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横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500

市勢情報（令和2年10月1日現在推計）
人口389,961人（前月比−314人）　世帯数167,404世帯（前月比+28世帯）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため営業時間を縮小しています。

FAX  046-822-2539 8時〜18時（年中無休）

新型コロナウイルス感染症 関連記事はP12
強いだるさや息苦しさがあるとき
帰国者・接触者相談センター（横須賀市）

☎ 822-4308
□FAX 　822-4874

8時30分～20時
（土・日曜日、祝・休日9時～17時） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

掲載内容は変更となる場合があります。

＠ yokosuka_officialLINE ID
市公式ＬＩＮＥで関連情報を配信中

編集・発行　横須賀市 市長室広報課　　〒238-8550 横須賀市小川町11番地　☎046-822-9815　FAX  046-822-4711　HP  https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp



市内で農家として活躍する、若
わかめ
命さんと藤原さん。開墾から独立するまで、藤原さんを

応援したのが若命さんです。出会いから今後の目標まで、じっくりお聞きしました。

㊧ 若命公生さん（若命ファーム） ㊨ 藤原信良さん（㈱平凡野菜）

　皆さんは、「農業」にどんな印象を持ちますか？
「重労働で、とても自分には務まりそうもない
仕事」、「自分とは縁のない仕事」、このような
印象を抱いている人が多いかもしれません。
その一方で、強い思いを持ち、農業に奮闘して
いる人もいます。農業を職とすることには、
どのような魅力があるのでしょうか。

もいます。農業は心も体も健康になる仕事だと思
います。
若命　農業で雇用を行うことはなかなかできない
ことです。藤原さんはすごいことをやってのけて
いますよ。

若命　高望みせずに、この先も変わらずに農業を
やっていきたいと思っています。この調子で心も
体も元気でやっていきたいです。
藤原　私の会社に入ってくる人は、みんな農業を
志してやって来ます。その一人ひとりが独立して
農業を職としてやっていけるように、送り出して
いければ良いなと思っています。

今後の目標

てくれる人なので、もう感謝しかありません。また、
長坂や芦名の農家の皆さんにもとてもお世話にな
りました。
若命　藤原さんは当時も今も勉強熱心な人です。
今では、私の方が肥料について教えてもらうこと
もあります。

若命　他業界から農業への道を歩んだからこそ分
かったのですが、農業は自分のペースで働けて、
心の疲れが少ないです。かつて接客の仕事をして
いた頃に比べると、今はとても気が楽になりまし
た。また、野菜や果物など何品目も栽培している
ので、自分で食べていくには何とか困らない職だ
と思います。
藤原　種まきや土づくりなどゼロから栽培したも
のが「おいしい」などと自分の耳に届くことがう
れしく、やりがいにつながります。また、過去の
経験から、持続可能な経営を実現するため、会社
を起こすに至りました。私の会社には、中途採用
で入ってきた人が多いです。若命さんの言うよう
に、農業を始めてから心が楽になった、という人

農業の意外な魅力

藤原　私が参加した、新人農家対象のセミナーの
講師が若命さんでした。話をしている若命さんの
雰囲気が明るく楽しそうで、この人に農業を教わっ
てみたい、と思ったんです。居ても立ってもいられ
なくて、セミナー後すぐに声を掛けに行きました。
若命　藤原さんが受講したセミナーをかつて私も
受講していて、それがきっかけで講師として呼ば
れました。偶然の出会いから藤原さんと知り合い
ました。
藤原　幼い頃から農作業は好きでしたが、職業に
しようとは考えていなかったです。就職後に、やっ
ぱり農業をやりたいと思いましたが、自分には畑
も道具もない。私が独立するまで応援してもらい、
若命さんには本当にお世話になりました。
若命　大楠山の山頂付近に私の畑があるのですが、
その近くに知り合いが耕作をやめた畑がありまし
た。そこを借りて、ふたりで開墾するところから
始まりました。畑を管理するならその近くに住ん
だほうが良いと、家の紹介もしました。
藤原　近所に住んでいた時は、昼夜関係なく農業
のあれこれを教えてもらいました。前向きに教え

この人に教わりたい

若命さんが栽培したレモンを
使ったジュース。ワインのよう
に格好良いラベルは、藤原さ
んも作成に携わったとのこと。
瓶やキャップもこだわって選ん
だ、自慢の一品です。

横須賀出身で農家の2代目。都内で飲食関
係の仕事に従事した後、横須賀に戻り就
農に至る。多品目の野菜栽培のほか、レモ
ン栽培も行う。

岩手県出身で実家は兼業農家。脱サラ
後、三浦市での農業経験を経て横須
賀で若命さんに師事する。㈱平凡野菜を
立ち上げ、各種レタスを生産している。

広大なレタス畑で作業をする藤原さん

レモンの木の手入れをする若命さん
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農業振興課 ☎822-9395

多品目の野菜を栽培している
垣内さん。キャベツやブロッ
コリーなど身近な野菜から、
こどもピーマンや青パパイヤ
など珍しいものまで、200種
類以上の作物を生産していま
す。取材時は、サラダケール
や小松菜などの葉物野菜が畑
で育てられていました。緑色
だけでなく、赤みがかった小
松菜も栽培されており、あま
りなじみのない野菜を見る良
い機会となりました。

ミカンの手入れをする志村さん。
取材では、元キャベツ畑で現在
はミカンの若木が育つ畑を見せ
てもらいました。ミカンの季節
を迎えつつあり、実が少しずつ
色づき始めている様子が目に
入ってきました。

志村知幸さん（志村農園）

垣内清美さん
（ちーちゃんファーム）

トマト よこすか水
ナス

バターナッ
ツ

カボチャ
ロマネスコ（

一番左）と

カリフラワ
ー

始まりは子どものために
　横須賀で農業をしていた、祖母が作った野菜を食
べて育ちました。市外で暮らしていた時に、市販の
野菜を食べて味の違いに驚いたんです。そこから、
子どもに安心・安全なおいしい野菜を食べさせたいと
思うようになり、横須賀に戻ってきて自家消費用の
野菜の栽培を始めました。その後、収穫量が増えて、
家族だけで野菜を消費できなくなったことをきっかけ
に、無人販売や飲食店に野菜を卸すようになりました。

進学か農業か
　幼い頃からミカン農家のおじの姿を見てはいましたが、
自分がその跡を継ぐとは思ってもみなかったです。物理
学を専攻していた大学生の時に、大学院に進学したいと
いう気持ちがありつつも、勉強が好きな人とこれ以上
競っても勝てないと感じました。それと同時に、おじに
後継者がいない事実を目の当たりにして、進学ではなく
ミカン農家を継ぐことを決めました。

先を見据えて
　キャベツ畑だったところにミカンの苗木を植えて、生育を進めています。木が次第に老
化していくことや災害の影響、品種改良が進むことなどを考えると、現在の状況に満足せ
ずに、先を見据えて取り組む必要があります。また、リスクを分散するため、ミカン狩り
だけではなく、販売など流通にも力を入れています。

農業は個人の力量が問われる
　農業をやる上で、生産・販売・人事管理などすべてのことに気を配る、バランス感覚は欠
かせないものとなります。また、お金・時間・土地の使い方などを自分で戦略を立てて進
める仕事なので、やりがいはとてもあります。農業は伸びしろが大いにある仕事ですから、
本人次第で人並み以上の収入を得ることも可能だと思います。

障害のある人と共に
　数年前から、障害のある人に農業に従事してもらう農福連携を始めました。ブルー
ベリーの収穫など、自分だけで行うと時間のかかる作業も、人の力を借りることで効
率が良くなり大変助かっています。

農業は重労働だけではない
　農業は、生活に必要不可欠な食を支える仕事です。お客さんからおいしかった、と
いう声を聞けることが何よりもうれしいです。男性の仕事という印象が強いかもしれ
ませんが、栽培する作物によっては力仕事をそれほど必要としません。私も葉物を中
心に栽培しているので、重労働は少ないです。女性も活躍できる仕事なので、これか
ら女性農家が少しでも増えると良いですね。

市□HP

　「農業」と一言で言っても、作物や栽培方法などは人それ
ぞれだということが取材を通して分かりました。同時に、農業
の魅力が多方面にわたることも農家の皆さんの話から伝わっ
てきました。夏涼しく冬暖かい気候に恵まれている横須賀
は、まさに農業に適した地です。この地で農業を「選ぶ」人が
増え、さらに市内での農業が活発になると良いなと思います。

　市内農家がつくる品質の高い野菜を「よこ
すか野菜」としてPRしています。キャベツや
大根のほか、カラフルで珍しい西洋野菜な
ど、1年を通して生産される野菜にはさまざ
まな種類があります。「よこすか野菜」は農
産物直売所「すかなごっそ（長井）」など市内
各所で販売しています。
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12月4日～10日は「人権週間」
 展 示
多様な性に関する理解・啓発のためのパネル展示
▶ 横須賀モアーズシティ（若松町） 

