
栄区の自然　フォトコンテスト

　７月から８月にかけて募集した「栄区の自然」フォトコンテストの入賞作品が決定しました。全
182点の応募の中から、森日出夫賞、株式会社ニコン横浜製作所長賞、栄区長賞のほか、11月
の区民まつりにおける来場者投票で決定した区民賞など、12作品が入賞しました。
　なお、応募作品を活用した2020年版のカレンダーを区役所ほか公共施設で配布しています
（なくなり次第終了）。

企画調整係　　894-8161　　894-9127

「栄区の自然」
フォトコンテスト 
入賞作品紹介

近江猛夫さん

植松一榮さん

東光菊さん 柳田煌海さん（題字も）

宍戸園子さん

【力強いひかり】
みみさん　瀬上沢ホタル生息地

株式会社ニコン横浜製作所長賞

【モネ池の如く～睡蓮】
小林真弓さん　飯島わんわん池公園

栄区長賞

【捕獲ジャンプ】
後藤學さん　上郷町いたち川沿い

区民賞

【光の凱旋門】

kitchen9214さん
上郷町昇龍橋付近

森 日出夫賞
〈優秀賞〉

【紅空】
唐澤威喜さん　本郷台中央公園付近

森 日出夫賞 〈入賞〉

【花いっぱい】
飛田孝司さん　野七里一丁目あたりから長倉町を見る

森 日出夫賞 〈入賞〉

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 
119,679人

世帯数
51,464世帯

 栄区のいま
（2019年12月１日現在）1 月号

No.267

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。

●区役所駐車場は、1月11日（土）に開催する消防出初式により午前中は一部エリア、12時～16時は全面的に利用できません。栄公会堂・栄スポーツセンター（たっちーらんど）駐車場は、ご利用いただけます。
●令和2年度予算執行に伴う事業などは、市会での議決後に確定します。

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「2020年はオリンピック・パラリンピック
イヤー 区民の力でおもてなし」…⑧⑨ページ
●各種お知らせ……………⑩～⑫ページ



　 2月8日(土)・9日(日)
（時間未定のため要問合せ）
　 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

　栄区では観られる機会の少ない「人形浄瑠璃・文楽」。大阪・国立文楽劇
場の第一線で活躍する、太夫・三味線・人形によるミニ公演と解説を、古民
家を舞台に開催します。

　 2月25日(火)①13時～②15時～（各回約1時間、30分前開場）
　 本郷ふじやま公園 古民家主屋（横浜市指定有形文化財）
　 各回50人(先着)　※未就学児の入場はご遠慮ください。
　 各回500円
　 豊竹芳穂太夫さん（太夫）、鶴澤友之助さん（三味線）、
　 吉田勘彌さん、吉田清五郎さん、
　 桐竹勘次郎さん、豊松清之助さん（人形）
　 ●「艶容女舞衣」酒屋の段よりお園のさわり
　 ●義太夫節と人形の解説
　 ●「伽羅先代萩」政岡忠義の段より政岡の
　 さわり
 　※内容は変更になる場合があります。
　1月14日(火)10時から栄区民文化センター
 　リリス窓口（小菅ケ谷１‐２-１）で先行発売・
　 14時から電話予約開始

　 交流に関すること/生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099
　 南部町商工観光課　　0178-84-2119　　0178-84-2592

　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。
　田植え作業を唄と踊りで表現しているもので、農具の「朳」にちな
み、「えんぶり」と呼ぶようになったと言われています。
　南部町内のえんぶりは、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、唄に合わ
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も披
露されます。

栄消防署予防課　　・    892-0119

「人形浄瑠璃 文楽」ミニ公演と解説

寄せ植え講座
　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12日(水)15時～16時(14時30分開場) 
 　区役所新館4階8号会議室　　寄せ植えに興味がある人 30人(先着) 
 　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(監修) 石井直樹さん、造園部長(講義・実演) 佐藤一将さん
　 寄せ植えのポイント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(木)から電話または区政推進課企画調整係(本館4階45番窓口)へ

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099
栄区民文化センターリリス　　896-2000　　896-2200

