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こころ豊かに　つながる笑顔　元気なとつか

人　口：284,045人
世帯数：122,896世帯

▶戸塚区のいま（令和3年4月1日現在)

戸塚区役所
〒244-0003　戸塚町 16-17　
　 866-8484　　862-3054　
戸塚区役所 で 検索

▶５月の区役所土曜開庁日：８日・22日（毎月第2・4土曜）
開庁時間：9 時～12時　
取扱業務：戸籍課、保険年金課、こども家庭支援課（児童手当の申請・受付、母子健康手帳の交付のみ）

戸籍課窓口混雑状況配信中！
（マイナンバーカードの受取など）
※土曜開庁日は大変混み合います。
　平日の来庁にご協力ください。（※新型コロナウイルス感染症感染予防のため、発熱や咳症状がある場合の来庁は見合わせてください。）

ここから戸塚区版 5～12ページ

戸塚区公式インスタグラム

戸塚の魅力 発信中！

戸 塚 駅
区 役 所

東 戸 塚 駅

～あなたも探してみよう！～
とつかイキモノコレクションとつかイキモノコレクション
都心部でありながら、身近に自然や生き物を感じ、楽しむことができる魅力
あふれるまち戸塚。まちを歩くとき、生き物たちに注目して歩いてみると、
見慣れた生き物だけでなく初めて見る生き物にも遭遇できるかもしれません。
人と生き物が共生する「とつか」をみんなで守っていきましょう！

▲区役所 8階
　屋上庭園
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　　 区役所庶務係（ 866-8307   881-0241）

近年、台風や豪雨による被害は甚大化し、「数十年に一度の大雨」という報道を毎年のように耳にします。
戸塚区も例外ではなく、過去の台風では、土砂崩れや停電が発生しています。

皆さんのご自宅は安全でしょうか。もしかすると、河川の氾濫による浸水や土砂崩れに巻き込まれる恐れのある地域かもしれません。
　たとえ安全な場所であったとしても、停電や断水などにより、不便な生活を強いられることもあります。

「備えておけばよかった。」と後悔する前に、必要な備えについて考えてみましょう。

警戒
レベル 1 警戒

レベル 2 警戒
レベル 3 警戒

レベル 4 警戒
レベル 5危険な場所

から全員、安全
な場所に速やかに
避難してください

ご覧のように既に災害が
発生している地域があります

強風と横なぐりの雨で
真っすぐ立っていられません非常に強い勢力の台風

となっています

台風が関東地方に
近づいています

こうしておけばよかった…

こうしておけばよかった…

太平洋沖で
台風が
発生しました

●“マンションだから、川沿いじゃないから大丈夫” は

●今、災害が発生したら、家にあるもので何日すごせますか？
　いつもの買い物から「少し多めに」を心がけよう！
ローリングストックをしましょう。
　最低３日分（出来れば１週間分）

●備蓄品、非常用持ち出し品の準備をしていますか？
準備しておくものは、どの家族も同じでいいの？
家族構成によって必要なものは違うはず。
家族で必ず確認しましょう。

●スマホは難しいから使えないと
　思いこんでいませんか？
あらかじめ、登録
しておけば、情報
が自動的に届くな
ど、非常に有効な
防災ツールになり
ます。

●誤情報に惑わされない！ 正しい情報はどこから・・？
災害時こそ、溢れる情報の中から、正確な情報を入手することが、
自分と大切な人を守ることにつながります。平常時から、どうやっ
て情報を取得するのか、考えておきましょう。

●マンションは地下や1階にある
　配電盤が浸水し、マンション内
　の電力供給がストップして停電
　や断水になってしまう
　ことも・・

2018（平成30）年７月豪雨災害におい
て、多くの人が「被害に遭うとは思わ
なかった」として避難せず…
うちだけは大丈夫、という先入観＝【正常性バイアス】
が働き、避難がおくれてしまうと、それが命取りにな
ります。災害の危険性を自らのこととして認識できると、素早い避難につな
がります。命を守るため、ハザードマップの確認など、客観的な情報をもと
に判断ができるよう、日頃から防災意識を高めましょう。

