
あなたの周りの子どもたちは、放課後をどのように過ごしているでしょうか？
今月の特集では、気になる今どき小学生の放課後事情にフォーカス！

新１年生の保護者の方も必読です！

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

読書活動推進月間 

【育児･教育･親自身の問題等の相談】
栄区子ども・家庭支援相談　　894-3790　　894-8406
【児童虐待に関する相談・通告】
よこはま子ども虐待ホットライン(24時間365日)　　0120-805-240
【18歳未満の子どもの問題についての相談】
南部児童相談所　　831-4735 

　令和2年4月1日より改正児童虐待防止法が施行されました。しつ
けか虐待かは「子どもの立場」から判断されます。保護者が「子どもの
ため」と思って行ったことでも、子どもが傷ついていれば虐待にあたりま
す。身体への暴力だけでなく、言葉での暴力、子どもの前で配偶者に暴
力をふるうこと、子どもの安全や健康を妨げる行為や子どもに無関心で
いることも虐待です。

　栄区では、「栄区読書活動推進目標」を策定し、区民の皆さんが読書に
親しんでいただく取組を進めています。 

児童虐待防止推進月間 

　市内図書館や神奈川県内の図書館
からも本の取り寄せができます。おは
なし会や、講演会、テーマに沿った本の
展示、調べものや資料探しのお手伝い
もしていますので、お気軽にお問い合
わせください。 

栄図書館では 

　図書館だけでなく、区内の地区センターやコミュニティハウスでも本の
貸出しを行っています。どうぞご利用ください。 

地区センターやコミュニティハウスでも 

　読んだ本のタイトルや感想を記録す
ることができる「読書ノート」、親子の読
み聞かせの記録を成長の記録とともに
残すことができる「親子のえほんノート」
を作成しています。栄図書館や区内地区
センター等で無料で配布していますの
で、ぜひ使ってみてください。

読んだ本、記録してみましょう 

❶誰もが読書情報を見られる
❷読書したくなる環境がある
❸読書ネットワークをつくる

栄区読書活動推進目標

令和2年度末には、
第二次栄区読書活動

推進目標を策定する予定です。 

読書
ノート

親子の
えほんノート

　子育ては楽しいこともたくさんありますが、大変なことも
たくさんあります。栄区はあなたの子育てを見守り、応援してい
ます。１人で抱え込まず、お気軽にご相談ください！

　子どもを虐待から救うためには地域からの情報提供が重要
です。心配な子どもがいる…虐待を受けているかもしれない…
と思ったらお知らせください。匿名での連絡でも構いません。 

特集は８・９ページへ

※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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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 「知ってる？今どき小学生の
 放課後事情」………………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。

※国勢調査の結果が
　発表され次第、更新します。



ほっとイルミネーション

新型コロナウイルス感染症だけでなく、冬に流行しやすい感染症にも注意！！

　38℃以上の発熱や咳、筋肉痛などの全身症状が突然現れます。
咳やくしゃみ、そのしぶきに触れたものなどを介して感染します。  
　38℃以上の発熱や咳、筋肉痛などの全身症状が突然現れます。
咳やくしゃみ、そのしぶきに触れたものなどを介して感染します。  

　下痢、腹痛、吐き気、嘔吐などの症状がでます。感染しても症状が出ないこと
があります。患者の便や嘔吐物にウイルスが含まれていて、手や食品を介して
感染します。 

　下痢、腹痛、吐き気、嘔吐などの症状がでます。感染しても症状が出ないこと
があります。患者の便や嘔吐物にウイルスが含まれていて、手や食品を介して
感染します。 

●咳症状のある人は常に
　マスクを着用
●消毒用アルコール（濃度70％）
　を使用して、ドアノブ、スイッチなど
　手が触れるところを拭く

区役所新館エレベーターの更新工事について 
　12月上旬～令和3年2月下旬（予定） 
　工事期間中は、新館エレベーターが使用できなくなります。詳細は、
12月号でご案内します。ご理解・ご協力をお願いします。 

