
生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

庶務係　　894-8430　　895-2260 地域活動係　　894-8391　　894-3099

　市内図書館や神奈川県内の図書
館からも本の取り寄せができます。
おはなし会や、講演会、テーマに沿っ
た本の展示、調べものや資料探しの
お手伝いもしています。

点灯式
　12月6日(金)14時~18時
　 本郷台駅前広場
　 各種団体によるステージパフォーマンス、
　 商店街などによる模擬店
点灯期間
　12月6日(金)~1月31日(金)   　　

11月12日(火)14時～15時30分(13時
30分開場) 
栄公会堂(たっちーらんど)講堂 
500人(当日先着)
東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会アスリート委員 田口亜希さん
当日直接会場へ
※手話通訳あり

『本郷台駅前で〝ほっと〝一息、「おかえりなさい。」』
　毎年恒例、栄区の冬の風物詩「ほっとイルミネーション」を実施します!
華やかな雰囲気に変わる本郷台駅前で素敵なひとときを過ごしませんか♪

11月は読書活動推進月間です!

ほっとイルミネーション 令和元年度栄区人権啓発講演会

「車いすからパラリンピック、そして、2020年へ」

　栄区では、「栄区読書活動推進目標」を策定し、
区民の皆さんが読書に親しんでいただく取組を
進めています。

▲親子のえほんノート

▲読書ノート

▲田口亜希さん ▲昨年度の様子

栄図書館では

　図書館だけでなく、区内の地区センター 
やコミュニティハウスでも本の貸出しを
行っています。どうぞご利用ください。

＜栄区読書活動推進目標＞

①誰もが読書情報を見られる 
②読書したくなる環境がある 
③読書ネットワークをつくる

地区センターや
コミュニティ
ハウスでも

　読んだ本のタイトルや感想を記録するこ
とができる「読書ノート」、親子の読み聞かせ
の記録を成長の記録とともに残すことがで
きる「親子のえほんノート」を作成しました。
　栄図書館や区内地区センター等で配布
していますので、ぜひ使ってみてください。 

読んだ本、
記録して
みましょう

特集は８・９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 
119,604人

世帯数
51,359世帯

 栄区のいま
（2019年10月１日現在）11月号

No.265

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1 障害福祉事業所の皆さん、区役所でも
活躍中！「これ、私たちの仕事です！」…⑧ページ
●特集2 はじめての介護保険
～要介護認定の申請手続き～…⑨ページ
●各種お知らせ……………⑩～⑫ページ



　12月7日(土)14時~16時30分(13時30分開場)　　あーすぷらざ5階映像
ホール　　50人(当日先着)　　発表参加者(バトラー):区内中学生、区内で読書
活動に携わっている成人の皆さん 　　当日直接会場へ

　発表参加者(バトラー)が自分の好きな本の紹介をする「ビブリオバトル」を実施
します。観覧者の皆さんは、発表参加者の発表を聞いて、一番読みたくなった本に
投票します。

　 高畠町企画財政課　　0238-52-1112
　 交流に関すること/生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　高畠町のマスコットキャラクターをご存じですか?
　童話作家浜田広介（高畠町出身）の童話「泣いた赤おに」をモチーフにした
赤おにの「たかっき」と青おにの「はたっき」です。LINEで出演情報や活動の
様子をお届けしますので、ぜひ友達登録をお願いします!

　１・１・９といえば、消防機関へ通報する電話番号ですね。
　これにちなんで、毎年11月９日から15日までが、秋の全国火災予防運動週
間とされています。冬に近づくにつれ、空気が乾燥し、火災件数も増加します。
　皆さんが特に大きく関わるのは住宅火災です。住宅火災は大切な家や財産、
時には生命さえも奪っていきます。住宅火災を防ぐために、火災が発生した原因
と対策を知ることが大切です。

【コンロ火災予防のいいね！】 
□火を扱っているときは離れない。
□コンロ周辺に燃えやすい物を置かない。
□調理時は防炎エプロン、アームカバー
　を着用する。
【たばこ火災予防のいいね！】
□たばこの吸い殻は、水につけて完全に
　消火する。
□寝たばこは、絶対にしない！
【放火予防のいいね！】
□ゴミ出しは、収集日の朝に行う。
□家の周りに燃えやすいものを置かない。
□照明を設置するなど、放火されにくい
　環境づくりをする。

【これもいいね！】
□住宅用火災警報器の点検（設置から
　10年以上経過したものは交換）を行う。
□住宅用消火器を設置する。

高齢・障害係 　　894-8539 　　893-3083

健康づくり係　　894-6964　　895-1759　／　生活衛生係　　894-6967　　895-1759

栄消防署予防課　 　・　 892-0119

あなたのまちのシニアクラブ
～湘南ハイツみどり会～

知的書評合戦ビブリオバトルinSAKAE観覧者募集
～みんなで本を読む楽しさを共有しよう!～

【育児・教育・親自身の問題等の相談】栄区子ども・家庭支援相談
　 894-3790　　894-8406
【18歳未満の子どもの問題についての相談】南部児童相談所　　831-4735
【児童虐待に関する相談・通告】よこはま子ども虐待ホットライン　　0120-805-240

