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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10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385,064人（前月比−433人）　世帯数165,518世帯（前月比+43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。

FAXFAX 046-822-2539 8時〜18時（年中無休）

うるわしき うるわしき 自然のめぐみ

樹を愛し 樹を愛し 人はすこやか

思いやりのある社会と

平和な地球を目指して

輝くみどり天高く

第32回全国「みどりの愛護」のつどい記念特別照射

平和中央公園

第37回都市公園等コンクール
一般社団法人日本公園緑地協会会長賞受賞
第55回日本サインデザイン賞
日本サインデザイン大賞/経済産業大臣賞受賞
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。横須賀の新たな楽しみ方として始まった「よこすかルートミュージアム」。

その中でもペリー来航の地、浦賀を中心に巡る旅「ＭＥＧＵＲＵ ＰＲＯＪＥＣＴ」が始まります。

千代ヶ崎砲台跡

明治28年に陸軍が建設した
西洋式の砲台。築造当初の姿
が残る広大な砲台跡。

「浦賀レンガドック」と
「千代ヶ崎砲台跡」を巡るガイドツアー

周遊バス　よこすか潮風ライナー

京急電鉄×よこすかルートミュージアム
わくわくスタンプラリー

ＵＲＡＧＡ開国クルーズ

デジタルよこすか満喫きっぷ

来年1月23日までの土・日曜日、祝日土・日曜日、祝日（12月29日～1月3日を除く）
11月～2月 　　9時30分～15時30分（入場は15時まで）
  3月～9月　　 9時30分～16時30分（入場は16時まで）

来年1月23日㊐まで

来年1月23日までの土・日曜日、祝日
（11月3日㊗、1月1日㊗・2日㊐
を除く）

来年1月23日㊐まで（11月3日㊗を除く）

来年1月31日㊊まで

「よこすかルートミュージアム」を巡ります。
条件を満たして応募すると、抽選で賞品が当たります。

来年1月31日㊊まで

今もなお浦賀に残る、明治期の日本技
術の集大成をガイドと巡るツアー。こ
のツアーでは、浦賀レンガドックの下
まで降りての見学が可能です。

横須賀駅と浦賀レンガドック・千代ヶ
崎砲台跡方面を結ぶ周遊バス。眺望に
優れた「リムジンバス」で、浦賀レン
ガドックの中などの景色をお楽しみい
ただけます。

黒船が来航した浦賀を船上からご案内し
ます。ペリーになった気分を味わえる船
内ガイド付き約30分間のクルージング。

電車・バスの乗車券に、食べる券と遊ぶ
券がセットになったお得な「よこすか満
喫きっぷ」のデジタル版を発売。「よこ
すか潮風ライナー」にも乗車できます。

千円

500円

京急線全線（泉岳寺駅を除く）

▶︎1月の運航日は変更となる可能性があります。

費用

費用

乗車開始駅

期間限定発売

（11月3日㊗、1月1日㊗・2日㊐を除く）
9時～16時45分
一般来場者はドックの上からの見学のみ。見学ツアーなどでは、
ドックの下まで降りて見学可能。

国内で唯一の、下まで降りて
見学できるドライドック。

浦賀レンガドック

よこすかルートミュージアム
満喫ツアートレイン
12月18日㊏・19日㊐、来年1月15日㊏

品川発、特別貸切列車の特別ツアー。

▶︎申込多数の場合、参加できないことがあります。
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　レンガや白い壁とアーチ型の窓、アイアン
フレームなどの西洋の要素を取り入れ、地中
海らしさを表現したモダンな内装・外装も大
きな魅力。屋根にはティボディエ邸と同じ瓦
材を使用しています。
　2階建ての店内は、個室を完備。パーティー
利用もでき、記念日やウェディングなど特別
な日にもご利用いただけます。

　東京湾や相模湾で水揚げされた海の幸、よこすか野菜などを使用したメニュー。
公園散策の際の軽食など、気軽に利用できるテイクアウトメニューもあります。

※掲載内容は、10月20日時点のものです。今後、変更の可能性があります。

ヴェルニー公園内に新たな賑わいを創出するために飲食店舗を
公募。「リストランテ アマルフィイ（鎌倉市七里ガ浜）」などの飲
食店を経営する（株）ビィバリューに決定しました。

文化振興課　☎️822-9284

9月29日から開始した中学校給食。不入斗中学校
3年4組を訪問し、給食の様子を取材しました。

子どもからおいしいという声を聞きます。普段家では作
らないようなメニューも提供されるため、ありがたいで
す。給食の感想など、家での会話が増えました。

パン注文など今までの方式では栄養の偏りが心配でした
が、栄養バランスの取れた温かい食事を取ることができ
るようになりました。子どもたちは給食の時間をとても
楽しみにしています。

おいしい。放課後に部活がありますが、量は十分。
小学校1年生に戻ったようで、献立表を見ながら
毎日ワクワクしています。

揚げじゃがいものそぼろ煮やいそあえなど、
小学校の時の人気メニューをまた食べること
ができてうれしい。温かい給食が食べられる
ようになり、感謝！

渡辺龍
りゅうのすけ
之介さん

保護者のコメント小林美
み ら ん
蘭さん

不入斗中学校長・慶
けいちょうまさふみ
長雅史さんのコメント
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街頭啓発活動 12月3日（金）14時30分～15時
横須賀中央駅前Ｙデッキ広場

展 

示

多様な性に関するパネル展示　※いずれも各施設の休館日を除く。
11月20日（土）～30日（火）　　中央図書館
12月1日（水）～14日（火）　 　 まなびかん
12月10日（金）～24日（金）　　横須賀モアーズシティ（若松町）