パラフェスタ♥さかえ2020 
「パラリンピック報道写真展」 

地域活動係　　894-8391　　894-3099 高齢・障害係　　894-8539　　893-3083 

予算調整係　　894-8313　　895-2260

健康づくり係　　894-6964　　895-1759／生活衛生係　　894-6967　　895-1759 

　障害者週間（12月3日～9日）の取組の一つとして、Sports Press JPの
協力により、パラリンピックの報道写真展示を行います。 
　12月12日（土）9時～16時
　 栄公会堂（たっちーらんど）ホワイエ　　当日直接

インフルエンザ ノロウイルス

●流行前に予防接種
●石けんを使ってこまめに手洗い
●人が集まる場所ではマスクを着用

予防しよう予防しよう 周りの人にひろげないために… 周りの人にひろげないために… 

【原液濃度】約５％次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り方 

※次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り置きはやめましょう。

●消毒は用途に合わせた濃度に希釈した次亜
　塩素酸ナトリウム消毒液を使用する。 
　※台所用漂白剤を希釈して、消毒用にできます。
　※ノロウイルスに消毒用アルコールは効きません。
●流行シーズン中は、こまめに消毒

●石けんを使ってこまめに
　手洗い
●食品は中心部までよく加熱
　（85～90℃で90秒以上）

予防しよう予防しよう 嘔吐・下痢があったら・・・ 

原液１０㎖+水2.5ℓ調理器具、床、トイレのドアノブ、便座など

ペットボトル
キャップ
１杯＝５㎖

石けんを使い、よく泡立てる

手の甲、指の間、手首もよくこする

時間をかけて、ていねいに

手洗いポイント

さかえ倶楽部スキー場　　0269-87-3355　　
交流に関すること/生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099 

　長野県栄村でスノースポーツを楽しみませんか？
　平日極力非圧雪！ ビギナーから上級者まで多彩な９つのコース
を用意しています。 レンタル用品も豊富に取り揃えております。
お楽しみの昼食は名物トマトつけ麺に食べ放題の野沢菜漬けは
いかがでしょうか。

さっぱりと味わえるトマトつけ麺 上質なパウダースノーが楽しめます

当てはまるもの
があれば

すぐに改善しよう！ 
ホコリが空気中の水分を吸い込み、そ
こに電気が流れ、やがて発火します。定
期的に掃除をしましょう。

電流がコンセントや配線器具の容量を
超えると、発熱してその後発火します。 
電気製品の容量を確認しましょう。 

コンセントにホコリが積もっている たこ足配線

コードが重い物でつぶされると、ショート
や断線が発生し、発火の原因となります。
コードカバー等を使うなど工夫しましょう。

コードを踏みつけている
コードは束ねたり折り曲げると、発熱し
被覆が溶けて発火の原因となります。
束ねたり折り曲げずに使いましょう。

コードを束ねている

12月19日（土）～3月28日（日）営業期間

　毎年恒例、栄区の冬の風物
詩「ほっとイルミネーション」の
季節です！今年は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、
点灯式は行いませんが、大好
評のイルミネーションは実施し
ます。美しく彩られ、華やかな
雰囲気に変わる本郷台駅前を
お楽しみください♪ 

『本郷台駅前で“ほっ”と一息、「おかえりなさい。」』 

▲昨年度の様子

12月4日（金）～1月31日（日）点灯期間

栄消防署予防課　　・    892-0119

　毎年11月9日～15日は
「秋の火災予防週間」です。
　この機会にご自宅に潜
む火事の元（もと）を見つ
けだし、火災予防に努めま
しょう。今回は電気火災の
元をいくつか紹介します。 

横浜消防
マスコット 
キャラクター
「ハマくん」

原液１０㎖+水500㎖希釈濃度 0.1％嘔吐物や便が直接ついた衣類など

希釈濃度 0.02％
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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。

越後三山の眺めも美しい信州最北端のスキー場です

「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」2020年度全国統一防火標語  



　 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　

　 11月16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

11月25日（水）9時～11時・26日（木）9時～12時、
12月1日（火）13時～16時・9日（水）9時～11時 
区役所新館2階

11月26日（木）9時～12時、12月1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

　 11月27日(金)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）     　11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

