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●費用の記載がないものは無料です　　日時・期間  　  会場  　対象  　 先着  　抽選      費用      はがき      往復はがき  　　　
             (行事名、〒住所、氏名、電話番号)  　窓口  　当日直接  　 郵送  　  持ち物      申込み       問合せ  　 電話  　  ファクス  　  　
     Eメール　  ホームページ   　  保育あり ●区役所への郵送は「〒230-0051 鶴見中央3-20-1 鶴見区役所○○係」､そのほかは各施設へ

施設から 掲載内容の詳細は直接各施設に
お問い合わせください

講座・催し講座・催し

募集・案内募集・案内

①大人のおつまみスコーン作り▶ワイ
ンやビールにもぴったり＊ 3月7日(火)
10時30分～12時30分 ＊  成人＊ 15人 
＊ 500円 ＊ 2月15日9時30分から 窓　
②絵本とわらべうたであそぼ＊ 2月
15日(水)10時30分～11時＊  未就学児
と保護者 直　③矢向子育て相談＊ 2月
16日～3月9日の毎週木曜日10時～12時 
＊未就学児と保護者直　 ④矢向パソコ
ン相談 ＊ 3月6日(月)9時～12時 直

矢向地区センター矢向地区センター
〒230-0001 矢向4-32-11
  573-0302   573-0304

土壌混合法講習会
微生物の力で生ごみを
土に変える方法を実演
＊ 2月13日(月)13時30分～14時
＊ 区役所1階区民ホール＊　　
＊ 区役所資源化推進担当
＊ 510-1689   ＊510-1892

くるみの木講演会「発達が気にな
る子の子育てリフレーミング・Part2
～見方を変えて味方になろう～」
講師：星槎大学大学院 阿部 利彦さん
＊2月26日(日)10時～12時 ＊つるみ地
域活動ホーム 幹(北寺尾4-21-20）＊ 発
達が気になる未就学児～小学生の保
護者、保育者、福祉関係職員、支援者 
＊ 80人※保育希望者は要相談＊ 2月
13日9時から 電 か 必要　 を明記して F
＊ ＊ つるみ地域活動ホーム 幹
＊ 585-9246　＊585-9247

せい     さ                                                           あ      べ        とし   ひこ

税理士による無料税務相談会
in つるぎんドット来～い!!
所得税や相続税など税金のことなら何でも
地元税理士会所属の税理士が解説します
＊2月25日(土)10時～14時 ＊鶴見
銀座商店街(ベルロードつるみ)＊
＊ 東京地方税理士会鶴見支部
＊ 502-0780
＊ 502-7425
＊　 鶴見税理士会 検  索

法律相談会
相続、遺言、贈与、不動産登記、成年
後見など、身近な法律問題について
司法書士がお答えします
＊ 2月15日(水)18時30分～20時30分
(受付は18時30分～19時30分)＊ 鶴
見公会堂(豊岡町2-1フーガ1 6階)＊
＊ 神奈川県司法書士会
＊ 641-1372　＊ 641-1371　 

神奈川県司法書士会 検  索

寛政中学校コミュニティハウス

みんなの緑いっぱい鶴見川
フォトコンテスト作品展
＊ 2月27日(月)～3月3日(金)8時45分
～17時＊ 区役所1階区民ホール ＊　
＊ 区役所資源化推進担当
＊ 510-1689   ＊510-1892

鶴見区コンサート♪
テーマは「カフェ・ラウンジミュージック」。
出演はピアノ：井口久美さん、マンドリン：
黒野典栄さん、ソプラノ：諸富満希子さん
＊ 2月14日(火)14時30分～15時30分
＊ サルビアホール(鶴見中央1-31-2 
シークレイン3階)＊ 100人＊　
＊ 区役所区民活動支援係
＊ 510-1693  ＊ 510-1892　 

い　 ぐち　  く        み

 くろ      の     ふみ     え　                                                                       もろ    とみ       ま       き       こ                                        

幼児の食育教室
幼児期の食事作りのコツや、適切な
食習慣の基礎づくりの工夫などをお
伝えします。試食あり
＊3月14日(火)13時30分～15時＊ 
区役所2階栄養相談室＊1歳～2歳
児と保護者(初めて参加する人) ＊
20組＊ 2月13日8時45分から 電ま
たは必要　  、子の年齢を明記して F
＊ ＊区役所健康づくり係
＊ 510-1827 ＊510-1792

