
　今年も桜の開花時期に、いたち川沿いの桜をライトアップ！夜桜を楽しみな
がら、春の訪れを感じてみませんか？
　今回は区の木制定記念樹（サクラ・カツラ）のイルミネーションも同時開催。
満開にあわせて、桜の木に隠れているタッチーくんのプレートを探す特別企
画「かくれタッチーくんを探そう！」も実施します。ぜひお楽しみください！

【期間】3月下旬～4月上旬   【時間】18時～21時   【場所】 いたち川（区役所周辺）
※期間及び時間は予告なく変更する場合があります 花サクサカエ

横浜市 国民健康保険 こんな時は忘れずに届出を

企画調整係　　894-8161　　894-9127

区役所窓口 受付時間
平日：8時45分～17時　第2・4土曜：9時～12時

土曜開庁窓口 取扱業務

3月17日
開催！

　 3月17日(日)　※雨天中止
開会式 8時30分～/発走 9時10分～
本郷台駅周辺周回コース

　区内中学校の選手達がタスキをつない
で本郷台駅前周辺を駆け抜けます。ぜひ皆
さんで熱い声援を送ってください！

　 3月17日(日)9時45分～15時
本郷台駅前広場
※荒天中止（雨天時はステージのみ中止）

　今年も本郷台駅前が中学生プロデュース
のイベントで盛り上がります！毎年人気のカ
レーや綿菓子をはじめ、バラエティに富んだ
メニューでお待ちしています。活気あふれ
る吹奏楽やダンスパフォーマンスを披露す
るステージもお楽しみください！

（※1）健康保険証サンプル （※2）国民健康保険証サンプル

◆３月、４月の土曜開庁日（第２・４土曜）
　3月9日・23日、4月13日・27日

　３月下旬～４月の引っ越しシーズンは、
区役所窓口の混雑が予想されます。手続
をご予定の人は、時間に余裕を持ってお
越しください。

※土曜開庁日には一部取扱いのできない業務もありますので、ご不明な
　点は事前に各窓口へお問い合わせください

　就職などにより職場の健康保険に加入したときは、やめる届出が必要です。

自動で切り替えには
ならないので必ず
お手続きください！

【受付】
区役所本館1階17番窓口
【ご持参いただくもの】
●新しく加入した健康保険証（※1）
●国民健康保険証（※2）
●手続に来庁された人の本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）
●印鑑（朱肉を使うもの）
※本人やご家族等の来庁が困難な場合、郵送による届出も承ります

保険係　　894-8425　　895-0115

資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

　今年も中学生が主役の一日がやってきます。栄区の未来を担う若者たち
の活躍を見に、ぜひお越しください！

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099 登録担当　　894-8345　　894-3413

栄区中学校対校駅伝大会

SAKAEヤングフェスティバル

●戸籍課
１階⑪⑭番窓口
　 894-8340（戸籍担当）
　 894-8345（登録担当）
　 894-3413（戸籍課共通）

●保険年金課
１階⑯⑰⑱番窓口
　 894-8420（国民年金係）
　 894-8425（保険係）
　 895-0115（保険年金課共通）

住民異動の届出、印鑑登録、
戸籍の届出など

国民年金、国民健康保険の
手続など

児童手当、母子健康手帳の
交付

●こども家庭支援課
1階⑮番臨時窓口
　 894-8410

◆注意点
●休み明けの月曜日や土曜開庁日は、毎年特に混雑します。週半ばの
 平日が比較的空いている傾向です。
●手続に来庁される人は、必ず本人確認資料（運転免許証、健康保険証、
 マイナンバーカード等）をお持ちください。
●本人、同一世帯員以外の人が手続する場合は、委任状が必要です。
●横浜市内での引っ越しは、前住所地での転出届は必要ありません。
 引っ越し後14日以内に、新住所地の区役所で転入届をお願いします。
●住民票の写しや印鑑証明書などの証明書の発行には、ＪＲ港南台駅・
 戸塚駅等にある「行政サービスコーナー」もご利用いただけます。

◎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
◎平成31年度予算の執行を伴う事業などは、市会での議決後に確定します。

3
栄区役所 〒247-0005

栄区桂町303-19

栄区役所の受付時間は月～金曜日（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土曜日９時～12時も戸籍課･保険年金課･こども家庭支援課窓口で一部業務を行っています｡
詳しくはお問い合わせください。

No.257
人口 119,888人 世帯数 51,015世帯栄区のいま

（平成31年2月１日現在）

編集・発行：広報相談係  　894-8335　 894-9127 　sa-koho@city.yokohama.jp
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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

 「がん検診」は、病気を早く見つけて、適切な医療につなげます。「横浜市がん検診(肺、胃、大腸、子宮、乳房、前立腺)」は、職場等でがん検診を受ける機会のない横浜市民を対象に
実施しています。区役所以外でも実施医療機関で受けられます。 実施医療機関は健康づくり係にお問い合わせいただくかホームページでご確認ください。
※がん検診は平成31年度から対象年齢等の変更を予定しています。詳しくは広報よこはま4月号をご覧ください

