
　日本野鳥の会レンジャーの案内で、いたち川の流域2か所を歩きます。
　上流と下流の自然の違いを楽しみましょう。

●ＩＤ・パスワード方式の導入で、確定申告の手続きが便利になりました！
　税務署で事前にＩＤとパスワードを取得すれば、マイナンバーカードやＩＣカード
リーダライタをお持ちでない人も、パソコンやスマートフォンで申告書をe-Tax
（電子申告）送信できるようになりました。
●ＩＤ・パスワードは税務署での本人確認後、即日発行します。
●住所にかかわらず、どの税務署でも発行できます。
●運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
●確定申告期は大変混雑しますので、ＩＤ・パスワード方式の申請は早めにお願い
 します。

●税理士による無料申告相談
【日時】２月５日（火）～７日（木）9時15分～15時45分
　　   受付順に整理券を配布します。混雑状況等により、受付を早めに終了する
　　   場合がありますのでご了承ください。
【場所】栄公会堂（たっちーらんど）
【持ち物】確定申告に必要な書類（前年申告書等の控えを含む）、筆記具、計算
　　      器具、印鑑、本人確認書類など
【対象】小規模納税者（平成29年分の所得金額が300万円以下の個人事業主）、
　　   年金受給者、給与所得者
●譲渡所得や住宅ローン控除１年目など、計算が複雑な人はご遠慮ください。
●提出のみの場合は、直接税務署にご提出ください。
●公共交通機関をご利用ください。

●戸塚税務署内の申告書作成会場
【開設期間】２月18日（月）～３月15日（金）
【相談】９時15分～17時（受付：８時30分～16時）
●土・日曜を除きます。ただし、２月24日（日）、３月３日（日）は開場します。
●会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、
 なるべく早めにお越しください。
●駐車場は１月21日（月）～３月15日（金）の期間ご利用いただけません。

2月9日(土)9時～12時
（荒天時は11日(月・祝)に延期）
集合…栄区役所 解散…横浜自然観察の森
※解散後、希望者は区役所まで無料バスでお送りします
小学5年生以上15人（応募者多数時抽選）
予定コース:区役所周辺→無料バスで移動→横浜自然観察の森
電話・FAX・メールで①氏名②〒住所③電話番号④年齢を、企画調整係まで。
1月25日（金）締切。参加の可否は、1月29日（火）以降にご連絡します。

○ 長期間、定職に就けない 
○ 長期間、家にひきこもっている 
○ 多額の債務を抱えている
○ 失業してしまい生活費がない
○ 病気や障害がある
○ 身近に相談できる人がいない 
○ 食べるものにも事欠いている

　８月１日から11月９日まで投票が行われた「ゆるキャラグランプリ 2018」
にエントリーしていた、タッチーくんの順位は

○ 人間関係をうまく作れない
○ 家賃や光熱水費を滞納している
○ 家計のやりくりが上手くできない
○ 親の年金を頼りに生活している
○ ついついカードで買い物してしまう
○ 適切な医療を受けていない
○ 親の介護のため就労できない

生活困窮者
自立支援制度の
お知らせ（第2回）

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

企画調整係　　894-8161　　894-9127　　sa-kikaku@city.yokohama.jp

例えば、こんな悩みありませんか？

507体中42位（合計15,764票）でした！
（神奈川県内では1位！）

次回2月号は「仕事が見つからない人の仕事探し」です
生活支援係　　894-8400　　894-3423

　 広報相談係
　 894-8335　　894-9127

区役所で、一緒に整理したり、考えてくれるんだって。
一人で考えるより、解決の糸口が見つかりやすそうだね。

ゆるキャラ
グランプリ 
2018
結果発表！

　旧年中は、区民の皆様、各地域を支えてくださっている自治会・町内会をはじめ各種活動団体、福祉施設
関係団体、各企業の皆様の多大な御厚情を賜り、心より御礼申し上げます。
　昨年は、ＷＨＯ（世界保健機関）推奨の国際認証「セーフコミュニティ」の再認証を取得しました。ひとえに、
安全・安心なまちをつくり次世代に引き継ごうという皆様の思いと、継続的な取組によるものと、改めて感謝申
し上げます。再認証を新たなスタートに、これからも事故やけがの減少のために、地域福祉保健計画の各取
組とも相互に連携しながら、皆様と共に取り組んでまいります。
　また、昨年12月に素案を発表した都市計画マスタープラン栄区プラン「栄区まちづくり方針」については、平
成31年度中の改定を目指しております。JR本郷台駅や大船駅北口の駅前開発、横浜環状南線の整備など、
栄区がさらに魅力的に発展していく中、次世代に継承する緑豊かな生活文化都市を目指してまいります。
　栄区は高齢化率が依然高いものの、高齢者の方々が元気であり、障害者も暮らしやすい温かいまちです。
また、伝統芸能をはじめ、様々な文化活動・スポーツ活動が活発なこと、鎌倉郡の名残がある歴史資産が随
所で楽しめることなど、様々な面で恵まれております。このような栄区の特徴を活かして、今後も様々な取組を
進めてまいります。
　区民の皆様にとって、御健勝で充実した一年となりますよう心より祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせ
ていただきます。　

新年明けましておめでとうございます。

◎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

1
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.255
人口 120,101人 世帯数 51,190世帯栄区のいま

（平成30年12月１日現在）

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

栄区版　／　 　　　　　　  2019（平成31）年  1 月号　●5



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

　①1月25日(金)②2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)

　①2月26日(火)②3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

　1月11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

乳がん            
(40歳以上の女性／2年度に1回)

　 2月13日(水)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)

　 2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)

