
栄区　防災動画 栄区　防災出前講座

「いざ」という時
のために「いま」
知っておこう！

災害時の備えやインターネッ
トを使った便利な防災情報収集
の方法を
紹介して
います。

災害が起きた時、“いま”知りたい防災情報が
すぐ手に入る、防災情報の確認できるリング
カード集です。

事前に発災時の避難場所や自
宅、お住まいの地域が浸水想定
区域か確認しておきましょう。

　区民の皆さん
に防災に関する
情報を直接お届
けする、「防災出
前講座」を実施
しています。

　災害時は、正しい防災情報の収集がとても大切です。一人ひとりが 「自らの命は自らが守る」ことを意識し、
防災情報の収集方法について確認しましょう。

正しい情報が我が身を守る～防災情報を集めよう！～

つながるカード

防災担当　　894-8311   　895-2260

平時「いま」知る！ 災害時「いざ」知る
！

栄区防災動画 栄区防災出前講座

栄区避難場所マップ

配布場所：区役所本館4階41番窓口

 ツイッター栄区
 公式アカウント
　災害時の避難場所の開設情報がリ
アルタイムでわかります。
普段はタッチーくんが栄
区情報をお届けします。

ツイッター  横浜市避難ナビ
　事前に災害の擬似体験や一人ひ
とりの避難計画の作成を行え、発災
時には適切な避難行動
を支援する防災アプリ
です。

アプリ

 横浜市災害
 情報Eメール
　地震情報や気象警報、避難場所の
開放状況など緊急のお知らせを配
信します。二次元コード
から空メールを送信する
と、登録できます。

アドレス登録

ウェブサイト

ウェブサイト
 栄区役所
 ホームページ
　災害時の避難場所の開設状況な
どを発信しています。また、区の様々
な防災情報の掲載もして
います。

 横浜市災害情報ポータル
　横浜市や栄区の緊急時全般の防災情報を確認できます。

詳しくは特集８・９ページへ

「子どもたちのために
、何か力になり

たい」、「パパ友・ママ友
がほしい」と

思ったことはありません
か？

そんな人に伝えたい「栄
区の子育て

支援」についてご紹介し
ます。

実施の有無を必ず確認してください。 ※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　　　　　　　　  　　　　　　　　　
※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。

月号
 栄区のいま
（2022年6月１日現在）

ここから栄区版（⑤～⑫ページ）です
⑤⑥ページ……コラム
⑦ページ………福祉保健センターからのお知らせ
⑧⑨ページ……特集「さかえ子育て応援隊！
　　　　　　　～みんなでつながる、子育て支援～」
⑩～⑫ページ…各種お知らせ

人口 
120,948人

世帯数
53,949世帯

Twitter PIAZZA

栄区情報を発信中！
フォローお願いします！

栄区役所ホームページ 栄区役所 検索

〒247-0005 栄区桂町303-19

全ページ共通マーク

894-8181（代表番号）
区役所の受付時間は月～金曜（祝日、休日、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 編集・発行　広報相談係
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　９月30日（金）まで　　栄区産の農産物または栄区産の農産物
を使った食品を栄区内で３回購入した人（抽選） 
　応募フォームまたは次の記載事項を記載のうえ、企画調整係あ
てにはがき等を郵送してください（10月５日（水）消印有効）。

マイナンバーカードの申請をお手伝いします！
　マイナンバーカードを初めて申請する人を対象に、栄区役所や区内各所
でマイナンバーカードの申請をお手伝いする「申請サポート」を実施しま
す。申請用の顔写真撮影も行っていますので、ぜひご活用ください。

最新の申請サポート
開催情報はこちら▶

　これからの季節は気温と湿度が高くなり、細菌が増殖しやすい時期を迎え
ます。 テイクアウト等を利用して食事をするときのポイントに気を付けて、食
中毒を防ぎましょう。

　栄区では様々なところで、障害のある方たち
がいきいきと活動しています。4月号に続き、区
内事業所をご紹介します。

　仲間づくりをしながら、ICTを通じた地域活動の第一歩をそろそろ踏み出して
みませんか。あなたの経験が身近な地域で役立つかも。まずは、この講座を受講
して新しい自分を発見してみましょう。 

　栄区には障害のある方たちが
活躍する事業所が約２０か所あ
ります。協議会で
は事業所や利用者
の皆さんがつなが
り合えるよう取組
を進めています。

食品を購入したらすぐに帰宅し、長時間持ち歩かないようにしましょう。
持ち帰る時は暑い車の中に長時間置かない等、温度管理に注意しましょう。
テイクアウトやデリバリーの食品はすぐに食べ切ることを想定して
調理されています。購入後は早めに食べ切りましょう。
すぐに食べ切れる分だけ購入しましょう。

● 顔写真の撮影
● 申請書送付用封筒のお渡し
● マイナンバーカードの申請書記入のお手伝い（※）
※ご自宅に郵送でお送りしている申請書（ＩＤ・氏名・住所・
生年月日・性別等が記載さ
れたもの）をお持ちいただ
くと申請がスムーズです。

