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　春の交通安全フェスティバルへ参加し、交通ルールを守り、交通マナー
の向上に取り組むことの大切さを考えてみませんか?
　自転車教室も体験できます!

2020年 春の交通安全フェスティバル
　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?満開にあわせて、桜の木に隠れ
ているタッチーくんを探す「タッチーくん探し」の特別企画も実施します。
　また、昨年に引き続き、区の木制定記念樹(サクラ・カツラ)周辺のイル
ミネーションも同時に開催します。ぜひお楽しみください。

いたち川 桜ライトアップ

3月下旬～ 18時～21時
いたち川(区役所周辺)
※期間及び時間帯は予告なく
　変更する場合があります。

地域活動係　　894-8391　　894-3099 企画調整係　　894-8161　　894-9127

4月18日(土)
10時～12時(小雨決行・荒天中止)
上郷小学校
スケアードストレイト(事故の模擬

　実演)、自転車教室、交通安全体験、
　ビンゴゲーム、パトカー・白バイ・消
　防車・バスなどの車両展示・乗車体験
　など
当日直接会場へ いたち川桜ライトアップ

出典：東京都健康長寿医療センター研究所

「健康長寿さ・か・え」ロゴマーク

赤枠部分の合計 /個

この1年間に転んだこ
とがありますか

１㎞ぐらいの距離を不
自由なく続けて歩くこ
とができますか

目は普通に見えますか
注）メガネを使った状態でもよい

家の中でよくつまずい
たり、滑ったりしますか

転ぶことが怖くて外出を
控えることがありますか

この1年間に入院した
ことがありますか

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ
　

あなたは合計何個だったかな？ 結果はＰ8.9へ

❶

❷

❸

❹

❺

❻

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

一日中、家の外には出
ず、家の中で過ごすこと
が多いですか

ふだん、２～３日に１回程
度は外出しますか
注）庭先のみやゴミ出し
　 程度の外出は含まない

家の中あるいは家の外で、
趣味・楽しみ・好きでやって
いることがありますか

親しくお話ができる近
所の人はいますか

近所の人以外で、親しく行
き来するような友達、別居
家族または親戚はいますか

いいえ

はい

はい

はい

は い

いいえ

いいえ

はい

はい

最近、食欲はありますか

現在、たいていの物は噛
んでたべられますか
注）入れ歯を使ってもよい

この６か月間に３㎏以上
の体重減少がありまし
たか

この６か月間に、以前に
比べてからだの筋肉や
脂肪が落ちてきたと思
いますか

はい

はい

いいえ

いいえ

❼

❽

❾
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人口 
119,463人

世帯数
51,368世帯

 栄区のいま
（2020年2月１日現在）3 月号

No.269

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「今日からはじめる健康長寿」
 ………………………………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

まずは健康状態をチェックしてみましょう



戸籍担当　 　894-8340
登録担当　 　894-8345  　   894-3413

国民年金係 　894-8420
保険係　　　 894-8425

 　894-8410

 　   895-0115

　3月下旬から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。

【3月、4月の土曜開庁日(第2・4土曜)】3月14日・28日、4月11日・25日
※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。

　 交流に関すること/生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099
　 0269-87-3333　　0269-87-2366
　 栄村秋山郷観光協会(月曜・祝日の翌日休館)

　3月になると降雪も落ち着きますが、秋山郷では1m以上残っている場所も
あり、のんびり静かに過ごせる時期です。3月16日（月）からは渓流釣り（高水漁
協管内）が楽しめます。ぜひ、お越しください。

栄消防署予防課　　・    892-0119

　区内中学校の選手たちがタスキを繋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15日(日)開会式:8時15分～/発走:9時～(雨天中止)
本郷台駅前周辺周回コース

春の引っ越しシーズン到来!

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!

