
年末年始の閉庁のお知らせ 閉庁期間中の問合せは
横浜市コールセンターへ（　 664-2525）

●区役所　　　　　　　　12月29日(日)～2020年1月5日(日)
●行政サービスコーナー　12月29日(日)～2020年1月3日(金)

Q1 汚れが残っている容器…
これは？

年末にむけて分別のお
問い合

わせが増えてきます。

間違いやすいごみの分
別…

皆さんわかりますか？
？

Q4 ピザの空箱…
厚紙だから古紙？

Q3 プラスチックで
できている
おもちゃ…
これは？

A3 これは　　　　　 へ！
プラスチック製のハンガーやス
プーン・フォークなども燃やす
ごみだよ！

Q6 子ども用の小さい布団
(50センチ未満 )…
これも粗大ごみ？

A4 A6

Q7 この化粧品の容器…
「びん」で捨てて
いいよね！？

A7 　　　　　　 に出してね！
化粧品や塗り薬が入った瓶は、
燃えないごみだよ。

Q2 家にたくさんあるけど…
プラマークが入って
いないよ！？

A2

Q5 50センチ未満の
プリンター…
これは粗大ごみ？

両方とも　　　　 　　　　でOK！
1番長い辺の長さ（畳んだ大きさ）が
50センチ未満…燃やすごみ
50 センチ以上…粗大ごみ  だよ

50センチ未
満

A5

CHECK
中身が口に入るものは
「缶・びん・ペットボトル」へ
口に入らないものは「燃えないごみ」へ

CHECK
汚れていたり臭いが残っている
ものはリサイクルできないから
古紙じゃないんだね！

これも、　　 でOK！
マークがなくても、商品を
包装しているプラスチック
製のものは、
プラに分別してね！

CHECK

★商品を入れたり包んで
いたりした中身を使っ
たら必要なくなるもの

⇒プラスチック製
　容器包装
＝

★プラスチックで
　出来た商品
⇒

CHECK

ちなみに…洋服など衣類は古布
で出せるけど、汚れたり破れた
洋服は燃やすごみに出してね！

これは　　　　　　　　 だよ！燃やすごみ
燃やすごみ

燃えないごみ

燃やすごみ

A1
　　でOK！
中が洗えない容器
などは使い切って、
洗えるものは軽く
ゆすいでね。

プラ
プラ

プラ

燃やすごみ

年末の粗大ごみの受付は
混みあうのでお早めに！
【粗大ごみ受付センター】
　0570-200-530

？？

パンフレットも配布中！
（区役所 9階 94番窓口）

※年末年始のごみと資源物の収集日程は本紙16ページをご覧ください

資源循環局戸塚事務所（　 824-2580 　824-2820）
区役所資源化推進担当（　 866-8411 　864-1933）

ミクショナリー で か
二次元コードからアクセス

出したいごみの品名を入力する
だけですぐに分別がわかる！

MIctionary
ミ ク シ ョ ナ リ ーミーオと

イーオの
分別辞典

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）12月の区役所土曜開庁日：14日・28日（毎月第2・4土曜）

ここから
戸塚区版
5 12～
ページです

こころ豊かに　つながる笑顔　元気なとつか8080
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どのような場合に手助けができますかTopic

●ある
●ない
●無回答

46.5％
52.7％
0.8％

●気軽に参加できる活動がある
●知人・友人など誘ってくれる人がいる
●経費や手間がかからない

33.5％
26.1％
23.6％
　 など

あなたは、お住まいの地域で何か困って
いる人がいたら、どのように思いますか。Q.

さまざまな生活環境がありますが、
それぞれの重要度はどのくらいですか？Q.

0 20 40 60 80 100

84.5%

10.7%

4.7%

可能な範囲で
手助けしたい

できれば手助け
したくない

無回答

あなたは、隣近所と普段どのような
つきあい方をしていますか。Q. お住まいの地域の催しや集いなどに

1年以内に参加したことがありますか。Q.

どのような状況であれば地域の
催しなどに参加しやすいですか。Q.