企画調整係　　894-8161　　894-9127 健康づくり係　　894-6964　　895-1759

旧小岩井家を有する本郷ふじやま公園▶
放水訓練の様子　

▲朳(えぶり)の様子

❶野菜は洗って一口大に切る。
❷フライパンに野菜を並べる(テフロン加工のものがよい)。
　※火の通りづらいものや焼き色を付けたいものは下に、
　　火の通りのよいものは上に並べる。
❸野菜の上からオリーブ油をまわしかけ塩を振る。
❹ふたをして弱火で約15分焼く。
　※途中でふたを開けないこと。
❺上下を返してふたをし、柔らかくなるまで5分ほど待つ。
❻ふたを外し水分を飛ばす。
　フライパンのふちにしょうゆを垂らして香りづけをし、焼き色を
　付けて火を止める。

材料(4人分)

作り方

　1月26日は、「文化財防火デー」です。
　文化財防火デーが始まったきっかけは、昭和24年1月26日に、現存
する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎
上し、壁画が焼損したことです。この事件は国民に強い衝撃を与え、火
災など災害による文化財保護の危機を深く憂慮する世論が高まりまし
た。翌昭和25年に文化財保護の統括的法律として文化財保護法が制
定され現在に至っています。
　横浜市内の文化財の数は国指定登録文化財が130件、県指定文化
財が78件、市指定文化財が257
件あります。
　栄区内には14件の文化財が
あり、毎年それぞれの文化財にて
放水訓練などの消防訓練等が行
われています。ぜひ見学に来てく
ださい。詳しい訓練日程は、栄消
防署へお問い合わせください。

かぶ………………………2個
人参……………………1/2本
エリンギ……………………1本
ズッキーニ…………………1本
じゃがいも…………………2個
プチトマト…………………4個

オリーブ油……………大さじ2
塩……………………ひとつまみ
しょうゆ……………小さじ1/2
※野菜は何でも構いません。大根、
　れんこん、しめじ、かぼちゃ、長ねぎ
　などの野菜をお試しください。また、
　塩をミックススパイスにすると味
　の変化を楽しめます。

とよたけ     よしほだゆう つるざわ    とものすけ

よしだ    かんや

きりたけ   かんじろう

よしだ    せいごろう

はですがたおんなまいぎぬ

めいぼくせんだいはぎ

とよまつ    せいのすけ

©小川知子

えぶり

えぼしたてがみ
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文化財防火デーって知ってる?
～みんなで守ろう文化財 未来の人たちのために!～

フライパンでごろごろ温野菜
(エネルギー:177カロリー、食塩相当量:0.5g)



介護施設〇〇〇〇

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)

　2月20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)

　 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

生活困窮者自立支援制度ってご存じですか？お仕事準備編(第2回)

生活支援係　　894-8400　　894-3423

次回に続く

〈講演会のお知らせ〉
地域で進める災害時
要援護者支援のヒント
　介護の必要な人や障害のある人、乳幼
児や妊産婦など、地震等の災害が発生し
たときに何らかの支援が必要な人たちへ
の支援について、日頃から地域で取り組
むためのヒントをお伝えします。
　1月17日(金)
　14時～15時30分(13時30分開場) 
　栄公会堂(たっちーらんど)
　500人(当日先着)
　一般社団法人地域防災支援協会
　代表理事 三平洵さん 
　当日直接会場へ

事業企画担当
894-6962　　895-1759

①2月25日(火)②3月4日(水)③3月10日(火)
各回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)

「長い間、仕事に就いていない」と、すぐに就労する
のが不安なAさん。区役所に相談してみたら…。

洗濯物たたみ、廊下のモップ履きなど、施設の
職員さんに相談しながら作業を行い、出来るこ
とが増えてきました。

まずは、仕事をする環境に慣れるため、体験実習から
スタート。就労準備支援で介護施設を紹介してもら
いました。

半年後...週4日通えるようになったAさん。

働きたいけど
自信が無くて...

こんにちは こんにちは。
 頑張ってるね～

自立相談支援員

ほめてもら
えた。

嬉しいな～

 Aさん

就労準備支援を
利用しませんか?