横浜市  がん検診

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)

　 4月18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)

　3月18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　※女性は無地の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

が
ん
検
診

　生後91日以上の犬は、登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（年１回）が必要
です。出張会場または動物病院で予防注射を受け、注射済票の交付を受けて
ください。出張会場または市が委託した動物病院では、注射済票が即日交付
されるほか、登録も併せて行うことができます。

【時間】
午前：10時～12時
午後：13時30分～15時
【料金】
新規登録の犬：6,600円 登録済みの犬：3,600円
※各動物病院での料金とは異なります
【お知らせ】
朝8時の時点で大雨などの気象警報(波浪、高潮を除く)が発令されている場合
は、中止します。中止は、市動物愛護センターのホームページでお知らせします。
ご不明の際は、当日8時45分以降に生活衛生係にお問い合わせください。

　栄区では、平成27年から「ダンボールコンポスト購入費補助制度」を導入し、
ダンボールコンポストを購入する区民の皆さまに購入費の一部を助成してきました。
　補助制度の導入から3年以上が経過し、生ごみの減量化意識の普及・啓発に一
定の役割を果たしたことから、平成30年度をもって補助制度を終了します。

補助金交付申請期限:平成31年3月15日（金）

　栄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「ギターを聴いて、そして歌おう」です。
　ぜひお気軽にお越しください！

　 3月14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
　 ギターアンサンブル・フェリシア （協力：栄区音楽協会）
　 当日直接会場へ

4月 9日

4月11日

4月15日

4月18日

4月20日

4月22日

4月23日

火

木

月

木

土

月

火

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

全日

午前

午前

午後

上郷町證菩提寺

子ノ神日枝神社

笠間こどもの遊び場

千秀センター

桂山公園

戸塚長沼霊苑

庄戸会館

連合犬山会館

栄区役所新館前

埋蔵文化財センター
(旧野七里小学校)

本郷台中央公園

飯島町内会館

上郷町1864

若竹町31-28

笠間2-18

田谷町1662

桂台中16-1

長沼町612

庄戸4-14-2

犬山町1-6

桂町303-19

野七里2-3-1

本郷台1-14

飯島町2147

月日 曜日 時間 会場名 所在地
《出張会場》
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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

※がん検診は､70歳以上の人は無料です。そのほか無料になる条件等は､健康づくり係(　 894-6964)へお問い合わせください

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

　 3月  8日（金）・20日（水）
　 3月13日（水）・22日（金）
　 3月  6日（水）・15日（金）

母親教室(全3回)
　 ①3月11日（月）②3月18日（月）③3月25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　 3月14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　

　 3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(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と、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

3月13日(水)９時～11時、3月22日(金)９時～11時
3月28日(木)９時～12時、4月2日(火)13時～16時
区役所新館2階

3月28日(木)９時～12時
4月2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

　 3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（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

 　3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）    　 3月13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

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

こどもの食生活相談

女性の健康相談  

　 資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

「ダンボールコンポスト購入費補助制度」
終了のお知らせ

　 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　第170回 昼休みコンサート

平成31年度 飼い犬の登録及び
狂犬病予防注射出張受付会場日程表



　 高畠町役場商工観光課
　 0238-52-4482　　0238-52-1543
【交流に関すること】生涯学習支援係
　 894-8395　　894-3099

　今回は、高畠の春を盛り上げるお祭り
のご紹介です。たかはた咲食楽フェス
ティバルは、会場の周りに咲く満開の桜
を見ながら、おいしいものを食べる春の
イベントです。
　高畠産のおいしいグルメや、山形県内
各地の食フェスなどに出展している有名
店が一堂に集結します。中でもお団子は
売り切れ必至の人気っぷりです。楽しいステージイベントもあり、たかっき・
はたっきと、そのお友達のゆるキャラも遊びに来ます。
　また今年は、まほろばの緑道の桜並木をサイクリングしながら高畠の食も満

喫できる「駅からサイクリング」も同日開催します！
詳細は高畠町ホームページでご確認ください。

　目の前で人が倒れたら、どのような行動をとりますか？もしそれが家族
や友人だったら…。平成29年中の栄区救急出場件数5,707件のうち、救
急車の到着前に応急手当が行われていた件数は134件（約2.3％）、胸
骨圧迫などの救命処置が行われていた件数は102件（約1.7％）でした。
　応急手当等のさらなる普及促進を図るため、栄消防署では毎年、区内
の市立中学校（全6校）の３年生を対象に、ＡＥＤを使用した救命処置の指
導を実施しています。これは市内の各消防署でも同様に実施されており、
横浜市立中学校卒業者数の増加と共に「救命の輪」が広がっています。 
　救命講習をはじめとした、応急手当等の講習にご興味があれば、栄消防
署予防課までお問い合わせください。