　1月15日(火)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

運営団体はどこですか？
本部事務局は横浜市社会福祉協議会です。
栄区支部は地域子育て支援拠点にこりんくが担当しています。
対象年齢や条件はありますか？
利用会員は生後５７日から小学６年生までのお子さんがいる人です。提供会
員は市内在住で２０歳以上の、安全に子どもを預かることができる健康な人
です。
どんな理由で利用できますか？
リフレッシュ、保育園・幼稚園の送迎、親の通院時等でも利用可能です。
利用料金や報酬はありますか？
利用時間帯や曜日等により金額が変わります。詳細はお問い合わせください。

　横浜子育てサポートシステムとは、地域ぐるみの子育て支援を目指す、会員制
の有償支え合い活動です。安心して子育てが出来るよう、地域の中で子どもを預
けたり、預かったりすることで人と人のつながりを広げることを目指しています。
　子どもの預かりや送迎をしてほしい人（利用会員）と、子どもを預かったり送迎す
る人（提供会員）、両方を兼ねたい人（両方会員）それぞれが会員登録をしていただ
き、専任の担当者が依頼や活動をコーディネートします。

　栄区では元気に長生きするために
大切だと言われている３つの取組
「栄養」、「運動」、「社会参加」を地域の
皆さんと一緒に進めていきます。
　下は、「健康長寿 さ・か・え」のロゴ
マークです。
　このマークが入った講座やイベント
に参加して、元気でいきいきとした生
活をおくりましょう。

　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「年の初
めは、お箏でコロリン、コロリン」です。
　ぜひお気軽にお越しください！
　 1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
　 栄区三曲協会
　 （協力：栄区音楽協会）

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A
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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

　 1月11日（金）
　 1月16日（水）・25日（金）
　 1月  9日（水）・18日（金）

母親教室(全3回)
　 ①1月7日（月）②1月21日（月）③1月28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)へ女性の健康相談  　 1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　

　 1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

1月16日(水)９時～11時、1月24日(木)９時～12時
１月25日(金)９時～11時、2月5日(火)13時～16時
区役所新館2階

1月24日(木)９時～12時
2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

　 1月22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

こどもの食生活相談  　1月22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）    　 1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

横浜子育てサポートシステム栄区支部（地域子育て支援拠点にこりんく内）
火～土 ９時～１７時 祝・年末年始除く
３９２-３９６７　　http://www.nikolink-sakae.com

　 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

ご存じですか?横浜子育てサポートシステム 第168回昼休みコンサート♪

健康長寿 さ・か・え

社会
参加

積極的に
社会に参加する

運動

体力を
つける

栄養

低栄養を
予防する

重要な３つの視点

事業企画担当　　894-6962　　895-1759



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

　新年おめでとうございます。寒い毎日が続いていますね。気温が低い冬は、
温かいお風呂に幸せを感じる人が多いと思います。今回は寒い季節にお風
呂などで起きやすい「ヒートショック」という事故を防ぐためのアドバイスを
したいと思います。
　ヒートショックとは、急激な温度の変化により血圧が急上昇・急降下する
ことによる健康障害です。暖かい室内から寒い風呂場の脱衣所やトイレな
どに移動した際、高齢者などで血圧や血中コレステロール値が高い人は、
血圧の変化によって心筋梗塞や脳血管障害を引き起こしやすくなります。
　対策としては、脱衣所やトイレにヒーターを置いて室内を暖めることで、
血圧の急変を防ぐ方法があります。
　なお、セーフコミュニティの「高齢者安全対
策分科会」でもヒートショック対策の普及啓
発に取り組んでおり、区役所高齢・障害支援
課や区内地域ケアプラザでリーフレットを配
布しています。

　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」で、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。詳細は区ホームページをご覧ください。

　ご宿泊はスキー場近くの
中条温泉「トマトの国」で、
ゆっくりとお過ごしください。

【イベント情報】
1/20 （日） スキーこどもの日
　　　　   雪上宝探し大会
2/  9 （土）  バレンタインイベント
2/17 （日） スキーこどもの日
　　　　   雪上宝探し大会
3/16 （土） さかえ雪ん子まつり（予定）
※土・日曜はスキースクール営業中
※レストランでは信州野沢菜漬け食べ放題

　 栄消防署
　・　892-0119

家族みんなで楽しめる！ 越後三山の眺めも美しい信州最北端のスキー場
【営業期間】12月15日（土）～3月28日（木）

横浜市  医療費控除の明細書

　おしゃれなキッチンで、栄区産の野菜を使った料理教室を開催します。
　楽しく、おいしく調理して、栄区産の野菜をお楽しみください。

　市民税・県民税、所得税の医療費控除の申告は、明細書の提出のみとなりました。また、健康保険組合などが発行する医療費通知（お知らせ）の原本を添付す
れば、その分の記載は省略できます。明細書は市ホームページからダウンロードできるほか、区PRボックス（本郷台駅・大船駅・イトーヨーカドー桂台店）にもあ
ります。市民税・県民税については区役所税務課市民税担当（30番窓口）に、所得税については税務署に、それぞれお問い合わせください。

【医療費通知の発送予定】
★横浜市国民健康保険加入者
　平成31年2月中旬～下旬
★神奈川県後期高齢者医療制度加入者 
　平成31年1月末(10月分まで）
　平成31年3月末（11～12月分）

