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自宅など好きな
場所から参加できる 天候に左右されずに

受講できる

交通費や移動のための
時間がかからない 仕事や家事などの間に

空いた時間で受講できる

生活をより便利に

使ってみよう身近な情報機器

オンライン講座に密着
「オンラインで学ぶ 認知症の理解と介護」

第1回　 Ｚ
ズ ー ム
ｏｏｍの使用方法を学びましょう

第2回　 Ｚｏｏｍ体験「認知症の理解と介護」

受講者の感想

　「認知症の理解と介護」というテーマが民生委員の仕事に
生かせること、最近話題のＺｏｏｍの使い方を学べることか
ら受講しました。オンライン講座当日はハプニングもなく、
講師からの説明内容や質疑応答など、講座の内容がよく分か
りました。外で行われる講座だと、往復に時間がかかります
が、オンライン開催であれば時間を有意義に使うことができ
て良いと思いました。
　これからは、仕事のミーティングや友人とのおしゃべり、
同窓会などに活用してみたいです。

　Ｚｏｏｍを使ったことがなかったので、せっかくの機会と
思って受講することを決めました。当日はパソコンのイン
ターネット接続がうまくいかず不安になりましたが、スマホ
とタブレットを使って無事に受講することができました。
　今後、オンラインで開催される講座があればまた参加して
みたいと思います。

講義の内容

浦 賀
コミセン

　パソコンやスマートフォン（以下、スマホ）などの情報機器は、私たちの暮らし

を日々便利にしています。連絡手段としてはもちろん、仕事や学習など多方面で

活用され、生活に欠かせないものとなりました。

　話題になっている情報機器やサービスを自分も使ってみたい、使いこなしたい、

と思っている人は多くいるのではないでしょうか。

　今回は、パソコンやスマホなどの情報機器が活用されている

場面を紹介します。

　オンライン講座はスマホなどとインターネットに接続できる環境があれば、自宅など好きな
場所から参加できます。オンライン講座とは、いったいどのようなものなのでしょうか。50
代～80代の10人が参加した、2回にわたる講座の様子をお届けします。

　受講者はノートパソコンなど、オンラインで受講するときに使用する機器
を持参し、ウェブ会議システム・Ｚｏｏｍを使用するための説明を受けました。

座学の様子。各自でスマホなど
を操作する場面もありました（上
2枚）。オンライン講座の様子。
真剣に受講する姿が映し出さ
れています（下2枚）。

　受講者は自宅からＺｏｏｍを起動して、講座を受講しました。講座開始前に
は受講者から機器の調整が上手にできないなど、戸惑いの声が上がりましたが、
無事解決した場面もありました。定時になると、テーマである認知症について
の説明が始まり、その後は質疑応答が行われました。最後には、受講者から画
面越しでも対面と同じように有意義な講座だったという声が寄せられました。

● Ｚｏｏｍのインストール
● ミーティングスペースへの入室
● 主催者になって他の人を招待する方法

人との距離を気にせずに
受講できる

オンラインで
受講する
メリット
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健康長寿課　☎822-8255

中止・変更となる場合があります

　スマホを使ってみたい、使いこなしたい、でも誰に相談したら良いか分からない。
こう思っている人はいませんか？
　キャリアショップ（携帯電話販売店）では、スマホの操作方法などを学びたい人
向けに教室を開催しています。 詳細は各キャリアショップへお問い合わせください

地域でＬ
ラ イ ン

ＩＮＥを活用

知っていますか？スマホ教室

馬堀小学校区（スクールコミュニティ）

地域コミュニティ支援課　☎822-9510

広報課　☎822-9814

馬堀小学校区地域づくり協議会とは

市公式ＬＩＮＥで情報が届きます

生きがい講座（スマホを体験してみよう） 

　馬堀小学校区では、「馬堀小学校区地域づくり協議会」（以下、協議会）が組織されて
10年以上経ちます。しかし、地域での認知度はまだ低く、協議会では一緒に活動して
いく仲間をさらに募りたいと考えていました。

　これまで回覧板や掲示板で情報を知らせていました
が、限られた人しか目にしないこと、情報が手元に残
らないことが問題となっていました。最近スマホを
使って情報を得る人が多いことから、コミュニケー
ションアプリ・ＬＩＮＥを利用することに着目しまし
た。

　現在、市が管理者となり地域の公式ＬＩＮＥを立
ち上げる準備をしています。今後、協議会が主体と
なって情報発信をできるように、内容を話し合いな
がら整備を進めていきます。

　教室では、電源の入れ方からアプリの使い方
まで、難易度の異なるさまざまな講座を開催し
ています。
　スマホは簡単に扱うことができ、決して難し
いものではありません。趣味などに活用できる
ツールなので、スマホを使うことで生活をより
豊かにしてほしいです。その第一歩として、 
スマホ教室をご利用いただければと思います。スマホ教室講師 田代宏幸さん

市ではシニア向けのスマホ講座を開催しています。
スマホを使ってみたい、使いこなしたい人におすすめです。

市公式ＬＩＮＥを「友だち追加」
すると、新型コロナウイルス感染
症に関する情報などを受け取るこ
とができます。

　元々、スマホは難しいから嫌だと思って避けていました。
しかし、講座をいくつも受講して、スマホは便利なものだと
分かりました。自分の知りたい情報を得るために、今後スマ
ホを活用していきたいです。 【70代】

▶�公郷老人憩いの家（〒238-0022�公郷町6の1�☎854-0206）�
＝3月2日（火）13時30分～15時
▶�池上老人福祉センター（〒238-0035�池上4の6の1�☎853-1051）
＝3月3日（水）13時30分～15時

▶生きがい講座の受講が初めての人を優先します。

市内在住の60歳以上

2月20日（土）
各抽選8人

必要項目と性別、講座名（スマホを体験してみよう）を往復はがきで各会場へ。

対�象

締�切
定�員

申�込

馬堀小学校区の町内会・自治会、小学校、ＰＴＡ、体育振興会、
子ども会で結成された団体。子どもたちが明るく楽しく安全
に、そして地域の人々が安心して暮らすことのできる街にす
るために結成されました。児童の見守りや通学区域の危険箇
所調査など地域に根付いた活動を行っています。

スマホを体験してみませんか

受講者の感想

活動の様子（地域イベントの道具づくり）
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「よこすか野菜ガイドブック」発行�
農業振興課　☎822-9395

　市内で生産される高品質な野菜・果物の
魅力を紹介する「よこすか野菜ガイドブッ
ク」を発行します。
　キャベツやダイコン、カボチャなどおな
じみの野菜から珍しい西洋野菜まで、さま
ざまな種類の野菜・果物を紹介しているほ
か、農家の皆さんへのインタビューや保存
方法などの豆知識、簡単でおいしく食べら
れるレシピも掲載しています。