　栄区では、様々な団体に所属する６０代以降の
皆さんが活発に活動を続け、若い世代との交流
を進めるなどして、区内を賑やかにしています。
　今回は、世代間交流はもちろん、楽しく充実した
日常を過ごすシニア世代の活動をご紹介します。

　横浜市消防局では、救急現場で
応急手当をしてくださった人に対
して、「感謝カード」を救急隊等か
らお渡ししています。これは感謝の
意をお伝えすることに加え、応急
手当後に生じる心的ストレスへの
サポートを目的としています。

公田町団地有志「うたごえ」の皆さんの演奏で
歌を披露する公田保育園の園児たち

県立横浜栄高校の生徒と保護者、
栄区シニアクラブ連合会の皆さんとの三世代交流 栄区囲碁普及会の「第14回 栄こどもとおとなの囲碁大会」

特集は8.9ページへ

4月20日（土）
旧高畠第四中学校グラウンド
（山形県東置賜郡高畠町福沢196）
※JR高畠駅から徒歩6分

救命講習の様子

栄消防署予防課　 　・　 892-0119

特 集

県立柏陽高校文化祭に出演した栄区シニアクラブ合唱団と歌唱指導の先生、ステージ担当の生徒とともに
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救える命を救うためにできること



1 2

3 4

　いつかやりたいと思っていた趣味も、これまで時間がとれなかった…。これまでは仕事を
頑張ってきたけれど、仕事を辞めたら自分の住むまちのために頑張りたい…。そんな思いを
お持ちの人はいませんか？
　「人生100年時代」ともいわれる今は、そんな思いを持ったその時がチャンス！何を始め
るにしても、遅すぎることはありません。皆さんそれぞれが心の中にそっと抱えてきた夢に
向かって、住み慣れた栄区で、新たな青春を謳歌しませんか？

　栄区にはお住まいの地域（自治会・町内会）を単位としたシニアクラブが57団体あります。5千人以上の会員が、趣味
やスポーツなど生活を豊かにする楽しい活動や、知識や経験を生かして地域を豊かにする社会活動などを行い、「仲間
づくり」・「生きがいづくり」・「健康づくり」・「地域づくり」に取り組んでいます。
　また、各クラブでの日々の活動の成果を発表するイベントなど、区内の会員が集まりふれあう様々な行事もあります。

　栄区では、多くの自治会・町内会、各
地区の連合町内会や社会福祉協議会
が地域の高齢者をお招きして「敬老会」
「敬老の集い」を開催しています。地元
の子どもたちによる演奏などが楽しめ
る地域の催しを、多くの人が友人ととも
に毎年心待ちに過ごしています。

気兼ねなく過ごせる仲間との時間は、
かけがえのないものになります。

　おおむね60歳から参加できます。興味をお持ちの人は、お住まいの地域にあるシニアクラブをご紹介します
ので、栄区シニアクラブ連合会事務局にご連絡ください。

　１月12日に開催された栄区民ロード
レース大会のうち「１０ｋｍシニアコース」
（60歳以上）で優勝した長谷中昭さんと
山中洋子さんにお話を伺いました。

－これまでの成績は？
長谷中「昨年は３位で、２年ぶりの優勝です」
山中「私は２年連続優勝です」
－今回の大会はどうでしたか。

長谷中「当日は非常に寒い気候でしたが、その中でも元気に走れました」
山中「とても寒い中で準備してくれた方々に感謝して、『走らせていただ
　　いた』という思いです」
－日頃、どのくらい練習をしていますか？
長谷中「栄SC WRC※で、月に３回、10～15kmほど走っています。マラ
         ソン年齢別日本一の方や自分より高齢の方もいて、見習っています」
山中「自分を追い詰めると楽しくなくなるので、週３～４回くらい天気の
　　良い日に、好きな距離を走っています。自然の中を走るのが好きです」
－走っていてよかったと思うのは？
長谷中「やはり健康が保てることですね」
山中「栄区内では、風の音や鳥の声に耳を澄ませて目を凝らせて、と季
　　節を感じながら走れるのが楽しいです」

－最後に、これからランニングを始めてみたいという同世代の皆さんに
　一言お願いします。
長谷中「栄SC WRCに来てみてください。色々なレベルの方と一緒に走
　　　れますよ！」
山中「身近な自然を感じながら、ウオーキングから始めるのもよいですね」

　今年度、栄区には１００歳以上のご長寿の人が61
人います。そのうち、特別養護老人ホームや介護老
人保健施設で生活している人のもとを敬老月間で
ある９月に区長が訪問して、共にご長寿をお祝いしま
した。ご長寿の皆さんも晴れやかな装いで嬉しいひ
とときを過ごされていました。
　また、今年度栄区で最もご長寿の女性は１０９歳の
長沼コトさん、男性は１０５歳の小畑巌さんでした。
　敬老の日を前に、区長がおふたりのもとに、ご長寿
のお祝いに伺いました。小畑さんのご家族は「若い
頃は厳しい面もありましたが、今は数字パズルや新
聞など好きなことをマイペースに楽しんでいます」
と語ってくださいました。

