
　栄区では、昨年の6月から8月にかけて
「セーフコミュニティ活動に取り組む地域の
人々への感謝の気持ち」「安全・安心のため
の取組」をテーマに、栄区在住または栄区内
の学校に通う小・中学生を対象に絵画作品
を募集したんだ。
　応募作品は76点、応募してくれたみんな、
どうもありがとう！
　多くの作品が「登下校時の見守り」をテー
マに描かれていて、栄区の子どもたちにとっ
て、地域の皆さまが取り組んでくださってい
る「見守り」が一番身近なセーフコミュニティ
活動なんだって改めて認識したんだ。
　栄区はこれからも地域の皆さまと一緒に
セーフコミュニティ活動に取り組んでいくよ！

　山形県高畠町の語り部が、笠地蔵などの昔話や民話をお届けします。
方言を使った温かみのある公演をお楽しみください。

❶ 「お元気体操」と語り部公演
　 3月19日（火）13時30分～15時30分 栄公会堂（たっちーらんど） 
　 20人　 栄公会堂 　 ８９４－９９０１ 　 ８９４－９９０２
❷ 語り部公演
　 3月20日（水）12時30分～13時 本郷地区センター 　 30人
　 本郷地区センター 　 ８９２－５３１０ 　 ８９２－５５４６
❸ 似顔絵エンターテイナー桜小路富士丸と語り部公演
　 3月20日（水）13時30分～15時15分 老人福祉センター横浜市
「翠風荘」 　 30人　 翠風荘 　 ８９１-４１４１ 　 ８９１-４１４３

1 ＩＤ・パスワード方式で税務署に行くことなく確定申告できます！！
　税務署で「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」を受け取った人は、そのＩＤ・パスワードを
使ってパソコンやスマートフォンでe-Tax（電子申告）をご利用いただけます。詳しくは国税
庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご確認ください。
●確定申告期間中に税務署に行く手間がかからず、長時間並ぶ必要もありません。
●源泉徴収票などの添付書類は内容を入力すれば提出不要です。
●「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」をお持ちでない場合は、税務署で申請すれば、ＩＤ・
パスワードを即日取得できます。

2 医療費控除には明細書の提出が必要です！（領収書提出不要）
　平成29年分の確定申告から、領収書のかわりに「医療費控除の明細書」の添付が必要と
なりました（領収書の提出は不要）。
●医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。
※税務署から求められたときは提示や提出が必要

●医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、その分の明細の記入を省略できま
す。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの書類で、次の
事項が記載されたものをいいます。
①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院・診療
所・薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称
※平成29年～31年分の確定申告は、領収書の添付・提示によっても可

3 マイナンバーは毎年必要です！
　平成28年分以降、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告
書には、マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
※e-Tax送信の場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要

❶ 所得税の医療費控除還付申告
対象：給与所得のみで年末調整が済んでいる人
※それ以外の人は税務署で申告してください

❷ 市・県民税申告
※確定申告が不要な人でも、給与や公的年金収入以外の場合は申告
をお願いします

　 2月18日（月）～3月15日（金）※土・日曜を除く
8時45分～11時30分、13時～16時30分
区役所本館3階5号会議室 
　 ❶❷とも区内在住者のみ

　スポーツ推進委員は、自治会・町内会からの推薦により選出され、地域に根ざしたスポーツ・レクリエー
ションの普及・振興をはじめ、横浜マラソンや世界トライアスロンシリーズ横浜大会といった大規模イベン
トでも活躍しています。次期、第32期スポーツ推進委員は2019年４月から２年間の任期で活動します。

　スポ－ツには「する」「みる」「支える」があります。スポ－ツ推進委
員はスポ－ツ・レクリエ－ションなどのイベントを通じて、年齢・性別
・障害の有無に関係なく、区民が健康で明るい活力に満ちた日常
を過ごせるように「支える」活動に、これからも尽力してまいります！

戸塚税務署　　863-0011 （〒244-8550 戸塚区吉田町2001）

生涯学習支援係　 894-8395　 894-3099

区民施設担当 　894-8393 　894-3099

市民税担当     894-8350  　893-9146

区民の皆さまの応援団！

スポーツ推進委員の活動を紹介します！

栄区スポーツ推進委員連絡協議会
会長 相馬一志さん

横浜マラソン 栄区中学校対校駅伝大会 地域イベント

企画調整係　　894-8161　　894-9127

栄区連合町内会長賞

栄警察署長賞
栄消防署長賞

栄区長賞

日本セーフコミュニティ
推進機構賞

区役所で次の❶❷の受付を行います。期限内に申告をお願いします。

❶～❸ 2月11日（月・祝）から会場の各施設で電話・来館受付

◎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。

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.256
人口 120,048人 世帯数 51,160世帯栄区のいま