横田めぐみさんと特定失踪者の写真パネル展示
11月29日（月）～12月2日（木）　市役所1階展示コーナー

人権作文コンテスト市内優秀作品展示
12月3日（金）～10日（金）　市役所1階展示コーナー

相 

談

女性の人権ホットライン強化週間
電話相談　☎0570-070-810
11月12日（金）～18日（木）　8時30分～19時 （土・日曜日は10時～17時）

特設くらしの人権相談（予約制電話相談）
12月9日（木）13時～16時
申込　11月11日（木）以降に☎で人権・男女共同参画課へ。

映 

画
多様な性に関する映画上映
11月20日（土）10時・14時　中央図書館
タイトル　ぼくが性別「ゼロ」に戻るとき(空と木の実の9年間）

人権を考える講演会 生涯学習課　☎822-8483

  定員  先着100人
  申込   11月11日（木）～30日（火）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。
手話通訳・要約筆記希望者は、11月21日（日）までにコールセンターへ。

勝間和代さん

人権セミナー 《まなびかん》 生涯学習課　☎822-8483

①ハンセン病とともに生きて　12月7日（火）14時～15時30分

②ドメスティックバイオレンスについて考えよう、コロナ禍の背景にあるもの
12月10日（金）14時～15時30分

③インターネットによる人権侵害、コロナ差別の被害者を救え
12月16日（木）14時～15時30分

  定員  各先着20人
  申込   11月11日（木）以降に必要項目とセミナー名（①～③）をはがき、☎、

FAX（822-6849）かEメール（se-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp）
で生涯学習課へ。

　手話通訳・要約筆記希望者は、各開催日の２週間前までに生涯学習課へ。 

人権・男女共同参画課　☎822-8219

広報よこすかは、ホームページやSNSなどインターネット上の情報との連携を強化します。

最新情報最新情報 は
 インターネットから

講座・催しの情報は、
よこすかカレンダー
広報よこすかに掲載されていない 
講座・催しの確認や申込ができます。

動画もチェック！
よこすかムービーチャンネル
横須賀市のイベント・観光・歴史・スポーツなどを 
動画で紹介しています。
また、市長から直接お伝えしたい大切な情報を、 
メッセージ動画で配信しています。コロナや災害時の最新情報は、

市公式LINE・Twitter
新型コロナウイルス感染症に関する情報や、 
災害発生時の防災行政無線の内容や 
避難所開設情報などを配信しています。

市公式LINEでは、新型コロナウイルス感染症に関する情報 
配信の他、暮らしに役立つ便利な機能を利用することが 
できます。

　  手続きに必要な書類などの確認（「手続きナビ」）
　  家庭ごみの分別検索、粗大ごみ収集（有料）の申込

引っ越しや結婚などのライフイベント
に必要な、行政手続きの種類や申請窓
口、持ち物などを簡単に調べることが
できます。

市公式LINEの
メニュー　　「手続き・申請」

   「手続きナビ」をタップ

市公式LINEを 
活用していますか？

「手続きナビ」

よこすかカレンダー

市公式Twitter

市公式LINE

よこすかムービー
チャンネル

登録者数

  　 万人
 （10月18日現在）
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決算概要 2020年度
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。

市税、地方交付税、国・県支出金、市債などで運営する会計

皆さんからの寄付により、以下のコロナ対策を行うことができました。

（前年度 1,648億 3,781万円） （前年度 1,618億 4,136万円）

不足分は留保資金などで補てん

特定の収入で特定の事業を運営する会計（国民健康保険、介護保険など）

民間企業のように事業の収入で運営する会計（上・下水道事業、病院事業）

一般会計

特別会計

企業会計

財務課 ☎822-8163

歳 入

歳 入

収 入

歳 出

歳 出

支 出

2,039 億 1,941 万円

1,104 億 5,205 万円

425 億 6,812 万円

1,995 億 5,571 万円

1,051億 2,453万円

500 億 4,067万円

詳細は市HPを
ご覧ください

財務管理課
☎822-8276

令和2年度
寄付額 77,719,785円

コロナ基金へのご協力
ありがとうございます

1 医療の充実
● 重点対応医療機関への支援
● PCRセンターの運営費補助
2 経済対策
● 家賃支援給付金
● 市内製造業などの生産性向上支援
3  住民生活の維持と 

新しい生活様式の導入
● 次亜塩素酸水配布事業
● 住民異動窓口案内システムの導入

4 福祉･教育の推進
●  学校机用飛

ひ ま つ

沫防止パーティ
ションの設置

● 保育所などへの支援員の配置
5 Ⅴ字回復に向けた観光振興
● ツアーバス誘致事業
●  観光プロモーションのための

動画整備

など

個 人 257件
法 人 99件

ストリートキャンバス描き手募集

よこすか海岸通りのモニュメントに
ウォールアートなどの絵を描きたい人
を募集します。
▶詳細は市HPへ。
企画調整課 ☎822-8131

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

受付期間 11月1日（月）～来年１月14
日（金）（推薦は11月1日（月）～12月3
日（金））
対象 中学校を卒業（見込みを含む）し
ている17歳未満の男子
自衛隊横須賀地域事務所 
☎823-0404

市営住宅入居者の定期募集

期間 11月15日（月）～12月1日（水）
定員 抽選60戸
▶詳細は市役所案内所・1階市政情報
コーナー・分館3階市営住宅課、行政
センター、役所屋などで11月11日

（木）から配布する申込書としおりをご
覧ください。
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

シルバー人材センターの会員募集

シニア
加入には入会説明会（予約制）への参加
が必要です。日程など詳細はシルバー
人材センター（☎822-1337）へ。
対象 市内在住の60歳以上
健康長寿課 ☎822-8255

のたろんフェア2022
参加団体募集
日時 来年2月12日（土）・13日（日）10
時～15時
場所 市民活動サポートセンター
対象 同センターに登録のある市民公
益活動団体
▶申込期間・方法など詳細は市役所2

号館2階市民生活課か同センターにあ
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。
市民活動サポートセンター 
☎828-3130