週2日午前中から
始めてみましょう

次に
やってみたい
こともできた！

受け入れて
くれて

安心したな

皆さん
親切だった

生活支援課（新館3階301番窓口）でお待ちしています！

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

　1月17日（金）
　1月15日（水） 
　1月22日（水）

母親教室(全3回)
　1月14日(火)・20日(月)・27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

 　1月16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20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。
※1月は、1月8日から実施します。

　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15日(水)9時～11時、1月23日(木)9時～12時
2月4日(火)13時～16時、2月7日(金)9時～11時
区役所新館2階

1月23日(木)9時～12時
2月4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。

 　1月28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

 　1月28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15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  

　①1月24日(金)②2月4
日(火)③2月10日(月)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

　1月20日(月)から
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

1 2
3 4



東京2020オリンピック・パラリンピック開催にともない、日本を訪れる人はますます
増加しており、改めて日本の文化と「おもてなし」の心が注目されています。

栄区でも、日本文化を体験し楽しんでいただけるよう、区役所と地域・商店の皆さんが
連携して、海外からお越しの方々へ向けたおもてなしや交流の取組を行っています。
文化・スポーツ等区民の活動が盛んな栄区の力を活用し、おもてなしに取り組むことで、
団体間の新たなつながりや活動の活性化等につなげることを目指しています。

日本の食文化を伝え、家で作れるものを、と考え「巻き
ずしや細工寿司」づくりの体験を行いました。言葉は
通じなくても、結構やりとりできて、楽しんでもらえた
と思います。

「弓道」をどのように伝え楽しんでいただくか、何度も
話し合い、見本の演舞・体験、進行を繰り返しリハーサ
ルして当日を迎えました。スタッフ一人ひとりが、楽し
みながらおもてなしできたと思います。

帰国後も日本を思い出してくれればと、書道体験に加
え、会員が心を込めて彫った本人の漢字名印と手書き
の扇子を贈りました。お迎えする人たちの出身国など
を思い浮かべながらの準備も楽しくて、やりがいがあ
りました。 

海外で人気の盆栽の鑑賞や日
本独特のこけ玉を実際に作って
もらい、在住の人にはお土産に
お持ち帰りいただきました。

これをきっかけに、
英会話に再チャレ
ンジ中です。

よろい寿司：寿司づくり体験 栄区園芸協会：こけ玉づくり体験 栄区舞踊連盟：盆踊り・夏祭り体験 栄区弓道協会：弓道体験 栄区書道協会：書道体験

今瑛史さん 根津華さん

廣田耕二さん

松澤淑雅さん

炭坑節の振付をお教え
した後、浴衣を着付け、
夏祭りと盆踊りの体験
を行いました。

踊りは、身振り・手振りで
結構伝わり、皆さん楽し
んで踊っていらっしゃい
ました。

東光菊さん

新條佳幸さん

区民の力を生かした「栄区ならではのおもてなし」事業へのアド
バイザー・愛甲香織さんに、東京2020オリンピック・パラリン
ピックに向けた「おもてなし」のポイントをお聞きしました。

横浜市内でも東京2020オリンピックの野球・ソフトボール、サッカーが行われます。
大会の成功に向け、市をあげてさまざまな取組を進め、スポーツに関する機運醸成だ
けでなく、世界から訪れる方々に「おもてなし」を通して日本の良さを知ってもらうた
めの取組を行っています。
文化・スポーツ活動が盛んな栄区。そんな区民の力を生かした「栄区ならではのおも
てなし」で“2020”を盛り上げましょう。

※海外からのお客様への「栄区ならではのおもてなし」について興味のある人は、生涯学習支援係へご連絡ください。

愛甲香織さん
元日本航空客室乗務員/
東京オリンピック・パラリンピック
多言語対応協議会小売
プロジェクトチームメンバー

柳田煌海さん

2月1日（土）13時30分～15時30分
栄公会堂（たっちーらんど）講堂
事前申込制
山本博さん（アーチェリー選手/アテネオリンピック銀メダルほか/写真左）
田口亜希さん（射撃選手/アテネパラリンピックほか出場/写真右）
愛甲香織さん（「栄区ならではのおもてなし」アドバイザー）
中倉隆道さん（横浜市栄区出身/元NHKアナウンサー）
★詳細は区ホームページ・チラシをご確認ください。

