


●12月21日（土）オープンイベント
●1月1日（水）元旦もちつきイベント
●1月19日、2月16日(各日曜)
   スキーこどもの日
　※抽選会もあります。

●2月8日 （土）バレンタインイベント
●2月29日（土）さかえ雪ん子まつり
　（予定）
　※スキースクールは土日祝・年末年
　　始(12月29日~1月3日)も営業
　　します。

イベント情報

　 交流に関すること/生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099
　 さかえ倶楽部スキー場　　0269-87-3355　　0269-87-2280

　豊富な天然雪とみんなで楽しめる９
つのコース、あったか温泉、野沢菜漬け
食べ放題で長野県栄村の冬をエンジョ
イしませんか。毎月第3日曜日は「ス
キーこどもの日」、小学生のリフト料金
が無料です。区内在住・在勤の皆さんに
はリフト料金の特別割引もあります。
（詳しくは、区ホームページへ）

　栄区の新春を彩る消防出初式を
開催します。

※当日12時～16時は、区役所駐車場の
　利用はできません。（午前中一部制限有）

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

栄区消防出初式実行委員会事務局　栄消防署庶務課
・    892-0119

青少年指導員の活動を紹介します！ 

～東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて～
“栄区ならではのおもてなし”で“2020”を盛り上げよう！
トークショー＆パネルディスカッション

　青少年指導員は、次世代を担う栄区の青少年が健やかに、のびのびと育つことができる地域の環境をつ
くるため、地域ぐるみで様々な活動を推進しており、現在は103人が26期栄区青少年指導員として活躍し
ています。
　各地区では、キャンプや体験教室などのイベント開催のほか、お祭りやスポーツ大会など地域行事への協
力を行い、その一方で、夏休み期間の夜間パトロールや、有害図書販売の実態調査など、青少年をとりまく社
会環境の健全化にも取り組んでいます。また、毎年3月に本郷台駅前で開催する「SAKAEヤングフェスティ
バル」では、中学生による準備・運営を青少年指導員がサポートし、中学生が主役のお祭りを支えています。
　青少年指導員の任期は２年間で、次期27期は2020年４月から活動を始めます。「地域の子どもたちと
関わりたい」「青少年の健全育成を手助けしたい」とお考えの皆さん、ぜひお住まいの自治会・町内会へご相
談ください。

１.横浜市電子申請サービス▶QRコードから申請サービスへ。
２.はがき▶①〒住所②氏名（ふりがな）③電話番号を書いて下記
宛先へ。折り返し、区役所から「事前申込み確認票」を返送します。
（送付先）〒247-0005 桂町303-19
　　　　区役所地域振興課「おもてなし担当（トークショー申込み）」
３.メール▶①件名「トークショー申込み」②氏名（ふりがな）③電話番号を書いて、
下記宛先へ。１週間以内に返信メールが届かない場合は、お問い合わせください。 
（送付先） sa-sports@city.yokohama.jp

　 1月20日(月)必着※来場者全ての氏名を記入してください。

■当日の受付方法
　電子申請サービスからお申込みの場合は受付通知（印刷したものか画面）
を、はがき・メールでお申込みの場合は区役所から返送された「事前申込み確
認票」を、受付で提示してください。
※詳細は、チラシまたはホームページでご確認
ください。

「致命的な事故やケガは、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。

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

▲26期第3回全員研修会（2019年6月）

◆セーフコミュニティとは

　オリンピアン・パラリンピアンによるトークショーと、区民の力を生かした「栄
区ならではのおもてなし」パネルディスカッションを開催。いよいよ近づいてきた
東京2020大会を、みんなで盛り上げましょう！
　 ２月１日（土）13時30分～15時30分（予定/13時開場）　　栄公会堂（たっ
ちーらんど）講堂　　400人（先着/定員を超えた場合、区ホームページでお知ら
せします。）　　山本博さん（アーチェリー選手：ロサンゼルスオリンピック銅メダル、
アテネオリンピック銀メダル）田口亜希さん（射撃選手：パラリンピックアテネ大会、
北京大会、ロンドン大会出場）愛甲香織さん（元日本航空客室乗務員、「栄区ならでは
のおもてなし」アドバイザー）司会：中倉隆道さん（栄区出身、元NHKアナウンサー）