放課後児童クラブの新規入所

こども
放課後児童クラブ（学童）は共働き家庭
などで留守家庭の小学生が、放課後や
学校の長期休みに適切な遊び・生活の
場として放課後児童支援員などに見守
られながら過ごす場所です。
▶利用料や開所時間などはクラブに
よって異なります。
▶来年小学校1年生になる児童の新規
入所申込やお問い合わせは直接、各ク
ラブへ。
▶各クラブの連絡先など詳細は市HPへ。
こども育成総務課 ☎822-8061

新成人行事の該当者名簿への掲載

町内会・自治会から成人祝いの行事の
ために区域内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22日（月）までに住所、氏名
を郵送、FAX（827-4803）かEメール

（chi ik i -com@city .yokosuka .
kanagawa.jp）で、地域コミュニティ
支援課か管轄の行政センターへ。
地域コミュニティ支援課 
☎822-9510

給食費の電話納付案内の開始

11月1日から市立小中学校などの給
食費の未納者に対し、本市市税納付推
進センターによる電話納付案内を開始
します。同センターから金融機関の口
座を指定し、振り込みを求めることは
ありません。不審な電話があった場合
は納税課へ。

納税課 ☎822-8119

くらしの安全・安心カレンダー

12月1日（水）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身
を守るポイントを掲載しています。
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
コーナー、行政センター、役所屋、コ
ミュニティセンター、図書館など
危機管理課 ☎822-8410

モビマル×よこすか野菜

日時 11月17日（水）・18日（木）11時
～14時、12月11日（土）11時～16時

（売り切れ次第終了）
場所 市役所前公園
内容 キッチンカーなどの移動販売車
が集まるYOKOSUKAモビリティマ
ルシェと市内農家による直売会です。
カラフルでユニークな「よこすか野菜」
を購入できます。
農業振興課 ☎822-9395

マイナンバーカード日曜交付予約

（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。 ）

日時 11月28日（日）8時30分～11時
30分
場所 市役所2号館2階マイナンバー
カード交付会場
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
定員 先着144人
申込 11月11日（木）～23日（祝）に☎
で 専 用 コ ー ル セ ン タ ー（ 0 1 2 0 -
025034）かHP「横須賀市マイナン
バーカード受取予約システム」へ。
窓口サービス課 ☎822-8573

介護・保育職就職面接会

日時 11月29日（月）9時30分～11時

30分・14時～16時
場所 ハローワーク横須賀
ハローワーク横須賀 ☎824-8609

日米合同原子力防災訓練見学

日時 12月15日（水）9時30分～12時
場所 消防局庁舎４階災害対策本部室
定員 抽選10人
締切 12月3日(金)
申込 必要項目を☎、FAX（827-3151）
かEメール(ps-pc@city.yokosuka.
kanagawa.jp)で危機管理課へ。
危機管理課 ☎822-8226

保健所の相談

①横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 11月16日（火）・26日(金)18時
30分～19時
②女性医師による女性健康相談
日時 11月17日（水）13時30分～15時
対象 女性
③自死遺族分かち合いの会
日時 11月17日（水）14時～15時
④ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 11月24日（水）9時30分～10時
30分
対象 21歳以上のひきこもりの人
⑤管理栄養士による栄養・食事相談
日時 12月2日（木）・21日（火）13時30
分～15時45分（1人45分）
⑥保健師による運動・健康相談
日時 12月2日（木）・21日（火）13時30
分～16時（1人30分）
⑦保健師・管理栄養士による健康相談
日時 12月7日（火）13時～16時15分

（1人60分）
⑧自死遺族相談（個別）
日時 12月8日（水）13時30分・14時
30分
申込 いずれも☎で保健所健康づくり
課（①③④⑧☎822-4336②☎822-
4527⑤～⑦☎822-4537）へ。
保健所健康づくり課

● 市役所への郵便は「〒238-8550 ○○課」で届きます
● 費用の記載がないものは「無料」
● 申込方法の記載がないものは「申込不要（入場自由）」

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　

広報よこすか　令和３年（2021年）11月号 5

総合福祉会館の臨時休館　11月23日（祝）は電気設備点検のため全館臨時休館します。福祉総務課 ☎822-8269

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



ウインドサーフィン 
ライブ配信 食料品の寄贈を受け付けています

高齢者・障がい者などの
住まい探し相談
日時 11月11日（木）、12月9日（木）
13時30分～15時30分
場所 総合福祉会館
申込 ☎で(公社)かながわ住まいまち
づくり協会（☎045-664-6896）へ。
まちなみ景観課 ☎822-8077

専門家による無料相談など

税理士会による相続税相談
日時 11月24日（水）13時～16時（1人
30分）
場所 市役所1階市民相談室
対象 市内在住・在勤の人
定員 先着6人
申込 11月11日（木）10時以降に☎で
東京地方税理士会横須賀支部（ ☎
824-4193）へ。
行政書士会による終活などの相談
日時 12月1日～22日のうち水曜日
13時・14時・15時
場所 市役所1階市民相談室
対象 市内在住・在勤の人
定員 各先着3人
申込 11月11日（木）9時以降に☎で市
民相談室（☎822-8114）へ。
市民相談室 ☎822-8114

国保・後期の保険料夜間納付相談

日時 11月29日（月）・30日（火）17時
～19時30分（夜間通用口からお入り
ください）
場所 市役所1階21番窓口
対象 納期限内での納付が困難な人
持ち物 被保険者証
▶電話相談・保険料の納付も受け付け
ます。
健康保険課 ☎822-8234

国・県・市合同行政相談会

日時 11月29日（月）13時～16時
場所 市役所5階正庁
内容 相続・登記・境界・税金・労務・マ
ンション管理などの相談
対象 市内在住・在勤の人
申込 11月11日（木）～24日（水）に☎
で総務省神奈川行政評価事務所へ。
総務省神奈川行政評価事務所
☎045-681-1100