　各回10時～14時30分（全5回） 
　SAKAESTA（さかえすた）
　栄区在住・定年退職前後でスマートフォンを
　お持ちの人２０人（抽選）
　5,000円（全5回分／昼食代・材料費） 
　7月24日（日）までホームページ受付 

栄区は、古くから農業が盛んな地域で、今もあちこちに畑があり、直売所も
何か所もあります。そんな栄区の魅力でもある「農」に目を向けてみませんか？ 

テイクアウト食品の食中毒にご注意！
～持ち帰り・出前食品は早めに食べ切りましょう！～

障害福祉事業所をご紹介！② 

～さくらカンパニー～ 

栄区地産地消キャンペーン
第１弾 

Life Academy @sakae 
～新しい自分発見～ 一期生募集！

申請サポート会場でできること 無 料 実施会場（栄区内）

SAKAESTA（さかえすた）

栄区役所  本館１階 平日及び第２・第４土曜に実施中
 （令和５年２月２８日まで）  

（平日）１１時４５分～１９時１５分 
（土日）９時30分～１６時３０分  

（各日）10時～１7時 

（平日）９時～１６時 
（第２・第４土曜）９時～１１時

8月19日（金）・20日（土）・
22日（月）・23日（火）

７月８日（金）～12日（火）

野七里テラス

実施日 実施時間

ポイント

保冷温バッグ・野菜鮮度保持袋・ミニタオルのセット（抽選で100名様）

応募フォーム▲

①住所、②氏名、③連絡先（電話・メールアドレスなど）、④購入日・購入し
た品物名・購入場所（栄区内のみ有効/３つ記載が必要）、⑤アンケート（年
代 ・キャンペーンを知った媒体 ・キャンペーンに参加した感想/任意）

記
載
事
項

申し込みは
  こちらから！

さくらカンパニーって？  
「さくらカンパニー」は設立３年目の比較的
新しい生活介護事業所です。２０代前半を
中心とした利用者が多く、散歩、ポスティン
グ、自主製品づくりなどのお仕事をメインに

レクリエーション
なども行う、元気
いっぱいの事業
所です。見学はお
電話ください。職員の皆さん

利用者の皆さん

栄区自立支援協議会も 
応援しています！ 

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

8月25日（木）
9月8日（木）
9月22日（木）
10月6日（木）
10月20日（木）

まちの魅力新発見！ ～Enjoyさかえライフ～
スマホの魅力再発見！ ～知っていた「つもり」からの脱却～
仲間の魅力大発見！ ～防災クロスロード体験～
隠れた才能珍発見！ ～感謝の気持ちをお花に添えて～ 
おとなの社会科見学！ ～どこへ行くかはお楽しみ～

※第1回～第4回には「スマホ教室」を含みます。

開催日 テーマ

来て見てさかえ

※はずれても、ミニタオルを差し
上げます！
※デザインは写真と異なる場合
があります。 
※当選者の発表は、賞品の発送を
もって代えさせていただきます。

　8月5日（金）までに地域力推進担当へ申請書類をご提出ください。（申請を
する場合は、必ず事前にご相談ください。）募集要項及び申請書類はホーム
ページからダウンロードできます。 

地域の課題解決や魅力づくり等、区民がグループ・団体を構成して行う主体的
な活動の経費を区役所が一部補助します。 

令和４年度 
栄区みんなが主役のまちづくり協働推進事業
補助金  ２次募集のご案内 詳しくはこちら▶

コース
上限額が２万円、５万円の２コース
事業内容によって、最大20万円の補助ができる制度があります。
事前にご相談ください。 
対象経費の３分の２補助率

●シニア向けサロンの立ち上げ　　　　　●子どもの放課後の居場所づくり
●多世代が交流する花づくり講座の開催　　　　　　　　　　　　　　など

こんな取組に活用されています

実施の有無を必ず確認してください。 ※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　　　　　　　　  　　　　　　　　　
※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。

登録担当　　894-8345　　894-3413

生活衛生係　　894-6967　　895-1759

企画調整係　　894-8161　　894-9127

障害者支援担当
894-8068　　893-3083

地域力推進担当　　894-8936　　894-9127

【申込みについて】　栄区社会福祉協議会　　894-8521　　892-8974
【事業について】　　高齢者支援担当　　　 894-8415　　893-3083 
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横浜建設（株）の取組

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
ＨＩＶ検査相談マップ

横浜健康経営認証

横浜エイズ市民活動センター

が
ん
検
診

◎「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４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４年度中に70歳以上になる人（昭和28(1953)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。
◎電話予約のみ

横浜市  がん検診

9月6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
a：視触診＋マンモグラフィ検査　　1,370円
b：マンモグラフィ検査単独　　680円

　8月1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

乳がん
(昭和58年4月1日以前に
生まれた女性／2年度に1回)