　湘南ハイツみどり会は、昭和56年に創立され、約20人の会員から始まりま
した。
　現在は160人ほどの会員が所属し、食事の他にも講演会や音楽鑑賞を行う
誕生会、高齢者向けの体操教室などを行っています。また、月1回の水曜サロン
「そば打ち」では、そば打ち体験後、天ぷら付きのおそばを食べながら楽しい時
間を過ごしています。それらの活動が認められ、平成26年度には内閣府、平成
30年度には全国老人クラブ連合会から表彰されました。
　平成30年からは、パソコン教室やお助け隊の活動も始まり、高齢者がシニア
クラブに求めるものに応えられるよう頑張っています。

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

11月は『児童虐待防止推進月間』です
　厚生労働省では11月を「児童虐待防止推進月間」と定めています。栄区でも、児
童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、区役所でのパネル展
示や、区民まつりの機会を活用した広報・啓発活動を行っています。
　6月には「親の子どもへの体罰の禁止」「児童相談所の介入機能等の体制強化」を
盛り込んだ『改正児童虐待防止法』が可決成立しました。
　子どもを虐待から救うためには地域からの情報提供が重要
です。「心配な子どもがいる」などありましたら、こども家庭支
援課または児童相談所までご連絡ください。

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

平成３０年に横浜市で発生した
住宅火災の出火原因

コンロ 63件
23.0%

たばこ 46件
16.8%

放火（疑いを含む）
34件 12.4%

その他
100件

配線器具
15件
5.5%
ストーブ
16件 5.8%

楽しい仲間づくり

LINEの登録は
こちらから

●性格
　穏やかで人懐っこい
　いつも笑顔な赤おに

●好きなもの
　高畠のブドウ!

●夢
　みんなを笑顔に
　すること!

「たかっき」
●性格
　いたずら好きでやんちゃ 
　楽しいことが大好きな
　青おに

●好きなもの
　高畠のラ・フランス!

●夢
　みんなと一緒に
　たくさん遊ぶこと!

「はたっき」

ペットボトル
キャップ
１杯＝５㎖

　38度以上の発熱や咳、筋肉痛や関節痛など
の全身症状が突然現れます。咳やくしゃみ、その
しぶきに触れたものなどを介して感染します。

【予防しよう】
●流行前の予防接種
●流水・石けんで
　正しい洗い

冬の感染症に注意！
インフルエンザ

　下痢、腹痛、吐き気、嘔吐などの症状がで
ます。感染しても、症状が出ない場合があり
ます。患者の便や嘔吐物にウイルスが含まれて
いて、手や食品を介して感染します。

【予防しよう】
わずかなウイルス量で
感染！
●食品は中心部まで加熱
（85～90℃で90秒以上）
●流水と石けんで
　正しい手洗い

ノロウイルス

周りの人にひろげないために・・・

次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り方

正しい手洗いのポイント
□ 装飾品や腕時計は外して洗う　□ 石けんを使い、よく泡立てる
□ 20秒以上、手をこする

●咳症状のある人はマスクを着用!
●消毒用アルコール70%以上濃度を使用して、手が触れる
　ところを消毒!

嘔吐・下痢があったら・・・
●消毒は正しい濃度で希釈した次亜塩素酸ナトリウム
　消毒液を使用する。 
※台所用漂白剤を希釈して、消毒液にできます。
●流行シーズン中は、こまめに消毒!

約5% 原液10㎖+水500㎖

原液
濃度

嘔吐物や便が
直接ついた衣類など
（希釈濃度0.1%）

原液10㎖+水2.5ℓ

調理器具、床、
トイレのドアノブ、便座など
（希釈濃度0.02%）

※原液濃度（約5％）は、商品により異なります。
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～ひとつずつ いいね！で確認 火の用心～
秋の全国火災予防運動週間



　昼間保護者がいない家庭等の児童が、安全に楽しく過ごすための施設です。
詳細は、各施設にお問い合わせください。

 くでん学童保育所
　 桂台西1-43-2(仮移転先※)　　・　 891-6060
※来春からは新築施設 (公田町740)で保育予定
　12月14日(土)14時～、1月18日(土)10時～、3月1日(日)10時～
 くでん学童 くぬぎの家
　 桂台東11-33　　・　 898-2015
　12月15日(日)10時～、1月18日(土)14時～、2月29日(土)14時～
 小菅ケ谷学童保育所
　 小菅ケ谷3-11-10　　・　 894-4260
　12月14日(土)14時～、1月26日(日)14時~
 本郷台学童保育所
　 公田町623-2　　・　 894-0989
　12月15日(日)11時～(豚汁パーティー)、
　  2月  8日(土)14時～(学童おやつパーティー)
 栄放課後児童クラブ
　 小菅ケ谷2-8-18　　・　 895-1080
　12月14日(土)10時～、2月2日(日)10時～