高齢者・介護者のこころの相談

日時 12月7日（火）・14日（火）・21日
（火）13時30分・14時30分

場所 中央健康福祉センター
定員 各先着1人
申込 11月11日（木）以降に☎で地域
福祉課へ。
地域福祉課 ☎822-8291

専門医によるもの忘れ相談

日時 12月9日（木）13時・13時20分・
13時40分、12月23日（木）14時・14
時20分・14時40分
場所 総合福祉会館
対象 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
申込 ☎で健康長寿課へ。
健康長寿課 ☎822-8135

特定健診結果まるごと相談会

日時 12月15日（水）9時30分・10時
30分・13時30分・14時30分・15時
30分
場所 市役所内の会議室
対象 本市国保加入者で特定健診を受
けた人
定員 各先着1人
申込 12月2日（木）～14日（火）に☎で
健康長寿課へ。
健康長寿課 ☎822-8227

弁護士による養育費相談

日時 12月18日（土）9時～15時
場所 はぐくみかん1階こども青少年
給付課
対象 市内在住のひとり親になる予定
の人かひとり親
定員 先着5人
申込 12月1日（水）～17日（金）に☎で
こども青少年給付課へ。
こども青少年給付課 ☎822-0133

パブリック・コメントの募集

横須賀市地域防災計画の改訂
担当 危 機 管 理 課（ 市 役 所 4 階 ）☎

（822-9708）FAX（827-3151）E
メール（ps-pc@city .yokosuka.
kanagawa.jp）
環境基本計画の策定
担当 環境企画課（市役所2号館6階）☎

（822-8327）FAX（821-1523）E
メール（ep-ep@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
地球温暖化対策実行計画の策定
担当 環境企画課（市役所2号館6階）☎

（822-9661）FAX（821-1523）E
メール（ep-ep@city.yokosuka.

kanagawa.jp）
横須賀市みどりの基本計画中間見直し
担当 自然環境共生課（市役所2号館6
階）☎（822-8559）FAX（821-1523）
Eメール（ne-ep@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
▶説明会（11月13日（土）15時～16
時、ヴェルクよこすか）あり。
横須賀市都市公園の整備・管理の方針
の策定
担当 公園建設課（市役所2号館6階）☎

（822-9950）FAX（821-1523）E
メール（pac-ep@city.yokosuka.
kanagawa.jp）
第2期 横須賀市空家等対策計画の策
定
担当 まちなみ景観課（市役所分館3
階）☎（822-8077）FAX（826-0420）
Eメール（sumai-katsuyou@city.
yokosuka.kanagawa.jp）
横須賀市市営住宅長寿命化計画の策定
担当 市営住宅課（市役所分館3階）☎

（822-9781）FAX（822-8537）E
メール（ho-c i@city .yokosuka .
kanagawa.jp）
長期優良住宅の普及の促進に関する法
律施行取扱規則の一部改正
担当 建築指導課（市役所分館4階）☎

（822-8527）FAX（825-2469）E
メール（bg-c i@c ity .yokosuka .
kanagawa.jp）
資料提供・意見募集期間
いずれも11月10日（水）～12月1日

（水）
意見提出方法
郵送、FAX、Eメールか直接、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から入手できます。
▶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。

審議会の傍聴

横須賀美術館運営評価委員会（第2回）
日時 11月22日（月）10時～12時
場所 横須賀美術館
担当 美術館運営課 ☎845-1211
申込 10分前までに会場へ。
▶議題、定員など詳細は担当へ。

空調設備改修工事による
西コミセン施設の利用休止期間
休止期間・施設
11月21日（日）～12月28日（火）
集会室、音楽室、幼児室

来年1月4日（火）～23日（日）
全室
1月24日（月）～2月28日（月）
第1～4学習室、和室、調理講習室、
美術工芸室
3月1日（火）～31日（木）
全室
西行政センター ☎856-3157

11月25日～12月1日は
「犯罪被害者週間」
犯罪による被害は決して他人事ではな
く、誰にでも起こり得ることです。犯
罪被害者などへの理解を深め、傷つい
た人に寄り添い、助け合える社会を築
きましょう。
▶犯罪被害者支援などの相談窓口は市
HPへ。
地域安全課 ☎822-9707

12月3日～9日は「障害者週間」

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
会を目指し、各種キャンペーンを行い
ます。
▶詳細は市HPへ。
障害福祉課 ☎822-8249

企画課　☎822-9820

　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20日（土）・21日（日） 
10時～17時（21日は16時まで）

▶ 大会の詳細はHP「ＪWA」へ。
▶ ラ イ ブ 配 信 の 視 聴 は、Ｊ W A 公 式

YouTubeチャンネルへ。

地域福祉課　☎822-8176

　新型コロナウイルス感染症の影響で暮らしにゆとりがなくなった人
に、食料を支援しています。現在、この支援に必要な食料品の寄贈を受
け付けています。

受付場所 　消防局庁舎1階地域福祉課
▶ 受け付ける食品（①～④を全て満たすもの） 

①未開封　②製造者が書かれている 
③常温保存できる　④賞味期限が１カ月以上ある

▶ お米は、精米日の書かれた未開封のもの。

YouTube

新美写真クラブ写真展
11月11日（木）～16日（火）10時
～17時（11日は13時から、16日
は16時まで）、文化会館

［連］長田 ☎090-9962-2010
あったかハート交流会
11月27日（土）13時～15時30
分、総合福祉会館

［連］佐藤 ☎080-4676-2241

11月15日（月）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（822-
4711）かEメール（dengonban@
city.yokosuka.kanagawa.jp）で
広報課へ。
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。

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
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老人福祉センターの入浴設備廃止 　来年3月末までに廃止します。健康長寿課 ☎822-8255



カジュアルコンサート

まなびかん ☎822-4838

日時　 来年1月23日（日）14時〜15時（13時開場）　�
場所　よこすか芸術劇場
定員　 先着600人(全席指定)
費用　�千円
申込　 11月28日（日）以降に横須賀芸術劇場HP、芸