0 10 20 30 40 50

道で会えば挨拶はする 47.3%
28.2%

10.1%
9.6%

4.4%
0.4%

たまに立ち話をする

困ったとき、相談したり
助け合ったりする
顔もよく知らない

お祭りなど地域のイベントに
誘い合わせて参加している

無回答

地域の凧揚げ大会 レクリエーション大会

～区民意識調査※から見えたこと～
区民の皆さんへのアンケート方式による「区民意識調査」を実施しました。
調査にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

※調査概要
区内在住の16歳以上 8,000人（無作為抽出）
郵送によるアンケート
令和元年６月～７月
52.7％

対 象 者
調査方法
実施期間
回 答 率

区役所企画調整係（　866-8327　862-3054）

区役所ホームページや区役所企画調整係（9階93番窓口）、戸塚図書館でもご覧になれます。区民意識調査の調査結果の詳細は

調査結果は今後の区政に生かしていきます！

「重要」「やや重要」と思っている人の割合が多かったものの中に「災害対策（防災）」も含まれています。

「重要」「やや重要」と思っている人の割合

バス・電車の便 災害対策（防災） 防犯対策

90.3% 89.3% 89.2%
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日常生活の中で地域の人に手助けしてほしいこと
日常生活の中で地域の人を手助けできること

日常生活の中で地域の人に
手助けしてほしいこと/手助けできることQ.

●日にちや時間を選択できる
●単発である（継続しない）
●自分の得意なことを生かせる
●お金がかからない（実費の負担がない）
●時間が短い

46.6%
35％
33.7%
32.5％
32.1%

▲企画調整係
 　鳥羽野 友里

など

病院や救急医療
などの地域医療
90.1%

たばこのポイ捨て
対策や街の美化
84.2%

横浜市　自転車保険 で 検索

区役所地域活動係（　866-8411　864-1933）

区内の交通事故の発生は前年と比べて増加しています。特に、二輪車や高齢者が関係する事故が多く
発生しています。自分の身は自分で守ることを心がけるとともに、交通事故を起こさない、交通事故に
遭わないためにも、心と時間にゆとりを持って行動しましょう。

高齢者の交通事故は、歩行中だけでなく、自動車や自転車など運転中にも多く発生しています。
自分が交通事故に遭わない、起こさないためにも、交通ルールを守り、しっかりと安全確認を行
いましょう。

高齢運転者による重大な交通事故が多発しています。
運転に不安を感じるようになった高齢者が、自主的に免許
証を返納することができる「自主返納制度」があります。
自主返納の後は「運転経歴証明書」の交付が受けられ、
運転免許証に代わる公的な本人確認書類として利用す
ることができます。

子どもを自転車に乗せることは特別なことです。
基本ルールをしっかり学び、正しい乗り方をしましょう！
ルール ❶ ヘルメットは必ずかぶせよう
ルール ❷ シートベルトはしっかりしめよう
ルール ❸ 周りに思いやりをもって

子どもを自転車に
乗せている人へ

いつまで一緒に乗せていいの？Q.
法律上、6歳未満まで。
小学生は一緒に乗せられないよ。

A.

