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こころ豊かに　つながる笑顔　元気なとつか

人　口：284,084人
世帯数：123,355世帯

▶戸塚区のいま（2022年1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

▶２月の区役所土曜開庁日：12日・26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）

マイナンバーカードの
受取は予約制です。

詳しくは▶（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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
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　　 区役所地域活動係（ 866-8413   864-1933）

戸塚戸塚戸塚ももも くくのののつつつく
戸塚には、地域に根ざして市内経済を支える「ものづくり（製造業）企業」がたくさんあります。
金属を削り出す特殊な技術、製造現場や環境に配慮した製品づくり、お客様の意向に寄り添っ
た手法など、独創的な製品を生み出す「ものづくり企業」の高度な技術や熱意を「見て」「知って」
「魅力を感じて」もらいたい！そんな思いから「戸塚ものづくり自慢展」を開催します。

　 ２月25日（金）・26日（土）10時～16時　   
区役所３階　区民広間、多目的スペース、さくらプラザ・ギャラリー

主催：戸塚区役所、戸塚泉栄工業会、戸塚区消費生活推進員の会

地元の「ものづくり」の魅力が大集合！

戸塚区
ものづくり企業
紹介冊子

『Masterpiece 2022』
高度な技術力や職人たちのものづくりに懸
ける熱い思いが詰まった一冊。
会場で配布するほか、
パネルでもご紹介します。

出展企業（50音順）

・阿蘇工業株式会社　　　・株式会社大倉陶園　　　・有限会社工研　　
・三宝精機工業株式会社　・株式会社ショウワ　　　・株式会社ナノカム　　
・日本自働精機株式会社　・日本貿易印刷株式会社　・株式会社ミツバ　　　
・株式会社山田建設　　　・株式会社レイル

ここでしか見られない、戸塚が誇る高度なものづくり技術を生かした製品が盛りだくさん！
ものづくりの魅力に引き込まれること間違いなしです。

思わず誰かにおすすめしたくなる
「　　　　　　　　　　　　　　　」認定品
などのテイクアウト販売を行います。  

日立横浜理科クラブの
製品展示もあるよ！ 

企業展＠区民広間、多目的スペース

実演ブース＠区民広間

消費生活展＠さくらプラザ・ギャラリー 戸塚フードマルシェ＠多目的スペース

ⒸYUKI ISHII

・来場時には、マスクの着用、入場時の手指消毒、検温にご協力ください。
・混雑時には、入場人数を制限する場合があります。
・発熱や体調不良の場合は、ご来場をお控えください。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止などで開催が中止となった場合、区 でお知らせします。

コロナ禍における「悪質商法の未然防
止」や、「食品ロス削減」などの環境に優
しい消費生活に関する知恵がいっぱい‼
各地区で日々活動している消費生活推
進員が、活動の様子や悪質商法など消
費者トラブルに関する情報などを紹介
します。

事前申込制

無料

❶ぴょんぴょんアニマル
〈低学年向け〉
電気の流れを学ぼう！

❷リモコンカー
〈中・高学年向け〉
モーターとスイッチのはたらきを学ぼう！

区内在住・在学の小学生
２月14日（月）12時から受付開始！
作り方動画を見ながら自宅でものづくりに挑戦！
工作キットは２種類からお選びください。
※受付後、２月25日（金）までに工作キットをご自宅に郵送します。

バフ研磨・レーザー加工実演
見て楽しい！金属小皿が出来上がるまで
（阿蘇工業株式会社・有限会社工研）
２月25日（金）11時～12時
２月26日（土）11時～12時

顔写真入り来場者記念カード
その場で写真を撮り、オリジナルの記念カードを発行
（日本貿易印刷株式会社）
２月26日（土）13時～14時

のこ引き・かんな掛け実演
木材のプロフェッショナルによる職人技の実演
（株式会社山田建設）
２月26日（土）14時30分～15時

こども理科工作教室＠オンライン

▲申込みは
　こちら

▲申込みは
　こちら

先着
50人

先着
30人

自 慢 展

（協力：日立横浜理科クラブ）

パーソナルモビリティ（株）ミツバ岡染め（株）大倉陶園

来場して
アンケートに
答えると
会場限定の
記念品が
もらえるよ！

※数に限りが
　あります
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　　 区役所企画調整係（ 866-8327   862-3054）