　みなさんこんにちは！
　これから気温が下がってくると「ヒートショック」に注意が必要だよ。
お風呂に入るとき、寒い脱衣所から急に熱いお湯につかると、血圧が
変動して意識を失って浴槽で溺れてしまうことがあるんだ。「高齢者
安全対策分科会」では、リーフレットやポスターを作成して啓発活動
をしているよ。体調が悪いとき・飲酒後は入浴を控えて、お湯の温度
41度以下・入浴は10分までにしようね。

～高齢者安全対策分科会・防犯対策分科会～

　「防犯対策分科会」では、振り込め詐欺対策活動を重点的に行って
いるよ。栄区の振り込め詐欺被害額は増加傾向で、2018年と
2019年の1月から６月の被害金額を比べると約２．２倍（2,648万
円→5,726万円）になってしまっているんだ。分科会では講座などの
啓発活動に力を入れているよ。被害を受けるとお金だけでなく心の
ダメージも大きいんだ。皆さんも被害にあわないよう気をつけてね。

～地域で青少年を育てよう～

［期間］12月21日(土)～3月29日(日)

栄区 おもてなし

１ 日時
　１月11日（土）
　13時30分～15時10分（予定）
２ 場所
　 第一部 式典：栄公会堂（たっちーらんど）
　 第二部 総合訓練：区役所駐車場
３ 概要
　13時30分から栄公会堂にて式典を行
います。初めに消防に功労のあった皆さ
まに対し表彰を行います。その後、横浜市
消防音楽隊による演奏を行います。
　14時45分頃から区役所駐車場で消
防職員、消防団員による総合訓練を行い
ます。

▲消防音楽隊によるトークと演奏

▲消防団員による機器取扱訓練

▲フィナーレは恒例の一斉放水
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新年恒例の
〈令和２年栄区消防出初式を行います〉



□働きたいけど、自信がない
□働きたいけど、何から始めていいかわからない
□仕事に就いても、職場の人と仲良くなれない
□長い間、仕事に就いていない
□家に引きこもっている
□仕事がなかなか見つからない
□親の介護で働けなかった　

　生活支援コーディネーターは、地域の支え合いの推進役です。区社会福祉協議会と各地域ケ
アプラザで、高齢の人が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるための地域づくりを行ってい
ます。ちょっとした「どうしよう・・・」「困ったな・・・」「やってみたい」を解決できるようお手伝いします。
例えば...

　エイズとはHIVウイルスに感染することでおこる病です。HIVに感染しても、数年は症状のない
状態が続きますが、免疫が弱くなってくるとエイズを発症すると言われています。
　昔は不治の病というイメージがありましたが、現在はHIV治療薬が飛躍的に進歩し、エイズの発
症を予防したり遅らせたりすることができます。一方で、新たにHIV・エイズの報告者は
国内だけで年間1,500人前後にのぼり、20～30歳代に集中しています。感染を予防
するためにも、HIV・エイズについて正しい知識をもち、理解を深めることが大切です。
　この機会にエイズについて、考えてみませんか。区役所では、無料匿名でHIVの検
査と相談を実施しています。詳しくは健康づくり係まで。

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)　※ 次回は2月20日（木）です。   

　 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

１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)

