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横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500

市勢情報（令和3年7月1日現在推計）令和2年国勢調査速報集計を基礎としています。
人口387,014人（前月比−453人）　世帯数165,440世帯（前月比+38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）

TOPICS Ｐ2・3「食」が生みだす新たなつながり Ｐ10 ＨＩＲＡＫＵの入居芸術家募集 Ｐ12 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載内容は変更となる場合があります。

2期目就任のご挨
あ い さ つ

拶
　このコロナ禍において市民の皆さんには、様々
なご不便に多大なご理解とご協力をいただいてい
ることに、心からの御礼を申し上げます。
　現在は一刻も早く、一人でも多くの方へのワク
チン接種を目指し、市役所が一丸となり取り組ん
でおりますが、国からのワクチン供給が見通せな
い状況となっており、大変残念な思いです。
　このような中であっても、5月にはティボディ
エ邸がヴェルニー公園内にルートミュージアムの
拠点として完成しました。また7月には念願の横

須賀と北九州とを結ぶフェリーが就航しました。
こうした新しい動きを地域経済に好循環を生み出
す契機とするとともに、福祉の増進を図るための
原動力としていきたいと考えています。
　そして私が最終的に目指しているところは、地
域社会においてしっかりつながり、支え合える社
会、すなわち「誰も一人にさせないまち」をつくっ
ていくことです。
　これからもどうぞよろしくお願いいたします。

横須賀市長

市公式ＬＩＮＥ

防災情報テレホンガイド

防災情報メール

防災情報を入手しましょう

災害発生時に防災行政無線の放送内容や避難所情報などをお知らせします。
その他、新型コロナウイルス感染症に関する情報も配信中です。

電話で防災行政無線の放送内容を案内しています。

携帯電話・スマートフォンなどに防災行政無線の放送内容や
避難所情報などをメールでお知らせします。

□E bousai-yokosuka@raiden.ktaiwork.jp に空メールを送信し、
登録案内メールが届いたら案内に従って手続きしてください。

スマートフォンで 2 次元コードを読み取り、「友だち追加」
してください。

広報課 ☎822-9814

☎822-3900

危機管理課 ☎822-8357

登録方法

登録方法

ＬＩＮＥ ＩＤ ＠ yokosuka_official
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（左）生徒たちに熱く語る平松さん （右）入講式の様子

プロジェクトを支える大人たち
4期生始動！実習の様子

指導者
株式会社 ヨコスカアグリファミリー　下澤敏也さん、鈴木優也さん、永島太一郎さん

担当教諭
神奈川県立三浦初声高等学校教諭　八

や え が し

重樫恵里さん 

　三浦半島の「食」に携わる生産者や飲食店
経営者と、農業に興味を持つ高校生をつなぐ
「産農人」育成プロジェクトを知っています
か？今回はその取り組みについて紹介します。

　横須賀商工会議所を中心に、市内の農家・加工業者・飲食店が一丸となって取り組
む「マーケットセンスをもった農業人」を育成するためのプロジェクト。令和元年度
から県立三浦初声高等学校都市農業科の生徒を対象に、畑での農作業や食品の加工、
商品開発などの実習を通じて農業の6次産業化を実践的に学ぶ場を提供している。
　4月に実施した4期生の入講式では、横須賀商工会議所会頭 平松廣

ひろ

司
し

さんが「農
業を基軸に横須賀経済を若い力で発展させる今までにない取り組み」と挨

あい

拶
さつ

し、活
動に期待を寄せた。

　それぞれが飲食店や農業の経営に精力的に取り組みな
がら、生徒たちに農業や食品加工を教える指導者たち。
　畑での実習を担当する鈴木さんや永島さんは「プロ
ジェクトを通して自分たちの方が成長させてもらってい
る」と笑う。食品加工などを指導する下澤さんは「2年間
の活動で生まれるさまざまな人とのつながりが、産農人
の魅力。楽しみながら自分のやりたいことを見つけるきっ
かけにしてほしい」と生徒たちにエールを送る。

　本年度のプロジェクトが始まって2カ月。
取材に訪問した日は、生徒たちがそれぞれ
の目標を発表し、今後の進め方を指導者に
相談していました。指導者も生徒の思いを
くみ取り、真剣な表情でアドバイス。笑顔
と活気にあふれた実習風景でした。
　4期生は今までで一番多い7人。産農
人があるから入学を決めた生徒も！

　産農人の実習では「学校の授業では見られない、生徒たちの新た
な一面を見ることができる」という。普段は感情をあまり表に出さ
ない生徒が、畑では生き生きとした表情を見せることも。
　生徒たちに期待するのは、「受け身ではなく、自分で考えて動ける
ようになる」こと。社会に出た後も見据え、成長を見守っている。

農業を知らない人に
楽しさを伝えたい！

「産農人」育成プロジェクトとは

「産農人」育成プロジェクト4期生

水野絢
あ や ね

音さん

2 広報よこすか　令和３年（2021年）８月号



卒業生が選んだ道

秋元琉
りゅう

椰
や

さん 「産農人」育成プロジェクト2期生

「産農人」育成プロジェクト2期生佐藤藍
あ い

音
ね

さん

現在は産農人の後輩の指導も行っている

産農人では食品加工の実習が一番楽しかった

右が秋元さん。指導者の鈴木さん（左）と鈴也ファームにて

自らが製作に関わる加工品を両手に

　趣味は野菜の栽培とバレーボール。野菜は何でも好
きだが、特に黄色いトマト（桃太郎ゴールド）はリコピ
ンが豊富に含まれており、おすすめだそう。

　産農人2期生のまとめ役。横須賀セントラルキッチ
ンで食べられる日替り小鉢やスイーツは、佐藤さん考
案のメニューが採用されていることも。

　「産農人」育成プロジェクトの根底にある熱い思いは、指導者から生徒へ、
卒業生から後輩へ確実に受け継がれていました。プロジェクトの輪が広が
ると同時に、私たち消費者が地場の生産品や飲食店を積極的に利用するこ
とで、横須賀の「食」がますます盛り上がっていくことを期待しています。

　「産農人」育成プロジェクトの卒業生で、就職後も引き続き横須賀の食に携わる仕事を
選んだ2人を取材しました。

農業を志した原点
　小学生の頃から家庭菜園に興味があり、中
学生になるとバケツでジャガイモを育てるほ
どのめり込んだ。県立三浦初声高等学校都市
農業科に入学し、2年生のときに農家で農作
業を経験できる産農人での実習を選択。
　産農人では農作業以外にもさまざまな経

産農人の思い出
　産農人を選択したきっかけは、実習内容
の説明会。「商品開発」や「企業の新商品説
明会に参加」などの華やかな言葉に引かれ、
参加を決意した。しかし実習初日、期待に
胸を膨らませて訪問した畑での作業は、強
風で剥がれたビニールシートの張り直し

験をしたが、やはり畑で過ごす時間が一番
楽しかった。先輩や同期4人と協力し、辛かっ
た記憶はほとんどない。慣れない大人との
関わりに初めは戸惑ったが、実際に話して
みると指導者たちは皆優しかった。

農業を仕事に
　高校卒業後も農業に携わりたいと考え、3
年生の2月に、指導者である鈴

すず

也
なり

ファームの
鈴木優也さんに相談した。現状では、農業
経営者が就農希望者を雇用することは費用
面などでハードルが高く、非農家出身者が
就農するための入り口はとても狭い。しか
し鈴木さんは、実習のたびに熱心にメモを
取り、野菜と真剣に向き合ってきた秋元さ
んを見て「自分たち大人も頑張らなくては」
と心を動かされたという。こうして卒業後
も、鈴也ファームでお世話になることが決
まった。

だった。食品加工の実習では、レモンを薄
くスライスする作業の繰り返し。指導者た
ちの言葉も初めは理解できないことが多
かった。「なぜこんな地味な作業ばかり？」
と思ったこともある。しかし、実習を重ね
て同期と絆を深め、自分たちで考案したス
イーツを食べた人から「おいしかったよ」と
言ってもらえた経験を通して、一見地味な
作業や指導者たちの言葉の意味を理解でき
るようになっていった。

