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8・9ページで令和２年度に区役所が実施する主な事業をご紹介します▶

歯と口の健康週間

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

♪歯みがきレッスン♪

　４月１日に栄区長に就任いたしました、冨士田 学です。
　新型コロナウイルス感染症対策では、市民利用施設の臨時休館やイベントの中
止・延期など、ご不便をおかけしております。まずは、区民の皆さまのご理解とご協
力に感謝申し上げます。また、日々、状況が変化する中でご不安を感じながら過ごさ
れている方々も多くいらっしゃることと思います。職員一同、区民の皆さまのお気持
ちに寄り添いながら対策に取り組んでまいりますので、引き続きのご協力をお願い
します。
　栄区は、緑や川のせせらぎをはじめとした豊かな自然と、静かで落ち着いた生活
環境が調和した、魅力あふれる街です。国際認証・セーフコミュニティの認証都市で
あることにも象徴されるように、自治会・町内会をはじめとした区民の皆さまが、地域
を愛し、地域活動に積極的に取り組まれていることも魅力の一つだと感じています。
このような魅力あふれる栄区で仕事ができることを、とても嬉しく思います。
　これからも栄区の魅力を次の世代へ引き継いでいくため、区民の皆さま、区内の
事業者や団体の皆さまと力を合わせて区政運営に取り組んでまいります。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

ふじた　 まなぶ

★まずは大切な歯ブラシ
選びから・・・
　毛先の大きさは小さめ、
平坦なカット、かたさは普通
がいいでしょう。

★みがき方のポイント
　歯ブラシの毛先を歯に直
角にあててこきざみに動か
しましょう。

　６月４日から10日は、『歯と口の健康週間』です。
　この機会に、ご自分や家族のお口の健康について
考えてみませんか？健康な歯や歯肉の状態を保つた
めには、正しいブラッシングが大切です。

※毎年この時期に実施していた、栄区歯科医師会主催のイベントは、
新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、今年度は中止する
こととなりました。

★歯みがきの順番を決めましょう！
　同じように全体をみがいているつもり
でも、必ず１人１人にみがきグセがありま
す。お口全部をきれいにするために順番を
決めてみがきましょう。
　このようなお口の健康状態に合った効
果的なブラッシングのアドバイスを、歯科
医師や歯科衛生士から受けることをお薦
めします。

★定期的な歯のチェックを受けましょう
　どんなに丁寧にみがいていても、歯石
や着色など自分では落としきれないもの
もあります。かかりつけの歯科医院を決め
て、定期的なチェックとクリーニングを受
けましょう。定期的に受診をすることで、予
防につながり、歯と口の健康を保つことが
できます。

上あごの歯

下あごの歯
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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「新年度がはじまりました！」
 ………………………………⑧⑨ページ
●各種お知らせ……………⑩～⑫ページ

人口 
119,225人

世帯数
51,428世帯

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



蚊の対策をしましょう
　蚊はデング熱、ジカウイルス感染症、マラリア、日本脳炎など
の感染症を媒介します。５月頃から10月頃までが発生時期とな
るので、蚊を増やさない環境づくりに取り組みましょう。

　ハチの巣はあっという間に
大きくなります。巣がまだ小さ
いうちに駆除すると、危険も
少なく、費用も比較的安く済
みます。しかし、大きくなった
巣の駆除は、専門業者に依頼
しなければ危険な場合もあ
り、相応の料金がかかってしま
います。時々家のまわりを見
てみましょう。

天井裏・壁の中（スズメバチのみ）

床下・戸袋の中
（スズメバチのみ） 垣根・植え込みの中 木のうろの中

（スズメバチのみ）

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

□ 常時留守番電話を設定、または通話を録音する装置をつけよう！
□ キャッシュカードは他人に渡さない！
　→栄区内では、犯人がデパートの従業員や警察官、銀行協会の
　職員等を装い、キャッシュカードをだまし取り、口座からお金を引
　き出す手口の詐欺が多く発生しています。
□ 身に覚えのない料金の請求はがき・封書は無視しよう！
　→どうすればいいか分からないときは警察に連絡しましょう。
　　（栄警察署：　 ・　 894-0110）