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

生活困窮者
自立支援制度ってご存じですか？

12月1日は世界エイズデー

生活支援係　　894-8400　　894-3423

栄区社会福祉協議会　　894-8521　　892-8974/各区内地域ケアプラザ

全部、
生活支援課で
相談できます！

こんなお手伝いができます
なかなか仕事が見つからない

就労支援

すぐ働く自信がない

就労準備
支援

お金の使い方が分からない

家計相談
支援

何に困っているかわからない

自立相談支援

次回は就労準備支援についてご紹介します。

●電球を交換したいけど、足腰が弱ってきて困っている。
●ちょっと体操できるグループや、趣味の集いに参加してみたい。
●まだまだ元気だから、ご近所の役に立ちたい！

突然ですが、こんな相談、どこでできると思いますか？

など

　そんな時は、生活支援コーディネーターにぜひご相談ください。困りごとを
お手伝いできる団体や、あなたが活躍できる場所をご案内します。

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

　12月20日（金）
　12月18日（水） 
　12月11日（水）

母親教室(全3回)
　12月2日・9日・16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

 　12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　

　12月16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。
※12月4日・11日は9時～10時検査枠を拡大

　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

12月18日(水）９時～11時、12月26日(木)９時～12時
１月７日(火) 13時～16時
区役所新館2階

12月26日(木) 9時～12時
１月７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。

 　12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（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

 　12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）     　12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

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  

　12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

　電話で健康づくり係
(　 894-6964)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





広告

1月18日、2月1日・8日・29日、3月14日（各土曜）
各回13時30分～16時30分
栄区生活支援センター 集会室
 (小菅ケ谷3-32-12 小菅ケ谷地域ケアプラザ2階) 
精神障害のある人のご家族で全5回通して参加可能な人
栄区精神障害者家族会「さかえ会」会員
初回のみテキスト代1,320円、お茶菓子代200円
12月25日(水)までに下記担当者へ連絡し、申込書を提出
担当者：さかえ会 高村鈴子(　 080-1025-2108）

1月7日(火)11時30分～13時
栄公会堂・スポーツセンター(たっちーらんど) 　　3,000円
12月20日(金)までに総務課庶務係（本館4階41番窓口）へ

★かばくんアート・つくってあそぼう
　……………………12月17日(火)
★ランチ交流………12月19日(木)

令和2年 栄区新年祝賀会

栄区新年祝賀会実行委員会事務局(区役所総務課)
894-8430　　895-2260

第179回昼休みコンサート

年末年始の生活情報

生涯学習支援係　 894-8395　　894-3099

12月12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
栄ソリスティ(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、 栄ソリスティによるクリスマスコンサートです。

家族による家族学習会普及事業(横浜市委託事業)
栄区精神障害者家族会による家族学習会参加者募集のお知らせ

障害者支援担当　　894-8405　　893-3083

　テキストを使用し、話し合いなどを通して当事者と家族の生き方を学
びます。

　新年を迎えるにあたり、祝賀会を開催します。どなたでも参加できます。

1月22日(水)13時30分～15時30分
(受付・開場:13時)
区役所新館4階8・9号会議室　　120人(当日先着)
高齢者施設住まい相談センター 甘粕弘志さん
当日直接会場へ

老人ホームの選び方

地域活動係　　894-8391　　894-3099

◆休日昼間の救急医療
　栄区休日急患診療所（内科・小児科）
　12月30日（月）～１月３日（金）10時～16時（公田町635　　893-2999）
　※受診の際は、健康保険証、各種医療証を忘れずにお持ちください。
　※夜間救急センターやそのほかの救急時の医療機関紹介については、
　　市版16ページをご確認ください。
◆区役所の休庁日やごみの収集日 市版16ページをご確認ください

◆区民利用施設などの休館日等 直接各施設にお問い合わせください

栄警察署

栄図書館

環状4号線

栄警察署前
栄警察署前

横浜栄
共済病院

栄区役所

湘南台
本郷台駅
大船

急病の際はこちらの
「栄区休日急患診療所」をご利用ください！

★どきどきパーティ…12月18日(水)
★ランチ交流………12月19日(木)
★こども新年会…………1月9日(木）

栄区消費生活講演会 終 活

★年忘れ&クリスマス火の鳥ライブ
　……………………12月20日(金)

