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感染の不安がある・濃厚接触者など 帰国者・接触者相談センター
（新型コロナウイルス感染症受診相談センター）

☎️822-4308　   822-4874
8時30分〜20時（土・日曜日、祝・休日9時〜17時）

横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500 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 特集 本とわたしとあなた　P11 新たな賑
にぎ

わいの拠点 浦賀新プロジェクト進行中　P12 新型コロナウイルス感染症の受診相談フロー
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。

「中学生にも、温かい給食を食べてほしい」。
市では、平成28年に市立中学校完全給食の実施を決定し、
実現に向けこれまで準備を進めていました。
ことし7月、旧平作小学校跡地に学校給食センターが完成。
9月29日から中学校給食がスタートしました。

【関連記事はP4】
学校給食センター

市勢情報（令和3年9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385,497人（前月比−395人）　世帯数165,475世帯（前月比+100世帯）

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



子どもと若者の図書館

多世代が参加するワーク
ショップでは誰もが積極
的に交流

施設情報

▼詳細は子どもと若者の図書館「衣笠駅徒歩1分図書館」□HPへ。

住　所
開館時間
問合せ先

衣笠栄町2の66井上アパート２F
9時〜18時（開館日は衣笠駅徒歩1分図書館Facebook、Twitter、Instagramで告知）
kinugasa@kids-lib.com

お話を伺ったのは…
オーナー 北川幸

ゆ き

子
こ

さん

「衣笠駅徒歩1分図書館」
　衣笠にある、昭和風情を感じるレトロなアパートを改修した「衣笠駅徒歩

1分図書館」。本を通じて、子どもと若者に必要な情報と安心できる居場所

を提供することを目的に開かれた私設図書館です。本が好きな人たちから「ぜ

ひ子どもたちに読んでほしい」と寄贈された、さまざまなジャンルの本・文

庫本・絵本・雑誌・漫画など、約2千冊を置いています。また、図書館として

の役割だけでなく、地域の人々と子どもたちとの勉強会や、ワークショップ

などのイベントも行っています。

　多面的に活動をしている「衣笠駅徒歩1分図書館」について、オーナーの北

川幸子さんにお話を伺いました。

子どもたちの心に寄り添いたい
　「子どもたちの日常には、嬉しかったり、困ったりするさまざまな出来事や、

そこから生まれる感情がたくさんあると思う。自分には何の専門性もないが、

つながりのきっかけになるような場所をつくることならできるかもしれない

と思った」そう語る北川さん。その思いを実現するため、2年前に衣笠駅徒歩

1分図書館をオープンしました。

　本を読んだり、のんびり落ち着いて過ごしたりすることはもちろん、時に

は大人たちに言いづらい悩みを打ち明ける場としても利用されています。

　「大人には言いづらいことでも、きょうだいや、子ども同士なら言えるこ

とがある。子ども同士だからこそ、気づくことがある」。子ども自身が困っ

ていそうな友達を見つけて、「良い居場所があるよ」と教え、まちの子ども同

士が自発的に助け合い、優しい気持ちが行き交う場所になることを願ってい

るといいます。

つながりを生み出しはぐくむ
　子どものためにオープンした衣笠駅徒歩1分図書館ですが、不定期に行って

いるワークショップなどをはじめとするイベントには、地域の大人たちをはじ

め、多様な背景を持つ人が参加しています。

　「あらゆる世代がコミュニケーションをするきっかけとなる場をつくりた

かった」とも北川さんは開設の目的についていいます。テーマや内容はさまざ

まですが、毎回共通しているのは、大人と子どもたちが積極的に交流すること。

子どもたちは、普段関わりのない大人たちの多様な考え、価値観や経験に直に

触れ、視野を広げるきっかけになっているといいます。

　刺激を受けているのは子どもたちだけではありません。衣笠駅徒歩1分図

書館は、子どものために何かアクションを起こしたいと考えている大人同士

をつなげ、新しい活動を生み出すサポートにもなっているそうです。地域の

有志が勉強を教える「夜間中学」や、誰もが先生になって多世代と交流する

場を提供する「やさしい学校」などが、衣笠駅徒歩1分図書館での出会いを通

じて企画されました。「ここで生まれた出会いや交流は、身近で小さな地域の

コミュニティ。課題やアイデアを共有し、みんなで解決策を考えることも」

と北川さんはこの場で生まれた「つながり」を熱く語ってくれました。

気軽に利用できる地域の交流拠点へ
　「つながり」を何よりも大事にしている衣笠駅徒歩1分図書館。「疲れてし

まうときは誰にでもある。そんなときに誰でも気軽に立ち寄ってほしい」と

北川さんはいいます。

　「誰かのために何かをしたい。そう思っている人はたくさんいる。そんな

思いと思いを交差させる場をつくっていければ」。これからも衣笠駅徒歩 

1分図書館は、地域の交流を生み出す場として活動を続けていきます。

　読書には、知識や教養を得られるだけでなく、記憶力や集中力を強
化したり、ストレスを軽減させたり、未知の世界のことにドキドキ、ワ
クワクする楽しみなど、さまざまな良い効果があるといわれています。
　しかし、本は読むだけのものとしてではなく、本をきっかけに人と
人とのつながりや居場所を生み出しています。

●写真撮影時のみマスクを外しています。
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10月27日～11月9日は「読書週間」です

「読書週間」に合わせ、市では本に触れ、親しみ、読書をする人を増やすためのイベントを行います。

中央・北・南図書館 中央図書館 南図書館

北図書館

図書館職員が選んだ本のレンタルセット
10月23日（土）〜11月19日（金）

企画展示「書庫に眠っている本を読んでみませんか」
「おうち時間」を充実させる少し難しい本を紹介します。
10月23日（土）〜11月10日（水）

企画展示「どの本よもうかな」
テーマは「コールデコット賞を受賞した絵本」です。
10月23日（土）〜11月19日（金）

企画展示「小説の魅力とは？！」
作家を中心に小説の魅力を紹介します。
10月23日（土）〜11月14日（日）

企画展示「大学生が中高生にすすめる本」
関東学院大学司書課程の学生が選んだおすすめの本
をPOPで紹介します。
10月23日（土）〜11月10日（水）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、閉館している場合があります。最新の情報は各図書館へ。