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

　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

 　11月27日(金)9時～12時
 　区役所新館2階栄養相談室

教育・保育担当　　894-8463　　894-8406放課後児童担当　　894-8434　　894-8406

保育・教育コンシェルジュにご相談ください！

保育所や幼稚園を必要とする皆さんの専門相談員です。
子育て中の方を応援するため、相談を受け、それぞれのニーズや

状況にあった保育園や幼稚園サービスなどの情報を
分かりやすくご案内します。 

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

　 11月18日（水）
　 11月25日（水）
　 11月4日（水）・20日(金)

　 12月17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。

　 12月15日（火）9時～12時15分
　 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

　11月13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

　11月17日(火)から
電話で健康づくり係
（　 894-6964/平日9時~）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

生
活
習
慣
改
善
相
談

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２年度栄区放課後児童クラブ
（学童保育所）入所説明会 
　特集（8・9ページ）で紹介している放課後児童クラブの入所説明会をお
知らせします。参加方法等の詳細は、各施設にお問い合わせください。 

　11月29日（日）10時～、1月16日（土）14時～、2月28日（日）10時～
（2月28日は新築施設にて行います。詳しくはホームページをご確認ください。）
　 桂台西1-43-2（仮移転先※）　　 ・　 891-6060 
　 ※来春からは新築施設（公田町740）で保育予定

●くでん学童保育所

　12月6日（日）10時～11時、1月16日（土）14時～15時、2月20日（土）
14時～15時　　桂台東11-33　　 ・　 898-2015

●くでん学童 くぬぎの家

　12月13日（日）10時～、2月6日（土）14時～　
　 公田町497-7こみね第1ビル2階　　 ・　 894-0989

●本郷台学童保育所

　12月5日（土）10時～、2月13日（土）10時～　
　 小菅ケ谷2-8-18　　 ・　 895-1080

●栄放課後児童クラブ

保育・教育コンシェルジュとは… 

区役所以外にも地域子育て支援拠点「にこりんく」などで
出張相談を行っています。 

教育・保育担当（　 894-8463）で電話受付
ご相談のときには

保育・教育コンシェルジュ
西廣さん

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。

　12月12日（土）14時～、1月24日（日）14時～（両日とも13時から体験
会を行います）　 　小菅ケ谷3-11-10　  　・　 894-4260

●小菅ケ谷学童保育所
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　放課後児童クラブ（学童保育）は、主に就労等で昼間保護者が不在の子どもたちが、安全で豊かな
放課後を過ごすための居場所です。栄区には個性豊かな６つのクラブがあります。

　放課後キッズクラブは、小学校の中で、子どもたちが安全で豊かな放課後を過ごすための居場所
です。学校の教室を改装した「キッズルーム」や校庭・体育館等で活動します。例年、各クラブでスタッ
フの工夫や地域の方々との連携により、様々なプログラムを実施しています(今年度は新型コロナ
ウイルスの感染拡大等で一部中止・変更になっています)。

　現在、木のぬくもりが感じられる
ステキな施設に建替え中！来年２月
頃には新施設（公田町740）になる
予定です。
　遊びを通じて生まれる異年齢交流
による育ち合いも魅力のひとつです。

　西本郷小学校の隣、教会と保育園の敷地内にあるアット
ホームなクラブです。教会や保育園、ケアプラザの方との
交流があります。
　遊びを主体としてのびのびと過ごしながらも、生活習慣
や人間関係への細やかな関わりを大切にしています。

　子どもたちには学校や
学年を超えた兄弟のよう
な絆があり、子どもたちに
寄り添うベテラン指導員
がいます。程よい人数な
らではの手厚さが自慢！

　個性を大切に、
一人ひとりと向き
あっています。保
護者の方にとって
もほっとできる学
童であり続けたい
です。

　日々の遊びや生活、行事を通してたくさ
んのことを学び、
指導員と子どもた
ちがまるで家族の
ように過ごす、ここ
はまさに「もうひ
とつの家」です！

くでん学童保育所

上級生が店員役のだがしや

上棟式の様子（８月22日）

学童夏まつり たまにケンカもするけどなかよし！塚本亜紀 指導員

　キッズクラブは、自宅にいるだけでは
出会えない友だちにたくさん出会える
場所です。いろいろな人が世の中にいる
ことを知り、たくさんの友だちが大好き
になれるように、１に安全、２に楽しく、笑
顔で過ごせる場所づくりをスタッフ全員
で考えています。