創立３０年を越える栄区シニアクラブ連合会は、設立当初から続く行事
から「歌声広場」（写真）のような新たなイベントまで幅広く活動してい
ます。

　 栄区シニアクラブ連合会事務局　　 ･　 894-8418(月～金曜 9時～16時)

［特集に関する問合せ］
高齢・障害係　　894-8539　　893-3083

どんなイベントも、手伝ってくれる人た
ちがいるから続けられます。友達ができ
るきっかけになれば嬉しいですね。
60歳70歳はまだまだ若いですから！
（湘南ハイツみどり会・横瀬孝子さん）

※みらいふる鎌倉…鎌倉市老人クラブ連合会そば打ち体験（湘南ハイツみどり会)

心身の健康は元気の礎。仲間と気軽
に楽しく健康づくりに励みます。

自分の健康はもちろん、スポーツを通じ
て互いを知り合えるのが魅力です。仲間
と支え合うと、未経験者・初心者でもど
んどん上達しますよ！
（桂山クラブ・小澤康男さん）

スポーツ吹き矢（本郷台若葉会）

※栄SC WRC…栄スポーツセンターを拠点に活動するランニングクラブ

　シニアクラブでは、日常に役立つ健康、福祉、医療などの生活講座や歴
史文学などの教養講座を毎年6月～10月頃に開講しています。募集案
内は広報よこはま栄区版４月号で掲載予定です。

演奏を披露する飯島中学校吹奏楽部の皆さん

1陽のあたる丘MISONOで記念撮影
2上郷苑での敬老会
3区長の訪問を受ける長沼コトさん（中央）
4小畑巌さん（中央）とご家族

演芸大会（栄区シニアクラブ連合会）

仲間と趣味を楽しむことで、日々に潤
いが生まれます。

昨年、鎌倉芸術館でみらいふる鎌倉※と共同
で第４回ファッションショーを開催しました。
今年は栄公会堂で秋頃開催予定です。好奇
心とちょっぴりの勇気でご参加ください。元
気はおしゃれから！
（みどりが丘さわやか
クラブ・湯瀬洋子さん）

趣味の作品展（上）とファッションショー（下）
（栄区シニアクラブ連合会）

グラウンドゴルフ大会（栄区シニアクラブ連合会）

住み慣れた地域のために世代を超え
た活動ができます。

５つのシニアクラブが、ボランティアで本
郷台駅前の花壇を自主的に手入れしてい
ます。夏場は大変ですが、栄区の玄関口を
きれいにお見せしようと努力しています。
（本郷台駅前花壇愛護会・西川紀彦さん）

花壇の整備（本郷台駅前花壇愛護会）

防犯パトロール（みどりが丘さわやかクラブ）

長谷中昭さん（後列・左から２番目） 山中洋子さん（後列・右から４番目）

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

栄区民ロードレース大会（シニアコース）
優勝者インタビュー
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★アロマでアレルギー対策
　…………………………3月11日(月)
★子育てサロン
　……………3月13日・27日(各水曜)
★空手エクササイズ……3月23日(土)

★ライブコンサート、給食を食べていただく会
　…………………………3月15日(金) 

★ふれあい動物園…………3月25日(月)

◆みんなのカフェ 
  30年度のカフェイベントを、みなさん
と一緒に映像で振り返ります。新たに登
録した団体の紹介コーナーもあります。
　3月23日（土）10時～12時（交流会は
13時まで）　　当日直接ぷらっと栄へ 

❶❷　 当日直接センターへ
❶学習支援「てらこや・かみごう」
～宿題やわからないところを楽しく
一緒に勉強しよう！～
　 4月2日・9日・16日（各火曜）
15時～17時　　小・中学生
❷上郷オープンガーデン
～ハーブティとともにどうぞ！西花壇の
お花に会いに来てください～（全２回）
　 4月3日・10日（各水曜）13時～15時
　 上郷グリーンクラブ
❸❹　 3月11日（月）から電話・来館受付
❸♪リズム♪に合わせて楽しく動こう！介
護予防のための「元気ダンス」
～すわったままでも大丈夫！～（全4回）
　 4月2日・9日・16日・30日（各火曜）
10時～11時30分　　20人
　 日本介護予防ダンス協会 川向優子
　 400円
❹しっかり食べよう朝ごはん！ひとつ
の生地で作る基本のバターロール＆
大人気ハムマヨパン
　 4月15日（月）10時～14時30分
　12人　　サロン・ド・ファリーヌ 三谷良子
　 500円