企画展示「生誕100周年 谷内六郎」
「横須賀美術館の所蔵品展」に合わせて、谷内六郎に
関連した本を紹介します。
10月29日（金）〜11月20日（土）

お話を伺ったのは…
よこすかおはなし会ボランティア代表
川口香世さん

読み聞かせボランティア活動に
興味がある人へ

活動内容など詳細は児童図書館
（☎825-4417）へお問い合わせください。

中央図書館
北図書館
南図書館

☎822-2202
☎866-0516
☎836-0718

市内図書館 読書週間関連イベント

読み聞かせボランティア

地域の子どもたちのために

　「大人になって聞いた読み聞かせに心を動か

された。その経験から絵本やおはなしの持つ力

を伝えたくなったことが始まり」そう語る川口

さんは、25年にわたりボランティアとして活躍

しています。

　おはなし会を子どもたちに楽しんでほしいと

いう思いから、準備には1カ月以上の時間をか

けて本番に臨みます。「準備で一番大切なこと

は、絵本を選ぶこと。どんな本を読んだら喜ば

れるか、一生懸命考える」と話す川口さん。まず、

年齢に応じてどんな内容が良いか、本番までに

たくさんの議論を仲間とし、選び抜いた一冊を

決めます。本が決まると、その本の良さが伝わ

る読み方を目指して、読む速さや上手な間の取

り方を仲間と何度も確認し合います。おはなし

会が控えていないときでも、勉強を欠かしませ

ん。定期的にボランティア同士の勉強会で情報

交換を行い、常により良いおはなし会を目指し

ています。

生きた声を届ける

　文を音として耳から感知すると、頭の中で物語

のワンシーンが浮かび上がります。その繰り返し

で、子どもの発想力は養われていくといいます。

「今はスマホですぐに本が読める時代。それでも、

生の声で物語を届ける意味は確かにある」読み聞

かせの意義についてそう強く語りました。

「読み聞かせ」で親子の絆を

　もちろん、一筋縄ではいかなかったことも。

「子どもは本当に正直。つまらないと途中で飽

きてしまう」。それでも、「子どもたちを話の世

界にぐっと引き込んだとき、何とも言えない達

成感を味わえる」とやりがいが大いにある活動

だといいます。

　また、「私たちの活動は本と子どもを結ぶお手

伝い。活動を見て、読み聞かせをする人が少し

でも増えれば何よりも嬉しい。愛情のこもった

読み聞かせは、どの子どもにとっても大切な思

い出になる」と語りました。老若男女を問わず、

読み聞かせが広がっていくことを期待している

といいます。

おはなし会で子どもたちと本をつなぐ

市内の図書館などで活躍している「読み聞かせボランティア」。
約30人が絵本の読み聞かせ、素話や紙芝居を行う「おはなし会」ボランティアとして現在活動しています。

「読み聞かせボランティア」の活動にはどのような魅力があるのでしょうか。
ボランティア代表の川口香世さんにお話を伺いました。
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　中学生の心身の健康づくりと食育に役立てるため、
ごはんやパンなどの主食と、おかず、牛乳がそろっ
た完全給食を9月29日から開始しました。
　旧平作小学校跡地に建設した学校給食センター
で、約1万食を調理し市立中学校23校に届けます。
　献立は、管理栄養士がおいしさと栄養バランスな
どを考慮して作成しています。また、乳や卵アレル
ギーの除去食も提供しています。
　給食の時間は、食について学ぶ大切な時間です。
小学校・中学校9年間の給食を通じて、子どもたち
が望ましい食習慣と実践力を身に付けられるよう、 
学校での食育をより一層推進していきます。

学校給食センター
建物外観は、船の帆を想起させる 
特徴的なデザインを採用しています。

中学校給食の一例
麦ごはん、みそ汁、豚肉のキムチ炒め、
塩ナムル、牛乳

ＬＩＮＥで粗大ごみの収集申込開始 
廃棄物対策課　☎822-8469

　10月25日ごろから、市公式LINEで粗大ごみの収集申込（有料）ができる
ようになります。

申込方法        収集を希望する7営業日前までに
市公式LINE「粗大ごみ収集申込」
から申込

支払方法      LINE Payかクレジットカード
 利用方法       スマートフォンで2次元コードを

読み取り、市公式LINEアカウント
を「友だち追加」してください。

 　　　 LINE ID  
 　　　 @yokosuka_official

地域の活動を支援します 
地域コミュニティ支援課　☎822-9510

　（一財）自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、収益
金を地域活動の助成に充てています。地域の活性化を図るため、宝くじ
の助成金を使って、久里浜地区連合町内会と須軽谷町内会が備品の整備
をしました。市は今後も市民の皆さんの地域活動を支援していきます。

沢山池の里山 フォトコンテスト 
自然環境共生課　☎822-9832

　豊かな緑に囲まれた、沢山池の里山で撮影した写真を募集します。

募集期間   10月1日（金）～31日（日）
対　 象    過去1年以内に沢山池の里山で

撮影した写真
優秀作品発表   11月19日（金）
▶ 応募方法など詳細は横須賀

市の里山□HP へ。
▶ 優秀作品は同□HP やイベント

告知などに使用します。

学校食育課　☎850-1273

公益財団法人神奈川県市町村振興協会

市税のスマホ決済 対応アプリ追加 
納税課　☎822-8204

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 
　10月1日から、市税を納付できるスマートフォン決済アプリの種類が
増えます。

対象税目 対象のスマートフォン決済収納

市民税・県民税（普通徴収）
固定資産税・都市計画税
軽自動車税（種別割）

モバイルレジ
モバイルレジクレジット
LINE Pay 請求書支払い
PayPay 請求書払い

au PAY（請求書支払い）
d払い　請求書払い
J-Coin請求書払い

10月1日 
から対応

▶ 使用できる納付書は、金額が30万円（au PAYは25万円）
以下でバーコードが印字されているもの。

▶ 領収書は発行されません。
▶納税証明書の発行には別途申請が必要です。
▶詳細は市□HP へ。 市□HP

横須賀市の
里山□HP

市公式LINE 画面イメージ

メニュー「ごみ」をタップし、
「粗大ごみ収集申込」を選択

2020年度 優秀作品（自由部門）

4 広報よこすか　令和３年（2021年）10月号 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。



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

▶大楠幼稚園＝2年保育■定抽選35人
■申11月1日㈪～8日㈪9時～16時に直
接、同園へ（土・日曜日、祝日を除く）
▷募集要項は10月15日㈮から同園で
配布します。見学希望者は、☎（857-
3601）で同園へ▷諏訪幼稚園は本年
度末に閉園するため募集しません。

▶対象＝3歳～5歳児■定各抽選3人■申
11月1日㈪～6日㈯・8日㈪9時～16
時に入園願書を直接、上町保育園か鶴
が丘保育園へ。

▶募集期間＝10月18日㈪～12月10
日㈮▶市民協働推進補助金＝来年度、
ボランティアを募り市民を対象に公益
活動を行う団体（3人以上）への補助

（上限額50万円。条件あり）▶市民協
働モデル事業＝地域課題の解決のた
め、団体と市が最長3年間実施する協
働事業への補助（年間上限額40万円）
▷来年2月25日㈮に公開審査会を行
う予定です▷申込方法など詳細は市
□HP へ。

▶募集期間＝10月21日㈭～11月4日
㈭■対12月～来年3月の活動でポイント
券の交付か寄付受領を希望する団体か
来年度中にポイント券の寄付受領を希
望する団体■申 市□HP にある申請書を郵
送、□FAX 、□E か直接、市民活動サポート
センター（〒238-0041本町3の27ベ
イスクエアよこすか一番館1階、☎
828-3130□FAX 828-3132□E info@
yokosuka-supportcenter.jp）へ▷
詳細は10月下旬に行政センターなど
で配布する募集要領をご覧ください▶
ポイント券の募集は今回で終了します
▷券面記載の有効期限まで利用できま
す。団体が寄付受領する場合は、寄付
受領団体の登録が必要となります。

パブリック・コメントなど

①横須賀市屋外広告物条例の一部改正
＝□担まちなみ景観課（市役所分館3階）
☎ 8 2 2 - 8 1 2 7 □FAX 8 2 6 - 0 4 2 0 □E
k e i k a n - c i @ c i t y . y o k o s u k a .
kanagawa.jp
②横須賀港長期構想＝□担 港湾整備課

（市役所2号館5階）☎822-9464□FAX
8 2 6 - 3 2 1 0 □E p c - p h @ c i t y .
yokosuka.kanagawa.jp