卒煙相談(個別禁煙相談）     　7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

7月13日（水）13時～16時、7月28日（木）9時～
12時、8月2日（火）13時～16時
区役所新館2階

7月28日（木） 9時～12時
8月2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

　 電話で健康づくり係
（　 894-6964)へ

　 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

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

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

　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対応します。

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

　 電話でこども家庭係
（　 894-8410）へ

　歯科医師による相談、歯科衛生士による
ブラッシング

乳幼児歯科相談
妊産婦歯科相談 

　 7月25日（月）13時15分～14時30分
　区役所新館2階栄養相談室　　未就学児・妊産婦

　 離乳食、少食、好き嫌いの相談などこどもの食生活相談
　 7月13日（水）9時～12時
　 7月26日（火）9時～12時
 　区役所新館2階栄養相談室

　 7月26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）

離乳食教室
～もぐもぐ2回食～

　 調理実演･講話等
※試食・保育はありません。

子
育
て
関
連

※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

　 7月15日（金）
　 7月20日（水）
　 7月6日（水）・22日（金）

生
活
習
慣
改
善
相
談

4か月児
1歳6か月児
3歳児

健康づくり係　　894-6964 　　895-1759

健康経営のススメ
～働き世代の皆さん、健康づくりをしませんか？～

働き世代の皆さん、お仕事お疲れ様です。皆さんは仕事や育児、介護などで忙しく、自分の健康については後回し…と思い当たることはありませんか。そん
な働き世代のために「健康経営」という言葉があるのをご存じでしょうか。横浜市では、働き世代のために健康づくりに取り組んでいる企業に「横浜健康経営
認証制度」を設け、取組の支援を行っています。今回は令和3年度に認証された市内323事業所のうち、区内で唯一クラスAAA（最高レベル）を取得した横
浜建設株式会社をご紹介します。

従業員等の健康保持・増進の取組が、企業の収益性等を高め
る投資であるととらえ、従業員の健康づくりを経営的な視点
から戦略的に実践することです。

スワンデーの導入
毎月２２日のスワンデー（禁

煙の日）を社員に周知し、建物内
を禁煙にしています。健康に関
する社内アンケートでは、喫煙
率が８％減少！（過去２年比較）

　横浜市では従業員の健康づくりに取り組む市内事業所を応援するため、健康経営に積極的に取り組む事業所を、取組状況に合わせ、３つの区分で認証して
います。詳細はホームページをご確認ください（令和4年度の横浜健康経営認証応募は９月末まで）。

健診のフォローも充実！
健康診断で保健師等

が生活習慣を見直すため
の面談を行い、特定保健
指導の初回面談実施率
１００％を達成。

健康器具の設置
社内に血圧計、マッ

サージチェアや、会社
入口に自動検温消毒
器を設置し、社員から
も好評。

完全週休2日制に
職員の健康のため令和３
年度から完全週休２日制とし
ました。「体が楽になった。」等
社員の声が聞かれ、土日に休
むことが定着。

自動販売機を健康に配慮した
商品に！
健康を意識するように、自動販
売機の商品を健康に配慮したも
のに変更し、エネルギーを表示。

「健康経営」とは…

「横浜健康経営認証」に応募してみませんか？

● 職場の雰囲気や
　 一体感の向上
● 欠勤の減少
● 企業のイメージアップ
● 生産性の向上
　 　　　　　　　など

健康経営のメリット！

横浜建設の皆さん

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　
　 持ち物　　参加費・料金　　申込み　　問合せ　　要予約

実施の有無を必ず確認してください。 ※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　　　　　　　　  　　　　　　　　　
※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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　火～土（10時～16時）
　桂町711（さかえ次世代交流ステーション1階）
　0歳～未就学児とその保護者、妊娠中の人とその家族
　・   898-1615

　妊娠中から利用できる施設です。年齢に合わせた遊びや
親子でリフレッシュできるプログラムのほかに、子育てに関
する相談・情報提供なども行っています。

実際に利用している大山さん、敦己くん

　各会場で週1回、経験豊かな子育て支援者
が子育てで不安に思うこと、悩んでいること
を一緒に考えます。遊びに来るだけでもOKで
す。予約不要で出入り自由となっているので、
気軽にお越しください。

　手遊び、絵本などを楽しみ
ながら、友達の輪を広げてみ
ませんか？施設だけでなく、
地域ケアプラザなどでもイ
ベントを行っています。
ぜひお越しください。

　「保育園から自宅まで」や「小学校から
習い事の場所まで」など、短時間の活動が
多いです。

地域の中で子どもを預けたり、預かったりすることで、人と
人のつながりを広げ、地域ぐるみでの子育て支援を目指す、
有償の支え合い活動です。

提供会員⇒20歳以上で、子育て支援に理解と熱意があり、
　　　　　安全に子どもを預かることができる、市内在住
　　　　　の健康な人
利用会員⇒生後57日～小学6年生の子どもがいる
　　　　　市内在住の人　です。

