
　横浜で30年以内に震度6弱以上の地震が起きる可能性は、８２％といわれています。大地震は今日起こるかもしれません。
　避難所は、必ずしも水や食料がそろっていて快適に過ごせるとは限りません。住み慣れた自宅で過ごせるよう、「在宅避難」に備え
ておくことが大切です。

　ゆうかは、「どうして2月だけ
28日しかないのか？」と不思議
に思いました。
　すると、カレンダーの中からカ
エサル将軍と名乗る小さなおじ
さんがあらわれて、「カレンダー
がどうやってできたのか教えて
やろう。」と言いました。カレン
ダーにかくされた様々なドラマ
もわかる本です。

　新しい年が始まってはや１か月。「一月往ぬる二月逃げる三月去る」というように、なにかと
あわただしい時期です。こんな時こそ、お茶と読書でゆったりとした時間を過ごしませんか。

栄図書館　　891-2801　　891-2803

栄図書館の本棚から

カエサルくんとカレンダー 
2月はどうしてみじかいの？児童書

いけがみしゅんいち/文 せきぐちよしみ/絵
福音館書店 ２０１２年1月発行

　身近にある日本茶を使ったお
もてなしを始めてみませんか。こ
の本には、現代のライフスタイル
にあわせたおもてなし例が紹介
されています。
　2月は暦の上では春の始まり。
梅や椿など早春の花をかたどっ
た和菓子や茶器なども目を楽し
ませてくれます。

お茶と和菓子のテーブル
１２カ月 煎茶から抹茶まで。
和モダンで提案する
テーブルコーディネート

一般書

浜裕子/著 誠文堂新光社 ２０１９年４月発行

在宅避難の備え
できていますか

？在宅避難の備え
できていますか

？

特集は８・９ページへ

特 集

人口 
119,612人

世帯数
51,457世帯
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ここから栄区版（⑤～⑫ページ）です
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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「在宅避難の備え できていますか？」
 ………………………………⑧⑨ページ
●各種お知らせ……………⑩～⑫ページ

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）

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。栄区役所



2月8日（土）～11日（火・祝） 　JR高畠駅前広場

3月1日（日）10時～12時　 本郷台駅前広場

　期間限定でさんぽみちのカフェがタッチーくん仕様になります!
タッチーくんコラボメニューや公式イラスト展示などお楽しみが盛りだくさん!
2月18日(火)～3月7日(土)（毎週水曜午後・日曜・休館日を除く）
栄公会堂・栄スポーツセンター（たっちーらんど）地下1階
コミュニティカフェ「さんぽみち～アートdeスマイル」

 特典 期間中にカフェを利用するとタッチーくんグッズをプレゼント!

　こころの病気や治療のこと、ストレスとの上手な付き合い方など、当事
者と家族の体験談を通して学び合いましょう。

　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！

　 交流に関すること/生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099
　 （一社）高畠町観光協会　　0238-57-3844

　高畠町もすっかり冬！黄金色の田んぼや秋に豊かな実りを見せた畑は一面の
銀世界。季節ごとに様々な色を見せてくれるのも高畠町の魅力のひとつです。
　高畠町の冬のイベントといえば、真っ白な雪景色の中、色鮮やかな牡丹が彩
りを添える真冬のお花見「まほろば冬咲きぼたんまつり」が有名です！わらで
編んだ“こも”の中に咲く大輪の牡丹は、とても風情豊かです。夜にはライトアッ
プされ幻想的な空間が広がります。
　JR高畠駅前の広場で行いますので、交通の便もばっちり！観賞後は、駅の中
にある温泉で体を温めてみてはいかがですか？

栄消防署予防課　　・    892-0119

令和2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〉

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!

　みなとみらいのショールームで、栄区産の野菜を使った料理教室を開催し
ます。オシャレなキッチンで、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。※終了後はショールームを見学することができます(希望者のみ)。

3月6日(金)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 20人(先着)
1,000円(当日支払い)
２月１２日（水）から電話・メール(sa-kikaku@city.yokohama.jp)
または区政推進課企画調整係（本館４階４5番窓口）へ

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

企画調整係　　894-8161　　894-9127

グリーフケア講演会～悲しみを抱いたまま生きる～
　大切な人との別れ。どう向き合い、どう乗り越えていくか、医
師としてまた妻を亡くした夫として、お話をしていただきます。
2月23日(日・祝)14時～16時(13時30分開場)
栄公会堂(たっちーらんど) 　 500人(当日先着)
国立がんセンター名誉総長 垣添忠生さん
当日直接会場へ