□担教育指導課 ☎822-8525

市立幼稚園の新入園児

□担保育課 ☎822-9004

中央子ども園1号認定子ども

□担市民生活課 ☎822-9699

市民団体向けの補助金など

□担市民生活課 ☎822-9699

市民公益活動ポイント対象団体

▶資料提供・意見募集期間＝①10月
11日㈪～11月1日㈪②10月27日㈬
～11月16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。
③神奈川県後期高齢者医療広域連合の
第4次広域計画素案＝□担 健康保険課

（市役所1階）☎822-8272
▶資料提供・意見募集期間＝③10月1
日㈮～11月2日㈫
▶意見提出方法＝住所・氏名・年齢・
意見を郵送、□FAX 、□E か直接、担当か神
奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

（〒221-0052横浜市神奈川区栄町8
の1 ヨコハマポートサイトビル9階□FAX
045-441-1500□E pubcomm@
union.kanagawa.lg.jp）へ▷詳しい
資料は、担当、広域連合か広域連合□HP
から入手可。

日本のバスケットボール女子トップ
リーグ（Ｗリーグ）の試合に招待します
▶とき・ところ＝12月4日㈯・5日㈰
11時開場、横須賀アリーナ■申10月15
日㈮～31日㈰に全員の氏名、住所か
メールアドレス、観覧希望日を□HP

「e-kanagawa横須賀市」か□FAX（824-
3277）で担当へ▷詳細はＷＪＢＬ□HPへ。

11月1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12月31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－ルセンタ－（☎0570-
001120）へ。

10月28日㈭・29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

□担スポーツ振興課 ☎822-8493

Ｗリーグ 市民無料招待

□担納税課 ☎822-8204

市・県民税（第3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

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。

倒産や解雇などにより離職した人は、
届け出をすると国民健康保険料が軽減
される場合があります■対離職日に65
歳未満で雇用保険受給資格者証に次の
条件が全て記載されている人▷離職理
由の番号が11・12・21・22・23・31・
32・33・34のいずれか▷所定給付日
数が90日以上▷離職日により対象外
になることがあります。詳細は担当へ。

▶対象＝市内在住で来年4月に高等学
校へ進学予定で、市・県民税の世帯の
所得割額の合計が85,500円未満の世
帯の中学校3年生（生活保護受給世帯、
特待制度など入学支援金に類する支援
を受ける人を除く）▶支給額・時期＝6
万円、来年3月▶申請期間・場所＝11
月1日㈪～12月28日㈫、市役所6階担
当▷申請方法など詳細は市教育委員会
□HP へ。

審議会などの傍聴

▶生涯学習センター指定管理者選考委
員会（第2回）＝10月11日㈪15時30
分、市役所3階301会議室□担生涯学習
課 ☎822-9782
▶生涯学習センター指定管理者選考委
員会（第3回）＝10月18日㈪15時30
分、消防局庁舎3階第3会議室□担 生涯
学習課 ☎822-9782
▶環境教育・環境学習ネットワーク会
議（第35回）＝10月19日㈫15時～17
時、市役所3階302会議室□担環境企画
課 ☎822-8327
▶教育振興基本計画策定検討委員会

（第4回）＝10月20日㈬10時～11時
30分、市役所4階404会議室□担教育政
策課 ☎822-9751
▶都市計画審議会常務委員会（第3回）
＝10月22日㈮10時30分～12時、市
役所４階405会議室□担 都市計画課 ☎
822-8305

□担健康保険課 ☎822-8233

非自発的失業者に係る軽減申請

□担支援教育課 ☎822-8480

入学支援金の申請受付

▶市民活動サポートセンター指定管理
者選考委員会（第3回）＝10月22日㈮
14時、消防局庁舎3階第2・3会議室
□担市民生活課 ☎822-9699
▶横須賀市個人情報保護運営審議会

（第104回）＝10月26日㈫14時～16
時、市役所3階302会議室□担市政情報
コーナー ☎822-8186
▶総合計画審議会（第6回）＝10月28
日㈭9時30分～11時30分、消防局庁
舎４階災害対策本部室□担 都市戦略課 
☎822-9784
▶市立病院指定管理者審査委員会（第
3回）＝10月28日㈭14時30分～16
時、市役所3階301会議室□担市立病院
課 ☎822-4346
▶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）＝10月29日㈮
14時～16時、はぐくみかん5階会議
室4□担 人権・男女共同参画課 ☎822-
8228
▶水道事業及び公共下水道事業経営審
議会（第7回）＝11月2日㈫14時～16
時、市役所３階302会議室□担経営料金
課 ☎822-9840
▶社会福祉審議会全体会（第43回）＝
11月4日㈭14時～14時30分、消防局
庁舎4階災害対策本部室□担福祉総務課 
☎822-8269
▶社会福祉審議会福祉分科会（第14
回）＝11月4日㈭14時45分～16時15
分、消防局庁舎4階災害対策本部室□担
地域福祉課 ☎822-9804
▶社会福祉審議会障害福祉分科会（第
43回）＝11月4日㈭14時45分～16
時、消防局庁舎3階第2・3会議室□担障
害福祉課 ☎822-9398
▶社会福祉審議会高齢福祉分科会（第
13回）＝11月4日㈭14時45分～16
時、市役所3階302会議室□担健康長寿
課 ☎822-8402
▶都市計画審議会（第143回）＝11月8
日㈪14時～16時、消防局庁舎4階災
害対策本部室□担 都市計画課 ☎822-
8305
▶環境審議会（第73回）＝11月10日㈬
10時～12時、消防局庁舎4階災害対
策本部室□担環境企画課 ☎822-8524
▷議題・定員など詳細は各担当へ。

10月1日（金）から申込受付開始します
1万円で12,500円（大型・小型店共通券
4,500円分と小型店専用券8千円分）の買
い物ができます（応援券の引換は11月か
ら。申込多数の場合は抽選）。

10月 20日（水）
来年 2月 28日（月）
専用□HPから申込か、市役所案内所、行政センター
などで配布する専用はがきを郵送で提出。
よこすか「地元のお店」応援券コールセンター
☎0570-011-231

よこすか「地元のお店」応援券 第2弾

締 切
利用期限
申 込

問 合 せ
専用□HP

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
市 HP で季節
の花を紹介し
ています。

バラ
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船越老人福祉センターの廃止　10月31日（日）をもって廃止します。 □担健康長寿課 ☎822-8255



▶感染を防ぐポイント▷せっけんで小
まめに手を洗う▷調理器具は十分に洗
浄・消毒して使う▷嘔

お う と

吐物や便などに
直接触れない▷二枚貝は85度～90度
で90秒以上加熱してから食べる。

3Ｒ（Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）・発生
抑制、Ｒｅｕｓｅ（リユース）・再使用、
Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）・再生利
用）を心掛け、環境に優しい行動を実
践しましょう▷マイバッグを使い、不
必要な包装を断る▷詰め替えできる商
品を選ぶ▷マイボトルなど繰り返し使
える容器を使う。

一人一人の工夫や心掛けで食品ロスを
削減しましょう▶家庭編▷食材は必要
なものだけを買う▷食材は上手に使い
切り、食べ切れる量を作る▷残った食
材は別の料理に活用する▶事業者編▷
食材・食品は必要な分だけ確保する▷
小盛りや小分けメニューで提供する。

▶期間＝10月11日～20日。特殊詐欺
や空き巣などの被害に遭わないよう、
一人一人の防犯意識を高め犯罪を寄せ
付けない安全・安心なまちをつくりま
しょう。

▶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。

10月16日㈯13時30分～16時、総合
福祉会館■締10月15日㈮■申必要項目を
☎か□E（ncm-cfr@city.yokosuka.
kanagawa.jp）で担当へ▷託児（要予
約）あり▷申込多数の場合、お断りす
ることがあります。