栄区中学校対校駅伝大会&SAKAEヤングフェスティバル2020

　昨年４月に横浜市消防局に採用された消防職員が、もうすぐ１年間の教
育（消防訓練センターでの教育及び消防署での実務教育）を終えようとし
ています。
　はじめの半年は、消防訓練センターの教育として消防士に必要な体力、
技術及び知識を学び、更に後半の半年は消防署での実務教育として、放
水・救急活動等の訓練や、実災害の経験を積み重ねてきました。市民の生
命や財産を守るために奮闘してきた若手職員です。今後の活躍にご期待
ください。

注意点 
○休み明けの月曜や土曜開庁日は、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、必ず本人確認書類(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をする場合は、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。

土曜開庁窓口

第8回 栄区中学校対校駅伝大会 SAKAEヤングフェスティバル2020

戸籍課

保険年金課

こども家庭支援課

本館1階11・14番窓口

本館1階16・17・18番窓口

本館1階15番臨時窓口

戸籍の届出、住民異動の届出、印鑑登録、マイ
ナンバーカードの手続など

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のみ

取扱い業務

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

▲栄区中学校対校駅伝大会の様子

　中学生たちが作り上げるイベントで、本郷台駅前が盛り上がります!
カレーや綿菓子、焼き鳥などバラエティに富んだメニューを販売する
模擬店、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
テージを今年もお楽しみください!

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

SAKAEヤングフェスティバルの様子▶

▲二連はしご取扱訓練 ▲ホース撤収作業 ▲放水訓練　

　3月には残雪が覆う苗場山や鳥甲
山の風景や中津川渓谷を眺めること
が出来ます。苗場山麓ジオパーク認
定ガイド(事前予約制/有料)と一緒
に苗場山麓・秋山郷の歴史・文化の話
を聞いてみませんか。

　秋山郷郷土料理「早そば」は、細
切りの大根を混ぜた蕎麦がきのよう
なものです。ふわふわシャキシャキ
とした食感を味わうことができます。
　熊鍋などのジビエ料理を提供す
る宿もあります。

平 日
8時45分～17時

第2・4土曜
9時～12時

区役所窓口受付時間

地域活動係　　894-8391　　894-3099

※施設・宿は冬季休館の場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

とりかぶとなえばさん

やま

6 2020（令和 2）年 3 月号 ／ 栄区版

一人前になるため



　生後91日以上の飼い犬は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防
注射が義務付けられています。予防注射は、出張会場か動物病院で必ず
受けてください。犬の登録が済んでいない人は、併せて申請することがで
きます。

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

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

会場変更▶庄戸会館は、庄戸中学校コミュニティハウス(武道場前)に
　　　　　変更しました。

〈出張会場日程表〉

会場の廃止▶千秀センターは廃止しました。

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

3日

6日

8日

16日

18日

20日

22日

金

月

水

木

土

月

水

実施日 受付時間 所在地会　　場
午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

全日

午前

午後

午前

上郷町1864

笠間2-18

飯島町2147

本郷台1-14

長沼町612

庄戸3-1-1

犬山町1-6

桂町303-19

桂台中16-1

野七里2-3-1

若竹町31-28

上郷町證菩提寺

笠間こどもの遊び場

飯島町内会館

本郷台中央公園

戸塚長沼霊苑

庄戸中学校コミュニティハウス(武道場前)

連合犬山会館

栄区役所新館前

桂山公園

埋蔵文化財センター(旧 野七里小学校)

子ノ神日枝神社

4月

※犬の登録が済んでいない人、他の市
区町村や市内他区から転入した人
は、係員に申し出てください。

※当日の気象状況等により、中止する
ことがあります。実施の有無は、市動
物愛護センターホームページで確認
するか、生活衛生課生活衛生係(新

館3階302番)にお問い合わせくだ
さい。

※委託動物病院(「お知らせ」に一覧を
同封)では、注射当日に狂犬病予防注
射済票の交付が受けられます。

※動物病院で受ける場合は、費用が病
院ごとに異なります。

　在宅医療相談室では、区民の皆さんが医療や介護を受けながら、住み慣れた家で安
心して暮らしていくための支援を行っています。
　「かかりつけ医を紹介してほしい」「往診してくれる医師を紹介してほしい」「訪問看護
や訪問リハビリを受けたい」「退院後、自宅での生活が不安」など、悩んでいませんか?
　そんな時は、看護師やケアマネジャー資格のある相談員がお話を伺います。相談業
務のほか、区民向けの講演会などの普及啓発も行っています。
　まずは、お気軽に電話でご相談ください。