＝11月11日（水）～18日（水）
▶ 中央図書館＝11月27日（金）～12月3日（木）
▶ 市役所1階展示コーナー 

＝12月7日（月）～10日（木）
▶ コースカ ベイサイド ストアーズ　　　　　 

2階特設会場（本町）　　　　　　　　　　　 
＝12月11日（金）～18日（金）

▽いずれも各施設の休館日を除く。
横田めぐみさんと特定失踪者写真パネル展
11月30日（月）～12月3日（木）
市役所1階展示コーナー

 相 談
女性の人権ホットライン
▶ 相談電話＝☎0570-070-810 

11月12日（木）～18日（水）8時30分～19時 
（土・日曜日は10時～17時）

■問横浜地方法務局人権擁護課
☎045-641-7926

人権・男女共同参画課　☎822-8219

　生涯学習課　☎822-8483

 講 座
人権セミナー  《ところ》まなびかん
▶ 自殺・こころの病を予防するためにできること

＝12月1日（火）14時～15時30分
▶ 多様な性/ＬＧＢＴＱを理解する入門講座　 

＝12月9日（水）14時～15時30分
▶ コロナ禍におけるＳＮＳ利用　　　　　　　 

利点とリスクを知っておこう　　　　　　 
＝12月14日（月）14時～15時30分

■定各先着20人■申11月11日（水）以降に必要項
目をはがき、☎、□FAX（822-6849）か□E（se-bes@
city.yokosuka.kanagawa.jp）で生涯学習課へ。
▷ 手話通訳・要約筆記・託児（先着・有料）希望者

は各開催日の2週間前までに生涯学習課へ。

その火事を防ぐあなたに金メダル�
予防課　☎821-6466

11月9日～15日、秋季全国火災予防運動を実施します。

火災予防の7つのポイント
 ・ 寝たばこをしない。
 ・ ストーブは燃えやすいものから離す。
・ ガスこんろなどの火元から離れるときは必ず火を消す。
・ 火災時の逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・ 寝具や衣類、カーテンは防炎品を使用する。
・ 火災を小さなうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
・ お年寄りや体の不自由な人を守るために、近所の協力体制をつくる。

 

市議会�12月定例議会日程�
議事課　☎822-9394

11月26日（木） 議会運営委員会

11月27日（金） 本会議、予算決算常任委員会（本会議終了後）

12月　2日（水） 教育福祉常任委員会（予算決算分科会）
都市整備常任委員会（予算決算分科会）

12月　4日（金） 総務常任委員会（予算決算分科会）
生活環境常任委員会（予算決算分科会）

12月　8日（火） 基本構想・基本計画策定特別委員会

12月10日（木） 予算決算理事会、予算決算常任委員会（11時）

12月14日（月） 議会運営委員会、本会議（14時）

 予備日 　11月30日（月）、12月3日（木）・7日（月）・9日（水）・11日（金）
 ご案内 • 時間の記載がないものは10時開会です。
 • インターネットで中継をご覧になれます。
 • 最新状況は市議会□HP をご覧になるか議事課へ。
 • 請願・陳情の提出期限は11月16日（月）17時です。
 

　例年、冬から春にかけてインフルエンザが流行します。ことしは、新型コロナウイルス感染症の
対策もあわせて行う必要があります。

　予防接種を受けると、発病や、発病した場合の重症化を防ぐ効
果があります。一般的に予防効果が期待できるのは、接種 2週間
後から5カ月程度と考えられています。より有効性を高めるために、
インフルエンザが流行する 12月中旬までに接種しましょう。

来年 1月 31日（日）まで（1人 1回）

　新型コロナウイルス感染症への対策は、インフルエンザなどほ
かの感染症の予防にも有効です。

保健所健康づくり課　☎822-4385

流行前に予防接種を受けましょう

引き続き基本の感染症対策を心掛けましょう

「手洗い・手指の消毒」「うがい」「マスク・咳エチケット」

対 象

高齢者はインフルエンザ予防接種を
無償で受けられます

市内在住の接種当日 65歳以上の人か、60歳～ 64歳で
心臓・腎臓・呼吸器の機能かヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に重度の障害がある人

期 間

▶�詳細は市の協力医療機関で配布している
案内か市□HPへ。

 火災警報器を設置しましょう 
　住宅用火災警報器を設置し、正しく維持管理することで、設
置していない場合と比べて、火災による死者は6割、全焼火災
は7割減少します。住宅用火災警報器は電気店、ホームセンター、
ガス販売店などで購入でき、ドライバーで簡単に設置できます。
設置後は10年を目安に交換しましょう。
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地方交付税など
17.6％

国・県支出金 22.0％

市 債
（通常債） 10.2％

その他
13.9％

36.3％
市税

17.7％
人件費

14.8％
物件費

15.8％建設事業費

6.4％
補助費など 3.0％その他

10.6％公債費
31.7％
社会保障費

2019年度 決算概要 市は、皆さんが納めた税金などが、どのように使われているかを公表しています。
昨年度の決算の概要、財政状況についてお知らせします。

財務課　☎822-8152
不足分は留保資金などで補てん

子ども向け歴史小冊子の発行�
文化振興課　☎822-8116

　小学校6年生から中学生を対象に
した歴史小冊子「横須賀ゆかりの歴
史上の人物」を発行しました。
　三浦一族からヴェルニーまで、平
安時代終わりから明治時代初めに活
躍した横須賀ゆかりの人物をわかり
やすく紹介しています。貴重な写真
やイラストを掲載した、大人も楽し
める内容です。
　今回、浦賀奉行所開設300周年記
念に合わせて大幅に改訂し、表紙な
どには画家・井上文太さんの描きお
ろしイラストを多数掲載しています。

 配布場所
市役所1階市政情報コーナー・4階文化振興課、行政センターなど
 

一般会計

特
別
会
計

企
業
会
計

（前年度1,542億4,189万円）総 額 1,648 億3,781 万円

1,112億5,276万円 375億1,856万円

1,073億4,400万円 475億3,571万円

（前年度1,506億5,139万円）総 額 1,618 億4,136 万円

市税、地方交付税、国・県支出金、市債などで運営する会計
歳出は、エコミルや給食センターなどの建設事業費や、昨年10月から開始した幼児教育・保育無償化などの社会保障費が
増加しました。歳入は、歳出の増加に伴い、国・県支出金や市債（通常債）が増加しました。

国民健康保険、介護保険など
特定の収入で特定の事業を運営する会計

上・下水道事業、病院事業
民間企業のように事業の収入で運営する会計

◆ 社会保障費 
子育て支援や障害者支援、生活保護など福祉に関する費用

◆ 人件費 
職員の給料や手当などの費用

◆ 物件費 
委託料、需要費（光熱水費、給食材料費など）、使用料・賃借料 
などの費用

◆ 公債費 
借入した市債を返済するための費用

◆  建設事業費 
エコミルや公園、給食センターなど建設事業に関する費用

◆  補助費など 
下水道事業など企業会計への負担金、法人や個人への助成金など

◆ その他 
貸付金、積立金、維持補修費など

歳 入

歳 入 収 入
歳 出 支 出

歳 出

無料で楽しむ音楽ライブ配信�
企画課　☎822-9284

　横須賀にゆかりのあるアーティストによるオンラインライブ（全5回）を
生配信します。

 第1回　11月13日（金）19時30分
よみぃ
ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル登録者数110万人を
超えるピアニスト。「ヨコスカ街なかピアノ」の
演奏動画は445万回再生されました。

 第2回　11月27日（金）19時30分
ＪＩＲＥＨ（ジャイラ）
市内在住のウクレレ奏者。2年前に開催した「音
楽オーディション(ＹＩＭＡ)」のファイナリスト。
全国から参加者が集まるウクレレコンテストで
最優秀賞を受賞しました。

椿 優衣
本市出身のシンガーソングライター。三浦按針
をテーマにした地元ソング「青い瞳のサムライ」
や横須賀への思いを歌った「この街で」を作詞・
作曲しています。

▶ 第３回以降の開催情報や、視聴方法など詳細
は□HP「ヨコスカ街なかミュージック」へ。

 保健所健康づくり課　☎822-4336

横須賀こころの電話
☎８３０-５４０７

詳細は市□HP を
ご覧ください

人権・男女共同参画課　☎822-8219

広報よこすか　令和２年（2020年）11月号 5「広報よこすか」は市□HPでもご覧になれます。　広報よこすか　検索



▶市民病院 ☎856-3136▷職種＝①
薬剤師②メディカルソーシャルワー
カー■対①資格取得者②社会福祉士資
格取得者▶うわまち病院 ☎823-
2630▷職種＝①看護助手②薬剤師③
メディカルソーシャルワーカー■対②
資格取得者か取得予定者③社会福祉士
資格取得者か取得予定者
■定いずれも若干名■締随時■申☎で各病
院総務課へ▷（公社）地域医療振興協会
職員として採用します。

▶受付期間▷推薦＝11月1日㈰～30
日㈪▷一般＝11月1日㈰～来年1月6
日㈬■対中学校を卒業（見込みを含む）
している17歳未満の男子■問自衛隊横
須賀地域事務所 ☎823-0404

▶定期募集＝11月13日㈮～12月1日
㈫■定抽選55戸▷詳細は市役所案内所・
1階市政情報コーナー・分館3階担当、
行政センター、役所屋などで11月11
日㈬から配布する申込書と募集のしお
りをご覧ください■問（一社）かながわ
土地建物保全協会横須賀サービスセン
ター ☎823-1973

