
　毎年子どもから大人まで楽しんでいただいている「夏休みコンサート」。
大好評の企画「1日団員コーナー」でオーケストラの一員として、一緒に演
奏してくれる子どもたちを募集します。

2020年 栄オーケストラフェスティバル・
夏休みコンサート1日団員コーナー
参加者募集

栄フィル夏休みコンサート事務局
生涯学習支援係夏休みコンサート担当

sakaephil.summer@gmail.com
894-8395　　894-3099

7月19日(日)
小・中・高校生(楽器経験1年以上)で、6・7月の日曜午前の練習(合計2

回)に参加できる人
メールで　①本文「2020夏休みコンサート1日団員へ参加希望」
②参加希望者・保護者氏名　③〒住所　④学校名　⑤学年
⑥担当楽器　⑦経験年数　⑧所属している音楽団体名等
⑨本人または保護者のメールアドレス及び電話番号を書いて、
栄フィル専用アドレス(　 sakaephil.summer@gmail.com)へ。
4月30日(木)必着

※募集内容の詳細は
　栄フィルホームページ
　（https://sakaephil.org/）
　または区内地区センター等で
　配布しているチラシをご確認
　ください。

「自分たちのまちは自分たちで守る」という信念のもと、あなたの住んでいる地域を守るために、活動し
ている人たちがいます。地域を守るために、あなたも一緒に安全・安心なまちをつくりませんか？

特集は８・９ページへ

□ 自転車に乗る時は必ずヘルメットを着けよう!
□ 通学路では特に車や自転車に気をつけて、絶対に道路に飛び
　 出さないようにしよう!
□ 小学生の保護者は、一緒に通学路を歩いて危険な場所を
　 あらかじめ確認しておこう!

　4月からは新学期がスタート!
　学校生活は楽しいことがたくさんあるけど、気を付けないといけない
こともあるんだ。特に自転車に乗っている時や登下校時は注意しよう。

セーフコミュニティとは
地域ぐるみでけがの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年度には再認証を取得しました。

このコラムでは簡単に取り組めるセーフコミュニ
ティ活動を紹介するよ!
詳しくは

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

栄区　セーフコミュニティ

家庭防災員
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消防団

 栄区のいま
（2020年3月１日現在）4 月号

No.270

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「このまちは、あなたの力を
 必要としている。」…………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

人口 
119,384人

世帯数
51,353世帯



　栄区は、長野県栄村、青森県南部町、山形
県高畠町と友好交流関係にあります。ここ
数年間に、各都市と交流している区内の5
団体が集まり、昨年11月25日に座談会を
開催しました。

栄消防署　　・    892-0119

　豊田消防出張所には、市民の命や財産を守るために
様々な部隊があります。
　市内の各区に１隊配置され、救出技術にたけている「特
別救助隊」のほか、狭い道路でも進入できる「ミニ消防
隊」、大規模災害時にふさがれた道路でも走れる「消防機
動二輪隊」、救急需要対策として「救急隊」があります。
　職員一同あらゆる災害に迅速かつ的確に対応するため、
日頃から体力トレーニングや実践訓練（救急訓練など）を
行い、隊員の能力だけでなく部隊全体の能力も向上させ、
災害現場活動の充実強化を図っています。

救急訓練

民謡の合唱は初めて聴いたと喜ばれました

横浜消防
マスコットキャラクター
ハマくん

登はん訓練交通事故対応訓練

　生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099座談会の詳しい様子は、区ホームページをご覧ください。