　同じ花でも組み合わせや植え方で雰囲気が大きく変
わります。講義を聴きながら、季節の花を組み合わせて
お庭を彩るかわいい寄せ植えを作ってみませんか。

2月8日（金）15時～16時（30分前開場） 区役所新館4階8号会議室
寄せ植えに興味のある人 30人（定員次第締切）
さかえグリーンサポーター 石井造園株式会社
代表取締役 石井直樹（監修）、造園部長 佐藤一将（講義・実演）
寄せ植えのポイントの説明と植木鉢への植栽 （持ち帰り可）
※区役所でシャベルは貸し出しますが、その他（エプロン、手袋等）は
　ご持参ください
1月16日（水）～1月22日（火）に電話か直接区役所企画調整係（45番窓口）へ

3月5日（火）10時30分～13時30分（10時15分受付開始）
東京ガス横浜ショールーム
（西区みなとみらい3-5-1 MARK ISみなとみらい4階）
区内在住・在勤・在学の人 24人（定員次第締切）
最新ガスコンロを使った料理教室・試食、栄区農産物の解説
1,000円（当日お支払いいただきます）
1月16日（水）～2月22日（金）に電話か直接区役所企画調整係（45番窓口）へ

栄区 栄村との交流

栄消防団 森田智貴団員
撮影協力：クロスハート栄・横浜

(1)医療費通知に記載
された医療費の額

(2) (1)のうちその年中に
実際に払った医療費の額

(3) (2)のうち生命保険や社会
保険などで補てんされる金額

医療費を受けた
方の氏名 

栄 花子

〃

栄 太郎 

〃

〃

病院・薬局などの
支払先の名称 

ABC病院 

DEF薬局 

ABC病院 

ABC病院

GHIケアホーム 

支払った
医療費の額 

303,000

8,940

 

8,100

 

2,150

 

91,460  

生命保険や社会保険などで
補てんされる金額 

50,000

医療費の区分 

□診療・医療　 □介護保険サービス

□医薬品購入  □その他の医療費

□診療・医療　 □介護保険サービス

□医薬品購入  □その他の医療費

□診療・医療　 □介護保険サービス

□医薬品購入  □その他の医療費

□診療・医療　 □介護保険サービス

□医薬品購入  □その他の医療費

□診療・医療　 □介護保険サービス

□医薬品購入  □その他の医療費

123,000 117,000 4,560

人別、病院等別に1年分を
合計して記入します

医療費通知に出ていないも
の（自由医療や医療費通知
に出ていない月の分など）

医療費控除対象であること
がわかる領収書または証明
書があるものに限る

病院への交通費
（自家用車は不可）

助成や未払いが
なければ（1）と同額

医療費通知に記載
された合計額

413,650 50,000 合計（平成30年1月～12月分） 

栄消防団▶
ホーム
ページへ

※エコ・クッキングは東京ガス（株）の登録商標です
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栄消防団からのアドバイス
～お風呂の事故を防ぐ 冬のヒートショック対策～

　 企画調整係　　894-8161　　894-9127 　 企画調整係　　894-8161　　894-9127

　 市民税担当　　894-8350　　893-9146

東京ガス横浜ショールームで
地産地消＆エコ・クッキング教室を開催！

医療費控除に領収書の提出は不要となりました！

1. 医療費通知に関する事項
（診療を受けた年月や自己負担額等が載っているものを添付）

医療費控除の明細書記載例（一部省略）

5年間の領収書の保存が必要です（医療費通知分は保存不要）2. 医療費（上記以外）の明細

寄せ植え
講座



　大規模な災害が起こったとき、自分の身を守ること（自助）はも
ちろん、地域での助け合い（共助）の取組は大変重要です。過去の
大きな災害では、高齢者や障害者などの災害時に支援が必要な
人たち（災害時要援護者）の被災率が高かったというデータがあ
ります。
　災害での被害を最小限にするため、隣近所や地域の人と声を
かけあい共に助けあえる関係をつくり、 日頃から災害時要援護
者支援に取り組んでいきましょう。

栄区では、災害時に備えて、多くの自治会町内会などが災害時要援護者支援に取り組んでいます。
普段からそれぞれの実情に応じて工夫をこらし、取組を進めています。

　多くの自治会町内会などでは、災害時に支援を必要とす
る本人やその家族から自主的に地域に申し出ていただく
などの方法で、要援護者を把握しています。「支援を必要と
する」、あるいは「支援に参加できる」など申し出ることで、
地域の取組に参加してみましょう。

　「向こう三軒両隣」のお付き合
い、いわゆる「顔の見える関係づ
くり」を目指しています。
　住民から「支えあいカード」を
提出していただき、要援護者を
把握したうえで、支援者による
定期訪問を行っています。（長沼
町内会 会長 毛利勝男さん）

　若竹町内会の住民を対象に、民生委員を中心としたメンバー
で、ひとり暮らし高齢者など見守りを希望する世帯へ定期訪問活
動を実施しています。
　見守りは、希望者の要望や状況にあわせ、継続的に緩やかに見
守ることを意識して活動しています。（わかたけ見守りの会 会長 
綿引惠子さん）

　災害時に備えた近所の絆を培うために、サロンを開催しています。新
年会や盆踊りを楽しむなど、参加しやすいよう内容を工夫することで、要
援護者を含めてたくさんの方が参加しています。（笠間町内会 会長 千葉
廣衛さん）

　災害時、要援護者とともに避難するにはどのようにす
ればよいか訓練を行い、ポイントを確認しています。訓
練をとおして、要援護者と支援者の信頼関係が築かれ
ています。

　いざというときにスムーズに対応できるよう、実際に歩きなが
ら自分のまちを点検したり、サロンなどで要援護者と交流する機
会を設けるなど、要援護者と支援者の顔の見える関係づくりを進
めています。普段からの活動をとおして顔の見える関係をつくる
ことが、災害時の対応でも重要になります。