市が家賃の一部を補助します▶募集期
間＝11月17日㈫～12月1日㈫▷要
件、申込方法など詳細はジェイエーア
メニティーハウス□HP か☎で同社（☎
045-435-9419、水曜日、祝日を除
く）へ。

市立病院の職員

□担窓口サービス課 ☎822-8553

陸上自衛隊高等工科学校生徒

□担市営住宅課 ☎822-8415

市営住宅入居者

□担市営住宅課 ☎822-9604

特優賃・高優賃待機登録者

道路上などの違反広告物の除却や事業
者への啓発活動などを月1回実施しま
す■対市内在住・在勤・在学の人■申必要
項目を☎、 □FAX（ 8 2 6 - 0 4 2 0 ）、 □E

（ke i kan - c i@c i t y . yokosuka .
kanagawa.jp）か直接、市役所分館3
階担当へ▷12月1日㈫14時～15時、
市役所4階405会議室で講習会を開催
し、受講後に登録します。

▶任期＝来年4月～令和5年3月■内行
事や部隊研修、基地モニター会議への
参加、アンケート回答■対月～金曜日に
実施する研修などに参加できる健康な
20歳～55歳■定抽選5人■締11月25日
㈬■申必要項目、生年月日、性別、職業、
自身と自衛隊とのこれまでの関わりを
はがきで海上自衛隊横須賀地方総監部
管理部総務課広報係（〒238-0046 
西逸見町1丁目無番地）へ■問同係 ☎
822-3551

来年2月13日㈯・14日㈰10時～15時、
同センター■内活動紹介、飲食調理販売
など■対同センターに登録のある市民公
益活動団体■締12月5日㈯▷詳細は市役
所2号館2階市民生活課か同センター
で配布する募集要項をご覧ください▷
申込多数の場合は抽選となります。

▶テーマ＝「横須賀に日本遺産がある
風景」、「私のｙｏｋｏｓｕｋａ_ｔｒ
ｉｐ」、「家族と横須賀にいる風景」■締
来年1月19日㈫▶応募方法＝コンテ
スト用のインスタグラムアカウント

（@tokyocameraclub_cp19）をフォ

□担まちなみ景観課 ☎822-8127

広告景観推進協力員

□担基地対策課 ☎822-8574

横須賀地方総監部基地モニター

□担市民活動サポートセンター
 ☎828-3130

のたろんフェア参加団体

□担観光課 ☎822-9672

横須賀フォトコンテスト

ローし、指定のハッシュタグを付けて
写真をインスタグラムに投稿してくだ
さい。

11月25日㈬～27日㈮・30日㈪17時～
19時30分、市役所1階21番窓口。夜間
通用口からお入りください■対納期限内
での納付が困難な人■持被保険者証▷電
話相談・保険料の納付も受け付けます。

▶対象＝本市国保か神奈川県後期高齢
者医療に加入している給与所得者で、
新型コロナウイルス感染症に感染（疑
い含む）のため就労できず、その期間
が無給（減額）となった人▶支給対象期
間＝ことし1月1日～12月31日のう
ち、労務に服することができなくなっ
た日から3日を経過した日から、労務
に服することができない期間▶支給額
＝直近の継続した3カ月間の給与収入
の合計額÷労務日数×2/3×支給対象
日数▷本市国保加入者は担当へ。後期

□担健康保険課 ☎822-8234

国保・後期の保険料夜間納付相談

□担健康保険課 
☎822-8232（国民健康保険）
☎822-8272（後期高齢者医療）

傷病手当金支給期間の延長

高齢者医療保険加入者は、神奈川県後
期高齢者医療広域連合コールセンター

（☎0570-001120）へ。

11月初めに被爆者健康手帳をお持ち
の人に郵送します。必要事項を記入し
て12月1日㈫までに担当へ返送して
ください。

（マイナンバーカードを休日に受け
取る場合は、「予約」が必要です。 ）

11月28日㈯8時30分～11時30分、
市役所2号館2階マイナンバーカード
交付会場■対マイナンバーカード申請
後に市役所から届いた交付通知書（青
い封筒に入ったはがき）を持つ人■定先
着84人■申11月11日㈬～26日㈭に必
要項目と生年月日、希望時間（8時30
分から30分ごと）をネット申込かコー
ルセンター（☎822-2500□FAX 822-
2539）へ▷詳細は交付通知書に同封
された案内をご覧ください▷電子証明
書の更新などの手続きは行いません。

11月16日㈪から空調設備工事のため
利用できません▷詳細は担当へ。

□担保健所健康づくり課 ☎824-7501

原爆被爆者の年末見舞金連絡書

□担窓口サービス課 ☎822-8573

マイナンバーカード休日交付予約

□担久里浜行政センター ☎834-1111

岩戸コミセン集会室の利用休止

1�観光振興推進委員会
11月11日㈬13時30分～15時30分
消防局庁舎3階第2会議室
□担観光課 ☎822-8567

2�総合計画審議会（第2回）
11月16日㈪9時30分～12時
消防局庁舎４階災害対策本部室
□担都市戦略課 ☎822-9784

3�男女共同参画及び多様な性の 
尊重に関する審議会（第2回）
11月16日㈪10時～11時
総合福祉会館5階第2研修室
□担人権・男女共同参画課
☎822-8228

4横須賀ごみ処理施設運営協議会
11月17日㈫18時
西コミセン第1・2学習室
□担広域処理センター 
☎854-4153
5�自殺対策推進協議会（第2回）

11月18日㈬15時～17時
市職員厚生会館（常葉中学校隣）
3階第1・2研修室
□担保健所健康づくり課 
☎822-4336

定員   抽選145人220人3510人
申込  いずれも10分前までに会場へ。

■ 傍聴  議題は各担当へお問い合わせください

1（仮称）こども園条例及び併設子育て支援事業
□担保育課（はぐくみかん5階） ☎822-9002 □FAX825-9123
□E ncm-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp

2環境基本条例の改正
□担環境企画課（市役所2号館6階） ☎822-9661 □FAX821-1523
□E ep-ep@city.yokosuka.kanagawa.jp

3みどりの基本条例の改正
□担自然環境共生課（市役所2号館6階） ☎822-9749 □FAX821-1523
□E ne-ep@city.yokosuka.kanagawa.jp

4�よこすか障害者計画（第6期横須賀市障害福祉計画及び第2期横須賀市
障害児福祉計画を含む）の策定
□担障害福祉課（市役所分館1階） ☎822-9398 □FAX825-6040
□E hp-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp

5横須賀市高齢者保健福祉計画（第8期介護保険事業計画を含む）の策定
□担健康長寿課（市役所分館2階） ☎822-8402 □FAX827-3398
□E ew-wd@city.yokosuka.kanagawa.jp

6�横須賀市歯及び口
こう

腔
くう

の健康づくり推進計画の策定
□担保健所健康づくり課（ウェルシティ市民プラザ3階）
☎824-7640 □FAX822-4375
□E shika@city.yokosuka.kanagawa.jp

▶ 資料提供・意見募集期間＝1～311月10日㈫～12月1日㈫4～611
月12日㈭～12月9日㈬

▶ 意見提出方法＝郵送、□FAX、□Eか直接、各担当へ。
▷ 詳しい資料は、各担当、市役所1階市政情報コーナー、行政センター、

市□HPから入手可。
▷意見は市政情報コーナー、行政センターでも受付可。
▷頂いた意見へは市□HPに市の考えを公表し、個別回答はしません。

■ パブリック・コメント  

☎内  内 容
対  対 象
定  定 員
　  費 用
持  持ち物
￥

締  締切日（必着）
申  申込方法
問  問合せ先
担  担 当

　  電 話
　  ファクス
　  ホームページ
　  e メール

FAX
HP
E

郵便番号・住所・
氏名とフリガナ・
年齢・電話番号・
記事のタイトル

必要項目

◆ 市役所への郵便は「〒238-8550 〇〇課」で届きます。
◆ 費用の記載がないものは「無料」です。
◆ 申込方法の記載がないものは「申込不要（入場自由）」です。
◆ 「コミュニティセンター」を「コミセン」と省略表記しています。

横須賀インフォ

6 広報よこすか　令和２年（2020年）11月号
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☎ □FAX  横須賀市の市外局番は「０４６」です。

ご 案 内　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載内容は変更となる場合があります。最新の情報は各担当へお問い合わせください。



11月23日㈷は電気設備点検のため全
館休館します。

12月に小・中学校の新1年生を対象に
入学する学校を指定した就学通知書を
郵送します▶説明会＝来年2月に指定
した学校で開催します。

タクシー事業者が行う新型コロナウイ
ルス感染症対策の経費を補助します
■対市内に営業所があり、市内を営業区
域とするタクシー事業者▶補助額＝タ
クシー車両1台当たり1万円▷詳細は
市□HP へ。

10月から、種類の異なる予防接種の
接種間隔が変更となりました▷詳細は
担当へ。

有害物質の発生や遺骨の損傷、火葬時
間の超過を防ぐため、次のものは棺

ひつぎ

に
入れないでください▷プラスチック製
品（人形など）▷化学繊維製品（ゴルフ
クラブ、洋服など）▷ガラス製品（びん
類、眼鏡など）▷危険物（スプレー、ラ
イターなど）▷ドライアイス、本、果物
など