　各団体が交流内容や感想を語り合った後に、司会者によるまとめが行われ、交流の楽しさ、意味、可能性や
発展のポイントを皆さんで共有しました。

栄区 友好交流都市

　栄村、高畠町を訪問し、昨年は、南部町での
「南部七唄七踊り全国
大会」にゲスト出演し
ました。

ゆめほ

座談会の様子

行って来たよ!友好交流都市座談会
　 さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

栄区民謡連盟

南部町で民謡の合
唱などを披露し、歓
迎していただきまし
た。たわわに実るり
んご、輝く稲穂に感
動しました。

キャンドルが暗闇を照らし幻想的でした

栄村側の企画委員
とも交流を深めま
した。ジビエ料理も
おいしかったです。

横断幕で歓迎してくれました

高畠町の皆さんが
おにぎりと芋煮など
で歓迎してくれまし
た。ワイン工場へも
立ち寄りました。

　昨年、栄村の光のイベント「夢灯」でボラン
ティア活動を実施しま
した。

栄村と交流する栄区民の会

子どもたちの絵が一本の帯でつながりました

　昨年、栄区と南部町で子どもたちを対象に
一本の帯で「つながる絵」のワークを実施し、全
てつなげて展示しました。

さかえdeつながるアート

高畠町公演では、町の子どもたちもコーラスで参加しました

　栄村、高畠町にて公演し、昨年は、南部町の
中学生が栄区での公演に出演しました。

劇団ぽかぽか

　平成30年、高畠町にて町民と交流しながら
のウオーキングを行いました。栄村・南部町で
の実施も検討中です。

さかえ歩け歩けの会

講師が南部町の子どもたちに
「この町を絵で紹介して」と話す
と、熱心に描いてくれました。

 交流発展のポイントは、3つの「つ」(つきあう、つながる、つづける)。楽しく続けて、交流を深めましょう。

交流を団員全員で楽しみまし
た。3都市の魅力を伝えるメッ
センジャーになれたらと思い
ます。
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はじめまして
豊田消防出張所です!



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

吠える!甘噛み!トイレの失敗!
犬のしつけ方教えます 
～災害時!愛犬のストレスを減らすために
必要な準備とは!? ～

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

あなたのまちのシニアクラブ～栄区シニアクラブ連合会～

　栄区シニアクラブ連合会は、区内約60あるシニアクラブの運営サポートのほか、グ
ラウンドゴルフやペタンクなどのスポーツ大会、趣味の作品展、囲碁将棋大会、歌声広
場、映画会、バス旅行など会員が集まりふれあう様々な活動をしています。色々な行事
に参加できますので興味のあ
る人は、ぜひシニアクラブ事務
局へご連絡ください。

シニアクラブでは、健康・友愛・
奉仕を柱に、「健康づくり」「仲
間づくり」「地域づくり」「生きが
いづくり」などの活動をしてい
ます。あなたもシニアクラブで
一緒に活動しませんか?

教養講座（全12回）の連続講座を6月～
9月（8月を除く）に開催します。
申込みは5月8日(金)まで。詳細はシニア
クラブ連合会事務局へ。

　ワンちゃんのことで困っている人はいませんか?JAHA認定
家庭犬インストラクターがその対処方法を教えます!
5月22日(金)13時30分～15時30分(受付:13時～)
区役所新館1階健康相談室
80人(先着)
ドッグトレーナー・横浜市動物適正飼育推進員 遠藤エマさん
電話・FAX・電子申請で①氏名②電話番号③参加人数④犬

の種類・月齢を生活衛生係(新館3階302番窓口)へ
※公共交通機関をご利用
ください（区役所駐車場を
ご利用の場合は１時間を超
えた分は有料です。）。
※ペット同伴不可

高齢・障害係 　　894-8539 　　893-3083

～横浜シニア大学受講生募集!～ 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)

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)

　5月21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

①5月12日（火）②5月26日（火）
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)
45人(先着)

▲和気あいあいと行われた
　「グラウンドゴルフ大会」

▲毎年好評の「シニア大学」

▲電子申請二次元コード

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 

　 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

　 4月10日(金)・22日（水）
　 4月8日(水)・24日（金）
　 4月17日(金)

母親教室
　 4月6日・13日・20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

　 4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　

　4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。

　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

4月23日(木)9時～12時、4月24日(金)9時～11時
区役所新館2階

4月23日(木)9時～12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。

 　 4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

 　 4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）     　 4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  

