
　「救命の連鎖」とは、倒れた人を助けて、社会復帰させるための一連の手
順のことです。「救命の連鎖」を構成する4つの輪がすばやくつながると救命
効果が高まります。

　心肺停止の人が倒れたら、現場に居合わせた人が真っ先に心肺蘇生を
行うと生存率が高まります。さらに救急隊の到着よりも早くAEDによる電
気ショックを行うことで、社会復帰率も高くなります。
　皆さんに応急手当の知識と技術を身につけていただくために、栄消防
署ではさまざまな場所で救命講習を開催しています。受講を希望する人
は、消防署にお問い合わせの上、ぜひご参加ください。

　生ごみ処理器「ミニ・キエーロ」を区民の皆さんに手軽に利用して
もらえるよう、区内3か所での販売を9月1日（火）から開始しました。

笠間通り町筋トレクラブ（笠間地域
ケアプラザ提供）令和２年７月実施

のしちり散歩（野七里地域ケアプラザ提供）令和元年10月実施

「ふれあいの会」（中野地域ケアプ
ラザ提供）令和元年11月実施

資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

心停止の予防 早期認識と通報 一次救命処置
（心肺蘇生とAED）

二次救命処置と
心拍再開後の集中治療

最初の3つは、現場に居合わせたあなたの行動が大切です。

※生ごみ処理器「キエーロ」とは…
土の中のバクテリアを利用して生
ごみを消滅させる生ごみ処理容器
です。用意するのは黒土だけで、
投入物（食用油、カレー等）の制限
はほぼありません。土に埋めるた
め臭いがなく使えます。

区民であれば誰でも、次の2つをするだけで「ミニ・キエーロ」を
1,000円（通常価格から2,000円引き）で購入できます。
その1 区内3か所ある販売店で購入
その2 購入補助金額申請書および領収書写しを販売店に提出

ご家庭で生ごみが肥料に大変身！
生ごみ処理器「ミニ・キエーロ」は
区内3か所でお買い求めいただけます

▲生ごみ処理器「ミニ・キエーロ」

■区内販売店舗
〇（株）ファンケル飯島事務所（飯島町109-1）
〇（株）さくら住宅本社（桂台西2-4-3）
〇エミールの森ひよこ保育園（小山台1-33-10）

栄消防署救急課　　・    892-0119

応急手当の知識を高めて、
救命の連鎖をつなげよう！ ～９月９日は「救急の日」～

特 

集

栄区民の健康状態実態調査の結果を発表！より健康長
寿な街へ

特集は

８・９ページへ

 栄区のいま
（2020年8月１日現在）9 月号

No.275

52020（令和 2）年 9 月号 ／ 栄区版

栄区は国際認証・セーフコミュニティの認証都市です

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） 栄区役所

人口 
119,596人

世帯数
51,920 世帯

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。

ここから栄区版（⑤～⑫ページ）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「みてみよう！ 栄区の健康長寿の実態」
 ………………………………⑧⑨ページ
●各種お知らせ……………⑩～⑫ページ



広報相談係
894-8335　　894-9127

※抽選結果および参加にあたっての注意
事項については、9月28日（月）までに
はがきで通知します。

正しく理解すれば、怖くない。
結核のことをよく知ろう！
～9月24日から9月30日は、「結核予防週間」です～　9月はツバキ、サザンカで毛虫（チャドク

ガ）が発生します。触れるとかぶれるので、
見つけたら駆除しましょう。
　駆除のご相談は、生活衛生係（区役所新館
3階302番窓口）へ

チャドクガに注意して！

　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？

10月5日（月）15時～16時（14時30分開場）
区役所新館4階8号会議室
20人（抽選）
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 石井直樹さん（監修）、造園部長 佐藤一将さん（講義・実演）
寄せ植えのポイントの説明と植木鉢への植栽（持ち帰り可）
持ち物：エプロン、手袋等（シャベルは貸し出します）
往復はがきに①住所②氏名③電話番号を書いて、企画調整係寄せ植え
講座担当へ。9月16日（水）（必着）
※電話受付不可/はがき1枚につき1人まで/重複応募無効/区内在住・
在学・在勤の人優先