配布開始時期　3月上旬
配布場所 　�
市役所案内所、行政センター、役所屋、スカナビⓘ、
横須賀美術館、しょうぶ園、ソレイユの丘、横須賀中
央駅、すかなごっそ（長井）など
▶�配布開始後、市□HPでもご覧になれます。

病児保育がネット予約できます�
幼保児童施設課　☎822-8268

　病児・病後児保育センター（市立うわまち病院内）の空き状況の確認、利
用予約・キャンセルが、スマートフォンやパソコンからできるようになり
ました。

利用方法�
　病児保育ネット予約サービス「あずかるこちゃん」�
□HPから登録してください。

市職員の給与状況�
人事課　☎822-8175

　職員の給与（給料・手当）は条例に基づいて支給されます。
人件費（令和元年度普通会計※決算）
28,140,685千円（歳出額160,949,339千円のうち17.5％）
職員給与費（令和元年度普通会計※決算）
給与費の総額�19,744,591千円　職員数2,905人
1人あたりの給与費�6,797千円
※�普通会計とは、公営事業会計（水道、下水道、病院、国民健康保険、
介護保険、後期高齢者医療の各事業会計）を除いたものです。

平均給料月額と平均年齢（令和2年4月1日現在）
職種 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 317,513円 42.6歳
技能労務職 319,562円 51.7歳

一般行政職の初任給（令和2年4月1日現在）
大学卒�191,900円　高校卒�161,300円
（国家公務員　�大学卒総合職186,700円、同一般職182,200円、　　　�

高校卒150,600円）
期末勤勉手当の支給割合（令和2年4月1日現在）
4.5月分（6月期・12月期ともに2.25月分。全て国家公務員と同割合）
▶詳細は市□HPへ。

�

市□HP

あずかるこちゃん□HP

海洋プラスチックごみ対策に取り組みます
　海洋プラスチックごみが生態系、生活環境、漁業、観光などへ与える影
響は、世界規模の課題です。豊富な海産物や美しい景観など、海から多く
の恵みを享受している本市では、「海洋都市横須賀 海洋プラスチックごみ対
策アクション宣言」に基づき、積極的に対策に取り組んでいきます。

　「海洋プラスチックごみ対策アクション宣言」の趣旨を広め、横須賀の豊かな
海を守るため、活動のシンボルとなるロゴマークのデザインを募集しています。
採用されたロゴマークは、関連する取り組みに活用します。
▶募集要項など詳細は市□HPへ。

　宣言の趣旨に賛同する事業者を募集しています。賛同事業者は、市□HPに企業・
団体名を掲載します。
▶要件など詳細は市□HPへ。

ロゴマークを募集しています

賛同事業者を募集しています

海洋都市 横須賀
海洋プラスチックごみ対策アクション宣言

　私たちは、海から生まれました。
　そして私たち横須賀にとって、海は特別な存在です。
　豊富な海産物や美しい景観、マリンレジャーに適した環境など、
豊かな海からさまざまな恩恵を受けています。
　しかし、近年、海洋プラスチックごみによる環境汚染が世界規
模での課題となっており、生態系、生活環境、漁業、観光等への
影響が懸念されています。
　この問題を解決するためには、私たち一人一人が「自分ごと」
として考え、行動することが重要です。
　その積み重ねにより、大きな流れをつくっていく必要があります。
　「海洋都市 横須賀」として、このような機運を高めるために、
市民や事業者と連携して、海洋プラスチックごみ対策のために行
動することを、ここに宣言します。

都市戦略課　☎822-8258

ビビッドカラーの茎が印象的な
西洋野菜「スイスチャード」。ヨー
ロッパやアメリカでは、そのま
まサラダで食べることが多いよ
うです。ホウレンソウの仲間な
ので、炒め物やおひたしなどに
も使えます。

パプリカとバターナッツのしら
すパスタ。カボチャの一種「バ
ターナッツ」は明るいオレンジ
色のきめ細かい果肉が特徴。色
彩豊かなパプリカ、爽やかな香
りのバジルなどと共に作る、夏
野菜の甘みが際立つパスタレシ
ピです。
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年末緊急食料支援を実施しました

いつでも受け付けています

年末緊急食料支援への寄贈 （受付順、企業・団体は敬称略） 12月7日～28日に寄贈を受け付けた皆さまを掲載

● 食料を寄贈する
● 食料支援を希望する 地域福祉課　☎ 822-8176

　昨年末に実施した緊急食料支援には、急なお願いにもかかわら
ず、約3万点もの食料品をご寄贈いただきました。
　市民や企業・団体の皆さまのほか、県内外にお住まいの皆さま
からも貴重な食料品を頂戴しました。 本当に心が温まる思いで、
嬉しい限りです。あらためて、お礼を申し上げます。
　ご寄贈いただいた食料品は、12月24日・25日に約1,500人の皆
さまにお渡ししました。今回の支援を契機に地域に温かな助け合
いの輪が広がることを願っています。

※食料を寄贈する場合は、未開封、保存のきく食品で賞味期限が１カ月以上あるもの

（新型コロナウイルス感染症の影響などで減収となった人）

横須賀市長

新型コロナウイルス感染症緊急対策基金への寄付など

計　1,225,088円 計　1,034,000円

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、誠にありがとうございました。

湘南たけやまシーサイド町内会　17,700円
ＮＰＯ法人元気ハツラツ明るいまちづくり　20,666円
浦郷小学校　11,722円
自治労神奈川県本部横須賀芸術文化財団支部　35,000円
横須賀市退職校長会　110,000円
よこすか自然生活Ayus　30,000円
かながわ信用金庫　1,000,000円

（有）ベイクドみのり屋

10月1日～1月12日に 
寄付・寄贈を受け付けた 
皆さまを掲載（敬称略）。

22人

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。

新型コロナウイルス感染症緊急対策基金への寄付 食料の寄贈
企業・団体など 個人

【企業・団体など】
㈱むらせ
㈱リフレックス
㈱ZENUP
京浜急行電鉄㈱
㈱調味商事
㈱協同　業務スーパー野比店
NPO法人神奈川フードバンク・プラス
㈱理化電機
㈱ヤチヨ
㈱ハヤシ建装
神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部
ウスイホーム㈱
エイチエスシー㈱
ＮＥＤＳ