コラムに関すること/地域包括ケア推進担当　　894-8415　　893-3083
栄区在宅医療相談室(公田町635)　　893-6200　月～金曜 9時～17時(土・日・祝日、年末年始を除く)

栄警察署

栄図書館

環状4号線

栄警察署前
栄警察署前

横浜栄
共済病院

栄区役所

湘南台
本郷台駅
大船

在宅医療相談室

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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　 午前 10時～12時　午後 13時30分～15時　全日 午前・午後両方の時間
　 3,650円

持ち物 ・狂犬病予防注射済票交付申請書(区役所からの郵便の「お知らせ」に同封)
　　　 ・他の市区町村から転入した人は、登録時に交付された鑑札

(注射料金3,100円、狂犬病予防注射済票交付手数料550円)
犬の登録は、別途登録手数料3,000円

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 

　 当日直接会場へ
　 こども家庭支援担当
　 894-8049
　 894-8406

乳
幼
児

健
診

　 3月18日(水)
　 3月13日(金)・25(水)
　 3月11日(水)・27日(金)

母親教室
　 3月9日・16日・23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

　 3月19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23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

3月13日(金)9時～11時、3月25日(水)9時～11時、
3月26日（木）9時～12時、4月7日(火)13時～16時
区役所新館2階

3月26日(木)9時～12時、4月7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。

 　 3月24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

 　 3月24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18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  

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



視線を
前に 床から

5ｃｍ位
上げる

P5の チェックの結果
赤枠部分の合計が
４個以上の人▶今後日常生活に支障が出るリスクが高くなっています。
　　　　　　　 すぐにフレイル予防を始めましょう。
３個以下の人▶フレイルにならないように今から対策をしましょう。

健康長寿の大敵「フレイル」とは…

「健康長寿さ・か・え」でいつまでも元気に！

社会活動等への参加は元気の秘訣！

フレイルとは加齢に伴い、体や心の機能が低下することによって、要介護状態になるリス
クが高まっている状態のことです。
フレイルは誰にでも起こりうるものです。Ｐ5のチェックリストの結果にかかわらず、今か

らみんなでフレイル予防に取り組み、元気にいきいきと過ごしましょう。

最近の研究では、フレイルを予防し、できるだけ長い期間元気に過ごすためには、
「運動・栄養・社会参加」の３つの視点が大切だと言われています。
栄区では、「健康長寿 さ・か・え」として3つの視点の取組を進

め、区民の皆さんの健康長寿をめざしていきます。
　皆さん、一緒に取り組みましょう！

ひとりではなく、みんなで一緒に取り組むことで、心も身
体も健康になることがわかっています。

●地域ケアプラザ
運動や栄養など健康に関する講座の開催や、
お住まいの地域の様々な情報が得られます。
　 区内地域ケアプラザ

●ボランティアセンター
様々な活動があります。できることや、楽しめ
ることから始めてみませんか？
　 栄区社会福祉協議会
　 　 894-8521　　892-8974

活動頻度の目安
●１日１回以上　外出しよう
●週１回以上  友人・知人などと交流しよう
●月１回以上  楽しさ・やりがいのある
 　  活動に参加しよう

　私たちは、地域の健康づくりの推進役を担っています。
　自分自身の健康づくりを実践しながら、地域での健康チェック、
健康講座、ウォーキング、体操教室などの活動を行っています。
「栄養・運動・社会参加」の３つの視点が大切であることを伝え
ていきます。