障害児者の就労に向けた多様な進路選
択に関する資料を11月中に郵送しま
す■対障害児者を支援している保護者、
教職員、関係機関職員など■締11月1日

□担保健所生活衛生課 ☎824-2191

ノロウイルスに注意しましょう

□担資源循環政策課 ☎822-8230

10月は「3Ｒ推進月間」

□担（家庭）資源循環政策課 
☎822-8230

　（事業者）廃棄物対策課 
☎822-8523

10月は「食品ロス削減月間」

□担地域安全課 ☎822-9707

安全・安心まちづくり旬間

□担健康総務課 ☎822-4751

未就業看護職のための職場見学会

□担保育課 ☎822-9004

潜在保育士就職セミナー・相談会

□担支援教育課 ☎822-8513

就労支援のための資料提供

㈪■申必要項目をネット申込へ。

市議会で策定中の子どもの権利条例案
に対する意見をお聞きします▶とき・
ところ＝11月7日㈰10時～12時、ま
なびかん■定抽選36人▶申込期間＝10
月12日㈫～22日㈮▷申込方法など詳
細は市議会□HP へ。

こども
11月13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10月11日㈪以降に☎で
担当へ。

はがきと電話による受診の勧奨を実施
します。生活習慣病予防や健康管理の
ために受診しましょう▶発信元＝☎
0120-969-452、初めに「特定健診 
ご案内センターです」と名乗ります。
▷夜間や休日に電話する場合がありま
す。

▶接種期間＝10月1日㈮～来年1月31
日㈪■対市内在住か東日本大震災などに
被災して本市へ避難している人で次の
いずれかに該当する人（1人1回）▷接種
当日65歳以上の人▷接種当日60～64
歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能かヒト免
疫機能に重度の障害のある人■￥2千円
▷詳細は市の協力医療機関で配布する
案内か市□HPへ。

10月28日～12月2日のうち木曜日18
時～19時40分（全6回）、オンライン開
催■内経営・財務・販路開拓・人材育成な
どの創業に関する基礎知識、創業に役
立つ情報提供など■対市内で創業予定か
創業後、間もない人■締10月18日㈪■申
横須賀市産業振興財団□HP にある参加申
込書を□E（plaza9@olive.ocn.ne.jp）で
同財団へ。

①10月11日㈪②11月8日㈪13時30
分～17時（16時30分まで受付）、市役
所1階会計課前▷①は英語、スペイン
語、ベトナム語で対応可能。②は英語、
ポルトガル語で対応可能。

10月14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。

□担議事課 ☎822-8461

子どもの権利条例に関する懇談会

□担こども健康課 ☎824-7141

休日乳幼児健康診査

□担健康長寿課 ☎822-8227

特定健診を受診していない人へ

□担保健所健康づくり課 ☎822-4385

高齢者インフルエンザ予防接種

□担創業・新産業支援課 ☎822-8083

創業セミナー

□担国際交流・基地政策課 
☎822-8138

外国人生活相談出張相談

□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

info本文

10月15日㈮21時～22時、10月24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。

▶税理士会による相続税相談＝10月
27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10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▶
弁護士などの７士業合同相談会＝11
月6日㈯13時～16時30分受付、横須
賀モアーズシティ前（若松町）▶行政書
士会による終活などの相談＝11月10
日㈬・17日㈬・24日㈬13時・14時・
15時、市役所1階市民相談室■定各先着
3人■申 10月11日㈪9時以降に☎で担
当へ▶税理士会による相続税セミナー
＝11月12日㈮14時～16時、市役所
5階正庁■定先着50人（うち個別相談は
先着30組）■申10月11日㈪～11月9日
㈫に必要項目と相談希望の有無、あれ
ば□FAX 番号を郵送か□FAX で東京地方税理
士会横須賀支部（〒238-0013平成町
2の14の4□FAX 822-6743）へ▶司法書
士による法律相談会＝11月17日㈬
13時30分～15時30分、衣笠行政セ
ンター■定先着20人■申10月11日㈪9時
以降に☎で担当へ

11月2日㈫・16日㈫・30日㈫13時30
分・14時30分、中央健康福祉センター
■申☎で担当へ。

11月11日㈭13時・13時20分・13時
40分、11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。

11月11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
4日㈭までに☎で担当へ。

11月14日㈰14時～17時（1組25分）、
産業交流プラザ■定先着4組■申10月11
日㈪～11月5日㈮に☎で担当へ。

11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 本市国保加入者で特定健
診を受けた人■定各先着1人■申11月2日
㈫～16日㈫に☎で担当へ。

□担保健所健康づくり課 ☎822-4336

LGBTQオンラインイベント

□担市民相談室 ☎822-8114

専門家による無料相談

□担地域福祉課 ☎822-8291

高齢者・介護者のこころの相談

□担健康長寿課 ☎822-8135

専門医によるもの忘れ相談

□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

専門医による不妊症相談会

□担健康長寿課 ☎822-8227

特定健診結果まるごと相談会

①11月18日㈭②11月27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（②
は国際離婚の相談優先）■定先着①5人
②4人■申 11月1日㈪以降に☎で担当
へ。

よこすかルートミュージアムの一部で
あるJR横須賀駅～JR田浦駅までの歴
史を巡ります▶とき＝10月1日㈮～
11月15日㈪▷詳細は□HP「ＪＲ東日本 
駅からハイキング」へ。

こども
▶森崎みんなの家＝10月13日㈬▶武
山コミセン＝10月18日㈪▶岩戸コミ
セン＝10月19日㈫▶池上コミセン＝
11月10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▷詳細は市
□HP へ。

▶予選＝10月16日㈯13時～18時▶
決勝＝11月3日㈷13時～18時、いず
れもオンライン開催▷視聴方法など詳
細は□HP「ここはヨコスカ」へ。

10月23日㈯以降の土・日曜日、祝日
9時30分～15時、千代ヶ崎砲台跡■申
当日直接会場へ▷詳細は市□HPへ。

10月23日㈯10時～12時、オンライ
ン開催■申 10月12日㈫～20日㈬に必
要項目を横須賀市産業振興財団□HP へ。

①～③⑤⑥雨天中止④小雨決行■定 各
抽選30人■￥500円（保護者同伴の小学
生以下は無料⑤別途バス代）■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
龍馬の妻お龍in横須賀その1＝10月
30日㈯9時30分～12時■締10月22日
㈮②ちいさい秋＃7＝11月12日㈮9
時30分～12時■締11月5日㈮③龍馬の
妻お龍in横須賀その2＝11月13日㈯9
時30分～12時■締11月4日㈭④称名寺
を目指し六浦道を行く＝11月14日㈰
9時～12時15分■締11月5日㈮⑤花の
百名山大楠山ハイク＝11月16日㈫9
時～12時30分■締11月9日㈫⑥本覚寺
から頼朝の夢永福寺跡へ＝11月20日
㈯9時～12時■締11月12日㈮

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

弁護士による養育費相談

□担観光課 ☎822-8124

JR東日本「駅からハイキング」

□担保育課 ☎822-9004

わいわい広場「出張親子サロン」

□担観光課 ☎822-8124

ｅ-Ｓｐｏｒｔｓ大会生配信

□担生涯学習課 ☎822-8484

千代ヶ崎砲台跡を公開します

□担経済企画課 ☎822-8122

乳がんについてもっと学ぼう

□担観光課 ☎822-8294

シティガイドツアー

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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■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。