（公社）フードバンクかながわ
㈱エイヴイ

（福）横須賀市社会福祉事業団 本町老人デイ
サービスセンター

（福）海風会
㈱ヨコショク
コールしおさい
三浦退女教役員有志
普門山　慈眼院

谷輪行政書士事務所
㈱フジコー
㈱さいか屋横須賀店・さいか屋従業員一同

（生協）うらがCO-OP
（有）クラシゲ宝飾
紘永工業㈱
JAよこすか葉山農産物直売所「すかなごっそ」
㈱サンドラッグ
一本商事㈱

【個人】
須田靖子様、佐藤富子様、角皆美奈子様、髙木 
均様、小島清志様、原美恵子様、大久 遼様、鈴
木勝利様、加藤夫美子様、大石明子様、小野打麻
由美様、都築智惠子様、北川雅英様、永塚裕治様、
伊藤曉子様、北村喜代子様、大島正江様、箱石摩
耶様、竹中 進様・真理子様、川名守彦様、岩澤
義仁様、柳井元義様、河原ヒロエ様、佐々木勝様、
海老原はるみ様、加藤光子様、山田喜久代様、田
中夕紀子様、小泉久栄様、伊藤君子様、三宅惠子
様、杉原美紀様、鈴木敏子様、山本ハツ子様、片
岡奈緒様、尾山和夫様、西潟治子様、曽代島まり
子様、長島康夫様、澤 修様、赤澤秀子様、田中様、
斎藤記子様、中田玲子様、去石 要様、齊藤宇希様、

武井暮子様、永井秀子様、加茂幹子様、清水 
誠一様、宇治富美枝様、山森浦子様、黒田哲彦様、
井上裕之様、中沢伸俊様、佐藤りつ子様、古谷 
洋子様、大塚博武様、金成玲子様、正岡信行様、
伊藤和美様、市堀真紀子様、山口みち子様、 
渡部三枝子様、渡邉裕子様、渡邉和美様、山中宏
之様、難波八重子様 他４人、斉藤典明様、須田
幹生様、高橋佳美様、佐藤明子様、田口治彦様、 
髙月友理様、狩野玲子様、沓名珠美様、大倉正臣
様、島野香代様、山本寿子様、町屋精一様、長澤
里絵様、川名亘子様、山口麻里子様、よこすかに
じいろカレー様、森谷満枝様、髙野マルチナ様、 
土方 令様、佐藤知枝様、鈴木結美様、飛松正幸
様（大津港まるまつ丸）、藤井久美様、小谷美千世
様、雫 有希様、佐藤隆晶様、佐波優子様、佐藤 
洋様、平野由紀様、大栗美智子様、稲福惠美子様、 
ＯＳＢＯＲＮＥ様、木村睦紀様、高瀬明子様、陳 
彩様、廣田正明様、尾崎照美様・育美様、林 玲
子様、宗像邦夫様、紙谷 愛様、伊藤恵子様、佐
藤あや様、根岸康之様、今浦真澄様、三島典子様、
山口正子様

その他、多くの皆さまからご支援をいただいてお
ります。
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市立病院の職員

▶市民病院 ☎856-3136▷職種＝薬
剤師■対資格取得者▶うわまち病院 ☎
823-2630▷職種＝①看護助手②薬
剤師■対②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。

▶対象＝市内在住・在勤・在学の18歳
～54歳▶活動内容＝消火活動、訓練、
救命講習、火災予防広報など■締随時■申
☎で担当へ。

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（826 -0420）、□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▷3月4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。

▶学力検査・面接＝3月12日㈮（20歳以
上は学力検査を作文に変更可）■対県内
在住か在勤で中学校を卒業（見込みを
含む）した人■申3月3日㈬・4日㈭に願書
を直接、横須賀総合高校へ▷願書など
は市役所6階担当、行政センター、同
校定時制校務センターで配布します。

▶任期＝4月～来年3月▶活動内容＝
しょうぶ園で種から苗づくり（育成

□担消防局総務課 ☎821-6459

消防団員・音楽隊員

□担まちなみ景観課 ☎822-8127

広告景観推進協力員

□担教育指導課 ☎822-8479

横須賀総合高校（定時制）生徒

□担公園管理課 ☎822-8515

市役所前公園花壇ボランティア

班）、花の植え付け（植付班）、花の手
入れや水やり（美化班）。複数班の兼任
可■締2月26日㈮■申必要項目と希望の班
名をはがき、□FAX（821-1523）か□E（pa-
ep@city.yokosuka.kanagawa.jp）
で担当へ▷活動日など詳細は担当へ。

▶任期＝4月～来年3月▶活動場所＝
三笠公園・ヴェルニー公園■定各先着
10人■申2月11日㈷～3月31日㈬に必
要項目を☎か□FAXで横須賀三笠・西武
パートナーズ三笠公園管理事務所（☎
824-6291□FAX825-4440）へ▷活動日
など詳細は同管理事務所へ。

3月1日㈪です。納付には便利な口座
振替をご利用ください。

対象期間（令和元年8月～令和2年7
月）の個人ごとの外来の自己負担額が
年間上限額（14万4千円）を上回る場
合、申請すると超えた金額が支給され
ます。対象者には12月上旬～1月中旬
に申請書を郵送しました■対昨年7月
31日に本市国民健康保険か神奈川県
後期高齢者医療保険に加入していて、

□担公園管理課 ☎822-9799

三笠公園などの花壇ボランティア

□担納税課 ☎822-8204

固定資産税（第4期）の納期限

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

高額療養費（外来年間合算）制度

一部負担金の割合が1割か2割の人▷
対象期間に加入・脱退した人は別途、
手続きが必要です。すでに高額療養費
として払い戻しを受けた分は控除され
ます。

市□HPから試算用ファイルをダウン
ロードし、注意事項を確認してご利用
ください▷電話での試算は前年中の所
得が分かるものを用意して担当へ。

テナントビル休館日のため休業します
▶久里浜店＝2月16日㈫▶中央店・追
浜店＝2月18日㈭▷上下水道局お客様
料金サービスセンター（役所屋中央店
隣）、追浜・久里浜市民活動サポート
センター、愛らんど追浜も休業します。

ミサイルの発射や津波などの緊急事態
の発生を、迅速に情報伝達するための
Ｊアラートの動作確認です▶日時＝2
月17日㈬11時▶放送内容＝「これは、
Ｊアラートのテストです（3回繰り返
し）。こちらは、防災よこすかです。」

2月19日㈮・25日㈭はシステムメン
テナンスのため、マイナンバーカード
を利用したコンビニ交付サービスが利
用できません。住民票の写しなどの証
明書が必要な場合は、市役所1階窓口
サービス課などをご利用ください。