★3つの避難行動
★分散避難
●在宅避難
●親せき・友人宅などへ避難
●避難所に行く

区ツイッター 区HP

★屋内避難
●崖や川の反対側など部屋
　の中で最も安全な場所へ
　移動する

★垂直避難
●２階以上の部屋
　に移動する

夜間など屋外に避難する
ことがかえって危険な場
合は、無理に外に出ず、自
宅建物内の安全な場所に
避難してください！！

早めに
台風への備えを
進めてください

台風の進路を確認し、
高齢者や、体の不自由な
人など避難に時間がかかる
人は避難を始めてください

直ちに命を
守るための
最善の行動を
とってください

今すぐできる！防災

◀ハザードマップを
　確認してみよう！

◀スマホからも確認！
　わいわい防災マップ

ヤフー防災

TEPCO
東京電力ホールディングス

※出典『平成30年7月豪雨災害における避難対策等の検証とその充実に向けた提言』
　　　（平成30年12月）広島市危機管理室

特集

エフエム戸塚
（83.7MH₂）

停電情報は東京電力のサイトから。避難指示などが発令さ
れた際、その情報が自
動で表示されます。

テレビ神奈川（３ch）

防災保存版

はんらん

あふ
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●赤ちゃんビクス（0歳児）
ベビーマッサージなどで赤ちゃんとお
母さんが触れ合います。

６月8日（火）①9時30分②10時30分
①ハイハイ前（首が座っている）0歳

児と保護者②ハイハイ後またはお座り
ができる0歳児と保護者：先着各５組 

300円　 バスタオル
5月13 日10時から で受付

●季節のスイーツ作り
季節の材料を使ってケーキ作りを楽し
みます。

６月１２日（土）10時〜１３時
先着９人　 １,７００円 
上履き、エプロン、三角巾、布巾、

手拭き、持ち帰り用の容器
５月１２日１４時から で受付

※小麦・乳・卵を使用、試食なし
●おもしろ科学体験塾
～紙の科学 牛乳パックで紙すきに挑戦～
牛乳パックから紙すきのタネを作り、ハ
ガキにします。紙はどのように作るのか
を体験します。

６月２６日（土）１３時３０分〜１６時３０分
小学4年〜中学2年生：抽選１２人　
700円　 当選後に連絡
５月14日10時から６月11日までに
または来館で受付

各施設から

戸塚地区センター
〒244-0003　戸塚町127

862-9314　  862-9315
第3月曜（祝日の場合翌日） 

●申込み・問合せは各施設へ　●発行月の 11日以降のものを掲載　●費用の記載がないものは無料　●締切日必着
 行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面を明記してください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントの中止や開館時間が変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問合せいただくようお願いします。

●おはなし会
紙芝居・歌・絵本の読み聞かせ。

鈴木和泉　
６月８日（火）１０時〜１０時45分
子どもと保護者：先着25人（乳幼児

も参加可）
５月１2日から来館で受付

踊場公園 こどもログハウス
〒245-0061　汲沢8-11

865-5869  第３月曜

●パン教室
手作りパンを作ろう。

6月２7日（日）１３時〜16時
小学生以上：抽選12人（小学生は保

護者も要申込）　 1,600円
5月24日までに往復はがきか で受付

●ホタルの観察会（雨天中止）
舞岡のホタルを守り育むための観察会。

６月5日・12日（土）18時〜19時45分
先着各28人　 5月１2日9時から で受付

●ふるさとの森　自然観察会（雨天中止）
６月５日（土）9時30分〜12時
先着14人　 5月１2日9時から で受付

舞岡ふるさと村 虹の家
〒244-0813　舞岡町2832

826-0700　  826-0749
火曜（祝日の場合翌日）

舞岡地区センター
〒244-0813　舞岡町3020

824-1915・1949 824-1925
 第2月曜（祝日の場合翌日）

踊場地区センター
〒245-0061　汲沢2-23-1

866-0100　  866-0101
 第2月曜（祝日の場合翌日） 

●大人のための楽しい陶芸教室Ⅰ期
6月2日・9日・30日(水)9時30分〜

11時30分
先着10人　 3,000円(全3回分)
エプロン、タオル、新聞紙、筆記用具

●はじめての太極拳
6月9日・23日、7月7日・21日、8月4

日・18日(水)10時〜11時30分
先着20人　 2,400円(全6回分)
室内用運動靴、汗拭きタオル、飲み

物、動きやすい服装
●川柳入門
初心者を対象とした川柳入門講座で
す。川柳を通して、ユーモアで脳を活性
化します。

6月2日・16日、7月7日・21日、8月4日
（水）12時30分〜14時30分

先着10人　 2,500円(全5回分)