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

　①4月20日(月)②4月24
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

　4月21日(火)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、「令和2年度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2年度中に70歳以上になる人（昭和26（1951）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

※イベント参加の際には、事前にホームページや紙面に記載のある問合せ先に開催状況を確認してください。



消防団は、地域の防火・防災の要として幅広い活動を行っている非常勤特別職の公務員です。
普段は仕事をしている人や主婦、学生など…様々な一面
をもつ、300人以上の団員が活動しています。

栄区の消防団は４の分団、１１の班で構成されており、それぞ
れの地域で活動しています。

家庭防災員の研修では、自助・共助を身に着ける上で大切な
５つのテーマを学ぶことができます。

消防団による一斉放水（栄区出初式）▶

家庭防災員HP

山口 智恵子さん

あなたにもできる地域貢献

地図に参加者自身が書き込みをすることで、自分の地域や住まいに潜む災
害の危険性を「見える化」していきます。

〉〉〉自分の街の特性を知ろう

起震車体験のほか、震災時の対応方法を
覚えることで、自分の身は自分で守る力
を身に付けます。

〉〉〉起震車で震度７を体験

栄消防団は、災害が起きたときの消火、救助、応急処置などをはじめ、心肺
蘇生法など人を助けるための訓練を行っています。また、積載車（消防車）
に乗って火災予防のための区内巡回や地域の防災訓練などにも参加して
います。

風水害

藤団員

兄 弟

庶務課消防団係 加藤 予防課予防係 柏崎

近年、私たちの周りでは経験したことのない災害が起こっています。ここ栄区も例外ではなく、
自然災害による被害は頻発しています。
私たちは自分や家族のために「自助」、地域のために「共助」の力を高めていく必要があります。
栄区を災害に強いまちにするために、また、大切な人を守るために、消防団や家庭防災員とし
て活躍している人たちがいます。
災害はひとりでは対応できません。ぜひ皆さんの力を貸してください！

父は元消防団員。
その姿に憧れて
入団しました。

親子でこの地域を
守っています！

若い力が支える
第一分団！

左から片野・小川・金子・小野団員

第一分団
第三分団

第四分団

第二分団

安藤団員 若林団員

親 子

学 生

夫 婦

災害図上訓練（ＤＩＧ） 地震研修

家庭防災員制度は、災害の被害を未然に防ぐ防災知識や災害時対応方法を身につけ
ることができる研修制度です。皆さんの大切な人を助けるために役に立つ知識を学
ぶことができます。

防災力を高める研修制度

研修案内
6月5日(金)10時～12時
　　　　  　14時～16時
6月6日(土)10時～12時

1 風水害・DIG訓練
８月28日(金)10時～12時
　　　　  　  14時～16時
８月29日(土)10時～12時

2 防火・地震研修
12月4日(金)10時～12時
　　　　　　 14時～16時
12月5日(土)10時～12時

3 救急研修

２月18日(木)
10時～16時30分（予定）

4 スキルアップ研修
（防災センター見学ツアー及び防炎講座）

消防団と育児を
両立し、夫婦で活動
しています。

18歳～65歳位で区内在住・在勤・在学の人（※70歳定年）
年額報酬：34,000円以上、出場報酬：3,400円（災害
等）、2,400円（訓練等）ほか、公務災害補償、退職報償
金制度あり
栄消防署庶務課消防団係　　・　 892-0119

募集対象
待　　遇

問 合 せ

いざという時役立つ知識が学べます

河野 駿吾さん

地域の皆さんに、防災の大切さを

家庭防災員として地域の自主活動に参加
しています。研修での知識を生かして、防
災訓練や講習会を行ったり、「家庭防災員
だより」を作成したりして、地域の皆さんへ
防災の大切さを伝えています。
活動を通して、いざという時大切な家族を
守るのはもちろん、地域で率先して行動で
きるようにしていこうという意識が高まり
ました。