　令和元年に栄区内で発生した特殊詐欺の被害総額は約１億
1,800万円（79件）。平成30年の被害総額約8,600万円（34
件）から大幅に増加してしまったんだ。特に令和元年はキャッシュ
カードをだまし取る詐欺が増えたよ。次は自分が被害に遭うかもし
れないよ。気をつけようね。

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

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。

　 【交流に関すること】生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099
　 ながわ農業観光案内所　　・　 0178-76-3020

　“果樹の里”と知られる南
部町の果物狩りメニューの
中でも、随一の人気と知名
度を誇る「さくらんぼ狩り」
が６月中旬からスタートし
ます。
　町内約４０軒の観光農園
が、愛情を込めて育てた甘
く実ったさくらんぼで皆さ
んのご来園をお待ちしてい
ます。

各園様々な品種のさくらんぼが
植えられています

昨年青森県内デビューとなった新品種「ジュノハート」

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月～
女王バチが単独で
巣を作り始める

働きバチが
増えて巣が
大きくなる。

ハチの防衛本能が強くなり
巣に近づくと攻撃するよう
になる。

女王バチだけ
が朽木の中な
どで冬眠する。
巣は空になり、
再利用されな
い。◀スズメバチ

の巣はまだ
小さい

◀夏から秋に
かけて巣が最
大となる

この時期に
駆除を！

近づくのは
危険！

直径約7cm 直径約10cm 直径約20～30cm

ハチの巣は早期発見して駆除しましょう
　ハチの巣は刺激しない限り、ハチから人を刺しにくることはありません。しかし、日常
生活に支障がある場合は巣の駆除が必要です 。

●巣の駆除はどうするの？ こんなところに巣をつくります！

ハチの種類、駆除方法、防護服の貸出しなどハチに関することでご不明なことは、
生活衛生係までお問い合わせください。

　肌の露出をできるだけ避け、
虫よけ剤(有効成分：DEETやイ
カリジンを含むもの)を使いま
しょう。茂みややぶなどに不用意
に近づかないようにしましょう。

●刺されない対策

　発生源の水たまりを無くすことが蚊
の発生を抑える有効な対策です。

タイヤの溝 植木鉢の受け皿空き缶や空いたペットボトル

バケツ つまった側溝使っていない飼育ケージ

●発生を抑える対策 このような水のたまり
やすい場所は注意し
ましょう。

　また今年、新品種
「ジュノハート」が全国
デビューとなります。
粒が大きく、ハートの
形をしているのが特徴
です。希少品種ですの
で南部町にお越しいた
だくほか、近郊でお見
かけの際はぜひご賞
味ください。
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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

こども家庭係
894-8434　　894-8406

子ども・家庭支援相談
　日々の子育ての悩み、いじめ、不登
校など乳幼児期から思春期までの子
どもに関する様々な相談を、電話や
面談でお受けします。

月曜～金曜(祝日・年末年始を除く)
8時45分～12時、13時～17時
区役所本館2階26番窓口
894-3790

肺がん 
(昭和56年4月1日以前に
生まれた人/1年度に1回)

　6月18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56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

①6月9日（火）②6月23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)

秘密は厳守します。
匿名でも相談できます。
子ども本人でも
相談できます。

※5月実施分の各種がん検診については、中止することとなりました。

栄消防署予防課　　・    892-0119

◀横浜消防
　マスコットキャラクター
　ハマくん

熱中症対策
「暑さに負けない体づくり！」
　５月になると熱中症が疑われる症状で救急搬送される人が増えてきます。健康で元
気に夏を乗り切るために、「暑さに負けない体づくり」をしましょう。

※体力には個人差があるので、運動は自分に合った範囲で行ってください。
暑い時間帯は避け、水分・塩分補給も忘れずに行いましょう！

さらに、3、4週間経つ
と、汗に含まれる余分
な塩分が減って、体の
塩分濃度を保つことが
できるんだ。そうする
と、熱けいれんなどの
熱中症の症状を防ぐこ
とができるよ。