栄区では、令和元年10月に健康状態実態調査を実施しました。
この調査は、東京都健康長寿医療センター研究所との共同研究として、栄区在住で55～84歳の
12,600人に無作為抽出でアンケート調査をお願いし、皆さんの健康状態や生活の様子をうかがいま
した。回収率73％と、多くの皆さんにご協力いただき、ありがとうございました。
調査結果については、令和2年度に区民の皆さんにフィードバックする予定です。調査結果も踏まえ
て、皆さんとともに、健康長寿の取組を進めていきましょう！

３つの視点の中でも、特に大切なのは「社会参加」です。近隣の人々との信頼関係が高い
地域に住む高齢者ほど、幸福感が高く、フレイルになりにくいという研究データがあります。

　家事・生活支援や配食、各種技能提供など様々なボランティ
ア活動をしている団体が集まっています。
　ボランティア仲間との親交も深まり、地域での友人も増えまし
た。また、依頼者さんからの“ありがとう”の言葉が私たちのいき
がい・やりがいになっています。

　「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、食育を中心とし
た健康づくりを地域に広めています。子どもから高齢者まで、年
代に応じた講座の開催、イベントへの参加、料理教室などの活
動を行っています。皆さんがいつまでもいきいきと過ごすことが
できるように健康の輪を広げていきます。

食事のポイント
●毎日３回、規則正しく食べましょう
　食事を抜くと、栄養、エネルギーが不足します。
　水分補給も忘れずに。
●いろいろな種類の食品を食べましょう
　主食（ご飯、パン、麺類など）
　主菜（肉、魚、卵、大豆製品を使ったおかず）
　副菜（野菜を中心にしたおかず）
特に、健康長寿のためには、肉、魚、卵、牛乳・乳
製品をそれぞれ毎日１回は取りましょう。体づく
りに効率のよい動物性たんぱく質がとれます。
●会食の機会は積極的に参加しましょう
　楽しい会話・笑顔も栄養になります。

運動のポイント
●ウォーキングの他にも、毎日少しの筋トレをプラスしましょう
　例えばこんなトレーニングがあります。
　【足の筋力強化 椅子スクワット】

上半身を一度後ろに倒してから手を
前に伸ばしてゆっくり立ち上がり、
手を伸ばしたままゆっくり椅子に座
ります。これを４～８回繰り返します。

　【バランスの強化 ダイナミックフラミンゴ】
椅子の背などにつかまり片足で立ち
ます。左右20～40カウント数えます。

●みんなで一緒に運動しましょう
　ひとりよりも知人友人と楽しく続けましょう。

３つの視点でフレイル対策

健康寿命を
延ばそう！
健康寿命を
延ばそう！

３つの視点を習慣に

栄区保健活動推進員　
田中 伸一　会長

栄区社会福祉協議会
ボランティア・
市民活動団体分科会　
林 眞　会長

栄区食生活等
改善推進員会
（ヘルスメイト）
安養寺 祐子　会長

※東京都健康長寿医療センター研究所新ガイドライン策定委員会

健康状態実態調査へのご協力、ありがとうございました

※体調不良、治療中の人は
　主治医の指示に従ってください。

11

22

33

※参加なしを「1」とした場合と比較

図１　　　　　　　　　　　　　 図２

出典：東京都健康長寿医療
センター研究所
高齢者の社会活動等への
参加による４年後の生活機能
維持に関する調査（首都圏A市
（2008－2012年））

何かはじめてみようと思ったときは
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【特集に関する問合せ】　福祉保健課 事業企画担当　　８９４-６９６２　　８９５-１７５９

健康づくりに
一緒に取り組み
ましょう！

ボランティアで
地域デビュー
しませんか？

健康の輪を
広げて
いきます！

健康寿命

年齢を重ねると、体力・気力に余力がなくなる

健康 フレイル 要支援・
要介護状態

体
力
・
気
力
の「
余
力
」
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ボランティア活動・市民活動・
NPO等への参加の場合