　自宅だけでなく、施設での預かりもあり
ます。「栄区地域子育て支援拠点にこりん
く」でも預かることができます。

　子育て仲間と集まって、遊
んだり、おしゃべりをしなが
ら交流することができます。
　一時預かりも実施してい
るので、詳しくは施設までお
問い合わせください。

●豊田地区センター（　毎週火曜10時～11時30分）
●小菅ケ谷地域ケアプラザ（　毎週水曜10時～11時30分）
●上郷地区センター（　毎週水曜10時～11時30分）
●本郷地区センター（　毎週木曜10時～11時30分）
●笠間地域ケアプラザ（　毎週金曜10時～11時30分）
●リエゾン笠間（　毎週金曜10時～11時30分）

　月～金
　（10時～15時）
　上郷町106-1第2ミサキビル101号
　 0歳～未就学児とその保護者
　1日100円（出入り自由）　　 892-1030

　専門職員が、乳幼児期から思春期までのお子さんに関する
様々な相談を幅広くお受けします。
　　　　　月～金（8時45分～17時（12時～13時を除く））
　　　　　面談・電話
　　　　　こども家庭支援課　　 894-3790

　親子で遊びに行けるサロン・ひろばや一時
預かりなどの子育て情報をたくさん掲載して
います。相談時間

相談方法
問合せ

　月～金
　（9時30分～15時30分）
　笠間4-11-6グランフォレスト1-B
　0歳～未就学児とその保護者
　 1日100円（出入り自由）　　895-6320

活動は

送迎 預かり

　　利用者さんの声
　保育園のお迎えをお願いしていま
す。子どもと仲良くしていただき、
とても助かっています！

　　利用者さんの声
　にこりんくでの預かりをお願いし
ました。日頃から遊んでいる場所で
預かってもらったので、私もリフレッ
シュできました！

荒木 祐子さん 

鈴木 八重子さん

基本は1時間800円です。

子どもを
預かる人

＜提供会員＞

子どもを
預けたい人
＜利用会員＞

横浜子育て
サポートシステム
栄区支部

お手伝いを
するには

STEP①
入会説明会に参加

STEP②
研修（3日間）を受ける

STEP③
登録して、活動スタート！

　まずは、入会説明会に参加して、子育てサポートシステムについて詳しく聞いてみましょう！ 栄区地域子育て支援拠点にこりんく
横浜子育てサポートシステム
栄区支部事務局へ電話受付
　 392-3967（火～土 9時～17時）

● 7月  7日（木）10時30分～11時30分
● 7月23日（土）14時～15時
● 8月  3日（水）10時30分～11時30分

● 8月27日（土）10時30分～11時30分
● 9月  3日（土）10時30分～11時30分
● 9月27日（火）10時30分～11時30分

日
時

会 場
申込み

問合せ

□すきま時間でできる！
□特別な資格は必要なし！※
※研修を受けていただく必要があります。

にんじんクラブ(読み聞かせ)

安心して活動できるようコーディネートします！

検索にこにこMAP
区ホームページにも掲載中！

検索子サポ　にこりんく詳しくは

●写真撮影時のみ、マスクを外しています。

　栄区では、地域の子育てを応援するシステムや施設がたくさんあります。　
　そこで、今回の特集では、地域の皆さんにご協力いただきたい「横浜子育てサポートシステム」や、
「子育て家庭が楽しく過ごせる居場所」など、子育て支援の取組についてご紹介します。
【特集に関する問合せ】こども家庭支援担当　　894-8959　　894-8406 ※休館日等については、各施設へお問合せください。
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　 892-5588
　 893-9884

鍛冶ケ谷
カトリック幼稚園

★みんなあつまれ！（1-3歳体操）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月14日（木）
★ちびっこ夏まつり・・・・・・・・・・・・・・・・・7月22日（金）

　栄フィルのメンバーが、オーケストラのような大編成ではないけれど、「ふふ
ふ」っと、ちょっと微笑ましいアンサンブルや、器楽曲を演奏します。普段のス
テージとは違い、客席とステージが近い会場ならではの臨場感や、普段とは
違う楽器紹介なども計画中です。
　 8月21日（日）14時30分～（14時開場）
　 SAKAESTA（さかえすた） 大会議室
　 40人程度（未就学児可/先着）
　 栄フィルハーモニー交響楽団のメンバー有志によるアンサンブル
　 曲目は当日のお楽しみです。
　 ７月15日（金）からホームページ受付
（同時申込は４人まで）

栄フィル夏休みコンサート事務局　　070-8672-6276
生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

栄フィルによる「ふふふ♪クラシック」
2022栄区夏休みコンサート事業

★プール開放………7・８月の平日（要連絡）

　 892-3711
　 894-2174かつら愛児園

★色水あそび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月14日（木）
★かばくんアート・つくってあそぼう
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月19日（火）
★ランチ体験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月21日（木）

　 871-3661
　 871-3812

飯島保育園

　 892-3535
　 892-3572新大船幼稚園

★ワンダールーム（未就園児教室）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月12日（火）

★すいかわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月14日（木）
★親子体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8月5日（金）

　 894-5353
　 349-1122やまゆり保育園  

★水遊び・・・・・・・・・・・・7月12日（火）・14日（木）・
19日（火）・21日（木）・26日（火）・28日
（木）、8月2日（火）・4日（木）・9日（火）
★給食体験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月15日（金）