5月11日14時から で受付

●井川里美のバドミントン教室
元オリンピック代表の井川里美さんに
よる全8回のバドミントン教室です。

6月3日・17日、7月1日・15日・29日、
8月5日・19日、9月2日（木）9時30分〜
11時30分

バドミントン中級者男女：抽選20人
16,000円（全8回分）
5月11日10時から15日10時までに

で受付
●0歳からの絵本に親しむ講座
絵本の選び方や楽しみ方を戸塚図書館
司書がお伝えします！

6月8日（火）10時30分〜11時
0歳児と保護者：先着8組
5月11日14時から で受付

●舞岡ふるさと村かねこふぁ～むで梅干し作り
今年も美味しくて、身体が喜ぶ梅干しを
作りましょう♪

6月16日（水）14時〜16時
舞岡ふるさと村　かねこふぁ〜む
先着20人　 3,800円
5月11日14時から 受付

舞岡公園 小
こ や と

谷戸の里
〒244-0813　舞岡町1764

824-0107
 第1・3月曜（祝日の場合翌日）

●夜間観察会
夜の谷戸の様子を静かに観察してみましょう。

6月12日（土）18時45分〜20時
先着10人（中学生以下保護者同伴）
中学生以上500円、小学生200円
5月22日9時から か来館で受付

（1回の申込みにつき3人まで）
●まい作品展・春
舞岡公園を題材にした写真、絵画など
の青空展覧会です。

5月16日（日）10時〜15時30分　 当日直接
●自然観察会～若葉の雑木林～

5月23日（日）13時〜15時
先着10人（小学生以下保護者同伴）
5月11日9時から か来館で受付

とつか区民活動センター
〒245-0805　川上町91-1
モレラ東戸塚3階

825-6773 825-6774  月曜

●やりたいことみつける‼
ボランティアのい・ろ・は
ボランティア入門講座をオンライン講
座で開催します！ボランティア活動につ
いて一緒に学んでみませんか。

6月10日（木）10時〜11時30分
自宅などZ

ズ ー ム
oomを使って参加できる場所

Z
ズ ー ム
oomを利用できる人：先着5人

6月8日までに で受付
●「心を元気に オシャレで元気」講座
コロナストレスから元気になる「心の整
え方」と「身なりの整え方」を学び、新た
な日常を迎えましょう。

6月20日（日）13時30分〜15時
先着8人　 筆記用具　

か来館で受付

男女共同参画センター横浜
〒244-0816　上倉田町435-1

862-5052 865-4671
第4木曜

すべて あり（0歳2か月〜未就学児、
予約制、有料、4日前までに子どもの部
屋へ 862-4750 (9時〜16時30分
木、日曜・祝日を除く））

●わたしらしく生きる
～わたしのからだをもっと好きになる！～
プロフィギュアスケーターの鈴木明子
さんと専門医師による講演。生涯にわた
る女性の健康について考えます。