2月
25日
は

入館
無料

　＊ 2月25日(土)9時～17時
【展示内容】●常設展示室：鶴見区の文化財パネル展示・鶴見区
の歴史映像上映等●企画展示室：「津々浦々百千舟～江戸時
代横浜の海運～」●体験学習室：ちょっと昔を探してみよう・冬
【利用方法】広報よこはま鶴見区版2月号(5人まで可)、または健
康保険証等区民であることが分かるもの(本人のみ可)を窓口へ

         「鶴見区民デー」として区在住の皆さまを全館無料でご招待。
　この機会に、鶴見の歴史を学びませんか？

＊横浜市歴史博物館(都筑区中川中央1-18-1・センター北駅1番出口徒歩5分) ＊ 912-7777

横浜市歴史博物館鶴見区民デー開催！

区内で発掘された
人面土器のレプリカも

●28年分の申告・納付期限

＊鶴見税務署(鶴見中央4-38-32)　＊521-7141
※2月13日～3月15日は税務署の駐車場は使用できません。公共交通機関をご利用ください

●申告書の作成はホームページで
　画面の案内に従って入力すれ
ば、税額などが自動計算され、申
告書等が作成できます。
　詳細は 国税庁 検  索

●つるみ・地域のつながり応援事業補助金：自治会・町内会を含む2つ以上の
　団体が連携・協働した地域課題解決の取組への助成【補助額上限30万円】
●つるみ・元気アップ事業補助金：地域の課題解決に向けて、区民が自主的に
　取り組む活動の立ち上げへの助成【補助額上限8万円】

魅力あるまちづくりや住民の交流支援など魅力あるまちづくりや住民の交流支援など
地域課題の解決に向けて自主的に取り組む活動地域課題の解決に向けて自主的に取り組む活動を支援しますを支援します

＊＊ 区役所地域力推進担当(5階3番)　＊510-1678　＊504-7102

　矢向・江ケ崎地区の住民の皆さんが主体となっ
て整備した歴史資料室・交流室「史季の郷(しきの
さと）」で、まちの歴史を知る資料を展示したり、四
季折々のイベントを行っています。

矢向・江ケ崎歴史資料室及び交流室運営委員会矢向・江ケ崎歴史資料室及び交流室運営委員会

＊2月28日までに申請書(区役所5階3番、地区センター、地域ケアプラザ等で
配布)を＊。審査の上、交付を決定します※詳細は募集案内(申請書と同時配
布)または　
※この事業は29年度予算の成立を前提にしています

鶴見　元気な地域づくり 検  索

三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル
「ステージプログラム出演者」募集
＊ 5月20日（土）9時30分～16時※荒天は
21日に順延＊ 県立三ツ池公園(三ツ池
公園1-1)＊ 区在住※抽選で決定。出演
時間は10分。1組3～30人＊  駐車場利
用の場合500円※1組1台のみ＊  2月
28日までに必要　   、プログラム内容(吹奏
楽、フラダンス、合唱など)、出演者数、駐
車場利用の有無を明記し 往　※申込者
に抽選結果と出演者説明会日程を通知 
＊＊ 三ツ池公園フェスティバルステージ
部会 宮野(〒230-0076馬場1-4-28）
＊ 571-3280　＊ 571-3283
　　 

地域の共助のための防災活動地域の共助のための防災活動を支援しますを支援します

＊＊ 区役所防災担当(5階5番)　＊510-1656　＊510-1889
●主に区民により組織され、区内を活動場所とする団体による、地域防災力の
　向上につながる活動（防災研修会、防災地図作りなど）への助成【補助額上
　限15万円・対象経費の10分の9以内】
＊ 2月28日までに申請書(区役所5階5番で配布)等を＊ 。審査の上、交付を決定
します※詳細は募集案内(申請書と同時配布)または　
※この事業は29年度予算の成立を前提にしています

鶴見　共助 検  索

所得税及び復興
特別所得税・納付税

3月15日(水)
まで

消費税及び地方
消費税(個人事業者)