術劇場予約センター（☎823-9999）か直接、
同劇場チケットセンターへ。

横須賀交響楽団によるニューイヤーを彩る演奏会です

よこすかカレンダー 広報紙に掲載していないその他の講座・催しは、市HP「よこすかカレンダー」からご覧いただけます。

消しゴムハンコでオリジナル年賀状づくり

産業交流プラザ ☎828-1630

日時　11月19日（金）13時〜15時
場所　産業交流プラザ
定員　抽選15人
費用　1,500円
申込　�11月1日（月）〜17日（水）に

☎か直接、産業交流プラザ
へ。

アーチェリー初心者講習会

くりはま花の国アーチェリー場 ☎833-8300

日時　11月19日（金）、12月17日（金）10時〜12時
場所　くりはま花の国アーチェリー場
対象　小学校5年生以上
定員　先着4人
費用　千円
申込　 11月11日（木）以降に☎でくりはま花の国

アーチェリー場へ。

LGBTQオンラインイベント

保健所健康づくり課 ☎822-4336

日時　11月20日（土）、12月4日（土）21時〜22時
場所　オンライン開催
内容　座談会形式よるトークイベント
対象　 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。

集客への第一歩
SNSを活用してお店をPR

商業振興課 ☎822-8286

日時　11月24日（水）・25日（木）14時〜17時
場所　横須賀商工会議所
内容　 SNS向けPR動画の撮り方（24日）、インフル

エンサーに学ぶSNS投稿のポイント（25日）
対象　市内事業者
定員　各抽選20人
申込　 11月1日（月）〜19日(金)に必要項目を�

ネット申込へ。

三笠公園で楽しむ自然体験
（ネイチャーゲーム）

三笠公園管理事務所 ☎824-6291

日時　11月28日（日）10時〜12時
場所　三笠公園
対象　小学生以上
定員　先着30人
申込　 11月11日（木）以降に必要項目を☎かFAXで

三笠公園管理事務所（☎ 8 2 4 - 6 2 9 1�
FAX825-4440）へ。

高齢者虐待防止市民講演会
「体と心をほぐしてリフレッシュ」

地域福祉課 ☎822-8291

日時　11月29日（月）14時〜16時
場所　総合福祉会館
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　先着60人
申込　 11月10日（水）〜24日（水）に必要項目をネッ

ト申込か☎、FAXでコールセンターへ。
▶手話・要約筆記、車椅子席あり。

障害の理解を深める講演会
「HOT ホッとする性のはなし」

こども家庭支援課 ☎822-8937

日時　12月1日（水）10時〜12時
場所　まなびかん
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　先着85人
申込　 11月11日（木）〜24日（水）に必要項目をネッ

ト申込か☎、FAXでコールセンターへ。

ファミサポおまかせ会員研修

ファミリー・サポート・センター ☎828-8510

日時　 12月2日（木）・3日（金）・9日（木）・10日（金）・
14日（火）9時30分〜14時30分（全5回）

場所　ヴェルクよこすか
対象　全回参加できる市内在住の人
申込　 11月1日（月）〜30日（火）に☎でファミリー・

サポート・センターへ。
▶託児あり。

横須賀開国史研究会 講演会

文化振興課 ☎822-9478

日時　12月4日（土）13時〜16時
場所　ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
定員　抽選200人
締切　11月15日（月）
申込　 必要項目を往復はがきかEメール（cup-pc@

city.yokosuka.kanagawa.jp）で文化振興課
へ。

養育費相談会・クリスマス会

こども青少年給付課 ☎822-0133

日時　12月5日（日）13時〜17時
場所　衣笠コミセン
対象　市内在住のひとり親の親子
定員　抽選25人
費用　1組500円
申込　 11月11日（木）以降に☎で横須賀市母子福祉

会（☎090-6133-9191）へ。
▶その他のひとり親向け行事は市HPへ。

里山の素材でリースづくり

自然環境共生課 ☎822-9832

日時　11月28日（日）10時〜12時（雨天中止）
場所　沢山池の里山
対象　市内在住・在勤・在学の小学生以上
定員　抽選40人
申込　 11月1日（月）〜14日（日）に必要項目をネッ

ト申込かHP「横須賀市の里山」へ。
▶その他の催しも開催しています。詳細は同HPへ。

リサイクル体験教室 正月しめ飾り

アイクル ☎866-1196

日時　12月9日（木）10時〜15時
対象　市内在住の人
定員　抽選20人（初めての人を優先）
締切　11月25日（木）
申込　 必要項目をはがきかEメール（aicle@city.

yokosuka.kanagawa. jp）でアイクル
（〒237-0062浦郷町5の2931）へ（Eメール
は締切日の12時まで）。

各種救急講習会

救急課 ☎821-6507

普通救命講習会
日時　12月9日（木）10時〜12時
上級救命講習会
日時　12月17日（金）9時〜16時
▶�申込方法など詳細は救急課か市HPへ。応募多数
の場合、お断りすることがあります。
▶�外傷救護法講習会など、その他の講習会も開催し
ています。詳細は救急課か市HPへ。

薬の専門家が教える
「知っておきたい薬の知識」

消費生活センター ☎821-1312

日時　12月15日（水）13時30分〜15時30分
場所　総合福祉会館
対象　市内在住の人
定員　先着30人
申込　 11月11日（木）〜12月8日（水）に☎で消費生

活センターへ。
▶託児・保育希望者は12月8日までに同センターへ。

土曜科学教室「宇宙のしくみ」

教育研究所 ☎836-2447

こども
日時　12月18日（土）９時30分〜12時
場所　教育研究所
対象　小学校5・6年生
定員　抽選20人
費用　500円
申込　 11月9日（火）〜23日（祝）に必要項目を�

ネット申込へ。

認知症予防教室

健康長寿課 ☎822-8135

シニア
日時　 来年1月21日〜2月25日のうち金曜日10時

〜11時30分（2月11日を除く、全5回）
場所　�北下浦コミセン
対象　市内在住の65歳以上
定員　抽選30人
申込　 11月1日（月）〜12月20日（月）に必要項目を