寄せ植え講座

「タッチーくんコラボカフェ@ さんぽみち」 第2弾

資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

企画調整係　　894-8161　　894-9127

　「疫から免れる」と書くように、「免疫」の大きな役割は、体内に侵入するウ
イルスや細菌、がん細胞など、体にとって異物となるものから身を守ること
です。口はこうした異物の侵入口でもあり、侵入を防ぐバリアでもあります。
口の中の粘膜には独自の免疫システムがあることがわかってきました。
　しかし、せっかくの免疫システムも、口の中が汚れていてはその効果が十
分に発揮できません。口の中にはたくさんの細菌が存在しますが、細菌の
塊である歯垢（プラーク）は、正しい歯みがきで減らすことができ、健康な歯
や歯肉の状態を保つことにつながります。歯ブラシの毛先を歯に直角にあ
てて細かく動かしてみがくこと、歯間ブラシやデンタルフロスなどの歯間清
掃補助用具などを使用して、日常からプラークコントロールを心がけましょ
う。「手洗い、うがい、そして、歯みがき」をすることが、感染症やインフルエ
ンザの予防にもなります。

 免疫力アップのためにも「口腔ケア」をしっかり行い、口の病気を進めない
ためにも歯科医院での定期健診も忘れないでください。

ウイルスに負けないからだづくり
「口腔ケア」をしよう

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

結核ってどんな病気？
　結核菌によって主に肺に炎症がおこる病気です。日本では、今でも１日に
５０人の新しい感染者が発生し、5人が命を落としている重大な感染症です。

どのように感染するの？
　結核菌の混ざったしぶきが、咳やくしゃみと一緒に空気中に飛び散り、そ
れを周囲の人が直接吸い込むことによって感染します。結核に感染しても
必ず発病するわけではなく、免疫力が弱まると比較的進行はゆっくりです
が、菌の増殖を抑えきれず発病します。

予防対策は？
　予防接種（BCG接種）は遅くとも１歳までには接種を受けるようにしま
しょう。普段から健康的な生活（バランスの取れた食事・適度な運動・睡眠時
間を十分とる・たばこを吸わないなど）を心がけることが大事です。
　また、咳や痰、微熱などの症状が2週間以上続く時は、早めに医療機関を
受診しましょう。

治療方法は？
　結核と診断されても、6～9か月間、きちんと薬を飲めば大半の人は治る
ため、正しく理解して行動していれば決して怖い病気ではありません。

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

応援
よろしくね！

咳
エチケット

ゆるキャラグランプリ タッチーくん

栄区 さんぽみち

充電式電池をごみに混ぜて捨てないで！

プラスチック製
容器包装、燃やす
ごみの日に混ぜ
て出す

区役所本館１階にある
小型家電回収ボックス

二次電池
リサイクルボックス

　モバイルバッテリーなど充電式電池を含む電子機器をプラスチック製容
器包装などに混ぜて出すことによる発火事故が発生しています。充電式電
池やそれを含む小型家電は区役所や収集事務所に設置している二次電池
リサイクルボックスや小型家電回収ボックスにお出しください。

充電式電池 回収場所詳しくは

【二次電池及び充電式電池を含む製品の例】
モバイルバッテリー、電子タバコ、スマートフォン、電動歯ブラシ、電気
シェーバーなど

投票はこちらから

　さんぽみちのカフェが期間限定でタッチーくん仕様になります！期間中に
カフェを利用するとプレゼントがもらえます！
　 9月1日（火）～25日（金）11時30分～15時
　 定休日:水・日曜、第2・4木曜、栄公会堂（たっちー
　　　　  らんど）休館日
　 ★詳しくは、ホームページをご確認ください
　 栄公会堂（たっちーらんど）地下1階
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※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。



こども家庭係　　894-8463　　894-8406

　 電話でこども家庭支援担当
（　 894-8049)へ　 9月17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　