地域包括ケア推進担当　　894-8415　　893-3083
栄区医師会　　893-2999　　892-9408

▲まほろば冬咲きぼたんまつりの様子

ぼたん

◀震度７の
　揺れを
　起震車で
　体験

▲モバイルファーマシー▼

◀音楽隊ミニ
　コンサート

令和元年度市民精神保健福祉フォーラム(横浜市委託事業)のお知らせ

2月15日(土)13時30分～16時(13時開場)
金沢公会堂(金沢区泥亀2-9-1金沢区総合庁舎内) 　 400人(当日先着)
関東学院大学看護学部准教授 内山繁樹さんほか 　 当日直接会場へ

NPO法人浜家連　　548-4816　　548-4836
障害者支援担当　　894-8068　　893-3083

タッチーくんコラボカフェ@さんぽみち

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

　春の火災予防運動週間中に「健康」と「防災」をテーマとした「ヘルシー防災
フェア2020」を開催します。起震車による震度体験、看護師等による健康
チェック・栄養相談、音楽隊ミニコンサート、消防車両等の展示などイベントが多
数開催されます。
　今年は、昨年3月に横浜薬科大学に導入された「モバイルファーマシー（災害
対策医薬品補給車両）」も参加します。ぜひお越しください！

※モバイルファーマシー（災害対策医薬品補給車両）とは…
大規模災害の発生時等に薬局機能を維持・補完する車両です。車内には約300種類以上
の医薬品を収納できる調剤棚があり、災害時に調剤や患者さんのお薬相談を行います。

文化・スポーツ振興、防犯・防災、健康・にぎわいづくり、
子育て支援、居場所づくり等

対象事業例

1・2年目は事業費の3分の2、3年目は2分の1補助率
ベーシックコース 5万円（アドバンス制度を利用した場合20
万円）、サロン・居場所づくりコース 2万円

上限額

　 事前にご連絡の上、申請書類を持参して、区政推進課地域力推進担当
　（本館4階44番窓口）へ
※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。

最長3年間補助期間 2月3日（月）～3月18日（水）募集期間

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

「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年には再認証を取得しました。

◆セーフコミュニティとは

～交通安全対策分科会・自殺予防対策分科会～

※エコ・クッキングは東京ガス(株)の登録商標です。

▲垣添忠生さん

　普段のちょっとしたお出かけに自転車を使うと便利だよね。自転車
に乗るときヘルメットをかぶっていると、万が一事故にあった場合でも
死亡率を大幅に下げることができると言われているんだ。栄区が行っ
た調査によると、自転車に乗るときにヘルメットを着用する人の割合は
未就学児だと75％なのに、小学生では10.5％、中学生では4.1％に
まで下がってしまうんだ。そこで「交通安全対策分科会」では区内の自
転車販売店に協力していただき、ヘルメット購入時に特典を受けられ
るチラシを作成して小学校や市立保育園などに配っているよ。
　ところで、日本では交通事故よりも自殺で命を落とす人の方が多い
ことは知っているかな。「自殺予防対策分科会」では、自殺に関する知識
を身につけ、予防の担い手となる「ハートフルサポーター」（ゲートキー
パー）の養成講座などで啓発しているんだ。実際に受講者が悩みを抱
えている人を相談窓口に繋ぐなど、命を守る行動に結びついているよ。

栄区　みんなが主役
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健康×防災＝安心安全
～「健康」と「防災」がテーマの体験型イベント～
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ジョブスポット栄

就労準備支援が終わったAさん。
自信もついて本格的に仕事を探そう
と思っていますが...

生活困窮者自立支援制度ってご存じですか? 
ジョブスポットで仕事探し編(第3回)

生活支援係　　894-8400　　894-3423

あなたのまちのシニアクラブ
～小菅ヶ谷谷戸親睦会～

　小菅ヶ谷谷戸親睦会は約50年の歴史を持つクラブです。5年前は会
員35人でしたが、現在は51人の会員で、元気に楽しく活動しています。
　クラブは、「相互の親睦・生きがい健康づくり・知識経験を生かした
社会活動・奉仕友愛」等の活動をしており、一つの活動を行う際多く
のことを意識しています。
　例えば、公園や道路の清掃中、通りかかった近くの小学生たちに
「こんにちは」「車に気を付けてね」と声を掛けるようにしています。
これは、清掃活動が美化・奉仕活動だけでなく、子どもの交通安全や
地域の繋がりを深めることにもつながるからです。また、清掃は適度
の運動でもあり、クラブの広報活動にもなっています。これらの活動
はすべて、自分のやりがいや生きがいになり、全員が高い意識をもっ
て、出来る範囲で活動しています。
　これからも、地域の担い手として魅力ある活動を推進していきます。