★クリスマス…………12月14日(土)
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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。

★子育てサロン……12月11日(水)
★野口先生研修……12月19日(木)
★クリスマス会……12月20日(金)
★だいこん掘り……1月10日(金)

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

★子育てサロン
　……12月12日、1月9日(各木曜)

　 894-1374
　 894-1490桂台保育園

　 871-3661
　 871-3812飯島保育園

★クリスマス会……12月16日(月)

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

　 891-0111
　 895-3761

ファミリーサポート
のあ

★どんど焼き……………1月9日(木)

　 891-2020
　 891-3533

やまゆり
幼稚園

★ランチ交流………12月18日(水)
★室内で遊ぼう……12月19日(木)
★お正月遊び……………１月９日(木)

　 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

　 892-1530
　 892-1745公田保育園



広告

◆障害児余暇支援事業「作って・遊ん
で・クリスマス会」
　12月14日(土)13時30分～16時
　特別支援教室・特別支援学校に通う
小・中学生15人(先着)　　松本光代
　 500円　　 電話・来館受付

◆おもしろわくわく講座～はがきを
作ってみよう!紙すき体験～
　12月27日(金)13時30分～15時 
　 20人(先着)　　100円(材料費)
　 電話・来館受付

❶～❹　 当日直接図書館へ
❶おはなし会
　12月11日（水）16時～16時30分
　 4歳くらいから
❷紙芝居の会
　12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
　12月21日(土)14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
❹親子のおはなし会
　12月24日(火)11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者
◆高齢者と絵本を楽しもう
講演会&交流会 
　1月28日(火)13時30分～15時
45分　　30人(先着)
　1月8日(水)から電話・来館受付

◆書道体験
　12月27日(金)14時30分～17時
　 中・高校生世代(小学4年生以上/書
道道具持参)
　 電話・メール・FAX・来館受付
　フレンズ☆SAKAE　　・　 898-1400
　 sakaeseisyo-nen@nifty.com

❶❷　 電話・来館受付
❶ボディケアストレッチ(全3回) 
　1月17日・24日・31日(各金曜)13時
～14時30分　　20人(先着)
　 500円
❷介護食講座
　1月20日(月)10時30分～13時
　10人(抽選)　　500円
　1月19日(日)締切

◆笠間で歌ってみよう会
 1月30日、2月13日、3月12日(各木
曜)各日14時～16時
　 各回50人(当日先着)　　各回200円
　 当日直接ケアプラザへ

◆子育て喫茶「げんき」リトミックで
クリスマス♪&カレーランチも!
　12月25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(当日先着)
　 200円(保険代・お茶付き)
カレー:大人100円、子ども30円　 
　 当日直接センターへ
❶～❸ 　電話・来館受付(先着)
❶書初め練習会 栗原光雲先生と練
習して宿題を仕上げよう! 
　1月5日(日)13時～15時30分
    小・中学生12人　  100円
　12月11日 (水)から
❷庭木の手入れ～土や病害虫、剪定 
の基本をじっくり学ぶ～(全6回)
　1月17日・24日・31日、2月7日・14
日・21日(各金曜)13時～15時
　 20人　　1,200円
　12月12日(木)から
❸日常にアロマテラピーを♪
心と体の健康に!万能クリーム作りと
アロマスチーム 
　1月28日(火)10時～12時
　16人　　1,000円
　12月12日(木)から
◆【子育て支援】①キグちゃんの
「親子であそぼ!」0歳児
【学習支援】②楽習教室
　 ①1月27日(月)10時30分～11時30分
②毎週水曜15時～17時 
　 ①0歳以上未就園児親子20組(先着)
②小・中学生20人(当日先着)
　 ①電話・来館受付②当日直接センターへ