　 9月14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

9月18日（金）9時～11時、9月24日（木）9時～12時、
10月2日（金）9時～11時、10月6日（火）13時～16時
区役所新館2階

9月24日（木）9時～12時、10月6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

　 9月29日(火)13時30分～14時15分 　 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
10組（申込み多数の場合は2部制/先着）

　 調理実演･講話等
※試食・保育はありません

　 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

　 離乳食、少食、好き嫌いの相談など

卒煙相談(個別禁煙相談）     　9月16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

生
活
習
慣
改
善
相
談

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  

種類･対象･予約の有無 日時･会場･定員 講師・内容･料金 申込み･問合せ など

子
育
て

が
ん
検
診

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　 
　 こども家庭支援担当
　 894-8049
　 894-8406

乳
幼
児

健
診

　 9月23日（水）、10月7日（水）
　 9月18日（金）、10月2日（金）
　 9月9日（水）・25日（金）

母親教室
　 9月7日・14日・28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

　 10月15日(木)8時30分～11時40分
　 区役所新館2階(当日の受付時間は予約時に調整)  

　 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

　電話で障害者支援担当
（　 894-8405）へ

　 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  　 平日8時45分～12時、13時～17時
　 区役所本館２階

 　9月29日(火)9時～12時　  
 　区役所新館2階栄養相談室

　 11月10日（火）9時～12時
　 区役所新館１階(当日の受付時間は予約時に調整)

　 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

　10月9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

　9月15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

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)

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)

令和3年度向け 保育園事前説明会
　令和3年4月1日からの利用希望者を対象とした説明会を行います（5月
以降の利用希望者も参加可）。
　 ★印がある園は、事前申込み
　 それ以外は当日直接
※車での来園はご遠慮ください。
※説明会への参加は、利用の可否とは関係ありません。
※令和3年4月1日からの利用申請書は、こども家庭支援課と
　区内の各保育園で10月12日（月）から配布（郵送受付開始）予定です。
※障害のあるお子さんの利用を希望される場合は、9月中旬～10月中旬に
　社会福祉職または保健師（区役所本館2階26番窓口）にご相談ください。

かつら愛児園

大船ルーテル保育園
いいじまルーテル保育園★ 
やまゆり保育園 
エミールの森ひよこ保育園

かさまの杜保育園★
 
ベネッセ本郷台保育園★ 
アスク大船保育園★
杜ちゃいるど園★ 

  9月29日(火)16時30分～ 
10月17日(土)10時30分～
10月15日(木)10時～
  9月29日(火)10時～ 
10月  6日（火）10時～
10月22日（木）10時～ 
  9月19日(土)10時～ 
10月  9日(金)15時～ 

園にお問い合わせください 

私
　
立

892-3711

892-2366
895-8780
894-5353
891-6766

890-6010

897-3056
897-6765
890-6112

保 育 園 

・家庭的保育事業については、こども家庭係にお問い合わせください。
・横浜保育室つくし共同保育所（　 892-4326）については、園にお問い合
 わせください。

日　時 連絡先 

ふぁみりーさぽーと のあ★
すずかけ保育園★
いのやま幼稚園★ 
いのやま保育園★
中野幼稚園 
中野どんぐり保育園
飯島東幼稚園 
飯島東保育園

飯島保育園★

公田保育園★
上郷保育園★

桂台保育園★

チューリップ保育室★
芸術の森保育園★
ふれあいの家
にこにこ保育園★
マームゆりかご
おおふな保育園★

10月  3日（土）10時～
園にお問い合わせください

10月15日（木）10時30分～

10月10日（土）10時～

  9月24日（木）10時～
10月15日（木）10時～ 
10月  7日（水）9時30分～11時
（入替え制）
10月  9日（金）10時～11時
10月13日（火）9時30分～11時
10月14日（水）9時30分～11時30分
（入替え制）

園にお問い合わせください  

私
立

認
定
こ
ど
も
園

市
　
立

小
規
模

891-0111
894-5552

894-5588

893-3980

892-1154

871-3661

892-1530
893-3565

894-1335

894-1214
435-9048

898-2081

513-5464

保 育 園 日　時 連絡先 

※車来園可

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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※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。
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回収率はなんと73％！
アンケートに

