
※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。 
※マスク着用、密閉・密集・密接を避ける等の感染症対策に取り組みましょう。

栄区民まつりについて 地域活動係　　894-8391　　894-3099／栄区民ロードレース大会について 生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

 ピンクリボンとは？
　年々罹患する人が増えている乳がんの正しい知識を広め、乳がん検診の
早期受診を推進することを目的とした啓発のシンボルです。

 セルフチェックと乳がん検診で自分を大切に
　月１回を目安に胸のセルフチェックを行い、しこりがないか確認してみま
しょう。定期的に行うことで変化に気づき、早期発見につながりやすくなり
ます。
　また、横浜市では、職場等でがん検診を受ける機会のない
市内在住の40歳以上の女性を対象に、市内の医療機関で乳
がん検診を実施しています。栄区役所を会場にした乳がん検
診もあります。詳しくは、健康づくり係までお問い合わせく
ださい。

　今年度開催を予定していた「第21回栄区民まつり（11月7日（土）開催予定）」「第31回栄区民ロードレース大会（1月9日（土）開催予定）」は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止を決定しました。来年度以降は、皆さんに安心してご参加いただけるよう、対策を講じたうえでの開催を検討し
ていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

イベント中止のお知らせ

毎年10月はピンクリボン月間です！

企画調整係　　894-8161　　894-9127

　オープンガーデンの会場や花壇がきれいな公園など、区内
の花と緑の魅力スポットを紹介するリーフレットを更新します。
　日頃、心を込めて手入れをされているお庭や花壇を紹介し、
交流の輪を広げてみませんか。

【募集内容】
・令和3年度にオープンガーデンを開催するグループ（会場3か所以上）
・お庭や花壇、プランター等を管理している地域の団体（愛護会など）
【応募方法】
12月11日（金）までに①参加会場申込書②写真を郵送・
メール（　 sa-kikaku@city.yokohama.jp）または直接企画調整係
（区役所本館4階45番窓口）へ。

花と緑の魅力スポットを募集します

花サクサカエ詳しくは

～実践！自宅でできるセーフコミュニティ～

特 集

セーフコミュニティ
やってみた

特集は８・９ページへ

り かん

セーフコミュニティ －安全・安心なまちづくりの証－

平成22年
活動宣言

平成25年
認証取得

平成30年
再認証取得

　栄区が、「セーフコミュニティ」という国際認証を取得していることを知っていますか？　
　「セーフコミュニティ」とは、「致命的な事故やけがは、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認証です。
　栄区は平成25年に日本で８番目に認証を取得し、地域の皆さまと行政・関係機関が一体となって安
全・安心なまちづくりに取り組んでおり、今回紹介する「こども」・「高齢者」の安全のほか、「交通安全」や
「スポーツ時の安全」「防犯」「自殺予防」「児童虐待予防」「災害時の安全」をテーマに活動しています。

 栄区のいま
（2020年9月１日現在）10月号

No.276
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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

人口 
119,643人

世帯数
51,970 世帯

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 「セーフコミュニティやってみた」
 ………………………………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） 栄区役所

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。



資源化推進担当　　894-8576　　894-3099 

　1月15日（金）14時～16時、1月29日(金)18時～20時
　※各回同じ内容です 
　 栄公会堂（たっちーらんど）1号会議室 
　 ●区内の店舗などを経営する人、広報を担当している人
　 ●インターネットでの情報発信等に興味のある人
　 ●区内施設で働いている人 　各30人
　 ホームページコンサルタント永友事務所 永友一朗さん
　 二次元コード・ホームページ
（https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/
yokohama/uketsuke/form.do?id=1595823421
913）受付

　時間等詳細は、総合プログラムをご確認ください。プログラムは、区役所・栄
図書館・区内地区センター・コミュニティハウス及び各会場で配布していま
す。また、栄区文化協会のホームページからもご確認
いただけます。 