日 時
会 場
申 込
主 な
出演者

街中で、困っている様子の方がいらしたら、「こんにちは」とまず
は声をかけてみましょう。
外国語が苦手なら、日本語で「はっきり・さいごまで・みじかく」
を意識して。
視線を合わせて、笑顔で、一期一会の出会いを大切に。

（特集について）生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099 
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★かばくんアート・つくって遊ぼう　　
　………………………1月14日(火)
★親子で体を動かして遊ぼう　　　
　………………………1月23日(木)
★ランチ交流…………1月30日(木)
★節分…………………2月3日(月)

第180回昼休みコンサート

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

1月9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
栄区邦楽協会(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、 「お正月は、お琴で春を呼びましょう！」です。

介護予防講演会
健康長寿のための身体づくりの実技を中心に行います

高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

2月5日(水)14時～16時(受付:13時30分～)　
区役所新館４階8号会議室
区内在住でおおむね65歳以上の人60人(先着)
健康運動指導士 黒田恵美子さん
1月14日(火)から電話・FAX受付

戸塚税務署からのお知らせ

戸塚税務署(戸塚区吉田町2001)　　 863-0011（代表）

登録担当　　 894-8345　　894-3413

マイナンバーカード電子証明書の更新手続きは
有効期限の３か月前からできます!
　更新対象者の人に通知が届きま
す。通知が届いたら申請できます!
（事前予約制）
　詳しくは、郵送される通知または
市ホームページをご確認ください。

●戸塚税務署での申告書作成会場の開設期間
 　2月17日(月)～3月16日(月)
　 受付:8時30分～16時、相談:9時15分～
※土・日・祝日を除く(2月24日(月・休)、3月1日(日)は開場します) 。
※上記期間以外は、税務署の申告書作成会場は開設していません。
※駐車場は1月21日(火)～3月16日(月)まで使用不可。
●パソコン・スマートフォンから確定申告
　申告書は、国税庁ホームページで作成できます。

●税理士による無料申告相談
 　2月5日(水)～7日(金)9時15分～15時45分
 　栄公会堂（たっちーらんど） 
※小規模納税者(平成30年分の所得金額が300万円以下の個人事業主)、
　年金受給者及び給与所得者が対象です。
※車での来場不可。
※確定申告に必要な書類(前年申告書等の控を含む)、筆記具、計算器具、印
　鑑及びマイナンバーに係る本人確認書類の写し等をご持参ください。

★ランチ交流　　　　　　　　　　
　………1月16日・2月6日(各木曜)
★リズム交流………1月21日(火)
★節分…………………2月3日(月)

有効期限をチェック！
マイナンバー
PRキャラクター
マイナちゃん

1月31日(金)10時～11時30分
地域子育て支援拠点「にこりんく」
2～3歳の子どもと保護者20組(先着)
動きやすい服装(素足になります) 
1月14日(火)から電話・FAXで桂台保育園へ
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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

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

★子育てサロン………1月22日(水)
★リズム交流…………1月27日(月)
★育児講座「アロマ」…2月10日(月)

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

★子ども新年会…………1月16日(木)
★リズム交流  　　　　　　　　　
　………1月21日(火)、2月6日(木)
★節分……………………2月3日(月)

　 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　　　　　　　　
　…………1月16日・30日(各木曜)
★作品展………………2月8日(土)

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園

★ランチ交流…………1月15日(水)
★節分…………………2月3日(月)

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園

　 892-1530
　 892-1745公田保育園

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。

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ

★ベビーワンダー……1月22日(水)
★ワンダー体験会………2月4日(火)
★アート展………………2月8日(土)

★どんど焼き…………1月14日(火)
★オープンディ　　　　　　　　　
　…1月17日・24日、2月7日(各金曜)

　 892-5588
　 893-9884

鍛冶ヶ谷
カトリック幼稚園 
★ちびっこ冬遊び……1月15日(水)
★みんなあつまれ……1月29日(水)

★みんなで遊ぼう会…1月11日(土)
★ちびっこ体験教室…1月20日(月)
★幼稚園のおともだちと遊ぼう・　　
　ゲーム遊び…………2月4日(火)
★いいじまっこ展　　　　　　　　
　………………2月8日(土)・9日(日)