①観音崎のシダと万葉植物観察会＝
10月31日㈰9時50分～12時30分②
観音崎砲台跡と走水低砲台跡見学＝
11月14日㈰9時50分～12時30分。
いずれもバス停「観音崎」集合（荒天中
止）■対①小学生以上■定各先着15人■申①
10月12日㈫～26日㈫②10月20日㈬
～11月10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（☎843-8316□FAX 844-4150□E
info-kanonzki@kanagawaparks.
com）へ▷小学生以下は保護者同伴。
③佐島歩きと資料館巡り＝11月27日
㈯13時30分～16時30分、赤星直忠
博士文化財資料館（長坂）。雨天の場合
28日㈰■定抽選30人■￥300円（小・中学
生100円）■締11月5日㈮（当日消印有
効）■申全員の必要項目を往復はがきか
□E でおおくすエコミュージアムの会

（〒240-0101長坂3の27の12□E
okusueco@yahoo.co.jp）へ▷小学
生以下は保護者同伴▷当日の開催確認
は8時以降に市□HP（https://www.
yokosuka-yksk.jp/list.html）かコー
ルセンター（☎822-2500）へ。

11月3日㈷9時～12時・13時～16時
■内「武家の都」鎌倉の散策■定各抽選20
人■￥千円（学生証提示で500円）■締10
月18日㈪▷申込方法など詳細は衣笠
観光協会□HP へ。

こども
▶対象＝市内在住のひとり親家庭の親
子①みかん狩り＝11月3日㈷13時～
17時（雨天の場合7日㈰）■定先着30人
■￥千円■申①10月11日㈪以降に☎で横
須賀市母子福祉会（☎090-6133-
9191）へ▷会場など詳細は申込時に
お伝えします。
②ひとり親交流会（体育館遊び）＝11
月20日㈯10時～15時、本町コミセン
■定先着30人■申②10月11日㈪以降に
必要項目を電話でよこすかひとり親サ
ポーターズ・ひまわり（☎070-6635-
7365）か同団体□HP へ。

①長浦コミセン＝11月4日㈭、12月9
日㈭14時～16時②安浦コミセン＝
11月10日㈬、12月15日㈬9時30分
～11時30分③大津コミセン＝11月
11日㈭、12月16日㈭14時～16時④
久里浜コミセン＝11月17日㈬、12月
22日㈬9時30分～11時30分⑤武山
コミセン＝11月19日㈮、12月21日
㈫14時～16時■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■定先着①③～
⑤15人②8人■締①10月27日㈬②11
月2日㈫③11月3日㈷④11月9日㈫⑤
11月11日㈭■申10月13日㈬以降に必
要項目をネット申込かコールセンター

（☎822-2500□FAX 822-2539）へ。

□担自然環境共生課 ☎822-9749

横須賀エコツアー

□担衣笠行政センター ☎853-1611

三浦一族歴史体験ウォーキング

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

ひとり親家庭のための交流会

□担保健所健康づくり課 ☎824-7640

オーラルフレイル予防教室

こども
11月20日㈯9時30分～12時（9時受
付開始）、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
10月12日㈫～26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。

11月21日㈰14時～15時50分、ヴェ
ルクよこすか■対市内在住の人■定先着
50人■申 10月11日㈪以降に□HP「e- 
kanagawa横須賀市」へ。

11月24日㈬13時30分～15時30分、
総合福祉会館■対市内在住の人■定先着
30人■申10月12日㈫～11月17日㈬に
☎で担当へ。

シニア
11月26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11月11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。

11月27日㈯11時～13時、オンライ
ン開催■対市内在住・在勤・在学の父親
とその子ども（4歳児～高校生）■定抽選
8組■申10月11日㈪～11月7日㈰に必
要項目をネット申込へ。

12月3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80人■申10月11日㈪
～11月25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14日㈫13時30分～15時、オン
ライン開催▶テーマ＝食物アレルギー
と対応編■対市内在住の人■定先着40人
■申10月11日㈪以降に必要項目をネッ
ト申込へ。

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。

□担教育研究所 ☎836-2447

土曜科学教室「おもしろサイエンス」

□担こども青少年給付課 ☎822-0133

知っておきたい養育費講座

□担消費生活センター ☎821-1312

今どきの葬儀・お墓の事情

□担健康長寿課 ☎822-8135

骨と体のすこやか栄養教室

□担人権・男女共同参画課
 ☎822-8228

パパと子どものクッキング

□担健康長寿課 ☎822-8135

認知症サポーター養成講座

□担こども健康課 ☎824-7141

上手な小児科のかかり方講演会

市□HP

11月10日㈬14時～16時、ウェルシ
ティ市民プラザ■対 子育て支援に関心
のある人かボランティア活動をしてい
る人■締11月2日㈫■申必要項目を☎、□FAX

（824-7144）か□E（chaw-cfr@city.
yokosuka.kanagawa.jp）で担当へ
▷申込多数の場合、お断りすることが
あります。

11月12日㈮10時～11時、久里浜コ
ミセン■対市内在住・在勤・在学の人■定
先着15人■申10月12日㈫～11月5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。

▶釣り教室・大会＝11月14日㈰10
時・13時■対小・中学生とその保護者■定
各抽選10組（1組4人まで）■￥1組千円
■持釣りざお・リール（別途購入可）▷申
込方法など詳細は（公財）マリンスポー
ツ財団□HP へ▷海の安全教室他同時開
催イベントあり。

▶文芸部門▷俳句大会＝11月14日㈰
▷短歌・川柳（誌上大会）▶展示部門＝
10月8日㈮～11月21日㈰■内公募・入
賞作品、生け花、盆栽、建築・フラワー、
鎌倉彫、書道▶発表部門▷琵琶名曲演
奏会＝11月27日㈯▶三浦半島演劇祭
＝10月16日㈯～来年1月16日㈰■内4
公演（一部無料）の上演▷詳細はウェル
シティ4階担当などで配布するパンフ
レットをご覧ください。

①普通救命講習会＝11月16日㈫10
時～12時、三浦消防署②乳児事故防
止教室＝11月25日㈭9時30分～10
時30分、久里浜コミセン③上級救命
講習会＝11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①③18
人②10人■締①11月11日㈭②11月20
日㈯③11月24日㈬■申10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□FAX 822-2539）
へ。

11月16日㈫10時～12時、デュオよ
こすか▶テーマ＝1年を振り返ってア
ルバムづくり■対市内在住・在勤・在学
の人■定抽選10人■申10月11日㈪～11
月1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。

11月17日㈬10時～11時、オンライ
ン開催▶申込期間＝10月13日㈬～
11月4日㈭▷申込方法など詳細は市
消防局□HP へ。

□担こども健康課  ☎824-7141

誰もひとりにしない子育て

□担保健所健康づくり課 ☎822-4537

体も脳もスッキリ楽らく運動教室

□担港湾企画課 ☎822-8439

うみかぜカーニバルｉｎ海辺つり公園

□担まなびかん ☎822-4838

市民文化祭 秋の行事

□担救急課 ☎821-6507

救急法講習会

□担人権・男女共同参画課
 ☎822-8228

講座「アルバムづくり」

□担救急課 ☎821-6507

心肺蘇生法オンライン講習会

【案内】内容、持ち物など詳細は市□HP 、
チラシをご覧いただくか、各コミセンに
お問い合わせください。

あなたの知らない百人一首の世界
11月12日㈮・19日㈮・26日㈮10時
～12時（全3回）、追浜コミセン■定抽選
20人■締10月29日㈮

篆（てん）刻講座
11月25日㈭9時30分～12時、田浦
コミセン■定 抽選14人■￥ 千円■締 11月
11日㈭

琵琶法師が語る「平家物語」
11月13日㈯・20日㈯・27日㈯10時
～11時30分（全3回）、逸見コミセン
■定抽選20人■締10月28日㈭
人生100年時代の家計管理術
11月19日㈮・26日㈮10時～11時30
分（全2回）、逸見コミセン■定抽選24人
■締11月4日㈭