神奈川県条例で自転車保険の加入が義務化されました！ 自転車保険に入りましょう！詳しくは

交通事故を
起こさないために

交通事故に
遭わないために

道路を横断
するときの

つの心がけ！

“ちょっと天気が不安だな”で覚えよう！！

ち

と

てん

きが

不安 だな

ょっ

　だな

近づいて来たら渡らない！

止まってくれるとは限らない！

点滅したら渡らない！

気がついているとは限らない！

不安を感じたら渡らない！

※神奈川県警HP「安全横断  五つの品格」より

乗る前に 今日の自分は だいじょうぶ？
体調の優れない時は、車の運転を控えましょう。

自主返納に関する相談は
戸塚警察署交通総務係まで！
　862-0110

全体の34.8％高齢者
関係の事故

その他

（総件数454件）

（158件）

５キロ減 反応時間を カバーする
スピードを控えめにして、ゆとりをもった
運転をしましょう。

経験を 「油断」に変えない 心掛け
ベテランドライバーとして、手本を示しましょう。

まず止まる それから確認 右左
慣れた道こそ、一時停止と安全確認を確実に
行いましょう。足元の ペダル確認 発車オーライ

アクセル、ブレーキの位置を確認してから、
ゆっくり発進しましょう。

区内事故発生件数（2019年1月～9月）
●車同士の事故
❶右左折時 ❷追　　突
❸出会い頭 が多い！

●前方不注意
●左右安全不確認

●車と人の事故
横断歩道横断時が約半数

事故形態 事故原因

など
少しの心がけで
減らせる事故が
多いね！

つの心がけ！５
高齢ドライバーの

子どもを3人乗せている
（定員オーバー）

シートベルトを
していない

ヘルメットを
かぶっていない

だっこで運転　
（おんぶはOK）
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♥こども書初め会
　2020年1月5日（日）①9時30分～10時
30分 ②10時30分～11時30分　　　
　小学生：先着各6人（要保護者同伴）
　12月12日9時から電話か直接来館で受付
※作品は古民家に飾ります
♥竹細工～和凧作りと凧揚げ～
　2020年1月11日（土）9時30分～15時
（雨天決行）　
　先着15人（小学生以下は要保護者同伴）
　900円 　昼食
　12月11日9時から電話か直接来館で受付
♥バードウォッチング
　2020年1月12日（日）9時～11時（雨天中止）
　先着20人（小学生以下は要保護者同伴）
　中学生以上200円 　あれば双眼鏡
　12月17日9時から電話か直接来館で受付

♥2020年度「新・健康体操教室」
　2020年4月3日～2021年3月26日
A日程：原則毎月第1・3金曜
B日程：原則毎月第2・4金曜
各日程（ゆったりコース：9時15分
はつらつコース：10時30分）
※変更月あり、詳細は問合せ
　各抽選90人 　4,000円（全24回分）
　2020年1月31日までに来館で受付
♥エコ講座「SDGsとエコリノベーション」
　2020年1月28日（火）10時～12時
　先着20人 　12月11日14時から、電話・
来館・ホームページで受付

♥親子で楽しくリズムダンス
　2020年1月16日～2月13日毎週木曜 
①2歳～2歳6か月児：10時15分 ②2歳7
か月～（概ね）3歳6か月児：11時
　各15組 　1,500円（全5回分）
♥寒仕込み手前みそ作り講座
　2020年2月3日（月）15時～17時（豆
洗い）・4日（火）9時15分～12時30分（み
そ作り）
　8人 　5,000円（全2回分）

♥お正月の門松作り
　12月21日（土）10時
　15人 　2,000円（1対）
♥人気講師のお菓子作り（バレンタイン）
　2020年1月16日（木）9時30分
　15人 　1,600円
♥今年も絶品「味噌づくり」
　2020年1月18日（土）9時30分（豆洗い
17日（金）13時）
　20人 　3,700円
♥上矢部わくわく塾（英語）
　2020年1月18日（土）第1・3土曜10時
　小学生10人 　1回500円
♥すくすく赤ちゃん体操
　2020年1月17日、2月21日、3月13日
（金）①10時②11時
　0歳児と保護者：各10組
♥子連れエアロ（大人もOK）
　2020年1月～3月原則第2・4火曜11時
　12人 　1,000円（全5回分）
♥月曜健康体操
　2020年1月27日、2月10日、3月9日・
23日（月）10時50分
　30人 　1,200円（全４回分）　

〒244-0003  戸塚町127
　 862-9411　   871-6695
　 12月16日（月）（定例休館日）
　 12月29日（日）～2020年１月4日（土）12時
     （1月4日は12時～17時まで開館）

〒244-0816  上倉田町477
　 862-2181　  881-6995
　 2020年3月31日（火）まで（予定）
　  天井工事などのため全館休館

〒244-0816  上倉田町435-1
　 862-5052　   862-3101
　 第4木曜日
　 12月29日（日）～2020年1月3日（金）
※2020年1月4日（土）～19日（日）は
　設備工事のため施設利用不可
　（電話・ホームページでの受付のみ可）

〒244-0813  舞岡町1764
　 　 824-0107
　 第1・3月曜日（祝日の場合翌日）
　 12月29日（日）～2020年1月3日（金）

〒244-0003  戸塚町2304-5
　 865-3281　   865-3283
　 第3日曜日
　 12月28日（土）～2020年1月4日（土）

〒244-0805  川上町4-4
　 825-1161　   825-1162
　 第2月曜日（祝日の場合翌日）
　 12月28日（土）～2020年1月4日（土）