　訓練に参加し、実際に避難経路を歩くことで、避難場所までかかる時
間を把握することができてよかったです。共助会が設立され、要援護者と
してはとても心強く、安心して暮らしていくことができ、支援者の皆さま
には感謝しています。

　2017年６月にハイツ共助会を立ち上
げました。約20回の会合を開催する中
で綿密な打合せを行い、行動マニュアル
や規約等を定め、2018年10月には要援
護者の災害救援訓練を実施しました。
（ハイツ共助会事務局 大塚丈夫さん）

　毛布一枚だけの搬送訓練が発災
時に有効であることが実感できまし
た。毛布の使い方、搬送時の留意事
項を確認するなど、訓練を継続的に
実施し、発災時に備えたいと考えて
います。（長倉町自治会 会長 井関
英恒さん）

　毎年の防災訓練の中で、無事であ
る家庭は玄関ドア等に目印のタオル
を掲げる安否確認訓練を実施して
います。この取組に加え、要援護者
の実態把握を年１回行い、安否確認
が円滑に行われるよう取り組んで
います。（フローラ桂台自治会 会長 
細田利明さん）

　要援護者役、支援者役は緊張気味に操作していました。初めて
操作する人も多く、「意外と重い」、「ブレーキはこれ？」など、訓練を
実施したことで多くの発見がありました。（大船富士見台自治会 
副会長 伊勢崎市三郎さん）

　区役所の職員が地域を訪問し
て、災害時要援護者支援に関す
る出前講座を行っています。　
お気軽にお申し込みください。
【問合せ】事業企画担当
 　８９４-６９６２　災害時要援護者支援をテーマに平成30年度 第２回「さかえ・つながるフォーラム」を開催します。

　被災地での活動経験が豊富な講師や発達障害のある子どもの保護者による講演会です。皆さん
の参加をお待ちしています。
【日時】１月18日（金）10時～ 12時　【場所】たっちーらんど（栄公会堂）講堂
【講師】横浜市立大学国際総合科学部 准教授 石川永子さん ほか
【申込】不要　【参加費】無料

参考：栄区では、要介護度３以上の高齢者や障害者手帳をお持ちの人など、支援が必要な人が約6,000人（人口の約５％）います。
資料：内閣府「平成25年版
高齢社会白書」より作成 

資料：（社）日本火災学会
「1995年兵庫県南部地震における
火災に関する調査報告書」より作成

（例）

高齢者 障害のある人 乳幼児 妊産婦 日本語の理解が
十分でない外国人

0～19歳 6％
20～39歳 9％

40～59歳 19％
自力で
34.9%

家族に
31.9%

通行人に
2.6%

救助隊に1.7% その他0.9%

友人・隣人に
28.1%60歳以上

66％

　地震などの災害発生時に、
　●　必要な情報を把握し、状況を判断することへの支援が必要な人
　●　安全な場所に避難するなどの一連の行動をとることへの支援が必要な人
　をいいます。一般的には、高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、日本語の理解が十分　
　でない外国人などが対象になります。

?

災害が起きたとき、支えが必要な人の命を守るために
～日頃から要援護者支援にみんなで取り組みましょう～

日頃からの取組
要援護者を把握する

災害時に被害を最小限にするためには、地域での助け合いが不可欠です

支えあいカードの活用（長沼町内会） まち歩き［避難経路を確認］（上郷西ヶ谷ハイツ自治会）

毛布を使用した搬送訓練
（長倉町自治会）

タオルを目印とした
安否確認訓練
（フローラ桂台自治会）

車いすの操作訓練（大船富士見台自治会）

見守り活動の実施（若竹町内会）

サロンなどでの交流（笠間町内会）

災害時要援護者支援出前講座

発災時を想定した訓練顔の見える関係をつくる

［特集に関する問合せ］事業企画担当　　894-6962　　895-1759

災害に備え、私たちにできることは
～日頃からの地域の取組が大切～

特集

東日本大震災では犠牲者の多くが
60歳以上の人でした

阪神・淡路大震災では生き埋めや建築物などに
閉じ込められた人の9割以上が、自助、共助に
よって助けられました

災害時
要援護者
とは？

自助
97.5%共助

東日本大震災における
年齢別被害状況 阪神・淡路大震災に

おける救助・救出活動

災害時に備えた取組
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◆水岡のぶゆきグループジャズライブ
　定期ロビーコンサートでおなじみのキーボーディ
スト水岡のぶゆきさんが、グループジャズライブを開
催します。ソロとは一味違う魅力をお楽しみください！
　3月19日(火)14時～（30分前開場）　　600人
　 1月17日（木）チケット販売 全席自由500円

★子育てサロン…………1月23日(水)
★音で遊ぼう……………2月  4日(月)

★作品展用の作品作り…1月19日(土)
★作品展…………………2月  9日(土)

★節分………………………2月1日(金)

★どんど焼き……………1月11日(金)
★オープンディ…………………………
　1月11日・18日・25日、2月8日(各金曜)
★保護者会イベント……1月28日(月)

★ちびっこ冬あそび……1月16日(水)
★みんなあつまれ………1月30日(水)

★親子で遊ぼう1歳児…1月18日(金)
★31年度ワンダールーム体験会
　…………………………2月5日(火)

★どんど焼き……………1月10日(木)

★節分………………………2月1日(金)

★子育て講演会(講師 岩上真歩子さん)
　…………………………1月26日（土）

★絵本の読み聞かせとわらべうた
　…………………………1月28日(月)
★豆まき……………………1月31日(木)