　12月31日(火)まで(期間厳守)
　 市内に住民登録があり、次の①②のいずれかに該当する人
　 ①接種日現在で65歳以上の人
　 ②接種日現在で60歳以上65歳未満で次のいずれかに1級相当の障害がある人
　 　心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
　 横浜市高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関
　※事前に医療機関に電話等で確認してください。
　 必要なもの:住所、氏名、年齢を確認できるもの(運転免許証・健康保険証等) 
　※対象者②に該当する人は、身体障害者手帳や診断書で障害の程度も確認します。
　 2,300円
　※次の①～③に該当する人は所定の書類を医療機関に提出することにより、
　　無料で接種できます。(接種後の接種費用の払い戻しはできません)
　①本人を含む同じ世帯にいる人全員が市民税非課税の人
　②生活保護を受けている人
　③中国残留邦人等の人で給付支援を受けている人　
　※所定の書類については、健康づくり係へお問い合わせください。
接種回数:1回 ※2回接種した場合、2回目は自己負担となります。

種類･対象･予約の有無 日時･会場･定員 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)

　12月19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)  

　11月19日(火)から電話
で健康づくり係
(　 894-6964)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

放課後児童担当　　894-8434　　894-8406

令和元年度栄区
放課後児童クラブ(学童保育所)入所説明会

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

健康づくり係　　894-6964 　　895-1759

　 ①12月5日(木)②1月7日（火）
　 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)

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

　11月13日（水）
　11月20日（水） 
　11月22日（金）

母親教室(全3回)
　11月11日・18日・25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

 　11月21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　

　11月18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(先着)

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。
※11月20日・27日は9時～10時まで検査枠を拡大

　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

11月20日(水)9時～11時、11月28日(木)9時～12時
12月3日(火)13時～16時、12月6日(金)9時～11時
区役所新館2階

11月28日(木)9時～12時、
12月3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。

 　11月26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（先着）

　 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

 　11月26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）     　11月20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

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  

　①11月5日(火)②12月6
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（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

生
活
習
慣
改
善
相
談

横浜市 高齢者インフル



心身の状態を調査 事業所名：さかえ福祉活動ホーム

 事業所名：すぺーすモモ

 事業所名：かつら工房  事業所名：SELP・杜
 事業所名：ソイル栄

 事業所名：まってる
月曜日 火曜日

水曜日 木曜日 金曜日

　栄区では、障害のある人たちが、障害福祉事業所に通いながら、地域の様々な場面で活動しています。今回は、栄区
役所の中でも活躍中の皆さんをご紹介します。区役所へお越しの際はぜひご注目ください。

介護保険のサービスを
利用したいと思ったら…
まずはお近くの窓口で
相談しよう！

　畑で収穫した朝獲れ新鮮野菜
の販売、鎌倉の建長寺桜並木の
掃除など、地域に出て様々な活
動をしています。近くの畑で獲
れた新鮮な野菜をぜひお召し上
がりください。

　お弁当やお惣菜の製造販売を中心に活動
しています。梅村恵理さんは通所10年目。
野菜切りと、盛り付け担当で、ひとつひとつ形
の違うおかずを、きれいに見栄えよく詰める
よう心掛けています。「笑顔でお客さんとふ
れあえることが仕事のやりがいです！」

　区役所花壇の植替え、カウンターを飾
る花の配達のほか、出生届を提出された
人へお渡ししているガーゼなどの記念品
の梱包作業も担当しています。

　通所３年目の山寺隼矢さんは、花壇の
植替えと、カウンターへ花や作品を届ける
仕事が大好きです。名前を覚えてもらった
り、作品をほめてもらったりするので、「よ
し！いこう！とやる気がわいてきます」と、い
きいきと笑顔で話してくれました。

　婚姻届のお祝いに「祝箸」を作ってい
ます。和紙の色付けや折り、のり付け、
カード作りなど、ボランティアの皆さんと
ともに楽しく取り組んでいます。

　通所3年目の佐藤陸さんの得意な仕
事は、メッセージカード折りとのり付け作
業。祝箸作りは量が多くて大変ですが、
区民の皆さんの幸せをお祝いできるこ
とがやりがいになっています！

 事業所名：朋

　栄区では、栄区版エンディングノート「SAKAEシニアライフ
ノート」を配布しています。このノートは、終末期のことだけでなく、
これからの人生をいきいきと生活していくことにも重点を置いて
います。
　これからの人生を考えるきっかけの一つとして、ぜひご活用くだ
さい。