　 893-3565
　 893-4592上郷保育園 

★水遊び・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月12日・19日・
　　　  26日、8月2日（各火曜）※1日5組

　 892-1530
　 892-1745

公田保育園 

　 894-5588
　 894-5840

認定こども園
いのやま

★子育てサロン・・・・7月13日・27日（各水曜）

　 894-1374
　 894-1490

桂台保育園

★水遊び・・・・7月12日（火）・13日（水）・21日
（木）・27日（水）・29日（金）、8月2日（火）

※雨天時・高温時は中止
★子育てサロン「このゆびとまろ！」
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月19日（火）

高畠町商工観光課  　0238-52-4482
【交流に関すること】　生涯学習支援係　  894-8395　　894-3099

瓜割石庭公園

旧高畠駅舎

　スマートフォンは便利ですが、正しい使い方をすることが
とても大切です。トラブル等から子どもを守るため、ご家庭
で話し合いをしてみませんか。

こども家庭支援課 　　894-8434 　　894-8406

子どもとスマホと夏休み ～わが家のルールを作ろう～

ルールを作ろう

子どもに伝えよう

栄区の1日あたりのスマホ利用時間
中学２年生 小学5年生

25％23％

52％

6％

44％50％
■0～60分
■61～120分
■121分以上

●家族のいるところで使う
●一日の利用時間を決める
●食事の時間は使わない など

一度SNS上に流れたら、元には戻らない！！
相手の悪口をSNSに書き込まない！！

（R2年度栄区セーフコミュニティ学校アンケート結果より）
※適切な利用時間は利用方法によっても異なります。

！
！

　高畠町の特産物に「高畠石」があります。高畠石は古墳時代の
石室として使われた形跡もあり、天然石独特の温かみや質感が
好まれ、現在も石塀や駅舎などで使われています。採石場跡地
は、「瓜割石庭公園」として人気の観光スポットです。トンネルを
抜けた先に現れる、高さ約30メートルの石の壁は、四方を石に囲
まれた神秘的な空間です。特に晴天時は青空に映え、絶景です。
　また、高畠石によって造られた「旧高畠駅舎」は、国の有形文化財に登録されており、

映画やウェディングフォトなどの撮影に使われることもあ
ります。高畠石は町の様々なところで使われているので、い
らした際にはぜひ探してみてください。
　栄区の皆さんからも区の魅力やおすすめスポットを教え
ていただき、高畠町でも紹介していきたいと思います。

うりわりせきてい
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実施の有無を必ず確認してください。 ※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　　　　　　　　  　　　　　　　　　
※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。

◎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
【全ページ共通マーク】　 日時・期間　　会場　　対象・定員　　講師・出演等　　内容　　
　　　　　　　　　　　 持ち物　　参加費・料金　　申込み　　問合せ

情報コーナー

　地域の未就園児や保護者向けの行事です。内容等については、区役所、栄区地域子育
て支援拠点「にこりんく」、各園に掲示している子育て通信「つぼみ」をご確認ください。
※新型コロナウイルス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。
　内容・申込みに関しては、各園にお問い合わせください。

資源化推進担当 　　894-8576　　894-3099

生ごみ処理器「ミニ・キエーロ」の
販売場所が変わりました！

※（株）ファンケル飯島事務所、（株）さくら住宅 本社、エミールの森ひよこ保育園での販売は終
了しました。
　購入時はあらかじめ各施設へ、在庫をご確認ください。通常価格3,000円のところ、栄区
在住の人で購入時に補助金申請書をお書きいただくと、2,000円引き、税込1,000円で
購入できます（本人確認書類を持参）。

　土の中のバクテリアを利用し、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、食用油、カレー等、投入物の制限はほぼありませ
ん。土に埋めるため臭いが発生せず、分解後の土を堆肥として使えます。

●SAKAESTA（さかえすた）
●豊田地区センター
●上郷地区センター
●横浜市翠風荘

●飯島コミュニティハウス
●上郷矢沢コミュニティハウス
●本郷小学校コミュニティハウス
●庄戸中学校コミュニティハウス

ミニ・キエーロとは…

新！販売
場所

申込フォーム▶



実施の有無を必ず確認してください。 ※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　　　　　　　　  　　　　　　　　　
※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。

◆【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 
　7月13日・20日・27日、8月3日・10日
（各水曜） 15時～17時　　小・中学生10人
　　　　　  当日直接

◆学習支援 てらこやかみごう
宿題やわからないところを楽しく一緒
に勉強しよう！
　毎週火曜（休館日を除く）15時～17時
　小・中学生　　　　 　  当日直接

◆夏休み工作教室 紙コップでスマホ
スピーカを作ろう
　8月3日（水）14時～15時30分
　小・中学生10人　　200円
　7月11日（月）10時から
◆バルーンアーティストになろう
　8月9日（火）10時～11時30分
　小学1～4年生15人（保護者同伴な
ら未就学児も可）
　7月12日（火）10時から
◆夏の夕べに親子でバドミントン（全3回）
　 8月24日（水）・25日（木）・26日
（金）18時30分～20時30分
　小学4年～中学3年生と保護者6組
　1組500円（全3回分）
　7月11日（月）10時から