□担福祉総務課 ☎822-8269

総合福祉会館の臨時休館

□担支援教育課 ☎822-8480

就学通知書を送付します

□担都市計画課 ☎822-8507

タクシー事業者への補助金制度

□担こども健康課 ☎824-7141

予防接種の接種間隔変更

□担中央斎場 ☎823-3809

火葬時の副葬品にご注意ください

「容器包装プラスチック」や「缶・びん・
ペットボトル」は二重の袋で出さない
でください。作業時に、機械で中の小
袋を破くことができません。危険物が
入っていないか確認することができ
ず、リサイクル品質の低下や作業員の
安全確保に支障をきたします。

今年度の狂犬病予防注射の接種期限は
新型コロナウイルス感染症の影響で
12月末に延長しています。飼い犬に
予防注射をしていない人は、動物病院
で注射をして注射済証明書を受け取
り、行政センターか担当で注射済票交
付手数料（1頭550円）を納付してくだ
さい（注射料金は病院により異なりま
す）■持証明書と担当から郵送されたは
がき、未登録の犬は登録手数料（1頭3
千円）

雑草が茂った空き地は、周りの人の迷
惑となります。早めに刈り取り、適正
に管理してください。

屋外照明を設置する際は、光の漏れが
少ない適切な照明器具や方法を選びま
しょう。

□担資源循環推進課 ☎822-8230

二重袋で出さないでください

□担動物愛護センター ☎869-0040

飼い犬への狂犬病予防注射

□担環境管理課 ☎822-9663

空き地を所有している人へ

□担環境管理課 ☎822-9662

「光
ひかり

害」防止に努めましょう

不法投棄や散乱ごみ防止の夜間パト
ロールなどを実施します▶パネル展＝
期間中に行政センターで開催します。

11月は「子供・若者育成支援強調月間」
です。非行防止の声掛けを実施します
▶日時・場所＝11月14日㈯15時～
15時40分、横須賀中央駅前、汐入駅
前▶パネル展示＝11月9日㈪～13日
㈮、市役所1階展示コーナー

児童虐待は、子育ての孤立やストレス、
経済的困窮などが重なることで起こり
ます。子育ての悩みや不安を一人で抱
え込まず、早めに身近な相談窓口で相
談しましょう。虐待かもと思ったら、
児童相談所全国共通ダイヤル（ ☎
189）へ。

11月25日の「女性に対する暴力撤廃
国際日」に合わせ、意識啓発に取り組
みます▶実施期間＝11月12日～25
日▶女性のためのＤＶ相談＝月～金曜
日（祝・休日を除く）10時～16時■内電
話（☎822-8307）、面接による相談

（面接は要予約）

▶期間＝11月25日～12月1日。犯罪
被害者などへの理解を深め、傷付いた
人に寄り添い、助け合える社会を築き
ましょう。

□担資源循環推進課 ☎822-8469

11月は「不法投棄撲滅強化月間」

□担青少年会館 ☎824-5377

青少年非行防止キャンペーン

□担児童相談課 ☎820-2323

11月は「児童虐待防止推進月間」

□担こども家庭支援課 ☎822-8933

女性に対する暴力をなくす運動

□担地域安全課 ☎822-9707

犯罪被害者週間

本市では、障害のある人もない人も分
け隔てられることなく、お互いに人格
と個性を尊重しあいながら共生する社
会の実現を目指し、キャンペーンを行
います▷詳細は市□HP へ。

11月上旬に対象者へ調査票を送付し
ます▶回答期限＝11月30日㈪

▶期間＝11月1日㈰～13日㈮▶区間
＝追浜東町2・3丁目地区の市道（浦郷
小学校付近）約460ｍ。自転車の通行
空間の確保と安全性の検証のため、自
転車の通行位置を示す自転車ナビマー
クを路面に表示します。自転車は原則
車道の左側を通行してください。

特定健診の結果、治療が必要となった
人に、郵便や電話で医療機関の受診を
勧奨しています。毎年1回の特定健診
を活用し、生活習慣の改善など、健康
管理を心掛けましょう。

▶市役所1階窓口サービス課前＝11
月17日㈫10時～17時▶追浜行政セ
ンター＝11月18日㈬10時～15時▶
久里浜行政センター＝11月19日㈭
10時～15時■持運転免許証などの本人
確認できる身分証明書■問 横須賀税務
署 ☎824-5500（内線4413）

□担障害福祉課 ☎822-9839

12月3日～9日は「障害者週間」

□担廃棄物対策課 ☎822-8523

ＰＣＢ調査にご協力ください

□担土木計画課 ☎822-9526

自転車通行空間社会実験の実施

□担健康長寿課 ☎822-8227

国保特定健診を利用した健康管理

□担市民税課 ☎822-8192

確定申告ＩＤパスワード 出張発行

■ 市民健診・特定健診（来年1月～3月実施分）
実 施 日　 1月6日～3月17日の月～金曜日（祝・休日を除く） 

1月16日㈯・24日㈰、2月6日㈯・21日㈰（がん検診（大腸・乳・
子宮頸

けい

部）のみ、2月6日のみ歯周病検診あり）
時 間　 午前・午後のいずれか
と こ ろ　 保健所健診センター
予約時間　 11月11日㈬以降の月～金曜日（祝・休日を除く）  

9時～12時・13時～16時
申 込　 ☎か□FAX で保健所健診センター予約受付（☎822-4351□FAX 822-

4390）へ。来所での予約はできません。
▷ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受診人数を制限しています。
▷ がん検診（乳・子宮頸部）は、健康診査などと同日受診できません。
▷ 実施日は変更となる場合があります。最新の状況は市□HP でご確認ください。

■ 相談・検査など □担保健所健康づくり課
横須賀こころの電話

月～金曜日 16時～23時
土・日曜日、祝・休日 9時～23時
第2水曜日 16時～翌6時
☎830-5407

精神保健福祉・ひきこもり相談
月～金曜日 8時30分～17時
☎822-4336

感染症（結核など）の相談
月～金曜日 8時30分～17時
☎822-4317

エイズ・性感染症の相談
月～金曜日 8時30分～17時
☎825-6117

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査
月・水・金曜日8時45分～9時45分
第1・第2・第4水曜日13時15分～
14時15分
■対13歳以上 ☎822-4317

骨髄バンクのドナー登録
第4木曜日 9時～11時
■対18歳～54歳 ☎822-4385

健診名
● 成人健康診査（18歳～39歳）
● 特定健康診査 
（40歳～74歳、要受診券）

● 後期高齢者健康診査（被保険者）
● がん検診 
（胸部･大腸･乳･子宮頸部・前立腺）

● 胃がんリスク検診
● 骨密度検診
● 歯周病検診

お願い・ご案内
● 生活保護を受給中の人、本年度

市民税が非課税世帯の人は受診
無料（毎回申告が必要。受診後の
返金不可）。

● 託児は要予約  
（6カ月児～未就学児）。

● 自己負担額など詳細は行政セン
ターなどで配布するチラシか市
□HP へ。

—— 市民健診・特定健診は各委託医療機関でも実施しています——

保健所の健診・相談・検査など

自死遺族相談（個別）
11月11日㈬、12月9日㈬
13時30分・14時30分
■申☎（822-4336）で担当へ。

横須賀断酒新生会による酒害相談
11月17日㈫・27日㈮、
12月8日㈫
18時30分～19時
■申☎（822-4336）で担当へ。

女性医師による女性健康相談
11月18日㈬13時30分～15時
■対女性
■申☎（822-4527）で担当へ。

11月・12月の相談・検査など
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●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。

■内内容　 ■対対象　 ■定定員　 ■￥費用　 ■持持ち物　 ■締締切日（必着）　 ■申申込方法　 ■問問合せ先　 □担担当　 ☎電話　 □FAX ファクス　 □HP ホームページ　 □E eメール



▶対象＝アライグマ・タイワンリスの
被害でお困りの人■申☎で担当へ。

専門家を派遣し、費用対効果の高い 
ＩｏＴ導入方法の提案や導入までの支
援を行います■対人手不足や生産性の
向上などの課題を抱える中小企業など
■問横須賀市産業振興財団 ☎828-
1631

▶「三浦一族研究」24号＝講演録「中
先代の乱と三浦氏」などを掲載■￥800
円▶「開国史研究」20号＝浦賀ドック
入
にゅうきょ

渠 風景の口絵解説などを掲載■￥
800円▷販売場所＝市役所1階市政情
報コーナー、行政センター、役所屋
▶パンフレット「近代日本のルーツ　
横須賀製鉄所」＝歴史や地図などの紹
介▷配布場所＝市役所1階市政情報
コーナー・4階担当、行政センター、
役所屋など

11月24日㈫から配布します。防災の
ための備え、振り込め詐欺などから自
分を守るポイントを紹介します▶配布
部数＝2万部（無くなり次第終了）▶配
布場所＝市役所案内所・1階市政情報