このコラムでは簡単に取り組めるセーフコミュニティ
活動を紹介しているよ！ 今月号は特集面でもセーフコ
ミュニティについて紹介
しているからぜひ見てね！ 

栄区民芸術祭2020
　私たちの街のアーティストが心をこめて送る秋の芸術祭です。 開催期間：10月15日（木）～11月19日（木） 

園芸講座（コンテナガーデン講座） 
　講義を聴きながら、季節の草花を組み合わせて、秋を
感じる素敵なコンテナガーデンをつくってみませんか。
(コンテナガーデンの持ち帰り可)
　11月2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）
　 コンテナガーデンづくりのポイント説明と実演
持ち物：エプロン、手袋等（シャベル貸出可）
　 往復はがきに①住所②氏名③連絡先（電話番号）を書いて、
企画調整係園芸講座担当へ。10月16日（金）必着
※はがき1枚で1人まで申込み可
※区内在住・在勤・在学者、10月5日の
　「寄せ植え講座」を受講していない人優先
※重複応募無効

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099企画調整係　　894-8161　　894-9127 

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127 

栄区ならではのおもてなし推進事業
「インターネットでの情報発信講座」 

栄区 セーフコミュニティ

栄区文化協会

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、音楽・芸能部門による発表及
び教養部門による囲碁祭・和装は実施しません。

盆栽・山野草・こけ玉展 10月15日(木)～17日(土)

10月15日(木)～17日(土)生け花展

写真展・陶芸展 10月18日(日)～22日(木)

手工芸展 11月11日(水)～14日(土)

美術展 11月  4日(水)～  8日(日)

書道展 10月23日(金)～27日(火)

栄スポーツセンター前・本郷台駅コンコース 
菊花展 10月31日(土)～11月8日(日)

栄区美術家協会展 11月15日(日)～19日(木)

栄区民文化センターリリス
生け花体験教室
栄区民文化センターリリス

年賀印創作教室
本郷地区センター

創作・教養 体験教室

抽選結果及び参加
にあたっての注意事
項は、10月26日（月）
までにはがきで通知
します。

あなたのお店・活動を地域に！ 世界に！ 魅力発信☆ 

　みんなはスポーツを行うとき、きちんとけが予防をしているかな。事前の体
調管理や準備運動は、けがを予防するだけではなく、身体と心を運動しやすい
状態にしてくれるよ。きちんと準備をして、安全にスポーツを楽しもう！ 

やってみよう！セーフコミュニティ 
～安全なスポーツ活動のために～ 

　栄区役所では、「食品ロス削減推進の日」である10月30日を含む10月
26日（月）～30日（金）の１週間、食料支援につながる食品を受け付けます。
いただいた食品は、栄区社会福祉協議会やフードバンク団体を通して福祉に
役立てます。 
　ご家庭にある「お中元などでもらったけれど食べない食品」「たくさん買い
込んでしまったけれど食べきれない食品」をぜひお持ちください。 
　「もったいない」を「ありがとう」へ 皆さんの協力をお待ちしています。

受付できない食品

受付できる食品
2か月以上賞味期限が残っている常温保存可能なもの 
食品例：米、乾麺（パスタ、そうめんなど）、缶詰、レトルト・インスタント食品、
お菓子など 

賞味期限が2か月を切っているもの、開封されたもの、手作りの食品、生鮮食
品、アルコール 

食品をおすそ分けしませんか？
フードドライブにご協力ください

電子申請
二次元コード

スポーツを始める前に

　スポーツを始める前に、体調不
良、足腰の痛み等がないかを確
認しよう。快適な服装、足にあっ
た靴を選ぶことも大切だよ。 
　日頃から健康診断を受ける、か
かりつけ医を持つなど、健康管理
を心がけることも忘れずにね。 