　日本では、国際障害者デーである12月3日か
ら、国連総会で「障害者の権利宣言」が採択され
た12月９日までの１週間を「障害者週間」と定め
ています。
　12月3日（火）に本郷台駅前で、
区内の障害当事者の皆さんによる
街頭キャンペーンを実施します！
　また、自治会町内会掲示板や学
校等へ、ポスターを掲示します。

　障害者週間に合わせた栄区のイベントとして、
「パラフェスタ♥さかえ」を開催します。障害のあ
るなしに関わらず、誰もが共に参加・体験し、楽し
めるイベントです。
　ぜひお気軽にご来場ください！！

12月７日（土）10時～16時
栄公会堂・スポーツセンター（たっちーらんど）
コンサート、映画『やさしくなあに』上映会
（有料）、パラスポーツ体験、ボッチャ交流
会など、どなたでも楽しめます。
※参加者に記念品あり！

※担当の地域包括支援センターはお住まいの地域によって決まっています。

非該当

要支援１～２

要介護１～５

月～土 9時～21時、日・祝  9時～17時（年末年始・施設点検日を除く）

●地域包括支援センター（地域ケアプラザ）

●区役所高齢者支援担当（本館２階23番窓口）

豊田地域ケアプラザ
笠間地域ケアプラザ
小菅ケ谷地域ケアプラザ
中野地域ケアプラザ
桂台地域ケアプラザ
野七里地域ケアプラザ

864-5144　　864-5904（飯島町1368-10）
890-0800　　890-0864（笠間1-1-1）　
896-0471　　896-0472（小菅ケ谷3-32-12）
896-0711　　896-0713（中野町400-2）
897-1111　　897-1119（桂台中4-5）
890-5331　　890-5332（野七里1-2-31）

栄区社会福祉協議会
　 894-8521　　892-8974

日時 

区内在住の人
区役所高齢者支援担当（本館２階23番窓口）
区内地域ケアプラザ

対象
配布場所

12月８日（日）10時30分～12時
栄公会堂（たっちーらんど）1号会議室
一般社団法人日本エンディングサポート協会
理事長　佐々木悦子氏
区内在住の人100人（先着）
１１月１１日（月）９時から電話・FAX受付

高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

日時
場所
講師

対象
申込

受付

月～金 8時45分～17時（祝・年末年始を除く）
894-8415　　893-3083
受付

会場
内容

〈コンサート出演者〉
バイオリン清岡優子さん、チェロ福井綾さん

昨年度のパラスポーツ体験の様子

（特集1について）障害者支援担当　　 894-8068　　893-3083 （特集2について）高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

申  請

審査会が、介護の必要性と度
合を審査・判定します。
区が、要介護状態区分を認定
し結果を通知します。

お住まいの地域を担当する地
域包括支援センターまたは、
区役所で申請してください。

調査員が、訪問し本人
や家族から聞き取り調
査をします。

認定調査
主治医が、意見書を作
成します。

主治医意見書

12月３日～９日は障害者週間です

「SAKAEシニアライフノート」をご存じですか？

パラフェスタ♥さかえ 2019

申請
できる人

●原則として65歳以上（第１号被保険者）
●４０歳～６４歳で国が指定する特定疾病により介護が必要と認められた場合
 （第２号被保険者）　

介護保険のサービスを利用するには
要介護・要支援認定を受けることが必
要だよ。

私は介護保険のサービスを利用
できるのかな？

申請～サービス利用の流れ

サービス利用に関しては、地
域包括支援センター、居宅介
護支援事業者などに相談して
ください。

申請時に必要なもの 要介護状態区分とは？
①介護保険被保険者証　
※第２号被保険者の人は、加入している医療保険の被保険者証
②印鑑（本人が申請書を書く場合は不要）
③かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの

●要支援１から要介護５まで計７段階の区分があります。
 区分によって、利用できるサービスの内容が異なります。
●介護の必要性が認められない場合、非該当となります。

～SAKAEシニアライフノート普及講演会～

親子で幸せな 終活の始め方

介護認定審査会 サービスの利用

介護保険被保険者証

印印

飯塚義明さん▶ 齋藤美佳さん▶

しゅんや

（左から）篠原大輝さん、
田中孟さん、矢島夕海さん▶

たける ゆみ
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★交流保育ムーブメント
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月14日（木）

❶～❹　 電話・来館受付（先着）
❶コアトレーニング・ストレッチング体操
　12月1日（日）初級（医師の制限が無
い人）：10時～11時30分
中級（運動習慣がある人）：13時～14時
30分　　各回20人　　各回200円
　11月11日（月）から
❷住まいの修繕教室 包丁の研ぎ方
　12月1日（日）10時～12時
　16人　　200円
　11月12日（火）から