ご協力いただいた皆さん、
ありがとうございました！

回収率はなんと73％！
アンケートに

ご協力いただいた皆さん、
ありがとうございました！

■日時　令和２年11月下旬（予定）　
■場所　たっちーらんど（栄公会堂）
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、予定が延期・変更にな
る場合がありますので、詳細は栄区ホームページ等でお知らせします

　栄区が横浜市で最も健康長寿な区であることを知っていますか？（※１）これからも栄区の皆さんがますます長～く
健康で過ごすために、栄区役所ではその実態を探ってみました。令和元年に初めて実施した、栄区の高齢者等の実態を
把握する調査の結果をもとに、今後の生活を見直すきっかけにしてみましょう。

【特集に関する問合せ】福祉保健課 事業企画担当　　894-6962　　895-1759

　健康長寿の大敵はフレイル（※２）！フレイルを予防し、できるだけ長く健康で過ごすためには、「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。今回の調査でも、その３つの視点から設問を作成、調査しました。　

■実施期間
　令和元年10月８日～11月８日
■実施方法
　郵送配布、郵送回収

■回収状況
　回収率：73％（9,204人）
■対象
　令和元年８月23日時点で栄区に在住する55～84歳
までの男女12,600名を年齢階級（55-64歳、65-74
歳、75-84歳）と性別によって層化無作為抽出

■運動・社会参加・栄養それぞれ
のポイントについて男女ともにバ
ランスよく押さえている

※１　栄区が健康長寿と言われる理由…
　 　 栄区は、高齢化率が31.0％（令和２年３月末時点）と横浜市内で最も高い一方で、要介護認定率は
　　  16.3％（令和２年３月末時点）と横浜市内で最も低く、元気な高齢者が活躍していると言えます。

※２　フレイルとは…加齢に伴う体や心の機能低下によって、要介護に陥りやすくなる状態のことです。
※３　バランスがよい食事とは…肉や魚等の10品目中、最近１週間でほぼ毎日食べる食品が４品目以上の場合としました。

運動を習慣づけ、
筋力を保つようにしよう！

運動

◀健康長寿 さ・か・えロゴマーク

日頃の生活の中で簡単にできる
運動から取り入れてみましょう。

　栄区役所では今後、各地区の特徴の分析を進めていきます。ホームページ等で公表予定ですので、皆さんそれぞれの生活を見直す
きっかけにしてみましょう。

　調査の結果を地区ごとに３つの視点で分析したところ、それぞれの特徴が見えてきました！皆さんがお住まいの地区にはどのような特
徴があるでしょうか？

身近な生活の中にも運動の要素を

豊田地区
健康長寿のポイントを
バランスよく押さえている ■女性について、各年齢ともバランスよく食事し

ている割合は平均以上

小菅ケ谷地区
バランスよく食事している女性の割合が高い

栄区民の健康状態実態調査 概要

週１回以上運動を実践
している人の割合は？

いろいろ食べて
栄養をしっかりとろう！

栄養

バランスよく（※３）食事
している人の割合は？

家にこもらず外に出よう！

社会参加

月１回以上社会活動に
参加している人の割合は？

運動

植栽ボランティア
（小菅ケ谷地域ケアプラザ提供）

令和元年7月実施

アップルの会（中野地域ケアプラザ提供）令和2年6月実施

３密を避けた環境での社会参加を
検討しましょう。

新しい生活様式に合わせ工夫した社会参加を
社会参加

日々の食事を見直して、足りない品目を
確認してみましょう。

食事のバランスを一度見直して
栄養

「ふれあいの会」（中野地域ケアプラザ提供）令和元年11月実施

■55～64歳の男性は、週１回以
上運動をしている人の割合が区
内で最も高い（運動：①72.7％）

笠間地区
運動をしている男性の
割合が高い

■男性はバランスよく食事して
いる人の割合が区内で最も高い
（栄養：①30％、②47.7％）

上郷東地区
バランスよく食事している

男性の割合が高い

■女性は週１回以上の運動を
している人、食事をバランスよ
く食べている人の割合が区内
で最も高い
（運動：①72.3％、②79.9％）
（栄養：①59.4％、②67.7％）