５つのテーマの中で、特に風水害研修が印象に残ってい
ます。ロープを結んだり、土のうを積んで水をせき止め
る実験をしたり、実際に体験しながら学ぶことができま
した。
また、救命処置の訓練では、いざという時に落ち着いて
的確に対応することの重要性を実感し、地域で開催して
いる講習などにも積極的に参加するようになりました。
家族間でも情報を共有し、みんなで防災意識を高めて
いきたいと思います。

1～ 4の研修を受講すると、家庭防災員としての必要な知識を身に着けることができます。
興味のあるテーマのみの受講も可能です。気軽にお問い合わせください。

※各テーマの研修は同一内容です。いずれか希望の日時をお選びください。

防火

災害図上訓練

風水害

救急

地震

５つの
テーマ

家庭防災員インタビュー
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私たち、この地域を守っています！

研修を受講して防災力を高めよう！

特 

集
このまちは、あなたの力を
必要としている。 【特集に関する問合せ】

栄消防署　　・　892-0119

消防団 家庭防災員

栄消防団HP

「出られるときに活動する」ことが
消防団活動を楽しむ秘訣です。
ぜひあなたの力を貸してください！ 対象  区内在住１５歳以上の人　　開催場所  栄消防署、本郷地区センターほか　　申込み  栄消防署予防課予防係　  ・　 892-0119

皆さんの力で栄区を災害に強いまちに！

団員募集



◆「ぷらっと栄」に行ってみよう!
さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」
は、地域で市民活動・生涯学習などに取
り組む皆さんを応援しています。会員募
集やイベント情報など地域の情報が集
まっています。これから何か始めたい人
はぜひお越しください。

◆地域連携サロン
　「医療にともなうお金のはなし」
　 5月13日(水)10時～11時
　 50人(先着)
　 横浜栄共済病院医療ソーシャルワーカー
山本晃永
　 4月11日(土)から電話・来館受付

❶❷　 当日直接
❶学び舎とよだ～4月からは毎週火
　曜日にお勉強!～
　 4月7日以降の毎週火曜(祝日以外)
小学生:15時30分～17時、中学生:15
時30分～18時　　小・中学生
❷4月のロビーコンサート
　～ギターを聴いて歌いましょう～
　 4月25日(土)11時～11時45分
　 ギターアンサンブル・フェリシア

❸～❺　 4月11日(土)から電話・来館
受付(先着)
❸チアダンス&バトントワリング
　～体験レッスン～
　5月5日(火・祝)チアダンス：①13時～
②14時～、バトントワリング：③15時～
④16時～　　①③各園児15人②④各
小・中学生15人　 　各100円
❹母の日の手作りプレゼント
　～クッキーでお母さんを作ろう!～
　 5月9日(土)13時～15時
 　小学生10人　　500円

❺ガーデニングと夏野菜(全3回)
　5月12日・26日、6月9日(各火曜)9時
30分～11時30分　　15人　　 500円

❶～❺　 4月11日(土)から電話・来
館受付(先着)
❶初心者対象・気軽にゆっくり!
　中国語会話(全3回)
　 5月11日・18日・25日(月)13時～
14時30分　　10人　　3,000円

❷「春らんまん寄せ植え講習会」
　ちょっとひと工夫で自分だけの
　すてき♡コンテナガーデンPartⅡ
　 5月13日(水)10時～12時30分
　12人　　800円

❸季節のお漬物講座・第1弾!
　かんたん梅しごと&ピクルス
　 5月16日(土)10時～12時
　12人　　600円

❹デコパージュで
　華やかハンガーづくり
　 5月20日(水)13時30分～15時
　10人　　400円

❺上郷☆社交ダンスパーティー2020☆
　～初めての方もお気軽にどうぞ～
　 5月30日(土)13時30分～16時
　 70人　　200円

4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
ギターアンサンブル・フェリシア(協力:栄区音楽協会)
当日直接会場へ

J:COMチャンネル(地デジ11ch)
デイリーニュース横浜内で放送
第2木曜17時～17時20分(原則)

4月9日の昼休みコンサート
　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、「ギターを聴いてそして歌おう」です。