担当制で継続的に相談のできる
ジョブスポットで仕事探しをス
タートさせたAさん。

これから面接に臨むAさん。

自立相談支援員が区役所のジョブスポッ
トでの仕事探しを提案してくれました。

ハローワークは
人がいっぱいでびっくり
しちゃったな～。自信も
なくなっちゃうよ。

Aさん

生活支援課生活支援係（新館3階301番窓口）でお待ちしています！

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)

　3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)

　 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。

が
ん
検
診

高齢・障害係 　　894-8539 　　893-3083

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

これから
頑張るぞ！

支援員さん、ナビゲーターさんに
支えてもらって前向きになれました。

履歴書の
書き方や
面接の
受け方も
相談できて
安心だな～

自立相談支援員

就職支援ナビゲーター

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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1 2
3 4

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12日(水)・21日(金)
　2月19日(水)
　2月14日(金)

母親教室(全3回)
　2月3日・10日・17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

 　2月20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17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。

　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19日(水)9時～11時、2月27日(木)9時～12時、
3月3日(火)13時～16時
区役所新館2階

2月27日(木) 9時～12時、
3月3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。

 　2月26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

 　2月26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）     　2月19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  

　2月19日(水)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

　 電話で障害者支援担当
（　 894-8405)へ

 　 平日8時45分～12時、13時～17時
　 区役所本館2階

　 こころの病やそれに伴う生活上の困りごとなどに
ついて、医療ソーシャルワーカーが相談対応

精神保健福祉相談



まずは、落ち着いて自分の
身を守りましょう。

一時的に避難して、被害状況の
確認などをするための場です。

自宅に住めない人が一時的に避難生活を
送る場所で、市内で震度５強以上の地震が
発生したとき開設されます。

地域防災拠点は大地震が起きたとき
に開設する避難所です。
地震発生時については「防災マップ」、
台風や大雨など風水害発生時につい
ては、「浸水ハザードマップ」「土砂災
害ハザードマップ」をご確認ください。

㊟地震と風水害の避難所は
異なります

プライベートの確保が難しい避難所より、住み慣れた家で過
ごす方がストレスの少ない被災生活が送ることができます。

□飲料水　1人９ℓ（３日分）
□食料品　缶詰、レトルト食品など
□トイレパック　1人15個（３日分）
□カセットコンロ・ボンベ

携帯電話がつながりにくくなる場合を想定し、連絡手段を
複数用意しましょう。

いざ避難するときにさっと持ち出せるよう、
両手を空けられるリュックなどに入れて用
意しておきましょう。

＜用意しておきたいものの一例＞
□体の一部となる道具　
　　メガネ、杖、薬など
□身の安全を守る道具
　　雨具、ライトなど
□応急手当の道具
　　傷パッド、消毒液など
□情報収集の道具
　　ラジオ、充電器など

日頃から食料や日常品を多めに買
いそろえ、普段生活する中で消費
していくローリングストック法なら
無理なく備蓄を続けられます。

大地震がおきたら、すぐ
避難所（地域防災拠点）
へ行ったほうがいい？

まずは、いっとき避難
場所で周りの状況を確
認して、自宅が無事な
ら帰って大丈夫だよ。

防災担当　御所脇係長

地域防災拠点にいけば、安心して避難生
活が送れるかな？

大勢の人が避難しに来る場所だから、食べる
ものも1人分のスペースも限られているんだ
って。本当に避難が必要な人のために、自宅
での生活が可能であれば在宅避難をしよう。