2月25日㈭・26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。

（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。�）
①2月27日㈯②3月13日㈯8時30分

□担健康保険課 ☎822-8233

国民健康保険料の試算ができます

□担  役所屋中央店 ☎820-4574
　役所屋久里浜店 ☎837-3300
　役所屋追浜店 ☎865-4100

役所屋全店の休業

□担危機管理課 ☎822-8410

Ｊアラート放送試験を実施します

□担窓口サービス課 ☎822-8312

コンビニ交付が利用できません

□担健康保険課 ☎822-8234

国保・後期の保険料夜間納付相談

□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

～11時30分・13時～15時、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①142
人②110人■申①2月15日㈪～25日㈭
②3月1日㈪～11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□FAX822-2539）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。

3月9日㈫14時～16時、消防局庁舎4
階災害対策本部室■定抽選5人■申10分
前までに会場へ。

▶西体育会館の利用休止＝4月1日～
来年夏▶北体育会館の利用再開＝4月
1日

空調機の設置により、4月1日から岩
戸コミセン集会室兼体育室の使用料を
900円に改定します。

冬季は暖房・給湯などでエネルギーの
使用量が増加します。省エネのため次
のことに取り組みましょう▷室温を
20度程度にして服装で調整する▷厚
手のカーテンで冷気を遮断する▷続け
て入浴し追いだきや保温は控える▷冷
蔵庫の設定温度を「弱」にする▷エア
コンのフィルターを月2回程度清掃す
る▷省エネ家電やＬＥＤ照明に買い換
え・交換する。

□担環境企画課 ☎822-9661

環境審議会（第69回）

□担スポーツ振興課 ☎822-8444

体育会館の利用休止・再開

□担地域コミュニティ支援課
 ☎822-8303

岩戸コミセン集会室使用料改定

□担環境企画課 ☎822-8524

2月は「省エネルギー月間」

市立学校はお休みです
児童生徒の猿島などの
施設利用料が無料に
なります。詳細は市ＨＰへ。
教育政策課 ☎822-9751

対象 ��市内在住・在勤・在学で月～金曜日に開催する会議（1年2回程度2
年3回程度）に出席できる20歳以上（市の他の審議会などの委員でな
い人に限る）。

定員 ��各選考1人（面接あり）　締切 �いずれも3月1日㈪
▷委員選任後は氏名を公表します。応募書類は返却しません。
1�行政手続審議会委員（4月1日から2年間）  
■申必要項目、生年月日、性別、勤務先か通学先と応募動機、小論文「適
正な行政手続について」（800字程度）を郵送、□FAX（826-1682）、□E
（inf-co@city.yokosuka.kanagawa.jp）か直接、担当へ。
	 □担市政情報コーナー（市役所1階）�☎822-8186
2�人権施策推進会議委員（6月1日から2年間）  
■申必要項目と応募動機（800字程度）を郵送、□FAX（822-4500）、□E（we-
pc＠city.yokosuka.kanagawa.jp）か直接、担当へ。
	 □担人権・男女共同参画課（市役所2号館2階）�☎822-8219�

■ 委員募集  

☎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
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保健所
健康づくり課
☎822-4537
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☎ □FAX  横須賀市の市外局番は「０４６」です。

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）



▶期間＝3月1日～7日。過去12年間
の統計によると、住宅用火災警報器の
設置で住宅火災100件当たりの死者
は約6割、全焼火災は約7割減少して
います。設置していない住宅は必ず設
置しましょう。設置している場合も定
期的に点検し、10年を目安に交換し
ましょう。

うわまち病院の移転建て替えとなる新
市立病院の基本設計が完了しました▶
病床数＝450床▶敷地面積＝約2万㎡
▶延べ面積＝約3万8千㎡▶階数＝地
上7階、塔屋1階▶高さ＝約34ｍ▷建
設工事は令和4年度に開始し、令和7
年夏に開院する予定です。詳細は市□HP
へ。

本市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町
と議会や民間経済団体で組織する「三
浦半島地域広域幹線道路整備促進期成
同盟」は、国や県などへの要望活動を
行っています。11月18日に国と地元
選出国会議員に次の要望をしました▷
圏央道未開通区間の早期整備▷国道
357号の早期整備・南下延伸の具体化
▷三浦半島中央道路などの都市計画道
路の早期整備▷詳細は市□HPへ。

昨年度の教育行政の実施状況を点検・
評価し、学識経験者などの意見を踏ま
えて今後の改善策などをまとめました
▶配布場所＝市役所1階市政情報コー

□担予防課 ☎821-6466

春の火災予防運動

□担市立病院課 ☎822-9991

新市立病院の概要

□担土木計画課 ☎822-9449

圏央道などの整備促進を要望

□担教育政策課 ☎822-9751

教育委員会の点検・評価報告書

ナー、行政センターなど。市□HPでもご
覧になれます▷報告書への意見は郵
送、□FAX（822-6849）か□E（sc-real@
city.yokosuka.kanagawa.jp）で担
当へ。

▶地区・概要＝都市計画ごみ焼却場の
変更（廃止）▶閲覧と公述申し出の受付
＝2月12日㈮～26日㈮に市役所分館
4階担当へ▶公聴会（公述の申し出が
ないときは中止）＝3月26日㈮19時～
20時、ヴェルクよこすか■申10分前ま
でに会場へ▷公共交通機関でご来場く
ださい。

こども
小学校入学前に麻しん風しん混合

（MR）ワクチン2期の接種を済ませま
しょう▶接種期限＝3月31日㈬■対平
成26年4月2日～平成27年4月1日生
まれのお子さん▷接種券がない人は担
当へ。

2月初旬に対象者へ申請書を送りま
す。必要事項を記入し、同封の返信用
封筒に切手を貼って返送してくださ
い。利用券は福祉有償運送や介護タク
シーにも使用できます。タクシーを利
用できない人には、自動車燃料給油利
用券を交付できます▷詳細は担当へ。

市内の飲食業やサービス業の登録店か
ら選んで購入する30％のプレミアム
付き電子チケットの第2弾を販売しま

□担都市計画課 ☎822-8133

都市計画変更の1次案の閲覧など

□担こども健康課 ☎824-7141

麻しん風しん混合ワクチンの接種

□担障害福祉課 ☎822-8248

重度障害者タクシー利用券の申請

□担商業振興課 ☎822-8284

プレミアム応援チケットの販売

す（一人5万円分まで）。登録店も随時
募集しています▷詳細は□HP「よこすか
プレミアム応援チケット」へ■問横須賀
商工会議所 ☎823-0421

横須賀市国保の加入者で特定健診の対
象者が、特定健診の代わりに人間ドッ
クを受診した場合の費用を助成します

（上限額1万円）▶受診期限＝3月31日
㈬▶申請期限＝4月30日㈮▷申請方
法など詳細は市□HPか担当へ。

3月6日㈯9時～10時30分、ウェルシ
ティ市民プラザ■対3歳児健診（3歳5カ
月児・3歳6カ月児）・1歳6カ月児健診・
乳児健診（3カ月児・4カ月児）を保護
者の都合で月～金曜日に受けられない
人■定先着25人■申2月12日㈮以降に☎
で担当へ。