本郷第三地区
運動＆バランスよく食べている

女性の割合が高い

■65～84歳の女性は、月１回以上社会活動
に参加している人の割合が区内で最も高い
（社会参加：②67.3％）

本郷中央地区
社会活動に参加している
女性の割合が高い

■男性は月１回以上社会活動に参加
している人の割合が区内で最も高い
（社会参加：①32.2％、②56.1％）

上郷西地区
社会活動に参加している
男性の割合が高い

週１回以上運動をしている人

①55-64歳 男性　62.6％
女性　68.2％

②65-84歳 男性　78.6％
女性　77.0％

運動
月１回以上社会活動をしている人

①55-64歳 男性　27.5％
女性　48.4％

②65-84歳 男性　48.9％
女性　62.5％

社会参加
バランスよく食事をしている人

①55-64歳 男性　27.7％
女性　54.1％

②65-84歳 男性　44.4％
女性　65.4％

栄養

栄区役所

回収率はなんと73％！
アンケートに

ご協力いただいた皆さん、
ありがとうございました！
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栄区　健康長寿健康状態実態調査の詳細はこちら→　

健康状態実態調査報告会を
開催します！

特 

集

お知らせ

栄区全体

地区別



広告

認知症啓発講演会 「居場所づくりの認知症ケア」 
9月16日（水）14時～16時（受付:13時30分～） 
区役所新館4階8・9号会議室 
区内在住・在勤の人40人（先着） 
淑徳大学短期大学部健康福祉学科助教  木田茂樹さん 
電話・FAX受付 

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ

9月30日（水）13時30分～15時（受付:13時～）
区役所新館4階8・9号会議室 
区内在住のおおむね65歳以上の人 25人（先着） 
「認知症予防スリーAよこはまかたつむりの会」理事
田村加代子さん 
持ち物：動きやすい服装、飲み物、筆記用具
9月11日（金）から電話・FAX受付 

　あかるく 頭を使って あきらめないの3つの頭文字「A」を
集めたスリーAは、頭、指、身体を使う楽しい認知症予防の脳活
性化リハビリゲームです。 

「アレ？」が増えたそのときに 
～あかるく、あたまを使って、あきらめない、
スリーAを体験してみませんか～  1994年「国際アルツハイマー病協会」（ADI）は、世界保健機関（WHO）と共同で

毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定し、9月を「世界アルツハイマー
月間」と定め、さまざまな取組を行っています。 
 認知症の理解を深め、正しい知識を学び、認知症になっても安心して暮らせる社会
づくりにご参加ください。 

9月21日は世界アルツハイマーデー 
9月は世界アルツハイマー月間です 

第２１回栄区民まつり中止のお知らせ

★施設見学会・・・・・・・・・・・・・・・9月24日（木）

★運動会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月19日（土）
★移動動物園・・・・・・・・・・・・・・・10月7日（水）

　11月７日(土)に予定していた第２１回栄区民まつりについては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止を決定しました。

▲認知症サポーターキャラバン
　マスコット・ロバ隊長　
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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

※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。

幼稚園・認定こども園・保育園・小規模保育事業 　新型コロナウイルスの感染拡大防止の関係で予定が変更になることがあります。
詳しくは、各園にお問い合わせください。

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083 高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083

地域活動係
894-8391
894-3099

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

★ミニ動物園・・・・・・・・・・・・・・・10月5日（月）

　 891-2020
　 891-3533やまゆり幼稚園

★オープンディ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月11日・18日・25日、
　                     10月9日（各金曜）
★うんどうかい・・・・・・・・・・・・・・・10月3日（土）

　 892-7117
　 892-6577小菅ケ谷幼稚園

★運動会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月26日（土）
　　　　　　     ※雨天時：27日（日）
★みんな集まれ！（体操指導）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月7日（水）