なし

在宅避難のすすめ

非常持出品を用意しよう最低3日分（できれば1週間分）を
準備しておきましょう。

災害用伝言ダイヤル「171」 
スマートフォン・携帯電話用
「災害用伝言版」

※耐震用器具はホームセンター等でお買い求めいただけます。

水や食料以外にも日用品の備蓄が必要です。

必要なものをそろえておこう

あり

自宅が無事ならあえて
避難する必要は
ありません！

在宅避難

■配布場所 
　区役所本館４階41番窓口
■HP 栄区 防災関連マップ

自宅で生活していたら、食料はもらえな
いの？

みんなに配るものだから数に限りはあるけ
ど、避難者カードに登録するなどして、自宅
で生活している人も支援物資を受け取るこ
とができるよ。

停電がいつ復旧するか不安…。

避難所生活で大切なことは？

ライフラインや安否情報など、様々な情報が
地域防災拠点に集まってくるから、自宅で生
活している人も定期的に足を運ぶといいよ。

地域防災拠点は地域の皆さんが中心となっ
て運営しているよ。避難しに来る人も、率先
して避難所の運営を手伝おうね。

各家庭で何が必要か考え
てみよう。

※携帯電話会社ごとに異なりますのでご確認ください。

横浜市防災
情報Eメール

栄区
Twitter　

皆さんの身を守るために、そして自宅で生
活し続けるために、自宅の地震対策を行い、
被害を減らしましょう。

自宅を守ろう

家族間の安否確認や、ライフラインの復旧状況など、災害時は情報が非常に重要になります。

災害時の情報収集について考えよう

●家族同士の安否確認方法を決めておこう

●発災時の情報収集の手段として
　登録しておこう

自宅の耐震診断をしよう
横浜市では1981年５月以前に着工
された木造住宅の無料耐震診断や、
分譲マンションの診断費用の補助を
行っています。
また、診断内容によっては、耐震改修
費用の補助を行っています。
※詳しい条件等はお問い合わせくだ
さい。

電気火災を防ぐため
感震ブレーカーを設
置する

ガラスに飛散防止フィルムを貼る

飛び出し防止のため、扉に留
め金具やS字フックなどを取
り付ける

家具を固定する

買う

食べる

備える

栄区は、市内での高齢化率が最も高く、地域の皆さ
んから「避難所に行きたくてもいけない」等の声を
聴くこともあります。
避難所に行けば安心と考えがちですが、実は、慣れ
ない避難所生活では、体調を崩してしまう人も少な
くありません。万が一被災しても、生活できる範囲
であれば、住み慣れた自宅で在宅避難をしていただ
くほうが、よりストレスの少ない避難生活を送ること
ができます。
そのためにもまずは、家庭で
の地震対策や備蓄をしっかり
行い、在宅避難ができるよう
備えることが大切です。

大地震発生 いっとき避難場所
公園や広場

特 集

自宅が
火災・倒壊の
危険

地域防災拠点
小・中学校など

自宅にとどまる

在宅避難の備え
できていますか？
在宅避難の備え
できていますか？

避難所を確認しておこう
（特集について）防災担当　　894-8312　　895-2260

地域防災拠点（避難所）って
どんなところ？

１. 自宅に住めない人が避難生活を送るところ

2. 避難者のための物資が集まるところ

3. 避難情報や区の情報が集まるところ

４. 避難者の皆さんで運営するところ

今すぐ始めよう～家庭での備え～

建築局建築防災課
　671-2943　　663-3255
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第181回昼休みコンサート

2月13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
ヒラソル(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、「風が奏でるメロディー」です。

2月15日(土)14時～16時（13時30分開場）
あーすぷらざ5階映像ホール
40人(当日先着)
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター
准教授 小熊祐子さん、研究員 平田昴大さん
当日直接会場へ

　アンケート分析から分かった事故・けが発生の傾
向を知って、みんなで対策を考えましょう！

戸塚税務署からのお知らせ

戸塚税務署　　 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!
詳しくは、郵送される通知または 
HPをご確認ください。

区役所税務課からのお知らせ
　区役所で次の①②の受付を行います。期限内
に申告をお願いします。
①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
　※対象外の人は税務署で申告してください。
②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。
受付期間等

2月17日(月)～3月16日(月)
8時45分～11時30分、13時～16時30分
※土・日・祝日を除く
区役所本館3階5号会議室
①②とも区内在住者のみ

スポーツ安全対策分科会企画講演会
スポーツ中のけがや事故を防止するには

3月23日(月)10時～13時
本郷地区センター
16人(先着)　　1,000円
2月12日(水)から電話・来館受付

使い切りクッキング
春のごちそう中華 肉まん・あんまん・
大根餅・スープ・スイーツ計５品！

マイナンバー
PRキャラクター
マイナちゃん

❶ID・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!
　前回の確定申告などで「ID・
パスワード方式の届出完了通
知」を受けとった人は、通知に
記載されたIDとパスワードを
使用するだけでパソコンやスマートフォンで申告
書をe-Tax(電子申告)で送信できます。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」へ

❷医療費控除には明細書の提出が必要です!
　平成29年分の確定申告から「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
は不要となりました)。
※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。
※健康保険組合等から交付を受けた医療費通知
　を添付すると、明細の記入を省略できます。

❸申告書にはマイナンバーの記載が必要です!
　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税務署へ提出する
都度、マイナンバーの記載と本人確認書類の提
示または添付資料が必要です。
※自宅からe-Taxで送信する場合は、本人確認書
　類の提示または写しの提出は不要です。
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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

★子育てサロン　　　　　　　　　
　……………2月12日・26日(各水曜)

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

★子育てサロン…………2月13日(木)
★さくら・アート…………2月27日(木)
★ランチ交流……………3月3日(火)