「ムーブメントであそぼう」
～からだ・あたま・こころを動かして遊ぼう～ 
「ムーブメントであそぼう」
～からだ・あたま・こころを動かして遊ぼう～ 

桂台保育園　　894-1374　　894-1490

確定申告

電子証明書更新　横浜市

★節分…………………2月3日(月)

　 892-2366
　 892-7825

大船ルーテル
保育園

★絵本と読み聞かせとわらべうた　
　……………………1月20日(月)
★豆まき………………2月3日(月)

　 894-5353  
　 349-1122やまゆり保育園

広告



◆健康セミナー・骨と筋肉のはなし
　2月4日(火)13時～14時30分 　
　30人(先着)　　電話・来館受付

❶～❸　 当日直接図書館へ
❶紙芝居の会
　1月11日(土)、2月8日(土)14時～
14時30分　　3歳くらい～大人
❷企画展示「横浜港開港前後・浮世絵
東海道宿ものがたり」 
　1月15日(水)～1月30日(木)
❸かながわこどもひろば おはなし会
　1月25日(土)14時～14時30分
　 3歳くらい～大人　　おおかみと七
ひきのこやぎ（おはなし）ほか
❹❺　 電話・来館受付(先着)
❹栄区読書活動推進講演会
「このよろこびをあのこに～子どもの
本を選び、手渡すこと～」
　 2月6日(木)10時～12時
　 栄公会堂　　40人　　小宮由
　1月22日(水)から
❺「縄文時代の謎の顔ー栄区公田町
出土の土製品と最近の動向ー」
　2月15日(土)14時～15時30分
　30人　　1月29日(水)から

❶～❹　 電話・来館受付(先着)
❶歌声喫茶in野七里 
　1月29日(水)10時～12時
　 40人　　200円
❷野七里ほっこりカフェ
　1月30日(木)13時～15時
　40人　　100円
❸初めてのスマートフォン・iPad
～超初心者編～
　①スマホ：2月14日（金）②iPad:2月
21日(金)各回13時～14時30分
　①23人②15人
❹専門医に聞く、排尿で困ったのお話
　2月20日(木)14時～15時30分
　50人

◆絆づくりでハッピーライフ
　人とつながり、役割を持つことでコ
コロもカラダも元気に！
　1月29日(水)10時～11時30分　 
 　おおむね60歳以上40人（先着）　  
　 桜美林大学大学院老年学研究科教授 
芳賀博、公益財団法人ダイヤ高齢社会研
究財団研究員 安順姫　　電話・来館受付

◆【学習支援】一緒に勉強しよう!楽習教室
　 毎週水曜15時～17時　　小・中学生
20人(当日先着)　　当日直接センターへ

❶❷ 　電話・来館受付(先着)
❶【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!」1歳児
　 ①2月5日(水)10時30分～11時30分
②2月28日(金)10時30分～11時30分
　 ①未就園児親子15組(出産予定の人・
家族も可)②1歳児親子20組
❷チーズとワインのマリアージュ
専門家に学ぶ最高の相性 
　数種類のワインテイスティングとお
洒落なチーズ料理クッキングです。
　 2月2日(日)10時～14時　　12人
　 2,500円　　1月11日(土)から

◆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
　 2月10日(月)A:10時30分～12時
B:13時～14時30分　　各回50人　
　 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・名前を書いてセンターへ。1月21日
(火)消印有効※講座の重複不可

◆ピアノ名曲コンサート 誰もが聴い
たことのある名曲をお気軽に♪
　2月29日(土)14時～15時30分
(12時～整理券配布/13時30分開場)
　 座って聴ける人70人(抽選)　　大貫
有美子　　往復はがきに①イベント名②
申込者全員の氏名・年齢・住所・電話番号
③返信用宛名に代表者の住所・氏名を書
いてセンターへ。2月10日(月)消印有
効。※はがき1枚につき4人まで/不備の
あるものは無効

❶～❹　 電話・来館受付(先着)
❶体を使って遊ぼう♪～ヨガマットを
使ってママと一緒に楽しもう～
<共催:おやこのひろば>
　2月4日(火)10時30分～11時30分
　歩ける子～未就園児と保護者10組
　1組100円
　 おやこのひろば（　 892-1030）へ
❷安心・安全・楽しく過ごす「こどもの
居場所づくり」を一緒に考えましょう!
　2月5日(水)13時～15時　　30人
❸備えて安心!終活講座「葬儀と墓じまい」
　2月8日(土)14時～16時　　40人
❹親子あそび&親子の記念手形製作 
<共催:にこりんく>
　2月22日(土)10時～12時
　未就園児と保護者12組