　　 区役所地域活動係（ 866-8416 　 864-1933）

いま、地球は貧困、気候変動、環境破壊、資源不足など、多くの課題に直面しています。私たちみんなが、
一つしかないこの地球で暮らし続けるため、2030年までに達成すべき具体的な17の目標が立てられました。
横浜市は2018年に国から「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、2021年には「横浜市脱炭素社会の形成の推進
に関する条例」を施行するなど、ＳＤＧｓの達成と2050年の脱炭素社会の実現に向けて取り組んでいます。

～「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」を知っていますか？～

未来のために行動しよう！
エスディージーズ

食品ロスを減らす
・食材を買いすぎない。
・食べきれる分だけ調理する。
・捨てていた部分も活用する。

地球や子どもたちの未来のために、一人ひとりができることから行動しましょう。
【17の目標のうち、身近にできることの例】

３月12日（土）11時～17時（雨天中止）
※第３土曜日ではないのでご注意ください。

戸塚駅西口デッキ、バスターミナル上デッキ、区民広間ほか
詳細は、とつかストリートライブ公式　をご覧ください。

温室効果ガスを出さない
・照明をこまめに消す。
・エアコンの設定温度を見直す。
・自家用車でなく公共交通機関を使う。

海をプラスチックで汚さない
・マイバッグ、マイボトルを持ち歩く。
・プラ包装、容器の物をなるべく買わない。
・プラスチックごみは適切に分別する。

区では、活気に満ちた魅力ある
まちづくりのため、区民の皆さ
んに音楽に親しんでもらう機
会や、音楽活動をしている人へ
演奏する場を提供しています。

市内企業や大学などのＳＤＧｓに関する取組は、こちら！

戸塚駅周辺にアーティストが大集合！戸塚駅周辺にアーティストが大集合！
会場を巡って一緒に音楽を楽しもう！会場を巡って一緒に音楽を楽しもう！
戸塚駅周辺にアーティストが大集合！
会場を巡って一緒に音楽を楽しもう！

♪区民広間コンサート
区内で活動しているhana（アンサンブル）とVitaminG（ゴスペル）の発表を行います。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、客席数の制限をすることがあります。

２月19日（土）12時～13時
区役所３階区民広間 　当日直接
区民広間コンサート運営委員会事務局

（区役所地域活動係 866-8416 864-1933）

♪とつかストリートライブ
ストリートミュージシャンによるライブを開催。
※３月は春フェス開催のため、定期開催はお休みです。

　２月19日（土）11時以降（出演者数により変更あり。決まり次第、 で公開）
戸塚駅西口ペデストリアンデッキ 当日直接
とつかストリートライブ運営委員会事務局

（区役所地域活動係 866-8416 864-1933） 詳細はこちら▶詳細はこちら▶

毎 月 第 ３ 土 曜 日 は 、 と つ か 音 楽 の 日 ♪

スマートフォンは持っているけど、 　 スマホを活用して、もっと便利に ～二次元コード～

※機種によっては、二次元コードの読み取り専用アプリのダウンロードが必要な場合があります。
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バイタミンジー

ウナシ
ーも

はまり
んも来

るよ！

今年は、とつかソングを楽しむ企画を開催！歴代グランプリ受賞者が歌
います！第４回とつかソングコンテストエントリー曲も演奏されます。

とつかソングを聴こう！

歴代とつかソング
初代 ：「Tsu-ka-to」伊与木一彦
2代目：「この街」古山潤一
3代目：「Cherry blossom」伊与木一彦
4代目：「ミンナノウタ.」B.Nazki
　　　「草原を渡る風」グリーンティー

過去の春フェスのコンテス
トにおいて、音楽の街とつか
のテーマソング「とつかソン
グ」を決定し、これまで５曲
のとつかソン
グが選ばれて
います。

特別企画①

Tsu-ka-toの曲に振付をしたオリジナルダンスを会場で一緒に踊ります。
「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021」の連携イベントとして、地
域の皆さんから募集し
た振付をもとに、区内で
活躍するプロダンサー
が一連のダンスを完成
させました。子どもから
踊れる楽しい振付です。

Tsu-ka-toダンス
の動画はこちら▶

特別企画② Tsu-ka-toダンスを一緒に踊ろう！

とつかソングについて

もも

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントが中止や変更となる場合があります。

ツ 　　カ　　ト
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各施設から ●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。詳細は、各施設にお問い合わせいただくようお願いします。