　 894-1374
　 894-1490桂台保育園

★たけのこランド　　　　　　　　
　…………2月13日・27日(各木曜)
★めばえ………………2月19日(水)

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

★ランチ交流…………2月12日(水)

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園

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

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

★親子で遊ぼう1歳児　　　　　　
　………………………2月12日(水)

　 892-7117
　 892-6577小菅ヶ谷幼稚園

★オープンディ　　　　　　　　　
　…2月21日・28日、3月6日(各金曜)

　 892-5588
　 893-9884

鍛冶ヶ谷
カトリック幼稚園 
★みんなあつまれ……2月26日(水)

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園

★みんなで遊ぼう会…2月15日(土)

電子証明書更新　横浜市

市民税担当
　 894-8350　　893-9146

生涯学習支援係
 　894-8395　　894-3099

生涯学習支援係
 　894-8395　　894-3099

資源化推進担当
　 894-8576　　894-3099

本郷地区センター 
　 892-5310　　892-5546

★親子体操……………2月17日(月)

　 894-5353  
　 349-1122やまゆり保育園

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

★空手公開レッスン　　　　　　　
　…………2月13日・20日(各木曜)
★定期音楽会………2月14日(金)

★生活発表会…………2月22日(土)
★ひなまつりの会・……3月3日(火)

　 898-2081
　 898-2082にこにこ保育園

★ランチ交流……………2月18日(火)
★かばくんアート・つくって遊ぼう　　
　………………………2月25日(火)
★ひなまつり……………3月3日(火)

　 871-3661
　 871-3812飯島保育園

　 892-1530
　 892-1745公田保育園

★リズム交流………2月13日(木)
★ランチ交流…………3月5日(木)

広告



❶❷ 　電話・来館・FAX受付
❶豊田スタイル(全4回)
　「明るく頭を使ってあきらめない」認知症予
防スリーAプログラムのボランティア講座です。
　 2月12日・26日、3月4日・11日(各水曜)
13時30分～15時30分
❷映画『毎日がアルツハイマー』上映会
　 2月29日(土)14時～16時30分　　30
人(先着)　　300円　　2月11日(火・祝)から

❶～❸　 電話・来館受付
❶老後を安心して暮らす為に～現場ケア
マネジャーから教わる「介護保険って何?」～
　 2月20日(木)13時30分～15時30分
　 30人（先着）
❷よこはまシニアボランティアポイ
ント登録研修会
　 3月2日(月)13時30分～16時
　 市内在住の満65歳以上の人
❸げんきっこひろば食事会
　 3月6日(金)10時～14時　　15組（先着）
　 大人300円、子ども100円

❶❷ 　電話・来館受付（先着）
❶行政書士による権利擁護相談会
～遺言・相続・成年後見など～
　 2月29日(土)13時～15時
　 4組(1組30分程度)
❷障害児余暇支援事業 春のお楽しみ会
　 3月29日(日)13時～16時
　 個別支援、特別支援学校に通う小・中
学生15人　　300円

❶～❸ 　電話・来館受付(先着)
❶劇団ジーバ・ジーバ公演「セロ弾き
のゴーシュ」栄区が誇るシニア劇団
が贈る宮沢賢治の不朽の名作♪
　3月8日(日)13時30分～14時30
分(13時開場)　　50人
❷失敗しない手前味噌造り 老舗麹屋出張
講座【仕込んだ米味噌2kgお持ち帰り付】
　 3月14日(土)11時～12時30分
　16人　　1,800円
　 2月11日(火・祝)から
❸筋肉は裏切らない!
腹筋を徹底的に鍛える講座
　 3月20日(金・祝)10時～11時
　15人　　100円
　 2月12日(水)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
　 3月9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・氏名を書いてセンターへ。2月18日
(火)消印有効 ※AとBの重複不可
◆①【子育て支援】キグちゃんの「親子
であそぼ!」2歳児
②【学習支援】一緒に勉強♪楽習教室
　 ①3月23日(月)10時30分～11時30分
②毎週水曜15時～17時
　 ①2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

◆こども広場モーリーズ『ベビーマッサージ』
　 2月24日(月・休)10時30分～12時
　 生後2か月～ハイハイ前までの赤ちゃんと
保護者＆プレママ12組(先着)　 1組300円
　 電話(モーリーズ代表:北村(　 891-1091))・
来館受付
◆中野カフェ オムツのあてかた講座
　 3月21日(土)13時30分～15時30分
　 30人(先着)　　お茶会参加別途100円
　 電話・来館受付
◆なかのDEライブ～喜楽に文化祭～
　体操、舞踊、音楽などケアプラザを中
心に活動している団体が日頃の成果を
披露します。
　 3月22日(日)14時～17時30分(出
入り自由)　　当日直接ケアプラザへ