◆中国茶講座～2種類の中国茶を中
華菓子と一緒に味わいましょう～
　1月22日(水)14時～15時30分
　 20人（先着）　　800円
　 電話・来館受付

❶❷　 当日直接センターへ
❶獅子舞
　1月23日(木)11時30分～11時45分
❷1月のロビーコンサート
～新春を彩るお琴の音色～
　1月25日(土)11時～11時45分

❸❹　1月11日(土)から電話・来館受付(先着)
❸味噌作り教室～麦麹の味噌作り!
季節の軽食も楽しみましょう～
　2月6日(木)9時30分～15時
　15人　　700円
❹入園・入学小物作り～洋裁の先生に
教わって、手作り品を作ろう!～
　2月14日(金)・16日(日)9時30分～
14時30分　　各回6人（14日午前のみ
保育あり/都合のよい時間のみの参加可）

❶～❹　 電話・来館受付(先着)
❶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とっ
ておきの調理法～
　1月24日(金)14時～15時30分
　 30人
❷司法書士による権利擁護相談会～相
続・遺言・成年後見など～【個別相談会】
　 1月25日(土)13時～15時（要予約/
1人30分無料相談）
❸男性介護者教室
　1月26日(日)14時～16時
　男性で介護している人15人程度
❹健康セミナー〈白内障・緑内障のはなし〉
　2月7日(金)14時～15時30分　　30人

❶～❹　 1月11日(土)から電話・来館
受付 (先着)
❶バレンタインに♥かわいいチョコバー
　 2月11日(火・祝)10時～12時
　 小・中学生10人　　300円
❷インターネット被害未然防止講座
～疑似体験画面でトラブル対策～
　 2月12日(水)15時30分～17時30分
　 30人
❸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19日(水)・22日(土)16時～17時
30分　　各回10人　　各回250円
❹サークルPR『少林流空手』を体験
してみませんか(全2回)
　 2月20日・27日(各木曜)18時～19
時30分　　小学生以上10人
　 日本少林流空手協会師範 宮﨑裕爾

◆きぐれせんせいとみんなであそぼ!
(パラバルーンなど)
　 2月13日(木)10時30分～11時30分 
　 1歳くらい～未就園児と保護者10組
(先着)　　電話・来館受付

雇用期間:令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水)
　 市民活動及び生涯学習の知識・経験がある人
　1月6日(月)～1月22日(水)に区役所・地区センター等の区民利用施設で配布す
る応募用紙に必要事項を書いて、地域振興課区民施設担当(本館4階47番窓口)へ
※詳しい応募要件、勤務条件、業務内容等は区ホームページまたは区役所、地区
　センター等で配布している募集要項をご確認ください。
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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

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

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

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

◆パソコン無料相談会
　1月18日(土)13時～16時
　 パソボラ横浜　　当日直接ぷらっと栄へ

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

笠間地域ケアプラザ
〒247-0006 笠間1-1-1
　890-0800　　890-0864さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

会計年度任用職員募集
さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」
会計年度任用職員募集

区民施設担当　　894-8393　　894-3099 

広告



◆懐かしの名画座
(幸福の黄色いハンカチ)
　2月8日(土)13時30分～15時30分
　50人 (当日先着)
　当日直接コミュニティハウスへ

※栄プールは3月31日（火）をもって営
業終了とさせていただきます。現在お持
ちの回数券は早目にご利用ください。

◆みんなでバードウォッチング
～冬の野鳥勢揃い～
　2月9日(日)9時～13時(受付:8時45分～)
(少雨決行)　　当日直接観察センターへ

◆森の保全管理作業体験（樹木間伐）
　2月15日(土)10時～14時(雨天中止)
　 炭小屋　　小学生以上30人(先着)
　メール(　 kansatsunomori@gmail.com)
またはFAXに①イベント名・日にち②参
加者全員の名前③子どもの年齢④代表
者の連絡先⑤このイベントをどこで知っ
たかを書いて観察センターへ