❸大人のスイーツ作り 帽子みたいな
フィレンツェのケーキ「ズコット」と
X'masツリークッキー
　12月8日（日）10時～14時　　12人
　1,800円　　11月12日（火）から
❹高橋明子 with Friendsクリスマス
JAZZコンサート 5人組が贈る魅惑の
ジャズスタンダード
　12月15日（日）第一部:13時30分～
第二部:14時45分～（13時開場）※一部
と二部の間に30分間ドリンクタイム
　 70人　　1000円（チケット制／自
由席・ワンドリンク＆お菓子付）
　11月13日（水）から
◆【子育て支援】キグちゃんの①「マ
マのためのはぐくみ広場」②「親子で
あそぼ！」【学習支援】③楽習教室
　①12月4日（水）10時30分～11時
30分②12月20日（金）10時30分～
11時30分③毎週水曜15時～17時
　①未就学児以下の子どもと保護者15
人（出産予定の人と家族も大歓迎）②2歳
以上未就園児とその親20組③小・中学生
20人（各回先着）　　①②電話・来館受
付③当日直接センターへ

★さつまいも掘り・・・・・・11月11日（月）
★子育てサロン
　・・・・・・・・・・・・・11月13日・27日（各水曜）
★アロマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12月2日（月）

★保育園の離乳食
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月12日（火）
★子育てサロン・・・・・・・・・11月14日（木）

★かばくんアート・つくってあそぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月12日（火）

★親子で遊ぼう１歳児
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月20日（水）

★小さい秋火の鳥ライブ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月29日（金）

★秋とあそぼう・・・・・・・・・・11月12日（火）
★クリスマス会・・・・・・・・・・・・・12月6日（金）

第10回てくてくウォーク栄
　　　　　　「栄区の石仏、石塔を見て歩く」

てくてくウォーク栄事務局 清水正美　　090-4125-4165
生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

12月１日（日）9時～（荒天中止）
集合、スタート・ゴール地点：本郷台駅前公園　　250人（抽選）
①７㎞（長尾台方面）②14㎞（金井町方面）
中学生以上400円、小学生100円（小学３年生以下保護者同伴）
スポーツセンターのてくてく専用ポストまたははがき・FAXに①氏名
②〒住所③電話番号④中学生以上か小学生⑤希望コースを書いて
下記の宛先へ。11月24日（日）必着
【宛名】〒247-0005 桂町279-29　　896-4208
栄区体育協会てくてくウォーク栄係（栄スポーツセンター内）

栄プールの営業終了について

市民局スポーツ振興課　　671-3288　　664-0669

　栄プールは、平成27年に策定した「プール及び野外活動施設等の
見直しに係る方針」に基づき、令和２年３月31日を以て営業終了と
なります。長年に渡り、ご利用いただきまして誠にありがとうござい
ました。
　営業終了後については、近隣の港南プールをご利用ください。

戸塚税務署からのお知らせ

使い切りクッキング！
「クリスマスにも使える
洋風おせち」

資源化推進担当
　 894-8576　　894-3099
上郷地区センター
　 892-8000　　892-8022

12月2日（月）10時～13時
上郷地区センター
12人（先着）　　吉川友子
1,000円
11月11日（月）から
センターへ電話・来館受付

東京地方税理士会
戸塚支部
　 864-3300

11月14日（木）
10時～16時
戸塚駅地下１階
コンコース
当日直接会場へ

第178回
昼休みコンサート

生涯学習支援係
　 894-8395　　894-3099

11月14日（木）
12時20分～12時50分
区役所新館1階エントラスホール
コールメイト
（協力：栄区音楽協会）
当日直接会場へ

　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、「コーラスで綴るなつかしの映
画音楽」です。

●税理士会による無料
　税務相談

●個人事業者の決算説明会

戸塚税務署個人課税第1部門指導担当
　 （代表）863-0011（内線）414

〔事業所得を有する人〕
12月3日（火）・4日（水）
〔不動産所得を有する人〕12月5日（木）
各回9時30分～12時、13時30分～16時
戸塚税務署1階会議室（戸塚区吉田町2001）
当日直接会場へ

★オープンディ・・・・・・・・・・11月15日（金）

★ネイチャー＆ランチ交流
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月26日（火）

秋の展覧会【陶芸・書道・絵画等】
コーヒー&お菓子サービス！21日
は13時～高橋明子の昭和歌謡/アロ
ハブルーウクレレコンサート
　11月20日（水）・21日（木）10時～
16時（21日は15時まで）　　コンサー
トのみ100円　　当日直接センターへ
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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
※掲載されているイベント以外にも、イベントがある場合があります。詳細は、各施設にお問合せください。