◆高橋明子 ボーカルTRIO サマー
JAZZコンサート
　8月7日（日）①12時～13時（11時
30分開場）、②14時～15時（13時30
分開場）　
　各30人　　各1,000円（全席自由）
　7月11日（月）10時から
※申込は1人2席まで
◆夏休みこども講座～サーキットト
レーニング・リズム体操などで楽し
く体を動かそう！～
　 8月22日（月）①10時～11時30
分、②12時30分～14時
　①小学1～3年生15人、②小学4～
6年生15人　　各200円
　7月12日（火）10時から
◆キグちゃんの親子であそぼ！1歳
児～遊びから学ぶ子どもの育ち～
　 8月29日（月）10時30分～11時
15分　　1歳児と保護者10組
　7月13日（水）10時から

◆鎌倉彫体験会（全２回）
　8月7日・21日（各日曜）10時～12時
　10人　　1,000円（全２回分）
◆紙芝居を観よう！
　8月7日（日）10時～11時30分
　幼児～小学生15人（幼児は保護者同伴）
◆にこにこお話会
　8月11日（木・祝）11時～11時30分
　未就学児と保護者５組
　当日直接

◆夏休みのお助けマン！パート1 『宿題編』
～「まなびの扉」で宿題を見てもらおう！～
　8月2日・9日・16日・23日（各火曜）
15時30分～17時30分
　小・中学生　　　  　　当日直接

◆夏休みのお助けマン！パート2 『自
由研究編』～「食育」について学ぼう～
　8月8日（月）10時～11時30分
　小学４年生以上20人
◆夏休みのお助けマン！パート3『工作編』
～「くるくるリング」作りにチャレンジ～
　8月10日（水）9時30分～11時30分
　小学生30人　　300円

◆ニュース番組は、どのように作ら
れているのでしょう？
　8月21日（日）10時30分～12時
　小・中学生30人
　 テレビ朝日広報局 上野敦史
　7月13日（水）10時から電話・来館受付

◆牛乳パックでキャンドルホルダー
づくり
　8月18日（木）10時～12時
　20人
　 牛乳パック(洗って開かずお持ちく
ださい。)
　 100円
　7月12日（火）10時から電話・来館受付

◆さかえおもちゃ病院
大切なおもちゃが壊れてしまった！そ
んなときはおもちゃ病院へ！
　毎月第2日曜10時～12時
　10人　　　　　電話・来館受付

当日先着

先着

当日先着

当日先着

7月11日（月）9時から電話・来館
受付

◆栄養講座  生活習慣病を予防しよう
～毎日の食事について考えましょう～
　7月21日（木）14時～15時
◆風水害に対して事前に備えておくべ
きこと～大雨から身を守るために～
　7月22日（金）10時～12時
◆桂台健康講座「お薬の飲み方について」 
　7月23日（土）15時～16時
◆桂台げんき食堂スペシャル～手作り
せっけん＆小物入れか写真立てのス
イーツデコレーション！！～
　7月26日（火）10時～15時
　中学生以下（小学2年生以下は保護
者同伴／入替制）

桂台地域ケアプラザ
〒247-0034 桂台中4-5 
　897-1111　　897-1119

30人　　　   スリッパ、飲み物
電話・来館受付 

先着

◆認知症について学ぼう～自分の家
族が認知症と診断されたら～
　7月12日（火）13時30分～15時
　28人
◆華シニア連続講座～薬膳で暑さに
負けない体を作ろう～
　7月28日（木）13時30分～15時
　概ね65歳以上15人　　300円
◆みんなの勉強会～学んで体験して
みよう！福祉用具～
　8月2日（火）13時30分～15時
　15人

電話・来館受付 筆記用具　　7月11日（月）から
電話・来館受付　　　　

SAKAESTA（さかえすた）
〒247-0007 小菅ケ谷1-5-4

本郷地区センター（SAKAESTA内）
　892-5310　　894-9903

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

本郷台駅前地域ケアプラザ
 （SAKAESTA内）
　392-5157　　392-5183
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施設からのお知らせ
※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。

さかえ区民活動センター
 （SAKAESTA内）
　894-9900　　894-9903

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

電話・来館受付

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

◎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
【全ページ共通マーク】　 日時・期間　　会場　　対象・定員　　講師・出演等　　内容　　
　　　　　　　　　　　 持ち物　　参加費・料金　　申込み　　問合せ

先着
先着

先着

先着

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

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

◆MANA★VIVAなかのDEのんび
り時間（中学・高校生向け）
学校帰りやテスト期間に、安心してゆっ
くり勉強できるスペースを貸出します。
　毎週月・水曜15時～18時、第2・第
4日曜13時～17時
　8人程度　　　　　　当日直接