ネット申込か☎、FAXでコールセンターへ。

市役所への郵便は「〒238-8550 ○○課」で届きます

ネット申込
https://www.yokosuka-yksk.jp

おかけ間違いにご注意ください

☎ 046-822-2500  FAX  046-822-2539　
コールセンター

費用の記載がないものは「無料」

申込方法の記載がないものは「申込不要（入場自由）」

市HP
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施設情報

講座・催しはこちらに掲載したもの以外にも多数開催しています。
内容や申込方法など詳細は市HP、チラシをご覧になるか、
コミセンにお問い合わせください。

三浦半島の自然や歴史について、誰でも楽しく学べる他、
さまざまな展示や催しを開催しています。

絵画や彫刻を中心とした、日本の近現代美術作品を所蔵しており、
ワークショップなどの催しも開催しています。

一般閲覧・貸出の他、毎月、映画会やおはなし会などの催しを
各図書館で開催しています。

12月4日(土)14時〜16時

来年①2月6日（日）②13日（日）
13時30分〜15時、自然・人文博物館

11月20日（土）〜12月26日（日）

来年１月13日（木）〜31日（月）

12月12日（日）まで
特集 生誕100年 谷内六郎展 いつまで見ててもつきない夢

市議会 議事課 ☎︎822-9394

総務調査課　☎︎822-8460

議員研修会の傍聴

地域交通政策について
12月定例議会

12月4日（土）①10時〜12時②14時〜16時、馬堀自然教育園

来年2月5日（土）・20日（日）、3月5日（土）・21日（祝）10時〜12時（全4回）、
自然・人文博物館他 

来年１月23日(日)14時〜15時

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）、年末年始

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）、年末年始 毎月第1月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始
臨時休館（谷内六郎館） 12月17日（金）まで

11月30日（火）、12月3日（金）・
7日（火）・9日（木）・13日（月）

日時　 12月10日（金） 
14時〜16時 

（13時30分受付開始）
場所　市役所R1階受付
定員　 当日先着32人 

（うち車椅子2人）

●  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か議事課へ。
●  請願・陳情の提出期限は　　　　 

11月17日（水）17時です。

絵本作家・いとう ひろしさん

市議会HP

歌川国芳《ほうづきづくし ほたるがり》
弘化頃（1844年-48年）、公文教育研究蔵

児童図書館の講座・催し

講座・催しなど
企画展

所蔵品展

作家とあそぼう 「見えないものを描いてみよう」

つくって学ぶ！しだ・こけテラリウム
くもんの子ども浮世絵コレクション
遊べる浮世絵展

児童生徒造形作品展 

森のさんぽとクリスマスクラフト

横須賀ジオツアー

人形劇 「まちのねずみといなかのねずみ」

中央図書館 ☎︎822-2202　　北図書館 ☎︎866-0516
児童図書館 ☎︎825-4417　　南図書館 ☎︎836-0718

☎︎824-3688　〒238-0016 深田台95 ☎︎845-1211　〒239-0813 鴨居4の1

追浜
☎865-1145

クリスマスリース作り 12月14日(火)10時〜12時30分
定員 抽選20人 費用 2,300円 締切 11月24日(水)

田浦
☎861-9007

初めてのDIY講座 12月8日(水)10時〜12時
定員 抽選8人 費用 1,550円 締切 11月25日(木)

逸見
☎823-3205

スワッグandリース作り 12月9日(木)・16日(木)10時〜12時
（全2回） 定員 抽選15人 費用 3,100円 締切 11月25日(木)

大津
☎835-2872

ウインターコンサート2021 12月18日(土)14時〜16時
定員 抽選50人 締切 12月2日(木)

浦賀 分館
☎842-4121

解説 浦賀奉行所 12月16日〜来年1月13日のうち木曜日13時30分〜15
時30分（12月30日を除く、全4回） 定員 抽選25人 締切 12月5日（日）

久里浜
☎834-1471

親子切り絵教室 12月4日（土）・11日(土)9時30分〜12時（4日
のみ岩戸） 定員 各抽選10組 費用 700円 締切 11月23日（祝）

北下浦
☎849-2866

長沢川の生き物観察 12月4日(土)10時〜12時
対象 中学生以上 定員 抽選20人 締切 11月22日(月)

西
☎857-0896

読み聞かせと手遊び歌 来年2月11日(祝)10時30分〜11時
定員 当日先着10組

休館日

休館日 休館日

予備日

ご案内

絵本作家・いとう ひろしさんと一緒に絵を描いた
り工作などをするワークショップです。

中央図書館　 日曜映画会、土曜子ども映画会、16ミリ映画会
児童図書館　 0･1歳おはなし会、2･3歳おはなし会
北･南図書館　0･1･2歳おはなし会、幼児･小学生おはなし会、幼児･小学生映画会

詳細は図書館HPをご確認ください。

ネット申込か、往復はがきに参加者全員（家族限定）の必要項目と
希望日時（①・②）を記入し、自然・人文博物館へ。

対象 小学生　定員 先着16人
申込 11月11日(木)以降に☎︎で児童図書館へ。

定員 各抽選20人（小学生以下は保護者同伴）
費用 500円　締切 1月21日（金） くもんの子ども浮世絵コレクションから、子

どもの遊びをテーマとした浮世絵、絵巻、屏風、
絵本、貝合わせなど約170点を展示します。

横須賀市立の幼稚園〜高等学校・ろう学
校・養護学校の児童生徒たちの作品展。
子どもたちの作品への思いを感じなが
らご覧ください。

定員 各抽選20人（小学生以下は保護者同伴）　費用 50円
締切 11月19日（金）

対象 中学生以上　定員 抽選20人　費用 50円（野外のみ）　締切 1月21日（金）

対象 幼児〜小学生とその保護者　定員 先着12組
申込 1月6日(木)以降に☎︎で児童図書館へ。

定例のイベント

申込方法

11月26日（金） 議会運営
11月29日（月） 本会議、予算決算常任（本会議終了後）
12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）
12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）
12月  8日（水） 基本構想・基本計画策定特別
12月10日（金） 予算決算理事会、予算決算常任（11時）
12月14日（火） 議会運営、本会議（14時）