人は暑さに強く
なるの？

「暑熱順化」って
なに？

どうしたら
いいの？

強くなれるよ。「暑熱順化」といって、身体
が暑さに慣れることで暑さに強くなって
いくんだ。

「やや暑い環境」で、「ややきつい」と感じる
運動を毎日３０分程度、２週間くらい継続
することで強くなれるといわれているよ。

「暑熱順化」とは、発汗量・汗の塩分濃度低
下、血流量の増加や心拍の減少などで暑
さに強くなっていくことなんだ。この体の
適応は、気候の変化より遅れてくるため、
早めの対策が必要だよ。

人混みを避けて適度な
運動をしよう！

しょねつじゅんか

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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　 電話でこども家庭支援担当
（　 894-8049)へ

　 5月21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

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

　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 

　 電話で健康づくり係
（　 894-6964)へ

 　 5月26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）     　 5月20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

5月12日(火)13時～16時、5月13日(水)9時～11時、
5月28日（木）9時～12時、6月2日（火）13時～16時
区役所新館2階

5月12日（火）13時～16時、5月28日（木）9時～12時、
6月2日（火）13時～16時
区役所新館2階

　①5月11日(月)②5月22
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

　 5月18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、「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

※実施状況については、事前にホームページや紙面に記載のある問合せ先に確認してください。



横浜市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」を改定しまし
た。市民意見募集では、貴
重なご意見・ご提案を頂き、
ありがとうございました。

平成29年度から３課協働で進めています。
今年度は、健康状態実態調査の報告会や健康状
態をチェックする測定会を予定しています。

私も様々なイベントに参加し、食べ歩き
やスリッパ卓球大会に出場するなど、商
店街のおまつりを楽しんでいます！

　風水害や地震への
備えとして、災害特性
に応じた訓練の実施や
水害対策広報スピー
カーの出力アップ、河
川水位警告灯の設置
など様々な取組を進め
ます。

地域防災拠点運営委員会の支援、区本部機能の強化、防災出前講座の実施、災害時要援
護者避難訓練の支援、福祉避難所開設・運営の円滑化、ペット同行避難訓練の支援など

総務課　山口係長

風水害・震災対策

　自主企画事業費とは、地域のニーズに迅速かつきめ細や
かに対応するため、身近な市民サービス拠点である区役所
が独自に予算を組むことができる費用です。

　栄区役所では、出生・結婚の届出をした人に
お祝いの気持ちをこめて、
記念品をプレゼントして
います。

　「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。
　栄区は全国で７番目のセーフコ
ミュニティ認証都市として、防災や
福祉、交通安全などの様々な事業
を通して、地域の皆さんと「安全・
安心なまちづくり」に取り組んで
います。

※上記の自主企画事業費を含む、６億7,474万円を「個性ある区づ
　くり推進費」として区役所が執行します。
※その他、横浜市全体で使途が定められている予算にて、子育て・高
　齢者支援、身近なまちづくりなど区民生活を支える事業を実施して
　います。

出生・結婚のお祝いに…

地域振興課　
鵜池さん

区政推進課
横山さん

戸籍課　松崎さん

▶予算の詳細はHPで 令和２年度　栄区予算

栄区　セーフコミュニティ

区役所1階に設置しているメモリアル
フォトコーナーでは、婚姻届を出された
方が思い出の一枚を撮影できます。
シャッター操作もお手伝いします！

防災・減災
1,592万円

福祉・健康
2,600万円

魅力向上
2,017万円

まちづくり
1,531万円

その他
（セーフコミュニティなど）
2,625万円

自主企画事業費

１億365万円

こんな事業にも
取り組みます！

　商店街のにぎわい向上のため
に、商店街の位置やお店を紹介
するホームページの作成や、商
店街が地域の皆さまと連携して
実施するイベントを支援します。

栄区民まつり、タッチーくんの魅力発信、栄区ならではのおもてなし推進、栄
区民芸術祭、ＳＡＫＡＥヤングフェスティバル、友好交流都市との交流促進など

商店街にぎわい創生

こんな事業にも
取り組みます！

　健康長寿に大切な
視点は、「運動」・「栄
養」・「社会参加」の３
つです。昨年、区民の
皆さまにご協力いた
だいた健康状態実態
調査の結果を活用
し、地域の皆さまとと
もに取組を推進して
いきます。