１月～２月頃

3月

4月

①新１年生向け説明会
小学校の入学説明会の際に、利用方法等の
説明を行い、利用申込書等を配付します。

②利用申込書の提出
必要事項を記入した利用申込書に、保険料の
支払済証を添付してキッズクラブに提出。

③キッズクラブの利用開始
留守家庭児童として登録した新１年生は４月
１日よりキッズクラブを利用できます。

※各クラブで申込方法や申込時期が異なりますので、直接各クラブにお問合せください。

桜井小学校放課後キッズクラブ
小菅ケ谷小学校放課後キッズクラブ
庄戸小学校放課後キッズクラブ
笠間小学校放課後キッズクラブ
飯島小学校放課後キッズクラブ
千秀小学校放課後キッズクラブ
公田小学校放課後キッズクラブ
小山台小学校放課後キッズクラブ
西本郷小学校放課後キッズクラブ
桂台小学校放課後キッズクラブ
上郷小学校放課後キッズクラブ
本郷台小学校放課後キッズクラブ
本郷小学校放課後キッズクラブ
豊田小学校放課後キッズクラブ

893-0445
893-3111
894-8320
892-8810
861-2885
851-8860
891-7498
894-8303
892-8661
891-8352
894-6281
893-0047
891-1143
881-0590

「お会いできるのを楽しみにしています」
by栄区内の放課後キッズクラブ主任一同

1

来年4月に小学校へ入学予定のお子さんを対象に就学時健康診断が実施されます。

詳しくは、各クラブに
お問合せください！

やまゆりアフタースクール（届出のみ事業所）
本郷特別支援学校には「はまっ子ふれあいスクール」があります。

横浜市 就学時健康診断日程

詳しくは

教育委員会 健康教育課671-3275　　681-1456

民間施設
（一軒家、マンション等）

横浜市に住んでいる、
留守家庭児童等
（学区は問いません）

平日、土曜日(※)
※クラブにより異なる

放課後～19時まで
※クラブにより時間延長あり
※土曜日、長期休業期間中
　の開所・閉所時間はクラ
　ブにより異なる

クラブによって異なる

小学校の施設内

同じ小学校に
通っている小学生、
同じ学区に住んでいる私立
や国立の小学生

平日、土曜日

①放課後～17時まで
②放課後～19時まで
　（留守家庭児童）
※土曜・長期休業期間は
　８時30分から
※新型コロナウイルスの感
　染拡大に伴い、①の受入れ
　を限定しています
　（令和２年10月現在）

①無料
※留守家庭児童以外の児童
　が17時以降に利用する場
　合は１回800円+おやつ代 
②月額5,000円（留守家庭
　児童）+おやつ代
（①②保険料800円／年）

場所

対象

開所日

開所時間

利用料等

栄区桂台西1-43-2　　・　 891-6060

本郷台学童保育所

てづくりおやつフェイスガードづくり
「まゆせん」こと
市川真由美 指導員

飯島小学校
放課後キッズクラブ
滝澤晴美 主任

　主体性、共有の精神・思いやりの心
を大切に、子どもを受け容れることから
始めるポジティブな支援を心掛けてい
ます。笑顔から白い歯がキラリと光り、
大きな声がキッズルームいっぱいにな
る日が戻るように、感染症対策に努め
ています。

庄戸小学校
放課後キッズクラブ
福本等美 主任

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

栄区公田町497-7　　・　 894-0989

　くぬぎの家は住宅街の中にありながら、緑や公園に囲ま
れた豊かな環境にあります。幅広い年齢層の指導員がお
り、夏休みにはキャンプや近所のお祭りに出店、水族館な
どにお出かけに行っています（今年はコロナ禍で一部中
止）。月に一回、近所の茶道の先生による茶道教室も行っ
ています。