趣味活動・サークル活動等への
参加の場合

健康上の問題で日常生活が制限される
ことなく生活できる期間



広告

◆ロビーコンサート～子供から大人
まで楽しめる木管五重奏の調べ～
　 3月21日(土)11時～11時45分
　 とつか室内楽団　　当日直接センターへ

❶～❹　 3月11日(水)から電話・来館 
受付(先着)
❶健康麻雀(全9回)
　4月7日・14日・21日・28日、5月5日・
12日・19日・26日、6月2日(各火曜)
9時30分～12時
 　女性初心者16人　　4,500円

❷朗読と発声の基本(全2回)
　 4月13日・27日(各月曜)12時45分～
14時45分　　20人　　500円

❸箱庭～春編～あなたが作る物語
　 4月14日(火)13時～15時
 　10人　　1,500円

❹季節の和菓子作り～柏餅・ちまき～
　 4月17日(金)10時～13時
　12人　　800円

第182回昼休みコンサート

3月12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
ベラハーモニー(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、「弥生の空に流れるハーモニー」
です。

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!
　更新対象者に通知が届いたら、
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。

国民健康保険に加入している人へ
　職場等の健康保険に加入したときは、国民健康保険をやめる届出が
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。

詳細は市ホームページをご確認ください。

※1新しく加入した保険証例 ※2国民健康保険証例区役所本館1階17番窓口

・新しく加入した保険証※1
・国民健康保険証※2
・来庁者の本人確認書類
 (運転免許証、パスポートなど)
・印鑑(朱肉を使うもの) 

※本人や家族等の来庁が困難な場合、郵送による届け出もできます。

マイナンバー
PRキャラクター
マイナちゃん有効期限をチェック！

受付窓口 持ち物

見 本
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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

施 設 ―休館日については、各施設にお問い合わせください―

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

★子育てサロン　　　　　　　　　
　……………3月11日・25日(各水曜)
★あそびにおいでよ！
　新聞で遊ぼう・給食試食会　　　
　………………………3月16日(月)

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

★ランチ交流…………3月11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

横浜市 国民健康保険 こんなときは忘れずに届出を

電子証明書更新　横浜市

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

保険係　　 894-8425　　895-0115

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

★給食を食べる会・コンサート　　　
　………………………3月27日(金)

※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。



広告

◆子育て喫茶「げんき」新聞紙あそ
び&バナナの叩き売りが来るよ
 　3月25日(水)13時～14時(カレー:
11時30分～)　 0歳以上未就園児と
保護者40組(当日先着)
　 200円(保険代・お茶付き)、カレー:大
人100円、子ども30円
　 当日直接センターへ

❶❷ 　電話・来館受付(先着)
❶キグちゃんのはぐくみ広場
～子育ての中のちょっとした不安を解
決!心の一歩を踏み出すお手伝い～
　 4月1日(水)10時30分～11時30分
　 未就園児親子15組(きょうだい児・出
産予定の人・家族も可）

❷英会話 やさしい英語でおもてなし
～日常会話や道案内が出来るように～
（全6回）
　4月9日・23日、5月14日・28日、6月
11日・25日(各木曜)10時～11時30分
　初心者10人　　6,000円
　 3月11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
　 4月13日(月)A:10時30分～12時
B:13時～14時30分
　 各50人(抽選)　　各300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17日(火)消印有効
※AとBの重複は出来ません。

◆①【子育て支援】キグちゃんの親子で
あそぼ!0歳児の外遊び
②【学習支援】一緒に勉強♪楽習教室
　①4月27日(月)10時30分～11時
30分（雨天時室内）②毎週水曜15時～
17時（29日は休み）
　①0歳児親子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