3月31日(金)
まで

生麦地区センター

潮田地区センター

新鶴見小学校コミュニティハウス末吉地区センター

駒岡地区センター

市場小学校コミュニティハウス

寺尾地区センター

①②の＊ は 2月11日9時30分から 電  
か 窓  または 必  要     を明記してＦ
①春休みお楽しみ会▶ゲームや音楽で
おもいっきり遊ぼう！＊ 3月25日(土)11時
～12時＊ 40人 ＊飲み物　②大人の
絵画教室＊ 3月3日～4月21日の第1・
3金曜日〈全4回〉10時30分～12時30分
＊6人 ＊1,000円＊ スケッチブック
(F6、F4)、鉛筆2B、練り消しか消しゴム、
カッターナイフ、あれば水彩絵の具

上寺尾小学校上寺尾小学校コミュニティハウスコミュニティハウス
〒230-0076 馬場3-21-21
    585-3770

29年度

29年度

活動事例

みき

もも   ち    ふね

鶴見税務署から 確定申告を忘れずに！確定申告を忘れずに！

潮田公園コミュニティハウス

鶴見中央コミュニティハウス
馬場花木園
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講座・催し

募集・案内

矢向地区センター

①②の＊ は2月11日9時30分から 電 か  窓
①盆栽を楽しもう▶植替えをして形
を整え盆栽を作ります ＊2月25日(土)
13時30分～16時＊ 成人＊10人＊ 
1,500円　②オリジナルな表札作り▶
木製のプレートに花や名前をデコ
パージュ＊3月4日(土)13時30分～
16時＊ 成人＊ 10人＊ 800円　

寛政中学校寛政中学校コミュニティハウスコミュニティハウス
〒230-0034 寛政町23-1
    503-3808

魅力あるまちづくりや住民の交流支援など
地域課題の解決に向けて自主的に取り組む活動を支援します

矢向・江ケ崎歴史資料室及び交流室運営委員会

地域の共助のための防災活動を支援します

横浜市鶴見スポーツセンター 横浜市鶴見スポーツセンター 検  索

〒230-0004　元宮2-5-1　＊584-5671　＊584-5673

幼児・ジュニア向け定期教室【4月～7月】①⑤⑥⑦⑮は全10回、その他は全15回
      9時      ～  9時50分  
   10時      ～10時50分  　 

火

水

木

金

月 ＊  各40組  各4,800円①親子
リトミック教室

チョコ
バニラ

②親子わくわく体操教室
　※＊    15時10分～16時10分  3歳～4歳児と保護者 ＊  30組　     7,200円 (＊  8,100円)

＊   30人          8,100円③ジュニアＨＩＰＨＯＰ教室    16時20分～17時20分    小学1年～3年生

⑤ベビーマッサージ教室
　

     9時15分～10時  5分  1か月～12か月児と保護者＊  15組　     6,400円
 ⑥親子ヨガ教室

　
＊  20組　     5,400円

 
   10時20分～11時20分   1歳児と保護者

⑦ジュニアインラインスケート教室
　

＊  30人　     8,600円
 

   15時30分～16時45分   　　小学生

⑨水曜スポーツチャレンジ(種目未定)   17時45分～18時45分   　　小学生 ＊  20人　     9,600円

        各40人  各4,800円⑧すくすく幼児
体操教室

キリン
パンダ

   15時15分～16時15分    
  16時30分～17時30分  

⑩親子ビクス教室
　

＊  25組　     7,500円           9時　～  9時55分   2歳～3歳児と保護者
⑪親子リトミック教室  イチゴ
　

＊  40組　    10時  5分～10時55分   1歳～2歳児と保護者
＊  各40人  各4,800円⑫ジュニア

体操教室
リンゴ
バナナ

   15時30分～16時40分     
  16時50分～　18時      　

小学1年～3年生
 

4歳～5歳児

1歳～3歳児と保護者

⑬親子のびのび体操教室
　 ※＊
　　　

＊  35組　      9時30分～10時30分   2歳～3歳児と保護者      7,200円
 (＊  8,100円)