生涯学習支援係　　 894-8395　　 894-3099

区内在住・在勤・在学による5人以上のグループ
セーフコミュニティ、防災・防犯、健康福祉、暮らし、育児・子育て、保険・年金・税金など
申込書・メニュー表は、区ホームページ、広報相談係(本館4階44番窓口)、区内地区セン
ター・コミュニティハウス・地域ケアプラザで配布。

生活情報お届け隊
　今年度も、区役所職員等が地域の皆さんのところへ生活に役立つ情報をお届けにいきます。

広報相談係　　 894-8335　　 894-9127

栄区なう!TV+放送中!
　「栄区なう!TV」は4月から「栄区なう!TV+(プラス)」になりました。
より地域に密着して栄区の魅力を伝えていきます。ぜひ、ご覧ください!

広報相談係　 　894-8335　　 894-9127

市民税・県民税の申告期限の延長について
　今年度に限り申告期限を延長し、4月16日（木）まで
市民税担当（本館3階30番窓口）で受け付けています
（郵送も可）。※所得税の確定申告書は、戸塚税務署に提
出をお願いします。

市民税担当　 894-8350  　 893-9146

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ

栄区  生活情報お届け隊

広告
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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

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

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

★子育てサロン………4月22日(水)

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

★子育てサロン　　　　　　　　　
　………4月23日、5月7日(各木曜)
★さくら・アート………4月30日(木)

　 894-1374
　 894-1490桂台保育園

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。
詳しくは各園にお問い合わせください。

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園

★ようちえんにあそびにきませんか
　…………4月24日(金)・28日(火)

★こどもの日の会………5月7日(木)

　 898-2081
　 898-2082にこにこ保育園

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

★たけのこランド……4月16日(木)
★めばえ「こいのぼりをつくろう」　　
　………………………4月30日(木)
★たけのこランド「おおきくなったかな?」
　………………………5月7日(木)

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

施 設 ―休館日については、各施設にお問い合わせください―
※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。

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

★音楽会………………4月17日(金)

※イベント参加の際には、事前にホームページや紙面に記載のある問合せ先に開催状況を確認してください。



◆【学習支援】楽習教室
　ボランティアの先生と一緒に勉強しよう!
 　5月13日・20日・27日(各水曜)
15時～１7時　　 小・中学生20人(当
日先着)　　 当日直接
❶❷ 　電話・来館受付(先着)
❶住まいの修繕教室 網戸の張り替え
　 5月24日(日)10時～１2時
　16人 　　200円 　　4月11日(土)から
❷キグちゃんの「親子であそぼ!」
　1歳児 外に出て親子で公園遊びをしよう!
　 5月25日(月)10時30分～１1時30
分(雨天時室内)　 　1歳児親子20組

❶～❺　 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(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～
　 4月19日(日)12時30分～15時30分
　10人　　500円　　4月11日（土）必着
❷デコパージュ～モロッカン柄ポーチに
ペーパーナプキンをはりつけます～
　 4月23日(木)10時～12時 　　10人
　 700円　 　4月15日(水)必着
❸初心者竹細工～竹でオリジナルの
ミニぽっくりストラップで飾る～
　 4月27日(月)10時～15時 　　10人
　 300円 　　4月13日(月)必着
❹粘土工芸～樹脂粘土で花のブローチ～
　 5月7日・14日(各木曜)13時～15時
　 10人　　 1,000円
 　4月21日(火)必着
❺里山のそば打ち塾～自分で打った
そばを試食、お土産も～
　 5月30日(土)10時～12時30分
　 10人　　 900円
 　4月30日(木)必着

◆花かごプロジェクト フリーマーケット
　 4月25日(土)10時～14時
　 みんなの居場所花かご(桂台東1-1)
　 シフォンケーキ・花・野菜の販売、
バザー、手作り小物など　　 当日直接