◆入園・入学小物作り
～お母さん応援講座～(全2回)
　入園・入学時に必要な袋やかばんを、
ミシンの先生に助言をもらって作りま
しょう。
　3月15日（金）・16日（土）
9時30分～16時30分　 
 　6人（定員次第締切）
※午前中のみ保育有り。1日のみ・都合
のいい時間帯のみの参加可。布等の材
料・裁縫道具・ミシン（なるべく）・昼食持参
　電話・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！～
　3月7日・14日・28日、4月4日(各木曜)
　小学生15時30分～17時、中学生
15時30分～18時
❷3月のロビーコンサート
～リコーダー演奏会～
　 3月30日（土）11時～11時45分
　 トリル
❸❹　 電話・来館受付（先着順）
❸おいしい紅茶の淹れ方
～スコーンも焼いてティータイム～
　 3月29日（金）10時～12時
　 大人12人　　700円
　 3月11日（月）から
❹和紙工芸
～加工和紙で作るおしゃれな
和の財布～
　 4月10日（水）10時～11時45分
　10人　　600円
　 3月11日（月）から

公益財団法人 矯正協会刑務作業
協力事業部 横浜地方事務所
840-1169　　841-4971

栄区役所新館１階
健康相談室Ａ及びＢ
(栄区桂町303-19)

３月22日(金)～
３月29日(金)

JR本郷台駅
(徒歩10分)

 8時30分～
20時

9時30分～
20時

JR港南台駅
(徒歩3分)

３月30日(土)～
４月 ６ 日(土)

３月30日(土)～
４月 ６ 日(土)

市会・
県議・
知事

知事
のみ

市会・
県議・
知事

期日前投票所 投票期間
(土日を含む) 交通 投票時間

港南台214ビル５階
511号室
(港南区港南台3-3-1)

【当日投票】
投票時間：7時～20時
 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｣をご確認のうえお持ちください。
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
　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場合は､
期日前投票をご利用ください。すでにご自分の｢投票のご案内｣が届いている場
合は､裏面に必要事項をご記入のうえお持ちいただくと、窓口での受付が早く
なります。

●栄区役所と港南台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。
●3月22日～29日は、知事選挙のみです。

★不在者投票
　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。

3月13日（水）～15日（金）
10時～16時(最終日は15時まで)
栄公会堂（たっちーらんど）
①全国の刑務所で作られた刑務所
　作業製品の即売会（汚れ落とし専
　用石けん「ブルースティック」、
　まな板、折り紙 など）
②刑事施設の日常などの広報パ
　ネル展示、広報ＶＴＲ上映
当日直接会場へ

横浜市栄区医師会
893-2999　　892-9408

3月7日（木）
14時～16時(30分前開場)
栄公会堂（たっちーらんど）
①健康寿命を延ばすための
　循環器病対策
②すい臓のひみつ
①横浜さかえ内科 中田靖
②横浜栄共済病院 渡邉誠太郎
当日直接会場へ

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
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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 ―休館日は各施設にお問い合わせください―

認定こども園いのやま
　 894-5588　　894-5840

かつら愛児園  
　 892-3711　　894-2174

やまゆり保育園
　 894-5353  　 349-1122

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

４月７日(日)は統一地方選挙の投票日です

刑務所作業製品
即売会

　 栄区選挙管理委員会　　894-8315 　  895-2260

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

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

　　　 市民公開講座
「気になる病気と健康を
考える」

　

広告



◆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
　4月3日～24日の毎週水曜15時～17時
　小・中学生　　当日直接センターへ
◆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
 　4月8日（月）Ａ：10時30分～12時
Ｂ：13時～14時30分　　各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。3月19日（火）当日消
印有効 ※講座の重複不可
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
～ママとその家族のために～
 　4月3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
❷キグちゃんの「親子であそぼ！」0歳児
～遊びからまなぶ子どもの育ち～
    4月26日（金）10時30分～11時30分
 　0歳児と保護者20組

◆絵てがみ講座（全3回）
＜協力：あかとんぼの会＞　
　4月2日・9日・30日（各火曜）13時～
15時30分　　絵てがみに興味のある人20人
（定員次第締切/全回出席できる人を優先）
　1,500円（初回に集金)
　電話・来館受付

◆午後の音楽会 第103回
 伊藤悠貴 チェロリサイタル
　2010年ブラームス国際コンクール
優勝。新世代の天才チェリストが贈る至
福のひととき。
　5月23日（木）14時～（30分前開場）
　300人　　伊藤悠貴（Vc）、中野翔太
（Pf）　　3月5日（火)チケット発売 全席
指定500円
◆カレファックス・リード・クインテット・
アムステルダム(リード楽器五重奏)
　オランダ発、ヨーロッパで圧倒的な人
気を誇る"木管の超人たち"が登場！
　3月20日（水）14時～（30分前開場）
　300人　　全席指定 一般券4,000円
リリス券3,500円