自分でできる癒しのツボ押し
11月18日～12月9日のうち木曜日
10時～11時30分（全4回）、衣笠コミ
セン■対全回参加できる人■定抽選20人
■締11月4日㈭
源氏物語を読む
11月19日㈮・26日㈮、12月3日㈮10
時～11時30分（全3回）、衣笠コミセ
ン■対全回参加できる人■定抽選20人■締
11月4日㈭

おかたづけ収納講座
11月24日㈬、12月1日㈬・8日㈬10
時～12時（全3回）、大津コミセン■対全
回参加できる人■定 抽選20人■締 11月
10日㈬
筆文字で描くアート書道体験
12月4日㈯・11日㈯10時～12時（全2
回）、大津コミセン■定抽選15人■￥千円
■締11月18日㈭

〒237-0061 夏島町9
☎□FAX 865-1145
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
☎□FAX 861-9007
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 
☎□FAX 823-3205 
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
☎□FAX 852-3596
kiph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

衣笠コミュニティセンター

〒239-0808 大津町3の34の40 
☎□FAX 835-2872 
ooph-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

大津コミュニティセンター
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やさしい手話入門
12月1日㈬・8日㈬・15日㈬10時～
11時30分（全3回）、浦賀コミセン■定
抽選20人■締11月18日㈭
あすなろ学級
シニア
11月4日～12月23日のうち木曜日
10時～11時30分（11月25日を除く、
全7回。時間の異なる回あり）、浦賀
コミセン■対 65歳以上■定 抽選20人■￥
1,500円■締10月19日㈫

ちびっこらんど
こども
10月26日㈫10時～11時30分、久里
浜コミセン■対1歳以上の未就園児とそ
の保護者■定抽選10組（1組2人まで）■￥
1組100円■締10月15日㈮

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。
北下浦ミュージックフェスタ
10月30日㈯12時30分～16時、北下
浦コミセン■定抽選50人■締10月18日
㈪

「枕草子」を読む
11月10日㈬・17日㈬・24日㈬10時
～12時（全3回）、北下浦コミセン■定抽
選20人■締10月27日㈬
地域を知ろう長沢・野比歴史散歩
11月19日㈮9時30分～13時、11月
26日㈮9時30分～11時30分（全2
回）、北下浦コミセン他■定抽選15人■￥
50円■締11月4日㈭

読み聞かせと手遊び歌
こども
11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
加者多数の場合、入場をお断りするこ
とがあります。
おしゃれな編み物
11月18日㈭・19日㈮10時～12時（全
2回）、長井コミセン■定 抽選10人■￥
1,600円■締11月4日㈭
遺跡からみる三浦半島の歴史
11月29日㈪、12月6日㈪・13日㈪13
時30分～15時30分（全3回）、西コミ
セン他■定抽選15人■締11月15日㈪
鎌倉幕府の知将・北条義時
12月3日㈮・10日㈮・17日㈮13時～
15時（全3回）、西コミセン他■定抽選
20人■￥550円■締11月16日㈫

〒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

〒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

その他の施設

臨時休館日
10月23日㈯は電気設備点検のため休
館します。
リサイクル体験教室
■対市内在住の人■定抽選①15人②10人
■申必要項目と教室名（①・②）をはがき
か□E（締切日の12時まで）でアイクル
へ。
①カップでアレンジメント＝11月12
日㈮9時30分～12時■締10月29日㈮
②クリスマスリース＝11月26日㈮、
12月3日㈮10時～15時（全2回）■締11
月10日㈬▷詳細は市□HP かアイクルへ。

ワンランク上をめざす写真術
10月23日㈯11時～17時■定抽選20人
■￥ 3千円■申 10月1日㈮～20日㈬に☎
か直接、産業交流プラザへ。
多肉植物「北欧ハウス箱庭」作り
11月13日㈯13時～15時■定抽選20人
■￥3,200円■申10月11日㈪～11月10
日㈬に☎か直接、産業交流プラザへ。

5日で学べるパソコン入門教室
▶超入門コース＝11月8日㈪～12日
㈮▶チャレンジコース＝12月6日㈪
～10日㈮。いずれも13時30分～15
時45分■対中高年のパソコン初心者■定
各先着20人■￥ 5千円■申 10月15日㈮
10時以降に☎か直接、まなびかんへ。
子ども将棋教室
こども
11月13日～来年2月26日のうち第2・
第4土曜日9時30分～11時30分（全8
回）■対初めて参加する棋力10級以下の
小学生（2年生以下は保護者が送迎）■定
抽選30人■￥500円■締10月30日㈯■申
必要項目、学年とあれば級位をはがき、
☎、まなびかん□HP か直接、まなびかん
へ。

こども工作教室
こども
10月24日㈰11時～13時、ハーブ園
展望台横（雨天中止）■内木工キットを
使った小物入れ作り■対小学生以下（未
就学児は保護者同伴）

サツマイモの収穫体験
10月2日以降の土・日曜日、祝・休日
に開催します（有料）▷なくなり次第終
了▷詳細はソレイユの丘□HP へ。
コスモス開花
10月上旬～11月上旬に花畑のコスモ

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

アイクル

〒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

〒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

〒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

スが見頃を迎えます。
サービスデー
証明書提示で駐車料金無料、「海と夕
日の湯」入浴料200円割引
▶市民感謝デー＝10月10日㈰・17日
㈰、11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

秋のローズフェスタｖｏｌ.2
10月23日㈯・24日㈰9時～15時▷音
楽祭などイベントあり▷詳細はヴェル
ニー公園□HP へ。

企画展
▶ビジュツカンノススメ アートを楽
しむ4つのヒント＝11月7日㈰まで
イベント・講座
▶谷内六郎アート縁日＝10月30日
㈯・31日㈰10時～16時、海の広場（雨
天時はワークショップ室前）■内ワーク
ショップ（事前予約制）、遊び道具の販
売など▷詳細は横須賀美術館□HP へ。
無料観覧日
11月3日㈷
休館日
10月4日㈪、11月1日㈪、12月6日㈪
▶臨時休館（谷内六郎館）＝12月17日
㈮まで

特別展示解説
▶足跡化石から探る太古の世界＝10
月16日㈯14時～15時
天神島ガイドツアー
10月24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■￥50円▷小学生以下は保護者同
伴。

展示解説
▶歴史展示ツアー考古編＝10月31日
㈰14時～15時■定当日先着20人
▶自然館ミュージアムトーク＝11月
3日㈷13時～14時■定当日先着20人
文化財収蔵庫公開
11月3日㈷～7日㈰9時30分～16時
三浦半島の自然誌
11月10日～12月8日のうち水曜日
14時～16時（全5回）■定 抽選30人■締
10月27日㈬■申必要項目をネット申込
か往復はがきで自然・人文博物館へ。
建築史からみた「ティボディエ邸」
11月13日㈯14時～15時30分■定当日
先着60人
休館日
月曜日