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）

●戸塚おもちゃの病院
動かなくなったおもちゃの修理を通して
物を大切にする心を育みます。

2月26日（土）9時30分〜14時30
分　 幼児・小学生と保護者：先着12
組　 壊れたおもちゃ（1組1点まで）

2月11日14時から で受付
●シニア向けスマートフォン
無料体験教室
二次元コードの読み込みなど、日常生
活でスマホを便利に使うための講座。

3月11日（金）10時〜12時　 スマ
ホを持っている70歳以上：抽選10人　

スマホ（貸出あり）、当選通知のはが
き　 2月28日までに往復はがき

（ と年齢を記入）で受付
●親子ＤＥリズム（２・３歳児）
フラフープや平均台を使い、親子で思
い切り体を動かして遊びます。

３月４日・１８日（金）①９時 30分、②
10時30分（各45分）　 ２・３歳児と保
護者：抽選各１０組　 1組600円（全2
日分、双子・年子は1,000円）　 雑巾
1枚　 2月11日１０時〜2月23日17
時に か来館で受付

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）

2月12日13時30分から か で受付

●免疫力アップヨーガ
簡単なヨガを通じて、コロナに負けない
心と体を作りましょう。

3月10日・24日(木 )10時〜11時
30分　 先着10人　 1,200円（全
2回分）　 ヨガマット（バスタオル）、動
きやすい服装、飲み物
●手づくりで飲茶
手づくりの飲茶をいただき、体の内側か
ら春を迎える準備をしましょう。

3月4日・18日（金）9時30分〜12時
45分　 先着12人　 3,000円（全
2回分）　 エプロン・マスク・三角巾・
手拭き・スリッパ・布巾

東戸塚地区センター
〒244-0805　川上町4-4

 825-1161　  825-1162
 第2月曜（祝日の場合翌日）

●親子で楽しく赤ちゃんビクス
個々の発達に合わせたベビーマッサー
ジやベビーエクササイズを行います。 

３月15日（火）① 9時 45分② 10時 
45分（各45分）　 ①ハイハイ前の0
歳児と保護者②ハイハイ後の０歳児と
保護者：先着各5組　 400 円　

バスタオル、飲み物　 ２月1２日１３
時３０分から で受付 
●春から夏の新健康体操教室
筋力低下防止を目的に、フレイル予防
や健康増進のための運動を行います。

①ゆったりコース：4月〜8月第1・3

金曜 １０時〜11時②はつらつコース:4
月〜8月第2・4金曜 １０時〜11時

①体力にあまり自信のない中高年齢
者②日頃から運動習慣のある中高年齢
者：抽選各70人　 3,000円（全10回
分）　 ２月２８日までに往復はがき

（ と希望コースを記入）で受付

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）

2月１１日から か で受付

●上矢部ファミリーコンサ－ト
家族で楽しく歌ったり、色々な楽器でリ
ズム遊びをします。

3月2７日（日）１0時　 先着30世帯
500円

●初心者向けスマホ教室
スマートフォンの基本操作(カメラ、写真、
L
ラ イ ン
INEなど)を習います。

3月11日（金）１3時　 先着10人
筆記用具・スマートフォン(貸出あり)

舞岡地区センター
〒244-0813　舞岡町3020

 824-1915　  824-1925
 第2月曜（祝日の場合翌日）

２月11日14時から で受付

●ピラティス体験
体幹を鍛えて筋力と血流をアップ！一緒
に楽しみましょう。

３月１０日・２４日（木）１５時30分〜1６
時30分　 運動が苦手な人・初心者：
先着１５人　 １，５００円（全２回分）　

ヨガマット、タオル、飲み物
●舞岡パン教室　全粒粉パン
クランベリーとチーズを使った全粒粉
のパンを作ります。

３月３日（木）１０時、１４時（各150分）
先着各６人　 ２，０００円　 エプロ

ン、三角巾、マスク、布巾2枚、タオル、飲
み物、持ち帰り袋
●春の遠足～野毛山動物園へ行こう！～
みんなの大好きな動物に会って、春休
みの思い出を作ろう！

３月３０日（水）９時〜1５時　 小学生：
先着12人　 1,000円　 お弁当、水
筒、敷物、ハンカチ、おやつ

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）

2月11日14時から で受付

●少人数で楽しく新舞踊
体幹を鍛えて健康増進を図りましょう。
誰でも気軽に始められます。

3月1日・8日・15日・22日(火)①13
時、②14時（各45分）　 先着各3人　

1,600円(全4日分)　 踊り用の扇
子(貸出あり)、羽織や道行（任意、洋服で
の参加可）
●大人のための楽しい陶芸教室Ⅲ期

3月2日・9日・23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
●駅長さんから学ぶ地下鉄安全マナー
教室と関東の駅百選・踊場駅見学会