　 892-5588
　 893-9884

鍛冶ケ谷
カトリック幼稚園 

★音楽会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月9日（金）

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

★親子で遊ぼう1歳児・・・9月16日（水）
★移動動物園・・・・・・・・・・・・・・・9月18日（金）

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

★親子でリズム遊び・・・・・9月28日（月）

　 894-5353
　 349-1122やまゆり保育園



広告

❶～❸　 9月11日（金）から電話・来館
受付（先着）
❶親子でゆるヨガ（全3回）
　 9月17日（木）・24日（木）、10月2日（金）
10時30分～11時30分
　 0歳児親子6組　　300円

❷絵手紙教室
～こころの交流～（全3回）
　 9月29日、10月6日・13日（各火曜）
13時～15時
　10人　　1,000円

❸箱庭～秋編～私の好きな庭
　10月3日（土）13時～15時
　10人　　1,500円

◆月餅を作って中秋節を祝いましょう
　 9月24日（木）13時30分～15時30分
　11人（抽選）　　1,200円
　 9月15日（火）までに電話・来館受付

◆9月のコンサート
～憧れのハワイアン～
　 9月26日（土）10時45分～11時30分
　 カイアウル　　当日直接

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・抗ウイルス作用の
アロマハンドジェル作り
　10月9日（金）10時～12時
　 8人　　1,000円
　 9月11日（金）から

❷チーズとワインのマリアージュ秋
専門家に学ぶ最高の相性 
数種類のテイスティングとチーズ料理
　10月18日（日）10時～14時　　9人
　 2,500円　　9月12日（土）から

❸住まいの修繕教室 障子の張り替え
　10月25日（日）10時～12時
　10人　　200円
 　9月13日（日）から

◆懐かしの昭和歌謡・青春の昭和歌謡
まずは、60分のクラスで始めましょう
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
　10月12日（月）Ａ：10時30分～11時30分
Ｂ：13時～14時
　 各30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。9月18日
（金）消印有効
※AとBの重複は出来ません

◆【子育て支援】①キグちゃんの親子
であそぼ！【学習支援】②楽習教室
　 ①10月26日（月）10時30分～11
時30分②毎週水曜15時～17時
　 ①0歳児親子8組（先着）②10人
（当日先着）
　 ①電話・来館受付②当日直接

❶❷　 電話・来館受付（先着）
❶よこはまシニアボランティア
ポイント登録研修会
　 9月14日(月)13時30分～16時
　 満65歳以上で横浜市の介護保険被
保険者証を持っている人15人

❷男性介護者の集い
～オムツのあて方・選び方～
　 9月18日（金）14時～16時
　15人

❶～❸　 9月11日（金）から電話・来館
受付（先着）
❶スマホで横浜の景色を美しく
撮ってみよう！（全3回）
　10月6日・13日・20日（各火曜）
6日・20日:13時～14時30分
13日:屋外撮影10時～11時30分　
　10人　　100円（交通費等は別途）

❷手縫いで簡単♪
リバティ生地のポーチを作ろう
　10月7日（水）9時30分～12時30分
　 8人　　500円

❸初級者向けパソコン講座(全4回)
　10月14日・21日・28日、11月4日
（各水曜）15時30分～17時30分
　 Wordで文章が作成でき、パソコンを
持参できる人10人　
　 申込みの際にパソコンのOSを聞き
ます　　400円

◆学習支援
「てらこや・かみごう」
　 毎週火曜（休館日を除く）15時～17時
　 小・中学生　　当日直接

❶～❹　 9月11日（金）から電話・来館
受付（先着）
❶ハロウィーン飾りをつくろう
　10月4日（日）10時～12時
　 小学生～大人10人　　300円

❷土曜映画会
　10月10日（土）16時30分～19時
　10人

❸おなか元気教室!!
　10月15日（木）14時～15時
　 小学生～大人10人

❹英語でお話ししてみよう
　10月24日（土）10時30分～11時
30分
　 年長～小学3年生10人　　100円

◆にこにこおはなし会
　10月8日(木)11時～11時30分
　 未就園児5組(当日先着)
　 当日直接

◆なかのカフェ
「認知症介護者のつどい」
　 9月19日(土)13時30分～15時
(奇数月第3土曜開催)　　12人(先着)
　 認知症の人と家族の会・世話人 
渡辺 久江　　電話・来館受付