―休館日については、各施設にお問い合わせください―

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

　 894-1374
　 894-1490桂台保育園

　 892-7117
　 892-6577小菅ヶ谷幼稚園

　 871-3661
　 871-3812飯島保育園

★たけのこランド
　・・・・・・・11月21日、12月5日（各木曜）

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ

　 890-6010
　 892-1149かさまの杜保育園

広告



❶❷　 電話・来館受付（先着）
❶和田医院 和田医師によるこども向
け健康講話
　11月12日（火）13時～14時
　 親子30組
❷豊田スタイル 傾聴について学ぼう
　11月13日（水）10時～12時
　 概ね60歳以上の人20人　　500円
❸❹　 11月11日（月）から電話・来館受
付（先着）
❸寄付と遺贈と遺言と
～私の思いを未来に託す～
　12月6日（金）13時30分～15時30分
　 豊田地区センター　　40人
❹緊急時の消防署への依頼の仕方
「乳幼児における緊急対応」
　12月10日（火）11時～11時30分
　 20組

❶～❸　 電話・来館受付（先着）
❶男性応援講座・体操編（全3回）
　11月26日、12月3日・10日（各火
曜）13時～14時30分　　概ね65歳
以上で区内在住の男性20人
❷スマホ＆タブレット初心者相談会
　12月1日（日）13時～15時
　 区内在住の人20人
❸華シニア連続講座第4弾
～寒さを乗り切る薬膳の話～
　12月12日（木）13時30分～15時
　 シニア20人　　11月11日（月）から

❶～❹　 当日直接図書館へ
❶おはなし会
　11月13日（水）16時～16時30分
　 4歳くらいから
❷かながわこどもひろば おはなし会
　11月23日（土・祝）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
❸親子のおはなし会
　11月26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「冬の感染症に気をつけ
よう！～12月は世界エイズデー」
　11月29日（金）～12月16日（月）

◆にこりんく虹のふれあいコンサート
～ありがとう～

　12月14日（土）13時～14時30分（12時
30分開場）　　栄公会堂　　200円
　にこりんくへ電話（　 898-1615）・
来館受付

❶～❺　  電話・来館受付（先着）
❶にこりんくとげんきっこひろばで
遊ぼう（親子ヨガ）
　11月22日（金）10時30分～11時30分
　 6か月～未就学児と保護者15組
❷歌声喫茶in上郷
　11月27日（水）13時～15時
　 セレモホール上郷
　 40人　　200円
❸半年毎の測定会
～庄戸コミュニティハウス～
　12月9日（月）9時30分～11時45分
　 庄戸コミュニティハウス　　20人
　 500円
❹お針箱～お正月リースを手作り
で！！～（全２回）
　12月11日（水）・12日（木）13時～15時
　10人　　500円
❺げんきっこひろばでクリスマス
　12月20日（金）10時～14時
　 未就学児と保護者15組
　 大人300円、子ども100円（食事代）

◆健康セミナー
「手足のマヒ、しびれのはなし」
　11月27日（水）14時～15時30分
　 40人（先着）
　 横浜栄共済病院脳神経外科 野村素弘
　 電話・来館受付

❶❷　 当日直接ぷらっと栄へ
❶パソコン無料相談会
　11月16日（土）13時～16時
❷歴史の街カフェ
「栄区の石造物を学ぼう」
　11月23日（土・祝）10時～12時（13
時まで交流会有）
❸❹　11月11日（月）から電話・来館受
付（先着）
❸地域デビュー講座 「自分」を生か
した活動を始めてみませんか！
　12月9日（月）10時～11時30分
　 区内在住・在勤の人20人
❹地域連携サロン「その歩き方大丈夫？
～転倒防止対策について～」
　12月19日（木）14時～15時30分
　 区内在住・在勤の人50人
　 横浜栄共済病院理学療法士 山口和久

◆11月のロビーコンサート
～懐かしのメロディーを大正琴で～
　11月30日（土）11時～11時45分
　 栄心会　　当日直接センターへ
❶～❸　11月11日（月）から電話・来館
受付（先着）
❶包丁研ぎ講座
　12月1日（日）13時～15時
　12人　　DIYアドバイザー神奈川　
　100円
❷重ね煮料理教室～旬の野菜を使っ
た料理で厳しい冬に備えよう～
　12月6日（金）10時～13時
　12人
　1,000円
❸多肉植物で作るクリスマスリース
　12月10日（火）13時30分～15時
　15人　　1,200円
◆豊田しめ飾り教室
　12月22日（日）10時～13時30分
　120人（先着）　　500円
　11月25日（月）から来館受付

◆備えて安心！終活講座 パート１
 「相続と遺言」＆個別相談会
　11月16日（土）①講座14時～16時
②個別相談会16時～17時
　 ①講座30人②相談会8組（各回先着）
　 電話・来館受付

◆第27回ぬくもり
　楽しいイベント、食事、野菜販売、ボッ
チャ大会などあるよ！
　11月17日（日）11時～15時
　 当日直接ケアプラザへ
❶❷　  FAX・電話・来館受付（先着）
❶ぴょんちゃんと遊ぼうIN桂台
～ベビトレヨガ～
　11月19日（火）10時30分～11時
30分　　首が座っている子ども～未就
園児とその親10組　　100円
❷介護予防教室
～歩行障害について学び、転倒を予
防しよう！～
　11月22日（金）10時～11時30分
　 30人