※保育あり(2か月～未就学児/予約制/有
料)　　子どもの部屋(　 862-4750)へ

◆ベビーヨガ&産後のアーユルヴェーダ 
カップル編
　2月11日(火・祝)10時～11時30分
　2か月～1歳未満の赤ちゃんと子育て中
のカップル8組(先着)　　3人1組2,300円
　 1月14日(火)からHP(https://www.
women.city.yokohama.jp/y/)受付

◆セミナー「わたしを大切にしながら
働くために知っておきたいこと」
　2月26日(水)10時～12時　　女性
7人(先着)　　1月15日(水)から電話受付

❶～❹　 当日直接会場へ(当日先着)
❶親子イベント パンくんシリーズ 
　①1月14日(火)②15日(水)③28日
(火)各回11時～11時30分　　5階
ファンタジー展示室　　各回親子20組
　①パンくんといっしょ:体を動かして遊
ぼう!②パンくんタイム:身近なものを使っ
て遊ぼう③パンくんのおはなしであそぼ:
おはなし、パネルシアターほか
　小・中学生100円、高校生・20歳未満学
生・65歳以上200円、大人400円
❷映画『ブランカとギター弾き』
～歌が胸にしみる、受賞多数の良作
　1月19日(日)①10時～②13時～
③16時～(各回30分前開場)
　 5階映像ホール　　各回120人
 　各回大人400円、小・中学生100円
❸タイ語と日本語の絵本の読み聞かせ
　1月19日(日)13時～13時30分
　2階映像ライブラリー　　５０人程度
❹映画『巴里のアメリカ人』【月曜上映会】
　2月3日(月)14時～15時55分(20分
前開場)　　2階プラザホール　　200人

◆遊牧の民の調べ馬頭琴コンサート 
　2月11日(火・祝)14時～15時
　5階映像ホール　　120人（先着）
　 ①タイトル②氏名③電話番号をメール
（　 gakushu@earthplaza.jp）・電話受付

◆当日受付教室のご案内
　当日申込み、1回ずつの受付なので気
軽に参加できます。詳細は電話または
HP（http://www.yspc.or.jp/sakae_
sc_ysa/）へ
　 16歳以上

◆コドモアートキャラバンてんらんかい
2020
　1月15日(水)～19日(日)10時～17時
　18日・19日:おやこ向けワークショップ
19日:「おんがくしつトリオ」ミニコンサート
　ワークショップ参加のみ300円
　当日直接リリスへ

◆リリス施設体験会～触って、みて、
きいてリリスを体験してみよう～
　リリスが誇る練習教室等を無料で体
験できる特別な1日。楽器を持ってリリ
スへ行ってみよう。
　1月19日（日）①練習室・音楽ルーム
等の無料開放：10時～16時（受付9時
30分～/1組20分）②ミニコンサート、
トークショー、ミニギャラリー：イベントご
とに開始時間が異なります
　 各部屋定員が異なります
　 ②佐藤友紀(Tp)、大野真由子(Pf)
　 当日直接リリスへ

◆午後の音楽会第113回プレミアム
コンサート阪田知樹ピアノリサイタル
　フランツ・リスト国際ピアノコンクール
第1位受賞。若きヴィルトゥオーゾが奏
でる至高のピアニズム。
　3月13日(金)14時～(13時30分開場)
　300人(先着)　　阪田知樹(Pf)
　 全席指定2,000円　
　1月5日(日)から電話・ 来館受付

◆リリス藝術大学クラシック学部Vol.7 
もっと!!ギモン解明!入門講座(全5回)
　4月23日、5月14日、6月4日、6月25
日、7月16日(各木曜)各回14時～15時30
分(各回13時30分開場)　　280人（先着）
　加藤昌則(Pf・Comp)他　　4,500円
　1月23日(木)からFAX・郵送・HP・来
館受付

❶❷   当日直接公会堂へ　　16歳以
上20人（当日先着）
❶ナイト・ピラティス 
　1月13日(月・祝)・27日(月)20時～21時 
　１回1,020円
❷ハッピー・スマイル・エアロ
　1月15日・22日・29日(各水曜)19時～
20時　　1回510円