（平成31年1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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ジョブスポット栄
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食生活等改善推進員（愛称：ヘルスメイト）とは食育と健康づくりを広めるボラン
ティアです。地域で健康づくり講座やおやこ食育教室などを行っています。

「さかえの野菜めしあがれ！」レシピは、区ホームページまたはクックパッド横浜市
公式キッチンに掲載中です。食生活等改善推進員（ヘルスメイト）や、区内在住・在
勤の皆さんから提供されたレシピがたくさん掲載されています。 

健康づくり係
894-6964
895-1759

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。 横浜市  がん検診

子
育
て

　2月5日(火)から電話で(公
財)神奈川県結核予防会
（    251-2363／平日9時
～12時）へ

胃がん（エックス線） 
(40歳以上／1年度に1回)

　 3月5日（火）９時10分～11時45分
　区役所新館（当日の受付時間は予約時に調整）
　 40人（先着順）

　 バリウムを飲んでのエックス線撮影
　1,570円　※検診日前日から夕食等の制限が
あります。事前に検診書類を郵送しますので、ご確
認ください

　 2月12日(火)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

乳がん            
(40歳以上の女性／2年度に1回)

　 3月12日(火)9時10分～11時45分 
 　区役所新館(当日の受付時間は予約時に調整)
　 40人(先着順)

　 視触診とマンモグラフィ検査
　1,370円

肺がん
(40歳以上／１年度に1回)

　 3月14日(木)午前中
　 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)

　2月13日(水)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

レシピは“クックパッド”横浜市公式キッチンに
掲載しています！

横浜市の公式キッチン

11月の栄区民まつりの様子11月の栄区民まつりの様子

かぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３００ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
かぶの葉・・・・・・・・・・・・・２００ｇ
ちりめんじゃこ・・・・・・・・・６０ｇ
ごま油・・・・・・・・大さじ１と1/3
みりん・・・・・・・・・・・・・・大さじ４
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・少々

①かぶは皮をむき、８等分に切ったものを３ｍｍの
厚さのいちょう切りにして塩もみし、絞る。 

②かぶの葉は８ｍｍ位の長さに切り、たっぷりの湯
（３Ｌ位）で１分ゆでて、絞る。 
③フライパンを中火にかけ、熱くなったらごま油を
入れ、①と②とちりめんじゃこを炒める。 

④１分後みりんを入れて水分がなくなるまで炒め、
最後にしょうゆをたらしたら、できあがり。

仕事探しがうまくいかない
Aさん。広報よこはま2月号
を見て区役所に相談に行く
ことにしました。

ジョブスポットの就職支援ナビゲーター、自
立相談支援員、Aさんの3人で仕事探しに
取り組みました。

区役所生活支援課で相談し、
ハローワークの出張機関であ
るジョブスポットで仕事を探
すことにしました。

６人分 

生活困窮者自立支援制度のお知らせ（第3回）

生活支援係　　894-8400　　894-3423
区役所生活支援課（新館３階３０１番窓口）でお待ちしています！ 

仕事探し
編

仕事探し
編

就職が決まり
ました！！

就職が決まり
ました！！

毎回同じ担当者に
話をきいてもらって、自分の苦手な
履歴書作成もアドバイスをもらえ

たので心強かったです。
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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

　 2月  8日（金）・20日（水）
　 2月13日（水）・22日（金）
　 2月  6日（水）・15日（金）

母親教室(全3回)
　 ①2月4日（月）②2月18日（月）③2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　 2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　

　 2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

　 毎週水曜日 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

2月13日(水)９時～11時、2月22日(金)９時～11時
2月28日(木)９時～12時、3月5日(火)13時～16時
区役所新館2階

2月28日(木)９時～12時
3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

　 2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

 　2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）    　 2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

今回は、栄区の野菜を使った
「さかえの野菜めしあがれ！」の

レシピを紹介します。 

履歴書作成や
面接についても
教えて

くれるんだって！ 

こどもの食生活相談

女性の健康相談  

食生活等
改善推進員
食生活等
改善推進員

自立相談支援員

自立相談支援員

就職支援ナビゲーター



　 南部町商工観光課　　0178-84-2119　　0178-84-2592
【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099 救急車の前で記念撮影「パチリ!」体に害のない煙で避難体験！