★どんど焼き………………1月11日(金)
★みんなで遊ぼう会（獅子舞）
……………………………1月12日(土)
★体を使って遊ぼう………1月21日(月)
★幼稚園のお友だちと遊ぼう…2月 4日(月)
★ゲーム遊び………………2月  4日(月)
★いいじまっこ展…2月9日(土)・10日(日)

★かばくんアート・つくってあそぼう
　…………………………1月17日(木)
★親子で体を動かして遊ぼう
　…………………………1月22日(火)
★節分………………………2月1日(金)

★リズム交流……………1月15日(火)
★節分……………………2月   1日(金)

★昔あそび………………1月24日(木)
★節分……………………2月   1日(金)

★子ども新年会…………1月17日(木)
★リズムあそび…………1月22日(火)

　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をご持参くださ
い（ヨガ・アロマストレッチは不要）。定員に
なり次第締め切ります。また、安全管理上、
開始時間を過ぎての受付はお断りする場合
があります。★当日受付教室のお知らせ

❶～❻　1月11日(金)から電話・来館
受付（先着順）
❶頑張るママのお助け講座～新入園・
入学児用の手さげや小物作り～（全２回）
　通園・通学バッグ、上履き入れなどをミシンで
作ります。小さなお子さん連れの人もどうぞ！
　 2月6日（水）・14日（木）9時30分～14
時30分 ※午前中のみ保育あり　　6人
❷バレンタインのお菓子 デコレーション
マカロンレッスン開催～大好きな人に
おしゃれなマカロンを贈ろう！～
　 2月9日（土）10時～12時　　小・中学
生10人（保護者の付添い可）　　200円
❸上郷バレンタイン特別企画
♪小出信也・フルートコンサート♪
　 2月9日（土）15時～16時　　40人  
　 元NHK交響楽団首席フルート奏者
小出信也　　500円
❹インターネット被害未然防止講座～イン
ターネット・スマートフォンのトラブル対策～
　疑似体験画面やポイントをスクリーンで
表示しながら説明します。
　2月12日（火）15時30分～17時30分
　 65歳以上50人
　 NPO情報セキュリティフォーラム
❺使い切りクッキング第３弾「具だくさん中華鍋
でホックホク」～食品ロスを減らしましょう！！～
　2月19日（火）10時～13時30分
　12人　　700円
❻アロマで癒そう～リラクゼーション＆
美体幹トレーニング～
　2月20日（水）13時30分～15時
　15人　　500円

❶～❸　 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～
　1月10日～1月31日の毎週木曜
小学生15時～17時、中学生15時～18時
❷新春～獅子舞～
　1月17日（木）11時～11時45分
　 座ゆめこば
❸1月のロビーコンサート
～ニューイヤーをヴァイオリンで～
　1月26日（土）11時～11時45分
　 Mu-Box
❹❺　 1月11日（金）から電話・来館受
付（先着順）
❹なかちゃんの季節遊び～豆まきしましょ～
　1月28日(月)①10時～10時45分
②11時～11時45分　　①1歳6か月
未満の乳児と保護者10組 ②1歳6か月
～未就園児と保護者15組　　100円
❺お魚屋さんに学ぶ魚のさばき方～地元
商店に教わって、美味しい魚をご家庭に～
　1月30日(水)13時30分～15時30分
　16人　　小平鮮魚店 店主　　800円

❶❷　 当日直接センターへ(先着順)
❶ピアノ名曲コンサート～トルコ行進曲、
ラ・カンパネラ、ハンガリー舞曲等誰もが
聴いたことのある有名曲の数 ！々～
　 2月3日（日）14時～15時30分（30分
前開場）　　60人　　大貫有美子
❷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
　 2月6日～27日の毎週水曜15時～
17時　　小・中学生
❸～❺　 電話・来館受付
❸キグちゃんのはぐくみ広場
～ママとその家族のために～
　 2月6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（定員次第締切）
❹バレンタインに！キッズキッチンク
ラブ～フルーツたっぷり！本格ショコ
ラロール作り～
　 2月9日（土）10時～13時　　小学4
年～中学生12人（先着順）　　1,000円 
　1月11日（金）から
❺キグちゃんの「親子であそぼ！」1歳
児～遊びからまなぶ子どもの育ち～
　 2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）

※エアロ・ZUMBA
通し750円

火
水
水
水
木
金
金

金
金
土
土
日

らくらく太極拳
水曜ZUMBA
水曜ナイトヨガ
アロマストレッチ

木曜エアロビクスボクシング
エンジョイ！レディースバレーボール
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 50人
16歳以上 20人
16歳以上 90人
16歳以上 女性20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～）

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

9時15分～10時45分（9時～）
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55分～）
7時45分～ 8時45分（7時30分～）