第４期栄区地域福祉保健計画の策定、障害理解の推進、食育の推進、特定健診・がん検
診の受診率向上、子育てに関する相談や情報発信と居場所づくりなど

健康長寿さ・か・え

こんな事業にも
取り組みます！

　区の中心部である本郷台
駅周辺地区の魅力向上を目
的に、駅前からいたち川にか
けての活性化や、来年度の
開所を目指す複合公共施設
を中心とした地区全体のま
ちづくりに関する検討を行
います。

交通改善による温暖化対策実証実験、郊外住宅地の持続可能なまちづ
くり、公園愛護会・水辺愛護会・ハマロードサポーターの活動支援など

本郷台駅周辺の
まちづくり

こんな事業にも
取り組みます！

風水害を想定し、どのような気象状況の際にど
の避難所が開設されるかを掲載した栄区避難
所マップが完成しました。6月末までに区内全
てのご家庭に配布する予定です。

高齢・障害支援課　岡田さん
保険年金課　後藤係長
福祉保健課　伊藤さん
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【特集に関する問合せ】企画調整係　
　 894-8161　　894-9127

令和２年度に区役所が実施する
主な事業を紹介します。



広告

　区内で活動している皆さんの活動場所に区長が伺
い、ご一緒に活動を体験させていただきながら地域で
のご要望や課題等を伺います。実際の訪問時期につ
いては、新型コロナウイルスの状況をみながら別途調
整させていただきます。

　 区内で活動している
　 5人以上のグループ
　 電話・ＦＡＸ・メール受付

広報相談係　　894-8335　　894-9127
sa-kohosodan@city.yokohama.jp

こんにちは区長です
～参加グループ募集～

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助
（主催：栄区・動物と仲良く暮らせる街づくり協議会）

◆①【子育て支援】キグちゃんの
「ママのためのはぐくみ広場」
②【学習支援】一緒に勉強しよう！
楽習教室
　①6月3日（水）10時30分～11時
30分②毎週水曜15時～17時
　①未就園児親子15組（先着/出産予
定の人・家族も可）②小・中学生20人（当
日先着）
　 ①電話・来館受付②当日直接

◆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
　 6月8日（月）Ａ：10時30分～12時
Ｂ：13時～14時30分
　 各50人（抽選）　　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
いて本郷地区センターへ。5月19日（火）
消印有効 ※AとBの重複はできません

★ふわふわであそぼう&給食試食会
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月18日（月）
★音で遊ぼう・・・・・・・・・・・・・・6月8日（月）

★運動会（のあフェスティバル）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月6日（土）

★かばくんアート・つくってあそぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月12日（火）
★ランチ交流・・・・・・・・・・・・・・・5月14日（木）
★泥んこあそび
　・・・・・・・・・・・5月26日、6月9日（各火曜）
★歯みがきについて・・・・・・6月4日（木）

★ランチ交流
　・・・・・・・5月13日、6月10日（各水曜）
★園庭で遊ぼう・・・・・・・・・・・5月14日（木）
★どろんこあそび
　・・・・・・・・・・5月28日（木）、6月2日（火）

★手形足形ぺったんこ・・・5月12日（火）
★リズムあそび
　・・・・・・・・・・・・5月14日（木）・6月4日（木）
★泥んこあそび・・・・・・・・・・・5月19日（火）
★ランチ交流・・・・・・・・・・・・・・・5月21日（木）
★保育園にあそびにいこう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月1日（月）

❶～❸　 電話・来館受付（先着）
❶日常にアロマテラピーを♪天然の
抗菌・抗ウィルス作用のアロマハンド
ジェル作り
　 6月13日（土）10時～12時
　16人　　1,000円　
 　5月11日（月）から

❷チーズとワインのマリアージュ夏 
専門家に学ぶ最高の相性 テイスティ
ングとクッキング
　 6月7日（日）10時～14時
　12人　　2,500円
　 5月12日（火）から

❸キグちゃんの「親子であそぼ！」2歳児
外に出て親子で公園遊びをしよう！
　 6月29日（月）10時30分～11時30分
（雨天時室内）
　 2歳児親子20組
　 5月13日（水）から

★たんぽぽ会「リトミック」
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月22日（金）
★たんぽぽ会「シールでぺったん」
　（造形あそび）・・・・・・・・・・・・5月29日（金）