食品加工の道を選んだ、現在
　現在は市役所地下1階の横須賀セントラ
ルキッチンで、ランチの提供や食品加工を
行う。産農人で学んだ「周囲の意見を取り
入れる」ことは、就職後も心掛けている。日
替わりメニューの小鉢やスイーツを試作し
ては、店のメンバーの意見を反映し改良を
重ねる。職場全体に「やってみよう」という

　就職後は毎日のように畑に向かい、野菜
の成長を見守っている。今はまだ作業を通
して知識を吸収している段階だが、早く自
分で考え、判断できるようになりたいとい
う思いを抱く。後輩たちには、「目の前のこ
とに一生懸命取り組むことが、きっと将来
につながる」と伝えたい。

風土があるため、今ある食材を組み合わせ
て何が作れるかを考えることがとても楽し
い。
　産農人の後輩とは、食品加工の実習など
で横須賀セントラルキッチンを訪れた際に
言葉を交わす。「困ったときはいつでも自分
たち先輩を頼ってね」と伝えてある。

写真提供（作業風景） 鈴也ファーム 鈴木優也さん

プロフィール

プロフィール

取材を終えて
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人手不足に悩む農家と、働く場の確保が課題の障害者。
双方の課題解決を図る「農福連携」の取り組みについて紹介します。

　市では、農業分野での障害者雇用の取り組みを進めるために、パーソルサンクス
（株）と協定を結んでいます。同社が開設した「よこすか・みうら岬工房」では、障
害のある人を雇用して、市内にある契約農家から農作業を請け負っています。

　家族で農業を営む市内の契約農家では、「異なる品種の農作物を作りたい」「オリ
ジナルブランドになる果実を作りたい」と考えていましたが、家族だけでは人手が
足りず、農福連携を取り入れました。人手や時間のかかる作業を工房の社員に依頼
することで、農家側は新しい取り組みに専念できるようになりました。

　工房の社員の多くは農作業未経験者のため、初めは戸惑いや不安を感じてい
ました。天候によって作業内容や場所が変更になったり、農家によって手順が
異なったりと、覚えることが多く苦労したそうです。また、慣れない作業により、
時には農作物を傷つけてしまうこともあり、信頼関係を築くまでには時間を要
しました。
　しかし、農業と真面目に向き合い、懸命に取り組む姿を見た契約農家から、「こ
の作業も任せてみよう」と依頼される作業の幅が次第に広がりました。今では、
「うちの農業をやっていく上で必要な存在」「1年を通じて農作業をお願いした
い」などの声も寄せられています。
　また、社員にとっても「良い農作物を育てて、農家さんの期待に応えたい」と
いう思いが、仕事のやりがいにつながっています。

　農福連携は、近年大きな注目を浴び、期待されています。実際に取り組んで
みると、双方にとって期待されている以上に良い変化がありました。
　例えば、障害の特性上、他の職種では安定して就労できなかった人も、多種
多様な農作業の中から自分が得意な作業を見つけることができるため、自信を
持って就労できるようになりました。農家にとっても、人材を確保することで、
新たなアイデアを生み出す時間をもたらしています。また、それだけではなく、
誰もが働きやすい環境の創出につながっています。

パーソルサンクス株式会社 よこすか・みうら岬工房

障害者と地域の農業をつなぐ

農家さんの期待に応えたい

誰もが働きやすい環境に向けて

障害福祉課　☎822-9837️　 農業振興課　☎822-8296

写真提供

4 広報よこすか　令和３年（2021年）８月号



　温暖な気候に恵まれている横須賀では、さまざまな「よこすか野菜」が年間を通して生産されて
います。横須賀の生産者によって育てられた野菜や果物は、どれも栄養がたっぷり詰まっています。
潮風と太陽を浴びた旬の野菜を味わってみませんか。

　新鮮なよこすか野菜が多く並ぶのが、長井にあるJAよこすか葉
山の直売所「すかなごっそ」です。ことしでオープンから10周年を
迎え、ますますにぎわいを見せています。毎日、地元の生産者が丹
精込めて育てた野菜・果物が並び、その種類は多岐にわたります。
キャベツや大根などの横須賀でなじみの深い野菜から、カラフルで
珍しい西洋野菜まで、生産者こだわりの逸品が並んでいます。
　すかなごっそでは、野菜・果物の他にもたくさんの肉類や魚介類
が販売されています。新鮮な食材で食卓を豊かにしてみませんか。

●  皮にハリとツヤがあり、傷や変色がない
●  切り口がみずみずしく、ヘタやガクが 

しっかりしている
●  とげが痛いくらいに尖っている

●  ずっしりと重みがあり、皮全体に粉を吹い
ている（販売時は粉が磨かれている場合があ
ります）

●  カットされているものは、果肉が白くてみ
ずみずしく、種がしっかりと詰まっている

　強く握ると果汁が出るほどジューシー
で、ずっしりと重量感があります。生で
食べることができ、ほのかな甘みとリン
ゴのようなサクサクとした食感が楽しめ
ます。

　「冬の瓜」と書きますが、旬は夏の野菜
です。丸形、円筒形、楕

だ

円
えん

形などさまざ
まな種類があります。95％が水分の低カ
ロリーな野菜で、むくみの解消や高血圧
に効果があるといわれています。

アクが無いので、生でも食べられます。
● 浅漬け　　● サラダ　　● 天ぷら　

さっぱりとした味わいが楽しめます。
● あんかけ　　● スープ　　● サラダ　

モビリティマルシェでの販売風景

　より多くの人によこすか野菜を知ってもらうため、市役所
や公園などさまざまな場所で、生産者による野菜の販売を
行っています。新型コロナウイルス感染症の影響で出荷先が
減った生産者もおり、市ではよこすか野菜を販売する機会を
つくり、生産者の応援につなげていきます。

　おいしい野菜を選ぶコツやおすすめの食べ方について、
すかなごっそ店長の滝口博士さんにお伺いしました。

よこすか水なす 冬瓜

長井1の15の15　☎︎856-8314
営業時間
定休日

9時30分～18時
水曜日（祝日の場合は営業）

大型農産物直売所

今が旬です

店舗情報

選ぶ
ポイント

選ぶ
ポイント

おすすめの
食べ方

おすすめの
食べ方

すかなごっそ

おいしい野菜の選び方

まちの一角で野菜を販売

農業振興課　☎︎822-9395

「よこすか野菜ガイドブック」配布中
　市内で生産される野菜・果物の紹介や
豆知識、生産者へのインタビュー、簡単
でおいしいレシピなど、たくさんの情報
を掲載しています。

　市役所案内所、行政センター、役所屋、
ソレイユの丘、すかなごっそなど
▶︎市□HPでもご覧になれます。

配布場所

市□HP
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イベントの中止　「よこすか市民盆踊り大会」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止します。□担観光課 ☎822-8294



①一般事務（職務経験者）＝書類選考②
一般事務（高校卒業程度）、各種技術職
他＝試験日9月26日㈰▷受付期間、受
験資格など詳細は8月中旬から市□HPに
掲載する受験案内をご覧ください。

▶試験日＝9月19日㈰▶受付期間＝8
月16日㈪～26日㈭■対平成4年4月2日
～平成16年4月1日生まれの高校卒業
以上（見込みを含む）の人■定若干名▷
受験資格など詳細は市消防局□HPへ▷
今回の採用試験から申込は電子申請と
なります。

▶対象＝看護師か准看護師■定若干名
■締随時■申☎で担当へ▷勤務日数など
詳細は担当へ。

パブリック・コメント

▶上下水道マスタープラン2033＝□担
経営料金課（市役所8階）☎8 2 2 -
9840□FAX 821-4611□E fd-ws@city.
yokosuka.kanagawa.jp
▶横須賀市下水道条例の一部改正＝
□担 給排水課（市役所8階）☎8 2 2 -
9459□FAX 821-4611□E wsd-ws@city.
yokosuka.kanagawa.jp
▶資料提供・意見募集期間＝いずれも
8月10日㈫～9月1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
▷頂いた意見は市□HPに市の考えを公
表し、個別回答はしません。