❶～❹　 電話・来館受付(先着)
❶なかちゃんの季節遊び
～ぼくもわたしもお雛様～
　2月28日(金)①10時～10時45分
②11時～11時45分
　①1歳児親子10組②2歳～未就園児
親子15組　　2月11日(火・祝)から
❷水彩色鉛筆画教室
～静物画～(全4回)
　 3月の毎週水曜10時～12時
　 6人　　1,500円
　 2月11日(火・祝)から
❸①こども茶道②大人の茶道教室
～江戸千家～(全3回)
　 3月7日・14日・21日(各土曜)
①9時30分～11時30分
②13時～15時
　 ①小学生15人②大人10人
　 ①600円②1,200円
　 2月12日(水)から
❹やさしい手作りパン教室
～2色あんぱん&抹茶ダコワーズ～
　 3月19日(木)9時30分～12時30分
　15人　　800円
　 2月12日(水)から
◆2月のロビーコンサート～管楽合奏～
　 2月29日(土)11時～11時45分
　 アンサンブル・パスタ
　 当日直接センターへ

◆スリーAスマイルの会
～笑って脳トレ、笑って筋トレ～
　 2月17日、3月2日(各月曜)各日13時
30分～15時30分　　50円(お茶代)
　 電話・来館受付
◆木曜カフェ～CD喫茶～
　 2月27日(木)14時～16時　　200
円(お茶代)　　当日直接ケアプラザへ

❶～❺　 2月11日(火・祝)から電話・
来館受付(先着)
❶そば打ち体験講座
　会食とお持ち帰りもあります(つゆ付き)。
　 3月2日(月)10時～13時30分
　10人　　1,000円
❷みんなで「紙ひこーき」を飛ばそう!
～よく飛ぶ「紙ひこーき」の作り方・飛ばし方
　 3月7日(土)9時30分～11時30分
　 子ども～大人20人(未就学児保護者同伴)
❸春の装いに!「簡単チュニック」を
ミシンで作りましょう(全2回)
　 3月7日・14日(各土曜)9時30分～14
時30分　　8人　　100円
❹旬の野菜で身体を整えよう・簡単
「重ね煮」で野菜のおいしさを実感
　 3月9日(月)10時～13時30分
　12人　　1,000円
❺春のお菓子講座・イースターパス
テルの「マカロン」作り
　 3月16日(月)10時～13時
　12人　　700円

◆開園記念式典～つきたての紅白餅を
　 式典：2月15日(土)10時～12時
(9時30分から餅の引換券配布)
　餅：200人(当日先着)　　お餅を無料配布
　 当日直接ふじやま公園へ
❶～❸　 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フラワーアレンジメント～春の花～
　 3月12日(木)13時30分～15時30分
　 8人　　2,000円　　3月4日(水)必着
❷創作人形～鯉に乗った鯉太郎～(全4回)
　 3月26日、4月2日・9日・16日
(各木曜)13時～16時　　10人
　 2,000円　　3月16日(月)必着
❸里山の蕎麦打ち塾～おいしいそば
を打ち、試食、おみやげも～
　 3月28日(土)10時～12時30分
　10人　　900円　　3月6日(金)必着

きらく

◆ノルディックウォーキング教室
　 2月12日(水)10時～11時30分
　15人(先着)　　電話・来館受付

◆絆の街カフェ
　中途障害者支援施設の手作り品及び
東北震災地支援物販、フードドライブの
話、ギター弾き語り等を行います。
　 2月22日(土)10時～12時(13時ま
で交流会有) 　 当日直接ぷらっと栄へ
❶❷ 　電話・来館受付
　 区内在住・在勤の人(先着)
❶地域で自分を活かせるチャンスや楽しみ
を探そう!～紙芝居、フラダンスの実演も～
　 3月18日(水)10時～11時30分
　 20人　　2月11日(火・祝)から
❷初心者向け 囲碁講座
　 3月25日(水)13時～16時
　 30人　　2月15日(土)から
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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

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

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

❶～❸　 当日直接図書館へ
❶おはなし会
　 2月12日(水)16時～16時30分
　 4歳くらいから
❷親子のおはなし会
　 2月18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
　 2月22日(土)14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 いぬとにわとり(おはなし)ほか
◆大人が楽しむおはなし会
　 3月18日(水)10時30分～12時
　 大人30人（先着） 
　 2月26日(水)から電話・来館受付