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

ヴェルニー公園

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

横須賀美術館

〒238-0016 深田台95
☎824-3688

自然・人文博物館

0・1・2歳おはなし会
こども
▶北図書館＝10月13日㈬・27日㈬
10時30分▶南図書館＝10月20日㈬、
11月3日㈷10時30分■定 各当日先着
10組
16ミリ映画会（中央図書館）
10月13日㈬14時「生誕100年 谷内
六郎展」■定当日先着30人
幼児・小学生おはなし会
こども
▶南図書館＝10月13日㈬、11月10
日㈬15時■定各当日先着10組▶北図書
館＝10月16日㈯14時30分■定当日先
着10組
日曜映画会（中央図書館）
10月17日「天皇が創った至宝」・24日

「百年の男」・31日「奥様は魔女（字
幕）」、11月7日「運慶と快慶」。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
▶北図書館＝10月24日㈰14時30分

「おしりたんてい4ププッかいとうた
いたんてい」▶南図書館＝10月27日
㈬15時30分「かんすけさんとふしぎ
な自転車」■定各当日先着15人
休館日
月曜日▷児童図書館は緊急修繕工事の
ため、11月中旬まで休館しています。

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

予約は☎823-9999
かホームページへ
横須賀芸術劇場 劇場□HP

横須賀芸術劇場
◆ 第9回　野島 稔・ 

よこすかピアノコンクール　 
プレ・イベント

11月3日㈷15時開演� 小劇場
◆ モルゴーア・クァルテット
11月27日㈯15時開演� 小劇場

YS彩友会 水彩画展
10月17日㈰～31日㈰9時～18時

（17日は12時から、31日は15時
まで）、長浦コミセン
[連]山田 ☎865-9487

10月15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。

12月号掲載記事の申込
（12月11日〜1月10日の催し）

伝言板 問合せは直接、
各連絡先（[連]）へ
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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。



市民相談室

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 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10月・11月の相談・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 ❽ こども健康課 ☎824-7141 
❷～❼ 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 離乳食・幼児食相談会
❽ ツインズ全体会

●認知症予防教室
11月19日～12月17日のうち金曜日10時～11時30分（全5回）、
ウェルシティ市民プラザ ■対市内在住の65歳以上 ■定抽選30人 ■締11月4日（木）
●運動機能改善教室
12月1日（水）・8日（水）・15日（水）10時～11時30分（全3回）、
久里浜コミセン ■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11月16日（火）
■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。
□担健康長寿課 ☎822-8135

●生きがい講座（12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11月20日（土）
■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。
池上老人福祉センター（〒238-0034池上4の6の1 ☎853-1051）
・はじめての学び「英語」2（全3回）
秋谷老人福祉センター（〒240-0105秋谷3の6の25 ☎857-0710）
・おしゃれ教室（全2回）
・おしゃれ教室ネイル（全1回）
公郷老人憩いの家（〒238-0022公郷6の1 ☎854-0206）
・スマホを体験してみよう（全1回）
・スマホ相談会（全1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）

ＨＩＶ・性感染症の匿名検査
10月12日（火）、11月9日（火）
13時30分～15時30分
■申☎（825-6117）で担当へ。
横須賀断酒新生会による酒害相談
10月12日（火）・19日（火）・22日（金）、
11月9日（火）18時30分～19時
■申☎（822-4336）で担当へ。
自死遺族相談（個別）
10月13日（水）、11月10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
10月20日 (水）13時30分～15時
■対女性■申☎（822-4527）で担当へ。
ひきこもり本人の会 ひだまりん
10月27日（水）9時30分～10時30分
■対21歳以上のひきこもりの人
■申☎（822-4336）で担当へ。

精神障害者家族語らいの会
11月1日（月）14時～15時
■申☎（822-4336）で担当へ。
ひきこもりの家族会 すずらんの会
11月9日（火）13時～14時
■申☎（822-4336）で担当へ。
管理栄養士による栄養・食事相談
11月16日（火）・25日（木）
13時30分 ～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
11月16日（火）・25日（木）
13時30分～16時（1人30分）
■申☎（822-4537）で担当へ。
専門医による指定難病相談会
11月30日（火）13時30分～16時30分
■対市内在住の神経系指定難病の人と
その家族、疾病の疑いのある人
■申☎（822-4385）で担当へ。
▷ 申込多数の場合、お断りすること

があります。

□担保健所健康づくり課

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

10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

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

献血にご協力ください
保健所健康づくり課 ☎824-7501

病気やけがなどで血液を必要としている人に、
安全性の高い血液を安定的にお届けするためには、
皆さんの献血へのご理解、ご協力が必要です。
尊い命を救うためご協力をお願いします。

会 場 横須賀中央駅前Ｙデッキ広場他
献血ルームでは「密」を避けるため予約をお願いしています。

日程・予約方法など詳細は、
神奈川県赤十字血液センター□HP をご覧ください。 検索神奈川　血液
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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）

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。



姉妹都市写真展「50年の絆」 
国際交流・基地政策課　☎822-8652

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 
　令和2年に、本市とブレスト市（フランス）は姉妹都市提携50周年を迎
えました。これまでの両市の交流の歩みを振り返り、さらなる友好を深
めるため、写真展を開催します。

と　き          11月9日（火）～23日（祝）10時～17時
ところ       コースカ ベイサイド ストアーズ（本町）
内　容   両市の風景や交換学生事業による交流の様子など

姉妹都市とは
　本市との歴史的なつながりや地理的共通点から提携を結ぶ海外の都市
で、交換学生事業などさまざまな交流を行っています。
▶ ブレスト市以外の姉妹都市は市□HPへ。

ブレスト市
　フランスのブルターニュ地方フィニス
テール県の主要都市で、第2次世界大戦後、
近代都市として復興した港湾産業都市です。
　造船、情報処理産業、農業、漁業などが
盛んで、海軍基地や国立海洋科学研究所が
あります。また、横須賀製鉄所（造船所）の
建設に貢献したフランス人技師フランソワ・
レオンス・ヴェルニーが勤務していた海軍工

こうしょう

廠があります。

イベントの中止 
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下のイベントを中止
します。

モビリティマルシェ 
経済企画課　☎822-9523

　市内の公園にさまざまなジャンルのフードキッチンカーが集結します。地
元の名店の味を身近な公園で買うことができ、雑貨などの物販もあります。

と　き          11月から
ところ        市内の公園、横須賀リサーチパーク 

横須賀美術館など
▶ 出店情報など詳細は専用□HPへ。

事業者向け移動販売出店説明会
内　容           移動販売ビジネスのノウハウ　　 

モビリティマルシェの案内
と　き          10月18日（月）14時
ところ      横須賀商工会議所

▶ 申込方法など詳細は事業者向け□HPへ。

放置自転車・バイクのないまちへ 
土木計画課　☎822-8236

10月は「放置自転車・バイククリーンキャンペーン」
　市内の駅周辺には、通勤・通学、買い物客などの自転車やバイクが放置
されており、大きな社会問題となっています。
　駅前や歩道など、公共の場所に自転車などを放置すると、まちの景観を
損ねるだけでなく、身体の不自由な
人や高齢者、子どもたちの通行の妨
げとなり危険です。
　また、災害などの緊急事態時には
救急・消防活動の妨げともなるので、
自転車などの放置はやめましょう。