震度７の揺れを起震車で体験

　毎年2月上旬に開催される「えんぶり」は、その年の豊作を祈願するもので、
青森県南部地方を中心に行われている冬の伝統行事です。これは、田植え作
業を唄と踊りで表現しているもので、踊りを農具の「朳」にちなみ、「えんぶり」
と呼ぶようになったといわれています。  
　えんぶりの起源には諸説ありますが、南部藩の発祥と同じ時期といわれる
ほど歴史が古く、いつしか豊作祈願に変わっていきました。 
　南部町内のえんぶりは、全ての動きが速くて激しい「どうさいえんぶり」と呼
ばれるもので、馬の鬣を模した「烏帽子」を被った太夫たちが、唄に合せて勇壮
な舞いを披露します。また、えんぶりの合間には、子どもたちによるかわいらし
い祝舞が披露されます。 

　 栄消防署
　・　892-0119

栄消防団▶
ホーム
ページへ

昨年、タッチーくんは誕生15周年を迎えました。栄区の顔として、地域
の皆さんにより一層親しんでいただくため、区内外で様々なイベントに
参加し、多くの皆さんとの交流を深めてきたほか、オリジナルグッズの
販売も開始しました。
皆さんからの温かい応援が支えとなり、タッチーくんは日々成
長しています。今月はそんな「タッチーくん」の特集です。

　広く区民の皆さんへ予防救急や防災・
減災の普及啓発を図るため、多くの人
が関心を持つ「健康」を切り口として、
春の火災予防運動週間中に「ヘルシー
防災フェア2019」を開催します。
　消防局音楽隊ミニコンサートや起震
車・煙体験、健康チェック、栄養相談な
ど充実の内容です。災害に備え、元気
に過ごしましょう！

▲第19回栄区民まつり タッチーくんコーナー 特集は⑧⑨ページへ

2月9日(土)・10日(日)9時30分～15時
南部町剣吉地区(青い森鉄道「剣吉駅」周辺エリア)・南部芸能伝承館 ほか  

えぶり

たてがみ え ぼ し
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大地震で火災になったらどうしますか？
「防災」と「健康」がテーマの体験型イベント

※2017年11月実施アンケート「栄の魅力資源」

栄区の魅力資源に関するアンケート※

の結果、「自然関係」に次いで多いのは
「タッチーくん」なんです！

Q.Q.Q.Q.栄区の魅力は？
A.A.A.A.タッチーくん！

出動、準備よし！



•ぬいぐるみ小（10cm） 1,000 円
•ぬいぐるみ大（25cm） 4,200 円

▲くまモンとツーショット
©2010熊本県くまモン 協力 銀座熊本館

栄スポーツセンター（たっちーらんど）
1階販売コーナー
桂町279-29　　894-9503

アカウントはこちら▶

区の情報・
ぼくのつぶやき

区ホームページ

•クリアファイル各種
　200円
•キーホルダー
　300円
•クリアボトル
　900円
•ボールペン
　200円
•ハンドタオル各種
　300円
•マフラータオル
　600円

タッチーくんの部屋

タッチーくん出没情報

▲ビーン・ニコラスさんとご家族

赤いシャツがマッキーくん▶ ◀日塔健太郎さん
にっとう

パティスリー・テール 小山台店
小山台2-9-2 　 893-3995

和菓子の里「上郷」
犬山町31-9 　 891-5443

パンとカレーのお店 ぷらさんぬ
鍛冶ケ谷2-31-7 　 382-9673

パイスケクラブ
区内イベントや地域作業所等で販売予定

　 894-2658（代表） 石黒

販売場所

店舗情報 店舗情報 店舗情報
店舗情報

［特集に関する問合せ］
広報相談係
　 894-8335    894-9127
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★公開空手レッスン(年長クラス)
　…………………………2月14日(木) 
★公開空手レッスン(年中クラス)
　…………………………2月21日(木)
★2歳児と年長クラス・かけっこリレー
　発表会……………………3月7日(木) 
★年少、年中クラス・かけっこリレー発表会
　……………………………3月8日(金) 

★みんなあつまれ………2月27日(水) 

★オープンディ
　……2月22日、3月1日・8日(各金曜) 

★親子で遊ぼう1歳児……2月13日(水)

★親子体操………………2月25日(月) 
★人形劇……………………3月4日(月) 

★かばくんアート・つくってあそぼう
　…………………………2月26日(火) 
★ひなまつり………………3月1日(金) 

★リズムあそび
　…………2月14日(木)、3月5日(火) 

★お楽しみ会……………2月16日(土) 
★ワクワクタイム………2月20日(水)  

★子育てサロン……2月13日・27日(各水曜)
★新聞で遊ぼう・給食試食会…2月25日(月) 

★みんなで遊ぼう会(ゲーム遊び)
　……………………………2月16日(土) 