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

小菅ケ谷北公園
〒247-0007 小菅ケ谷４-31
　891-1151

広告



◆ふれあい文化祭
　 3月14日(土)～16日(月)9時～17
時（16日は12時まで）
　お茶席のみ200円
　当日直接コミュニティハウスへ

◆女性活躍セミナー
　センター登録の女性講師による健康力アッ
プ体操・ひな祭りリース教室などを行います。
　2月27日(木)14時～16時　　55歳
以上30人(抽選)　　2月20日(木)まで
に電話受付

◆中高年英語入門教室
～令和2年4月生募集～(全36回)
　4月8日～3月24日の毎月3回(各水曜)
15時～16時45分　　市内在住40歳以
上24人(抽選)　　月4,200円(3か月分
前納/入会金別途1,200円)　　はがき・
電話・FAX・メール(ysckonan@yokohama
city-silvercenter.or.jp)で①講座名②氏
名③年齢④電話番号を書いてシルバー人
材センター港南事務所へ。3月5日(木)必着

※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。

❶❷　 当日直接会場へ(小学生以下保
護者同伴)　　ごろすけ館
❶畑と作物を作ろう
～生き物にぎわう畑での作業体験～
　 2月15日(土)10時～12時
　 長袖・長ズボン、帽子、手袋、飲み物、昼
食持参
❷森の絵本を楽しもう
～読み聞かせや手作り絵本の体験～
　 2月19日(水)10時30分～12時

❶❷　 2月11日(火・祝)から電話・来館
受付(先着)
❶初心者茶道体験
　 2月29日(土)14時～15時30分
　10人　　300円
❷スプリングコンサート
　3月7日(土)14時～15時30分　　40人

※保育あり(0歳2か月～未就学児/予約制/有
料)申込みは子どもの部屋(  　862-4750)へ
◆「私のしごと・手しごとマルシェ」開催!
　45ブースが出店!手作り作品の販売や
体験コーナー、おいしいカレーもあります。
　 2月22日(土)10時～15時
　 当日直接会場へ
◆女性のための起業準備相談
　 3月18日(水)①13時～②15時～
※詳しくはHPでご確認ください。
　各回女性1人(先着)　　1,100円
　HP(https://www.uproom.info/)・
電話・来館受付
◆女性のためのパソコン講座
「即戦力UP!実践エクセル」(全2回)
　 3月20日(金・祝)・21日(土)10時～15時
30分　　女性12人(先着)　  11,000円
　 専用電話(　 862-4496)・HP(https://
www.women.city.yokohama.jp/y/)受付

❶～❺　 当日直接会場へ(当日先着)
❶ヒンディー語と日本語の絵本読み聞かせ
　 2月16日(日)13時～13時30分
　 2階映像ライブラリーこどもコーナー
❷あーすぷらざでモンゴルの遊牧ぐ
らしを体験しよう!
　 2月22日(土)14時～15時
　 3階企画展示室　　20人
❸鳴らしてみよう!世界の楽器～アンクルン編～
　 2月23日(日・祝)14時～15時
　 5階こどもの国際理解展示室
　 子ども20人
❹昨年アカデミー賞アイスランド代表作
映画『たちあがる女』
　 2月24日(月・休)①10時～②13時～
③16時～(各回30分前開場)
　 5階映像ホール　　各回120人
　 大人400円、小・中学生100円
❺廣田千恵子氏ギャラリートーク
　 3月13日(金)13時～14時
　 3階企画展示室　　30人程度

◆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。詳細については、電話また
はHP(http:// www.yspc.or.jp/
sakae_sc_ysa/)でご確認ください。　 
　 往復はがき・HP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(市外在住で市内勤務・
在学の場合は、勤務先・学校名)を書いて
スポーツセンターへ。2月15日(土)必着
◆苦手克服 逆上がり教室(全2回)
　 3月21日(土)・22日(日)11時15分～
12時45分　　小学生30人(先着)
　 往復はがきまたはHP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
市内に在学している人は学校名)を書い
てスポーツセンターへ。2月18日(火)
必着