3月8日㈪13時～16時、横須賀商工会
議所（平成町）■内市内に本店・支店のあ
る企業による面接・説明会▷事前申込
が必要です。対象など詳細はハロー
ワーク横須賀（☎824-8609（41＃か
43＃））へ。

2月17日～3月10日のうち水曜日13
時・14時・15時、市役所1階市民相談
室■内終活、遺言、相続、外国人の在留

□担健康長寿課 ☎822-8227

人間ドック受診費用の助成

□担こども健康課 ☎824-7141

休日乳幼児健康診査

□担経済企画課 ☎822-9523

合同企業就職面接・説明会

□担市民相談室 ☎822-8114

行政書士会による終活などの相談

資格など■定各先着3人■申2月12日㈮以
降に☎で担当へ。

①2月19日㈮②3月19日㈮13時～15
時、市役所分館3階都市部会議室■締①
2月12日㈮②3月12日㈮■申☎で担当
へ。

2月24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2
月12日㈮10時以降に☎で東京地方税
理士会横須賀支部（☎824-4193）へ。

2月27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。

3月2日㈫・16日㈫・23日㈫13時30
分・14時30分、中央健康福祉センター
■申☎で担当へ。

□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

□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

2月15日㈪ 議会運営、本会議（14時）、予算決算常任（本会議終了後）
2月16日㈫ 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
2月17日㈬ 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
2月19日㈮ 予算決算理事会、予算決算常任（11時）
2月22日㈪ 議会運営
2月24日㈬ 本会議
2月25日㈭ 本会議
2月26日㈮ 本会議、予算決算常任（本会議終了後）
3月  3日㈬ 基本構想・基本計画策定特別
3月  4日㈭ 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月  5日㈮ 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
3月  8日㈪ 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月  9日㈫ 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
3月10日㈬ 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月12日㈮ 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
3月15日㈪ 教育福祉常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月16日㈫ 総務常任（分科会）、生活環境常任（分科会）
3月22日㈪ 予算決算理事会、予算決算常任（11時）
3月24日㈬ 議会運営、本会議（14時）

▶時間の記載がないものは10時開会です。

予備日   2月18日㈭、3月1日㈪・11日㈭・17日㈬・18日㈭・23日㈫
ご案内  ・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2月4日㈭17時です。
 議事課 ☎822-9394

市議会 3月定例議会日程

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

エイズ・性感染症の相談
月～金曜日 8時30分～17時
☎825-6117

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

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

横須賀断酒新生会による酒害相談
2月16日㈫・26日㈮、
3月9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
2月17日㈬13時30分～15時
■対女性
■申☎（822-4527）で担当へ。

自死遺族相談（個別）
3月10日㈬13時30分・14時30分
■申☎（822-4336）で担当へ。

2月・3月の相談・検査など

市民健診の実施期間
市内委託医療機関で2月28日㈰まで（がん検診は3月13日㈯まで）実施
します。受診予約は市内委託医療機関へ。
▷保健所健診センタ－は本年度の予約受付を終了しました。

保健所の相談・検査など
 □担保健所健康づくり課
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保健所
健康づくり課
☎822-4537
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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。

掲載内容は変更・中止となる場合があります。最新の情報は各担当へ。



3月11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
先着4人■申2月12日㈮～3月4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。

3月11日㈭13時・13時20分・13時
40分、3月25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。

3月17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3月2
日㈫～16日㈫に☎で担当へ。

3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3月1日㈪
以降に☎で担当へ。

□担中央健康福祉センター
 ☎824-7632

離乳食・幼児食相談会

□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

毎週土曜日8時、馬堀海岸防波堤遊歩
道（荒天中止）■内自由参加のランニン
グイベント▷運営ボランティアも募集
しています。詳細はパークランジャパ
ン□HPへ。

こども
▶武山コミセン＝2月15日㈪▶浦賀
コミセン＝2月17日㈬▶北下浦みん
なの家＝2月18日㈭▶芦名コミュニ
ティーセンター＝3月4日㈭▶大津コ
ミセン＝3月5日㈮。いずれも10時～
11時15分■対未就園児とその保護者■申
各開催日の１週間前以降に☎で愛らん
どよこすか（☎820-1362）へ▷申込
多数の場合、お断りすることがありま
す。詳細は市□HPへ。

2月22日㈪14時～17
時、横須賀商工会議所（平
成町）■内ウェブサイトの
立ち上げ、ページの作り

□担企画調整課 ☎822-8173

まぼちょくで5kmのパークラン

□担保育課 ☎822-9004

わいわい広場「出張親子サロン」

□担商業振興課 ☎822-8286

3時間でつくるウェブストア

市□HP

方■定抽選5人■申2月1日㈪～15日㈪に
必要項目をネット申込へ▷対象など詳
細は市□HPへ。

2月24日㈬14時～17時、横須賀商工
会議所（平成町）■内投稿記事の作成、顧
客との交流方法■定抽選
10人■申2月1日㈪～15
日㈪に必要項目をネット
申込へ▷対象など詳細は
市□HPへ。

3月6日㈯10時～15時30分、総合福
祉会館■内ボランティア団体の活動紹
介■申行事名、氏名、連絡先を☎、□FAXか
□E でよこすかボランティアセンター

（☎821-1303□FAX 824-8110□E
shakyo-v@abox22.so-net.ne.jp）
へ▷詳細は同センター□HPへ。

▶普通救命講習会Ⅰ＝①3月9日㈫10
時～12時・13時～15時、消防局庁舎
②3月26日㈮10時～12時、三浦消防
署（三浦市初声町）▶上級救命講習会＝
③3月16日㈫9時～16時、消防局庁舎
▶乳児事故防止教室＝④3月25日㈭9
時30分～10時30分、西健康福祉セン
ター■対本市か三浦市に在住・在勤・在
学の中学生以上■定先着①各12人②16
人③12人④10人■締①3月2日㈫②④3
月18日㈭③3月9日㈫■申2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。

□担商業振興課 ☎822-8286

より注目されるＳＮＳの育て方

市□HP

□担福祉総務課 ☎822-8269

ボラ連 キックオフフェスタ

□担救急課 ☎821-6507

救急法講習会

3月11日㈭13時30分～15時、デュ
オよこすか■対市内在住・在勤・在学の
人■定抽選10人■申2月11日㈷～28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。