◆劇団ジーバ・ジーバ公演 
「すもうにかったびんぼう神」
「びんぼう神とふくの神」 
～スペシャルゲストB.B.Boxは不朽
の名作絵本「ふたりはともだち」より
「おてがみ」を上演～ 
 　3月10日(日)13時30分～15時（30
分前開場）  　50人（定員次第締切）
　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 
 　3月11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　　往復はがきで①ＡかＢ②
氏名③〒住所④電話番号⑤返信宛名に
〒住所・氏名をセンターへ。2月19日
（火）消印有効 ※講座の重複不可 
❶❷ 　当日直接センターへ(先着順) 
❶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 
 　3月6日～27日の毎週水曜 15時～
17時　　小・中学生 
❷子育て喫茶「げんき」段ボールで
遊ぼう！～段ボールの滑り台や迷路が
登場！楽しいよ！～ 
 　3月27日（水）13時～14時（カレーは
11時30分～）  　 未就園児と保護者40組
 　200円（保険代・お茶代） カレーはプ
ラスで大人100円、子ども30円 
❸～❺ 　 電話・来館受付(先着順)  
❸使い切りクッキングで本格中華！
～四川風麻婆豆腐・海老マヨなど春
を彩る中華3品～ 
　 3月4日（月）10時～13時 　 
　16人　　800円
　 2月11日（月・祝）から 
❹住まいの修繕教室 ひもの結び方 
～新聞紙をまとめる時など日常に役
立つひもの結び方を教えます～ 
　 3月10日（日）10時～12時
　16人 　 200円
　 2月12日（火）から 
❺キグちゃんの「親子であそぼ！」2歳
児～遊びからまなぶ子どもの育ち～ 
　 3月25日（月）10時30分～11時30分 
　 2歳以上の未就園児と保護者20組
　 2月11日（月・祝）から 

◆絆カフェ 
　東北地方にちなんだ歌を一緒に歌い
ましょう。被災地支援として、大槌町の物
販もあります。 
　 2月23日（土）10時～12時（13時
まで交流時間）
　 栄ソリスティ、大槌を応援する会
　 当日直接ぷらっと栄へ 
❶❷　 電話・来館受付（先着順） 
❶栄区地域連携サロン～あなたのま
ぶた下がってませんか？～ 
 　3月15日（金）14時～15時 　 
　 区内在住・在勤の人40人
　 横浜栄共済病院形成外科部長 醍醐佳代
　 2月12日（火）から
❷超入門 囲碁講座 
「囲碁、始めてみませんか？」 
　入門・初心者大歓迎！手ぶらで参加できます。
 　3月27日（水）13時～15時30分 
 　区内在住・在勤の人20人
　 栄区囲碁普及会
　 2月20日（水）から

❶～❺　 2月11日(月・祝)から電話・来館
受付（先着順） 
❶こども「かんたんカルシウム料理」
講座～牛乳・乳製品を使ってお手軽
パーティメニューを作ろう！！～ 
　 3月2日（土）10時30分～12時 
　 4歳～小学生20人（未就学児保護者同伴）
　 200円 
❷魚のさばき方講座 
～地元すし店店主による実技指導～ 
　 3月7日（木）10時～13時　　12人 
　 「音羽鮨」店主 甲斐範之  　 700円 
❸キグちゃんといっしょにみんなであそぼ！
～パラバルーン・手遊び・おはなしなど～
　 3月7日（木）10時30分～11時30分 
　 1歳～未就園児の親子10組 
❹初めての「ポーセラーツ」～自分だ
けの素敵なマグカップを作りましょう～ 
　 3月8日（金）13時～14時30分 
　10人 　  500円 
❺みんなで紙ひこーきを遠くに飛ばそう
～よく飛ぶ紙ひこーきのつくり方・飛ばし方～ 
　 3月16日（土）12時30分～14時30分 
　 20人（未就学児保護者同伴） 

★子育てサロン
　………2月14日、3月7日(各木曜) 
★みんなで体操……………3月4日(月) 

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―

かつら愛児園 
　 892-3711　　894-2174

鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園 
　 892-5588　　893-9884

小菅ヶ谷幼稚園  
　 892-7117　　892-6577

新大船幼稚園  
　 892-3535　　892-3572

やまゆり保育園 
　 891-2020  　 891-3533

飯島保育園  
　 871-3661　　871-3812

公田保育園   
　 892-1530　　892-1745

桂台保育園  
　 894-1374　　894-1490

いいじまひがしこども園
　 892-1154　　892-1730

認定こども園いのやま 
　 894-5588　　894-5840

飯島幼稚園  
　 861-5155　　871-3316

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

 ♪第169回 昼休みコンサート♪ 

平成31年度 栄区みんなが主役の
まちづくり協働推進事業〈補助金のご案内〉

【対象事業例】 
　文化・スポーツ振興、健康・にぎわいづくり、子育て支援、居場所づくり等 
【募集期間】 
　2月4日（月）～3月15日（金） 
【申請について】  
　区役所区政推進課地域力推進担当（本館4階44番窓口）へ申請書類をご提出
　ください。募集要項及び申請書類は区ホームページからダウンロードできます。 