◆リリス・レジデンス・アーティスト卒
業記念 DuoEspoir コンサート
　2007年からリリス・レジデンス・アーティストと
して活躍してきた、彼女たちの卒業記念コンサート。
　 4月14日(火)14時～ (13時30分開場)
　 300人(抽選)　　清岡優子(Vn)、大野真由子
(Pf)　　所定の応募用紙に必要事項を書い
て、FAX・郵送・来館受付。3月15日(日)必着
❶～❸　 電話・来館受付(先着)
❶午後の音楽会第114回
鳥塚心輔トロンボーンリサイタル
　東京交響楽団首席トロンボーン奏者。ト
ロンボーンの温かな音色で歌い上げる。
　 4月16日(木)14時～ (13時30分開場)
　 300人　鳥塚心輔(Tb)、元田健太郎(Pf)
　 全席指定500円　　2月５日（水）から
❷シリーズ〈ピアニストとの出逢いⅢ〉
　個性の異なる3人の新進気鋭ピアニス
ト達。彼らとの出逢いにご期待ください。
　 ①5月30日(土)14時～②6月13日(土)
14時～③9月26日(土)14時～(各回13時
30分開場)　　各回300人　　①アレク
サンダー・クリッヒェル②ニコラス・ナモラーゼ
③アルセーニ・タラセヴィチ=ニコラーエフ 
　 各回全席指定 一般券:4,500円 リリス券:
4,000円（HP要問合せ） 公演シリーズセット
券:10,000円　 　 2月29日(土)から
❸親子で楽しむクラシック名曲コンサート
～こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」～
　 6月27日(土)10時～(9時30分開場)、
13時～ (12時30分開場)　　各回300人
　 池羽由(Sop)、當間遥子(Sop)、市川泰明
(Ten)、長谷川稚紗(Cl)、田舎片麻未(Pf) 
　 全席指定1座席につき1,500円(膝上
無料/0歳入場可/大人1人につき乳幼児1
人まで/子どもが座席使用の場合はチケッ
ト要)　　2月15日(土)から

◆野鳥観察会
　金井公園と柏尾川沿いを散策し、野鳥
を観察します。
　 3月8日(日)13時～15時(雨天中止)
　 当日直接金井公園へ

◆徳永ゆうき歌謡コンサート
　大迫力の演歌を楽しめるコンサート
です。横浜の名曲などをお届けします。
　 5月2日(土)14時～15時10分
(13時30分開場)　　600人(先着)
　 前売券:1,200円 当日券:1,500円
(3歳未満は保護者1人につき1人まで
ひざ上無料/席が必要な場合有料)
　 2月13日(木)から電話・来館受付
◆4月スタート ウクレレ教室
　水曜（不定期）15時30分～16時30分
　初めての人20人（先着/ウクレレ持参）
　820円×回数　　ウクレレスタート
アップ　　往復はがきまたは所定の申込書
（切手貼付）に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
番号を書いて公会堂へ。3月１０日（火）必着
※その他の教室の詳細については電話
またはHP(http://sakaekokaido.jp/)
でご確認ください。

❶❷ 　当日直接虹の家へ
❶吊し雛展
　 3月11日(水)～4月11日(土)
各日9時～16時30分
❷ふるさとの森散策会
　 3月14日(土)9時30分～12時
◆親子手作りパン教室
　 3月15日(日)13時～16時
　 小学生以上の子どもと保護者12組(抽選)
　1,500円 　 往復はがきまたはHP(http:// 
www.maioka-nijinoie.jp/)で①講座名
②住所③氏名④電話番号⑤人数を書い
て虹の家へ。2月23日(日・祝)必着

◆自然観察会～谷戸の目覚め～
 　2月23日(日・祝)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/小学生以
下保護者同伴）
❶バードウォッチング
　 3月8日(日)9時～11時(雨天中止)
　 20人　　中学生以上200円　　あれ
ば双眼鏡持参　　2月11日(火・祝)から
❷竹細工～竹の鳥笛・箸・しゃもじ～
　 3月22日(日)9時30分～12時
　20人　　500円　　2月26日(水)から

❶～❺　 2月11日(火・祝)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
　 3月1日(日)10時～11時30分　　15人
❷初めてのスマホ体験教室
　 3月10日(火)10時～12時　　15人
❸所長といっしょ!山散歩
　 3月18日(水)9時30分～15時ごろ
　 8人
❹翠のサロン 第78回
　 3月22日(日)13時30分～14時30分
　 50人
❺みんなでヨーガ
　 3月28日(土)10時～12時　　30人

❶～❸　 2月11日(火・祝)から電話・来
館受付(先着)
❶親子で体操リトミック
　 3月5日(木)10時～11時
　 1歳半以上未就園児
❷イースター飾りを作ろう
　 3月8日(日)10時～12時
　 15人　　500円
❸土曜映画会
　 3月14日(土)16時30分～19時
◆にこにこおはなし会
　 3月12日(木)11時～11時30分
　 未就園児
　 当日直接コミュニティハウスへ

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

◆ひなまつりイベント～つるしびな～
　 2月29日(土)、3月1日(日)各日10時～16時
　 未就学児～小学生 各日20人(当日
先着/未就学児保護者同伴)
　 当日ログハウスへ

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

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

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

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

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

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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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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