□担自然環境共生課 ☎822-8528

捕獲わなの無料貸出

□担経済企画課 ☎822-9523

ＩｏＴ導入を支援します

□担文化振興課 ☎822-8116

郷土史の冊子などの販売・配布

□担危機管理課 ☎822-8410

くらしの安全・安心カレンダー

コーナー、行政センター、役所屋、コ
ミセン、体育会館、図書館など

町内会・自治会から成人祝いの行事の
ために区域内の該当者の名簿を求めら
れた場合、適正管理と利用目的の限定
を条件に住民基本台帳から抽出した新
成人の名簿（氏名・性別・住所）を提供
します▷この名簿への掲載を希望しな
い人は、11月27日㈮までに住所・氏
名を郵送、□FAX（8 2 7 - 4 8 0 3）か□E

（chi ik i -com@city .yokosuka .
kanagawa.jp）で担当か管轄の行政セ
ンターへ。

▶会場＝市内協力施設（病院、福祉施
設、訪問看護ステーションなど）■対看
護職として復職を目指す人■申看護職
キャリアサポートＹＯＫＯＳＵＫＡ
□HPか市□HPで受け入れ施設を確認の上、
☎で各施設へ。

11月12日㈭13時30分〜15時30分、
総合福祉会館■申☎で（公社）かながわ
住まいまちづくり協会（☎045-664-
6896）へ。

①11月20日㈮②12月18日㈮13時〜

□担地域コミュニティ支援課
 ☎822-9510

新成人行事の該当者名簿への掲載

□担地域医療推進課 ☎822-4751

未就業看護職のための職場見学会

□担まちなみ景観課 ☎822-8077

高齢者・障害者などの住宅探し相談

□担まちなみ景観課 ☎822-8377

色彩専門家による建物の色彩相談

15時、市役所分館3階都市部会議室■締
①11月13日㈮②12月11日㈮■申☎で
担当へ。

11月25日㈬13時〜16時（1人30分）、
市役所1階市民相談室■定先着6人■申11
月11日㈬10時以降に東京地方税理士
会横須賀支部（☎824-4193）へ。

11月28日㈯13時30分〜16時30分、
総合福祉会館■申☎でよこすかマン
ション管理組合ネットワーク（ ☎
824-8133）へ。

12月1日㈫・15日㈫・22日㈫13時30
分・14時30分、中央健康福祉センター
■申☎で担当へ。

12月3日㈭13時30分〜15時、総合
福祉会館■対認知症の人を介護してい
る家族■申☎で担当へ ▽同伴する認知
症の人のお世話を希望する人は11月
26日㈭までに☎で担当へ。

12月6日㈰13時〜16時（1組25分）、
産業交流プラザ■定先着4組■申11月11
日㈬〜12月2日㈬に☎で担当へ。

□担市民相談室 ☎822-8114

税理士会による相続税相談

□担まちなみ景観課 ☎822-8077

マンション管理組合運営・維持管理

□担地域福祉課 ☎822-8291

高齢者・介護者のこころの相談

□担地域福祉課 ☎822-8291

認知症介護者の集い

□担不妊・不育専門相談センター 
☎822-9818

不妊症相談会

12月10日㈭13時・13時20分・13時
40分、12月24日㈭14時・14時20分・
14時40分、総合福祉会館■対認知症と
診断されたことはないが、もの忘れが
気になる人とその家族■申☎で担当へ。

12月16日㈬9時30分・10時30分・
13時30分・14時30分・15時30分、
市役所内の会議室■内保健師によるア
ドバイス■対横須賀市国保加入者で特
定健診を受けた人■定各先着1人■申12
月2日㈬〜15日㈫に☎で担当へ。

12月19日㈯9時〜15時、はぐくみか
ん■対市内在住のひとり親になる予定
の人かひとり親■定先着5人■申12月1日
㈫以降に☎で担当へ。

シニア
保健師、管理栄養士、理学療法士など
が出向き、運動や栄養、介護予防のた
めの教室を実施します■対市内の65歳
以上の自主グループ■申☎で担当へ ▽1
グループにつき年1回。

□担健康長寿課 ☎822-8135

専門医によるもの忘れ相談

□担健康長寿課 ☎822-8227

特定健診結果まるごと相談会

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

弁護士による養育費相談

□担健康長寿課 ☎822-8135

ふれあい地域健康教室

■ 市民相談室  市役所1階 ☎822-8114

中止・変更となる場合があります。

1	市への要望・民事問題　月〜金曜日 8時30分〜17時
2	法律相談（弁護士）　月・水・金曜日 13時〜16時（1人30分）
3	登記・相続などの相談（司法書士）　第2火曜日 13時〜16時
4	登記・境界などの相談（土地家屋調査士）　第2火曜日 13時〜16時
5	 	宅地建物相談（宅地建物取引士）　第4火曜日 13時〜16時
6	税務相談（税理士）　第２木曜日 13時〜16時
7	行政サービスなどの相談（行政相談委員）　第3火曜日 13時〜16時
8	交通事故相談（専門相談員）　月・水・金曜日、第1・第3木曜日 
 9時〜12時・13時〜15時30分（電話相談 ☎822-8287）
9	 	労働・年金などの相談（社会保険労務士）　
 第1火曜日 13時〜16時（11月は4日㈬）
  ▷ 新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金などの事業主

と従業員の相談を含みます。
⓾	終活・成年後見などの相談（行政書士）
  ▷ 新型コロナウイルス感染症に関する持続化給付金の相談を含みま

す（市民相談室のみ）。
 追浜・衣笠・久里浜行政センター 第1火曜日 13時30分〜16時30分
  （11月は10日㈫）
 田浦・大津・北下浦行政センター 第2水曜日 13時30分〜16時30分
 逸見・浦賀・西行政センター 第3木曜日 13時30分〜16時30分
 市民相談室 第4木曜日 13時〜16時

申込　 2〜9と⓾の市民相談室 
2週間前の9時以降に☎で市民相談室へ。

消費生活の苦情・多重債務
月〜金曜日 9時〜16時
消費生活センター ☎821-1314

住宅の新築・増改築・補修
金曜日 13時〜16時
建築指導課 ☎822-8319

空き家の所有者・管理者の悩み
月〜金曜日 8時30分〜17時
まちなみ景観課 ☎822-8077

障害者の就労・職場定着
月〜金曜日 8時30分〜17時15分
よこすか就労援助センター
☎820-1933

障害者・高齢者の金銭管理
月〜金曜日 8時30分〜17時
横須賀あんしんセンター
☎821-3605

生活・食の困窮、ひきこもりの人の
訪問支援・就労体験

月〜金曜日 9時〜16時
生活福祉課 ☎822-8070

福祉の総合相談窓口
ほっとかん（地域福祉課）

月〜金曜日 8時30分〜17時
高齢・認知症・病気・障害・後見・
生活困難などにまたがり相談先に
迷う困り事 ☎822-9613
電話で終活登録 ☎822-8570

女性のためのＤＶ相談
月〜金曜日 10時〜16時

（面接相談は予約制）
こども家庭支援課 ☎822-8307

女性の人間関係・生活上の悩み
月・水・金曜日 9時〜16時

（面接相談は予約制）
デュオよこすか 女性のための 
相談室 ☎828-8177

学校生活に関わること（教育相談）
月〜金曜日 9時〜17時
支援教育課 ☎822-8564

子育て相談（24時間）
子育てホットライン ☎822-8511

子どもの心配・悩み
月〜金曜日 9時30分〜17時

（面接相談は予約制）
こども家庭支援課 ☎823-3152

子どもの虐待・障害・非行、
里親制度に関わること

月〜金曜日 8時30分〜17時
児童相談所 ☎820-2323

ひとり親家庭の生活
月〜金曜日 9時〜16時（予約制）
こども青少年給付課 ☎822-0133

ひとり親の就労
月・水・金曜日 9時〜16時（予約制）
はぐくみかん就労相談
☎822-9808

■ 相談窓口  12時〜13時を除く場合あり

8 広報よこすか　令和２年（2020年）11月号

ネット申込　https://www.yokosuka-yksk.jp/index.html（市□HP「よこすかカレンダー」からもアクセスできます）

必要項目▶郵便番号・住所・氏名とフリガナ・年齢・電話番号・記事のタイトル



こども
▶北下浦みんなの家＝11月12日㈭▶
鴨居みんなの家＝11月18日㈬▶芦名
コミュニティーセンター＝12月3日
㈭▶大津コミセン＝12月4日㈮▶森
崎みんなの家＝12月9日㈬■対未就園
児とその保護者

《ところ》①③文化会館②まなびかん④
はまゆう会館①パッチワーク・キルト
展＝11月13日㈮〜17日㈫②市民俳
句大会＝11月15日㈰③入賞作品展＝
11月26日㈭〜29日㈰④琵

び

琶
わ

名曲演
奏会＝11月28日㈯ ▽詳細は担当へ。

11月14日㈯〜20日㈮、コースカ ベ
イサイド ストアーズ2階特設会場（本
町）■内フランス・ブレスト市との姉妹
都市提携50周年を記念した動画・パ
ネル展示 ▽ 14日㈯・15日㈰はセン
ターコートでも展示あり。

プロ選手などがアクロバティックな技
を競う全日本フリースタイルトーナメ
ント津久井浜大会をオンラインで生配
信します▶配信日＝11
月21日㈯・22日㈰10時
〜17時（22日は16時ま
で） ▽視聴方法など詳細
は市□HPへ。