〒245-0053  上矢部町2342
　 812-9494　   812-9199
　 第3月曜日（祝日の場合翌日）
　 12月28日（土）～2020年1月4日（土）

〒245-0063  原宿3-59-1
　 852-4111　   852-1541
　 第3月曜日（祝日の場合翌日）
　 12月28日（土）～2020年1月4日（土）

〒244-0003  戸塚町127
　 862-9314　   862-9315
　 第3月曜日（祝日の場合翌日）
　 12月28日（土）～2020年1月4日（土）

〒244-0813  舞岡町2832
　 826-0700     826-0749
　 火曜日（祝日の場合翌日）
　12月29日（日）～2020年1月3日（金）

♥お正月のお花（古流松月会）
　12月26日（木）10時～12時
　小学生以上：15人
　2,000円（花代込み）
♥リラックス・ヨガ
　2020年1月17日・31日、2月7日・21日､
3月6日（金）15時30分～17時
　30人 　2,500円（全5回分）
　動きやすい服装､タオル､飲み物

老人福祉センター 戸塚柏桜荘
はく   おう  そう

●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

戸塚地区センター
とある場合は、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。

大正地区センター 東戸塚地区センター 上矢部地区センター 男女共同参画センター横浜 舞岡ふるさと村 虹の家 舞岡公園 小谷戸の里

日時・期間　　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（アドレス）　  ホームページ

こ　   や　  と

中高生のための
「かたづけ」の本

【書　名】

戸塚図書館　 862-9411　 871-6695

マークの説明

　12月11日から電話か　で受付（先着）

戸塚図書館

　何となく気ぜわしい季節がやってき
ました。年末の大掃除、部屋の片付け…。
そんな時には、まずこの本を読んでみて
ください。
　この本は、あふれたものの収納方法の
本ではありません。「かたづけ」には手順
があり、まず「出す」→「分ける」→「選ぶ」
→「収める」という流れを丁寧にやる方法
を取得する必要があるそうです。「かたづ
け」とはどういうことか、「かたづけ力」を
身につけるには練習が大切など具体的な
例をあげて説明しています。読むと片付
けたくなりますよ。
　中高生だけでなくさまざまな世代にも
参考になる一冊です。

　12月11日14時から、電話受付（先着）

♥「昭和の音楽を楽しむ会」
　2020年1月～6月までの毎月第2・4金曜
11時50分～13時50分
　40人
♥「ズンバ・ゴールド！」
　2020年1月28日（火）12時～13時
　20人　動きやすい服装・トレーニングシューズ
♥「ヨガでしなやか股関節」
　2020年2月7日・21日、3月6日（金）
11時50分～12時50分
　15人　動きやすい服装、大きめのタオル

【著　者】杉田明子・佐藤剛史／著
【発行者】岩波書店
【発行年】2014年

♥あしなが音楽会「JAZZYなX’mas」
　12月14日（土）14時15分～15時15分
　100人 　当日直接
♥内科医からみたシリーズ「血液検査か
　らわかること」
　12月26日（木）10時～12時
　40人 　電話か来館で受付
♥英語サークル会員募集「BELの会」
　毎月第1・3土曜10時～11時30分
※申込随時。詳細問合せ。
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戸塚スポーツセンター

♥ハーモニーグリーンクリスマスコンサート
　～クラシックギターのしらべ～
　12月21日（土）14時～14時45分
　当日直接
♥ヨコハマ・ブリサ・アンディーナ 
　フォルクローレ コンサート
　～南米民族音楽のしらべ～
　2020年1月30日（木）14時～14時45分
　当日直接
♥中華菓子を作って春節を祝おう！
　2020年1月16日・23日（木）10時～12時30分
　先着14人 　2,500円
　三角巾、エプロン、手拭き
　12月11日から電話かホームページで受付
♥エコ講座
　～SDGsとヨコハマ3R夢プラン～
　2020年1月30日（木）10時～11時45分
　先着20人
　筆記用具
　12月12日13時30分から電話かホーム
ページで受付