＊   各40人  各4,800円⑭わんぱく
幼児体操教室

ラッコ
イルカ

   15時15分～16時15分    
  16時30分～17時30分  

5歳～6歳児

⑮タグラグビー教室
　

＊   20人  　          6,400円
 

   17時45分～18時45分   　　小学生

1歳～2歳児と保護者

     7,200円 

＊ 動きやすい服装、タオル、飲み物、室内履き ＊2月20日までに ＊か  ＊  ＊ 、
希望教室(1教室のみ)、性別、 年齢、生年月日、過去1年間の参加の有無、市外在住者
は勤務先か学校名を明記して＊  ／詳細については ＊ か ＊

④火曜スポーツチャレンジ(種目未定)   17時30分～18時30分   　　小学生 ＊  20人　     9,600円

大人向け定期教室【4月～6月】、当日受付の教室についてはお問合せください

生麦地区センター生麦地区センター
〒230-0052 生麦4-6-37
  504-0770   504-2662

①ワンパクサタデー(バスケットボール)
＊ 2月11日(土・祝)13時～15時＊ 小
学生直　②電子絵本で楽しもう＊ 2月
24日(金)10時30分～11時20分＊ 未就
学児と保護者直　③はなしのお宿＊ 3月
2日(木)11時～11時30分＊ 未就学児と
保護者 直　④笑って歌って地区センツ
アー▶お笑い芸人・横浜ヨコハマ、アー
ティスト・コアラモード. と楽しむ＊ 3月4日
(土)13時30分～14時15分(開場13時)
※未就学児は保護者同伴直　⑤春の
寄せ植え＊ 3月17日(金)10時～12時
＊ 成人＊ 10人 ＊1,600円 申 2月13日
9時30分から 窓 ( 電 は13時から)　

①潮田子育て相談 ＊2月15日～3月
8日の毎週水曜日10時～12時 ＊未
就学児と保護者直 　②潮田はなしの
お宿 ＊2月16日(木)11時～11時30分 
＊未就学児と保護者直　③けん玉道
場 ＊2月19日(日)10時～12時 直　

潮田地区センター潮田地区センター
〒230-0048 本町通4-171-23
  511-0765   511-0760

①つるしびな作品展覧会＊ 2月25日
(土)・26日(日)10時～15時 直　②ひな
まつり琴コンサート＊ 2月26日(日)10時
～12時 直　③ベビーマッサージ＊ 2月
27日(月)10時～11時 ＊2か月～1歳
6か月児と保護者＊ 10組 ＊500円＊ 大
きめのバスタオルと子の飲み物 ＊2月
11日9時30分から 窓　④ママカフェ＊
新鶴見＊ 3月6日(月)10時～11時30分 
＊未就学児と保護者 直　⑤ハマハグ新
鶴見▶おしゃべりと情報交換＊ 開館日
9時～12時＊ 未就学児と保護者 直

新鶴見小学校新鶴見小学校コミュニティハウスコミュニティハウス
〒230-0002 江ケ崎町2-1
    574-1976

①おひなさま ミニタペストリー＊ 2月
24日(金)10時～12時＊成人女性＊ 
15人＊ 200円 ＊あればA4クリアホル
ダー＊2月13日10時から窓  　②サタ
デーモーニング体操＊ 2月18日・25日、
3月4日の土曜日9時30分～10時50分 
＊成人＊ 各35人＊ 各150円 ＊飲み
物、タオル、動きやすい服装 直　③わく
わくおはなしポケット▶絵本の読み聞か
せなど＊ 2月23日(木)10時30分～11時
30分＊ 未就園児と保護者＊ 15組 直　
④子どもと若者のひろば“アソViVa”in
末吉＊ 3月4日(土)13時～16時30分＊
18歳以下＊ 20人 直　　⑤子育て応援す
えよしサロン＊ 3月8日(水)10時～12時
＊ 3歳以下の子と保護者 ＊ 8組＊ 100円
＊ 筆記用具＊ 2月22日10時から 窓　

末吉地区センター末吉地区センター
〒230-0011 上末吉2-16-16
  572-4300   586-1229

①丘の上春祭り体験講座 フラワーアレ
ンジメントで小物作り＊ 3月18日(土)13時
～15時＊ 20人＊ 300円＊ 2月25日
10時から窓　  ②丘の上春祭り体験講
座 折り紙教室＊ 3月18日(土 )10時～
12時＊ 15人＊ 2月18日10時から 窓