◆なかのカフェ 「認知症介護者のつどい」
　7月16日（土）13時30分～15時30分
　12人
◆楽しくフレイル予防～音楽療法士
高橋先生と一緒に楽しくお口を動か
しましょう！～
　7月29日（金）13時30分～15時30分
　20人　　100円

当日先着

電話・来館受付　　　　 

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

先着

先着

先着

先着

当日先着

◆親子の広場ぽっかぽかプール（全2回）
　 7月12日、8月9日（各火曜）10時
30分～12時　　当日直接
◆余暇支援”ボッチャ体験”みんなで楽しもう！
　7月31日(日)13時30分～15時30分 
　豊田・笠間地区在住で個別支援教室・
特別支援に在籍の小・中学生20人
　100円　　電話・来館・FAX受付

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

先着

◆押し花絵～夏の花をアレンジして
額に入れよう～
　7月22日（金）10時～15時
　5人　　　　　2,500円
　往復はがきに①住所②氏名③電話番
号を記入の上、本郷ふじやま公園へ。
7月15日（金）必着

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

抽選

保育士がパラシュートなどの教具を使って、五感を刺激する楽しい遊びを展開します♪
　8月4日(木) 10時15分～11時30分(受付：10時～)
　栄区地域子育て支援拠点にこりんく2階　　2～3歳の子どもと保護者12組（先着）
　電話で桂台保育園へ(　 894-1374、平日9時30分～16時)

合同育児講座　ムーブメント
～からだ・あたま・こころを動かして遊ぼう！～
合同育児講座　ムーブメント
～からだ・あたま・こころを動かして遊ぼう！～



◆女性のためのこころのケア講座
DVによる傷つきを理解し、自分をケア
する講座です。7月のテーマ：「精神的暴
力、モラルハラスメント」
　7月12日（火）10時～12時
　女性25人　　　　　　
　600円　　当日直接　　
　専用電話（　 862-5058）
◆エクセル初級（全2回）
表計算の基礎から関数・グラフ・データ
ベースの基礎を学ぼう。
　8月13日（土）・14日（日）10時～
15時30分　　女性15人　
　11,000円（全2回分）　　7月15
日（金）からホームページ・専用電話
（　862-4496／火・金・土曜）受付
◆再就職・転職のためのパソコン講
座（全5回）
履歴書に「ワード・エクセルの基本操作
ができます！」と書けるレベルに。演習
でしっかり基礎固め。
　 8月17日（水）・18日（木）・19日
（金）・22日（月）・23日（火）10時～15
時30分　　女性15人 
　22,000円（全5回分）　　7月15日
（金）からホームページ・専用電話（　
862-4496／火・金・土曜）受付

ぼくのことは
ここからチェック！

　 広報相談係
　 894-8335　　894-9127

◆パン教室
　8月7日（日）13時～16時
　小学生以上12人　　   （小学生は保
護者も要申込）　　1,600円
　ホームページ受付または往復はがき
に①住所②氏名③電話番号を書いて虹
の家へ。いずれも7月21日（木）必着

◆企画展「おもちゃでめぐる世界の
秘密」
　7月2日（土）～9月11日（日）10時
～17時（最終入場：16時30分）
　3階企画展示室　　常設展示室観覧
料（大人：400円、学生・高校生・65歳
以上の人：200円、小・中学生100円）
　 当日直接
◆絵本の読み聞かせ
　7月17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　　　
　 当日直接

◆月曜上映会『美しい島キリシマ』
　7月25日（月）14時～16時（13時
30分開場）　　5階映像ホール
　100人　　　　　ホームページ受付

◆うちわで涼しく！
　7月29日（金）14時～15時(13時
30分～整理券配布)
　5階こども国際理解展示室
　未就学児と保護者20組程度
　常設展示室観覧料（大人：400円、学
生・高校生・65歳以上の人：200円、
小・中学生100円）　　当日直接

◆夏の平和学習
　8月7日（日）・9日(火)14時～15時
（13時30分開場）　　5階映像ホール
　各100人　　　
　ホームページ受付

図書館の本を約3,000冊載せて巡回し、 
本の貸出、返却、予約を行います。
　7月13日・27日、8月10日（各水曜）
①野七里テラス10時10分～10時50
分、②庄戸第三北公園11時30分～12
時10分（荒天中止）
　①野七里１丁目30、②庄戸3丁目10
　当日直接

◆展示「プロ野球選手のこの1冊」
横浜DeNAベイスターズの皆さんが、お
すすめの本を選んでくれました。ベイス
ターズや野球に関する本もあわせてご
紹介します。
　7月20日（水）～8月15日（月）
　当日直接

◆かながわこどもひろば おはなし会
絵本の読み聞かせやストーリーテリング
などを行います。
　7月23日（土）14時～14時30分
　3歳くらいから大人まで5組
　7月16日（土）9時30分から
◆親子のおはなし会
赤ちゃんと一緒に絵本やわらべ歌を楽し
みませんか？
　7月26日（火）11時～11時20分
　4か月～3歳児と保護者5組
　7月20日（水）9時30分から
◆いきものいっぱい おはなし会
　8月10日（水）16時～16時30分
　4歳くらいから大人まで5組
　8月3日（水）9時30分から
◆紙芝居の会
子どもから大人まで楽しめる紙芝居を行
います。
　8月13日（土）14時～14時30分
　3歳くらいから大人まで5組
　8月6日（土）9時30分から