①⑤荒天中止②〜④雨天中止■定各抽
選30人■￥500円（いずれも保護者同伴
の小学生以下は無料④別途バス代⑤別

□担保育課 ☎822-9004

わいわい広場「出張親子サロン」

□担まなびかん ☎822-4838

市民文化祭 秋の行事

□担国際交流課 ☎822-8538

ヴェルニーと小栗がつないだ絆

□担企画課 ☎822-9820

ウインドサーフィン ライブ配信

市□HP

□担観光課 ☎822-8294

シティガイドツアー

途拝観料）■申はがき（1通につき4人ま
で）で横須賀市観光協会（〒238-
0004小川町19の5富士ビルⅡ2階）
か、よこすかシティガイド協会□HPへ①
晩秋の塚山公園と里山を満喫＝11月
25日㈬9時30分〜12時30分■締11月
18日㈬②武山不動から三浦三山を巡
る＝12月5日㈯9時〜12時30分■締11
月27日㈮③奉行所の足跡を辿

たど

り久里
浜へ＝12月8日㈫9時30分〜12時30
分■締12月1日㈫④富士と歩こう3油壷
〜三戸＝12月11日㈮9時〜12時30
分■締12月4日㈮⑤神武寺の煤

すす

払い法
会と鷹取山＝12月13日㈰9時30分〜
12時30分■締12月4日㈮

11月25日㈬14時〜16時、ハローワー
ク横須賀（平成町）■持ハローワーク
カード（ある人のみ） ▽雇用保険を受給
中の人は求職活動の実績になります
■問ハローワーク横須賀 ☎824-8609

（41＃）

▶普通救命講習会（小児・乳児）＝①
12月4日㈮10時〜12時、消防局庁舎
▶普通救命講習会Ⅰ＝②12月9日㈬
10時〜12時・13時〜15時③12月23
日㈬10時〜12時・13時〜15時、消
防局庁舎▶上級救命講習会＝④12月
18日㈮10時〜17時、三浦消防署（三
浦市初声町）■対本市か三浦市に在住・
在勤・在学の中学生以上■定先着①12
人②③各12人④16人■締①11月29日
㈰②12月2日㈬③12月16日㈬④12
月13日㈰■申11月12日㈭以降に必要
項目をネット申込かコールセンター

（☎822-2500□FAX822-2539）へ。

12月6日㈰13時〜16時、ヨコスカ・ベ
イサイド・ポケット■締11月19日㈭■申
必要項目を往復はがきか□E（cup-pc@
city.yokosuka.kanagawa.jp）で担
当へ ▽申込多数の場合は抽選となりま
す。

□担経済企画課 ☎822-9523

介護就職デイ面接会

□担救急課 ☎821-6507

救急法講習会

□担文化振興課 ☎822-8116

横須賀開国史研究会シンポジウム

12月7日㈪10時45分〜11時50分、
まなびかん▶テーマ＝弱さを抱えた

「当事者」による地域づくり■対市内在
住の人■定先着65人■申11月11日㈬〜
24日㈫に必要項目をネット申込か
コールセンター（☎822-2500□FAX
822-2539）へ ▽託児（6カ月児以上、
要予約・先着10人■￥500円）希望者は
☎で担当へ。

12月9日㈬13時30分〜16時30分、
ヴェルクよこすか■対市内で活動する
市民公益活動団体■定先着10人■申11月
18日㈬〜30日㈪に必要項目を☎か□FAX

（821-1522）で担当へ。

12月11日㈮13時30分〜15時30分、
ヴェルクよこすか■対市内在住・在勤・
在学の人■定先着40人■申11月11日㈬
〜30日㈪に必要項目をネット申込か
コールセンター（☎822-2500□FAX
822-2539）へ。

12月11日㈮14時〜16時、ウェルシ
ティ市民プラザ▶テーマ＝10歳若返
る歩行術 インターバル速歩■対市内在
住・在勤・在学の18歳以上■定先着50
人■申11月11日㈬〜12月6日㈰に必要
項目をネット申込かコールセンター

（☎822-2500□FAX822-2539）へ ▽託
児・手話通訳・要約筆記希望者は11月
27日㈮までに担当へ。

□担こども家庭支援課 ☎822-8937

障害の理解を深める講演会特別編

□担市民生活課 ☎822-9699

市民活動に役立つ講習会

□担健康長寿課 ☎822-8135

認知症サポーター養成講座

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537

ウオーキング講演会

12月12日㈯10時〜11時40分、産業
交流プラザ■定先着40人■申11月11日
㈬以降に☎で横須賀市産業振興財団

（☎828-1631）へ。

12月12日㈯13時30分〜16時、ヨコ
スカ・ベイサイド・ポケット■締11月
20日㈮■申必要項目を往復はがきか□E

（cup-pc@city.yokosuka.kanagawa. 
jp）で担当へ ▽申込多数の場合は抽選
となります。

12月12日㈯15時〜16時30分、オン
ライン開催■内市内在住の高校生による
英語のプレゼンテーションと姉妹都市
の学生のビデオメッセージ■対市内在住
の人▶申込期間＝11月2日㈪〜12月6
日㈰ ▽申込方法など詳細は市□HPへ。

12月15日㈫13時30分〜15時、オン
ライン開催■対市内在住の人■申11月5
日㈭〜12月8日㈫に必要項目をネッ
ト申込へ ▽申込多数の場合、お断りす
ることがあります。

こども
12月19日㈯9時30分〜12時、横須
賀総合高校■対特別支援学校を含む市
内在学の小学校3・4年生■定抽選20人
■￥500円■申11月10日㈫〜24日㈫に
必要項目と学校名、学年をネット申込
かコールセンター（☎822-2500□FAX
822-2539）へ。

□担経済企画課 ☎822-8122

社会で活躍する髪より細いマシン

□担文化振興課 ☎822-9478

三浦一族講演会

□担国際交流課 ☎822-8138

国際ユースフォーラム

□担こども健康課 ☎824-7141

上手な小児科のかかり方講演会

□担教育研究所 ☎836-2447

土曜科学教室「プログラミング」

新型コロナウイルス感染症緊急対策基金への寄付など
新型コロナウイルス感染症対策のために、多くの温かいご支援をいただき
ました。皆さまのご厚志、誠にありがとうございました。
9月 30日までに寄付・寄贈を受け付けた皆さまを掲載しています。
（8月号・9月号掲載分を除く。企業・団体は敬称略）

新型コロナウイルス感染症緊急対策基金への寄付
企業・団体など  （一財）いしがね海老原財団　1,000,000円、㈱久里浜中
央会館 久里浜中央自動車学校　14,000円、（一財）シティサポートよこす
か　100,000円、湘南よこすか法律事務所　300,000円、台町内ちどりの会　
40,669円、明治安田生命保険相互会社 横浜支社　860,900円、横須賀シー
ガルズ　11,320円　計 2,326,889円　個 人 42人　計 2,434,000円
個人の寄付は匿名希望者多数のため、人数と合計金額のみ記載しています。

マスクなど物品の寄贈
企業・団体など  （一 財）いしがね海 老 原 財団、いわと ともしびチーム 

こどもサロン、第一生命保険 ㈱横浜総合支社、（福）なないろ トライⅡ、 
㈲ベイクドみのり屋、㈱マリン・ワーク・ジャパン、横須賀商工会議所女性 
会、（公社）横須賀法人会女性部会、他 匿名希望の企業 1社

1骨密度アップ教室
来年1月6日㈬、2月3日㈬、3月3日㈬10時〜11時30分（全3回）、ウェルシ
ティ市民プラザ■対膝や腰の痛みがあり、運動の必要がある65歳以上の人■定
25人 受付 11月1日㈰〜23日㈷
2虚弱チェックと健康長寿のコツ
来年1月20日㈬・27日㈬、10時〜12時（全2回）、神奈川歯科大学（稲岡町）
■対65歳以上■定15人 受付 11月1日㈰〜23日㈷
3生きがい講座
■対60歳以上■￥教材費のみ一部自己負担■締12月20日㈰ ▽初めての人を優先。
▶船越老人福祉センター（〒237-0076 船越町8の2の5☎861-4545）

▽ 太極拳＝来年1月6日〜27日のうち水曜日13時30分〜15時30分（全4
回）■定10人
▶鴨居老人福祉センター（〒239-0813 鴨居3の11の11☎841-4771）

▽フラダンス＝来年1月14日〜3月11日のうち木曜日13時30分〜15時（2
月11日を除く、全8回）■定20人
▶公郷老人憩いの家（〒238-0022 公郷町6の1☎854-0206）

▽はじめての絵手紙＝来年1月19日〜2月9日のうち火曜日10時〜12時（全
4回）■定8人

▶いずれも対象は市内在住の人、定員は抽選です。
■申  12必要項目をネット申込かコールセンター（☎822-2500□FAX 822-

2539）へ。  
3必要項目と性別、講座名を往復はがきで各会場へ。

□担  健康長寿課 12☎822-8135　3☎822-8255

医師から運動を禁止されている人は、参加できない講座があります。詳細は各担当へ。

広報よこすか　令和２年（2020年）11月号 9●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。

お願い　講座・催し参加時と施設利用時のマスク着用にご協力をお願いします。



12月20日㈰9時〜12時、沢山池の里
山（雨天中止）■対市内在住・在勤・在学
の人（中学生以下は保護者同伴）■定抽
選20人■申11月9日㈪〜29日㈰に必要
項目とメールアドレスをネット申込か
コールセンター（☎822-2500□FAX
822-2539）へ▷横須賀市の里山□HPか
らも申込可。