駒岡地区センター駒岡地区センター
〒230-0071 駒岡4-28-5
  571-0035   571-0036

①ベビーマッサージでコミュニケー
ション～お母さんの手は魔法の手～
＊ 3月25日(土)10時～11時 ＊2か月
～1歳児と保護者＊ 5組＊ 500円＊ 
大きめのバスタオル､子の飲み物＊ 
3月1日9時30分から 電 か 窓　②ハマ
ハグ市場＊ 2月17日～3月10日の毎
週金曜日9時～12時＊ 未就学児と
保護者 直　③市場子育て相談 ＊2月
15日～3月8日の毎週水曜日10時～
12時 ＊未就学児と保護者 直

市場小学校市場小学校コミュニティハウスコミュニティハウス
〒230-0004 元宮1-13-1
    574-1972

①藍染め教室＊ 3月18日(土)10時～
12時 ＊成人 ＊10人＊ 700円 ＊2月
25日10時から 窓 ( 電 は26日から)　
②ホッカホカ手作り肉まん＊ 3月6日(月)
10時30分～14時30分 ＊成人 ＊16人
＊500円＊2月13日10時から 窓 (電 は
14日から)　③春の装い ペーパークラフ
トバッグを作ろう＊ 3月6日・13日の月曜
日〈全2回〉13時～16時 ＊成人 ＊15人
＊1,900円＊2月13日10時から窓 ( 電
は14日から)　④ママと一緒、お話ひろ
ば ＊3月9日(木)10時30分～11時30分
＊未就園児と保護者 直　⑤おもちゃ
病院 ＊2月25日(土)10時～14時＊ 小
学生以下＊ 15人＊ 2月11日10時か
ら 窓 ( 電 は12日から) 　

寺尾地区センター寺尾地区センター
〒230-0076 馬場4-39-1
  584-2581   584-2583

上寺尾小学校コミュニティハウス

確定申告を忘れずに！

②～⑤の＊は2月11日9時30分から
窓 ( 電 は10時から)
①子どもと若者のひろば“アソVIVA” ＊
2月12日・26日の日曜日13時～16時 ＊
18歳以下 直　②着物リフォーム▶家庭
着に仕立てます＊ 2月21日・28日、3月
7日・21日の火曜日〈全4回〉10時～12時
＊成人(初心者)＊10人＊2,500円　
③ワッくんカルタ大会 ＊2月26日(日)
13時30分～15時30分 ＊30人　④藍
染めに挑戦してみよう！ ＊2月27日(月)
13時30分～15時30分 ＊成人(初心者)
＊ 10人＊ 700円　⑤スマイル健康体
操 ＊2月23日(木)13時30分～15時＊ 
成人＊ 10人＊ タオル、飲み物　

潮田公園潮田公園コミュニティハウスコミュニティハウス
〒230-0037 向井町2-71-2潮田公園内
  511-0880　　511-0851

①区制90周年記念つるみワクワク☆
mamaフェス▶お昼寝アート等各種体
験、相談コーナー＊3月5日(日)10時～
15時 ＊幼児と保護者 ＊体験代別途
(500円程度)直　 ②はじめてのiPhone
体験教室2▶使い方をゼロから学べます。
1人1台貸出し有 ＊3月9日・16日の木曜
日〈全2回〉10時～12時 ＊ 成人＊ 15人
＊ 100円 ＊ 2月11日10時から窓  ( 電 は
14時から) 　③中央コミハ♪歌と語りの
歌声ひろば♪3＊ 3月4日(土)14時～16時 
＊ 成人＊ 60人 ＊100円(飲み物付) ＊
2月12日10時から窓  ( 電 は14時から) 

鶴見中央コミュニティハウス鶴見中央コミュニティハウス
〒230-0051 鶴見中央1-31-2シークレイン内
  511-5088　　511-5089

アイフォーン

①プレイルームオープン＊ 2月28日(火)9時
30分～15時 直　②早春の香りを楽しも
う▶園内で収穫したフキノトウを天ぷら
に＊ 2月18日(土)11時開始＊ 70食 ＊
天ぷらうどん300円 直　③写生教室 ＊
3月8日(水)10時～12時＊ 水彩絵の具、
2B鉛筆、消しゴム、画板、画用紙または
スケッチブック
F4 直　④紙芝居
教室＊ 2月14日
(火)10時30分～
11時30分 直