◆いろり端むかし話の会
～古民家でいろりを囲んで昔話～
　3月21日(木・祝)10時30分～11時
30分　　15人（先着順）
　当日直接公園へ
❶～❻　 往復はがきで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）
❶絵手紙～身近なものや風景を
描いてみよう～ （全4回）
　4月9日・16日、5月14日・21日(各火
曜)13時～16時　　10人　　600円
　3月25日（月）必着
❷粘土工芸～春の香漂う花籠～（全2回）
　4月11日・25日(各木曜)13時～15時   
　10人　　1,000円
　3月26日(火)必着
❸押し花絵～春の森～
　4月12日(金)13時～15時
　5人 　 1,500円　　4月5日(金)必着
❹タケノコ掘り～公園内の竹林整備～
　4月14日（日）10時～12時(雨天中止)
　小学生以上100人
　3月22日(金)必着
❺簡単デコパージュ
～オリジナルIDホルダー作り～
　4月23日(火)13時～15時
　5人　　600円　　4月12日(金)必着
❻フラワーアレンジメント～春の花～
　4月26日(金)13時30分～15時30分
　8人　　2,000円
　4月8日(月)必着

❶～❼　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人
❶徒然草を読む（全10回）
　4月～9月の第1・3金曜
(4月は第3金曜、9月は第1金曜のみ）
9時45分～11時45分
　40人（応募者多数時抽選）
　元鎌倉学園校長 福井安正
　3月11日(月）～21日（木・祝）に来館
受付（官製はがき要持参）
❷～❼ 　3月11日（月）～前日に電話・
来館受付（先着順）
❷野草を育ててみよう！（全4回）
　4月1日・15日、5月6日・20日（各月
曜）10時～12時　　10人
　2,000円
❸さわやかスポーツ（グラウンドゴルフ）
　4月8日(月)10時～11時30分
　18人
❹らくらく体操
　4月10日（水）10時30分～11時45分 
　30人
❺自彊術
　4月14日（日）10時～11時30分
　15人
❻歌ってハツラツ
　4月19日（金）13時～15時　　40人
❼みんなで輪踊り
　4月24日（水）10時～12時　　40人

❶～❸ 　当日直接図書館へ
❶おはなし会
　3月13日、4月10日（各水曜）16時～
16時30分　　4歳くらい
　絵本の読み聞かせなど
❷かながわこどもひろば おはなし会
　3月23日（土）14時～14時30分
　3歳くらい～大人
　『おいしいおかゆ』ほか
❸親子のおはなし会
　3月26日（火）11時～11時20分
　4か月～3歳の子どもと保護者

❶～❹　 3月11日（月）から電話・来館
受付（先着順）
❶にこにこおはなし会
　4月11日(木)11時15分～11時45分
　未就学児（3歳くらいから）と保護者
❷土曜映画会
　4月13日(土)16時30分～19時
❸健康アップ体操
　4月15日（月）10時～11時30分
　20人
❹親子で英語あそび（全４回）
　4月20日、5月18日、6月22日、7月
20日（各土曜） 10時30分～11時30分    
　3歳～5歳児と保護者15組　　400円

◆平成31年度
さかえ ふれあい助成金 説明会
　さかえ ふれあい助成金は、区民同士の
支えあいによるボランティア活動など、
地域福祉保健に貢献する事業の支援を
目的としています。
　3月12日(火)①10時～11時②14時
～15時(①②とも同内容） ピアハッピィ栄
（栄区福祉保健活動拠点）　　助成金申
請予定の団体(各団体1人)　　助成金の
仕組み、31年度の変更点、書類の書き
方、申込方法など　　電話・FAXで団体
名・参加者氏名・電話番号・希望時間を栄
区社会福祉協議会へ

◆山田陽治さんによる自然の楽校
～瀬上沢で自然の宝物を探そう～
　春の温もりを感じながら、瀬上沢で山
田さんと生き物を探そう♪
　3月21日(木・祝)9時30分～13時
　親子15組（定員次第締切） ※小学3
年生以上は子どものみの参加可
　自然体験教育コーディネーター 山田
陽治　　野外散策　　1人400円（2歳
以下無料）　　電話・来館受付

◆みんなの居場所「たまり場とよだ」
 　毎月第2木曜 16時～19時
豊田地区センター
 　心地よい居場所でおいしいカレーと
ホッとする空間を提供
 　高校生以上300円（中学生以下無料）
 　当日直接会場へ

◆男の料理教室
～初心者向け料理教室～
　3月23日（土）10時～14時
　58歳以上の男性10人(定員次第締切)
　1,000円（材料費）　　電話・来館受付

　コミュニティハウス利用団体の皆
さんが、日頃の活動成果を発表しま
す。ぜひお気軽にご参観ください。
　 3月9日（土）①作品展：9時～
②お茶会：10時～16時
③音楽会：13時30分～15時30分
（①は11日（月）12時まで）
 　②200円（お茶代）
　 当日直接コミュニティハウスへ

ふれあい文化祭

Ａ：「本にまつわるエピソード大募集」
　好きな本、本にまつわる思い出な
どを紹介してくれた人に「サツキツツ
ジ」の苗木をプレゼントします。
Ｂ：文学賞を楽しむ「本の福袋」
　中身は借りてからのお楽しみ！
    3月16日（土）9時30分～
    A：30人 B：30セット（ともに先着順） 
    当日直接図書館へ