体調のセルフチェック等も
忘れずにしよう！ 　関節の繰り返しの動きがある運

動をしよう。

手足のブラブラ振り、膝の屈伸、股関
節を開いて行う伸脚、腰・肩・首回し 等 

関節を動かそう！ 

　軽く息を弾ませ、自律神経（交
感神経）を働かせよう。自然と身
体が運動しやすい状態になるよ！ 

身体を温めよう！ 

　筋肉を伸ばすポーズをとり、20秒程
度維持しながら息をゆっくりと吐こう。

首・肩周辺・指から腕・ふくらはぎ・
ももの前後のストレッチ 等 

ストレッチをしよう！

ラジオ体操、軽いジョギング 等 

もったいない ありがとう！フードバンク団体

フード
ドライブ

こけ玉作り体験教室

1,000円

500円

スポーツの後は、
クールダウン
(整理運動）も
大切だよ！

運動中は15分に１回程度
水分補給をしよう

例

例

例

届ける

集める

10月15日(木)～17日(土)

10月15日(木)～17日(土)

11月15日(日)

300円

【受付】 区役所本館4階46番窓口または資源循環局栄事務所 

※上記の食品は衛生等の都合から受け取ることができません！ 地域や家庭で
ご活用ください。
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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。 
※マスク着用、密閉・密集・密接を避ける等の感染症対策に取り組みましょう。



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　 10月15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　

　 10月19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

10月14日（水）9時～11時、10月22日（木）9時～
12時、11月10日（火）13時～16時
区役所新館2階

10月22日（木）9時～12時、11月10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

　 10月27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）     　10月21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

乳
幼
児
健
診

　 10月7日（水）・23日（金） 
　 10月2日（金）・14日（水）
　 10月16日（金）

　 11月12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)  

受付:12時30分～13時30分　　区役所新館2階 

　 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

 　10月27日(火)9時～12時
 　区役所新館2階栄養相談室

　 11月26日（木）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26日（月）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

　10月12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 保育園の利用申請について
　令和３年4月1日から新規に保育園の利用を希望する人の申請受付を
行います。令和2年度に利用保留中の人、転園を希望する人も再度申請
が必要です。

高齢・障害係　　894-8539　　893-3083

あなたのまちのシニアクラブ 中野町双葉会 
ソーセージ作りに挑戦 

　中野町双葉会は、本郷第三地区で
活動しているシニアクラブです。中野
町、上郷町、桂町、鍛冶ケ谷町、柏陽と
いった多くの地区の会員が活動をし
ています。
　双葉会では、数年前から鎌倉市岩
瀬にある鎌倉ハム富岡商会にご協力
いただき、ソーセージ作りの体験を
行っています。ご家族で一緒に参加す
る会員も多く、工場の職員の方から作
り方を教わります。「上手にできた！」
「こんな形になっちゃった！」と試行錯
誤をして出来上がったソーセージをお
土産に持ち帰り、とても楽しい体験に
なっています。 

※詳細は、利用案内をご覧ください。

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

工場の職員の方からソーセージ作りの
注意事項などの説明を受けました
(平成30年5月撮影)

完成した美味しそうなソーセージを前に
参加者全員で集合写真を撮りました
（令和元年5月撮影)

利用案内・申請書類

申請方法

注意事項
●市外の保育園を希望する人は、窓口申請のみになります。希望する保
育園のある市区町村に締切日及び必要書類を必ず確認の上、窓口に
お越しください。

●令和3年4月1日からの利用に限り、出生前児童の申請受付を窓口で
行います。

●障害のあるお子さんの利用を希望される場合は、お早めに社会福祉
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。

10月12日（月）からこども家庭支援課（区役所本館2階25番窓口）、
区内の各保育園で配布
※就労証明書のみ10月1日（木）からこども家庭支援課で配布

10月12日（月）～11月2日（月）※消印有効までに専用封筒で郵送。
※やむをえず郵送できなかった場合のみ、窓口申請(11月16日(月)まで)

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

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

福祉保健センターだより
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　 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

※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。 
※マスク着用、密閉・密集・密接を避ける等の感染症対策に取り組みましょう。



取組前（イメージ）

【特集に関する問合せ】区政推進課 地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

　世界が認めた安全・安心のまち栄区は、一人一人の小さな心がけややさしさ、誰かを大切に思う気
持ちから成り立っています。
　今月は、在宅の時間が増えている今、今日から自宅で実践できる、身近なセーフコミュニティの取組
を紹介します。自分自身や大切な人を守るため、さっそく試してみてはいかがでしょうか。