❶❷　 当日直接センターへ
❶学習支援「てらこや・かみごう」
楽しく一緒に勉強しよう！
　 4月7日・14日・21日(各火曜)
各15時～17時　　小・中学生

❷上郷オープンガーデン!
ハーブティーとともに♥かわいいお
みやげ付き(全2回)
　 4月8日・15日(各水曜)
12時～15時30分

❸～❺　3月11日(水)から電話・来
館受付（先着）
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」～
座ったままでも大丈夫(全2回)
　 4月7日・21日(各火曜)10時～11時
30分　　20人　　 400円

❹サークルPR「亜蒼会」タイルモザ
イクのプチフレーム春・花・海
　 4月8日(水)9時30分～11時30分
　 20人　　500円
❺春のパン講座「バンズ」編・
ハンバーガープレートのカフェ風ランチ!
　 4月20日(月)10時～13時30分
　 12人　　1,000円

◆花見の会～サクラの下でパフォー
マンスと縁日屋台を楽しむ～
　 4月5日(日)10時～12時30分
　 50～100円(屋台ごとに異なります)
　 当日直接ふじやま公園へ
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～自分で抹
茶を点てて飲んでみましょう～
　 3月15日(日)12時30分～15時30分
　10人　　500円　　3月11日(水)必着
❷押絵～端午の節句に寄せて～（全2回）
　 4月6日・13日(各月曜)13時～16時
　12人　　1,500円
　 3月21日(土)必着
❸タケノコ掘り～公園内の竹林整備～
　 4月12日(日)10時～12時(雨天中止)
 　小学生以上100人
 　3月19日(木)必着
❹フラワーアレンジメント～春色～
　 4月23日(木)13時～15時　　8人
　 2,300円　　4月3日(金)必着

◆桂台健康講座「しっかりとした足腰
で転倒を予防しよう！」
　 3月21日(土)14時～15時
　 イトーヨーカドー桂台店2階
　 20人(先着)
　 理学療法士 大木直人
　 電話・来館受付

❶～❺　 60歳以上で、本人か子ども・
孫が市内在住の人
❶～❸　 3月11日(水)から電話・来館
受付(先着)
❶野草を育ててみよう!(全4回)
　 4・5月の第1・3月曜10時～12時
　15人　　2000円

❷さわやかスポーツ(グランドゴルフ)
　 4月13日(月)10時～11時30分
　 24人

❸歌ってハツラツ
　 4月17日(金)13時～15時　　40人

❹❺　 3月11日(水)から郵便はがきを
持参し、直接翠風荘へ(抽選)
❹百人一首を味読する(全23回)
　 4月17日(金)から毎月第1・3金曜
9時45分～11時45分　　45人

❺英会話(全10回)
　 4月から第1・3火曜10時～12時
　15人

◆みんなの街カフェ～年間カフェ振り返り・
新規登録団体紹介・利用団体交流～
　 3月28日(土)10時～12時
(13時まで交流タイム)
　 当日直接ぷらっと栄へ

❶～❹　 当日直接図書館へ
❶おはなし会
　3月11日、4月8日(各水曜)各16時～
16時30分　　4歳くらいから

❷紙芝居の会
　 3月14日(土)14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
❸親子のおはなし会
　 3月24日(火)11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者
❹かながわこどもひろば おはなし会
　 3月28日(土)14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 いたずらこうさぎ(おはなし)ほか

❶❷　 電話・来館受付
❶のしちり散歩～第3歩
～栄区の桜を見に行きませんか？
　 3月30日(月)9時30分～12時
　 30分以上歩ける人15人(全行程約
5km)
❷野七里ほっこりカフェ
　 3月30日(月)13時～15時
　100円

◆午後の音楽会 第115回 岡本拓也
ギターリサイタル
　ウィーンで研鑽を積み数々のコンクール
で入賞を果たした実力派若手ギタリスト。
　 5月12日(火)14時～(13時30分開場)
　 300人(先着)　　岡本拓也(Gt)
　 全席指定500円
　 3月5日(木)から電話・来館受付