馬場花木園馬場花木園
〒230-0076 馬場2-20-1
  　585-6552　　　　
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鶴見区ツイッター
区内のイベント情報などを発信して
います。ぜひフォローしてください

広報よこはま鶴見区版の情報は、
鶴見区ホームページにも掲載しています

イベント情報満載！ 
横浜カレンダー(鶴見区版)

編
集
・
発
行

横浜市鶴見区役所広報相談係

045-510-1680 　045-510-1891
〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1

検  索鶴見区お届け便検  索横浜市鶴見区

①サルビアホールサポーター2017▶催
物当日の運営をお手伝いしていただけ
る人を募集します＊ 4月1日(土)～30年
3月31日(土) ＊区在住・在勤の18歳以
上 抽 5人＊ 3月14日までに H または
専用申込書(区役所などで配布)を 窓 
か  F  　②第6回サルビアこども絵画展 
紙芝居がやってくる▶区内の子どもた
ちによる絵画展(2月4日～13日)の特別
イベント＊ 2月12日(日)11時～11時30分 
直　③わたしはピアニスト＊ 3月13日
(月)・14日(火)10時～21時(1枠1時間)
＊ 各日11組※18歳未満は保護者の
承諾書か付添いが必要 ＊各2,000円
＊ 2月27日までに H または専用申込
書(区役所などで配布)を 窓 か  F　 　  

鶴見区民文化鶴見区民文化センターサルビアホールセンターサルビアホール
〒230-0051 鶴見中央1-31-2シークレイン内
  511-5711　　511-5712

サルビアホール 検  索

ふれーゆふれーゆ
〒230-0045 末広町1-15-2
  521-1010　　521-1099

①⑤の  申 は2月11日9時から 電か 窓　
※各教室の詳細や掲載以外の教室につ
いてはお問い合わせください
①ノルディックウオーキング教室 ＊ 
3月13日(月)10時～11時30分＊ 60歳
以上優先＊ 15人 ＊1,500円 　②健康
麻雀教室 ＊2月21日・28日、3月7日の
火曜日❶10時～12時30分❷14時～
16時30分 ＊60歳以上優先 ＊各16人
＊ 各1,500円 直　③初心者健康麻雀
教室 ＊2月16日～3月9日の毎週木曜
日14時～16時30分 ＊60歳以上優先
＊各16人＊ 各1,500円 直　④みんな
で歌おう懐かしの曲＊ 2月21日・28日、
3月7日の火曜日10時～12時 ＊60歳
以上優先 ＊各20人 ＊各1,000円 直　
⑤手づくりソーイング教室＊ 3月7日・
21日の火曜日13時～15時30分＊ 60歳
以上優先＊ 各10人＊ 各1,500円　

①ひな祭り工作▶和紙でしおり作り＊
2月25日(土)・26日(日)10時30分～13時
30分 ＊幼児～小学生＊ 各30人 直　
②親子であそぼう！ 「ピッコロひろば」 
▶工作、手遊びなど＊ 3月9日(木)11時
～11時30分＊ 未就学児と保護者 直　

白幡公園白幡公園こどもログハウス ピッコロこどもログハウス ピッコロ
〒230-0077 東寺尾2-12
  　582-9944

鉄板祭り▶鉄板焼き、豚汁、チーズ
ケーキなど＊ 3月25日(土)・26日(日)10時
～14時 ＊家族かグループ＊ 各70人 ＊
中学生以上2,200円、小学生1,800円、
4歳～未就学児1,000円、3歳以下100円
＊2月28日までに H か  必      、年齢、
性別、参加希望日を明記して 往 

三ツ沢公園青少年野外活動センター三ツ沢公園青少年野外活動センター
〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1
  314-7726　　311-6444

三ツ沢野外活動センター  イベント 検  索

＊原則として2月11日～3月10日の予定
＊場所の記載がないものは区役所1階「福祉保健センター(健診会場)」で実施
＊　　   は電話かファクスでの予約が必要です