市HP

図書館HP

美術館HP博物館HP
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市への要望・民事問題 月～金曜日
8時30分～17時 市民相談室

市役所1階
☎822-8114予約制の相談 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）
● 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）
● 宅地建物相談（宅地建物取引士） ● 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。

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） 予約不要

追浜・衣笠・久里浜＝第1火曜日 いずれも
田浦・大津・北下浦＝第2水曜日 13時30分～
逸見・浦賀・西＝第3木曜日 16時30分

交通事故相談
☎でも相談できます。

月・水・金曜日、第1・第3木曜日実施
来所（市民相談室）予約・電話相談　☎822-8287

子育て・介護・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

月～金曜日
8時30分～17時

ほっとかん（福祉の相談）
消防局庁舎1階
☎822-9613

精神保健福祉・ひきこもり相談 ☎822-4336

保健所健康づくり課
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

健康診査・がん検診のご案内

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

「わいわい広場」出張親子サロン 保育課 ☎︎822-9004

保健所健診センターと実施医療機関で受診できます。 子育てに役立つ教室・催しを定期的に開催しています。
● プレママ・プレパパ教室
● プレママ・プレパパ栄養教室
● 離乳食スタート教室
● 離乳食ステップアップ教室

● 10カ月からの食事と歯の教室
● 幼児食スタート教室
● 幼児食ステップアップ教室
● ツインズ交流会

申込み・問合せ先

申込み・問合せ先

介護予防教室 

生きがい講座

対象
申込

未就園児とその保護者

▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

▶ 船越は10月末に閉館したため、11月以降に船越で実施を予定して
いた講座は田浦コミセンで開催します。田浦コミセンで開催する講
座の申込み・問い合わせは（☎080-1080-0237）へ。

開催日の1週間前以降に
☎で愛らんどよこすか（☎820-1362）へ。

横須賀市に住民登録
している人

 コールセンター ☎︎822-2500

 老人福祉センター・老人憩いの家

特定健康診査について

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（要事前申請・受診後の返金は不可）

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。

　みんなの家やコミセンなどに子育てアドバイザーが出張する
「わいわい広場」を定期的に開催しています。育児の悩みや不安、
疑問などを相談できる他、子育ての情報交換や友だちづくりの場
としても利用できます。

内容、対象、
開催日など
詳細は市HPへ。

40歳〜74歳の人は加入している健康保険で実施している「特定健康診査」をご利用ください。横須賀
市国民健康保険に加入している人は、「特定健康診査受診券」が送付されています。

※1　65歳～74歳の被保険者も対象
※2　受診歴によっては受けられない場合があります。

時間は窓口により異なります

高齢者が生涯現役で活躍できる地域社会を目指すきっかけとなる教室
（運動・認知機能の維持や向上、栄養状態の改善）を開催しています。案内
をコミセンなどで配布しています。

高齢者向けに教養や健康に役立つ講座を開催しています。

本町　　☎821-1308　　池上　☎853-1051　鴨居　☎841-4771
北下浦　☎847-3900　　秋谷　☎857-0710　公郷　☎854-0206

詳細は
こちらから

内容、開催日、
申込方法など
詳細は市HPへ。

市HPもご覧ください。

詳細はこちらから

ところ 実施期間 申込み先

保健所健診センター 来年1月7日（金）～
3月17日（木）

月～金曜日（11月11日（木）以降）
☎822-4351 FAX 822-4390

実施医療機関 来年2月28日（月）まで 直接医療機関へ

健診名 対象年齢 費用 実施場所

成人健康診査 18歳～39歳 1,250円
実施医療機関・
保健所健診センター特定健康診査 40歳～74歳

（受診券発送）
受診券に
記載

後期高齢者健康診査 75歳以上 ※1 無料

胸部検診 40歳以上 520円

実施医療機関・
保健所健診センター

胃がんリスク検診
（リスク層別化検査） 40歳以上 ※2 1,360円

大腸がん検診 40歳以上 520円

前立腺がん検診 50歳以上 ※2 730円

乳がん検診
（受診は隔年に1度） 40歳以上 1,670円

子宮頸
け い

がん検診 20歳以上 1,680円

骨密度検査 18歳以上 1,050円 保健所健診センター

肝炎ウイルス検診 40歳以上 ※2 1,250円 実施医療機関

歯周病検診

18歳以上
30・40・50・60・
70歳（受診券送付）
妊婦

無料 実施医療機関・
保健所健診センター

（（40歳のみ無料）40歳のみ無料）

（ク（クーポン券使用時は無料）ーポン券使用時は無料）

（ク（クーポン券使用時は無料）ーポン券使用時は無料）

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

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

電話での終活登録
地域福祉課 ☎822-8570

子どもの虐待・障害・非行、里親制度
児童相談所 ☎820-2323

学校生活に関わる相談
教育相談 ☎822-8564

コロナ禍で減収した人への食料支援
地域福祉課 ☎822-8176

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
（月・水・金曜日のみ） 
デュオよこすか 女性のための相談室
☎828-8177

対象
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里山の自然が紡ぐ人々のつながり
横須賀の魅力のひとつとして「自然の豊かさ」を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。 
今回は、市民団体と市が連携して昔からの自然環境を再生し、自然との触れ合いと人々の交流の場とする活動を行っている 

