
参議院議員選挙のお知らせ
投票日に仕事やレジャーなどにより、投票所に行けないと
見込まれる場合は、期日前投票制度をご利用ください。期
日前投票ができる期間は「投票のご案内」に同封するチラ
シでご確認ください。

※２か所で投票できる期間と時間が異なりますので、ご注意ください。
※駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

●戸塚区総合庁舎
３階区民広間（戸塚町16-17）
【アクセス】戸塚駅西口（JR・市営地下鉄）
 徒歩２分
【投票時間】８時30分～20時
※駐車場：減免あり（60分）

●西武東戸塚店
７階フードコート奥連絡通路（品濃町537-1）
【アクセス】東戸塚駅東口（JR）
 徒歩５分
【投票時間】10時～20時
※駐車場：減免なし

「投票のご案内」を世帯ごとに、一つの封筒に同封して郵送しますので、ご自分
の「投票のご案内」をお持ちください。窓口での受付がスムーズになります。

投票日は「投票のご案内」をご確認ください

※身体に重度の障害のあ
る人や介護保険の要介
護５の認定を受けた人の
うち「郵便等投票証明
書」を交付されている人
は郵便による不在者投
票ができます。

※要事前申請。詳しくは、お
問い合わせください。

期日前
投票

当日投票時間
７時▶20時

令和４年度第１回戸塚区
環境問題講演会（テーマ別全３回）

①マイバッグ
　マイボトル
　を使う

②使い捨て
　食器は
　使わない

③ごみの
　分別の
　徹底

食品ロスと食品リサイクルの
現状と今後について
～講演会への参加をきっかけに身近な問題を真
剣に考えてみませんか？～
　（株）日本フードエコロジーセンター
代表取締役 高橋 巧一 氏
 　７月30日（土）13時～15時
（12時30分開場）
 　区役所８階大会議室Ａ・Ｂ
 　区内在住・在勤・在学：先着50人
　 　６月11日から　　  か郵送
（　　　 を記入）で区役所企画調整係へ
（〒244-0003 戸塚町16-17　
　 866-8327　  862-3054）

▲申込はこちらから

たか はし こう いち

(4)森のクラフトづくりコース　  30人
木や種を使って動物の顔のクラフトを作
ろう！
　８月４日（木）10時～12時（予定）
　戸塚公会堂、戸塚地区センター
　区内在住、在学の小学生（コースごと
の定員あり・多数時抽選）　　６月17日
までに、区　または二次元コードから、
(1)～(4)のコースから1つ選択して申込
　区役所地域活動係
(   866-841６ 　　864-1933)
第29回 戸塚ふれあい文化祭
戸塚ふれあい文化祭の展示
作品出展者、舞台出演者を
募集します（多数時抽選）。
●展示部門：絵画、書道、陶
芸、手工芸、彫刻などの展示
　10月5日（水）～10日（祝・
月） 　さくらプラザギャラ
リー　ほか
●舞台部門：吹奏楽、オーケ
ストラ、ダンス、合唱、演劇な
どの舞台発表 　10月8日（土）、9日
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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  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。

毎月第３土曜日は、
とつか音楽の日♪

戸塚駅周辺で２つの音楽イベントを開催

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。

♪区民広間コンサート
区内で活動しているSylpheed（バンド）とガーディニア
レイフラメイト（フラダンス）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。
　6月18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） 詳細はこちら▶

♪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。
　6月18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）
　トツカーナ東急プラザデッキ（戸塚駅西口歩道橋）
　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）

シルフィード

「ウナシーなぞとき広場」
戸塚区のマスコット「ウナ
シー」の秘密を楽しくひも解
きながら、戸塚区ものしり博
士になろう！
〈第1部〉ウナシー劇場（全参加者
共通）
区の名所や名物をウナシーが案
内する動画をスクリーンで鑑賞し
ます。また、バターづくりについて
も学びます。
〈第2部〉選べる体験コース（1人１コース
のみ）
(1)縄文のまが玉づくりコース 　 40人
縄文人になったつもりで、まが玉を作ろう！
(2)川の生物観察コース　  20人
柏尾川の生き物を知ろう！※解散場所は
柏尾川沿い
(3)桜楽校コース　  50人
柏尾川沿いの桜の木に付けるプレートに
絵を描いて、桜を守るお手伝いをしよう！
（※作成したプレートはお預かりし、後
日、桜に取り付けます。）

（日）　　 戸塚公会堂　 　  区　に掲
載または区役所(9階94番窓口)、戸塚公
会堂、区内各地区センター、コミュニティ
ハウス、とつか区民活動センターで配布
する募集要項を参照の上、6月16日まで
に、区　か二次元コードから、または参
加申込書を 　、郵送か直接区役所地域
活動係へ(区役所9階94番窓口
 　866-8416　　864-1933
　 to-bunka@city.yokohama.jp)
新任・就労予定ケアマネジャー研修
「ケアマネジャーとして知っておきたいこと」
　7月28日（木）14時～16時
　区役所7階税務課会議室　　区内で
の就労が2年以内か、これから区内の事
業所で１年以内に就労予定の人　　  7
月１日までに　 で上矢部地域ケアプラ
ザへ（　811-2442　 　811-2499）
令和４年度市民税・県民税の納付について
「市民税・県民税の納税通知書」を６月初
旬に発送します。期限までに納付をお願
いします。
※「令和４年度市民税・県民税課税証明

書」は、6月1日（水）から発行。※３月16
日以降に申告をした場合、納税通知書に
申告内容が反映されていないことがあ
ります。
　区役所市民税担当
（   866-8351　　 865-4592）
令和４年度介護予防ボランティア養成講座
高齢者の身体機能を維持・向上させる体
操を学び、介護予防ボランティアとして地
域で活動するための講座を開催します。
　①ハマトレコース：７月２７日、８月３日・
１０日・１７日(水)②はまちゃん体操コー
ス：８月１７日・２４日・３１日(水)９時４５分～
１１時４５分（９時３０分受付開始）※両コー
ス参加可、８月１７日は両コース合同開催
　８階大会議室A・B　 地域のボラン
ティアとして区内で活躍したい人：４０人
程度 　　 ６月13日９時～７月１日に　
か　（　　  と年齢を記入）で区役所高齢
者支援担当へ
（   ８６６-８４３９　　 ８８１-１７５５）

▲舞台部門
申込フォーム

▲申込フォーム

▲展示部門
申込フォーム

詳細はこちら▶

戸塚区選挙管理委員会（　 ８６６-８３１５     ８８１-０２４１） ※詳細は、横浜市選挙管理委員会　 でもご覧いただけます。
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プラスチックごみによる海洋汚染が
世界的な問題となっています

2050年には
海のプラスチックごみが魚の量を上回る？

買い物などで
使用したレジ袋など

自然界に
放出

風や雨などにより
川や海に流出

海で風化し
細かくなる

未来のために今
わたしたちにできること

※市版15ページもご覧ください

直径が5ミリメートル以下のプラスチックを「マイクロプラスチック」と呼びます

「令和元年参議院議員選挙期日前投票者数（選挙区）」より作成

期日前投票所は投票日が近づくにつ
れて混雑することが想定されるため、
お早めの投票にご協力お願いします。

海洋生物への影響

6月は環境月間です

さくら がっこう

（人）

お知らせ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントや講座などが中止になる場合があります。また、発熱や咳症状などがある人の参加はご遠慮ください。

　　 区役所資源化推進担当（　 866-8411     864-1933）
　 区役所企画調整係
（　 866-8327     862-3054）