こども
12月20日㈰10時〜15時、安浦コミ
セン■対市内在住のひとり親の親子■定
先着20人■￥500円■申11月11日㈬以
降に必要項目を☎か□E でよこすかひ
とり親サポーターズひまわり（ ☎
070-6635-7365□E yokosuka_
himawari@yahoo.co.jp）へ。

▶横浜Ｆ・マリノス対浦和レッズ戦＝
11月14日㈯、日産スタジアム（横浜
市港北区）▷その他の試合情報やチ
ケット購入など詳細は横浜Ｆ・マリノ
ス□HPへ。

詳細は市役所4階担当、
行政センター、体育会館、
市□HPにある「スポーツ教
室ガイド」へ▷市内在住
の人が対象です。
▶Ｆ・マリノスふれあいフットサルタ
イム▷小学校1年生〜3年生＝11月
18日㈬、12月4日㈮、横須賀アリーナ。
11月11日㈬・20日㈮、南体育会館。

□担自然環境共生課 ☎822-9832

里山の素材で門松づくり

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

ひとり親向け交流会

□担スポーツ振興課 ☎822-8493

ホームタウンチームの試合情報

□担スポーツ振興課 ☎822-8493

市民スポーツ教室

市□HP

からくりカレンダー作り
12月4日㈮・11日㈮・18日㈮9時30
分〜11時30分（全3回）、田浦コミセ
ン■定抽選10人■￥1,100円■締11月23
日㈷

素足に優しい「布ぞうり」を作る
12月16日㈬9時30分〜12時30分、
逸見コミセン■定抽選15人■￥1,700円
■締12月1日㈫

生涯現役講座「げんき倶楽部」
シニア
来年1月14日〜3月11日のうち木曜
日10時〜12時（2月11日を除く、全8
回）、逸見コミセン■対65歳以上■定抽選
15人■￥1,700円■締12月27日㈰

気象災害から身を守る
12月16日㈬13時30分〜15時、衣笠
コミセン■定抽選20人■締12月2日㈬

オンラインで学ぶ認知症の理解
11月26日㈭10時〜11時30分、浦賀
コミセン（オンライン講座の受講方
法）、12月3日㈭10時〜11時30分、
オンライン開催（認知症の理解と介護）

〒237-0076 船越町6の77
☎□FAX861-9007
taph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

田浦コミュニティセンター

〒238-0045 東逸見町2の29 
☎□FAX823-3205 
heph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

逸見コミュニティセンター

〒238-0022 公郷町2の11
☎□FAX852-3596
kiph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

衣笠コミュニティセンター

〒239-0822 浦賀5の1の2
☎□FAX841-4184
uph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

浦賀コミュニティセンター

いずれも17時▷小学校4年生〜6年生
＝12月2日㈬、横須賀アリーナ。11
月25日㈬、12月9日㈬、南体育会館。
いずれも17時▷18歳以上＝11月18
日㈬、12月4日㈮、横須賀アリーナ。
11月11日㈬・20日㈮、南体育会館。
いずれも18時50分■定各当日先着40
人■￥千円■問横浜マリノス㈱ふれあい・
ホームタウン事業部 ☎045-285-
0675

コミュニティセンター
【申込方法】各締切日までに必要項目
（郵便番号、住所、氏名とフリガナ、
年齢、電話番号）と講座名を往復はが
き、□FAX（西コミセンを除く）、□Eか直接

（返信用はがきを持参）、各コミセンへ。
【お願い】いずれも公共交通機関でご来
場ください。

【案内】内容、持ち物など
詳細は市□HP、チラシをご
覧になるか、各コミセン
にお問い合わせください。

自然素材で作るクリスマスリース
12月8日㈫10時〜12時30分、追浜
コミセン■定抽選20人■￥2千円■締11月
24日㈫
羊毛フェルトの干支（えと）飾り
12月19日㈯・20日㈰10時〜12時（全
2回）、追浜コミセン■対全回参加でき
る人■定抽選20人■￥1,500円■締11月
30日㈪▷オンライン受講（■定うち抽選
5人）も可。希望者は要明記。

市□HP

〒237-0061 夏島町9
☎□FAX865-1145
opph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

追浜コミュニティセンター

（全2回）■対全回参加できる人■定抽選
10人■締11月18日㈬ ▽申込みは□E で
のみ受付。
オンラインで親子Ｅｎｇｌｉｓｈ
こども
12月7日㈪・14日㈪・21日㈪10時〜
10時30分（全3回）、オンライン開催
■対全回参加できる1歳6カ月児〜未就
園児とその保護者■定抽選8組■締11月
26日㈭ ▽申込みは□Eでのみ受付。

Ｘｍａｓキャンバスリース
12月5日㈯13時〜15
時、北下浦コミセン
■定抽選12人■￥2,300
円■締11月17日㈫

Ｘｍａｓ Ｇｉｒｌｓ ＬＩＶＥ
12月12日㈯13時30分〜15時、北下
浦コミセン■定抽選50人
■締12月3日㈭ ▽ 申込み
は全員の必要項目を往
復はがきか電子申請□HP
で 受 付（ 5 人 ま で 申 込
可）。

三浦郡志から学ぶ西地区の歴史
12月4日㈮・11日㈮・18日㈮13時〜
15時（全3回）、西コミセン■定抽選20
人■締11月23日㈷
読み聞かせと手遊び歌
こども
12月11日㈮10時30分〜11時、西コ
ミセン■対未就学児とその保護者 ▽参
加多数の場合は入れ替え制とします。

〒239-0842 長沢2の7の7
☎□FAX849-2866
siph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

北下浦コミュニティセンター

電子申請
□HP

〒240-0101 長坂1の2の2 
☎857-0896 
niph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

西コミュニティセンター

▶いずれも対象は市内在住の人、定員は先着です。
■申  必要項目をネット申込かコールセンター（☎822-2500□FAX822-

2539）へ。17はネット申込でのみ受付。
□担   1〜6中央健康福祉センター ☎824-7632
	 7こども健康課 ☎824-7141

5離乳食・幼児食相談会
12月17日㈭10時〜10時30分・10時30分〜11時・11時〜11時30分・
11時30分〜12時、中央健康福祉センター■対0歳児〜未就学児の保護者
■定各4人 受付 11月12日㈭〜12月10日㈭
6幼児食スタート教室
12月9日㈬10時〜11時、南健康福祉センター■対1歳6カ月児〜2歳6カ月
児の保護者■定6人 受付 11月12日㈭〜12月2日㈬
7オンラインｄｅツインズ全体会
12月5日㈯10時〜11時30分、オンライン開催■内保育士による遊びと保
護者の交流会■定10組■対未就学のふたご・みつごとその保護者かふたご・
みつごを出産予定の人 受付 11月11日㈬〜29日㈰

1プレママ・プレパパ栄養教室
12月1日㈫13時30分〜14時30分（受付開始13時15分）、久里浜コミ
セン■対妊婦とその配偶者など■定6人 受付 11月11日㈬〜24日㈫
2離乳食スタート教室
①12月2日㈬、中央健康福祉センター②12月10日㈭、北健康福祉セ
ンター③12月16日㈬、南健康福祉センター。いずれも13時30分〜
14時30分■対市内在住の4カ月児〜6カ月児の保護者■定①10人②8人③
6人 受付 いずれも11月12日㈭以降■締①11月25日㈬②12月3日㈭③
12月9日㈬
3離乳食ステップアップ教室
①12月2日㈬、中央健康福祉センター②12月16日㈬、南健康福祉セ
ンター。いずれも10時〜11時■対市内在住の7カ月児〜9カ月児の保護
者■定①10人②6人 受付いずれも11月12日㈭以降■締①11月25日㈬②
12月9日㈬
410カ月からの食事と歯の教室
①12月3日㈭、久里浜コミセン②12月15日㈫、北健康福祉センター。
いずれも10時〜11時■対10カ月児〜1歳3カ月児の保護者■定①6人②8人 
受付いずれも11月12日㈭以降■締①11月26日㈭②12月8日㈫
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その他の施設

消しゴムはんこ（年賀状）
11月19日㈭13時〜15時■定抽選15人
■￥1,500円■申11月1日㈰〜16日㈪に
☎か直接、産業交流プラザへ。

Ｘｍａｓフラワーアレンジ
11月26日㈭13時〜15時■定抽選15人
■￥ 3,500円■締 11月22日㈰■申 ☎か直
接、産業交流プラザへ。

ナノハナシーズン開幕
11月下旬から4月下旬にかけて4品種
の菜の花の開花リレーをハーブ園など
で楽しめます。

パークゴルフ初心者講習会
①11月27日㈮②12月11日㈮9時30
分〜12時（雨天中止）■定各先着12人■￥
500円■締①11月20日㈮②12月4日㈮
■申11月11日㈬以降に☎か□FAX でくりは
ま花の国へ。