来年度の募集要項（一般入試分）を市立
看護専門学校、ウェルシティ市民プラ
ザ3階担当、市役所1階市政情報コー
ナー、行政センター、役所屋で配布し
ています▷詳細は市□HP へ■問同校 ☎
820-6680

▶インターネット受付期間＝8月26
日㈭～9月6日㈪▷試験日、応募資格
など詳細は海上保安庁□HPか☎で第三
管区海上保安本部人事課（☎045-
211-0781）へ。

□担人事課 ☎822-9863

市職員

□担消防局総務課 ☎821-6457

市消防職員

□担福祉援護センター ☎849-5340

福祉援護センター看護師

□担健康総務課 ☎822-4751

市立看護専門学校の学生

□担国際交流・基地政策課  
☎822-8574

海上保安大学校の学生

▶対象＝研修を受講し、月に数回・1
回数時間従事できる20～70歳▶研修
＝9月2日㈭～12月16日㈭のうち12
日間▷詳細は市□HPか担当へ。

▶施設＝中央こども園病児・病後児保
育センター（来年４月から管理開始）▶
説明会＝8月11日㈬▷募集要項は8月
2日㈪から市□HPで配布します。

小・中学生のポスター・標語・作品

▶対象＝市内在住・在学の小・中学生
（①は小学生のみ。⑤の標語は小学校
4年生以上）▶締切日＝①9月3日㈮②
～⑤9月10日㈮▶ポスターの規格＝
B3判か四つ切りの画用紙（④は四つ切
りの画用紙のみ）▶提出先＝各学校（締
切日は学校によって異なります）か担
当へ。
①船の模型□担観光課 ☎822-8294■問
三笠保存会 ☎822-5225
②国際平和ポスター・標語▷テーマ＝
ぼくがわたしが考える国際平和・国際
理解□担国際交流・基地政策課 ☎822-
8652
③交通安全ポスター▷テーマ＝交通安
全、交通事故の防止□担地域安全課 ☎
822-8217
④環境ポスター▷テーマ＝環境を良く
するよびかけ□担環境企画課 ☎822-
8524
⑤クリーンよこすかポスター・標語▷
テーマ＝きれいで明るく住みよい心豊
かなまちづくり□担資源循環政策課 ☎
822-8230

家庭で育てている「緑のカーテン」の
写真を募集します■締9月10日㈮■申参
加票と応募用紙を郵送か直接、市役所
2号館6階担当へ▷参加票など詳細は
横須賀市地球温暖化対策地域協議会
□HPへ。

▶公募作品▷短歌・俳句・川柳＝9月
30日㈭までに必要項目と作品をまな
びかん□HPかはがき（1通につき1部門）
でまなびかん（〒238-0046西逸見町
１の38の11☎822-4838）へ▷洋画・
日本画・写真＝10月1日㈮～3日㈰10
時～17時に直接、文化会館へ▷書＝
11月5日㈮14時～16時に直接、文化
会館へ。
▶民謡のつどい参加者＝11月23日
㈷、文化会館■対横須賀民謡協議会に非
加盟の市内在住・在勤・在学か市内で
活動中の人・団体■定抽選（高校生以上5

□担保健所健康づくり課 ☎822-4336

「こころの電話」ボランティア

□担幼保児童施設課 ☎822-8268

指定管理者

□担環境企画課 ☎822-8524

緑のカーテンコンテスト

□担文化振興課 ☎822-8116

市民文化祭 作品・参加者

組、小・中学生4組）■締8月27日㈮
▷募集要項や申込書は市役所4階担
当、行政センター、まなびかんで入手
可。

▶対象＝教員免許状取得者か本年度・
来年度に取得見込みで、県公立学校教
員採用候補者選考試験を受験予定の人
か臨時的任用職員・非常勤講師として
勤務している人■定選考30人■締10月8
日㈮▷詳細は市教育委員会□HPへ。

8月31日㈫です。納付には便利な口座
振替をご利用ください。

支給対象期間が9月30日まで延長に
なりました■対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▷本市国
保加入者は担当へ。後期高齢者医療保
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。

8月30日㈪・31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。

こども
6月30日までに提出した人は10月15
日㈮に支払われます。7月1日以降に
提出した人は審査終了後に支払日・支
払金額を通知します▷現況届を提出し
ていない人は早めに提出してくださ
い。

こども
▶児童扶養手当＝8月2日㈪～13日
㈮、指定の行政センター。8月2日㈪
～31日㈫、はぐくみかん1階担当▶特
別児童扶養手当＝8月12日㈭・13日
㈮、指定の行政センター。8月12日㈭
～9月13日㈪、はぐくみかん1階担当

□担教育研究所 ☎836-2447

「よこすか教師塾」入塾者

□担納税課 ☎822-8204

市・県民税（第2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）

傷病手当金支給期間の延長

□担健康保険課 ☎822-8234

国保・後期の保険料夜間納付相談

□担こども青少年給付課 ☎822-8251

児童手当現況届の提出と支給

□担こども青少年給付課 ☎822-9809

児童扶養手当現況届などの提出

▷いずれも土・日曜日、祝・休日を除
きます▷新型コロナウイルス感染症拡
大防止のためなるべく郵送で提出して
ください。詳細は送付する通知をご覧
ください。

こども
小学校入学前に麻しん風しん混合（Ｍ
Ｒ）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27年4月2日～平成28年4月1日生
まれのお子さん▷接種券がない人は担
当へ。

こども
赤ちゃんの沐

もくよく

浴、上の子のお世話、育
児の相談、掃除、洗濯、食事作りなど
のお手伝いをします■￥1日1,250円▶
利用時間＝8時～17時のうち2時間以
内▶利用日数▷妊娠中＝診断を受けて
から安定するまでの間で計7日以内▷
出産・退院後＝3カ月間で計15日以内

（多胎の場合は4カ月間で計20日以
内）■申☎で担当、健康福祉センターか
□HP「e-kanagawa横須賀市」へ。

審議会などの傍聴

▶人権施策推進会議（第1回）＝8月16
日㈪14時～16時、消防局庁舎3階第
2・3会議室□担人権・男女共同参画課 
☎822-8219
▶環境審議会みどり政策推進部会（第
23回）＝8月17日㈫14時～16時、消
防局庁舎4階災害対策本部室□担自然環
境共生課 ☎822-8559
▶教育振興基本計画策定検討委員会

（第3回）＝9月8日㈬10時～11時30
分、市役所3階301会議室□担教育政策
課 ☎822-9751■申いずれも10分前ま
でに会場へ▷議題、定員など詳細は担
当へ。

テナントビル休館日のため休業します
▶中央店＝8月19日㈭。上下水道局お
客様料金サービスセンター（☎823-
3232)も休業します▶久里浜店＝8月
17日㈫。久里浜市民活動サポートセ
ンターも休業します。

□担こども健康課 ☎824-7141

麻しん風しん混合ワクチンの接種

□担こども家庭支援課 ☎822-8933

産後「子育て支援ヘルパー」派遣

□担役所屋中央店 ☎820-4574
　役所屋久里浜店 ☎837-3300

役所屋の休業

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

◆ 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
ヒマワリ

市HP で季節
の花を紹介し
ています。

横須賀こころの電話横須賀こころの電話
一人で抱えず相談を

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

☎８３０-５４０７
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強化週間外は
月～金曜日

8時30分～17時15分

市営公園墓地内循環バスの運行　8月13日（金）〜15日（日）9時〜15時（30分間隔で運行）□担公園墓地管理事務所 ☎834-7484

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



ボランティアなどの公益的な活動に参
加すると、市立有料施設などで使える
ポイント券がもらえます▷8月～11月
に行われる対象活動の詳細は市□HPか
市民活動サポートセンター、行政セン
ターなどにある冊子をご覧ください。