　市内在住の60歳以上 　12月11日
～25日までに、本人が年齢・住所の確
認できるものを受付に持参（先着）

♥そば打ち教室
　2020年1月20日（月）14時～17時
　抽選12人 　2,000円
　12月21日までに往復はがき（　　　記
入）またはホームページで受付

♥漬物教室
　2020年1月26日（日）13時30分～15時
　24人 　1,000円
♥バードウォッチング入門
　2020年1月25日（土）９時30分～12時
30分（※雨天中止）
　20人
♥冬虫・夜の観察会
　2020年1月18日（土）17時30分～19
時（※雨天中止）
　15人

♥ママと赤ちゃんが一緒に楽しむ
　産後エクササイズ
　2020年1月28日(火) 10時～11時30分
　産後の女性と4か月児～ハイハイ前の
赤ちゃん：先着15組 　900円
　赤ちゃんを寝かせるためのタオル、動
きやすい服装
　12月12日 9時から電話、ホームページ
か来館で受付
♥女性のためのパソコン講座
再就職・転職のためのパソコン講座（全5日間）
　2020年1月21日（火）・22日（水）・24日
（金）・27日（月）・28日（火） 10時～15時30分
　女性：先着12人 　20,000円（全5回分）
　12月16日から専用電話（　 862-4496）
かホームページで受付

♥土曜ニコニコおはなし会
　12月14日（土）14時～14時30分
　戸塚図書館絵本コーナー
　4歳児～小学校低学年　　
♥定例おはなし会
　12月18日（水）15時30分～16時
　戸塚図書館絵本コーナー
　4歳児～小学校低学年　　
♥ちっちゃなおはなし会
　2020年1月10日（金）11時～11時30分
　戸塚地区センター和室
　1～3歳児と保護者　　

♥税理士会戸塚支部による無料税金相談会
　2020年1月17日（金）13時～17時
　15人（1人30分）
♥インターネット被害を未然に防ぐ
　2020年1月26日（日）13時30分～15時30分
　20人 ※パソコンを使ってネットトラブ
ルを疑似体験｡パソコンは貸し出します｡

　12月12日14時から、電話受付（先着）

※すべて　あり（0歳2か月～未就学児、予約
制、有料、子どもの部屋へ（　862-4750））

当日直接

「横浜カレンダー」でもイベント情報を掲載
戸塚区　イベント で 検索

♥赤ちゃんビクス（0歳児）
　2020年1月14日（火)①9時30分（ハイ
ハイ前） ②10時30分（ハイハイ後）
　各25人 　各200円

　12月20日9時30分から電話受付（先着）

　12月22日12時までに電話・来館・
　で受付（抽選）

12月16日9時から電話で受付（先着） だこ たこ

（ ）岩波ジュニア
新書

■2020 認知症フォーラムinとつか
認知症に関する講演やサービス・活動の
紹介、介護体験者による体験談など。
　2020年1月19日（日）13時30分～16
時30分
　戸塚公会堂ホール
　先着300人
　当日直接
　戸塚区認知症キャラバンメイト連絡会
川原へ
（　090-6009-7669　　301-1545）
■ハンドベルコンサート
　12月20日（金）18時30分（18時開場）
　さくらプラザホール
　先着451人
　500円
　　電話でアルテミス　吉川へ
（　080-5000-6612　　821-6612）

①わくわくキャンプ
　2020年2月15日（土）13時～16日（日）
14時30分
　小学３～6年生：抽選48人
　6,500円
　12月20日から2020年1月10日まで
に往復はがき（　　　、Eメールアドレス、保
護者氏名を記入）またはホームページで受付
②アロマ教室
　2020年1月17日（金）10時30分～12時
　16歳以上：抽選10人
　2,000円
　12月23日までに、往復はがき（　　　、
Eメールアドレスを記入）またはホーム
ページで受付

■こども自然公園青少年野外活動センター
（〒241-0834　旭区大池町65-1　　　
　811-8444　　812-5778）

ジャジィ クリスマス

上矢部地区センター で 検索

エスディージーズ

エスディージーズ

み　  そ

ス  リ    ム

♥小学生書初め教室
　12月27日（金）10時～11時30分
　小学生：12人 　300円
♥老いに負けない心と身体づくりⅢ期
　～マインドフルネスヨガ入門～
　2020年1月7日、2月4日、3月3日（火）
10時～11時
　20人 　1,000円（全3回分）
♥踊場おもちゃの病院
　2020年1月11日（土）9時30分～14時
30分
　幼児・小学生と保護者：18組