◆「認知症にならない方法」探究会
　 9月２５日より毎月第4金曜13時～
14時30分　　ネットワーク環境が整っ
ている人8人（先着）　　電話・来館受付

◆パソコン活用講座（全6回）
団体活動や運営を効率的、円滑に進める
ためのパソコンやインターネットの活用
技術を初歩から一緒に学びましょう。
　10月10日・24日、11月14日・28日、
12月12日・26日（各土曜）13時30
分～16時
　 区内で地域活動や生涯学習を行って
いる団体に所属している人15人（連続し
て参加できること/1団体2人まで/先着）
　 パソコン（Windows10限定）持参
　 9月19日（土）から電話・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

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

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

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

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

※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。

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

栄区精神障害者生活支援センターからのお知らせ栄区精神障害者生活支援センターからのお知らせ

【 休 館 日 】日曜及び年末年始（12月29日～1月3日まで） 
【居場所提供】月～金曜（10時～19時）、土曜（10時～16時） 
【電話相談】月～金曜（10時～12時、14時～19時）
　　　　　　土曜（9時～12時30分、13時30分～17時） 

　10月1日（木）から休館日等が変わります。 

栄区精神障害者生活支援センター　　  896-0479　　896-0478 

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。



❶～❹　 電話受付
❶和泉川秋の自然観察会
　 9月19日（土）9時30分～14時30分
（雨天中止）
　 集合：相鉄線三ツ境駅改札出口
　12人（小学生以下は保護者同伴/先着）
　 9月11日（金）から

❷収穫体験さつまいも掘り
（団体のみ、個人日程は開催なし）
　 9月26日（土）～10月18日（日）9時
30分～11時 ※火曜休み
　 30株以上掘る団体 
（50株以上は要予備日）　
　 さつまいも：5株700円、入園料：子ど
も100円、大人200円
　 9月18日（金）から

❸クモの観察会
　 9月26日（土）9時30分～12時
（雨天中止）　　12人（先着）
　 9月11日（金）から

❹デジタル一眼レフカメラ教室
（全4回）
　 9月27日、10月4日・11日・25日
（各日曜）9時30分～11時30分
　 大人12人（先着）　　2,400円
　 9月11日（金）から

◆パン教室
　10月11日（日）13時～16時
　 小学生～大人12人（子どものみの参
加は不可/抽選）　　1,600円
　 往復はがき・ホームページで
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。
9月23日（水）必着

◆【企画展】あさのこうへい
「あそぶミュージアム 旅する光の世界」
　 9月1日（火）～10月18日（日）10時
～17時
　 3階企画展示室
　 2歳以上300円（5階常設展示室観
覧料は別途）
　 詳細はホームページへ

❶❷　 郵送・来館受付
❶【写真募集】県民が見た世界遺産・
絶景・暮らし写真コンテスト
　 9月1日（火）～10月20日（火）
　 神奈川県在住・在勤・在学の人
　 10月20日（火）17時まで

❷第21回カナガワビエンナーレ
国際児童画展 作品募集！
　 9月1日（火）～11月30日（月）
　 4歳～15歳の児童・生徒
（9月1日現在）　
　11月30日（月）19時まで
※詳細はホームページへ

◆【当日受付教室】
開催日当日に受付をすれば参加できる
教室です。(受付15分前から/要問合せ)
　 ①ナイトピラティス：9月14日・28日
（月）20時～21時
②ハッピースマイル エアロ：9月16日・
30日（水）19時～20時
　 ①②16歳以上10人（先着）
　 ①②運動できる服装②室内用運動
シューズ持参
　 ①1,020円/回②510円/回