❶～❸　 11月11日（月）から電話・来館
受付（先着）
❶アドベントカレンダーを作ろう
♪クリスマスまで楽しくカウントダウン♪
　11月30日（土）10時～12時
　 小・中学生10人　　200円
❷トールペイント講座☆コルクボード
に雪だるまを描いてみましょう
　12月7日（土）13時～15時30分
　10人　　500円
❸クリスマスお菓子講座★「スノー
マンクッキーと抹茶チーズケーキ」
の可愛いティータイム
　12月9日（月）10時～13時
　12人　　700円
◆クリスマスロビーコンサート＆カフェ
クリスマスの音楽を楽しみながら
カフェで優雅なひとときを♪
　12月14日（土）13時30分～16時
　 当日直接センターへ

第7回かみごう☆こども
キラキラフェスタ

　「たのしい・おいしい」がいっぱい！来
て見て遊ぼう！食べよう！
　11月23日（土・祝）10時～15時
　 当日直接センターへ

第28回『ロッキーまつり』
　トランポリンなど楽しい遊びがいっぱい！
　11月17日（日）10時～16時
「はやぶさ2」工作教室：6回開催（時間
要問合せ）
　 和太鼓「昇龍」ほか（12時～12時30分）
　 工作教室：主に小学生（先着順/未就
学児保護者同伴）各回8人
　 当日直接ログハウスへ
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

広告



◆クリスマスグッズを作ろう
　 11月30日（土）10時～12時
　 小学生以上20人（先着）　　600円
　 11月11日（月）から電話・来館受付

◆第５期水泳教室募集について
　 1月13日（月）～3月28日（土）
※変更する場合あり
　 成人水泳教室・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　　7,600円～
12,000円（各教室で異なります）
　 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⑥電話番
号⑦受講経験の有無を書いて、郵送ま
たは来館受付。12月7日（土）必着（抽選）

❶❷ 　 当日直接観察センターへ
❶森の絵本を楽しもう～手作り絵本で
の読み聞かせや簡単絵本作り体験～
　11月20日（水）10時30分～12時
　 ごろすけ館
❷みんなでバードウォッチング
～冬の鳥たちがやってきた～
　12月8日（日）9時～13時（受付：8時
45分～）少雨決行 　　受付：ごろすけ館前

◆長屋門葺き替え工事見学会
　11月16日（土）10時～12時
　150人（先着）　　電話・来館受付
❶❷　 往復はがきに①講座名②〒住所
③氏名④電話番号を書いてふじやま公
園へ（抽選）
❶初心者茶道体験教室
　11月17日（日）12時30分～15時30分
　10人　　500円
　11月11日（月）必着 
❷フラワーアレンジメント～お正月の花～
　12月19日（木）13時30分～15時30分
　 8人　　2,000円　　12月5日（木）必着

❶❷　11月15日（金）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）　※保育あり（2か月～未就
学児/有料/予約制）
❶女性のためのパソコン講座「ワー
ド初級」（全2回）
　12月9日（月）・10日（火）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「エク
セル中級」（全2回）
　12月16日（月）・17日（火）10時～
15時30分　　女性12人　
　11,000円

❶～❺　 当日直接会場へ（当日先着）
❶子どもと一緒に楽しめる
「絵本作家の名作シリーズ」上映会 
　11月3日（日・祝）・4日（月・休）・16日
（土）各日13時～
　 5階映像ホール　　各回120人

❷世界一周多言語読み聞かせの旅 
ギリシア
　 11月17日（日）13時～13時30分
　 2階映像ライブラリー
❸映画『いわさきちひろ～27歳の旅立ち～』
　 ①11月21日（木）14時～②11月
23日（土・祝）11時～、13時～、15時～
（各回15分前開場）　
　 ①2階プラザホール②5階映像ホール
　 ①200人②120人
❹演奏会「スティールパン★ナイト」
　12月7日（土）17時～18時（30分前
開場）　　2階プラザホール　　200人
❺キャンドルナイト2019 
　12月7日（土）点灯時間：17時～19
時30分　　2階アプローチデッキ

◆初めてのコアトレーニング
（当日受付教室）
　11月11日・25日、12月2日・9日・23
日（各月曜）11時30分～12時30分
   16歳以上20人（当日先着）　　1,020円
　 当日直接スポーツセンターへ
◆「冬からのスポーツ教室」
　 １月から「冬からのスポーツ教室」を開
催します。
　 11月16日（土）までに往復はがきまたは
ホームページ（http://www.yspc.or.jp/
sakae_sc_ysa/category/school.
html）でスポーツセンターへ