ガーデンマム開花
11月上旬から下旬にかけて、入り口
付近の畑でガーデンマムが見頃を迎え
ます。

サービスデー
証明書提示で駐車料金無料
▶市民感謝デー＝11月8日㈰・15日
㈰■対市内在住の人
▶シルバーデー＝水曜日■対65歳以上

早朝探鳥会
11月28日㈯7時〜8時15分
自然観察会
12月5日㈯9時30分〜11時30分

▽いずれも当日公園管理事務所前集合
（雨天中止）

〒238-0041 本町3の27
ベイスクエアよこすか一番館
☎828-1630 □FAX 821-1200

産業交流プラザ

〒239-0832 神明町1
☎833-8282 □FAX 833-8291

くりはま花の国

〒238-0316 長井4丁目地内
☎857-2500 □FAX 855-0850
□HP https://www.seibu-la.co.jp/soleil/

ソレイユの丘

〒239-0847 光の丘4の1
☎□FAX 849-7650
mizube@ryokukazouen.jp

光の丘水辺公園

ミニ門松作り教室
12月19日㈯10時〜12時■定先着20人
■￥1,500円■申11月11日㈬〜30日㈪
に必要項目を往復はがき、□FAX か□E で光
の丘水辺公園へ。

企画展「倉重光則＋天野純治展」
11月14日㈯〜12月25日㈮

倉重光則《光と物の間》2020年、
 Ｓｔｅｐｓ Ｇａｌｌｅｒｙ展示風景（東京）

所蔵品展
▶浦賀奉行所開設300周年記念「長島
雪操展」＝12月13日㈰まで
谷内六郎〈週刊新潮 表紙絵〉展
▶ふくらむイメージ、あふれるユーモ
ア＝12月13日㈰まで
休館日
11月9日㈪

企画展示
▶浦賀からやってきた資料たち＝来年
2月28日㈰まで
トピックス展示
▶湊町・ヴェルニー公園の歴史と遺産
＝来年1月31日㈰まで
▶干

え

支
と

展示「ウシ・牛・丑年」＝12月5
日㈯〜来年1月17日㈰

天神島ガイドツアー
11月22日㈰13時〜14時、天神島臨
海自然教育園（雨天中止）■定当日先着
20人（小学生以下は保護者同伴）■￥50
円
ミュージアムトーク（自然館）
11月28日㈯13時〜14時■定当日先着
15人
おうちで博物館ぬりえ＋（プラス）
▶応募作品展示＝11月29日㈰まで
休館日
月曜日（11月23日を除く）、11月24
日㈫

16ミリ映画会（中央図書館）
11月11日㈬「よこすか文化財散策 西
部編・本庁編」、12月9日㈬「石井のお
とうさんありがとう」。いずれも14
時■定各当日先着30人

〒239-0813 鴨居4の1
☎845-1211
art-event@city.yokosuka.kanagawa.jp
□HP https://www.yokosuka-moa.jp/

横須賀美術館

〒238-0016 深田台95
☎824-3688
□HP https://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/

自然・人文博物館

中央図書館 ☎822-2202
児童図書館 ☎825-4417 
北図書館 ☎866-0516
南図書館 ☎836-0718
□HP https://www.yokosuka-lib.jp/

図書館

子ども映画会（中央図書館）
こども
11月14日㈯14時「かわいいミッ
フィー」■定当日先着30人
日曜映画会（中央図書館）
11月15日「終着駅（字幕）」・22日

「ジェームス・ディーン物語（字幕）」・
29日「三遊亭小遊三」、12月6日「極
夜ＫＹＯＫＵＹＡ」。いずれも10時・
14時■定各当日先着30人
幼児・小学生えいが会
こども
▶南図書館＝11月25日㈬15時30分
■定 当日先着15人▶北図書館＝11月
29日㈰14時30分■定当日先着10人
休館日
月曜日（11月23日を除く）、11月24
日㈫▶蔵書点検に伴う臨時休館 ▽中央
図書館＝11月17日㈫〜20日㈮ ▽南
図書館＝12月1日㈫〜4日㈮ ▽北図書
館＝12月8日㈫〜11日㈮ ▽児童図書
館＝12月15日㈫〜18日㈮

自閉症児・者作品展
11月11日㈬〜15日㈰9時〜20
時、市民活動サポートセンター

［連］市川 ☎090-5767-8564
あったかハート交流会
12月5日㈯13時30分〜15時30
分、総合福祉会館

［連］佐藤 ☎822-4462

11月16日㈪までに記事（タイトル
15文字以内、本文60文字以内）と
連絡先をはがき、□FAX か□E で広報課

（□FAX 822-4711□E dengonban@
city.yokosuka.kanagawa.jp）へ。
▶掲載基準＝市民や市民のグルー
プが不特定多数の人を対象に市内
で開催する無料の催し。政治・宗教・
営利・会員募集目的でないもの。
▷申込多数の場合は抽選となります。

来年1月号掲載記事の申込
（1月11日〜2月10日の催し）

伝言板 問合せは直接、
各連絡先（[連]）へ

横須賀芸術劇場

予約は☎823-9999
かホームページへ
横須賀芸術劇場 劇場□HP

◆�フジコ・ヘミング協奏曲の夕べ
12月1日㈫15時開演� 大劇場

◆�白石加代子「百物語」シリーズ　
アンコール上演

12月5日㈯16時30分開演� 小劇場

　音訳者は文章の「間」や漢字の
読み方、アクセントなどに注意す
る。例えば、同じ「はし」という
音でも、アクセントの位置で「橋」
か「箸」を正しく伝えなければな
らず、音訳前の下調べにはかなり
時間をかけている。原会長は「マ
イクの向こうには読

●

者
●

がいること
を常に意識し、正しく、良く分か
る、聞きやすい音訳図書を届けた
い」と語る。
　以前はカセットテープに録音し
ていたため校正で見つかった誤読
部分の読み直しに苦労した。パソ
コンで録音する現在も地道な作業
に変わりないが、訂正や編集作業
はかなり楽になったという。
　原会長は、今後について「創立
100周年を目指して活動を続けて
いきたい」と意気込みを語った。

▷点訳・音訳ボランティアとして
活動したい人は点字図書館（☎
822-6712）へ。

　9月で創立50周年を迎えた「横
須賀市音訳ボランティアはまゆう
の会」。視覚障害のある人に音声
で文字情報を届ける活動をしてい
る。昭和39年に「点訳奉仕会有志」
により広報よこすかの録音版を製
作したのが原点で、昭和45年に独
立。会員は「少しでも人の役に立
ちたい」という思いで始めた人が
多く、約1年の音訳講習会を修了
した人で構成される。
　利用者の皆さんに届けるのは点
字図書館で選んだ本や広報よこす
か、身近な新聞記事を抜粋した

「ニュースよこすか」などさまざま。
個人を対象とした音訳サービスや、
老人ホームへの訪問朗読など、積
極的に活動している。

横須賀市音訳ボランティア
はまゆうの会

原雅一郎さん会長
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■内内容　 ■対対象　 ■定定員　 ■￥費用　 ■持持ち物　 ■締締切日（必着）　 ■申申込方法　 ■問問合せ先　 □担担当　 ☎電話　 □FAX ファクス　 □HP ホームページ 　 □E eメール

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



────────────────────  以下は広告スペースです。 ─────────────────────

新型コロナウイルス感染症
抗体検査の受検者を募集します

抗体検査とは？

検査の内容

注意事項

新型コロナウイルス感染症対策実施本部 ☎822-9390

・�現在感染しているかどうかを診断すること
はできません。
・�抗体があったとしても、今後、感染しない

保証はありません。
・公的な陰性証明などには使用できません。

　過去に新型コロナウイルスに感染したかを調べるための検
査で、感染症にかかった後に血中に生成される抗体（ＩｇＧ）
の有無を判定します。

　医療機関で少量の採血を行い、抗体の有無を判定します。
結果は当日、口頭でお伝えします。検査費用は無料です。

検査日

対　象

申　込

ところ

定　員

　市内の新型コロナウイルス感染症の感染状況や傾向を把握し、
今後の感染症対策に活用するため、抗体検査の受検者を募集します。

12月1日（火）～15日（火）のうち希望する日（日曜日を除く）

市内在住の20歳以上

11月10日（火）～18日（水）に市□HPの専用申込フォームか□FAX（822-2539）へ。

市指定の医療機関

抽選960人（年代ごとの定員あり）

※ＦＡＸの場合、次の項目を明記してください（様式は自由）
・氏名 ・ふりがな ・生年月日 ・郵便番号 ・住所 ・電話番号
・�受検希望地区（追浜／中央／衣笠／大津／浦賀／久里浜／北下浦／西／

どこでも）、希望日（上記検査日から指定／いつでも）、時間帯（午前／
午後／どちらでも）の組み合わせを第3希望まで

▶申込みは1人１回まで。
▶電話での申込みはできません。
▶ 抽選結果（検査日時・医療機関など）は11月26日（木）以降に当選者にのみ発送します。
▶詳細は市□HPへ。

検索横須賀市　新型コロナ　検査
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