いずれも雨天中止■定各抽選30人■￥
500円（保護者同伴の小学生以下は無
料。別途①志納金②バス代・志納金）
■申全員の必要項目をはがき（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①三浦一族ゆかりの仏像めぐ
り＝3月13日㈯9時～12時■締3月5日
㈮②子安の里山歩きと運慶仏拝観＝3
月16日㈫9時30分～12時30分■締3月
9日㈫

▶観音崎砲台跡＆走水低砲台跡を見て
みよう＝3月14日㈰9時50分～12時
30分、バス停「観音崎」集合（荒天中止）
■定先着10人■申2月24日㈬～3月12日
㈮に全員の必要項目を☎、□FAXか□Eで観
音崎公園パークセンター（☎843-
8 3 1 6 □FAX 8 4 4 - 4 1 5 0 □E i n f o -
kanonzki@kanagawaparks.com）
へ▷小学生以下は保護者同伴▷当日の
開催確認は8時以降に□HP（https://
www.yokosuka-yksk.jp/list.html）
かコールセンター（☎822-2500）へ。

□担人権・男女共同参画課
 ☎822-8228

講座「性別で見る多様性と人権」

□担観光課 ☎822-8294

シティガイドツアー

□担自然環境共生課 ☎822-9749

横須賀エコツアー

保健所健康づくり課　☎822-4336

横須賀こころの電話
☎８３０-５４０７

人権・男女共同参画課　☎822-8219

新型コロナウイルス感染症には
誰もが感染する
可能性があります。

差別、偏見、いじめなどは
やめましょう。

■ 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。最新の状況は市□HPへ。

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（2月は22日㈪） 13時～16時
6	税務相談（税理士）　2月10日㈬、3月30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
⓾	終活・相続・成年後見などの相談（行政書士）
 市民相談室 第4木曜日 13時～16時
 ▷ 行政センターでの相談は2月5日㈮まで中止します。それ以降の 

相談日程は市民相談室にお問い合わせください。

申込　 2～⓾は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
月～金曜日 9時～17時
地域福祉課 ☎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
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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）



3月14日㈰10時～12時、沢山池の里
山（雨天中止）▶コース＝①生きものの
観察②昆虫の観察③植物の観察④親子
の自然遊び■対①～③市内在住・在勤・
在学・在園の人④市内在住・在学・在
園の3歳～小学校4年生（いずれも中学
生以下は保護者同伴）■定各抽選20人■申
2月8日㈪～28日㈰に必要項目とコー
ス名（①～④）をネット申込か横須賀市
の里山□HP へ。

3月14日㈰10時～12時、文化会館■申
☎で横須賀菊友会（☎865-3006）へ。

3月14日㈰13時～16時、総合福祉会
館■対市内在住・在勤・在学で療育手帳
を持つ人（一人で作業できない人は付
き添いが必要）■定先着35人■申2月11日
㈷～17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▷市外在住の人は2月
17日までに療育手帳の写しを郵送か
直接、市役所分館1階担当へ。

4月～11月（全6回）、青少年会館ほか
■内ゲーム・キャンプなどの知識や技術
の習得■対市内在住・在学で4月に小学
校6年生・中学校1年生になる人■定抽
選50人■￥800円■締3月5日㈮■申必要項
目と性別、4月以降の学校名、学年、
保護者の署名をはがきで担当（〒238-
0016深田台37）へ。

①4月9日㈮～14日㈬②4月22日㈭～
27日㈫、いずれも12時30分、久里浜
港集合・解散■内父島3泊コース（往復2
等和室・現地宿6食付き）■対市内在住・
在勤・在学の人■申 ①2月9日㈫～3月
26日㈮②2月22日㈪～4月8日㈭に☎
で小笠原海運㈱（☎03-3451-5171）
へ▷料金など詳細は同社□HP へ。申込多
数の場合、お断りすることがあります。

□担自然環境共生課 ☎822-9832

沢山池の里山 春の自然観察会

□担観光課 ☎822-8294

菊作り基礎講習会

□担障害福祉課 ☎822-9839

心身障害者の革細工教室

□担青少年会館 ☎824-5377

ジュニアリーダー養成講習会

□担港湾企画課 ☎822-8439

久里浜港から小笠原諸島への旅

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「市民スポー
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＝2月17
日㈬、横須賀アリーナ。3月5日㈮、
南体育会館。いずれも17時▷小学校4
年生～6年生＝2月24日㈬、3月10日
㈬、横須賀アリーナ。3月3日㈬、南
体育会館。いずれも17時▷18歳以上
＝2月24日㈬、3月10日㈬、横須賀ア
リーナ。3月5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。

草木染め体験・春色のトートバッグ
3月6日㈯13時～15時30分、田浦コ
ミセン■定抽選10人■￥2,100円■締2月
23日㈷
田浦スプリングコンサート
3月20日㈷10時30分～11時30分、
田浦コミセン■定抽選50人■締3月8日㈪

ミニ盆栽の基礎講座
3月4日㈭・11日㈭10時～11時30分（全
2回）、浦賀コミセン■対全回参加できる
人■定抽選16人■￥2千円■締2月23日㈷
津軽三味線「響」
3月20日㈷13時30分～15時、浦賀
コミセン■定抽選50人■締3月9日㈫▷申
込みは往復はがきか直接のみ受付。

エコクラフトで作るかごバッグ
3月8日㈪・15日㈪9時30分～12時

□担スポーツ振興課 ☎822-8493

市民スポーツ教室

市□HP

新型コロナウイルス感染症の影響
で休館している場合があります。
最新の状況は各施設へお問い合わ
せください。

市□HP

〒237-0076 船越町6の77
☎□FAX 861-9007
taph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

田浦コミュニティセンター

〒239-0822 浦賀5の1の2
☎□FAX 841-4184
uph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

浦賀コミュニティセンター

〒239-0831 久里浜6の14の2
☎□FAX 834-1471
kuph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

久里浜コミュニティセンター

30分（全2回）、久里浜コミセン■対全回
参加できる人■定抽選10人■￥1,100円
■締2月28日㈰
防災講座「パッククッキング」
3月9日㈫10時～12時、久里浜コミセ
ン■定抽選10人■￥400円■締2月23日㈷

メディカルアロマセラピー
3月1日㈪・8日㈪・15日㈪10時～12
時（全3回）、西コミセン■定抽選20人
■￥3千円■締2月16日㈫▷妊娠中や持病
がある人は不可。
はてな？マジック教室＆ショー
こども
3月6日㈯・13日㈯10時30分～12時