❶❷ 　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（抽選）。1月20日(月)必着
❶味噌づくり教室
　2月2日・9日(各日曜)9時30分～12
時30分※各回前日に豆洗い作業あり
(15時～16時の間で10分程度)
　 各回大人24人　　各回3,900円
　 ⑥希望日（第2希望まで可）を記入
❷そば打ち教室
　2月17日(月)14時～17時
　12人　　2,000円
◆入門バードウォッチング「舞岡から柏尾川」
　2月15日(土)9時30分～12時30分
(雨天中止)　　20人(先着)
　1月16日(木)から電話受付　 

◆自然観察会～冬の谷戸～
　1月26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/小学
生以下保護者同伴）
❶わら細工～一輪挿し～
　1月26日(日)9時30分～12時
　 20人　　500円　　1月11日(土)から
❷バードウォッチング
　2月9日(日)9時～11時(雨天中止)
　20人　　中学生以上200円
　1月21日(火)から
❸コマ作りと遊び 
　2月23日(日・祝)9時30分～12時
　20人　　500円　  1月30日(木)から

❶～❺　1月11日(土)から電話・来館
受付　　60歳以上で、本人か子ども・孫
が市内在住の人(先着)
❶元気ダンス
　2月2日(日)10時～11時30分　  15人
❷らくらく体操
　2月12日(水)10時30分～11時45分
　30人
❸所長といっしょ!山散歩
　2月19日(水)9時30分～15時ごろ
(予備日:2月21日 (金))　　8人
❹歌ってハツラツ
　2月21日(金)13時～15時　　40人
❺みんなで輪踊り
　2月26日(水)10時～12時　　50人

❶～❸　 1月11日(土)から電話・来館受付
❶土曜映画会
　2月15日(土)16時30分～19時
❷切り紙教室(お雛様づくり)
　2月16日(日)10時～12時　　100円
❸英語でお話ししてみよう
　2月29日(土)10時30分～12時
　小学3年生以上15人　　100円

◆いいじまん『作品展』
　2月22日(土)・23日(日・祝)13時～15時
　当日直接コミュニティハウスへ
※体験コーナーもあります。詳しくはお
問い合わせください。

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

　天井工事のため、全館休館します。
ご理解・ご協力の程お願いします。
　令和3年4月1日～令和4年3月
31日※今後変更になる可能性があ
ります。

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

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      865-4671

❶～❹　 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～自分で点
てて飲んでみよう～
　1月19日(日)12時30分～15時30分
　10人　　500円　　1月11日(土)必着
❷里山のそば打ち塾～自分で打って、
味わう。お土産も～
　1月25日(土)10時～12時30分
　10人　　900円　　1月11日(土)必着
❸和布細工～可愛い座り雛人形を作
ります～(全3回)
　2月3日(月)・12日(水)・19日(水)
13時～16時　　12人　　2,000円 
　1月20日(月)必着
❹炭焼体験教室～横浜で炭焼きを～
(全3回)
　 2月8日(土)・9日(日)・16日(日)9時～
昼過ぎ　　15人　　1月11日(土)必着

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

◆音声訳ボランティア入門講座(全10回)
　 説明会:2月3日(月)13時30分～16時
講座:2月17日・24日、3月2日・9日・16
日・23日・30日、4月6日・13日・20日(各
月曜)13時30分～16時　　40人(抽選)
　 3,000円　　はがき・FAX・電話・来館
受付。 2月7日(金)必着

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

◆大人のためのNEXT GENERATION
講座～学校に行かない選択をする時
～(全3回)
　1月18日・25日、2月8日(各土曜)各
回10時30分～12時　　不登校や不
登校傾向にある子どもの保護者、青少
年支援に関心のある人　　フレンズ☆
SAKAEに電話・メール・FAX・来館受付
　 フレンズ☆SAKAE　　・　 898-1400
　 sakaeseisyo-nen@nifty.com

◆みんなで豆まきおにはそと
　2月1日(土)11時15分～11時45分
　0歳～未就学児の親子、プレママパパ
　当日直接にこりんくへ

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

栄公会堂・栄スポーツセンターの
天井耐震工事にともなう
施設の全館休館について

栄公会堂・栄スポーツセンターの
天井耐震工事にともなう
施設の全館休館について
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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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