　 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

　 地域力推進担当 
　 894-8936　　894-9127 

2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 
矢沢男声合唱団 （協力：栄区音楽協会）

　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「なつか
しの昭和：エノケン、九ちゃん、ひばりを歌う」です。 ぜひお気軽にお越しください！ 

栄区みんなが主役

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

本郷地区センター
〒247-0005 桂町301 
    892-5310      892-5546

地域の課題解決や魅力づくりにつながる、団体による活動を支援します！
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◆第20回レディース
ソフトバレーボール交流会 
 　2月27日（水）9時～12時30分 
 　①団体戦15組 ②個人参加12人
（ともに定員次第締切） 
 　①500円/1組 ②100円/1人 
 　2月20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！～ 
 　2月7日～3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 
❷2月のロビーコンサート
 ～管楽アンサンブル～ 
 　2月23日（土）11時～11時45分 
 　アンサンブル・パスタ 
❸～❺　 電話・来館受付 
❸なかちゃんの季節遊び
 ～桃の節句 ♡ おひなさま～ 
 　2月22日(金)①10時～10時45分
②11時～11時45分　　①1歳6か月
未満乳児と保護者10組②1歳6か月～
未就園児と保護者15組（先着順） 
　100円　　2月11日(月・祝)から 
❹やさしい手作りパン教室 
　シュガーボート（レーズン＆コンデン
スミルクの甘いパン）とセサミソフトフ
ランス（黒ごま食事パン）を焼きます。 
　 2月28日（木）9時30分～12時30分
　15人（定員次第締切）　　800円 
❺こども茶道教室～本格的なお点前を
体験しましょう～（全3回） 
　 3月2日・9日・16日(各土曜)9時30分～
11時30分　　小学生15人（先着順）
　 600円　　2月11日（月・祝）から 

❶❷ 　電話・来館受付（定員次第締切） 
❶スマホ＆タブレット初心者相談会 
 　3月3日（日）10時～12時　　20人 
❷華シニア連続講座～聞いて納得！
介護保険のあれこれ～ 
 　3月7日(木)13時30分～15時 
 　25人 

◆ノルディックウオーキング教室 
 　3月13日（水）10時～11時30分 
 　15人（定員次第締切）  　電話・来館受付 

❶❷ 　電話・来館受付（定員次第締切） 
❶パソコンサロン（全6回） 
 　2月7日・14日・21日、3月7日・14日・
21日（各木曜）9時30分～12時
　 パソコン初心者6人（パソコンを持参で
きる人）　　インターネットから情報を
得る方法　　600円（お茶代）
❷樹木剪定を一緒に学ぼう 
　頼れる地域の協力隊「さかえ・グリーン
協力隊」が教えます！ 
 　2月25日（月）13時30分～15時30分 
ж10人　　さかえ・グリーン協力隊 佐久間
正夫　　1,000円（資料代） 

◆スプリングコンサート 
　 3月9日（土）14時～15時30分 
　 40人（定員次第締切） 
　 栄ソリスティ会員によるメゾソプラノ
とピアノの演奏　　電話・来館受付 

◆野鳥観察会 
　園内や柏尾川沿いを散策しながら野鳥
を観察しましょう！ 
 　2月17日（日）13時～15時（雨天中止） 
 　当日直接公園へ 

◆ひなまつりイベント 
「ひなティアラを作ろう！」 
 　3月2日(土)・3日（日）10時～16時 
 　各日25人（先着順） 
 　当日直接ロッキーへ 

❶❷ 　当日直接観察センターとなりの
ごろすけ館へ（小学生以下保護者同伴/
工事のため駐車場利用不可） 
❶畑と作物を作ろう 
～生き物にぎわう畑での作業体験～ 
　無肥料、無農薬 生き物いっぱいの畑で、
麦ふみや腐葉土つくりをしましょう。 
 　2月16日（土）10時～12時 
❷森の絵本を楽しもう 
 森の絵本の読み聞かせや、絵本作りを
体験してみよう。 
 　2月20日（水）10時30分～12時 

◆午後の音楽会 第102回プレミアム
コンサート 小林沙羅 ソプラノリサイタル
　今最も注目を集めるソプラノ歌手、小
林沙羅。美しく澄みわたる歌声でリリス
ホールを包み込む。 
　 4月10日（水）14時～（30分前開場）
 　300人　　小林沙羅（Sop）、河野紘子
（Pf）　　2月5日（火）チケット発売 全席
指定2,000円 
◆レイチェル・チャン ピアノリサイタル
　2017年ヴァン・クライバーン国際ピア
ノコンクールにて2万票を獲得し聴衆賞
を受賞。注目のピアニスト、レイチェル・
チャンによる日本デビューリサイタル。 
 　5月25日（土）14時～（30分前開場）
 　300人　　レイチェル・チャン（Pf） 
 　2月16日（土）チケット発売 全席指定
一般券3,000円、リリス券2,500円 