健(検)診・教室名 内容・日時・場所など

4か月児　　　　
1歳6か月児         
3歳児　　　　　

乳幼児健診
※詳細は、対象者へお送りす
る個別通知をご覧ください

乳幼児・妊産婦歯科相談 《未就学児・妊産婦》　　　　　3月10日(金)　13時30分～15時受付
母親教室〈全4回〉
《安定期(5か月～6か月)の妊婦》
※4回目は両親教室

3月①6日(月)午後②13日(月)午前③13日(月)午後④27日(月)午後
②11時～12時(10時45分から受付)
①③④13時30分～15時30分(13時15分から受付)

【予約・問合せ】　こども家庭係　　　　　＊510-1850　＊510-1887　

【予約・問合せ】　健康づくり係　　　　　＊510-1832　＊510-1792　

こどもの食生活相談 離乳食やこどもの食生活についての個別栄養相談
2月13日(月)・28日(火)  9時～・10時～・11時～　＊区役所2階栄養相談室

離乳食教室
《7か月～8か月児(2回食)と保護者》

離乳食の話、調理実演､試食など
3月28日(火)①13時15分～14時15分②14時45分～15時45分
＊区役所2階栄養相談室＊ 各回20組＊ 3月1日8時45分から電

ピカピカ1歳児☆親子歯みがき教室
《28年2月～5月生まれの乳幼児と保護者》

むし歯予防の話、歯みがき実習、歯周病リスクチェックなど
3月24日(金)10時～11時
＊20組＊ 3月6日8時45分から 電

食生活＆健康相談 生活習慣病や健康・栄養に関する個別相談
2月17日(金)13時～・14時～・15時～、3月1日(水)9時～・10時～・11時～

禁煙相談 たばこをやめたいと考えている人の検査と相談
3月8日(水)13時30分～14時45分(13時15分～13時30分受付)

※胃がん・肺がん・子宮がん･乳がん･大腸がん検診・前立腺(PSA)検査は、お近くの協力医療機関で受診できます。詳細は健康づくり係(＊ 510-1832)
　までお問い合わせください
※次の人はがん検診、検査の受診料が免除されます
　①後期高齢者医療制度が適用される人・・・後期高齢者医療被保険者証をお持ちください　②生活保護世帯の人・・・休日・夜間等診療依頼証
　をお持ちください　③中国残留邦人支援給付制度が適用される人・・・受診時に「本人確認証」をお持ちください　④上記の①～③を除く70歳
　以上の人・・・受診時に健康保険証など年齢を確認できるものをお持ちください　⑤市県民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯の人・・・あら
　かじめ健康づくり係(＊ 510-1832)で減免申請を行ってください

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

健(検)診・教室 ※詳細は｢広報よこはま｣４月号で配布の｢鶴見福祉保健センターからのおしらせ｣を
　ご覧いただくか、お問い合わせください

【予約・問合せ】　障害者支援担当　　　　＊510-1848　＊510-1897

2月14日・21日、3月7日の火曜日　　　               9時～   9時45分受付
2月17日、3月3日・10日の金曜日　   　　　　　9時～   9時45分受付  
2月16日、3月2日・9日の木曜日       　　　　　13時～ 13時45分受付

肺がん検診《40歳以上》 年度内に1度受診可能
2月16日(木)9時～10時受付 ＊ 40人＊Ｘ線検診料：680円

予約制予約制

鶴見区精神障害者家族会「のぞみ」によ
る相談

精神疾患のある人を持つ家族による相談
3月8日(水)14時～16時＊ 区役所3階3番

予約制予約制

①プレイパーク＊ 2月26日(日)10時～
15時 直　②バードウオッチング＊ 2月
11日(土)10時～12時※雨天は19日に
順延 直 　③防災訓練＊ 2月19日(日)
13時～15時 直

入船公園

入船公園入船公園
〒230-0044 弁天町3-1
  * 501-2343　　　　

検  索

①講演会「子どもの育ちとわらべうた」
▶講師は、こぐま社わらべうたえほんシ
リーズで知られる小林衛己子さんです
＊2月24日(金)14時～15時30分 ＊区役
所6階会議室＊50人＊6か月～4歳児
(＊10人) ＊2月14日9時30分から電 か 
窓　②ハマに息づく本物の技～横浜マ
イスター20周年関連展示～▶鶴見ゆ
かりのマイスターなどをご紹介＊ 2月1日
(水)～28日(火)直　③みんなでたのしむ
おはなし会 ＊3月8日(水)16時～16時
30分直　④親子でたのしむおはなし会
＊2月28日(火)11時～11時30分＊1歳
6か月～3歳児と保護者直　⑤赤ちゃん
とたのしむおはなし会＊2月24日(金)
10時30分～11時(開場10時15分)＊
4か月～1歳6か月児と保護者 直