15日・22日・29日
16日・23日・30日

9日・16日・23日・30日
9日・16日・23日・30日
10日・17日・24日・31日

11日・25日
11日・18日・25日

4日・11日・18日・25日
11日・18日・25日
5日・12日・19日・26日
5日・12日・19日・26日
13日・20日・27日

500円
500円
500円
600円
500円
500円

600円
500円
500円
500円

各500円

教室名 参加費1月開催日曜日 時間（受付開始）対象・定員

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―

小菅ヶ谷幼稚園
　 892-7117　　892-6577

認定こども園いのやま
　 894-5588　　894-5840

やまゆり幼稚園
　 891-2020  　 891-3533

飯島幼稚園
　 861-5155　　871-3316

やまゆり保育園
　 894-5353  　 349-1122

公田保育園
　 892-1530　　892-1745

桂台保育園
　 894-1374　　894-1490

鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園 
　 892-5588　　893-9884

いいじまひがしこども園　
　 892-1154　　892-1730

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

新大船幼稚園
　 892-3535　　892-3572

上郷地区センター
〒247-0013 上郷町1173-5 
 　892-8000  　 892-8022にこにこ保育園

　 898-2081　　898-2082

上郷保育園
　 893-3565　　893-4592

大船ルーテル保育園
　 892-2366　　892-7825

ふぁみりーさぽーとのあ
　 891-0111  　 895-3761

飯島保育園
　 871-3661　　871-3812

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

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

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



❶～❹　 電話・来館受付（定員次第締切）
❶ひとりじゃない つながろう
～男性介護者の集い～
　介護を担っている男性介護者の｢語り｣
の場で、相談したい事・聞いて欲しい事
何でも気軽に話してみませんか？
　1月19日(土)14時～16時
　 区内在住の人約10人
❷上手に食べて免疫力ＵＰ！ウイルスに
負けない身体を作るための食材や調理
法を学びましょう
　1月24日（木）14時～15時30分
　 40人　　栄養士 高橋美江子
❸歯磨きのコツ～虫歯をつくらないために～
＜共催：にくりんく＞
　1月31日（木）14時～15時
　 未就園児と保護者15組
　 歯科衛生士 橘井寿実
　 歯科衛生士によるお話と楽しい親子
遊び、磨き方指導
❹健康セミナー 皮膚の病気あれこれ
　乾燥する時期です。適切な皮膚のケア
をしましょう。
　 2月5日（火）14時～16時　　50人
　 横浜栄共済病院 皮膚科医師 千葉由幸

◆いっしょにあそぼう!!
　保育園の子どもたちと一緒にあそぼう！
　1月29日（火）10時30分～11時30分
　 未就園児と保護者20組（定員次第締切）
　 公田保育園 角秋、榊原
　 保育園の遊び体験　　電話・来館受付

◆懐かしの名画座
　昔懐かしい昭和の名画を上映し、昔の
よき日を思い出して若返ります。
　 2月3日(日)13時30分～15時30分
　 80人(定員次第締切)
　 電話・来館受付

◆セカンドライフセミナー
　1月23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

◆平成30年度講座「横浜の考古学」
金沢区の重要遺跡
　金沢区内で発掘された貝塚や祭祀遺
跡、中世の寺院跡などについて講演し
ます。
　 2月8日（金）10時～15時 金沢公会堂
　 200人（応募者多数時抽選）
　 埋蔵文化財センター職員ほか
　 3人の講師による講演
①縄文時代の貝塚
②古墳時代の祭祀遺跡
③中世の寺院とやぐら群
　1,000円（資料代）
　 往復はがきに①講座名②〒住所③氏
名（ふりがな）④電話番号を書いてセン
ターへ。1月23日（水）必着

◆重ね煮料理教室
　野菜の旨味を生かして簡単でおいしい
重ね煮を作ります。
　 2月9日（土）10時～13時
　10人（定員次第締切）
　 800円　　電話・来館受付

◆子育てサポートシステム出張入会
説明会＜共催：にこりんく＞
　地域で子どもを預かってほしい人と預か
りや送迎のできる人がお互い登録する、有
償支え合い活動に参加してみませんか。
　1月23日（水）10時30分～11時30分
　 市内在住で小学6年生までのお子さん
を預けたい人、市内在住20歳以上で子
どもの預かり・送迎ができる人計10人
　 子育てサポートシステムの説明、入会
手続き
　 電話・来館で横浜子育てサポートシステ
ム栄区支部(392-3967）へ
◆歯磨きのはなし＜共催：にこりんく＞
　歯や歯磨きの基本的なお話から年齢
にあった歯磨きのコツを教えてもらおう。
講座終了後に個別プチ相談もできます。
　1月29日（火）10時15分～11時15
分（10時～受付）
　 生後６か月～約３歳の子どもと保護者
15組（定員次第締切）
　 戸塚区福祉保健センター歯科衛生士
高橋あゆみ
　 電話・来館でにこりんく(898-1615）へ
◆権利擁護相談会
～遺言・相続・成年後見など～
　司法書士が無料で個別相談をお受けします。
　 2月9日（土）13時～15時
　 4組（1組30分/定員次第締切）
　 電話・来館受付

◆パパ、ママ一緒に学ぼう!!
親子ですぐに役立つ防災の知恵！
＜共催：にこりんく＞
　さらし布を使ったおんぶの仕方や非
常持ち出し品などを楽しく学びます。ふ
れあい遊びのコーナーもあります。
　1月26日（土）10時～12時
　 乳幼児～未就園児と保護者15組（定員
次第締切）　　マザーズハンド 千葉ひろみ
　 電話・来館受付
◆みんなで体を使って遊ぼう！！
＜共催：おやこのひろば＞
　遊びを中心とした「体の動かし方」を
身に付けます。
　 2月5日(火)10時30分～11時30分
　 歩ける子～未就園児と保護者15組
（定員次第締切）　　栄スポーツセンター 
松永恵美子 　1組100円　　電話・来
館でおやこのひろば（892-1030）へ
◆よーくわかる！老人ホーム・シニア向け
住宅のアレコレ
　高齢者施設や有料老人ホームなど
様々な施設について学びます。
　2月9日（土）14時～16時　　30人
（定員次第締切）　  高齢者住みかえ支
援センター ロイヤル入居相談室相談員
　高齢者施設などの違いを学ぶ
　電話・来館受付