6月26日（土）13時30分〜15時30分
先着200人
5月19日から か で受付（ 862-5050）

●初めて人を雇う時の起業
スキルアップセミナー
小規模ビジネスに取り組む女性必見。
人に仕事を頼む際に知っておきたい労
務契約などの初歩講座。

7月17日（土）10時〜11時30分
女性：先着２2人　 1,200円
5月29日から か か来館で受付

老人福祉センター戸塚柏
は く お う そ う

桜荘
〒244-0003　戸塚町2304-5

865-3281 865-3283
第3日曜

●単発講座（4月～9月）
①ボイストレーニング教室

7月21日、8月18日、9月15日（水）１０時
４５分〜１１時４５分（全3回）　 抽選20人
②かんたん楽しむ♪デコパージュ

7月5日、8月2日（月）10時〜11時30分
（全2回）　 抽選12人　

1,000円（材料費）

市内在住の60歳以上
①6月30日②6月20日までに往復はが

き（ を記入）で受付（消印有効）

●ベビーヨガ＆産後のアーユルヴェーダ
時間も生活リズムも不安定な産後。赤
ちゃんと一緒にこころとからだをリフ
レッシュ！

6月8日・15日（火）10時〜11時30分
産後（２か月〜１年）の女性と赤ちゃ

ん：先着16組　 3,200円（全2回分、
乳児1人1日分の保育料含む）

5月15日から で受付

大正地区センター
〒245-0063　原宿3-59-1

852-4111　  852-1541
第3月曜（祝日の場合翌日） 

●ハーモニーグリーンコンサート
クラシックギターアンサンブルによる
無料コンサートです。

6月26日（土）14時開演　 当日直接
●おとなの絵巻ずし
どこから切っても、切り口に薔

ば
薇
ら

の花な
どの図柄がでる「絵巻ずし」を作りましょ
う。少々複雑な図柄にチャレンジします。

6月10日（木）9時30分〜12時30分
先着8人　 1,500円　
マスク・エプロン・三角巾
5月11日13時30分から か で受付

●鎌倉彫
18cm程度の大きさの丸皿に「花と鳥」
の図柄を彫ります。

6月11日・25日（金）13時30分〜15時30分
先着10人　 3,000円（全2回分）
作品を入れるための袋、汚れてもよ

い服装（彫刻刀は貸出）
5月12日13時30分から か で受付

※右利きか左利きかをお知らせください
※漆塗り加工可（別途有料）

雨天中止

上矢部地区センター
〒245-0053　上矢部町2342

812-9494　  812-9199
 第3月曜（祝日の場合翌日） 

5月１１日から か で受付

●ちびっこ体操
鉄棒・マット・跳び箱・平均台・トランポリ
ンなどを使い体操の基礎を学びます。

6月〜7月の毎週金曜（祝日は休み）
①１６時②17時

①３・４歳児②5歳児〜小学1年生
先着①15人②20人　

3,200円（全８回分）　 上履き・飲み物
●毎年好評☆修繕学校（網戸の張り替え方）
網戸張りのポイントを習います。自宅で
できるように技術を身につけます。

６月１２日（土）１０時
先着１６人　 ５00円

●新企画☆チャーミング体操
椅子に座ったまま、歌謡曲に合わせて
楽しく体を動かします。歌いながら体操
することもできますよ。

6月23日、7月14日・28日（水）10時
先着12人　 1,500円 （全3回分）
上履き・飲み物

●上矢部家族の会～介護者のつどい～
6月1日（火）13時30分〜14時30分
介護している人、していた人

で受付

上矢部地域ケアプラザ
〒245-0053　上矢部町2342

811-2442 811-2499
第３月曜

●音楽動画配信中♪
▶︎
あ
し
な
が

音
楽
会

▶︎
う
た
ご
え

セ
ル
フ
喫
茶
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マーク

の
説明

 日時・期間  講師・出演者  会場  対象・定員  費用  保育  持ち物  申込み  問合せ  電話番号  ファクス番号  休館日
 Eメール ホームページ 

また、各施設ご利用の際は、マスクの着用など、感染予防にご協力お願いします。

〒244-0003　戸塚町127
862-9411　 871-6695 ５月６日(木)（定例休館日）

戸塚図書館

戸塚図書館から

『消えたレッサーパンダを追え！　
警視庁「生きもの係」事件簿』

【著　者】たけたにちほみ／文　西脇せいご／絵
【発行者】学研プラス　【発行年】令和２（2020）年
　珍しい生き物や貴重な生き物は、それを盗むこ
とはもちろん、勝手に売り買いしたり国を超えて
持ち込んだりしても犯罪になります。そんな犯罪
を専門に捜査する刑事さんがいるのを知っていま
すか？　警視庁生活環境課環境第三係、通称「生
き物係」です。彼らが捜査するのは、例えば、横
浜の動物園で起きた150万円もするホウシャガメ
の盗難事件。現場には力まかせに引きはがされた
鉄格子の窓のわく……犯人はもしかしてとてつも
ない怪力男！？　知識も経験も豊富な福原刑事が
数々の生き物事件を追います。動物好きな人は特
に楽しめるノンフィクションです。

