曜）15
時～17時　　各回男性25人（応募者多数
時抽選）　　④500円　　電話・来館受付 

❶❷　 電話・来館受付（定員次第締切） 
❶親子de遊ぼうわくわくタイム
　10月28日（月）10時～11時30分 
　1歳～2歳半の親子20組  
❷障害児余暇支援 秋のお楽しみ会　
　11月3日（日・祝）11時～14時
　個別支援学級・特別支援学校に通う
小・中学生15人（家族も大歓迎）
　1人300円　　 簡単ピザと工作

◆医療講座「高血圧はなぜこわい？」
　10月24日（木）14時～15時30分 
　 30人（先着順） 
　10月11日（金）から電話・来館受付
❶～❻　 当日直接図書館へ
❶紙芝居の会 
　10月12日（土）14時～14時30分 
　 ３歳以上 
❷かながわこどもひろば おはなし会
　10月26日（土）14時～14時30分
　 ３歳以上　　かながわこどもひろば 
　 「鳥のみじい」ほか
❸親子のおはなし会
　10月29日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者
❹企画展示「11月はウォーキング
推進月間～さあ栄区を歩こう～」 
　11月１日（金）～11月15日（金） 
❺秋のはまっ子おはなし会 
　11月2日（土）14時～14時30分
　3歳以上 
❻親子で体験「消防ワールド」&
おはなし会
　11月9日（土）10時～15時（おはな
し会①10時～②13時～）
　 おはなし会：各回親子25組（当日先着順）
　 おはなし会のほか、ミニ消防車と写
真撮影など。駐車場一部閉鎖 

❶～10　10月11日（金）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女性のための「たのしい麻雀入門」
（全10回）
　11月～3月の第2・4水曜10時～12時
　12人 
❷元気ダンス（介護予防ダンス）
　11月3日（日・祝）10時～11時30分       15人 
❸マジックを楽しく♡（全4回） 
　11月7日・21日、12月5日・19日（各
木曜）13時～15時　　15人　　1,000円 
❹さわやかスポーツ（グランドゴルフ）
　11月11日（月）10時～11時30分 
　18人 
❺初めてのスマホ体験教室 
　11月12日（火）10時～12時　　18人 
❻らくらく体操
　11月13日（水）10時30分～11時
45分　　30人
❼歌ってハツラツ
　11月15日（金）13時～15時 　　40人
❽所長といっしょ！山散歩
　11月20日（水）9時30分～15時（雨
天時：22日（金））　　8人
❾翠のサロン 第76回
　11月24日（日）13時30分～14時
30分　　50人
10みんなで輪踊り
　11月27日（水）10時～12時　　40人

◆ロッキー「ハロウィンイベント」
オリジナルハロウィングッズを作ろう！
　①ハロウィンリボン②ハロウィンハット
どちらか選んでいただきます。
　10月19日（土）・20日（日）10時～16時
　 未就学児～小学生（未就学児は保護者
同伴）①②各日20人（当日先着順）
　 当日直接ログハウスへ

❶～❸　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶のしちり散歩♪～第2歩～ 
　栄区周辺の石仏・やぐらを巡ります（全
行程約5km）。
　10月28日（月）9時30分～12時
（予備日：11月18日（月））
　 継続して30分以上歩ける人15人
　 さかえ歩け歩けの会 
❷地域で知ろう、考えよう～障害がある
方が安心して暮らすために～（全2回） 
　10月28日（月）、11月13日（水）10
時～12時　　４０人
❸パソコン講座 
　オリジナルの年賀状を作りましょう！ 
　11月16日（土）13時～15時　　8人
◆野七里ほっこりカフェ
　10月31日（木）13時～15時　　
　100円

◆午後の音楽会 第110回
 西澤安澄ピアノリサイタル
　スペインを拠点に活躍するピアニスト
西澤安澄が贈るスペイン音楽の魅力。
　12月18日（水）14時～（13時30分開場）
栄公会堂　　600人（定員次第締切）　　10月
5日（土）チケット発売　全席指定500円 

◆翠風荘 文化祭
　10月18日（金）～20日（日）9時～
16時（最終日は15時まで）
　 同好会の展示・発表、「落語」真打登
場（年齢不問）　　当日直接翠風荘へ

◆いたちまつり2019
〈共催：栄区生活支援センター〉 
　10月20日（日）11時～14時（雨天
決行）　　華やかなステージ、模擬店等 
　 当日直接ケアプラザへ

112019（令和元）年 10 月号 ／ 栄区版

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

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

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

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

◆第10回愛・ひかりフェスタ
　模擬店やライブパフォーマンス等
で、地域の皆さんと一緒に盛り上がる
イベントです！
　10月26日（土）10時～14時（雨天時：
27日（日））社会福祉法人訪問の家
朋・径、桂台地域ケアプラザ
　 当日直接会場へ  