開館30周年記念

栄区民・18歳以下・60歳以上・障がい者
手帳をお持ちの人対象割引
→証明となるものを持参/1人2枚まで

じきょうじゅつ
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本郷地区センター
〒247-0005 桂町301 
    892-5310      892-5546

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

広告



◆当日受付教室
　当日受付で参加できる教室です。運動のできる服装と、室内シューズ（ヨガ・
アロマストレッチは不要）をご持参ください。

◆セカンドライフセミナー
～セカンドライフを楽しむための
働くという選択肢～
 　3月13日(水)9時30分～11時
 　おおむね60歳以上で市内在住の人
 　当日直接センターへ

◆マタニティさんあつまれ！
　お話ししながらアイロンビーズでマタ
ニティマークを作りませんか？
　3月20日（水）13時30分～15時
　第1子のマタニティの方
　交流とにこりんく見学
　電話・来館受付
　にこりんく　   ・　 898-1615

◆ノルディックウォーキング教室
 　4月10日（水）10時～11時30分
　15人（定員次第締切）　　電話・来館受付

◆第1期水泳教室募集 　
 　4月上旬～5月中旬
 　月曜:ウォーキング 成人初級ＡBC
小学生教室
火曜:成人初級ＡＢＣ 成人中級ＤＥ
幼児教室 小学生教室
水曜:アクアビクス1st アクアビクス2nd 
幼児教室 小学生教室（1）（2）
木曜:成人初級ＡＢＣ 成人中級ＤＥ
成人上級Ｆ 幼児教室 小学生教室
金曜:アクアビクス1st 幼児教室 
小学生教室（1）（2）
土曜:成人初級ＡＢC 成人中級Ｄ
幼児教室（1）（2） 
小学生教室（1）（2）（3）
  往復はがきに①教室名(第3希望まで記
載可)②参加者氏名(ふりがな)③性別④
生年月日(子供教室は学校または幼稚園/
保育園名と学年も記載)⑤〒住所⑥電話
番号⑦栄プールの利用有無を書いて栄
プールへ。3月15日（金）必着
※詳しくはお問い合わせいただくか、ホー
ムページをご覧ください

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

◆舞岡ふるさと村タケノコ掘り
（予約制）
　 4月6日（土）～28日（日）
9時30分～10時30分（月・火曜定休）
　 入園料大人200円、子ども100円
＋収穫したタケノコ代
 　3月15日（金）から電話受付 
❶～❹　 3月14日（木）から電話受付
（先着順）
❶春野菜を使った料理教室 
　舞岡産のタケノコなど旬の食材で美
味しい料理を作ろう。
 　4月14日（日）10時～12時30分
 　大人18人
　1,800円 
❷ハーブの育て方入門（全2回） 
 　4月21日、6月9日（各日曜）
13時～15時30分
 　大人20人
 　植え付けの実習など 
❸春の植物観察会 
 　4月27日（土）10時～12時（雨天中止）
 　20人
❹クモの観察と遊び 
 　4月28日（日）9時30分～12時（雨天
室内）　　40人

◆女性のための職場の
人間関係・ハラスメント相談
　3月23日(土)、4月27日（土）
①13時30分～14時20分
②14時30分～15時20分
③15時30分～16時20分
　各回女性1人（定員次第締切）　　女性
相談員による個別相談　　電話・来館・
ホームページ（http://www.women.city.
yokohama.jp/y）受付
◆女性のためのパソコン講座
「再就職・転職のためのパソコン講座」 
（全5回）
 履歴書に「ワード・エクセルの基本操作
ができます」と書けるレベルに！
　4月19日（金）・22日（月）・23日（火）・
24日（水）・26日（金）10時～15時30分
　女性12名（先着順）　　19,500円
　3月15日（金）から専用電話（862-
4496）・ホームページ受付 ※保育あり
（1歳6か月～未就学児/有料/予約制）。
申込みは子どもの部屋(862-4750)へ

◆公会堂ウクレレ教室発表会
　仲間と共に学び、練習した成果を
お聴きください!人気ウクレレ講師
による演奏もあります！ 
　 3月4日(月)14時30分～
観覧・聴講・入退場自由
 　当日直接公会堂へ