鶴見図書館鶴見図書館
〒230-0051 鶴見中央2-10-7 
  502-4416　　504-6635

入船公園

ゆうづる鉄道フェスタ▶京浜急行電鉄
の制服を着て駅長さんと写真撮影！ 
ＨＯゲージの体験運転、Ｎゲージの展
示も＊ 2月26日(日)10時～15時 直

鶴見市場地域ケアプラザ鶴見市場地域ケアプラザ
〒230-0024 市場下町11-5
  504-1077　　500-6677

ひなまつり▶ひな人形の展示と琴演奏をお
楽しみください。小学生以下には、ひなあ
られをプレゼント( ＊100人) ＊3月3日(金)
10時30分～14時＊ 抹茶と菓子500円  直
　

みその公園「横溝屋敷」みその公園「横溝屋敷」
〒230-0073 獅子ケ谷3-10-2
  574-1987　　574-2087

善意銀行への寄付 11月18日～12月16日・敬称略

前川 和彦、安部 ヒロエ、吉兆グループ、
神奈川土建一般労働組合横浜鶴見支部、
オール市場地区社会福祉協議会自治連合会、
吉澤 眞一、佐々木 悦子、佐々木 淳、
公益社団法人鶴見法人会厚生委員会、
上末吉地区社会福祉協議会、匿名2人

鶴見区社会福祉協議会鶴見区社会福祉協議会
〒230-0051 〒230-0051 鶴見中央4-37-37鶴見中央4-37-37リオベルデリオベルデ鶴声2階鶴声2階
  504-5619　　504-5616  504-5619　　504-5616

29年度「鶴見ふれあい善意銀行」助成金説
明会▶区内ボランティア・当事者団体に対す
る助成＊ 3月8日(水)16時～17時30分・11日
(土)14時～15時30分・13日(月)10時～11時
30分＊ 鶴見区福祉保健活動拠点(鶴見中
央4-37-37リオベルデ鶴声2階) ＊ボラン
ティア・当時者団体(1団体2人まで) 直　
※ 保育希望者は2月17日までに申込み

え      み       こ

【答え】②生麦事件【答え】②生麦事件

【問題】右の絵に
描かれた歴史上
に名を残す出来
事は？

１月号「鶴見歴史クイズ」答え１月号「鶴見歴史クイズ」答え１月号「鶴見歴史クイズ」答え

　　　　　　　　　1862年8月21日、薩摩藩の行列が生麦
村を通行中、馬に乗ったイギリス人と鉢合わせ、斬りつける事件が
発生しました。これを契機に、日本は近代化へと進んでいきます。

①本と楽しむ おとな時間▶大人向け絵
本の読み聞かせ、手遊び歌など ＊2月
23日(木)13時30分～14時30分 ＊60歳
以上＊ 10人 直　②お話サロン～落語話
と昔話～＊ 2月28日(火)14時～15時 ＊
60歳以上 ＊15人 直　③呼吸健康体
操▶いすを使ったやさしい体操です ＊
2月17日、3月3日の金曜日14時45分～
16時 ＊60歳以上 ＊各40人 ＊動きや
すい服装、タオル、飲み物直　④ひざひ
ざワッくん体操＊ 2月14日・28日の火曜
日14時～16時 ＊60歳以上 ＊50人＊ 
動きやすい服装、タオル、飲み物 直　
⑤映画で元気！ 青春回帰「見知らぬ乗客」
＊ 2月21日(火)13時～16時 ＊60歳以上
＊ 入会金2,000円、資料代各回300円 直

老人福祉センター横浜市鶴寿荘老人福祉センター横浜市鶴寿荘
〒230-0076 馬場4-39-1
  584-2581   584-2583

かくじゅそうかくじゅそう

エイチ オー                                                                                      　 エヌ