●ちっちゃなおはなし会
わらべ歌や絵本の読み聞かせをします。

①5月25日(火)10時30分〜11時／11時15分〜11時45分
　 ②6月22日(火)10時30分〜11時／11時15分〜11時45分

戸塚地区センター２階和室　 0〜３歳児と保護者：先着８組
①5月11日②6月8日　９時30分から来館または で受付

今月のおしらせ

南戸塚地域ケアプラザ
〒244-0003　戸塚町2626-13

 865-5960　  860-0554

●GOGO健康講座（4回コース）
ボイスサイズで誤

ご

嚥
えん

予防・誰でも出来るストレッチ。
５月13日・27日、6月10日・24日（木）

１０時〜１1時30分　 ハマヤビル2階
（戸塚地区センター横）　 概ね65歳
以上：20人　 か来館で受付

●あったまり場
①5月14日（金）②6月11日（金）

14時〜15時30分　 誰かと話がした
い人、外出する機会が欲しい人

当日直接

深谷俣野地域ケアプラザ
〒245-0067　深谷町1432-11

 851-0121　  851-0122
 第３金曜

●ミニ図書コーナー
新しい絵本もたくさん入りました♪気軽

名瀬地域ケアプラザ
〒245-0051　名瀬町791-14

 815-2011　  815-2014
 第1日曜

「うんち」から見る
動物たちの世界！
動物の食性やう
んちくが学べる
パネルと「うんち」
の標本を展示し
ます。

飼育員による動物
ガイド。知っている
ようでも新たな発
見があるはずです。

大うんち展 平日限定「わくわくタイム」

●プレママ・プチママ集まれ！
初めての赤ちゃんを育てているママ、
これから赤ちゃんを迎える妊婦さん、
ゆっくりお話しに来ませんか？

５月26日(水)13時30分〜14時30分
生後10か月までのお子さんとお母

さん、もしくは現在妊娠中の人（いずれ
も第1子のみ）：先着8人程度

室内履き　 か来館で受付

汲沢地域ケアプラザ
〒245-0062　汲沢町986

 861-1727　  861-3428
 第４月曜

上倉田地域ケアプラザ
〒244-0816　上倉田町259-11

 865-5700　  865-5711
 第２月曜

●あったまり場
こころの病をかかえる人、ちょっと誰かと
話したい人、外出する機会が欲しい人の
フリースペースです。　

5月12日(水)14時〜15時（原則毎月
第2水曜日）　 当日直接

●こころハルメイク②～菊池体操PLUS★素
敵になれるハトムギ水とリンパ体操首ケア～
DVDや動画を見ながら体操と飲む・塗
るハトムギ水を作ります。

5月25日（火）10時〜11時45分
65歳以上：10人程度

か来館で受付

下倉田地域ケアプラザ
〒244-0815　下倉田町1951-8

 866-2020　  860-0200
 第３月曜

にお立ち寄りください。※貸し出しは１人
３冊２週間まで。

旭区上白根町1175-1
（ 959-1000 959-1450）

9時30分〜16時30分（入園は16時まで）
毎週火曜（祝日の場合翌日）

※土日祝日は事前の予約が必要です

よこはま動物園ズーラシア
金沢区釜利谷東5-15-1

（ 783-9100 782-9972）
9時30分〜16時30分（入園は16時まで）
毎週月曜（祝日の場合は翌日）、5月は

無休

金沢動物園

5月31日（月）まで
ホッキョクグマ水中ビュー

火、水、木、金曜
各動物種の展示場前など

   ※各日のスケジュールなどは をご覧ください

こども自然公園
青少年野外活動センター
旭区大池町65-1　
811-8444　 812-5778

自然を写そう! デジカメテクニック Ｂ
写真家鈴木清美先生によるデジタルカ
メラの基本操作と自然をきれいに撮る
テクニックを学ぶ。
7月3日(土)9時30分～12時
小学5年生以上（大人も可）：10人

（定員を超えた場合は抽選）
1人1,000円　
5月21日から6月4日までに、 か

往復はがき（ 、参加者全員の氏名
（ふりがな）、年齢（学年）、 アドレス
を記入）。
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