◆詩吟体験教室 （全３回） 
　腹式呼吸で大きな声を出す詩吟は、心身
を活性化し、ストレス解消につながります。
詩吟を体験してみませんか？初心者大歓迎！ 
 　2月18日・25日、3月4日(各月曜)10時～
12時　　10人（定員次第締切）
 　日本詩吟学院師範 星野冬岳
 　300円（教材費）  　 電話・来館受付 

❶❷ 　2月11日（月・祝）から電話・来館
受付（先着順） 
❶子ども囲碁教室 
　囲碁を始めたいお子さんに、囲碁の楽
しさやルールを教える教室です。基礎か
ら学び技術の向上を目指しましょう！ 
　 3月2日(土)10時～12時 
 　小学生20人 
❷にこにこおはなし会 
　 3月14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 

❶～❸ 　電話・来館受付（定員次第締切） 
❶家庭で、現場で、すぐに活かせるから
だと心に優しいスープ講座（試食あり） 
　 2月23日（土）10時30分～13時30分
　 子ども・高齢者の施設従事者、地域の
人20人　　辰巳芳子スープの会 対馬、
太田  　1,000円（材料費）　　2月16日
（土）まで ※エプロン持参 
❷無料権利擁護相談会 
 　3月9日（土）13時～15時　　4組
（1組30分）　　相続、遺言、成年後見制
度等の個別相談会　　コスモス成年後見
サポートセンター所属行政書士 
❸介護者のつどい「なかのカフェ」 
　腰痛・膝痛を予防する体操をみんなで
楽しく学びましょう。 
　 3月16日（土）13時30分～15時30分
 　約30人（介護者優先）　　
　 理学療法士 野地吾希夫
 　腰痛・膝痛を防止するための体操 
 　体操後のお茶会参加者は100円 

◆食べるの大好き！食育講座 
 　3月12日（火）10時～11時30分 
 　未就園児と保護者20組（定員次第締切）
　 管理栄養士による離乳食、幼児食の
アドバイス　　電話・来館受付 

❶～❸ 　 電話・来館受付（定員次第締切） 
❶介護者のつどい 
 　2月22日(金)13時30分～15時30分 
　10人 
　 認知症の人と家族の会 山本文子 
❷北村年子先生講演会
「自分をもっと好きになろう」 
～子どもと私の自尊感情を育てる～
　FMヨコハマ「ちょうどいいラジオ」に
出演中の北村年子先生の講演会です。 
 　3月1日(金)12時30分～14時30分 
 　50人 
❸よこはまシニアボランティアポイント
登録研修会 
 　3月4日(月)13時30分～16時 
 　満65歳以上で市内在住の人 

　春休みの1日を仲間と楽しく過ごそう！ 
 　3月24日（日）13時～16時 
 　個別支援学級、特別支援学校に通
う小・中学生15人（家族別途申込み） 
 　お菓子作りとゲーム　　300円 
 　笠間・豊田地域ケアプラザで電話・
来館受付 

春のお楽しみ会

　コミハで活動しているサークルが
作品を発表します！ 
    2月23日（土）12時～17時
24日(日) 9時～15時30分 
 　当日直接コミュニティハウスへ

いいじまん『作品展』

栄区民・18歳以下・60歳以上・障害者手
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
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小菅ケ谷北公園  
〒247-0007 小菅ケ谷４-31
    891-1151

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

金井公園    
〒244-0845 金井町315-2
  ・　851-8333

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

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

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

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

野七里地域ケアプラザ
〒247-0024 野七里1-2-31 
    890-5331      890-5332

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

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

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

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

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

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



◆「春からのスポーツ教室」
　4月から「春からのスポーツ教室」を開
催します。
※各教室の詳細は、電話・ホームページ
（http://www.yspc.or.jp/sakae_sc_
ysa/）でご確認ください
◆苦手克服 逆上がり教室(全2回)
　逆上がりが苦手な人、新学期が始まる
前にできるようになろう！やさしい指導員
が丁寧に指導します。
　 3月23日（土）・24日（日）11時15分～
12時45分
　 小学生30人（応募者多数時抽選)
　 2,000円
　往復はがきかホームページで①教室
名②氏名(ふりがな)③性別④生年月日
⑤年齢⑥〒住所⑦電話番号⑧市外在住
で市内在勤・在学の人は勤務先・学校名
をスポーツセンターへ。2月17日(日)必
着