❶❷　 当日直接ケアプラザへ
❶ほのぼのコンサート
　1月29日(火)10時～11時
❷のしちりほっこりカフェ
　1月31日(木)13時～15時　　100円
❸❹　 電話・来館受付（定員次第締切）
❸歌声喫茶in上郷
　1月25日(金)13時～15時セレモホール
上郷　　40人　　福田安弘　　200円
❹DVDで楽しく学ぶ
　「落語で成年後見制度」
　 2月13日(水)13時30分～15時30分
　 20人　　行政書士 乾諭
　 認知症や病気・事故で脳に障害を受け
た場合など、判断能力が不十分となった
時の準備について

❶～❹　 1月11日（金）から電話・来館
受付（先着順）
❶親子で体操！！～リトミック～
　親子でリズムに合わせ体を動かします。
　 2月14日（木）10時～11時30分
　 未就園児（１歳半くらいから）と保護者
10組
❷にこにこおはなし会
　親子を対象に絵本の読み聞かせを行
います。
　 2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
❸ひな祭り切り紙教室
　健康体操で基礎体力の向上を目指そう！
　 2月17日(日)10時～12時　　20人
　100円
❹高齢者エコ安全運転教室
　高齢者のエコ運転や安全運転につい
て学びます。
　 2月23日（土）13時～16時
(最終入場15時30分)

❶～❹　 60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人　　1月11日（金）～前日
に電話・来館受付（先着順）
❶元気ダンス（介護予防ダンス）
　 2月3日（日）10時～11時30分　　15人
　 日本介護予防ダンス協会 川向優子
❷らくらく体操
　 2月13日（水）10時30分～11時
45分　　30人
　 ボディポテンシャル協会 瀬角志津子
❸歌ってハツラツ
　 2月15日（金）13時～15時　　40人
　 さかえソリスティ 瀬畑久美子
❹みんなで輪踊り
　 2月27日（水）10時～12時　　40人
　 新日本舞踊新條流 新條佳芳
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笠間地域ケアプラザ
〒247-0006 笠間1-1-1 
    890-0800      890-0864

中野地域ケアプラザ
〒247-0015 中野町400-2 
    896-0711      896-0713

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

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

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

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

埋蔵文化財センター
〒247-0024 野七里2-3-1 
    890-1155      891-1551

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

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

　親子カフェことろんで毎日午前中
に開催されている多種多様なレッ
スン…そこで活躍する先生たちが、
この日のためだけのプランを練っ
て集結します！色々なレッスンが体
験できますよ☆
　1月14日（月・祝）10時～14時
　 世界に一つだけの小皿を作れる
ポーセラーツ、お花を瓶に詰めて長
く飾れる加工をするハーバリウム、
ハンドマッサージなど
　詳細はホームページ
(http://cafecotlon.com/
free/event)で
ご確認ください

ことろん祭

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

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



◆自然観察会～冬の谷戸～
　1月27日（日）13時～15時（雨天中止）
　 当日直接小谷戸の里へ
❶～❸　 電話・来館受付（先着順/小学
生以下保護者同伴）
❶わら細工～亀作り～
　1月27日（日）9時30分～12時
　 20人　　500円
　1月11日（金）から
❷わら細工～鶴作り～
　1月27日（日）13時～15時
　 20人　　400円
　1月11日（金）から
❸バードウォッチング
　 2月10日（日）9時～11時（雨天中止）
　 20人　　中学生以上200円
　1月26日（土）から ※あれば双眼鏡持参

◆バードウォッチング入門
　豊かな自然の中で鳥を観察しよう！
　1月26日（土）9時30分～12時30分
（雨天中止）
　 20人（先着順）
　1月11日（金）から電話・来館受付
◆そば打ち教室
　プロの指導で作業手順を体験し味
わってみよう！
　 2月18日（月）14時～17時
　12人（応募者多数時抽選）
　 2,000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｡1月25日（金）必着

◆体験教室キャンペーン
　栄プールの教室に一度参加してみま
せんか？今なら入場料またはお持ちの
入場券のみでご案内します！
　2月1日（金）～28日（木）　　幼児～
成人　　成人400円、子ども100円、
65歳以上で市内在住の人200円(浜と
もカード等の提示必要)または入場券
　 来館受付（電話での仮予約可）

❶～❸　 当日直接図書館へ
❶紙芝居の会
　1月12日（土）、2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
❷親子のおはなし会
　1月22日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者
❸かながわこどもひろば おはなし会
　1月26日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 「ゆきんこ」ほか

❶～❻　 当日直接会場へ
❶映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』
　 1月14日(月・祝) ①10時～②13時～
③16時～（30分前開場） 5階映像ホール
　 各回120人（先着順）
　 大人400円、小・中学生100円
❷"着る"アフリカ展
　第7回アフリカ開発会議（TICAD7）が
2019年8月に横浜で開催されるのに合
わせ、アフリカのファッションに注目し、コ
ンゴの独特のカルチャーである「サプー
ル」の写真や、東アフリカの布「カンガ」、
ルワンダ出身のアーティストの作品等、ア
フリカの「衣」文化をご紹介します。
　1月19日（土）～3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
ロシア～ロシア語と日本語の読み聞かせ～
　1月20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
　 日本語とそれ以外の言語での絵本の
読み聞かせ、読み手による出身地域（海
外）の文化紹介
❹織本知英子講演会
～「カンガ」から見るアフリカの今～
　東アフリカの人々にとって、生活の中
でなくてはならない大切な布・カンガの
魅力をご紹介します。講演会後、カンガ
着用体験もあります。
　 2月2日(土)14時～15時 ※15時～
15時30分の着用体験は事前申込み制
（定員20人） 5階映像ホール　
　120人（先着順）
❺映画『コスタリカの奇跡』
　2月3日(日)13時30分～15時（30
分前開場） 2階プラザホール　 200人
（先着順）     大人400円、小・中学生100円
❻映画『ラジオ・コバニ』
　 2月11日(月・祝)①10時～②13時～
③16時～（30分前開場） 5階映像ホール
　 各回120人（先着順）
　 大人400円、小・中学生100円