★未就園児見学会・・・・・・・・5月21日（木）

★たけのこランド・・・・・・・・・・5月19日（火）
★めばえ「はみがきできるかな」
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月20日（水）
★めばえ「たのしくあそぼう」
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月10日（水）

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ

区内に生息している飼い主のいない猫（頭数制限/審査あり）
申込者個人負担額
オス：3,000円、メス：5,000円（市の補助事業との併用不可）
6月1日（月）から区内の動物病院、生活衛生係（区役所新館3階
302番窓口）で電話・来館受付

〈栄区・動物と仲良く暮らせる街づくり協議会とは…〉
動物が好きな人も嫌いな人も、誰もが住みやすく動物が受け入れられやすい街づくりを目
指して活動している人たちの集まりです。一緒に活動したい人は、生活衛生係までご連絡く
ださい。
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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

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

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま 　 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。

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。

※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。

　 891-0111
　 895-3761

ふぁみりーさぽーと
のあ

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園

　 871-3661
　 871-3812飯島保育園

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園

　 892-5588
　 893-9884

鍛冶ヶ谷
カトリック幼稚園 

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

★運動会………………5月17日(日)
★年長保育参観…………6月9日(火)

生活衛生係　　 894-6967　　 895-1759



広告

◆5月のロビーコンサート
～リコーダー・アンサンブル～
　 5月30日（土）11時～11時45分
　 トリル　　当日直接

❶～❹　 電話・来館受付（先着）
❶春の洋菓子講座
～抹茶レアチーズケーキ～
　 5月22日（金）9時30分～12時30分
　16人　　800円　　
　 5月11日（月）から

❷クラフトテープ講座～夏に持ちた
い白いバッグ～（全2回）
　 6月2日・9日（各火曜）12時30分～
14時30分　　15人　　500円
　 5月11日（月）から

❸ネパール料理講座
～タルカリ、チキンカレー他～
　 6月20日（土）10時～13時
　 20人　　1,200円
　 5月12日（火）から

❹父の日に親子でパン作り
～調理パン（ツナ・ゆで卵・チーズ）～
　 6月21日(日)9時30分～12時30分
　 小学生と保護者12組　　500円
　 5月12日（火）から

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絵手紙～はがき絵の基礎を学び身近
なものや風景を描いてみよう～(全4回）
　 6月9日・16日、7月14日・21日（各火
曜）13時～16時　　9人　　600円
　 5月25日（月）必着

❷押し花絵～湖面に映る景色、泳ぐ
白鳥、癒しの押絵～
　 6月19日（金）13時30分～15時
　 5人　　1,500円
　 6月9日（火）必着

❸初心者茶道体験教室～自分で抹茶
をたてて飲んでみましょう～
　 6月21日（日）12時30分～15時30分
　10人　　500円
　 6月9日（火）必着

❹フラワーアレンジメント
～爽やかな初夏の花を今はやりの
フェイクフラワーで～
　 6月25日（木）13時30分～15時30分
　 8人　　2,300円
　 6月9日（火）必着

◆ふじやまの手打ちそばを味わう会
～ふじやま自慢の味をお気軽に～
　 6月12日（金）～14日（日）11時～13時
　 各30人（当日先着）　　400円
　 当日直接

❶～❸　 当日直接
❶おはなし会
　 5月13日、6月10日（各水曜）16時～
16時30分　　4歳くらいから

❷かながわこどもひろばおはなし会
　 5月23日（土）14時～14時30分
　 3歳くらい～大人
　 あなのはなし（おはなし）ほか

❸親子のおはなし会
　 5月26日（火）11時～11時20分
　 4か月～3歳の子どもと保護者

❶～❺　 5月11日（月）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＆シークエンスダンス
　 6月7日（日）10時～11時30分
　15人

❷さわやかスポーツ（グランドゴルフ）
　 6月8日（月）10時～11時30分
　18人

❸自彊術
　 6月8日（月）10時～12時　　15人

❹歌ってハツラツ
　 6月19日（金）13時～15時
　 40人

❺アイロンプリント
　 6月24日（水）10時～12時
　10人　　1,800円（材料費）◆地域歴史散策13 笠間村周辺を歩く

　 5月30日（土）13時～16時30分
　 集合：笠間十字路ローソン前
　 中学生以上25人（抽選）
　 500円（資料代・保険料）
　 往復はがき・FAXに①講座名②住所
③氏名（ふりがな）④電話番号⑤「広報
よこはまを見た」と書いて、埋蔵文化財
センターへ。5月15日（金）必着