◆ノルディックウォーキング教室
　 3月11日(水)10時～11時30分
　15人(先着)　　電話・来館受付

第２８回ぬくもり
　食事と楽しいイベント、野菜・手作り
品販売、健康チェック、ボッチャ大会も
あるよ。
　 3月15日(日)11時～15時
　 当日直接ケアプラザへ

ようこそであい広場
　栄区福祉保健活動拠点のお祭りです。
参加団体のPRで模擬店・バザー・パソコ
ン教室・フードドライブなどを行います。
　 3月7日(土)10時～14時
　 当日直接社会福祉協議会へ
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栄図書館
〒247-0014 公田町634-9
　891-2801      891-2803

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

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

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

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

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

栄区民文化センター リリス
〒247-0007 小菅ケ谷1-2-1 
　896-2000      896-2200

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

◆山田陽治さんによる自然の楽校
～春を探そう、味わおう！～
　 4月5日(日)9時30分～14時
　 親子15組(先着/小学3年生以上は子
どものみの参加可)　　1人500円（2歳
以下無料）　　電話・来館受付

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

小菅ケ谷北公園
〒247-0007 小菅ケ谷４-31
　891-1151



❶❷　 当日直接会場へ
❶カワセミファンクラブ定例写真展
～チョウ・トンボ・野鳥の写真展～
　 3月29日(日)～5月30日(土)
各9時～16時30分　　ごろすけ館
❷季節の森を歩こう
～春の森を彩る草花や虫たち～
　 4月5日(日)①11時～12時②13時～
14時(受付:①②どちらも10時～)
 　受付:自然観察センター前
 　小学生以下保護者同伴

※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。

※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
◆女性としごと応援デスク「キャリア・
カウンセリング」
　毎月第1・3・5の月・土曜①10時～②
11時～③13時～④14時～　　各女
性1人(先着)　　電話・来館受付
◆【当日受付教室】更年期にやさしい
ストレッチ
　3月11日・25日(各水曜)各14時～15
時15分　　各女性20人(当日先着)
　1回600円　　当日直接会場へ
◆やさしいバレエ＆姿勢メンテナンス
6か月コース
　 4月1日から毎週水曜10時～11時30分
　 30人(先着)　　16,000円(3か月)
　ホームページ(https://www.women.
city.yokohama.jp/y)電話・来館受付

◆ウクレレ教室発表会
　 3月23日(月)14時30分～15時30分
　 観覧無料　　 当日直接公会堂へ
◆事前受付教室「ウクレレ・エンジョ
イ・ナイト」
　みんなで楽しく演奏しながら歌います。
　4月から(日程要問合せ)　　18歳以
上のウクレレ経験者(ある程度コードが
弾ける人)20人
　 ウクレレ持参　　820円×回数
　往復はがきまたは所定の用紙(切手貼
付)に①教室名②氏名（ふりがな）③性別
④年齢⑤〒住所⑥電話番号を書いて栄
公会堂へ。3月20日(金・祝)必着

❶～❺ 　3月19日(木)から電話受付(先着)
❶吊し雛教室(全10回)
　 4月～2021年2月の第3土曜(8月休
み)9時30分～11時30分
　 大人15人　　11,000円
❷春の植物観察会
　 4月11日(土)9時30分～12時(雨天
中止)　　20人
❸春野菜の料理教室
　 4月12日(日)10時～12時30分
 　小学生以上18人　　1,900円
❹ヨガ教室(全2回)
　 4月16日、5月21日(各木曜)10時～
11時30分　　20人　　800円
❺ハーブの育て方入門(全2回)
　 4月19日、5月17日(各日曜)13時
30分～15時　　15人

❶～❹　 3月11日（水）から電話・来館
受付(先着)
❶にこにこお話し会
　 4月9日(木)11時～11時30分　　15人
❷土曜映画会
　 4月11日(土)16時30分～19時　　20人
❸高齢者安全運転セミナー
　 4月19日(日)10時～12時　　25人
❹高齢者健康アップ体操
　 4月20日(月)9時30分～12時　　15人