◆絵本の読み聞かせ
　 9月20日（日）13時～13時30分
　 2階映像ライブラリー
　10人程度（当日先着）　　
　 当日直接

◆タブラ体験ワークショップ
　 9月26日（土）14時30分～16時
（30分前開場）　　5階映像ホール
　 30人（先着）　　電話・メール・来館受付

◆子育てサポートシステム
入会説明会
　 9月19日（土）・30日（水）10時30分～
11時30分（子ども同伴可）
　 地域子育て支援拠点にこりんく
　 [利用会員希望者（預けたい人）]
・市内在住で生後57日～小学校6年生
までの子どもがいる人
[提供会員希望者（預かりや送迎ができ
る人）]
・20歳以上の市内在住で子育て支援に
熱意と理解がある健康な人
各5人（先着）
　 電話・来館受付
　 横浜子育てサポートシステム栄区支部
　 392-3967（火～土 9時～17時）

※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）

◆女性のためのパソコン講座 
パソコン＆ワード・エクセル入門２日間
（全２回）
　10月12日（月）・13日（火）10時～
15時30分　
　 女性10人　　11,000円
　 9月15日（火）からホームページ・専用
電話（　 862-4496/火・金・土9時30
分～12時、13時～15時30分）受付

◆女性のための職場の人間関係・
ハラスメント相談
　10月24日（土）①13時30分～14時
20分②14時30分～15時20分③15
時30分～16時20分
　 職場の人間関係やハラスメントに悩む
女性各1人（先着）
　 9月11日（金）からホームページ・電話・
来館受付

男女共同参画センター

❶～❸　 電話・来館受付（先着）
❶第16回 身体にいい音楽会
～室内楽演奏会～
ゆとりのある限定されたお席で聴く、日
本を代表する実力派弦楽器奏者による
珠玉の弦楽アンサンブル。
　10月18日（日）14時～（13時15
分開場）　　150人　
　 小林美樹、会田莉凡(Vn）、須田祥子
（Va）、小川和久（Vc）、山崎実（Cb）他
　 全席指定4,500円

❷ISHIDAGUMI CONCERT2020
第一線で活躍する弦奏の名手達をも魅
了する。まさに圧倒的 石田イズム。
　10月24日（土）
①14時～（13時15分開場）
②19時～（18時15分開場）
25日（日）14時～（13時15分開場）
　 各150人　　石田泰尚、塩田脩（Vn)、
生野正樹（Va)、門脇大樹（Vc) 他
　 全席指定4,500円

❸午後の音楽会 第121回 
プレミアムコンサート 
小林美樹ヴァイオリンリサイタル
シリーズ第64回出演、小林美樹による
待望のリサイタル。若手実力派ヴァイ
オリニストが奏でる優美な旋律。
　11月17日（火）14時～（13時15
分開場）　　150人
　 小林美樹（Vn）、坂野伊都子（Pf）
　 全席指定2,500円

◆自然観察会
金井公園を散策しながら、秋の野草な
どを観察しましょう。
　10月3日（土）10時～12時（雨天中止）
　 筆記用具（あれば虫眼鏡）持参
　 当日直接

◆地域歴史散策13
笠間村周辺を歩く
　 9月26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で、①住所②氏名
③連絡先④「広報よこはまをみた」と書
いて、埋蔵文化財センターへ。
9月15日（火）必着

施設修繕工事のため、当面の間は休
館させていただきます。ご理解・ご協
力をお願いいたします。

栄公会堂・栄スポーツセンター（たっちーらんど）
全館休館について
栄公会堂・栄スポーツセンター（たっちーらんど）
全館休館について

　施設内の天井工事のため、下記のとおり休館を予定しています。
ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
　 令和3年4月1日（木）～令和4年6月30日（木）
※休館期間が変更になりました。

◆案山子まつり～人気投票～
手作りの案山子が田んぼに並びます。
お気に入りに投票しましょう。
　 9月19日（土）～10月18日（日）
9時～17時　　当日直接

↓ホームページはこちら↓

か か し

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

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

あーすぷらざ

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

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

金井公園
〒244-0845 金井町315-2
　・　 851-8333

埋蔵文化財センター
〒247-0024 野七里2-3-1 
　890-1155      891-1551

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

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

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 9 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）

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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