◆野七里地域ケアプラザ10周年記念祭
　11月10日（日）10時～15時 
　 落語・マジック・マッサージなど盛り
だくさん　　当日直接ケアプラザへ 

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

桂山公園ログハウス「ロッキー」
〒247-0034 桂台中16-1    
　893-2622      896-2421
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◆栄区弓道大会
　11月23日（土・祝）9時～17時 
　 市内在住・在勤・在学の弓道経験者
　 個人戦（八射四つ矢2回大回り）
　 一般800円、学生500円 
　11月5日（火）までに電話・来館受付 

❶～❸    10月11日（金）から電話・来館受付 
❶にこにこおはなし会 
　11月14日（木）11時15分～11時
45分　　3歳以上の未就学児と保護者 
❷ストレッチヨガ！！ 
　11月30日（土）10時～12時
　 20人（先着順） 
❸土曜映画会 
　11月16日（土）16時30分～19時 
◆いいじまん『ミニリサイタル』 
　11月17日（日）9時30分～16時
30分　　当日直接コミュニティハウスへ 

❶～❹ 　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶子ども茶道教室（全5回） 
　10月26日、11月9日・23日、12月
14日・21日（各土曜）9時30分～12時
　15人　　1,500円 
❷続・庭木の手入れ教室 
　10月24日（木）13時～15時 
　 20人　　500円 
❸絵手紙教室 
　10月25日（金）13時～15時  
　 20人　　500円 
❹ワクワク老後教室 
　10月26日（土）13時～14時30分 　  30人 

❶❷　 当日直接観察センターへ（団体
要連絡）
❶カワセミファンクラブ写真展
◇横浜自然観察の森の猛禽類◇
　 9月29日（日）～11月30日（土）ごろすけ館
❷畑と作物を作ろう 
　10月19日（土）10時～12時
　 小学生以下保護者同伴
　 秋の畑の生きもの観察とイモ類の試
し掘り 

◆心身リフレッシュ講座～坐禅体験～
　10月26日（土）15時～16時30分 
　10人（定員次第締切）　　電話・来館受付

◆庄戸中学校コミュニティハウス作品展
　10月26日（土）10時～17時、10月
27日（日）10時～15時　　
　 当日直接コミュニティハウスへ
◆手作り手帳教室 
　10月26日（土）13時30分～15時
30分　　10人（定員次第締切）　
　500円　　電話・来館受付 

❶～❼ 　 往復はがきに①講座名②〒住
所③氏名④電話番号を公園へ
（応募者多数時抽選）
❶初心者茶道体験教室 
　10月20日（日）12時30分～15時30分
　10人　　500円
　10月11日（金）必着 
❷能舞・能管コンサート 
　10月26日（土）16時30分～18時 
　 80人　　10月11日（金）必着 
❸押絵～来年の干支・福ねずみを色紙に～
　11月11日・18日（各月曜）13時～
16時　　12人　　1,500円
　10月25日（金）必着  
❹第18回古文書講座
～嘉永5年の栄区の出来事～ 
　11月13日（水）13時30分～15時
あーすぷらざ会議室　　80人
　 500円 　　10月31日（木）必着 
❺フラワーアレンジメント
～クリスマスリース～ 
　11月14日（木）13時30分～15時
30分　　8人　　2,000円
　10月30日（水）必着
❻里山のそば打ち塾 
　11月23日（土・祝）10時～12時30分  
　10人　　900円
　11月8日（金）必着
❼フラワーアレンジメント
～クリスマス飾り～  
　11月28日（木）13時30分～15時
30分　　8人　　2,000円
　10月31日（木）必着
❽❾　 当日直接公園へ
❽いろり端昔ばなしの会 
　10月17日（木）10時30分～11時
30分　　15人（当日先着順） 
❾ふじやま公園収穫祭 
　11月9日（土）10時～13時（雨天順延）  

◆フォーラムまつり2019 
　 10月20日（日）9時30分～15時30分 
　 当日直接会場へ 
◆ママと赤ちゃんが一緒に楽しむ
産後エクササイズ（全2回） 
　10月29日、11月5日（各火曜）10時～
11時30分　　ハイハイ前の赤ちゃんとママ
15組（先着順）　　1,800円　　10月11日
（金）から電話・ホームページ（https://www.
women.city.yokohama.jp/y）・来館受付 