◆おもてなしの街カフェ
　お正月を彩る水引とおもてなし和装
帯結びを学ぼう。
　12月21日(土)10時～12時(13時
まで交流タイム)
　 当日直接ぷらっと栄へ
◆認知症サポーター養成講座
　1月21日(火)13時30分～15時
　 区内在住・在勤の人30人(先着)
　12月11日(水)から電話・来館受付

❶～❸　 電話・来館受付
❶おせち料理に食そう!こんにゃく作り
講座～ローストビーフ作りも学べます!
　12月23日(月)10時～12時30分
　15人(抽選/初回・近隣の人優先)
　 600円　　12月16日（月）締切
❷小・中学生対象!『ワクワク基地★な
かの』宿題解決!書き初め満点大作戦!
　12月27日(金)小学3年生以上:10時～
12時 中学生:14時～16時30分
　 各回15人(抽選)　　100円
　12月25日（水）締切
❸備えて安心!終活講座
「終の住まいについて」
　1月18日(土)14時～16時
　 40人(先着)

◆12月のロビーコンサート
～楽しいキーボード音楽会♬～
　12月21日(土)11時～11時45分
　 ドレミクラブ
　 当日直接センターへ
❶～❹　12月11日(水)から電話・来館
受付(先着)
❶なかちゃんの季節遊び
～みんなでメリークリスマス～
　12月20日(金)①10時～10時45分
②11時～11時45分　　①1歳児親子
10組②2歳児～未就園児親子15組　
　1組100円
❷こどもケーキ教室～チョコレート
パウンドケーキ～
　12月21日(土)10時～12時30分 
　 小学生16人　　600円
❸門松作り～手作りのミニ門松で新
年を迎えよう!～
　12月22日(日)13時～14時45分
　 小学生～大人15人　　300円
❹こども書道教室～書き初めに挑戦!
～(全2回)
　12月26日(木)、1月6日(月)13時～15時
 　小学3年生～中学生15人　　300円

❶～❸　 電話・来館受付(先着)
❶備えてあんしん終活講座
第3回身元保証編～終活で安心楽し
いセカンドライフ～
　12月7日(土)14時～16時
　 30人程度
❷親子クリスマス会～たのしいオペレッ
タミュージックベルの体験もしてみよう～
　12月16日(月)10時30分～11時
30分　　未就学児親子25組
❸からだにいいコト体質改善教室～
関節の悩み～
　椅子に座ったままの体操です。
　12月20日(金)15時～16時
　 60歳以上15人

❶～❹　 12月11日(水)から電話・来館
受付(先着)
❶♪うたごえ喫茶♪懐かしのメロディを
福田安弘氏のアコーディオン演奏とともに
　1月12日(日)13時～15時
　 65歳以上30人　　200円
❷在宅介護技術を学びましょう～移
動着脱の介助・初期実践編～
<共催:野七里地域ケアプラザ>
　1月22日(水)13時30分～15時
　12人　　湘南鎌倉総合病院リハビリ
テーション科室長 根本敬
❸味噌作り教室～米麹の味噌作り!
季節の軽食も楽しみましょう～
　1月27日(月)9時30分～15時
　15人　　700円
❹「たかが箸されど箸」～生涯箸遣い
現役・健康年齢を伸ばそう～
　1月29日(水)13時30分～14時30分
　 25人　　NPO法人みんなのお箸プ
ロジェクト礼法・箸文化講師 平沼芳彩
◆学習支援「てらこや・かみごう」
　 毎週火曜（休館日を除く）15時～17時
　 小・中学生　　当日直接センターへ

112019（令和元）年 12 月号 ／ 栄区版

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、各施設にお問い合わせください。

―休館日については、各施設にお問い合わせください― 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

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



◆プライベートレッスン(個人指導)
について
　通常教室に比べ、1対1でより細かく
指導を受けることが出来ます。
 　幼児～成人　　30分2,000円
　 電話・来館受付