8月13日㈮18時～19時、ヴェルクよ
こすか■定当日先着100人

8月17日㈫、9月15日㈬、10月12日
㈫14時～17時（1人30分）、ウェルシ
ティ市民プラザ■対看護職、看護学生か
看護職を目指す人■申各開催日の3日前
までに必要項目を□E (info@nurse-cs.
com)か看護職キャリアサポートＹＯ
ＫＯＳＵＫＡ□HPへ▷詳細は同□HPへ。

9月9日～12月2日のうち木曜日13時
15分～17時15分（全11回）、総合福
祉会館■対市内在住の20歳～69歳■定先
着20人■申8月11日㈬～27日㈮17時
に申込書を郵送、□FAX、□Eか直接、横須
賀市社会福祉協議会（〒238-0041本
町2の1☎821-3605□FAX827-0264□E
anshin-n85@sis-net.jp）へ▷申込書
は消防局庁舎１階地域福祉課、行政セ
ンター、役所屋、地域包括支援セン
ター、同協議会□HPなどで入手可▷オン
ライン参加可（先着50人）▷詳細は同
協議会□HPへ。

こども
9月11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8月11日㈬以降に
☎で担当へ。

▶更新講習会＝10月27日㈬・28日㈭
のうち1日、サンピアンかわさき（川
崎市川崎区）▶試験日＝11月3日㈷13
時30分～15時30分、川崎市教育文化
会館・カルッツかわさき（いずれも川
崎市川崎区）■￥各6,400円■締いずれも
9月10日㈮（消印有効）▷申込方法な
ど詳細は担当へ。

▶表彰式＝11月9日㈫15時30分～
17時、ヨコスカ・ベイサイド・ポケッ
ト▶優良従業員の推薦＝同一の市内中
小企業に20年以上勤務する市内在住
の人を雇用主が推薦▷推薦する場合は
8月18日㈬までに推薦書を担当へ。

牛レバーや豚肉（内臓を含む）を生食用

□担市民生活課 ☎822-9699

市民公益活動ポイント制度

□担都市計画課 ☎822-8133

立地適正化計画の一部改定 説明会

□担健康総務課 ☎822-4751

看護職キャリアカウンセリング

□担福祉総務課 ☎822-8245

市民後見人養成研修（基礎編）

□担こども健康課 ☎824-7141

休日乳幼児健康診査

□担給排水課 ☎822-8623

排水工事責任技術者講習会・試験

□担経済企画課 ☎822-9523

技能功労者などの表彰

□担保健所生活衛生課 ☎824-2191

肉の生食・加熱不足に注意

として販売・提供することは禁止され
ています。生肉や生焼けのものは、食
べないようにしましょう。

飼い主は次のことを守りましょう▷ふ
んは持ち帰る▷他人の家の周囲で尿を
させない▷犬はリードを付けて運動さ
せる▷猫は室内で飼う▷管理できる頭
数を飼育する▷不妊手術をして不要な
繁殖を防ぐ（猫は補助制度あり）。

8月16日㈪13時30分～17時（16時
30分まで受付）、市役所1階会計課前
▷英語、中国語、ポルトガル語で対応
可能。

▶行政書士会による終活などの相談＝
8月18日～9月15日のうち水曜日13
時・14時・15時、市役所1階市民相談
室■定各先着3人■申8月11日㈬9時以降
に☎で担当へ▶税理士会による相続税
相談＝8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8月11日㈬10時以降に☎で東
京地方税理士会横須賀支部（☎824-
4193）へ。

8月19日㈭、9月9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。

8月29日㈰20時～21時、オンライン
開催■内座談会形式によるトークイベ
ント■対同性を好きな人、性別に違和感
がある人とその家族、支援者など▷申
込方法など詳細は□HP「SHIPにじいろ
キャビン」へ。

9月7日㈫・21日㈫・28日㈫13時30
分・14時30分、中央健康福祉センター
■申☎で担当へ。

9月8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9月1日
㈬までに☎で担当へ。

9月9日㈭13時・13時20分・13時40
分、9月30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。

□担動物愛護センター ☎869-0040

犬や猫を飼う人へ

□担国際交流・基地政策課  
☎822-8138

外国人生活相談出張相談

□担市民相談室 ☎822-8114

専門家による無料相談

□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

□担保健所健康づくり課 ☎822-4336

LGBTQオンラインイベント

□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

□担健康長寿課 ☎822-8135

専門医によるもの忘れ相談

9月15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9月1日㈬
以降に☎で担当へ。

9月15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■対本市国保加入者で特定健診
を受けた人■定各先着1人■申9月2日㈭
～14日㈫に☎で担当へ。

9月15日㈬13時30分～15時30分、
西行政センター■申8月11日㈬9時以降
に☎で担当へ。

9月24日㈮9時30分～11時、ハロー
ワーク横須賀（平成町）■内司法書士・精
神保健福祉相談員などによる精神的・
経済的な悩みの相談■対市内在住・在
勤・在学の人■定先着4人■申8月12日㈭
以降に☎で担当へ。

こども
▶岩戸コミセン＝8月17日㈫▶池上
コミセン＝9月1日㈬▶大津コミセン
＝9月3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。

8月20日㈮10時～12時、オンライン
開催■内受講生によるオリジナルＷＥＢ
アプリケーションなどの発表会■締8月
15日㈰▷申込方法など詳細は□HP「横
須賀夢アカデミー」へ▷申込多数の場
合、お断りすることがあります。

8月24日㈫13時30分～16時30分、
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット▷申
込方法など詳細は神奈川県□HPへ▷申
込多数の場合、お断りすることがあり
ます。

こども
8月28日㈯10時～15時、市民活動サ
ポートセンター■内子どもたちを対象
とした体験型イベント▷申込方法など
詳細は□HP「のたろんＷｅｂ」へ。

□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 ☎822-8227

特定健診結果まるごと相談会

□担市民相談室 ☎822-8114

司法書士による法律相談会

□担健康づくり課 ☎822-4336

こころとくらしの相談会

□担保育課 ☎822-9004

わいわい広場「出張親子サロン」

□担企画調整課 ☎822-8221

プログラミング夢アカデミー

□担支援教育課 ☎822-8513

インクルーシブ教育フォーラム

□担市民活動サポートセンター  
☎828-3130

のたろんキッズデイ

▶田浦コミセン＝9月2日㈭、10月4
日㈪9時30分～11時30分■締8月25日
㈬▶本町コミセン＝9月9日㈭、10月
7日㈭14時～16時■締9月1日㈬▶池上
コミセン＝9月16日㈭、10月14日㈭
9時30分～11時30分■締9月8日㈬▶
岩戸コミセン＝9月22日㈬、10月21
日㈭14時～16時■締9月14日㈫▶長井
コミセン＝9月30日㈭、10月28日㈭
9時30分～11時30分■締9月22日㈬■内
オーラルフレイルについての講義と実
技■対全回参加できる市内在住の40歳
以上■定各先着15人■申必要項目をネッ
ト申込かコールセンター（☎822-
2500□FAX822-2539）へ。

9月2日㈭13時30分～15時、ウェル
シティ市民プラザ■対市内在住の20歳
以上■定先着5人■申8月11日㈬～31日
㈫に必要項目を☎か□FAX（822-4375）
で担当へ▷託児希望者は担当へ。

《ところ》ウェルシティ市民プラザ■対
市内在住のひとり親家庭の親子■定各
先着30人▶法の手続きと家計のお悩
み相談会＝9月4日㈯10時～12時▶
ひとり親交流会＝9月4日㈯13時～
15時■申8月11日㈬以降に必要項目を
☎（☎070-6635-7365）かよこすか
ひとり親サポーターズ・ひまわり□HPへ。