♥戸塚七福神を巡ろう！
　2020年1月11日（土）9時～12時30分
　15人
♥みんなで楽しく歌いましょう♪
　2020年1月15日（水）10時～11時30分
　20人 　500円
♥はじめての新舞踊（全4回）
　2020年1月15日・22日・29日、2月5日
（水）13時30分～14時30分
　7人 　1,000円（全4回分）
♥子育てママのための骨盤エクササイズ
　2020年1月17日（金）10時～11時
　10人 　700円 ※託児なし（見守りあり）
♥おもちゃの病院
　2020年1月25日（土）
①10～11時 ②11～12時 ③13～14時 
④14～15時
　各5組
♥親子化学教室
　～バレンタインチョコのスクイーズ作り～
　2020年1月26日（日）10時～11時30分
　小学生親子：14組 　1組：1,100円

〒244-0805  川上町91-1
モレラ東戸塚3階
　 825-6773　   825-6774
　 月曜日、12月29日（日）～2020年1月3日（金）

とつか区民活動センター
〒244-0813  舞岡町3020
　 824-1915・1949　　824-1925
　 第2月曜日（祝日の場合翌日）
     12月28日（土）～2020年1月4日（土）

舞岡地区センター
〒245-0061  汲沢2-23-1
　 866-0100　   866-0101
　 第2月曜日（祝日の場合翌日）
     12月28日（土）～2020年1月4日（土）

踊場地区センター

さくらプラザ リハーサル室

さくらプラザ ホール

♥高齢後期の「しあわせ感」講座
人生100年時代。加齢現象に流されず、自
分らしく日常を楽しみませんか
　2020年1月26日（日）13時30分～16時
　60～70歳代：先着15人
　12月11日から電話か来館で受付

♥みんなで一緒に大掃除
センターを一緒に掃除してくださるボラ
ンティアを募集します。持ち物は特にあ
りません。気軽にご参加ください
　12月15日（日）15時～16時30分
♥昭和と演歌を熱く語ろう
伝説のギター流しが、昭和の演歌を歌う
あの時代のことを話しましょう
　12月27日（金）17時～18時
♥GOOD！イーブニング談話室
会話を楽しむ場
　12月24日（火）19時～20時30分
♥うちの茶の間
　毎週木曜日13時30分～15時30分
♥パソコンワンポイントアドバイス
　毎週金曜日13時30分～16時
　パソコン（貸出しあり）

♥アートマネジメント講座X
　「企画を叶えるための公演制作はじめの一歩！」
主に学生を対象に、公演制作のレク
チャーやアドバイスを行う
【講師】ヒラルディージョ代表 大森 勇治
　2020年3月15日（日）13時30分
　10組（1組3人程度）
　2020年1月18日14時から電話で受付
♥らららん♪ドレミ シリーズ
　Vol.8　親子でリトミック
音楽絵本、リトミックなど
【出演】市原 由里香、田中 英摩帆
　2020年3月19日（木）①10時45分
②12時 　各500円（0歳児から有料）
　12月22日14時から電話で受付

♥ザ・ニュースペーパー LIVE 2020
日々刻々と変わる「ニュース」を素材にコ
ントを仕上げ舞台化
　2020年4月11日（土）①14時 ②17時30分
　全席指定：一般4,800円
　2020年1月18日9時から来館で受付

12月11日14時から電話受付（先着）

当日直接

12月11日14時から電話受付（先着）

〒244-0003  戸塚町16-17
　 866-2501　   866-2502
　 12月10日（火）、29日（日）～2020年1月3日（金）
     12月28日（土）、2020年1月4日（土）17時閉館

戸塚区民文化センターさくらプラザ

♥立川志の八落語会～ぐるり横浜18区～
スタートはふるさと戸塚・踊場から
　2020年1月26日（日）13時30分
　70人（未就学児入場不可） 　1,500円
　12月15日9時から、窓口でチケット販売
♥親子で楽しくリトミックⅢ期
　2020年1月10日～3月13日第2・4金曜
①1歳児：9時45分 ②2歳児：10時45分
　親子：抽選各25組 　1,500円（全5回分）
　12月24日までに、来館かホームページ
で受付