❶❷ 　 当日直接観察センターへ
❶自然と遊ぼう
 ゲーム感覚で森の自然を楽しみます。
雨天の場合は室内で。
　12月14日(土)13時30分～14時
30分(受付:13時～)
❷季節の森を歩こう
　観察の森で草花・昆虫・鳥などを見る
自然観察会です。
　1月12日(日)①11時～12時②13
時～14時(受付:①②10時～)
　 小学生以下保護者同伴

◆作品展
　12月14日(土)9時～21時、12月15
日(日) 9時～14時
　 コミュニティハウスで活動する団体の
絵画・写真・ 工芸品等の展示  
　 当日直接コミュニティハウスへ
◆しめかざり作り
　12月21日(土)14時～16時
　10人(先着) 　　800円
　12月12日(木)から電話・来館受付

❶～❸　 当日直接ふじやま公園へ(当
日先着)
❶年末餅つきとミニ正月飾り
～いつもの賀状版画もあるよ～
　12月15日(日)10時～13時
　 餅つき:大人30人、子ども30人 正月
飾り:30人　　餅2個1パック(200人
に無料配布)　　正月飾り500円
❷ふじやまの手打ちそばで年越しを
～そば研の味をお楽しみください～
　12月28日(土)12時~13時
　10人　　400円
❸七草粥とお正月遊び～懐かしい遊
びと味を古民家で～
　1月5日(日)11時30分～13時
　100人　　100円

◆ママと赤ちゃんが一緒に楽しむ産
後エクササイズ
　1月28日(火)10時～11時30分
　 産後の女性と4か月～ハイハイ前の
赤ちゃん15組(先着)　　900円
　12月12日(木)から電話・HP・来館受付
◆おもちゃ病院
　ボランティアのおもちゃドクターが子
どもたちの前でおもちゃを修理します。 
　 2月8日(土)10時～14時
　 小学生以下の子どもと保護者（おも
ちゃ1人2つまで）
　12月11日(水)から電話・来館受付

❶～❹　 当日直接あーすぷらざへ
❶企画展「遊牧ぐらし～草原の民と
砂 漠の民～」 
　12月14日(土)～3月22日(日)10時～
17時(16時30分最終入場)
　 3階企画展示室
❷世界一周 多言語 読み聞かせの旅 
ブラジル～ポルトガル語と日本語の
読み聞かせ～
　12月15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)
❸映画『Viva!公務員』
　12月22日(日)①10時～②13時30
分～(30分前開場)　　5階映像ホール
　 各回120人(当日先着)
　 大人400円、 小・中学生100円
❹写真家 𠮷竹めぐみ講演会  「ARAB-
シリアの遊牧民と共に暮らした日々」
　1月13日(月・祝)14時～15時30分
(30分前開場)　　5階映像ホール
　120人(当日先着)
◆トークイベント「中央アジアの刺繍に
魅せられて～受け継がれる手仕事 ～」 
　12月21日(土)14時～15時30分
 　5階映像ホール　　120人
　 メール(gakushu@earthplaza.jp)
に①イベント名②参加者氏名③電話番
号を書いてあーすぷらざへ

◆今年もありがとう!たっちーらんど
まつり 2019
　日頃の利用者の皆さんに感謝のキモ
チを込めて今年も開催します！盛りだく
さんの内容となってます!詳細はHPをご
覧ください。 
　12月29日(日)9時～17時
　 映画上映会「アラジン」、社交ダンスパー
ティー、さかえこどもロビーコンサートなど
　 当日直接スポーツセンターへ