A：「囲碁のたのしさをみなさんと 
やってみよう！はじめての囲碁」 
B：紙芝居上演会「心をつなぐ紙芝居の世界」
（『花咲き山』『ふうたのはなまつり』など）
 　3月16日（土）A：10時～12時 B：
13時30分～14時30分　　小学生
以上 A：25人 B：30人（先着順） 
 　2月26日(火)から電話・来館受付 

A：「囲碁のたのしさをみなさんと 
やってみよう！はじめての囲碁」 
B：紙芝居上演会「心をつなぐ紙芝居の世界」
（『花咲き山』『ふうたのはなまつり』など）
 　3月16日（土）A：10時～12時 B：
13時30分～14時30分　　小学生
以上 A：25人 B：30人（先着順） 
 　2月26日(火)から電話・来館受付 

開館30周年記念

❶～❺    60歳以上で、本人か子ども・
孫が市内在住の人　　2月11日（月・祝）～
前日に電話・来館受付（先着順） 
❶翠のサロン 第72回 
　 3月3日（日）13時30分～14時30分
　 50人 
❷さわやかスポーツ（生活体力測定） 
　 3月11日(月)10時～11時30分  　 
　18人 
❸らくらく体操 
　 3月13日（水）10時30分～11時45分
　 30人 
❹歌ってハツラツ 
 　3月15日（金）13時～15時　　40人 
❺みんなで輪踊り 
 　3月27日（水）10時～12時　　40人 

◆親子でたのしむ絵本とわらべうた講座 
　『乳幼児おはなし会とわらべうた』（児
童図書館研究会）の著者である落合美知
子さんをお招きして、わらべうたと絵本
の講座を開催します。 
 　3月5日（火）10時～12時 
 　0～1歳児とその保護者15組(先着順)
 　2月14日（木）から電話・来館受付 
❶～❺　 当日直接図書館へ 
❶ミニ展示「土の中からひもとく栄区の歴史」 
 区内の遺跡から出土した遺物を見て、
原始・古代の様子を思い起こします。 
 　2月13日（水）～3月17日（日） 
※3月16日（土）15時～15時15分に
展示解説あり
❷おはなし会 
 　2月13日（水）16時～16時30分 
 　4歳くらい～大人　　絵本の読み聞かせなど 
❸かながわこどもひろば おはなし会 
 　2月23日（土）14時～14時30分 
 　3歳くらい～大人　　『ねずみのすもう』ほか 
❹親子のおはなし会 
 　2月26日（火）11時～11時20分 
 　4か月～3歳の子どもと保護者 
❺紙芝居の会 
 　3月9日（土）14時～14時30分 
 　3歳くらい～大人　　紙芝居一座さかえ 

❶❷ 　当日直接公園へ（先着順） 
❶いろり端むかし話の会～語るもよ
し、聞くもよし～ 
 　2月21日（木）10時30分～11時30分  
　 15人
❷ひな祭り呈茶会～おひなさまの前でお茶会～ 
 　3月3日(日)11時～15時 
 　30人  　 300円
❸～❻ 　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） 
❸初心者茶道体験教室～茶道を通じ
て和の心を～ 
    ①2月17日（日）②3月17日（日）13
時～16時　　各日10人　　500円 
 　①2月9日（土） ②3月9日(土)必着 
❹和布細工～端午の節句用に和菓子
とお茶セットを～（全2回） 
 　3月4日・18日(各月曜)13時～16時
　 2月20日（水）必着 
❺里山のそば打ち塾～基本を学び、
自分で打ったそばを味見、おみやげも～
 　3月23日(土)10時～12時30分 
　10人　　900円　　3月8日(金)必着 
❻フラワーアレンジメント～人気のハー
バリウム、100ccボトル2本つくります～
 　3月28日(木)13時30分～15時30分 
 　8人　　2,000円  　3月14日(木)必着 

◆中高年英語入門教室 
～平成31年4月生募集～（全36回） 
 　4月10日～3月25日（各水曜）13時～
14時45分　　40歳以上で市内在住
の人24人（応募者多数時抽選） 
 　月4,200円（3か月分前納/年会費別
途1,200円）　　電話・FAX・はがき・メール
（ysckonan@yokohamacity-silvercenter.or.jp）
で①講座名②氏名③年齢④電話番号を
横浜市シルバー人材センター港南事務
所へ。3月8日（金）必着 