　ベランダにものを置いてい
ると、それを踏み台にした子
どもの転落事故につながるの
で、きれいに片づけました。
　大人では気づきにくいこ
とが子どものけがにつなが
るのだなと思いました。

　息子がテーブルの角にぶつかってけがをしないよ
う、クッションテープを貼りました。テープをかわいく
飾って楽しみながらけが予防ができました！

栄区内で昨年発生した0～ 4
歳のけがによる救急搬送件数
のうち、74％が住宅内で発
生したけがによるものです。

実践！自宅でできるセーフコミュニティ

１ 親子でけが予防をやってみた

新しい生活習慣等に少し疲れてしまったら…

■0～4歳の外傷による区内救急搬送
　件数の発生場所別割合（ｎ＝85件）
　（令和元年横浜市救急出場データから
　栄区で集計）

公衆出入の場所
12%

道路
13%

子どもの事故予防リーフレット 転倒予防体操リーフレット

住宅 74%

五島さんご一家
俊太朗さん・優成くん(２歳)・梓さん

活発に動き回るようになった優成くんの
ために順次自宅改造中！

実践してみたのは… 子どもがけがをするのは
どんな場所？

栄区で65歳以上の方がけがのた
め救急搬送される原因の73％が
「転倒・転落」で、その半数以上が
住宅内で発生しています。
自宅での転倒による負傷が原因で、
入院や介護が必要となるケースも
あり、予防の取組が大切です。

■65歳以上の外傷による区内救急搬送件数の
　受傷原因別割合（ｎ＝931件）
 （令和元年横浜市救急出場データから栄区で集計）

高齢者がけがをする原因は？

　床にものを置きっぱなしにしていると、つまづいたり滑ったりして、転倒の原因になるん
ですね。片づけることで歩くスペースが広がり、安全な空間になりました！

　在宅の機会が増えたことで、生活習慣の変化によるストレスをためこんでいませんか？
　栄区のセーフコミュニティでは、「こころの健康」を守る活動もしています。
　悩みはひとりで抱え込まないようにして、こころの健康を守りましょう！

　 横浜市 コロナ こころの健康

横浜市 子どもの事故予防

●子どもの事故予防について
　（こども青少年局ホームページ「子どもの事故予防」）

栄区 高齢者安全対策分科会

●高齢者のけが予防について（栄区ホームページ）

栄区 セーフコミュニティ

●セーフコミュニティ全般について（栄区ホームページ）  新型コロナウイルス感染症とこころの健康
（横浜市こころの健康ホームページ）

国際認証！

ベランダを片付けてみた
CASE 1

家具の角を保護してみたCASE 2

湯瀬 洋子さん

栄区シニアクラブ連合会で活動中！
「最近、転倒予防につながる運動を教えるための
資格をとりました！たくさんの方に転倒予防に
ついて知っていただきたいです」

実践してみたのは…

子どもの事故予防
チェックリスト

□ 洗面台・洗濯機の周りに

　 踏み台になるものを置かない

　 (転落・閉じ込めの防止)

□ カーテンの紐は高い位置

　 で結ぶ(ちっ息の防止)

□ 概ね４cm以下のものは

　 手の届かないところに

　 置く(誤飲の防止)

高齢者の転倒予防
チェックリスト

□ スリッパや滑りやすい
　 靴下を履かない　
□ カーペットなどの敷物
　 はシワや端のめくれに
　 注意　
□ 筋力を維持するため、　 簡単な体操や運動を
　 習慣にする

転倒・転落
 73%

取組前（イメージ）

取組前（イメージ）

取組前（イメージ）

　私の家では、リフォームした際、ドアの足元にあった
敷居をなくしました。これでつまづくことが減ったと感
じています。また、筋力維持のため仲間とノルディック
ウォーキングなどに取り組んでいます。