3月20日(日)9時30分〜10時30分
市営地下鉄踊場駅改札横（集合場所）
5歳児〜小学2年生と保護者：先着10組

とつか区民活動センター
〒244-0805　川上町91-1
モレラ東戸塚3階

 825-6773　   825-6774
 月曜

●気軽に相談できるスマホの学び場

 500円 スマートフォン、筆記用具

①初心者のためのスマホワンポイントア
ドバイス〜操作について1対 1で相談
にのります〜

２月2３日（水）10時、10時25分、10
時 50分、11時 15分、11時 40分（各
20分）　 スマートフォン初心者：先着
各1人　 ２月１６日９時から で受付
②わからないことをきいてみよう！スマホ
のひろば〜L

ラ イ ン
INEについて〜

３月２日（水）１０時、11時（各50分）　
文字入力ができるスマートフォン初

心者（シニア向けスマートフォンを除
く）：先着各３人　 ２月2３日９時から

で受付
●定年後のちょっぴりオシャレ講座
ほんの少しのオシャレが元気を高めま
す。始めませんか、新たな活動！

3月20日（日）13時30分〜15時30
分　 60歳以上：先着12人　 筆記
用具、マフラー　 2月11日から 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

●内科医から見たシリーズ
「生活習慣病」

社会福祉法人 朋光会理事長 内科医
福村 正 氏　 ３月２４日（木）１０時〜
１２時　 先着２５人　 ２月11日から

か来館で受付
●趣味の教室（4～9月）
①健康体操②笑いヨガ③知っているよ
うで知らない世界遺産④歴史と民俗の
交差点

①毎週火曜９時３０分、１０時３０分（初
回：４月５日、各45分、２部制）②第2月
曜１４時３０分〜１５時３０分（初回：４月１1
日、全6回）③第３木曜１０時〜１２時（初
回：４月２１日、全 6回）④第 2・4水曜 9
時30分〜11時20分（初回：4月13日、
全12回）　 市内在住の60歳以上：抽
選①１５人×２班（班は選べません）②③
各１５人④ 20人　 ２月１１日〜２８日
に、住所・年齢が確認できるものとはが
きを持参で来館受付

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））

●フィットネス6か月コース①「深呼吸
ヨガ」②「バレエ・ストレッチ」
①深呼吸して無理のない動きで体をほ
ぐし、ヨガを通じて自分をケアします。
②バレエを楽しみながら、姿勢の歪

ゆ が

みや
猫背を改善しませんか。

①４月〜9月原則毎週火曜（初回：4月
5日）13時30分〜15時、②４月〜9月原
則毎週水曜（初回：４月６日）10時〜11時
30分※一部休みあり。詳細は要問合せ。

女性：先着各20人　 ①②33,000
円（全22回分/２回払い）　 ①３月２日
②３月８日から で受付
●女性のための起業準備セミナー

（オンライン）
3月19日（土）13時30分〜15時30分
女性起業家または起業を目指す女性：

先着25人　 1,200円　 ２月11日
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）

●パン教室
3月１３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　 2月22日ま
でに往復はがきか で受付
●植物観察会（雨天中止）

３月１２日（土）9時30分〜12時　
先着14人　 2月16日9時から で
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）

●竹細工～竹の鳥笛・箸・しゃもじ～
3月27日（日）9時30分〜12時　

先着20人（小学生以下は要保護者同
伴）　 500円　 3月５日９時から
か来館で受付
●自然観察会～谷戸の目覚め～

（雨天中止）
2月27日（日）13時〜15時　 先

着10人（小学生以下は要保護者同伴）
2月11日9時から か来館で受付

戸塚スポーツセンター
〒244-0816　上倉田町477

 862-2181　  881-6995
 第２月曜（祝日の場合翌日）

●横浜F・マリノスふれあい親子
フットサルタイム
いっしょに楽しくフットサル
を学べる親子教室です。

横浜F・マリノス コーチ
陣　 ３月19日（土）9時15分〜10時
30分　 4〜6歳児と保護者：抽選２５
組　 1,840円　 2月19日〜3月5
日に二次元コードから受付
●スポーツでつながろう！
きずなボッチャまつり
パラリンピック競技種目の＂ボッチャ”を
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また、各施設ご利用の際は、マスクの着用など、感染予防にご協力をお願いします。

体験・交流してみませんか？
3月６日(日)13時〜16時　 先着

12グループ(1グループ6人まで)　
2月11日から で受付　

戸塚区民文化センター さくらプラザ
〒244-0003　戸塚町16-17

 866-2501　  866-2502
 第2火曜、2月9日（水）

●さくらプラザ特待生コンサート
さくらプラザ特待生（プロの演奏家・

表現者を目指す学生）、【司会・特別演
奏】宮地江奈 （ソプラノ）　 3月5日
(土)14時開演(13時30分開場)　