❶～❺　 当日直接会場へ
❶子どもを愛した画家
いわさきちひろピエゾグラフ展 
　10月12日（土）～11月24日（日）
10時～17時（最終入場：16時30分）
3階企画展示室 
❷安田菜津紀 写真展
「世界の子どもたちと出会って」 
　10月12日（土）～11月24日（日）
10時～17時（最終入場：16時30分）
3階企画展示室 
❸世界一周 多言語 読み聞かせの旅  
ベルギー ～オランダ語と日本語の読
み聞かせ～ 
　10月20日（日）13時～13時30分 2階映
像ライブラリー　　50人程度（当日先着順）
❹仮装deハロウィンドキドキスタン
プラリー2019 
　仮装して来てください！お面だけでも
ＯＫですよ。
　10月27日（日）①13時～②14時～
③15時～　　各回250人（当日先着順）
　 10月1日（火）から参加シート配布。
（詳細はＨＰへ） 
❺高倉健さんを追悼した
ドキュメンタリー映画『健さん』 
　11月10日（日）①10時～②14時～
（30分前開場）2階プラザホール
　 各回200人（当日先着順）
　 大人400人、小・中学生100円
◆世界の教室10月「めぐる台湾のお茶」
　10月13日（日）14時～15時30分1階
創作スタジオ　　20人（定員次第締切）　
　1,000円　　電話またはメール（ 　
gakushu@earthplaza.jp)で①タイト
ル②氏名③電話番号をあーすぷらざへ  

◆横浜元気！！スポーツ・レクリエー
ションフェスティバル2019 
　潜在体力測定、タグラグビー体験、ダン
ス発表会など盛りだくさんの内容です♪ 
　10月14日（月・祝）9時～17時 
　 当日直接スポーツセンターへ
（個々の催しはチラシまたはHPでご確
認ください。）

◆みんなで歌おう！vol.3
さかえポップスライブ（全4回）  
　11月28日、12月12日、1月30日、
2月20日（各木曜）14時～15時30分 
　 小学生以上60人（先着順）  　 9,200円
　10月31日（木）（窓口:10時～、電話：
14時～）から電話・来館受付

◆舞岡ふるさと村さつまいも掘り「個人」
　10月19日（土）・20日（日）9時～11時30分
　 大人200円、子ども100円/５株700円 
　10月11日（金）9時から電話受付 
❶～❹　 10月12日（土）から電話受付（先着順） 
❶秋の植物観察会 
　11月9日（土）10時～12時（雨天
中止）　　20人 
❷果樹の剪定入門 
　11月16日（土）9時30分～12時
　 大人20人 
❸落ち葉の中の虫観察会 
　11月17日（日）9時30分～12時
（雨天中止）　　15人 
❹舞岡野菜の料理教室 
　11月17日（日）10時～12時30分 
　 大人18人　　1,800円
◆そば打ち教室 
　11月18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。10月29日（火）必着 

◆自然観察会～秋の実り～ 
　10月27日（日）13時～15時（雨天
中止）　　当日直接小谷戸の里へ 
◆「まい作品展・秋」出展作品募集 
　舞岡公園を題材にした絵画・絵手紙・
写真などの青空作品展です。 
　 作品展：11月3日（日・祝）10時～15
時（雨天中止）　　作品募集：10月23
日（水）までに電話・来館受付 ※搬入・搬
出は展示日当日 
◆わら細工～鍋敷き作り～ 
　11月24日（日）9時30分～12時  
　20人（先着順/小学生以下保護者同伴）
　500円　   11月1日（金）から電話・
来館受付 

◆第４期水泳教室募集について 
　11月4日（月・休）～１2月21日（土） 
※変更する場合あり 
　 成人教室・小学生水泳教室・幼児水泳
教室・シェイプアップウォーキング教室・
アクアビスク教室　　5,400円～
7,700円（参加クラスや回数で異なり
ます）　　往復はがきに①教室名（第3
希望まで記載可）②氏名（ふりがな）③性別
④生年月日（子ども教室は学校・幼稚園・
保育園名と学年を記載）⑤〒住所⑦電話
番号⑧受講経験の有無を書いて、郵送
または来館受付（応募者多数時抽選）
10月16日（月）必着 

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

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

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

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

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

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

　11月11日（月）13時～13時30分
（用紙配布）13時30分～15時45分
（説明会）栄公会堂（たっちーらんど） 

戸塚税務署からの
お知らせ
戸塚税務署からの
お知らせ

事業所向け年末調整等説明会の
開催について  
事業所向け年末調整等説明会の
開催について  

戸塚税務署源泉所得税担当
863-0011（代表）314～315（内線）

　区役所でお昼休みのコンサートを
楽しみませんか。 
　10月10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　　メレラニ（協力：栄区音
楽協会）　　テーマ「ハワイの風に
吹かれて」　　当日直接会場へ 

第177回
昼休みコンサート 
第177回
昼休みコンサート 

生涯学習支援係 
894-8395　　894-3099

　 原則月～土曜（休館日を除く）
11時～17時（16時30分ラスト
オーダー）

栄公会堂地下１階
コミュニティカフェ
栄公会堂地下１階
コミュニティカフェ

「さんぽみち～アートdeスマイル」
営業時間が変更になりました
「さんぽみち～アートdeスマイル」
営業時間が変更になりました

地域力推進担当
894-8936　　894-9127
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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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