電話・来館受付

◆おねえさんといっしょ！和風ブ
ローチを作ろう♡～マニキュア/かぶ
れない漆を使って～（全4回）
デザインから始めて自分だけのブロー
チを作ります。
　8月3日・17日、9月7日・21日（各水
曜） 9時50分～14時50分　　7人
　1,000円（全4回分）
◆元気ダンス＆ラインダンス（シークエンス）
　8月7日（日）10時～11時30分
　15人
◆らくらく体操
関節を柔らかくすることで、歩く・座るを
「らくらく」にして健康に過ごしましょう。
　 8月10日（水）10時30分～11時
45分　　25人
◆みんなで輪踊り
秋田おばこ、火の国太鼓、河内おとこぶ
しなどを踊ります。
　8月24日（水）10時～11時45分
　35人
◆おにいさんといっしょ！どこでも体操
～いつまでも楽しく生きてくために～
　8月26日（金）9時50分～11時50分
　14人

◆夜の里山生きもの探検
　7月30日（土）18時45分～20時30
分（雨天中止）　　10人　　　（中学生
以下保護者同伴）　　中学生以上500
円、小学生200円　　7月13日（水）9
時から電話・来館受付
◆「かかしまつり」のかかし募集
手作りで製作したかかしを田んぼに立
ててみませんか？人気投票もあります。 
　製作期間：8月6日（土）～9月11日
（日）　　7月23日（土）から9月11日
（日）まで電話・来館受付
※詳細はお問い合わせください。
◆わら細工～わらぞうり作り～
　8月21日（日）9時30分～13時
　20人　　   （小学生以下保護者同伴）
　 800円　　7月26日（火）9時から電
話・来館受付

60歳以上で本人か子ども・孫が
市内在住の人　
7月11日（月）から電話・来館受付

先着

舞岡ふるさと村 虹の家

あーすぷらざ

男女共同参画センター横浜

◆出張にこりんく ～手遊び・読み聞か
せで遊ぼう！～ （全3回）
にこりんくスタッフ２人による手遊び、絵本や
紙芝居など、親子で楽しめる遊びがいっぱい！
　7月12日、10月18日、12月13日
（各火曜）　　0～2歳児と保護者5組　
　　　　　　当日直接
◆夏休み工作「オリジナル水そうを作
ろう」（全２回）
好きなお魚や水草を入れてかわいいオ
リジナル水そうを作ろう！
　8月6日（土）・7日（日）10時～
　各30人　　　　　　当日直接

◆０ちゃんベビーあつまれ～栄養の
はなし～
離乳食について栄養士さんに聞いてみよう！
　7月21日（木）10時30分～11時20分
　0歳児と保護者18組 
　7月16日（土）10時30分からホーム
ページ受付

◆集まれ！にこりんキッズ ～五感で
遊ぼう～
いろいろな音を聴いたり、色や形を見た
り、手触りを感じたり、五感をいっぱい
使って楽しみましょう。
　7月27日（水）10時30分～11時20分
　 2歳～未就学児と保護者12組　　　
　 子ども1人200円　　7月15日（金）
10時から電話・来館受付

先着
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当日先着

当日先着

当日先着

当日先着

抽選

当日先着

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

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

移動図書館「はまかぜ号」
　中央図書館サービス課
　262-0050      231-8299 

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

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

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

栄区地域子育て支援拠点  にこりんく
〒247-0005 桂町711
（さかえ次世代交流ステーション内）
　・　898-1615（火～土曜10時～16時）

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

◆石田泰尚コンサート・シリーズ
No.27（横浜音祭り２０２２ パート
ナー事業）
　10月22日（土）14時～（13時15
分開場）　　300人　　　　　石田泰
尚（Vn）、中島剛（Pf）　　単券4,500
円、No.27・28セット券8,000円（全
席指定）　　【リリスLINEチケット先
行発売】7月23日（土）10時～7月29
日（金）10時、【一般発売】7月30日
（土）10時から来館受付、14時からリ
リスLINEチケット・電話受付
◆午後の音楽会 第144回 佐山裕樹
チェロリサイタル（横浜音祭り２０
２２パートナー事業 ）
　10月27日（木）14時～（13時15
分開場）　　300人　　　　　佐山裕
樹（Vc）、諸田由里子（Pf）　  1,000円
(全席指定)　　【リリスLINEチケット
先行発売】7月29日（金）10時～8月4
日（木）10時、【一般発売】8月5日（金）
10時から来館受付、 14時からリリス
LINEチケット・電話受付

栄区民文化センター

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

先着

先着

先着

先着

先着

先着

先着

先着

先着

先着

実施の有無を必ず確認してください。 ※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　　　　　　　　  　　　　　　　　　
※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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