◆午後の音楽会第111回プレミアム
コンサート KANKAWA クインテット 
　カリスマオルガンプレイヤーKANKAWA
によるラストライブ！幻の名機Hammond 
B-Ⅲが放つファンキーなオルガンサウンド。
　1月16日（木）14時～（13時30分
開場）　　栄公会堂　　600人（先着）
　 KANKAWA(Org)、類家心平（Tp）、
竹内直（T・Sax)、越智巌（Gt)、AKI
（Drms）　　全席指定2,000円
　11月5日（火）から電話・来館受付
◆YASUNAO×LILIS CONCERT
SERIES NO.23/NO.24
　ドイツ・バロックの旗手テレマン×タン
ゴの革命児ピアソラ、偉大な作曲家二人
に出会う。
　3月21日（土）NO.23：14時～（13
時30分開場）NO.24：18時30分～
（18時開場）　　リリスホール
　 各回300人（先着）
　 石田泰尚(Vn)、中島剛（Pf）（NO.24
のみ）　　全席指定 1枚3,500円、セッ
ト券6,000円
　11月23日（土・祝）から電話・来館受付

◆書き初め教室  
　12月26日（木）13時～17時
　 小・中学生20人（先着）　　1,300円
　12月19日（木）までに電話・来館受付
※書き初め展を1月5日（日）～11日
（土）に開催

❶❷　 電話受付
❶舞岡ふるさと村里いも掘り
　11月16日（土）～12月1日（日）9時
30分～10時30分　
　大人200円、子ども100円/2株600円
　11月11日（月）9時から
❷リース作り教室
　 12月1日（日）9時30分～12時
　 20人（先着）　　300円
　 11月13日（水）から 
◆パン教室（シュトーレンを作ろう）
　 ①12月7日（土）②12月8日（日）各回
13時～16時　　小学生以上各回12人
（抽選/小学生のみの参加不可）　　各回
1,800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（第2希望まで申込み可）を虹の家
へ｡11月20日（水）必着
◆第23回サロンコンサート“弦楽四
重奏＆ドラム”
　12月15日（日）14時～16時
　100人（先着）　　前売り：1,000円
（中学生以下500円）、当日：1,200円
（中学生以下600円）
　11月23日（土・祝）から電話・来館受付

◆自然観察会～生きものの冬支度～ 
　11月24日（日）13時～15時（雨天中止）
　 当日直接小谷戸の里へ
❶❷　 電話・来館受付（先着/小学生以
下保護者同伴）
❶竹細工～ミニ門松～
　 ①12月14日（土）②12月15日（日）
各回9時30分～12時　　各回20人
　 各回800円　　11月25日（月）から 
❷わら細工～正月飾り～
　 ①12月14日（土）②12月15日（日）
各回13時～15時　　各回20人
　各回500円　 11月27日（水）から
◆鏡餅作り 
　12月21日（土）10時～12時　
　 20組（抽選/小学生以下保護者同伴）
　1,600円　　往復はがきに①講座名②
参加者全員の氏名・年齢③代表者の住所
④電話番号を書いて小谷戸の里へ。11月
25日（月）必着。往復はがき1枚に5人まで

❶～❹　11月11日（月）から電話・来館
受付（先着）　　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）
　12月１日（日）10時～11時30分 
　15人
❷さわやかスポーツ（グランドゴルフ）
　12月9日（月）10時～11時30分
　18人
❸自然の素材で作ってみよう！（門松作り）
　12月10日（火）10時～12時
　15人　　300円
❹所長といっしょ！山散歩
　12月18日（水）9時30分～15時
　  8人

❶～❸　11月11日（月）から電話・来
館受付（先着）
❶木材で作るサンタクロース
　12月1日（日）10時～12時
　15人　　600円
❷折り紙で何を作ろう
　12月8日（日）13時～15時
　15人　　100円
❸ミニチュア門松を作ろう！
　12月15日（日）10時～12時
　15人　　 300円
◆にこにこおはなし会
　12月12日（木）11時～11時30分
　 未就園児と保護者　
 　当日直接コミュニティハウスへ
◆出張広場親子で遊ぼう（子育て支
援共済事業）<共催：にこりんく>
　12月20日（金）13時30分～14時30分
　 0歳～未就学児と保護者12組（先着）
　11月11日（月）からにこりんく（　 898-
1615）へ電話・来館受付

翠のつどい
　12月1日（日）10時～15時
　 当日直接翠風荘へ

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

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

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

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

●中・高等部ステージ発表  14日（木）10時～14時15分
●小学部ステージ発表   15日（金）9時50分～11時25分
●バザー、展示など　　16日（土）10時～11時20分　  当日直接会場へ

　11月14日（木）～16日（土）　　本郷特別支援学校（小菅ケ谷3-37-12）

第39回ほんごう祭第39回ほんごう祭

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

本郷特別支援学校　　894-2952　　894-2954
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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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