当日受付で参加できる教室です。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。
　運動しやすい服、室内シューズ(ヨガ、アロマストレッチは不要)　　16歳以上（先着）

火

　

水

　

木

　

金

　

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

エンジョイ！レディースバレー

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

バレーボールタイム

エンジョイ!バスケットボール

日曜モーニングヨガ

 90人

 90人

 20人

 50人

 90人

女性20人

 90人

 90人

 30人

 50人
 50人

 70人

（12時45分～）

（12時45分～）

(19時15分～)

(20時50分～)

(11時10分～)

（　9時～）

(10時10分～)

(11時30分～)

(19時～)

(18時50分～)

(20時55分～)

(  7時30分～)

13時15分

13時

19時30分

21時  5分

11時30分

9時15分

10時30分

11時45分

19時15分

19時  5分

21時  5分
  

7時45分

14時45分

14時00分

20時30分

21時50分

12時30分

10時45分

11時30分

12時45分

20時45分

20時50分

22時50分

  8時45分

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

17日・24日

11日・18日・25日

12日・19日・26日

13日・27日

14日・21日・28日

15日・22日・29日

510円

620円

510円

510円
※エアロ・ZUMBA通し770円

620円

510円

教 室 名 参加料（1回）3月開催日 曜 日 時間（受付開始） 対象・定員

◆ヨガ体操教室 前期・後期
　【①前期（全5回）】4月12日・26日、5
月10日・24日、6月14日(各日曜)10時
30分～11時30分【②後期（全5回）】8
月23日、9月13日・27日、10月11日・
25日(各日曜)10時30分～11時30分
　①②各35人(先着)　　①②各500円
　3月11日(水)から電話・来館受付

◆本読みお話し会・子どもの紙芝居
　4月からの偶数月の第１土曜14時～
15時
　幼児～小学生各10人(当日先着)
　当日直接コミュニティハウスへ

❶❷　 当日直接小谷戸の里へ
❶自然観察会～早春の里山～
　 3月22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1年間の講座です。
　 4月5日(日)10時～12時
　18歳以上
◆わら細工～亀作り～
　 4月12日(日)9時30分～12時
　 20人（先着）　　500円
　 3月18日(水)から電話・来館受付
◆茶摘みと手もみ茶作り
　 5月3日(日・祝)9時30分～12時
　 小学生以上30人（抽選）　　700円
　 往復はがきに①参加者全員の氏名・年
齢②代表者の住所③電話番号を書いて小
谷戸の里へ。4月6日(月)必着(はがき1枚
につき5人まで/小学生保護者同伴)

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
　①パンくんといっしょ：3月10日(火)
②パンくんのおはなしであそぼ：3月1７
日(火)③パンくんタイム：3月1８日(水)
各11時～11時30分
　 5階こども ファンタジー展示室
　各親子20組　　①季節を感じ、体を
動かして遊ぼう!②おはなし、手遊び、パネ
ルシアターなどから楽しい遊びにつなげ
ます。③身近なものをいろいろ使って遊
びます。季節に合わせた音楽やアートを親
子で楽しみましょう。
　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世界一周 多言語 読み聞かせの旅
中国～中国語と日本語の読み聞かせ～
　 3月15日(日)13時～13時30分
　 2階映像ライブラリー　　50人程度
❸映画『放浪の画家ピロスマニ』
　3月15日(日)13時30分～(30分前
開場)　　2階プラザホール　　200人
❹イランの元旦を祝う
ノウルーズ祝賀コンサート
　 3月22日(日)14時～15時(30分前
開場)　　2階プラザホール　　200人
◆カナガワビエンナーレ国際児童画
展開催20回記念シンポジウム「こど
もの絵」から多文化共生を考える
　 3月20日(金・祝)14時～16時(30分
前開場)　　2階プラザホール
　 200人(申込制先着)
　 メール(sympo@earthplaza.jp)・電
話・来館受付

※高校生は23時までに
帰宅できる時間まで

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

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

お知らせ

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
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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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