くでん学童  くぬぎの家2 栄区桂台東11-33　　・　 898-2015

　少人数でアットホームな雰囲
気！自分のおうちのようにくつろ
げる空間です。「おやつが楽しみ！ 
おいしい！」「お誕生日会やお泊
まり会が楽しい!」子どもも大人
もみんなで協力して成長しあえ
る場所です。

　コロナ禍でもポジティブさを大
切に、日々子どもたちと向き合っ
ています。卒業後も悩みごとがあ
ると相談に来てくれます。

小菅ケ谷学童保育所

ほぼ全員集合!(お誕生日会) クリスマス会

光る泥団子づくり
（夏休み工作）

夏の一大イベント
「お泊まり会」での花火

5 栄区小菅ケ谷3-11-10　　・　 894-4260
　２階建ての一戸建てで広々としたスペースがあり、徒歩
５分の本郷台中央公園でものびのび遊んでいます。お誕
生会や季節の行事を通して、指導員や子どもたちのふれ
あいを大切にしています。
　子どもたちの成長を見守って
いく家庭的な温かい学童保育を
モットーとしています。

栄放課後児童クラブ6 栄区小菅ケ谷2-8-18　　・　 895-1080

ルーテル学童保育会3 栄区小菅ケ谷2-26-3　　892-2366　　892-7825

放課後キッズクラブ連絡先

新１年生のキッズクラブ申込みの流れ

7ページで、放課後児童
クラブの入所説明会に
ついてお知らせしてい
ます。

放課後児童クラブ
入所説明会のお知らせ

放課後児童クラブの
申込方法が気になる方は
こちら！

※平日の13時以降にお問合せください。

栄区放課後事業所マ
ップ
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　皆さんは、地域に暮らす小学生がどのように放課後を過ごしているのか知っていますか？
　今月の特集では、小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる“放課後児童クラブ”“放課後キッズクラブ”
をご紹介します。
※市のガイドラインに基づき感染症拡大防止に努めながら運営を行っています。また、感染症拡大時には児童の受
入れを限定している場合があります。
※市のガイドラインに基づき感染症拡大防止に努めながら運営を行っています。また、感染症拡大時には児童の受
入れを限定している場合があります。

特 

集
【特集に関する問合せ】こども家庭支援課　放課後児童担当　　894-8434　　894-8406
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区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ

本郷地区センター　　892-5310
使い切りクッキング クリスマスのごちそう
白いハンバーグ・ケークサレ・ロールポテトサラダ・アップル
シナモンマフィンの計4品!
　 12月7日(月)10時～13時 
　 本郷地区センター
　 8人(先着)　　吉川友子さん
　 1,200円
　 11月11日(水)10時から電話・来館受付
上郷地区センター　　892-8000
使い切りクッキング シンプル＆時短! 簡単作り置き料理
鶏肉と茄子の甘酢炒め、豚肉とキャベツの塩昆布マリネ
など 計4品
　 12月8日(火)10時～13時 
　 上郷地区センター
　 9人(先着)　　吉川友子さん 
　 1,000円
　 11月11日(水)10時から電話・来館受付

ムダなく料理をする方法を学びませんか？

　 11月12日(木)10時～16時 
　 戸塚駅地下1階コンコース
(JR戸塚駅地下改札前 特設会場)  　 当日直接

戸塚税務署からのお知らせ
税理士会による無料税務相談

　 11月27日(金)13時30分～15時30分(受付：13時～) 
　 区役所新館4階8・9号会議室   
　 40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・月齢を書いて生活衛生係へ
※公共交通機関をご利用ください。※ペット同伴不可

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!？～ 

　社会参加が上手くできず、孤立してしまう若者にどのように接することが良いの
か？苦しむ若者と向き合うヒントや、家族が孤立しないために支援者に繋がる方法を
一緒に考えます。
　 12月16日(水) セミナー：13時30分～15時(13時15分開場)
　　　　　　　    個別相談会：15時15分～16時15分
　 区役所新館4階8号会議室
　 社会参加に困難を抱える若者(15～39歳)の家族、地域で関心のある人 20人(先着)
　 よこはま南部ユースプラザ施設長 渡辺克美さん
　 11月11日(水)11時からよこはま南部ユースプラザで電話受付。12月11日(金)締切