▶ 市立自転車等駐車場を利用しましょう。日曜日、
祝・休日、年末年始は無料で利用できます。詳細
は市□HPへ。

▶ 道路や防災トンネルなどの公共の場所に自転車など
を放置せず、駐輪場を利用しましょう。

▶ 放置禁止区域に自転車などを放置すると、即日で
保管所に移動する場合があります。

事業者向け□HPモビマル□HP

生誕100年 谷内六郎 展

衣笠商店街と谷内六郎
10月2日（土）～12月12日（日）10時30分～16時30分
ガレリア会館1階（衣笠栄町）

横須賀美術館 休館日 10月4日（月）、11月1日（月）、12月6日（月）

いつまで見ててもつきない夢

見どころ

と　き
ところ

貴重な初期作品の数々
1955年に第1回文藝春秋漫画賞を受賞した
谷内六郎。その独特の世界観は、多くの人
に衝撃を与えました。

時代を超える魅力
子どもの繊細な心と豊かな想像力が表現さ
れた「週刊新潮」表紙絵。笑いあり涙あり
の子ども時代が懐かしくよみがえります。

知られざる仕事の数々
企業広告や絵本、小説の挿絵、今も街を彩る
モザイク壁画など幅広い作品を紹介します。

画像は全て©Michiko Taniuchi

モザイク壁画�《傘の穴は一番星》1975年、
山陽堂書店（東京・表参道）

「週刊新潮」表紙絵　«火星人だ»�1971年、横須賀美術館蔵

《色セロファンの中》�1952年、個人蔵

美術館運営課　☎845-1211

　横須賀にアトリエを構えていた画家・谷内六郎の展覧会を開催します。
代表作「週刊新潮」表紙絵をはじめ、幅広い作品を紹介します。谷内
六郎の全貌を約300点の貴重な原画や印刷物で振り返る、 約15年
ぶりの大回顧展です。

　衣笠商店街と協働して、谷内六郎の「週刊新潮」表紙絵と1964年に撮影された衣笠
の写真を、パネル展示で紹介します。
　本展示は、夏休み期間中、衣笠小学校の5・6年生の有志を対象に開催したワーク
ショップ「こっちの街とあっちの街 衣笠商店街と谷内六郎〈週刊新潮 表紙絵〉」の成果
展示でもあります。買い物や散歩といった日常生活の延長線上で、美術館と出会える
きっかけをつくっていく初の試みです。

9月25日土～12月12日日

イベント名 問合せ先
横須賀菊花大会 観光課　☎822-8294

市民駅伝競走大会 スポーツ振興課　☎822-8493

北久里浜秋まつり 大津行政センター　☎836-3531

観音崎フェスタ 浦賀行政センター　☎841-4155

横須賀三浦地区ふれあい広場 障害福祉課　☎822-9839

10 広報よこすか　令和３年（2021年）10月号 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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ぎ未来に向けた

浦賀レンガドックの新しい活用
　浦賀レンガドックは、1899 年に建造され 2003 年に閉鎖されるまで、千隻以上の
船の製造や修理を行ってきた造船所です。また、レンガ造りのドライドックとしては日
本唯一となる、貴重な歴史遺産でもあります。
　ことし 3 月に住友重機械工業株式会社から周辺部と合わせてご寄付をいただき、
現在は海洋都市横須賀の重要拠点とするため、活用に向けた調査を行っています。

横須賀の魅力を再発見

「MEGURU PROJECT」
　横須賀の歴史資産や観光拠点を周遊する「ルートミュージアム」の整備に合わせて、
中央地域と浦賀地域を結ぶバスや電車など交通網の充実や、浦賀レンガドックを中心
とした新たな観光資源をつくる「MEGURU PROJECT」を実施します。

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。

詳細は、
「MEGURU 
PROJECTポータル
サイト」へ。
（10月中旬公開予定）

マンホールカードを配布します
浦賀奉行所開設 300 周年を記念して作製
したマンホールぶたの、マンホールカード
を配布します。

場　所　浦賀コミュニティセンター分館
問合せ　上下水道局総務課　☎822-8607

浦賀レンガドック
特設□HP

10／
　 

23土
スタート（予定）

黒船来航のまち浦賀を、船上から案内するクルー
ジングツアーを運航します。また、11月6日（土）・
7日（日）には、江戸時代末期に建造された軍艦 

「咸臨丸」を再現した船による特別クルーズを実施
する予定です。

問合せ� 株式会社トライアングル　☎825-7144

URAGA開国クルーズ

浦賀レンガドックと千代ヶ崎砲台
跡を専用バス「浦賀のレンガ号」で
結び、明治期の日本技術の集大成を
ガイドと巡るバスツアーを実施し
ます。

「浦賀のレンガ号」で行く ！  ドックと千代ヶ崎砲台跡

問合せ� 株式会社トライアングル　☎825-7144

その他の魅力的な企画
　 ● 周遊バス「よこすか潮風ライナー」
　 ● ラッピングトレイン
　   「よこすかルートミュージアム号」
　 ● 特別貸し切り列車
　   「よこすかルートミュージアム

 満喫ツアートレイン」　
日程など詳細はポータルサイトへ。
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掲載内容は、9月15日時点の情報です。

ワクチン接種の予約方法

ワクチンに関する問合せ

24時間専用ホームページ

保存版 新型コロナウイルス感染症の受診相談フロー

発熱・咳・のどの痛み・息苦しさなどの
症状が出た場合

必要に応じて、PCR検査や発熱外来を受診

ワクチン接種について

帰国者・接触者相談センター

陽性 陰性

自宅療養中に具合が悪くなったら…？

自宅療養 入院

かかりつけの 
医療機関
必ず事前の電話連絡を
お願いします。

保健所が指定した療養先で過ごしてください。
濃厚接触者の方は、陽性者との
最終接触から2週間、自宅で
健康観察をしてください。

症状が続く場合は、 
かかりつけの医療機関へ
の電話相談や、オンライン
診療をご利用ください。

療養生活終了まで、自宅※

で過ごしてください。

「療養のしおり」の裏表紙に記載されている
「療養中の相談窓口」にお問合せください。
医師の判断などに基づき、入院の可否を判断します。

具合の悪い方、重症化リ
スクの高い方などが対象
です。

オンライン診療
一覧はこちら

日頃から備えておくと安心です
スポーツ飲料
発熱時に食べやすいもの

（レトルトおかゆやアイスクリームなど）
市販の解熱剤
体温計
消毒薬（70％以上のアルコールなど）

＼いざという時に／

※ 家庭内に高齢・妊娠中の方がい
る場合などは、宿泊療養の対象
となる場合があります。

☎ 046-822-4308

☎ 0120-432567

☎ 045-285-0719

☎ 0120-432567

（新型コロナウイルス感染症受診相談センター）

月〜金曜日 8時30分〜 20時
土・日曜日、祝・休日 9時〜 17時

A B

（症状のない方は自費検査です）

10月1日から12歳以上のすべての方
の予約を開始します。
接種会場によって使用するワクチンが異なります。

1回目と2回目は同じ種類のワクチンを接種する必
要があります。予約の際はご注意ください。

使用するワクチンにより、ページが異なります。

モデルナ
さいか屋
横須賀店（　 　 ）

以下の A・B いずれかに電話相談

24時間

8時30分〜17時 年中無休

LINE

電 話

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。

接種後に副反応を疑う症状が現れた場合は、

24時間 年中無休

神奈川県新型コロナワクチン副反応等
相談コールセンター

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

フ リ ー
ダイヤル

フ リ ー
ダイヤル

LINE ID
＠ yokosuka_official

さいか屋横須賀店 各医療機関

モデルナ ファイザー

 ファイザー
（各医療機関）

予約方法は接種会場ごとに
異なります。
詳細は市HPをご確認ください。
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