段差をなくしてみた
CASE 2

床のものを片付けてみたCASE 1
子どものけが予防

2 転倒予防をやってみた
高齢者のけが予防

その他の
受傷原因
27%
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広告

　SAKAEシニアライフノートを使って、終活を考え、家族と話し合う
きっかけにしてみませんか？
　11月17日(火)・20日(金)14時～15時30分 
　 本郷地区センター 
　 各24人(先着)　　弁護士 飯島倫子さん 
　10月11日(日)から本郷地区センターへ電話・来館受付 

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ

　10月から、75歳以上のひとり暮らし世帯の人や、75歳以上の人の
みで構成されている世帯の人を対象に、地区の民生委員が訪問しま
す。日常生活上の心配事等をお聞きしますので、ご協力お願いします。
※地域ケアプラザや区役所職員が訪問することもあります。

民生委員による「地域で見守り」推進事業のお知らせ 

　栄区では、第二次横浜市民読書活動推進計画を踏まえて、新たに
第二次栄区読書活動推進目標を策定します。
　目標原案・意見用紙は区内施設等で配布しています。また、区ホー
ムページからもご覧になれます。ご意見がありましたら、生涯学習支
援係または栄図書館へお寄せください。（メール・郵送・FAXまたは直
接各窓口へ）

第二次読書活動推進目標を策定します
～ご意見をお聞かせください～

「弁護士から学ぶ SAKAEシニアライフノート」 
～エンディングノートの活用方法～ 

★たけのこランド
　・・・・・10月22日、11月5日(各木曜)
★運動会ごっこ・・・・・・・・・・10月28日(水)

★リズム交流・・・・・・・・・・・・・10月12日(月)
★森のバースデー
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月19日(月)
★さつまいも掘り・・・・・・・・・11月9日(月)

10月1日(木)～31日(土)※消印有効 提出期間

 生涯学習支援係(区役所本館4階47番窓口)、栄図書館、
 区内地区センター・コミュニティハウス、あーすぷらざ 

配布場所

★オープンディ
　・・・10月16日・23日・11月6日(各金曜)

　 892-7117
　 892-6577小菅ケ谷幼稚園

★運動会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月11日(日)

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

★お芋ほり・・・・・・・・・・・・・・・・・10月23日(金)

★公開保育・・・・・・・・・・・・・・・・10月20日(火)

第二次栄区読書活動推進目標

10 2020（令和 2）年 10 月号 ／ 栄区版

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。 
※マスク着用、密閉・密集・密接を避ける等の感染症対策に取り組みましょう。

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

運営企画係　　894-6963　　895-1759 

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099
sa-chishin@city.yokohama.jp
栄図書館　　891-2801　　891-2803 

本郷地区センター　　892-5310　　892-5546 
高齢者支援担当　　894-8415　　893-3083 

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

　 894-5353
　 349-1122やまゆり保育園

　 861-5155
　 871-3316飯島幼稚園



広告

◆権利擁護相談会
相続・遺言・成年後見などについてを司
法書士の先生に相談しませんか？
　10月24日(土)13時～15時
　 4組(先着)
　 電話・来館受付

◆ヤングケアラー・ダブルケアラー
のつどい
子育てや学業と両立しながらの介護の
悩みについて、一緒に話しませんか？
　10月31日(土)13時30分～15時
30分　　15人(当日先着)
　 ゲスト 植木美子
　 当日直接

❶～❸　 電話・来館受付(先着)
❶備えてあんしん終活講座
夫婦で考える相続・介護の対策
～相続に関する民法改正編
　10月16日(金)14時～16時
　 20人

❷桂台健康講座「聞こえの話」聞こ
えの相談ってどうすればいいの？
　10月21日(水)14時～15時
　 20人

❸～高齢ドライバーの為の～
「安全運転講話」
　10月23日(金)10時～12時
　 20人程度

❶～❺　 10月11日(日)10時から電
話・来館受付(先着)
❶リズムに合わせてストレッチ!
介護予防の元気ダンス(全2回)
　11月3日(火・祝)・17日(火)10時
～11時30分　　9人　　400円