◆午後の音楽会第112回
徳永真一郎 ギターリサイタル
　デビュー・アルバムが平成30年度文
化庁芸術祭優秀賞を受賞。気鋭の若手
ギタリストが贈る情緒あふれるひととき。 
　2月18日(火)14時～(13時30分開場)
　 栄公会堂　　600人(先着) 
　 全席指定500円 
　12月5日(木)から電話・来館受付
◆リリス・レジデンス・アーティスト卒 
業記念コンサート 長崎宏美フルート 
リサイタル
　2007年当館主催のオーディション
に合格し、活躍をしてきたフルート奏者 
長崎宏美の卒業記念コンサートを開催。
抽選で300人をご招待します。
　3月27日(金)14時～(13時30分開場)
　 リリスホール　　300人（抽選）
　12月1日(日)から所定用紙に必要
事項を書き、FAX・郵送または来館受付。
1月31日(金)必着

◆はじめてのウクレレ弾き語り教室
(全6回) 
　1月8日・22日・29日、2月5日・12日・
26日(各水曜)10時～11時
　 上郷矢沢コミュニティハウス
　 初心者向け10人(先着/ウクレレ持参)
　 4,080円　　12月13日(金)から上郷
矢沢コミュニティハウスへ電話（　 895-
1037）・来館受付
◆みんなで歌おう!さかえポップスラ
イブ vol.3
　「サーカス」元メンバー、夫婦デュオ
「2VOICE」の原順子&叶央介と公募の
参加者による毎年好評のコラボレーショ
ンライブ!来場者の皆さんも一緒に歌い
ましょう。プロの歌唱指導が受けられる
ミニレッスンコーナーも同時開催!
　 2月22日(土)14時～16時15分
　 540人（先着）　　1,000円　　
　12月12日(木)から電話・来館受付

◆そば打ち教室
　1月20日(月)14時～17時
　12人(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。12月21日(土)必着
❶～❸　 12月16日(月)から電話・来館
受付(先着)
❶冬虫・夜の観察会
　1月18日(土)17時30分～19時(雨
天中止)　　15人
❷バードウォッチング入門
　1月25日(土)9時30分～12時30分
(雨天中止)　　20人
❸漬物教室
　1月26日(日)13時30分～15時
　 24人　　1,000円

❶～❸　 電話・来館受付（先着/小学
生以下保護者同伴）
❶こども書き初め会
　1月5日(日)①9時30分～10時30分
②10時30分～11時30分　　各回小
学生6人　　12月12日(木)から
❷竹細工～和凧作りと凧揚げ～
　1月11日(土)9時30分～15時
　15人　　900円
　12月11日(水)から
❸バードウォッチング 
　1月12日(日)9時～11時
　20人（あれば双眼鏡持参）　　中学生
以上200円　　12月17日(火)から

❶～❺　12月11日(水)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らくらく体操
　1月8日(水)10時30分～11時45分
　 30人
❷初めてのスマホ体験教室
　1月14日(火)10時～12時
　18人
❸歌ってハツラツ
　1月17日(金)13時～15時
　 40人
❹みんなで輪踊り
　1月22日(水)10時～12時
　 50人
❺翠のサロン
　1月26日(日)13時30分～14時30分
　 50人

❶～❸　  12月11日(水)から電話・来館
受付
❶土曜映画会
　1月11日(土)16時30分～19時
❷初笑いゲーム大会
　1月12日(日)13時30分～15時
　 50人　　
　 プロ芸人によるお笑い芸の公演
❸おなか元気教室!
　腸内環境をうんちでチェックしよう!
　1月17日(金)14時～15時
　 20人

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

◆編物教室
～ルームシューズを編んでみよう!～
　12月15日(日)10時～12時 
　10人（先着)　　1,200円
　12月11日(水)から電話・来館受付

◆クリスマスイベント
～クリスマスの飾りを作ろう!～
　12月14日(土)・15日(日)10時～
16時　　未就学児～小学生各日25人
(先着/未就学児保護者同伴)
 　当日直接ログハウスへ

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

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

老人福祉センター 横浜市「翠風荘」
〒247-0024 野七里2-21-1
　891-4141      891-4143

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

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
　・　 851-8333
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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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