♥姿勢デザイン教室＠上矢部地区センター
測定器を用いて姿勢をチェックし、その
結果を基にトレーニングを実施します。
　2020年1月24日、2月14日・28日、3月
13日・27日（金）10時～10時50分
　上矢部地区センター
　18歳以上：先着15人
　4,300円（全5回分）
　12月11日9時から上矢部地区センター
で受付。電話、ホームページか直接来館
（連絡先は10ページ参照）



日時・期間　　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）
Eメール（アドレス）　  ホームページ とある場合は、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。

戸塚区役所 〒244-0003  戸塚町16-17

人口 280,720人（　 137,215人 　 143,505人）
世帯数 119,527世帯　　  （2019年11月1日現在）

「とつか区役所通信」、
「戸塚区役所インフォ
メーション」などを

　　　　　で放送中!

編集・発行 区役所広報相談係（　 866-8321）

866-8484　 862-3054
エフエム戸塚

83.7MHz

戸塚区役所 で 検索

男 女

　区役所5階 健康相談室
　　電話か直接、区役所健康づくり係へ（　 866-8426～7　 865-3963）
※電話申込みができない人は、ファクス可（　　   と相談内容を記入）

●健康相談　高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満などの予防法をアドバイス
●禁煙相談　たばこをやめたい人へ個別に支援
　12月13日(金)午前、17日(火)午後、27日(金)午前、2020年1月7日(火)午後

個別健康相談 要予約 市内在住

※発行月の11日以降のものを掲載
※各施設のエリア（地域）在住の人が優先。
　地域については各施設へお問い合わせください。

※開催日または申込日：12月11日～2020年1月10日
※来庁はなるべく公共交通機関をご利用ください。

マークの説明

　上矢部地域ケアプラザ
811-2442　 811-2499

　東戸塚地域ケアプラザ
826-0925　 824-8615

　上倉田地域ケアプラザ
865-5700　 865-5711

　汲沢地域ケアプラザ
861-1727　 861-3428

　平戸地域ケアプラザ
825-3462　 825-3464

12 2019（令和元）年 12 月号 ／ 戸塚区版

戸塚区ツイッター

登録すると、戸塚区役所
から、犯罪や防犯情報の
ほか、緊急時に災害情報
が届きます。

戸塚区犯罪・防犯情報メール
戸塚区ツイッター で 戸塚区 防犯メール で検索 検索

戸塚区役所の公式
アカウントです。
2次元コードからも
アクセスできます。

▲

あったまり場（★）
　12月20日（金）15時～17時（毎月第
３金曜）
　当日直接

▲

あったまり場（★）
　12月11日(水)14時30時～16時30時
（原則毎月第２水曜）
　当日直接

保育教材の貸出をしています！

▲

クリスマスコンサート
チェロとソプラノ歌手によるコンサート
　12月17日（火）10時～11時
　50人程度
　電話か来館で受付

▲

人形劇＆汲沢中学校合唱部
12月恒例の人形劇と中学生の合唱の会
　12月21日（土）13時30分～15時
　当日直接
※汲沢地区青少年指導員共催

　原宿地域ケアプラザ
854-2291　 854-2299▲

うたごえサロン
　12月26日（木）14時～15時30分（原
則毎月第４木曜）
　100円（保険代など）
　40人程度
　電話か来館で受付
※ボランティアも募集。詳細問合せ

▲

あったまり場（★）
クリスマスビンゴゲーム
　12月24日（火）14時～16時
　当日直接

　舞岡柏尾地域ケアプラザ
827-0371　 827-0375

　南戸塚地域ケアプラザ
865-5960　 860-0554

　下倉田地域ケアプラザ
866-2020　 860-0200

　名瀬地域ケアプラザ
815-2011　 815-2014

　深谷俣野地域ケアプラザ
851-0121　 851-0122

▲

あったまり場（★）
　12月21日（土）12時～14時
　当日直接

▲

開運ウォーキング～総持寺めぐり～
諸堂内を巡る一周約1時間のコース
です
　2020年1月14日（火）10時～12時
　400円（参拝料）※別途交通費
　15人（多数時抽選）
　2020年1月7日までに電話か来館
で受付