▶劇団FREEDOM公演＝9月4日㈯
13時・18時、9月5日㈰13時、青少年
会館■￥2千円（前売り1,500円、大学
生など千円、中学生・高校生500円、
小学生以下無料）▷詳細は市役所4階
担当、行政センター、まなびかんで配
布している案内をご覧ください。

9月7日㈫10時～12時、デュオよこす
か■内終活の講話とエンディングノート
の作成■対市内在住・在勤・在学の人■定
抽選10人■申8月11日㈬～29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。

9月9日㈭10時～11時・14時～15時
（全2回）▶申込期間＝8月11日㈬～
31日㈫▷申込方法など詳細は市消防
局□HPへ。

□担保健所健康づくり課 ☎824-7640

オーラルフレイル予防教室

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537

スパッと卒煙教室

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

ひとり親家庭のための講座・交流会

□担文化振興課 ☎822-8116

三浦半島演劇祭

□担人権・男女共同参画課  
☎822-8228

講座「エンディングノート」

□担救急課 ☎821-6507

心肺蘇生法オンライン講習会
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9月9日㈭・17日㈮10時～12時、総
合福祉会館■対市内在住・在勤・在学の
人■定各抽選15人■申8月11日㈬～29日
㈰に必要項目と希望日をネット申込か
コールセンター（☎822-2500□FAX
822-2539）へ。

9月9日㈭13時30分～15時、市役所
3階301会議室■内心肺蘇生とＡＥＤの
使い方■対15歳以上■定先着20人■申8月
11日㈬～9月6日㈪に必要項目をはが
きで日赤横須賀市地区事務局（地域コ
ミュニティ支援課内）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②別途拝観料）■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北斎ゆかりの
古道を歩く＝9月15日㈬9時30分～
12時■締9月8日㈬②新善光寺から名勝
森戸海岸へ＝9月18日㈯9時～12時
■締9月10日㈮

9月25日㈯13時～16時15分、産業
交流プラザ■定先着25人■申8月11日㈬
以降に必要項目を横須賀市産業振興財
団□HPか☎で同財団（☎828-1631）へ
▷通訳・手話通訳希望者は9月10日㈮
までに同財団へ。

①乳児事故防止教室＝9月27日㈪9時
30分～10時30分、北健康福祉セン
ター②上級救命講習会＝9月29日㈬9
時～16時、中央消防署■対本市か三浦
市に在住・在勤・在学の中学生以上■定
先着①10人②18人■締①9月22日㈬②
9月24日㈮■申8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。

シニア
9月29日㈬10時～11時30分、大津
コミセン■対市内在住の65歳以上■定抽
選20人■締9月14日㈫■申必要項目を
ネット申込かコールセンター（ ☎
822-2500□FAX822-2539）へ▷初めて
の人を優先。

10月1日㈮～来年6月3日㈮、神奈川
県聴覚障害者福祉センター（藤沢市）▶
申込期間＝8月5日㈭～9月7日㈫▷講
習日程、申込方法など詳細は同セン
ター□HPへ▷オンライン開催の講習あ
り。

□担人権・男女共同参画課  
☎822-8228

アサーティブトレーニング

□担地域コミュニティ支援課  
☎822-8220

赤十字救急法短期講習

□担観光課 ☎822-8294

シティガイドツアー

□担創業・新産業支援課 ☎822-8083

女性のための開業スクール

□担救急課 ☎821-6473

救急法講習会

□担健康長寿課 ☎822-8135

脳と体のいきいき栄養教室

□担障害福祉課 ☎822-9398

パソコン要約筆記者養成講習会

10月1日㈮～11月30日㈫、横須賀商
工会議所（平成町）■内ワードやエクセ
ルなど16講座から選択して受講するe
ラーニング形式の講座（託児あり）■対
市内在住のひとり親で児童扶養手当を
受給しているか、同程度の所得水準の
人■定抽選30人■締8月31日㈫■申横須賀
商工会議所□HPへ▷説明会（9月6日㈪～
29日㈬のいずれか1日1時間程度）へ
の参加が必要です■問同会議所 ☎823-
0421

▶田浦コミセン＝10月1日㈮▶西コ
ミセン＝10月5日㈫▶衣笠コミセン
＝10月8日㈮▶浦賀コミセン＝10月
12日㈫▶久里浜コミセン＝10月15
日㈮。いずれも10時～11時■定各抽選
20人■締9月6日㈪■申必要項目と希望日
を往復はがき、□FAX（827-3151）か□E

（ls-ps@city.yokosuka.kanagawa.
jp）で担当へ。

10月1日㈮・8日㈮・15日㈮18時～
20時（全3回）、ヴェルクよこすか■内相
続・相隣問題他■対市内在住・在勤・在
学の人■定抽選40人■申8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。

10月2日㈯9時50分～16時、神奈川
歯科大学（稲岡町）■対認知症サポー
ター養成講座を受講済みで、認知症オ
レンジパートナーとして登録できる市
内在住・在勤・在学の人■定先着50人■申
8月11日㈬以降に必要項目をネット
申 込 か コ ー ル セ ン タ ー（ ☎ 8 2 2 -
2500□FAX822-2539）へ。

10月3日㈰18時～19時、横須賀芸術
劇場■締8月26日㈭■申必要項目を往復
はがき（1通につき2人まで）で横須賀
地方総監部広報ふれあいＹ係（〒238- 
0046西逸見町１丁目無番地☎822-
3551）へ▷申込多数の場合、お断り
することがあります。

シニア
10月4日㈪・11日㈪・18日㈪10時～
11時30分（全3回）、大津コミセン■対
市内在住の65歳以上で筋力低下や体
力に不安のある人か足膝腰に痛みなど
の症状があるが運動が必要な人■定抽
選30人■締9月20日㈷■申必要項目を
ネット申込かコールセンター（ ☎
822-2500□FAX822-2539）へ▷初めて
の人を優先。

10月5日㈫13時30分～15時、オン
ライン開催▶テーマ＝子どもの病気の

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

ひとり親の就労支援パソコン講座

□担地域安全課 ☎822-8217

高齢者交通安全教室

□担市民相談室 ☎822-8114

弁護士による「市民法律講座」

□担健康長寿課 ☎822-8135

認知症オレンジパートナー講座

□担観光課 ☎822-8294

横須賀音楽隊ふれあいコンサート

□担健康長寿課 ☎822-8135

運動機能改善教室

□担こども健康課 ☎824-7141

上手な小児科のかかり方講演会

症状と対応編■対市内在住の人■定先着
40人■申8月11日㈬以降に必要項目を
ネット申込へ。

シニア
①久里浜コミセン＝10月7日～11月
4日のうち木曜日10時～11時30分

（全5回）②西コミセン＝10月12日～
11月9日のうち火曜日（全5回）■対全回
参加できる市内在住の65歳以上■定各
抽選30人■締①9月22日㈬②9月27日
㈪■申必要項目をネット申込かコール
センター（☎822-2500□FAX 822-
2539）へ▷初めての人を優先。

こども
10月9日㈯9時30分～12時、教育研
究所■対市内在学の小学校3・4年生■定
抽選20人■￥500円■申8月31日㈫～9
月14日㈫に必要項目、学校名と学年
をネット申込かコールセンター（☎
822-2500□FAX822-2539）へ。

10月19日～来年2月8日のうち第1・
第3火曜日9時30分～11時30分（1
月、2月は第2・第4火曜日、全8回）、
ウェルシティ市民プラザ■内栄養・運動
の大切さを伝えるボランティアの養成
講座■対全回参加できる市内在住の18
歳以上■定抽選25人■申8月13日㈮～9
月29日㈬に☎で担当へ▷託児（要予
約）あり。

費用、申込方法など詳細
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▷いずれも市
内在住・在勤・在学の人が対象です。
▶8月募集の市民スポーツ教室▷Ｆ・
マリノスふれあいフットサルタイム