❷ウィルスに負けない!
マスク用アロマスプレーを作ろう
　11月8日(日)10時～12時　　
　10人　　700円

❸クラフト講座
カゴを編んでみよう
　11月18日(水)14時～16時
　 5人　　300円

❹手間なく美味しい! 簡単白菜キム
チと手軽なお漬物(お持ち帰りのみ)
　11月14日(土)10時～12時
　 9人　　600円

❺おやこのひろば♥親子で遊ぼう!
　11月26日(木)10時30分～11時
30分　　未就学児と保護者8組
　1組100円

❶～❹　 10月11日(日)から電話・来
館受付(先着)
❶癒しのカフェ
～アロマを学び心と生活に潤いを～
　10月24日(土)10時～11時
　15人

❷驚くほど人が集まる! 
集客チラシの作り方
　11月5日(木)13時～15時
　 30人

❸いつまでも元気に歩くための紅葉
の川辺と落葉樹の里山ウォーキング
　11月11日(水)10時～12時
　 4㎞程度歩ける人(コースに段差あ
り)20人

❹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～
　11月24日(火)10時～11時30分
　 20人

◆10月のコンサート
～優雅なギター演奏会～
　10月24日(土)10時45分～11
時30分
　 ギターアンサンブル・フェリシア　
　 当日直接

◆ちびっこ運動タイム
　10月30日(金)10時30分～11
時30分 　　1歳以上未就園児親子
15組　　50円
　10月12日(月)から電話・来館受付

❶❷　 10月11日(日)～15日(木)に
電話・来館受付(抽選)
❶秋の洋菓子講座～ガトーノア～
　10月29日(木)9時30分～12時
30分　　12人　　1,000円

❷新蕎麦 そば打ち講座
　11月6日(金)9時30分～13時
　 8人　　800円

◆包丁研ぎ講座
～役立つ技を身につけよう～
　11月15日(日)10時～12時
　11人(先着)　　200円
　10月11日(日)から電話・来館受付

◆【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!
　10月14日・21日・28日、11月4日
(各水曜)15時～17時
　 小・中学生10人(当日先着)
　 当日直接

◆子育て喫茶「げんき」はじまるよ！
※カレーランチ・ドリンクは中止
　10月28日(水)10時30分～12時 
30分　　0歳以上未就園児と保護者
15組(入場制限あり/当日先着)
　 当日直接

❶❷　 電話・来館受付(先着)
❶手ぶらでどうぞ♪
型紙付き! オシャレな生地でマスク
とマスクケースを作ろう
　11月14日(土)10時～12時
　 初心者6人　　300円　
　10月11日(日)から

❷コアトレーニング・ストレッチング
体操 初級・中級 
体幹を鍛えて健康になろう
　11月29日(日)
初級(医師の制限がない人)：10時～11時
中級(運動習慣のある人)：12時～13時
　 各10人(医師から運動を禁止され
ている人、血圧が高い・安定していない
人は不可)　　各100円
　10月12日(月)から

◆【子育て支援】
キグちゃんの親子であそぼ! 1歳児
～あそびから学ぶ子どもの育ち～
　11月30日(月)10時30分～11時
15分　　1歳児親子8組（先着）
　 電話・来館受付

◆こども広場 モーリーズ
　 毎月第2・4月曜10時～11時30分
　 0歳～3歳児親子6組程度(人数制
限あり/出入り自由/当日先着)
　 当日直接
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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

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

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

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

※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。 
※マスク着用、密閉・密集・密接を避ける等の感染症対策に取り組みましょう。

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。



❶～❸　 10月11日(日)から電話・来
館受付
❶英語でお話ししてみよう
　11月14日(土)10時30分～11時
30分　　年長～小学校3年生10人(先着)
　100円

❷木材で作るサンタクロース
　11月29日(日)10時～12時
　 小学生～大人　　600円

❸おやこコンサート
チェロとピアノと素敵なお話で楽しい
世界へひとっ飛び！
　11月29日(日)13時～14時
　10組(先着)

◆にこにこおはなし会
　11月12日(木)11時～11時30分
　 未就園児　　当日直接

❶❷　 当日直接
❶絵本の読み聞かせ
　10月18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　　10人程度(当日先着)