小菅ケ谷北公園
〒247-0007 小菅ケ谷４-31
    891-1151

教室名 曜日 時間（受付時間） 参加費対象・定員

◆当日受付教室
　当日受付で参加できる教室です。詳細はお問い合わせください。

❶～❼ 　当日直接会場へ（先着順）
❶奥村恵子ギャラリートーク
「太鼓の音、アフリカの音が私を呼ぶ」
 　3月9日(土) 13時30分～14時
3階企画展示室　　約30人
❷映画『遺体 明日への十日間』
 　3月11日(月)14時～15時45分（20
分前開場） 2階プラザホール
 　200人
❸映画『リベリアの白い血』
 　3月16日(土)①10時～②13時～
③16時～（30分前開場） 5階映像ホール
 　120人
 　大人400円、小・中学生100円
❹世界一周多言語読み聞かせの旅 
アメリカ～英語と日本語の読み聞かせ～
 　3月17日（日）13時～13時30分
2階映像ライブラリー　　約50人 
 　かながわこどもひろば
❺SAP CHANOトークイベント
「サプール～コンゴで出会ったエレガンス」
 　3月21日(木・祝)13時30分～14時
30分（30分前開場） 5階映像ホール 
 　120人　　写真家 SAP CHANO
❻映画『希望のかなた』
 　3月23日(土)①10時～②13時～③
16時～（30分前開場）5階映像ホール
　120人
 　大人400円、小・中学生100円
❼春休み工作～春風にのせよう！～
 　3月27日(水)10時３０分～1１時３０分 
５階常設展示室
　 各コーナー40人
 　常設展示室観覧料

◆わら細工～宝船作り～ 
 　4月14日（日）9時30分～15時
 　20人（先着順/小学生以下保護者同伴）      
　1,000円
 　3月20日（水）から電話・来館受付
◆茶摘みと手もみ茶作り 
 　5月3日（金・祝）9時30分～12時（雨
天中止）　　小学生以上30人（応募者多
数時抽選/小学生保護者同伴）　　700円
 　往復はがき（1枚につき5人まで）に①
講座名②〒住所③参加者全員の氏名・
年齢④電話番号を書いて小谷戸の里へ｡
4月10日（水）必着
❶❷　当日直接小谷戸の里へ
❶自然観察会～早春の里山～ 
　3月24日（日）13時～15時（雨天中止）
❷「舞岡公園 谷戸学校」説明会 
 田んぼ作業を中心に谷戸の保全を学ぶ
講座です。
 　4月7日（日)10時～12時
 　18歳以上の人 

❶❷　当日直接会場へ（工事のため駐
車場利用不可） 
❶カワセミファンクラブ定例写真展 
　クラブ員が一年掛けて撮りためた野鳥・
チョウ・トンボの写真を展示、公開します。
ぜひご覧ください！
 　3月31日（日）～6月1日（土）
ごろすけ館（観察センター隣） 
❷季節の森を歩こう
～春の森を彩る草花や虫たち～ 
　生き物たちの暮らしに触れながら、季
節の森を歩いてみませんか？
 　4月7日（日）①11時～12時②13時～
14時（受付は①②ともに10時～） 観察
センター　　小学生以下保護者同伴 

昭和の歌声タイム

ナイトピラティス

ハッピースマイル
エアロ

16歳以上  50人

16歳以上  20人

16歳以上  20人

10時～11時30分
（9時45分～）
20時～21時
（19時45分～）
19時～20時
（18時45分～）

500円

1,000円

500円

月

月

水
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栄区役所

栄区なう！ TV放送中！！ホームページで
旬な情報をお届け中 J:COMチャンネル南横浜地上デジタル放送11チャンネル

でも情報配信中！

第2木曜日の「デイリーニュース」内で放送（原則）You Tube 動画も配信中！
ぜひご覧ください！

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。

横浜市シルバー人材センター 磯子事務所
〒235-0045 磯子区洋光台5-7-5 
    832-3511      831-3281

舞岡ふるさと村  虹の家
〒244-0813 戸塚区舞岡町２８３２
    826-0700      826-0749

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

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

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

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

栄プール

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

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

※エアロ・ZUMBA
通し750円

火
水
水
水
木
金

金

金
土
土
日

らくらく太極拳
水曜ZUMBA
アロマストレッチ
水曜ナイトヨガ

木曜エアロビクスボクシング
シェイプアップエアロビクス

金曜ZUMBA

初心者のためのフットサル教室
バレーボールタイム

エンジョイ！バスケットボールタイム
日曜モーニングヨガ

16歳以上 90人
16歳以上 90人
16歳以上 20人
16歳以上 50人
16歳以上 90人
16歳以上 90人

16歳以上 90人

16歳以上 30人
16歳以上 50人
16歳以上 50人
16歳以上 70人

13時15分～14時45分（12時45分～）
13時～14時（12時45分～）

19時30分～20時30分（19時15分～）
21時5分～21時50分（20時50分～）
11時30分～12時30分（11時10分～）
10時30分～11時30分（10時10分～）

11時45分～12時45分（11時30分～）

19時15分～20時45分（19時～）
19時5分～20時50分（18時50分～）
21時5分～22時50分（20時45分～）
7時45分～ 8時45分（7時30分～）

5日・12日・19日・26日
6日・13日・20日・27日
6日・13日・20日・27日
6日・13日・20日・27日
7日・14日・28日

1日・8日・15日・22日・29日

1日・8日・15日・22日・29日

1日・8日・15日・22日・29日
2日・9日・16日・23日・30日
2日・9日・16日・23日・30日
3日・10日・17日・24日・31日

500円
500円
600円
500円
500円

600円
500円
600円
500円

各500円

教室名 参加費3月開催日曜日 時間（受付開始）対象・定員

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