（小学生・18歳以上）▷太極拳教室▷
インディアカ教室▷ジュニアバドミン
トン教室

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。

□担健康長寿課 ☎822-8135

認知症予防教室

□担教育研究所 ☎836-2447

土曜科学教室「熱・風と羽」

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537

ヘルスメイト養成講座

□担スポーツ振興課 ☎822-8493

市民スポーツ教室

市□HP

市□HP

はじめてのカラー切り絵アート
9月22日㈬・29日㈬、10月6日㈬13
時30分～15時30分（全3回）、追浜コ
ミセン■定抽選20人■￥3千円■締8月30
日㈪▷初めての人を優先。

楽しい刺しゅう教室「めがねケース」
9月21日㈫、10月5日㈫・19日㈫9時
30分～12時（全3回）、田浦コミセン
■定抽選14人■￥千円■締9月6日㈪

バランスボール教室
9月2日㈭・9日㈭・16日㈭①14時～
15時②15時～16時（全3回）、衣笠コ
ミセン■定各抽選12人■￥450円■締8月
23日㈪▷申込時に希望時間（①・②）
を明記。
講演「お城巡りの楽しみ方」
9月7日㈫・14日㈫10時30分～12時

（全2回）、衣笠コミセン■定抽選30人■締
8月24日㈫

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

【分館】〒239-0822 浦賀7の2の1 
☎□FAX842-4121 
uragabunka@cyber.ocn.ne.jp

浦賀コミュニティセンター

浦賀奉行所跡を訪ねて
9月11日㈯10時～11時30分、浦賀
コミセン■定抽選20人■￥50円■締8月26
日㈭
浦賀道をゆく 追浜～県立大学
9月22日～10月13日のうち水曜日
13時～15時30分（全4回）、浦賀コミ
セン分館（荒天中止）■対健脚の人■定抽
選25人■￥150円■締9月12日㈰▷申込
みは分館へ。
浦賀ドックと近代浦賀の街並み
9月30日㈭、10月8日㈮・15日㈮10
時～11時30分（全3回）、浦賀コミセ
ン（荒天中止）■対健脚の人■定抽選20人
■￥100円■締9月12日㈰

〒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

〒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

〒238-0022 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
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マリンバコンサート
10月2日㈯13時30分～15時（13時開場）、
久里浜コミセン■定抽選80人■締9月15日
㈬▷申込みは往復はがきでのみ受付。

申込みはいずれも往復はがき、□E 、□HP
「e-kanagawa横須賀市」か直接（返信
用はがきを持参）、北下浦コミセンへ。
みんなのファミリーコンサート夏
8月28日㈯13時30分～15時、北下
浦コミセン■定抽選75人■締8月17日㈫
▷申込みは全員の必要項目を明記（5
人まで申込可）。
英語で名作を読む「赤毛のアン」
9月10日㈮・17日㈮10時～11時30
分（全2回）、北下浦コミセン■定抽選15
人■締8月30日㈪

生涯現役講座「熟年セミナー」
シニア
9月22日～10月27日のうち水曜日
10時～12時（9月22日のみ9時30分
開始、全6回）、西コミセン■対65歳以
上■定抽選20人■￥600円■締9月6日㈪
公開講座「落語で学ぶ悪質商法」
9月29日㈬10時～12時、西コミセン
■定抽選50人■締9月13日㈪

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。
▶浴衣で作るブラウス＝9月3日㈮10
時～15時■定抽選10人■締8月20日㈮
▶紙パックいす＝9月9日㈭10時～
15時■定抽選10人■締8月26日㈭

個別キャリアカウンセリング
9月29日㈬13時・14時・15時（1人50
分）■対市内在住・在勤の人■定各先着1人
■申8月11日㈬10時～9月26日㈰に☎
か直接、ヴェルクよこすかへ。

墨流しを体験してみよう
8月21日㈯13時～15時■定抽選20人
■￥千円■申8月1日㈰～15日㈰に☎か直
接、産業交流プラザへ。
講談入門 坂本龍馬とおりょう
9月25日㈯14時～15時30分■定先着
50人■申8月11日㈬～9月24日㈮に☎

〒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

〒239-0842 長沢2の7の7
☎□FAX 849-2866
siph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

北下浦コミュニティセンター

〒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

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

アイクル

〒238-0006 日の出町1の5
☎822-0202 □FAX 824-4462

ヴェルクよこすか

〒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

■定先着30人■申8月11日㈬以降に必要
項目を☎か□FAX で三笠公園へ。

企画展
▶「みみをすますように 酒井駒子」展
＝9月5日㈰まで
所蔵品展
▶特集：いきものたちの情景＝9月19
日㈰まで

靉
あいみつ
光《グラジオラス》

1942年頃、横須
賀美術館蔵

谷内六郎〈週刊新潮 表紙絵〉展
▶鳥のいる風景＝9月19日㈰まで
中学生向け鑑賞ガイドの配布
▶中学生のための横須賀美術館鑑賞ガ
イド＝8月31日㈫まで配布していま
す（なくなり次第終了）▷鑑賞ガイドは
横須賀美術館□HP でもご覧になれます。
休館日
8月2日㈪、9月6日㈪

特別展示
▶足跡化石から探る太古の世界 恐竜
からナウマンゾウまで＝12月26日㈰
まで
夏休みクイズラリー
8月29日㈰まで■対小・中学生
天神島ガイドツアー
8月22日㈰10時30分～11時30分、
天神島臨海自然教育園（雨天中止）
■定当日先着20人■￥50円▷小学生以下
は保護者同伴。

休館日
月曜日（8月9日を除く）、8月10日㈫

16ミリ映画会（中央図書館）
8月11日㈬「対馬丸 さようなら沖縄」、
9月8日㈬「ある浦賀与力の生涯」「黒船

〒239-0813 鴨居4の1
☎845-1211

横須賀美術館

〒238-0016 深田台95
☎824-3688

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

図書館

か直接、産業交流プラザへ。

アーチェリー初心者講習会
①8月20日㈮②9月17日㈮10時～12
時（雨天中止）■対小学校5年生以上■定各
先着4人■￥千円■締①8月19日㈭②9月
16日㈭■申8月11日㈬以降に☎でくり
はま花の国アーチェリー場（☎833-
8300）へ。
昆虫王者決定戦
いずれも8月21日㈯▶カブトムシ対決
＝11時～12時30分▶クワガタムシ対
決＝13時30分～15時■対 5歳以上■￥
100円■持カブトムシかクワガタムシ
▷当日直接、くりはま花の国ヘルバへ
▷未就学児は保護者同伴。

バードショー
▶開催期間＝11月まで▶時間＝14時
30分（土・日曜日、祝・休日は11時30
分も開催）
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＝8月8日㈷・15日㈰、
9月12日㈰■対市内在住の人
▶シルバーデー＝水曜日■対65歳以上

ヴェルニー公園のバラと植物
9月23日㈷～26日㈰10時～15時▷バ
ラスタンプラリー、花苗販売などイベ
ントあり▷詳細はヴェルニー公園□HP へ。

早朝探鳥会
8月21日㈯7時～8時15分
自然観察会
9月4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）。
自然観察とザリガニ釣り
こども
9月11日㈯9時30分～11時30分（雨
天中止）■対小学生とその保護者■定先着
15組■￥50円■申8月11日㈬～9月3日
㈮に必要項目を往復はがき、□FAX か□E で
光の丘水辺公園へ。

ネイチャーゲームで自然体験
9月12日㈰10時～12時■対小学生以上

〒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

ソレイユの丘

〒238－0042 汐入町1の1
☎824-6291 □FAX 825-4440

ヴェルニー公園

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

光の丘水辺公園

〒238-0003 稲岡町82
☎824-6291 □FAX 825-4440

三笠公園

が来た」。いずれも14時■定各当日先着
30人
子ども映画会（中央図書館）
こども
8月14日㈯「動物の赤ちゃん」・21日㈯

「人形劇 長ぐつをはいたねこ」・28日㈯
「なかよしおばけ」、いずれも14時■定各
当日先着30人
日曜映画会（中央図書館）
8月15日「あの日、僕らは戦場で」・22
日「ロイドの要心無用」・29日「よみが
える琉球芸能 江戸上り」、9月5日「世
界遺産 平泉 金色堂の謎を追う」。いず
れも10時・14時■定各当日先着30人
夏の夜のこわーいおはなし会（南）
こども
8月18日㈬19時、久里浜コミセン■対3
歳～小学生とその保護者■定当日先着40
人
幼児・小学生えいが会
こども