◆午後の音楽会 第117回 寺下真理子
ヴァイオリンリサイタル
国内外で活躍をするヴァイオリニスト。
ミューズが奏でる美しい音色に包まれる
華やかなひととき。
　 7月10日（金）14時～（13時30分
開場）　　300人（先着）　
 　寺下真理子（Vn）、米津真浩（Pf） 　 
　 全席指定500円　　
 　5月5日（火・祝）から

◆お薬手帳から始める終活・
エンディングノートの書き方講座
　 6月14日（日）14時30分～16時
　 20人（先着）
　 5月11日（月）からメール・電話・来館
受付

◆ぐずり泣きにも効果抜群
ベビーマッサージを始めましょう！
　 5月25日（月）10時30分～11時30分
　 2か月くらい～ハイハイ前までの乳児
と保護者10組（先着）
　 300円（オイル代）
　 電話・来館受付
※託児保育有（要申込み）

◆学習支援「てらこや・かみごう」
　 6月2日・9日・16日・30日（各火曜）
各15時～17時　　小・中学生　　
　 当日直接
❶～❹　 5月11日（月）から電話・来館
受付（先着）
❶ホタルのこと知ってみよう！探して
みよう！
　 6月5日（金）19時15分～20時
　 幼児・小学生の親子15組（必ず保護者
同伴）

❷父の日♥オリジナルのマグカップ
を贈ろう
　 6月6日（土）13時30分～15時30分
　 小・中学生10人（低学年保護者同伴）
　 300円

❸シンプル＆時短・・・でもお野菜は
たっぷり！簡単作り置き料理
　 6月8日（月）10時～13時30分
　12人　　1,000円

❹「苔で小さなお庭を作ろう」
しぶく！かわいく！
　 6月13日（土）10時～11時30分
　12人　　600円

❶～❸　 当日直接
❶パソコン無料相談会～パソコンや
スマホのことで困っていませんか？～
　5月16日（土）13時～16時

❷フォト&ウオークカフェ
～歩いて探そう栄の魅力～
　 5月23日（土）10時～12時（13時ま
で交流タイム）
　撮った写真は、6月中ぷらっとギャラ
リーに展示

❸絆のカフェ
～中途障害者支援施設の手づくり品
及び東北被災地復興支援物販～
　5月30日（土）10時～12時（13時ま
で交流タイム）

◆のしちり健康作り体操・
半年毎の測定会
　 6月8日(月）9時30分～11時30分
　 庄戸中学校コミュニティハウス
　 20人（先着）　　500円
　 電話・来館受付
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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

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

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

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

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

笠間地域ケアプラザ
〒247-0006 笠間1-1-1
　890-0800　　890-0864
　kasamacp@orion.ocn.ne.jp



◆みんなでバードウォッチング～夏鳥
がやってきた～初心者大歓迎！
　 5月10日（日）9時～13時（受付：
8時45分～/雨天決行）　　双眼鏡・
図鑑貸出あり　　当日直接

❶❷　ホームページ・電話・来館受付

❶理科っておもしろい！女の子のため
の実験教室
　 7月5日（日）13時～15時30分
　 小学4～6年生の女の子20人（先着）
　 5月15日（金）から

❷パパもつくれる離乳食！
　 7月11日（土）10時～12時　
 　4か月～6か月程度の子どものパパ
15人（先着）　　
　1,500円　
　 5月11日（月）から
※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

◆自然観察会～若葉の雑木林～
　5月24日（日）13時～15時（雨天中止）
　 当日直接

◆夜間観察会
　6月6日（土）18時45分～20時（雨
天中止）　　30人（先着/中学生以下保
護者同伴）
　 中学生以上500円、小学生200円
　 5月20日（水）から電話・来館受付
※1回の申込みにつき5人まで

❶❷　16歳以上（先着）　 当日直接　 
　 当日15分前から事務室で参加費支払
❶ナイト・ピラティス
　月曜（不定期）20時～21時
　 各20人　　1回1,020円