▲

ハートぽっぽ
親子交流サロン。手遊びや紙芝居など
　12月11日（水）9時30分～11時30
分（原則毎月第２水曜、2020年1月は
お休み）
　0歳から未就学児の親子
　当日直接

▲

親子そば打ち体験
　12月22日（日）10時～12時
　親子5組（多数時抽選）
　エプロン、三角巾、持ち帰り用タッパー
　12月18日までに電話か来館で受付

▲

リフレッシュヨガ
　12月14日（土）①10時～11時 ②11時
30分～12時30分（原則毎月第2土曜）
　①子育て中のパパ・ママ②0歳～４
歳児の親子
　電話か来館で受付※詳細問合せ

★あったまり場：こころの病を抱える人や
　　　　　　　　家族のフリースペース

　子育て支援の活動をしている団体、個人
★貸出数：1団体2点　★貸出期間：1週間
★貸出物：紙芝居・エプロンシアター・パネルシアター・大型絵本など
※詳細はとっとの芽ホームページ参照。
　戸塚区地域子育て支援拠点 とっとの芽（川上町91-1 モレラ東戸塚3階
　820-2885　 825-6885）
※現在とっとの芽サテライト（上倉田町）での貸出は未定です。

年末年始…こんな時どうしたらいいの？！急な発熱（38度以上）

上記の項目のいずれにも当てはまらず、水分も十分取れていれば、一晩様子をみて、
翌日にかかりつけ医を受診しましょう。

（救急電話相談）年中無休 24時間対応
※症状に基づく緊急性や受診の必要性についてアドバイスが受けられます。

夜間急病センター・・・本紙16ページへ
戸塚区休日急患診療所・・・本紙6ページへ☎＃ ７ １ １ ９判断に

迷った
ときは…

まずは、全身状態の観察！

□ 生後3か月未満で38度以上の発熱がある
□ 40度以上の発熱がある
□ 38度以上の発熱に加えて、はげしい嘔吐と頭痛がある
□ 38度以上の発熱に加えて、目や唇が赤く、体に赤い発疹がある
□ 発熱以外の症状を伴う

おうと

医療機関に行くことを検討しましょう
こんな時は！ 発熱時は水分が失われるので、

十分な水分補給が必要です。
乳幼児には乳幼児用のイオン飲料などの

水分をこまめに与えることを
お勧めします。

とっとの芽　保育教材の貸出 で 検索

乳幼児食生活相談 要予約 0歳～就学前のお子さんの食生活などの個別相談

　2020年1月8日・15日（水）9時～11時　 区内在住の0歳～未就学児の保護者
　母子健康手帳

はじめての歯ぴか教室 要予約 はじめての歯みがきと離乳食のお話、
親子体操、歯みがきレッスン

2020年1月24日（金）10時～11時45分
区役所5階 栄養相談室
区内在住の4～6か月児と保護者：先着25組
母子健康手帳、あれば子ども用の歯ブラシ（いつも使用しているもの）

離乳食教室 要予約 離乳食（2回食）に関する講話、実演、試食

2020年1月15日（水）13時30分～15時
区内在住の7～8か月児と保護者：先着36組
だっこひも、離乳食用スプーン、スタイ

　　  12月11日から、電話かファクス（　　　と食生活相談については
 内容記入）で区役所健康づくり係へ（　 866-8426～7　 865-3963）

乳幼児歯科相談・妊産婦歯科相談 要予約

12月24日（火）13時30分～14時45分
0歳～未就学児、妊娠中か産後1年未満の人：先着25人（妊産婦は5人まで）
母子健康手帳、コップ、歯ブラシ
　前日までに、電話で区役所こども家庭支援担当へ

（　 866-8466　 866-8473）

★プレママ・子どもの健診・相談
区役所5階

※開催日または申込日：12月11日～2020年1月10日

乳幼児健康診査 詳細は対象となる人へお送りする個別通知をご覧ください

区役所こども家庭支援担当へ（　 866-8466　 866-8473）

4か月児
1歳6か月児
3歳児

12月24日
12月12日・19日、2020年1月9日
12月13日・20日、2020年1月10日

火曜午前
木曜午後
金曜午後
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