▶北図書館＝8月22日㈰14時30分■定当
日先着10人▶南図書館＝8月25日㈬15
時30分■定当日先着15人
0・1・2歳おはなし会
こども

▶北図書館＝8月25日㈬10時30分▶南
図書館＝9月1日㈬10時30分■定各当日
先着10組
幼児・小学生おはなし会
こども

▶南図書館＝9月8日㈬15時▶北図書館
＝9月11日㈯14時30分■定各当日先着
10組
休館日
月曜日（8月9日を除く）、8月10日㈫

横須賀平和委員会終戦記念日講演会
8月15日㈰13時30分～15時30
分、産業交流プラザ

［連］石澤 ☎090-8875-7427

8月16日㈪までに記事（タイトル
15文字程度、本文60文字程度）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。

10月号掲載記事の申込 
（10月11日〜11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

◆�ベイサイド・ポケット寄席　
一之輔・文菊　二人会

10月2日㈯14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

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。

広報よこすか　令和３年（2021年）８月号 9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。
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マイナンバーカード交付窓口拡充�
窓口サービス課　☎822-8573

　８月３日（火）から、市役所本庁舎に加え、役所屋中央店でもマイナン
バーカードの受け取りができるようになります。
▶事前予約制です。予約には、「予約ID」が必要です。
▶予約IDのお問い合わせは、専用コールセンターへ。

  と　き       火～土曜日 10時30分～18時30分 
（年末年始、施設の休館日、システムメンテナンス時を除く)

  対　象     マイナンバーカードを申請済みで、交付通知書（はがきサイズ
の青い封筒）を持つ人

 予約方法    ・  電話で専用コールセンター（☎0120-025034）へ。　　　　 
（日曜日・年末年始を除く、8時30分～18時）

               ・ 専用ホームページ（システムメンテナンス時を
除く、24時間受付）へ。

横須賀市長選挙の結果�
選挙管理課　☎822-8499

　6月27日に投・開票された横須賀市長選挙の結果は次のとおりです。

得票順位 氏名 得票数

1位（当選） 上地克明 85,341票

2位 岸まき子 23,014票

得票総数 108,355票

▶定数＝1　▶投票率＝33.41％

H IRAKUの入居芸術家募集�
まちなみ景観課　☎822-9855

　市内の森林に囲まれた谷あいには、「谷戸」と呼ばれる地域が多くあり
ます。本市では、谷戸コミュニティの新しい形をつくるため、地域交流
に意欲的なアーティストを誘致し、芸術を通した地域の活性化を目指し
ています。

ＨＩＲＡＫＵとは
　田浦泉町にある、旧市営温泉谷戸住宅
を改修してつくられたアーティスト村で
す。多くの人にこの地に慣れ親しんでも
らうために、「ひらかれた場所」「五感をひ
らく」「関係をひらく」などの意味を込め、
アーティストが名付けました。
　昔ながらの自然豊かなH I R A K Uを拠
点として、現在3人のアーティストが創作
活動を行っています。

アーティストとの触れ合い
　小学校の総合学習やコミュニティセン
ターの講座など、芸術を通した交流を積
極的に実施しています。

▶ ＨＩＲＡＫＵ の詳細は　　　　　　　 
□HP「ＹＯＫＯＳＵＫＡ　ＡＲＴ　ＶＡＬＬＥＹ
ＨＩＲＡＫＵ」へ。

新成人のつどいを開催しました�
青少年会館　☎824-5377

　5月30日に、令和2年度新成人のつどいを横須賀
芸術劇場で開催しました。その式典中の市長挨

あ い さ つ

拶を
YouTube横須賀市公式チャンネルからご覧にな
れます。

▶ 新型コロナウイルス感染症のまん
延や感染拡大防止のため、4回に分
散して開催しました。

▶ 令和3年度新成人のつどいは、来
年1月9日（日）に横須賀芸術劇場で
開催予定です。

市議会の日程�
議事課　☎822-9394

9月定例議会
 ８月27日（金） 議会運営
 ８月30日（月） 本会議、 予算決算常任（本会議終了後）

 ９月 ２日（木） 教育福祉常任（予算決算分科会）
都市整備常任（予算決算分科会）

 ９月 ６日（月） 総務常任（予算決算分科会）
生活環境常任（予算決算分科会）

 ９月 ８日（水） 基本構想・基本計画策定特別
 ９月10日（金） 予算決算理事会、 予算決算常任（11時）
 ９月14日（火） 議会運営
 ９月15日（水） 本会議、 予算決算常任（本会議終了後）
 ９月21日（火） 予算決算分科会（教育福祉、 都市整備）
 ９月22日（水） 予算決算分科会（総務、 生活環境）
 ９月24日（金） 予算決算分科会（教育福祉、 都市整備）
 ９月27日（月） 予算決算分科会（総務、 生活環境）
10月 1日（金） 予算決算理事会、 予算決算常任（11時）
10月 5日（火） 議会運営、 本会議（14時）

▶時間の記載のないものは10時開会です。
予備日   8月31日（火）、9月3日(金)・7日(火)・9日（木）・13日（月）・ 

16日（木）・28日（火）・29日（水）、10月4日（月）
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か議事課へ。 
•請願・陳情の提出期限は8月18日（水）17時です。

YouTube□HP

 入居芸術家を募集します 
　ＨＩＲＡＫＵ（アーティスト村）を居所と創作の拠点として、芸術を
通した個性豊かな地域コミュニティの活性化を担うアーティストを募
集します。

受付期間   9月15日（水）～30日（木）17時まで
（土・日曜日、祝日を除く）

▶選考あり。詳細は市□HPへ。

生活困窮者自立支援金

支給には郵送での申請が必要です

生活支援課　☎822-7800

　新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が困窮する世帯に対し、
既に社会福祉協議会が貸し付けている総合支援資金の再貸付が終了し
ているなどを条件に、支援金を支給します。

 締 切 日   �8 月 31日（火）
 支給月額   ��

 支給期間   �3 カ月

▶ 対象世帯には案内を送付しています。
▶詳細は生活支援課か市□HPへ。

市□HP

専用□HP

世帯人数 国支給額 市独自の上乗せ額 合計
1人 ６万円 １万４千円 ７万４千円
2人 ８万円 ４万円 12万円
3人 10万円 ４万４千円 14万４千円

10 広報よこすか　令和３年（2021年）８月号
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市民相談室

市民健診

各種相談

ほっとかん（福祉の相談）

その他の相談 

市役所1階 ☎822-8114

10月１日～12月24日実施分（祝・休日を除く）

消防局庁舎1階 ☎822-9613

時間は窓口により異なります

困り事の相談はこちらへ

こどもの教室・催し

シニアの講座・催し

保健所の健診・相談・検査など

●市への要望・民事問題　月～金曜日8時30分～17時
●予約制の相談（予約は市民相談室で☎受付。先着順）
　�法律相談は月・水・金曜日、その他は月1回実施します。�
・法律相談（弁護士）　・行政サービスなどの相談（行政相談委員）�
・税務相談（税理士）　・労働・年金などの相談（社会保険労務士）�
・宅地建物相談（宅地建物取引士）　・登記・相続などの相談（司法書士）�
・登記・境界などの相談（土地家屋調査士）�
・終活・相続・成年後見などの相談（行政書士）�
・くらしの人権相談（人権擁護委員）月2回実施（☎相談のみ）
▷新型コロナウイルス感染症に関する支援策などの相談も受け付けます。
●交通事故相談　�来所予約・電話相談は☎822-8287へ。�
　月・水・金曜日、第1・第3木曜日実施。☎でも相談できます。
●行政センターでの終活・相続・成年後見などの相談（行政書士）
　いずれも13時30分～16時30分。申込みは不要です。
　�▶追浜・衣笠・久里浜＝第1火曜日　▶田浦・大津・北下浦＝第2水曜日�
▶逸見・浦賀・西＝第3木曜日