❶～❺　 60歳以上で、本人か子ども・
孫が市内在住の人
❶孫の楽器を弾いてみよう(全11回)
家で眠っている楽器を使って懐かしい曲
を演奏しましょう。
　5月2日(土)以降の第1・3土曜13時～
15時　　15人(抽選) 　4月11日(土)
～4月21日(火)に郵便はがきを持参し、
直接翠風荘へ
❷～❸　 4月11日(土)から電話・来館
受付(先着)
❷翠のサロン第79回
　 5月10日(日)13時30分～14時30分
　 50人

❸らくらく体操
　 5月13日(水)10時30分～11時45分
 　30人
❹初めてのスマホ体験教室
　 5月20日(水)10時～12時　　 15人
❺みんなで輪踊り
　 5月27日(水)10時～12時
　 50人

◆フラ(ハワイアン)ダンス教室(全6回)
　 5月6日・13日・27日、6月3日・10日・
24日(各水曜)14時～15時30分
　 30人（先着） 　　500円
　 4月11日(土)から電話・来館受付

◆のしちり寄席
　～木戸銭無料・千客万来～
　 5月6日(水・休)13時～14時30分
　 60人（先着）　　電話・来館受付

❶❷ 　電話・来館受付(先着)
❶椿三重奏団
　～高橋多佳子・礒絵里子・新倉瞳～
　 4月18日(土)14時～(13時30分開場)
 　300人　　 高橋多佳子(Pf)、礒絵里子
(Vn)、新倉瞳(Vc)　　 全席指定3,500円
❷午後の音楽会 第116回 プレミアム
コンサート トリオ・フリーダムコンサート
　 6月10日(水)14時～(13時30分開場)
 　300人　　 黒岩航紀(Pf)、小森谷巧
(Vn)、古川展生(Vc)　　 全席指定2,000
円　 　4月5日(日)から ◆第9回吟詠発表会

　 4月27日(月)13時30分～14時30分
　 60人(先着)　　電話・来館受付
◆終活とお金
　<共催:野七里地域ケアプラザ>
　 4月30日(木)13時30分～15時30分
　40人(先着)　　野七里地域ケアプ
ラザへ電話・来館受付

◆ふれあいの会～自分の体を知ろう！～
ボディバランス・骨密度等を測定します。
　 4月24日(金)13時～15時　　 20人
（先着）　　 100円　　 電話・来館受付

◆さかえおもちゃ病院
　 毎月第2日曜10時～14時(申込みが少
ない場合は、午前まで)　　 電話・来館受付

◆楽しく遊ぼう!!
　1歳6か月講座(全12回)
　 5月14日・28日、6月11日・25日、7
月9日、9月10日、10月8日、11月12
日、12月10日、1月14日、2月18日、
3月11日（各木曜）10時～11時30分
　5月現在1歳6か月前後の子どもと保
護者18組(抽選)　　1,200円
　 往復はがきで①子どもの生年月日②
〒住所③氏名④電話番号を書いてケア
プラザへ。4月22日（水）必着
◆ご近所茶話会
　 毎月第3水曜13時30分～15時
　 おおむね60歳以上で自力で来れる人
　 150円　　 当日直接

◆認知症を正しく理解し、本人や家族
の思いを知ろう!!
　 5月28日(木)13時30分～15時30分
 　30人(先着)　　電話・来館受付

❶～❸　 4月11日（土）から電話・来館
受付(先着)
❶にこにこお話し会
　 5月14日(木)11時～11時30分　　15人
❷土曜映画会
　  5月16日(土)16時30分～19時　　15人
❸音楽で認知症予防
　 5月24日(日)10時～11時30分　　15人

◆パパママ一緒にふれあいあそび
　 4月18日(土)11時15分～11時45分
　 にこりんく
　 0歳～未就学児親子・プレママパパ
　 当日直接
　 にこりんく　　・　 898-1615

　改修工事のため営業休止してい
ましたが、4月10日(金)(予定)から
営業を再開します。
　 3歳～中学生100円、高校生以
上400円
※詳細は要問合せ
　港南プール
(港南区港南台6-22-38)
 　832-0801　 　832-0803