◆ふたご・みつごの会
　ふたごちゃんみつごちゃん同士の交流
を深めませんか？今回は記念手形の製
作を行います。子どもを遊ばせながらお
しゃべりしましょう！
　1月19日(土)10時30分～11時30分
にこりんく
　 ふたご・みつごの未就学児と保護者、
ふたご・みつごを妊娠している人
　 保護者同士の交流、手形製作など
　 電話・来館でにこりんくへ
　 にこりんく 　　・　 898-1615

◆ヘアバンドづくりワークショップ
　アフリカの色鮮やかな布の中から、自
分の好みの１枚を選び、手縫いでヘアバ
ンドをつくります。
　 2月10日(日)13時～15時 1階ワーク
ショップルーム　　小学4年生以上12人
（定員次第締切）　 MAMA AFRICA
（手作りアフリカ服と雑貨の店）
　 600円（材料費）　  電話・メール
(gakushu＠earthplaza.jp)・来館受付

◆コドモアートキャラバンてんらんかい
2019
　2018年度のワークショップで作った
作品を展示する今回の展覧会は、こども
たちの作品とアーティストのコラボレー
ションをお楽しみいただけるよう講師を
務めたアーティストの皆さんの作品も展
示します。
　1月15日（火）～20日（日）10時～17時
　 入場無料（週末限定ワークショップの
み300円）　　当日直接リリスへ
◆リリス・レジデンス・アーティスト卒業
記念 山田那央 ヴィオラ with Friends
コンサート
　リリス・レジデンス・アーティストとして
活躍をしてきたヴィオラ奏者 山田那央。
彼女のリリス・レジデンス・アーティスト卒
業を記念し、抽選で300名様をご招待し
て入場無料のコンサートを開催します。
　 2月28日（木）14時～（30分前開場）
　 300人（抽選でご招待）　　
　 山田那央（Va）、SAYAKA（Vn）、
景澤恵子（Vn）、香月圭佑（Vc）　　
　 所定の応募用紙に必要事項を書いて、
FAX・郵送・来館受付。1月15日（火）必着
◆午後の音楽会 第101回 堀江明子 
ピアノリサイタル
　ピアノグランプリ2017を制覇した
注目ピアニスト。観衆を魅了する傑出し
た表現力に酔いしれる。
　 3月14日（木）14時～（30分前開場）
　 300人　　堀江明子（Pf）　　1月5
日（土）チケット発売 全席指定500円

❶❷　1月15日（火）から専用電話
（862-4496）・ホームページ（http://
www.women.city.yokohama.jp/y）受付
（先着順） ※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
❶女性のためのパソコン講座
「ファイル整理＆One Drive入門」
　大切なデータの取扱いやバックアップ
の方法を学びます。
　 2月17日 (日)10時～15時30分
　 女性12人　　5,500円
❷女性のためのパソコン講座
「セキュリティの基本とパスワード管理」
　インターネットのセキュリティ対策や
安全な利用方法を学びます。
　 2月24日(日)10時～15時30分
　 女性12人　　5,500円

◆新春餅つき大会
　1月12日（土）11時～
（10時～整理券配布）　
　150人（先着順）
　 当日直接公園へ
◆ノルディックウォーキング教室
　 2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　 当日直接ふじやま公園へ
❶いろり端むかし話の会～昔話を楽
しみましょう～
　1月17日（木）10時30分～11時30分
　15人（先着順）
❷ひな人形飾り～江戸後期から昭和の
ひな人形を一堂に～
　 2月6日（水）～3月18日（月）
❸～❺　 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（応募者多数時抽選）
❸初心者茶道体験教室～古民家で
おもてなしの心を学びましょう～
　1月20日（日）13時～16時
　10人　　500円　　1月10日（木）必着
❹絵手紙～はがき絵の基本を学び描
いてみよう～（全４回）
　 2月5日・12日、3月5日・12日（各火曜）
13時～16時　　10人　　600円
　 1月25日（火）必着
❺竹炭焼き体験教室～横浜市内で炭
を焼いてみましょう～（全３回）
　 2月16日（土）9時～12時・17日（日）
7時～15時・24日（日）9時～12時
　18歳以上10人　　1月11日（金）必着

◆自然と遊ぼう～落ち葉プールで遊ぼう～
　観察の森でみんなで落ち葉を集め、
プールを作って遊びませんか？長袖、長
ズボン、運動靴、帽子の野遊びに適した
服装でお越しください。
　1月26日（土）①13時～ ②14時～
（①②とも12時～受付/雨天時は室内）
　当日直接観察センターへ
◆みんなでバードウォッチング
～冬の野鳥、勢ぞろい～
　冬の野鳥を中心に、観察します。双眼
鏡・図鑑の貸し出しあり。
　 2月10日（日）9時～13時（小雨決行）
　 当日9時までに直接ごろすけ館（観
察センター隣）へ

　絵本作りにかける思いを語ってい
ただきます。プロジェクターによる
自作絵本の紹介もあります。
　 2月8日（金）10～12時 栄公会堂
　 40人(先着順)
　 絵本作家 西村繁男
　 1月11日（金）から電話・来館受付

栄区読書活動推進講演会
「人と出会って絵本が生まれる」
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舞岡公園  小谷戸の里
〒244-0813 戸塚区舞岡町1764
   ・　 824-0107

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

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

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

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

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

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

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

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

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