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

◆子供水泳教室体験（全3回） 　
　レッスンを受けたことが無い子、しば
らくレッスンを受けていない子、この春
一緒に楽しく泳ぎませんか？ 
 　3月27日（水）～29日（金） 
①幼児教室：15時～15時45分 
②小学生教室：15時50分～16時50分
 　①年少～年長15人 ②小学1～3年生
15人（応募者多数時抽選/4月時点を基
準/栄プール水泳教室未経験者または
最後に通ってから1年以上経過した人） 
 　①水なれ・けのび・バタ足 ②水なれ・
けのび・バタ足・呼吸無しのクロール等 
 　1,500円 
 　往復はがきで①教室名②氏名(ふりが
な)③性別④生年月日・年齢⑤学校・学年
⑥〒住所⑦電話番号⑧栄プールの教室
の受講有無を栄プールへ。3月16日
（土）必着

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

◆自然観察会～谷戸の目覚め～ 
　 2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（先着順） 
❶バードウォッチング 
 　3月10日（日)9時～11時（雨天中止） 
 　20人（小学生以下保護者同伴） 
 　中学生以上200円 
 　2月16日（土）から ※あれば双眼鏡持参 
❷竹細工～竹の鳥笛・箸・しゃもじ～ 
　 3月24日（日）9時30分～12時（雨天決行）
　 20人（小学生以下保護者同伴） 
 　500円　　2月27日（水）から 

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

◆ふるさとの森散策会 
　 3月2日（土）9時30分～12時（雨天室内）
　 20人（先着順）　　当日直接虹の家へ 
◆親子パン教室 
 　3月17日（日）13時～16時 
 　小学生以上の子どもと保護者12組
24人（応募者多数時抽選/子どものみ
の参加は不可） 　 1,500円 
 　往復はがきかホームページ(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｡
2月19日（火）必着 
❶❷　 2月13日（水）から電話受付（先着順） 
❶バードウォッチング 
 　2月23日（土）9時30分～12時30分
（雨天中止）　　20人 
❷植物観察会 
　 3月9日（土）9時30分～12時（雨天
中止）  　 20人 

◆ミュージカルソングコンサート 
　元劇団四季のヒロインとヒーローが歌
うミュージカルの、あの名曲が聴けます。 
 　3月17日（日）14時～（30分前開場） 
 　600人
　 前売券1,500円、当日券1,800円
　 公会堂で販売 

◆私のしごと・手しごとマルシェ 
　 3月3日(日)10時～15時　　市民グ
ループ等によるハンドメイド作品や菓子
等の販売　　当日直接センターへ 
◆女性のためのパソコン講座
「ワード初級」 (全2回) 
　2日間でイラストを入れたちらしが作
れるようになります！ 
　 3月11日（月）・12日(火)10時～15時
30分　　女性12人（先着順） 
　10,800円　　2月15日（金）から専
用電話（862-4496）・ホームページ
（http://www.women.city.yokoham
a.jp/y）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 

◆４月スタート ウクレレ教室
　往復はがきか所定の申込書(返信用62円切手貼付)で①教室名②氏名（ふりがな） 
③性別④生年月日⑤年齢⑥〒住所⑦電話番号を公会堂へ。３月１０日（日）
必着

ウクレレスタートアップ
A

ウクレレスタートアップ
B

教室名 対象

各20人
月

水

14時30分～15時30分

14時～15時

はじめ
ての人

800円×回数
月2～3回

募集人数 曜日 時間 参加費

（要ウクレレ持参／月２～３回で期間１年）

❶❷　 電話・メール(gakushu＠earthplaza.jp)
・来館受付（定員次第締切）
❶【地球市民トークセッション】生きる
を編む～大事にしたいこと・ひとと仕
事を結び直すはたらき方～
　 2月16日(土)14時～16時30分（30
分前開場） 2階プラザホール 　 250人
❷ジャンベライブ&ワークショップ
　 3月2日(土)15時～16時（15分前
開場） 5階映像ホール 　 40人
❸～❼　 当日直接会場へ
❸映画『くちびるに歌を』
　 2月17日(日)①10時～②13時30分～
（30分前開場） 2階プラザホール
　 各回200人（先着順）　　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 
フィリピン～タガログ語と日本語の読
み聞かせ～
　 2月17日（日）13時～13時30分
2階映像ライブラリー　　約50人（先
着順）　　 かながわこどもひろば
❺演奏会「リンガラ☆ナイト」
　 2月23日(土)17時30分～19時（30
分前開場） 2階プラザホール
　 200人（先着順）
❻写真展「踊りゆくガーナタウン」
　 2月23日（土)～3月28日（木）9時～
17時 2階展示コーナー
❼ギャラリートーク「ガーナの村を
踊って歩いて、わたしがみたもの」
　 3月2日(土)13時30分～14時
2階展示コーナー　　30人（先着順）

ていちゃかい
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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。

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

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

横浜市シルバー人材センター港南事務所
〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1
オフィスタワー13階
    342-9600      847-1716

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

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

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

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