港南プール
営業再開のお知らせ
港南プール
営業再開のお知らせ

　栄プールは、３月31日（火）を
もって営業を終了しました。
　新型コロナウイルス感染症対策
として臨時休館したため、使用期限
2020年3月31日（火）の「回数
券」及び「令和元年度教室料金」の
返金については、2021年3月31
日（水）まで（公財）横浜市スポーツ
協会にて対応します。詳細は下記
へお問い合わせください。
　（公財）横浜市スポーツ協会
　 640-0017　　640-0024

栄プールの営業終了及び
回数券等の返金対応に
ついて

栄プールの営業終了及び
回数券等の返金対応に
ついて

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

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

❶～❸　 当日直接
❶紙芝居の会
　 4月11日、5月9日(各土曜)14時～
14時30分　　3歳くらい～大人
❷春のはまっ子おはなし会
　 4月25日(土)14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
 　腰折れすずめ(おはなし)ほか
❸親子のおはなし会
　 4月28日(火)11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者

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

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

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

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

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

豊田地域ケアプラザ
〒244-0842 飯島町1368-10 
　864-5144　　864-5904

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

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

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

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



◆森を守るボランティア体験
　オタマジャクシ観察の企画をしよう
　 4月19日(日)9時30分～14時(雨
天決行)　　メール・FAXに①氏名②電
話・FAX番号③メールアドレスを書いて
自然観察センターへ
◆森の保全管理作業体験
　安全な樹木の間伐体験
　 5月16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・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
代表者連絡先⑤このイベントをどこで
知ったかを書いて自然観察センターへ

※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
◆【当日受付教室】
　週末①ピラティス&②ヨガ
　①4月18日、5月9日・23日
②4月25日、5月16日・30日(各土曜)
13時30分～14時45分(受付:13時～)
　各20人(当日先着)　　 1回600円　
　当日直接
◆女性のための職場の人間関係・ハ
ラスメント相談
　5月23日(土)①13時30分～②14
時30分～③15時30分～
　各女性1人(先着)　
　4月11日(土)から電話・来館受付

❶～❸　 16歳以上（先着）
　当日直接（当日15分前から事務室で
参加料支払い）
❶歌声タイム
　4月13日・27日（各月曜）10時～11
時30分　　 各50人　　 各510円
❷ナイト・ピラティス
　4月13日・27日（各月曜）20時～21時 
　各20人　　各1,020円
❸ハッピースマイルエアロ
　4月15日・22日（各水曜）19時～20時 
　各20人　　各510円

トレーニング室には、専門のスタッフがいます。初めての人も安心してお越しください。
　月～金：9時～22時　土：9時～23時　日・祝：7時30分～22時　※申込不要

月　　　　　　　　　火　　　　　　　　　水　　　　　　　　　木　　　　　　　　　金　　　　　　　　　土　　　　　　　　　日

❶～❸　 当日直接
❶「こども谷戸教室」説明会
　 4月11日(土)9時30分～10時30分
　 小学1～3年生の子どもと保護者
❷「親子自然教室」説明会
　 4月11日(土)11時～12時
 　3～5歳の子どもと保護者
❸自然観察会～春の野鳥
　 4月26日(日)9時～11時(雨天中止)
　 あれば双眼鏡持参
◆茶摘み体験
　 5月3日(日・祝)10時～11時(雨天中止)
　 70人(先着/小学生以下保護者同伴)
　 300円
　 4月15日(水)から電話・来館受付
◆田植え体験
　 5月31日(日)13時～15時
　 200人(抽選/小学生以下保護者同伴) 
　 中学生以上300円、小学生200円
　 はがきに①講座名②参加者全員の氏
名・年齢③代表者の住所④電話番号を
書いて「田植え体験係」へ。５月7日(木)
必着。※はがき1枚につき5人まで