（全2回）、武山コミセン■対小学生（3年
生以下は保護者同伴）■定 抽選20人■￥
500円■締2月16日㈫
読み聞かせと手遊び歌
こども
3月12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、入場をお断りすること
があります。
おしゃれな編み物
3月17日㈬・18日㈭10時～12時（全2
回）、長井コミセン■定 抽選10人■￥
1,550円■締3月3日㈬
電気を学ぶ実験・工作教室
こども
3月20日㈷10時～12時、電力中央研
究所（長坂）■対小学生（3年生以下は保
護者同伴）■定抽選30人■￥350円（保護
者50円）■締3月1日㈪

〒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

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。

1フレイルチェックと健康のコツ
4月20日㈫・27日㈫10時～12時（全2回）、ウェルシティ市民プラザ■対65
歳以上■定抽選25人 受付 2月1日㈪～21日㈰
2生きがい講座
■対60歳以上■締3月20日㈷▷定員は抽選で初めての人を優先。
▶船越老人福祉センター（〒237-0076 船越町8の2の5☎861-4545）
▷美術鑑賞で脳活＝4月16日㈮・23日㈮10時30分～12時（全2回）■定8人▷
はじめてのアラビアンダンス＝4月17日～5月8日のうち土曜日10時30分
～12時（全4回）■定8人■￥770円
▶秋谷老人福祉センター（〒240-0105 秋谷3の6の25☎857-0710）
▷はじめての短歌（和歌から短歌へ）＝4月21日～5月19日のうち水曜日10
時～12時（5月5日を除く、全4回）■定12人▷奥の細道を読む＝4月30日、5
月14日・28日、6月11日の金曜日10時～12時（全4回）■定12人
▶公郷老人憩いの家（〒238-0022 公郷町6の1☎854-0206）
▷はじめての短歌（和歌から短歌へ）＝4月23日～5月14日のうち金曜日10
時～12時（全4回）■定8人
▶池上老人福祉センター（〒238-0035 池上4の6の1☎853-1051）
▷奥の細道を読む＝4月23日、5月7日・21日、6月4日の金曜日10時～12
時（全4回）■定8人▷美術鑑賞で脳活＝4月30日㈮、5月7日㈮10時30分～12
時（全2回）■定12人

▶いずれも対象は市内在住の人です。
■申  1必要項目をネット申込かコールセンター（☎822-2500□FAX 822-

2539）へ。  
2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 1☎822-8135　2☎822-8255

伝言板
2月号の掲載記事はありません。

2月15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、抽選となります。

4月号掲載記事の申込
（4月11日〜5月10日の催し）

横須賀芸術劇場
◆�中川郁文�
ソプラノ・リサイタル

2月28日㈰14時開演� 小劇場
◆�吉野直子＆高木綾子��
ハープとフルートの調べ

3月6日㈯15時開演� 小劇場

予約は☎823-9999
かホームページへ
横須賀芸術劇場 劇場□HP

広報よこすか　令和３年（2021年）２月号 9
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掲載内容は変更・中止となる場合があります。最新の情報は各担当へ。



その他の施設

リサイクル体験教室
■対市内在住の人■申必要項目と教室名
をはがきか□Eでアイクルへ。
▶マスクとマスクケース＝3月4日㈭
9時30分～12時■定抽選10人■締2月18
日㈭
▶傘布からエコバッグ＝3月16日㈫9
時30分～12時■定抽選10人■締3月2日
㈫

横須賀製鉄所の西洋の暮らし
3月14日㈰10時～12時■定抽選100人
■￥700円■締2月25日㈭■申必要項目を
はがき、☎、□HPか直接、まなびかんへ。

ヨコスカバレー実証実験模型展示
2月16日㈫～3月15日㈪▷担当者在
館時はロボット模型で健康データの測
定体験ができます。詳細は産業交流プ
ラザへ。
コロナに負けないストレス対応術
2月20日㈯14時～15時30分■定抽選
20人■申2月1日㈪～17日㈬に☎か直
接、産業交流プラザへ。

パークゴルフ初心者講習会
①2月26日㈮②3月12日㈮9時30分
～12時（雨天中止）■定各先着12人■￥
500円■締①2月19日㈮②3月5日㈮■申

〒237-0062 浦郷町5の2931 
☎866-1196 
aicle@city.yokosuka.kanagawa.jp

アイクル

〒238-0046 西逸見町1の38の11
ウェルシティ市民プラザ
☎822-4838

まなびかん

〒238-0041 本町3の27
ベイスクエアよこすか一番館
☎828-1630 □FAX821-1200

産業交流プラザ

〒239-0832 神明町1
☎833-8282 □FAX833-8291

くりはま花の国

なります。
休館日
2月7日㈰まで、3月1日㈪

企画展示
▶浦賀からやってきた資料たち＝2月
28日㈰まで
トピックス展示
▶新着標本2021＝4月18日㈰まで
わくわくれきし展示ツアー
2月15日㈪13時30分～14時、自然・
人文博物館■定当日先着10組
天神島ガイドツアー
2月28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

トウキョウサンショウウオの観察
3月14日㈰9時30分～12時、馬堀自然
教育園■定抽選20人（小学生以下は保護
者同伴）■￥50円■締2月27日㈯■申必要項
目を往復はがきで自然・人文博物館へ。

休館日
2月7日㈰まで、月曜日（2月15日を除
く）、2月16日㈫

〒238-0016 深田台95
☎824-3688

自然・人文博物館

2月11日㈷以降に必要項目を☎か□FAX
でくりはま花の国パークゴルフ場（☎
□FAX834-2844）へ。

サービスデー
証明書提示で駐車料金無料、「海と夕
日の湯」入浴料200円割引
▶市民感謝デー＝2月14日㈰・21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
2月27日㈯7時～8時15分
自然観察会
3月6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）

企画展「ヒコーキと美術」
2月8日㈪～4月11日㈰

久保克彦《図案対象（第三画面）》
1942年、東京藝術（げいじゅつ）大学蔵

所蔵品展
▶特集「島田章三」＝4月4日㈰まで
谷内六郎〈週刊新潮 表紙絵〉展
▶花図鑑＝4月4日㈰まで
無料観覧日
市制施行記念日に合わせ、直近の日曜
日である2月14日は全館観覧無料と

〒238-0316 長井4丁目地内
☎857-2500 □FAX855-0850

ソレイユの丘

〒239-0847 光の丘4の1 
☎□FAX849-7650
mizube@ryokukazouen.jp

光の丘水辺公園

〒239-0813 鴨居4の1
☎845-1211
art-event@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀美術館