ホール（全席指定）　 2月11日14
時から で受付
●春風亭小朝独演会
毎年大好評の落語会。

春風亭小朝　 4月23日(土)13時
30分開演(13時開場)　 ホール　
全席指定3,800円　 2月16日9時
30分から来館で受付

踊場公園こどもログハウス
〒245-0061　汲沢8-11

  865-5869
 第３月曜（祝日の場合翌日）

●おひなさまをかざろう
掛けひな飾りを作りましょう。

2月4日（金）〜3月3日（木）　 幼
児、小学生　 当日直接
●おはなし会
紙芝居、歌、手遊び、絵本の読み聞かせ
などで楽しみます。

２月１５日(火)10時〜１0時45分（受
付：9時50分）　 幼児と保護者　

マスク、飲み物　 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

●かいごカフェ
～「高齢者の食事について」～

2月17日(木)、3月17日(木)13時
30分〜15時　 介護をしている（して
いた）人など　 上履き　 当日直接

南戸塚地域ケアプラザ
〒244-0003　戸塚町2626-13

 865-5960　  860-0554

●子育て支援「みんな大好き」
2階多目的ホールを開放します。

2月26日、3月12日（土）9時〜11時

名瀬地域ケアプラザ
〒245-0051　名瀬町791-14

 815-2011　  815-2014
 第1日曜

●ケアプラザ協力医による健康相談
※相談のみ（診断・治療不可）

第1・3水曜１６時〜１７時　 区内在
住、医療・福祉関係者：先着各１〜２人程
度　 か来館で受付

バレンタインにち
なんだ工作教室や、
特別ガイド、撮影ス
ポットをお楽しみく
ださい！

ハッピーバレンタインinズーラシア わくわくタイム実施中

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）

よこはま動物園ズーラシア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（祝日の場合翌日）

金沢動物園金沢動物園

特別ガイド：2月14日(月)　
　工作教室：2月12日(土)～2月13日(日）

各動物の展示場前など
　 ※各日のスケジュールなどは をご覧ください

戸塚図書館

▲昨年の特別ガイドの様子

【書　名】吉田初三郎鳥瞰図集
【著　者】吉田初三郎／画
【発行者】昭文社　
【発行年】令和３（2021）年

　大正から昭和にかけて国内の交通網が
整い、旅行や外国人観光客の誘致が盛ん
になりました。その時期に、自らを「大正
の広重」と称し、極端なデフォルメと鮮や
かな彩色による「地図のような絵」を開発
した絵師が吉田初三郎です。
　この図集には、北海道から鹿児島まで
全国の名所が描かれた鳥

ちょう

瞰
かん

図
ず

が紹介され
ています。『神奈川県観光図絵』には「戸
塚競馬場」や「柏尾川堤ノ桜」の文字も見
られます。見開きで１ｍにもなる作品も収
録されており、迫力も満点。100年前の
日本をじっくり眺めて楽しめる１冊です。

戸塚図書館から

吉田初三郎鳥瞰図集

〒244-0003　戸塚町127　 862-9411　 871-6695
2月21日(月)（定例休館日）

●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。

3月29日（火）
①10時30分〜11時
②11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：先着各８組
3月8日９時30分から来館か
で受付

●テアトル図書館
まちの図書館が寄席に変身！
落語の所作や小

こ

噺
ばなし

の体験をし、
一席お聞きいただきます。

桂
かつら

 宮
みや

治
じ

 氏
3月5日（土）１８時〜１８時４５分
小学生と保護者：先着30人
２月15日９時30分から来館か
で受付

今月のおしらせ

飼育員が、担当の動
物について詳しく解
説します。わくわくす
るような特別なお話
が聞けるかも!? 

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

おひさまクラブⅠ
野遊び・クラフト・おやつ作り　ほか
4月13日・20日・27日、5月11日・18

日・25日、6月8日・22日（水）14時～ 16
時　 4歳以上の未就学児と保護者：抽
選24組　 2人1組8,800円（1人追加に
つき、大人4,400円、子供3,300円、3歳
以下300円)　 2月18日～ 3月4日に
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）で受付。
小雀公園
小雀町681-3　 853-1945
野鳥観察会
2月20日(日)9時～12時　 先着10人
筆記用具、双眼鏡（貸出あり）　 2月

11日から か来園で受付
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