「家族支援」 ～家族がつながる大切さ～ 
社会参加に困難を抱える若者について考える
セミナー&個別相談会

※本郷地区センター・上郷地区センターともに感染症拡大防止のため、
調理後は飲食せずお持ち帰りとなります。

電子申請
二次元コード

「わんわんマナーアップ＆パトロール」隊員も引き続き募集中です!! 
お申込みお待ちしています。
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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。 
※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。

　 資源化推進担当　　894-8576　　894-3099 

　 生活衛生係　　894-6967　　895-1759 

よこはま南部ユースプラザ　　761-4323　　761-4023
放課後児童担当　　894-8434　　894-8406 

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。

★たけのこランド
　・・・・・・11月26日、12月3日（各木曜）

　 892-1154
　 892-1730

いいじまひがし
こども園

★わんわんルーム説明会（ 　満3歳児）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月16日（月）
★森のバースデー・・・・・11月30日（月）

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

★ペンギンクラブ説明会
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月20日（金）

　 891-2020
　 891-3533やまゆり幼稚園

★ベビーヨガ&産後骨盤ケア
　（　 2か月～1歳）・・・・12月7日（月）

★オープンディ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月13日・20日・27日
　                     12月4日（各金曜）

　 892-7117
　 892-6577小菅ケ谷幼稚園

　 東京地方税理士会戸塚支部
　 864-3300　　871-7722

　 894-5353
　 349-1122やまゆり保育園
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❶～❸　 電話・来館受付(先着)
❶第3回 桂台健康講座
しっかりとした足腰で転倒予防
　11月28日(土)14時～15時
　 20人

❷第2回介護者教室
「下肢静脈瘤と足の大切さ」
　11月27日(金)10時～12時
　 20人

❸令和2年度備えてあんしん終活講座
～「相続と成年後見」編～
　12月5日(土)講座：14時～15時
個別相談：15時10分～
　 20人
　 東京地方税理士会 角川衆一

❶～❹　 11月11日(水)10時から電
話・来館受付(先着)
❶クリスマスリースのフレームをつ
くろう
　12月5日(土)13時30分～15時
　 小・中学生8人　　300円

❷初心者対象♪中国語会話(全3回)
　12月7日・14日・21日(各月曜)
13時～14時30分
　 8人　　3,000円

❸年越しそばを自分で打とう!
約750ｇ(約5人前)! お持ち帰りのみと
なります。
　12月9日(水)9時30分～13時30分
　 6人　　1,000円

❹おいしい♥ヘルシー
オートミールのクッキー
～おうちカフェを楽しもう～
　12月14日(月)10時～12時
　 6人　　300円

◆パソコン無料相談会
　11月21日(土)13時～16時
　 当日直接

◆ときめきカフェ～ギター弾き語
り・懐かしの曲に耳を傾けて～
　11月28日(土)10時～11時
　15人(先着)
　11月11日(水)から電話・来館受付

❶～❹　 11月11日(水)から電話・来
館受付(先着)
❶茶道教室～江戸千家～(全2回)
　11月24日、12月8日(各火曜)10
時～11時30分
　 6人　　700円

❷ちびっこ運動タイム
　11月30日(月)10時30分～11時
30分　　1歳以上未就園児親子15組
　1組50円

❸こどもお菓子教室♡クリスマスの
ジンジャーマンクッキー
　12月12日(土)10時～12時
　 小学生10人　　600円

❹ミニ門松作り
　12月20日(日)13時～14時30分
　 小学生～大人20人　　300円

◆豊田しめ飾り教室
　12月20日(日)10時～13時
　 家族50組　　500円
　11月30日(月)から来館受付

◆華シニア連続講座
～笑顔で脳活! 健康脳トレ～
　11月12日(木)13時30分～15時
　 高齢者15人(先着)
　 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!
　11月11日・18日・25日、12月2
日・9日(各水曜)15時～17時　　小・
中学生各10人(当日先着)　　当日直接