❷ハッピー・スマイル・エアロ
　水曜（不定期）19時～20時
　 各20人　　1回510円

❶❷　5月11日（月）から電話受付（先着）
❶ホタルの観察会
　6月6日（土）18時～19時45分（雨
天中止）　
　 30人

❷ふるさとの森 夏の自然観察会
　 6月13日（土）9時30分～12時（雨
天室内）
　20人

◆舞岡ふるさと村 ジャガイモ掘り
　 個人：6月20日（土）・21日（日）
団体（30株以上掘る人）：6月上旬～下旬
　 入園料：大人200円、子ども100円
掘り取り料：700円（5株単位）
　 5月15日（金）から電話受付

◆パン教室
　 6月28日（日）13時～16時　
　12人（抽選）　
　1,600円　
 　往復はがき・ホームページに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。5月26日（火）必着

◆臨時休館について
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ
ため、8月31日（月）まで臨時休館いたし
ます。
詳細はホームページをご確認ください。

男女共同参画センター

◆第2回 就活とお金
<共催：野七里地域ケアプラザ>
　 5月30日（土）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

◆重ね煮料理教室
　 6月13日（土）10時～13時
　12人（先着）
　 800円
　 5月12日（火）から電話・来館受付

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

◆出張広場 親子で遊ぼう!
　（子育て支援共催事業）
　 6月10日（水）10時30分～11時30分
　 0歳～未就学児と保護者12組（先着）
　 5月11日（月）からにこりんくで電話・
来館受付
　にこりんく（桂町711）　・　898-1615

◆おなか元気教室！！
　 6月24日（水）10時～11時
　15人（先着）
　 5月11日（月）から電話・来館受付   

◆ノルディックウォーキング教室
　 5月13日（水）10時～11時30分
　15人（先着）　　電話・来館受付

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

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      865-4671

あーすぷらざ
〒247-0007 小菅ケ谷1-2-1
　896-2121      896-2299

自然観察センター
〒247-0013 上郷町1562-1
　894-7474      894-8892

　ホームページ・往復はがき・所定申込書（返信用切手63円分貼付）に①参加教
室名②氏名（ふりがな）③性別④生年月日・年齢⑤〒住所⑥日中連絡の取れる電
話番号⑦市外在住で市内在勤・在学の人は、勤務先学校名を書いて栄スポーツ
センターへ（抽選）。5月28日（木）必着 横浜市栄スポーツセンター 定期教室

あーすぷらざ

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

・同一教室・同一マーク（☆○■）への重複応募は無効。
・市内在住・在勤・在学・初参加の人を優先。
・「親子体操」は、子どもが1人増えるごとに+1,000円。
・「親子体操」を往復はがきで申し込む場合は、②～④を親と子どもの両方について記載。
・きょうだいの場合は1人ずつ申込み。

教室名 対象/定員 曜日 時間 参加費

☆ 水曜卓球（１）

☆ 水曜卓球（２）

金曜卓球

バドミントン

太極拳

○ 親子体操（１）

○ 親子体操（２）

■骨盤コンディショニング（１）

■骨盤コンディショニング（２）

7,700円

9,900円

5,500円

3,800円

9,300円

9時～10時45分

11時～12時45分

9時～10時45分

13時～14時30分

9時～9時50分

10時～10時50分

11時～11時50分

12時～12時50分

16歳以上84人

16歳以上66人

16歳以上125人

16歳以上15人

水

金

木

土

水

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

◆夏のスポーツ教室（7月～９月） ※全10回の教室です。

※諸注意 

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

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

5月中旬頃、特定健康診査「受診券」を送付します5月中旬頃、特定健康診査「受診券」を送付します

　特定健康診査とは、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロー
ムを早期に発見し、生活習慣（食生活や運動習慣）の改善につなげていく
ための健康診断です。
【対象者】40歳～74歳の国民健康保険に加入している人
【検査項目】問診、身体診察、血圧測定、血液検査など
【受診期限】令和3年3月31日（水）まで
※新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言期間中は、特定健康
　診査の実施は中止となります。

保険係　　894-8425　　895-0115

平成28年4月2日～
30年6月30日生まれ
の子どもと保護者44組

12 2020（令和 2）年 5 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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