◆シルバーワークショップ
　「ボックスフラワーアレンジ」
　 4月22日(水)13時30分～15時
　15人(抽選)　　1,800円
　 電話・FAXに①氏名②年齢③居住区
④電話番号を書いてシルバー人材セン
ター磯子事務所へ。4月15日(水)必着

ストレッチ体操
9時30分～9時50分

姿勢改善のための
エクササイズ&
スト レッチ体操
9時30分～10時

腰痛・肩こり等の
ための簡単筋力
トレーニング&
ストレッチ体操

9時30分～9時50分

腰痛・肩こり等の
ための簡単筋力
トレーニング&
ストレッチ体操

13時～13時30分

腰痛・肩こり等の
ための簡単筋力
トレーニング&
ストレッチ体操

13時～13時30分

腰痛・肩こり等の
ための簡単筋力
トレーニング&
ストレッチ体操
9時30分～10時

ストレッチ体操
9時30分～9時50分

ストレッチ体操
13時～13時20分

ストレッチ体操
13時～13時20分

バランスボール
13時～13時25分

バランスボール
14時45分～15時10分

ストレッチ体操
9時30分～9時50分

ストレッチ体操
①8時～8時20分

②9時30分～9時50分

リズム体操
11時～11時30分
ストレッチ体操

11時30分～11時50分

リズム体操
11時～11時30分
ギムニックボール
11時30分～12時

リズム体操
11時～11時30分
ストレッチ体操

11時30分～11時50分

リズム体操
14時～14時30分
ストレッチ体操

14時30分～14時50分

リズム体操
14時～14時30分
ストレッチ体操

14時30分～14時50分

リズム体操
14時～14時30分 ストレッチ体操

14時30分～14時50分

リズム体操
14時～14時30分

ストレッチポール
15時10分～15時30分 

(原則第2・4)

ギムニックボール
13時～13時30分

ギムニックボール
13時～13時30分

　天井の耐震工事のため、全館休
館します。ご理解・ご協力のほどお
願いいたします。

［休館期間］令和3年度1年間（予定）
※今後変更になる可能性があります。
　 栄公会堂
 　894-9901　 　894-9902
　 栄スポーツセンター
 　894-9503　 　894-9505

栄公会堂・
栄スポーツセンターの
施設全館休館について

栄公会堂・
栄スポーツセンターの
施設全館休館について

❶～❹ 　4月15日(水)から電話受付
(先着)
❶クモの観察とあそび
(横浜ホンチ遊び)
　 4月29日(水・祝)9時30分～12時
　 40人
❷虫の観察会
　 5月9日(土)9時30分～12時(雨天中止)
　 15人
❸プロから学ぶデジタル一眼レフカ
メラ教室(全4回)
　 5月10日・17日・24日、6月7日(各日
曜)9時30分～11時30分(雨天中止)
 　大人15人　　 2,400円
❹春の植物観察会
　 5月16日(土)9時30分～12時(雨天中止)
　 20人

❶～❹　 当日直接(当日先着)
❶企画展「ひとに話したくなる秘密のインド展」
　4月18日(土)～6月21日(日)10時～17時
(16時30分最終入場)　　3階企画展示室
❷絵本の読み聞かせ(学校のおはなし)
　4月19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  　 50人程度
❸映画『風と共に去りぬ』
　4月20日(月)・21日（火）12時～16
時(20分前開場/途中休憩あり)
 　2階プラザホール 　　各200人
❹GWこども上映会
　4月30日(木)～5月8日(金)①11時～②
13時～ 　　5階映像ホール　　各120人
◆子どもとできる!ヨガ教室
　5月4日(月・祝)11時～12時　　2階プ
ラザホール　　 60人(先着)　　電話・メー
ル・来館受付

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

自然観察センター
〒247-0013 上郷町1562-1
　894-7474      894-8892
　kansatsunomori@gmail.com

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

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

2020年トレーニング室
ショートプログラム

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

あーすぷらざ
〒247-0007 小菅ケ谷1-2-1
　896-2121      896-2299
　gakushu@earthplaza.jp

12 2020（令和 2）年 4 月号 ／ 栄区版

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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