◆懐かしの昭和歌謡・青春の昭和歌謡 
少人数制60分を4クラス
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
　12月14日(月)A‒1：9時30分～
10時30分　A‒2：11時～12時
B‒1：13時～14時　B‒2：14時30
分～15時30分　　各20人(抽選)
　 200円　　往復はがきに①希望の
クラスを１つ②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。11月17日(火)消印有効
※クラスの重複はできません。

◆高橋明子 with Friendsクリスマ
スJAZZコンサート 
今年は完全入替・座席指定制! 飲食の
サービスはありません。
　12月20日(日)A:12時～13時
B：14時～15時 ※各回30分前開場
　 各25人　　1,000円
　 往復はがきに①イベント名・AかBど
ちらか②申込者全員の氏名・住所・電
話番号③返信用宛名に代表者の住所・
氏名を書いてセンターへ。11月20日
(金)消印有効 ※はがき1枚につき4人
まで/不備のあるものは無効

❶～❷　  電話・来館受付(先着)
❶キグちゃんの「親子であそぼ!」
2歳児～あそびから学ぶ子どもの育ち～
　12月25日(金)10時30分～11時
15分　　2歳以上未就園児親子8組
　11月13日(金)10時から

❷書初め練習会 栗原光雲先生と練
習して宿題を仕上げよう!
　12月26日(土)13時～15時30分
　 小・中学生12人　　100円
　11月12日(木)10時から

◆なかのカフェ
「認知症介護者のつどい」
　11月21日(土)13時30分～15時
　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

❶～❸　 11月11日(水)から電話・来
館受付(先着)
❶Let’s Try！ フラ
みんなでフラダンスを楽しもう！
　12月6日(日)10時～11時30分
　 年長～大人10人

❷土曜映画会
　12月12日(土)16時30分～19時
　10人

❸ミニ門松をつくろう
　12月13日(日)10時～12時
　 小学生～大人10人　　300円

◆にこにこお話し会
　12月10日(木)11時～11時30分
　 未就園児親子6組(当日先着)
　 当日直接

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

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

※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　 当日直接
❶絵本の読み聞かせ
　11月15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親子イベント パンくんシリーズ
　11月24日(火)11時～11時30分
　 5階こどもファンタジー展示室
　 乳幼児向け5組(当日先着)
　 大人400円、65歳以上・学生・高校
生200円、小・中学生100円

❸キャンドルナイトと野外ミニシアター
　12月5日(土)17時～19時30分
　1階池周辺

❹❺　  メール・電話・来館受付（先着）
❹【依田和子氏講演会】
絵本を通して世界を知る
　11月21日(土)13時30分～15時
　 2階プラザホール
　120人
　 　 lib_forum@earthplaza.jp

❺世界の教室   つくってみよう！ チェコ
のクリスマス人形劇
　11月28日(土)14時～15時30分
　 1階多目的室
　 5歳以上20人
　 500円(材料費)
　 　 gakushu@earthplaza.jp

◆ノルディックウォーキング教室
　11月11日、12月2日(各水曜)10時
～11時30分　　各15人(先着)
　 電話・来館受付

❶❷　 電話受付
❶里いも掘り
　11月14日(土 )～29日(日)9時
30分～10時30分 ※月・火曜休み
　 入園料：大人200円、子ども100円/
株代：2株600円
　11月11日(水)9時から

❷クリスマスリース作り
　12月6日(日)9時30分～12時
　 20人(小学生以下保護者同伴/先着)
　 400円　　11月21日(土)9時から

◆パン教室
(シュトーレンを作ろう)
　12月20日(日)13時～16時
　12人(子どもの参加は小学生以上/
子どものみの参加不可/抽選)
　1,900円　　往復はがき・ホーム
ページに①講座名②住所③氏名(子ど
もは学年も)④電話番号⑤人数を書い
て虹の家へ。
11月24日(火)必着

❶～❺　 11月11日(水)から電話・来
館受付(先着)
❶詩吟体験教室(全5回)
　11月14日・21日・28日、12月5日・
12日(各土曜)13時～15時
　 20人　　500円