▷�内容、対象、開催日などは、市□HP「子育て教室」を
ご覧ください。

□担 � ❶ ❼こども健康課�☎824-7141�
❷～❻中央健康福祉センター�☎824-7632

❶ プレママ・プレパパ教室
❷ プレママ・プレパパ料理教室
❸ 離乳食スタート教室
❹ 離乳食ステップアップ教室

❺ 10カ月からの食事と歯の教室
❻ 幼児食スタート教室
❼ ツインズ交流会

●生きがい講座（10月開講）
開催日時や費用などは市□HPをご覧になるか、各会場へ。
■対市内在住の60歳以上�■締9月20日（祝）
■申必要項目と性別、講座名を往復はがきで各会場へ。
▷定員を超えた場合は抽選で初めての人を優先。
鴨居老人福祉センター（〒239-0813鴨居3の11の11�☎841-4771）
・輪踊り（全8回）
船越老人福祉センター（〒237-0076船越町8の2の5�☎861-4545）
・スマホを体験してみよう（全3回）
・私のスッキリ老いじたく（全4回）
・イキイキおしゃれ教室（全2回）
・おしゃれ教室ネイル（全1回）
・健康体操（自彊

きょう

術）（全4回）
池上老人福祉センター（〒238-0035池上4の6の1�☎853-1051）
・音楽体操教室（全6回）
・はじめての学び「英語」（全3回）
秋谷老人福祉センター（〒240-0105秋谷３の６の25�☎857-0710）
・スマホを体験してみよう（全3回）
公郷老人憩いの家（〒238-0022公郷町6の1�☎854-0206）
・太極拳（全6回）
・和紙人形（全4回）
・フランス刺繍

しゅう

（全6回）

●�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
り事の相談を受け付けています。月～金曜日8時30分～17時

●電話での終活登録は地域福祉課（☎822-8570）へ。

●生活・食の困窮、ひきこもりの人の支援� 生活支援課�☎822-8070
●消費生活の苦情・多重債務� 消費者ホットライン�☎188（局番なし）
●子育て相談（24時間）� 子育てホットライン�☎822-8511
●子どもの行動、家族関係の悩み� こども青少年相談�☎823-3152
●子どもの虐待・障害・非行、里親制度� 児童相談所�☎820-2323
●ひとり親や離婚を考えている人の相談� こども青少年給付課�☎822-0133
●学校生活に関わる相談� 教育相談�☎822-8564
●女性のためのＤＶ相談� こども家庭支援課�☎822-8307
●女性の人間関係・生活上の悩み� �デュオよこすか�女性のための相談室�

☎828-8177（月・水・金曜日のみ）

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

ひきこもり本人の会 ひだまりん
　�8月18日（水）9時30分～12時�
■対21歳以上のひきこもりの人�
■申☎（822-4336）で担当へ。

自死遺族相談（個別）
　�8月18日（水）、9月8日（水）�
13時30分・14時30分�
■申☎（822-4336）で担当へ。

女性医師による女性健康相談
　�8月18日(水）13時30分～15時�
■対女性■申☎（822-4527）で担当へ。

精神障害者家族語らいの会
　�9月6日（月）14時～15時�
■申☎（822-4527）で担当へ。

管理栄養士による栄養・食事相談
　�9月9日（木）・27日（月）13時30分～
14時15分、14時15分～15時、�
15時～15時45分（1人45分）�
■申☎（822-4537）で担当へ。

保健師による運動・健康相談
　�9月9日（木）・27日（月）13時30分～
16時（1人30分）
　■申☎（822-4537）で担当へ。

�▶�各健康診査、がん検診の予約ができます。
▶��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。

健診時間　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　��8月11日（水）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�□FAX822-4390）へ。来所での予約はできません。
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（毎回事前に申告が必要。受診後の返金不可）。

□担保健所健康づくり課

最新の状況は市□HPか
保健所健診センターへ。

以下の健診は、各委託医療機関で実施しています 来年2月まで

・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

けい

部・前立腺）�
・胃がんリスク検診�� ・肝炎ウイルス検診

精神保健福祉・ひきこもり相談�☎822-4336�
感染症（結核など）の相談 ☎822-4385
エイズ・性感染症の相談� ☎825-6117
生活習慣病予防の相談� ☎822-4537

8月に申込みを受け付けている教室など

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。

市役所、行政センターなどで配布している
「市民便利帳」や市□HPもご覧ください。

子育てに役立つ教室・催しを
定期的に開催しています。

 申込みは、ネット申込かコールセンター 
（☎822-2500 □FAX 822-2539)で受け付
けています。

市□HP

市□HP

8月・9月の相談・検査など

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

広報よこすか　令和３年（2021年）８月号 11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。

ネット申込　https://www.yokosuka-yksk.jp（市□HP「オンラインサービス」からもアクセスできます）
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L INE ID @yokosuka_official

L I N E
市公式 LINE からワクチン予約
アカウントの登録ができます。

インターネットから予約できます。

専用ホームページ

▷医療機関へのお問合せは、ご遠慮ください。

☎0120-432567

電 話

8時30分～17時
年中無休

新型コロナワクチンコールセンター

スマートフォンで 2 次元コードを読み取り、
「友だち追加」してください。

フリーダイヤル

ワクチン接種の予約方法

24時間

24時間

☎0120-432567

予約方法は、以下A～Cのパターン
があります。

● 接種券番号  ● 氏名  ● 生年月日  ● 電話番号
家族などによる代理の予約も可能です。

予約に必要な項目

市 HP 内の「よくあるご質問」
もご確認ください。

問合せ

接種を希望する会場の予約方法
を事前にご確認ください。

Ａ

B

C

専用ホームページ・LINE・
電話のいずれかの方法で予約

1 回目の接種終了後に
医療機関の窓口で予約

          ・          ともに
専用ホームページ・LINE・電話の
いずれかの方法で予約

（2回目の予約は、1回目の接種から10日目以降）

          ・          ともに
医療機関の窓口で予約

1回目

1回目

2回目

2回目

1回目 2回目

専用ホームページ・LINE・電話予約の詳細

新型コロナウイルス感染症の
ワクチン接種

掲載内容は7月15日時点の情報です。

費用無料 1人2回接種

64歳以下の方の接種について
接種券の発送はいつ？

「基礎疾患を有する方」とは？

　基礎疾患の有無にかかわらず、年齢区分ごとに順次
発送します。発送時期は、市ホームページや市公式
SNSなどでお知らせします。
※�接種券は、令和3年6月1日現在の住民基本台帳を基に発送します。
行き違いがあった場合は、ご容赦ください。

◆�国が定める病気などで通院か入院している方
　�詳細は市ホームページをご確認ください。
◆�基準（BMI※30以上）を満たす肥満の方
　�※�BMI�＝�体重（Kg）�÷�身長（m）�÷�身長（m）

専用ホームページ・LINE予約
	 「基礎疾患があります」にチェックしてください。

電話予約
	 口頭での確認があります。

予診票の記載による申告と接種前の医師による予診で確認します。

◆��接種を希望する場合は、接種の可否について事前にかかりつけ医に相談の上、
予約を行ってください。

◆�接種券が届き次第、予約ができます。
◆��基礎疾患の確認について、診断書などの提出は不要ですが、予約時と接種時に
申告をお願いします。

接種券が届いても、すぐに予約はできません。
予約開始日は、市ホームページや市公式SNSなどでお知らせします。

最新情報はこちら

基礎疾患を有する方へ

基礎疾患のない方へ

予約時

接種時

　本市では、「一刻も早く、一人でも多く」をテーマにワクチン接種を
進めています。
　64歳以下の方は、基礎疾患を有する方から接種を実施しています。
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