レンタル絵本でほっこり（児童）
こども
▶期間＝2月13日㈯から（なくなり次
第終了）■内寒い冬にぴったりの絵本な
ど3冊セットのレンタル■定先着15人
子ども映画会（中央図書館）
こども
2月13日㈯14時「くまのアーネスト
おじさんとセレスティーヌ 小さなオ
バケたち」■定当日先着30人
日曜映画会（中央図書館）
2月14日「空海と東寺の至宝」・21日

「三十九夜（字幕）」・28日「ほとばしる
浪花節 玉川奈々福ライブ！」、3月7
日「棘

とげ

の中にある奇跡 笠間の栗の木
下家」。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＝2月24日㈬15時30分■定
当日先着15人▶北図書館＝2月27日
㈯14時30分■定当日先着10人
16ミリ映画会（中央図書館）
3月10日㈬14時「逃げ遅れる人々 東
日本大震災と障害者」■定当日先着30人
休館日
月曜日（2月15日を除く）、2月16日
㈫・25日㈭

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

図書館

シニアサークル安針台
活動場所 安針台

支え合い活動を始めたい人は 地域福祉課 ☎822-9804

　ヨガや詩吟など8つのクラブ活動と防犯
パトロールを行っています。
　防犯パトロールでは、普段あいさつを
してくれる人を見掛けないことに不安を
感じた会員が、自宅に駆け付け救急隊に
つないだことがありました。いつも活動
に参加している人が来ないと自然に心配
の声が上がります。
　日々の活動は、参加する楽しみだけで
なく互いの安心につながっています。

活動を通じ安心と楽しさを

防犯パトロール

住民との交流のきっかけに
　植物の手入れをするクラブでは、地域
の多様な植物を愛

め

でながら、名札を取り
付けています。道行く子どもや大人から

「この木ってこんな名前なんだ」、「名前
が分かるって素敵ですね」と声を掛けら
れます。住民との交流が、また楽しいひ
とときです。 植物の名札作り

広報課　☎822-9815

風景や街並み、食など横須賀の魅力を動画でお届け

デジタル11チャンネル
9時25分・12時25分・20時25分

ジェイコム湘南・神奈川で毎日放送

 Vol.10

放送時間は変更となる場合があります。

市　　  からも
動画をご覧に
なれます。

HP

猿島砲台跡
史跡東京湾要塞跡

CH
EC
K 市公式Twitterを

フォローしよう！
市公式Twitterでは、市内の情報を
いち早くお届けします。

ツイッター
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●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。　●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



　自宅で過ごす時間が増えた昨年、家の片付け
をした人も多かったのではないでしょうか。
　「エコミル」は、燃せるごみの焼却処理や不燃
ごみ・粗大ごみの破砕選別処理をするため、昨
年３月に稼働を開始しました。
　今回は、私たちの暮らしに欠かせないごみ処
理施設「エコミル」を紹介します。

「燃せるごみ」「不燃ごみ」「粗大ごみ」の持ち込みは、分別して「エコミル」へ。

→�南処理工場に比べ発電能力は２倍以上になりました。余った電気の売却により、
南処理工場の10倍以上の収益を上げています。

→�大気への排出ガスには、法令より厳しい自主基準値を定め、環境
負荷の低減に努めています。

→�広域処理センターという正式名称のとおり、横須賀市だけでなく、三浦市のご
みも処理しています。
　�エコミルから処理後に排出される残りかす（残さ）は三浦市の最終処分場へ運ば
れ、埋め立てされます。両市で互いに協力し、ごみ処理をしています。

横須賀ごみ処理施設

良くなったこと・変わったこと
焼却炉

蒸気タービン発電機

計量棟

ごみの持ち込み

受付

　ゴールデンウイークなどの祝日、12月下旬
〜1月上旬、月曜日はごみの持ち込みが多く、
待ち時間が１時間以上となることがあります。
可能な場合は祝日などを避けて持ち込んでく
ださい。
　また、悪天候時（大雨・暴風など）は、安全確
保のため、持ち込みを中止する場合がありま
すので、ご注意ください。

お願い

場所

費用

月〜金曜日8時30分〜16時（年末年始を除く）

長坂5の１の１

10kgまでごとに150円

▶持ち込み方法など詳細は市□HPへ。

発電能力の向上

環境負荷の低減

広域処理化

広域処理センター　☎854-4153

「エコミル」

「エコ」は省エネルギー、環境に
良いという意味、「ミル」は工場、
見るという意味があるんだって。

投入されたごみは焼却炉で850℃以上
の高温で焼却されます。
生ごみなどが十分に水切りされていな
いと温度が上がりにくく、処理するた
めの費用が高くなってしまいます。

焼却炉で発生した熱エネルギーを利用
してタービンを回すことで発電します。
発電した電気は施設で使用し、余った
分を売却します。

ごみを持ち込むときは車を2回はかりに
乗せます。持ち込み前と持ち込み後の
重さの差で料金が決まります。

新型コロナウイルス感染症
の影響もあり、ごみの量が
増加しています。
生ごみの水切りなど、ごみ
の減量化にご協力ください。
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────────────────────  以下は広告スペースです。 ─────────────────────

施設の休館情報
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、一部の施設は休館している場合があります。
最新の情報は市□HPをご覧になるか、各施設へお問い合わせください。　 市□HP
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5飲酒を伴う懇親会

大人数や長時間の飲食

マスクなしでの会話

居場所の切り替わり

狭い空間での共同生活

発熱・咳・喉の痛みのいずれかの症状がある場合 感染の不安がある、濃厚接触者、スマートフォンアプリ
「ＣＯＣＯＡ（ココア）」に通知があった場合

飲酒により大声になりがちです。回し飲みや箸の共用は
感染拡大につながります。

長時間の飲食は感染リスクが高まります。人数が増えるほど、
話し声も大きくなります。

近距離・マスクなしでの会話は飛
ひ ま つ

沫感染につながります。
話す人も聞く人も、両方がマスクをしましょう。

職場の休憩室、喫煙所や更衣室など、環境が変わると
気の緩みで感染リスクが高まります。

閉鎖された空間を共有するとリスクが高まります。
共用部分を小まめに消毒し、会話するときは家でもマスクを
しましょう。

かかりつけの医療機関に☎で相談するか、
神奈川県発熱等診療予約センター

（☎0570-048914　☎045-285-1015、9時～21時）
神奈川県ＬＩＮＥ公式アカウント
「新型コロナ対策パーソナルサポート（行政）」へ。

横須賀市帰国者・接触者相談センターへ。
☎822-4308　□FAX 822-4874
8時30分～20時

（土・日曜日、祝・休日　9時～17時）
ＬＩＮＥ ＩＤ

＠ coopera
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