❷子ども茶道教室(全5回)
　11月21日・28日、12月5日・12日・
26日(各土曜)9時30分～12時
　15人　　1,500円

❸庭木の手入れ教室
　11月26日(木)13時～15時
　 20人　　500円

❹絵手紙教室
　11月27日(金)13時～15時
　 20人　　500円

❺クリスマスグッズを作ろう
　11月28日(土)10時～12時
　 小学生と保護者15人　　600円

◆ベビーヨガ＆産後のアーユル
ヴェーダ(全2回)
　12月8日・15日(各火曜)10時～11
時30分　　産後2か月～1年の女性
15人(先着)　　3,500円(乳児1人1
回分保育料込み)　　11月13日(金)
からホームページ受付

◆はたらく女性のためのストレスケア
＆マインドフルネス(全2回)
　12月12日・19日(各土曜)10時～
11時30分　　15人(先着)
　 2,000円　　11月16日(月)から
ホームページ・電話受付

◆女性のためのパソコン講座「エク
セル中級」(全2回)
　12月16日(水)・17日(木)10時～
15時30分　　女性10人(先着)
　11,000円　　11月14日（土）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

◆リリス・レジデンス・アーティスト
卒業記念 長崎宏美 フルートリサイ
タル【再振替公演】
2007年当館主催のオーディションに
合格し、活躍をしてきたフルート奏者
長崎宏美の卒業記念コンサートを開
催。抽選で観覧のお客様をご招待いた
します。
　1月29日(金)14時～(13時15分
開場)　　150人(抽選)　　長崎宏美
(Fl)、平田侑(Pf)　　所定の応募用紙
に必要事項を書いて、FAX・郵送また
は直接リリスへ。
12月27日(日)締切

◆午後の音楽会 第124回
ヴァイオリン×ギターデュオ ハイク
ラッドコンサート
エスニックミュージックとワールドミュー
ジックの融合。新感覚で情熱的なクラ
シックサウンドを体感する。
　 2月18日(木)14時～(13時15分
開場)　　詳しくはHPをご確認ください
 　Yui(Vn)、伊藤芳輝(Gt)
 　全席指定500円
　12月5日(土)から電話・来館受付

◆リリス・レジデンス・アーティスト
卒業記念 Duo Espoir コンサート
【再振替公演】
2007年よりリリス・レジデンス・アー
ティストとして活躍してきた、彼女たち
の卒業記念コンサート。
　 3月24日(水)14時～(13時15
分開場)　　150人(抽選)
　 清岡優子(Vn)、大野真由子(Pf)
　12月1日(火)から所定の応募用紙
に必要事項を書いて、FAX・郵送また
は直接リリスへ。
2月24日(水)締切

◆パパならではの絵本読み聞かせ
&仕事と育児の両立法
　11月28日(土)10時30分～12時
　 0歳児とパパ 12家族(ママ同伴可/
先着)　　ホームページ受付
　 栄区地域子育て支援拠点「にこりんく」
　・　 898-1615(火～土10時～16時)

◆トレーニング室の営業を再開して
います 
詳細は、ホームページか電話でご確認く
ださい。
　 9時～21時(第3月曜を除く)

◆ロッキーのおたんじょう会
　11月14日(土)・15日(日)10時～
16時　　未就学児～小学生各35人
(未就学児は保護者同伴/当日先着)
　 当日直接

◆地域歴史散策14 金沢文庫から
金沢八景を歩く 
　11月28日(土)10時～16時
　 集合：京浜急行金沢文庫駅改札前
　 中学生以上25人(抽選)　　500円
(資料代・保険料)　　昼食持参
　 往復はがき・FAXで①住所②氏名
③連絡先④「広報よこはまを見た」と書
いて、埋蔵文化財センターへ。
11月15日(日)必着

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

◆書き初め教室
　12月26日(土)13時～17時
　 小・中学生20人(先着)
　1,300円(紙・墨液・掛け軸代込み) 
　11月27日(金)10時から電話・来
館受付

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

　にこりんく
　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

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

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

小菅ケ谷北公園
〒247-0007 小菅ケ谷4-31
　 891-1151

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

栄区民文化センターリリス

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

　虹の家
　ホームページはこちら▼
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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。

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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