❷岩合光昭ミニ写真展
「ねこのとけい」
　11月7日(土)～12月27日(日) 
10時～17時(16時30分最終入場)
　 3階企画展示室
　 大人400円、65歳以上・学生・高校
生200円、小・中学生100円（5階常設
展示室観覧料と共通）

❶～❹　 10月11日(日)から電話受
付(先着)
❶秋の虫観察会
　10月24日(土)9時30分～12時
(雨天中止)　　12人(小学生以下保
護者同伴)

❷ふるさとの森観察会
　11月3日(火・祝)9時30分～12
時(雨天時室内)　　12人(小学生以
下保護者同伴)

❸秋の植物観察会
　11月7日(土)9時30分～12時(雨
天中止)　　12人(小学生以下保護者
同伴)

❹果樹の剪定(全2回)
　11月14日・21日(各土曜)9時30分
～12時（実習あり/雨天時室内）
　 大人12人

◆交流スペース
「FriendSHIPよこはま」
セクシャリティの悩みを自由に話した
り、情報を得ることができる交流スペー
スです。
　11月7日(土)
10代の人：13時～14時
すべての年代の人：14時～17時
　 性的少数者当事者と家族・教員・友
人などの関係者
　 当日直接

◆女性のためのパソコン講座
「エクセル初級」(全2回)
　11月16日(月)・17日(火)10時～
15時30分
　 女性10人(先着)　　11,000円
　10月16日(金)からホームページ・
専用電話(火・金・土9時30分～12時、
13時～15時30分)受付❶❷　 電話・来館受付(先着)

❶午後の音楽会 第122回
上野通明チェロリサイタル
艶やかな音色で紡ぐ上質なひととき。
数々の国際コンクールで優勝、注目の
若手チェリスト。
　12月22日(火)14時～(13時15
分開場)　　150人
　 上野通明(Vc)、須関裕子(Pf)
　 全席指定500円
　10月5日(月)から

❷午後の音楽会 第123回 
プレミアムコンサート トルヴェール・
クヮルテット with 小柳美奈子
日本最高峰のサクソフォン四重奏団。
彼らの驚異的なテクニックでサクソフォ
ンアンサンブルの世界に誘う。
　1月12日(火)14時～(13時15分
開場)　　150人
　 トルヴェール・クヮルテット／須川展
也(S・Sax)、彦坂眞一郎(A・Sax)、神保
佳祐(T・Sax)、田中靖人(B・Sax)、小柳
美奈子(Pf)　　全席指定2,500円
　11月5日(木)から

◆Welcome! 
プレママ・プレパパDay
　10月17日（土）10時30分～11時
45分　　初めて出産を迎えるプレマ
マ・プレパパ5組(先着)
　 ホームページ・電話受付
　 栄区地域子育て支援拠点「にこりんく」
　・　 898-1615

◆押絵
～来年の干支「丑」を色紙に～
　10月14日・21日(各水曜)13時～16時
　 6人(抽選)　　1,500円
　 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
10月11日(日)必着

◆当日教室再開のお知らせ
当日教室が一部再開しました。詳細は、
ホームページでご確認いただくかお電
話にてお問い合わせください。

◆ハロウィン飾りを作ろう!
　10月16日(金)～18日(日)・31日
(土)10時～16時
　 未就学児～小学生各15人
(未就学児は保護者同伴/当日先着)
　 当日直接

大規模修繕に伴う施設の
休館について 
改修工事のため、下記の通り休館を
予定しています。ご理解・ご協力をお
願いいたします。 
　 令和3年1月～3月下旬(予定) 

▼ホームページはこちら

▼ホームページはこちら

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
〒247-0007 小菅ケ谷1-2-1
　896-2121      896-2299

桂山公園ログハウス「ロッキー」
〒247-0034 桂台中16-1
　893-2622      896-2421

※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)
男女共同参画センター

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

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

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

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

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
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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）

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。

※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。 
※マスク着用、密閉・密集・密接を避ける等の感染症対策に取り組みましょう。
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