「沢山池の里山」を紹介します。

自然環境共生課　☎︎822-9832

　荒れ地となっていた田んぼを再生し、令和元年から始めた親子田
んぼ体験。市内在住の親子を対象とした、田植えと稲刈りがセット
の収穫体験です。当日は、講師から説明を受けた後、親子で試行錯
誤しながら稲刈りスタート。刈り取った稲を天日干しするための「は
ざ掛け」は全員で行います。一列に並び、バケツリレーのように次
の人へ手渡すうちに、初対面の人とも笑顔で打ち解けていきました。
　講師を務めた「横須賀里山田んぼ倶楽部（以下、さとたん）」の会長、
角

かくや

屋良
よしお

夫さんにお話を伺いました。「さとたんのテーマは、里山の原
風景復活と生物多様性の保全」といいます。市の講習を受講したボ
ランティアが、里山の樹林地や田んぼなどの維持活動に取り組んで
います。一方で親子向け田んぼ体験や、竹林整備で切り出した竹を
使った門松づくりなど、市民を対象としたイベントにも協力してい

ます。参加者は年々増加しており、イベントがない日も「ここ1〜２
年で、親子で遊びに来る人が増えた」とのこと。よみがえった里山は、
市民の憩いの場にもなっています。
　里山の再生を始めて10年。活動エリアの拡大も予定しています。

「里山環境の維持には、人による手入れが不可欠。市と連携し、今ま
でのやり方を見直しながら、次にできることを考えていきたい。」

親子で田んぼ体験

横須賀里山田んぼ倶楽部  会長　角屋良夫さん
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134 沢山池の里山

荻野小

太田和つつじの丘

横浜横須賀道路

至横浜

至葉山 至久里浜

市民病院
至三崎

衣笠IC

至
横須賀
中央

　荻野小学校5年生は、稲作の授業を沢山池の里山で行っています。
取材に訪れたのは稲刈りの日。慣れない作業に始めは戸惑っていた
子どもたちも、すぐに生き生きとした表情に。作業終了後は川での
生き物観察など、里山の豊かな自然に夢中になっていました。
　ゲストティーチャーとして指導にあたる天

てんぱく

白牧
まきお

夫さんは、「授業で
は作業の手順だけでなく、里山の成り立ちやそこに暮らす生き物に
ついても話をする」といいます。「子どもたちは、伝統的な稲作を通
じて気候や地形、生き物との関わりを体感することで、人が生態系
の一部であることを学びます。未熟さや不快感や危険も痛感しなが
ら、バーチャルではない地域の自然を再発見することに目を輝かせ
ています。」

　稲作体験以外にも、学区内のみどりを探検し地域の自然の魅力や
課題を再発見するフィールドワークなど、小学生向けの環境体験授
業を精力的に行っている天白さん。自身が中学校での環境学習の授
業をきっかけに、自然保護の道に進んだことが活動の原点です。だ
からこそ、多くの子どもたちに里山を訪れてほしいと願っています。

「子どものころ自然と触れ合い楽しかった経験が、地域の自然を大切
に思うことにつながり、将来の環境保全の担い手を育てるのです。」

横須賀の里山の歴史
　里山とは、田畑、水路、ため池、雑木林などと集落が一体となっ
た、人の暮らしの中で作られた自然環境のことです。三浦半島
では、2千年以上前から谷戸に田んぼを作って稲を収穫し、山の
木を切って薪を採集していました。しかし現在は都市化が進み、
里山の自然が急速に失われると同時に、そこに暮らしていた多
くの生き物も姿を消しました。
　現在の横須賀は木々に囲まれ、一見みどり豊かに見えます。
しかし横須賀本来のみどりとは、手入れせず放置された野山で
はなく、人が長年維持してきた里山の自然環境なのです。

里山の環境と触れ合うために
　「沢山池の里山」は、長坂にある公園予定地です。農業用水池
として使われなくなり、近年は荒れ地となっていた沢山池とその周
辺の土地を市が借り、平成25年から環境再生活動を始めました。
　現在は所有者から土地の寄付を受け、長坂町内会の協力を得な
がら、市民団体や市などさまざまな人がかつての里山の環境を再
生させ、市民が自然と触れ合う場とするための活動を行っています。

使われなくなった田んぼや畑は、10年で前も見え
ないほどの荒れ地になります。田んぼを再生させ
たことで、里山の環境に生息するイタチやフクロ
ウなども再び姿を現すようになりました。

小学校の環境体験授業

NPO法人
三浦半島生物多様性保全  理事長　天白牧夫さん

沢山池の里山 イベントなどの詳細はHP「横須賀市の里山」へ。
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接種後の副反応を疑う症状が現れた場合

健康被害救済制度の申請

ワクチン接種後の
注意点

☎ 0120-432567

☎ 822-4308
 822-4874

接種を受けた医療機関やかかりつけ医などを
受診してください。
以下でも相談を受け付けています。

ワクチン接種の副反応により、医療機関での
治療が必要になったり、生活に支障が出るよ
うな障害が残ったりするなどの健康被害が生
じ、ワクチンの接種による健康被害と認めら
れた場合は、予防接種法に基づく救済（医療
費・障害年金の給付など）を受けることがで
きます。申請の必要が生じた場合は、診察し
た医師や以下へご相談ください。

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

掲載内容は、10月15日時点の情報です。

ワクチン接種全般についての相談も
受け付けています。

感染の不安がある・濃厚接触者など

日頃から備えておくと安心です

（新型コロナウイルス感染症受診相談センター）

スポーツ飲料

市販の解熱剤
体温計
消毒薬（70％以上のアルコールなど）

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）

最新情報は市HPを
ご確認ください。

8時30分〜17時　年中無休

8時30分〜20時
FAX 土・日曜日、祝・休日

9時〜17時

新型コロナワクチンコールセンター

帰国者・接触者相談センター

フ リ ー
ダイヤル

職
場・学
校・施
設・店
舗
な
ど
で
ご
活
用
く
だ
さ
い

希望する人に無償で配布対象

A4・A3サイズ

行政センター・市役所４階広報課配布場所

11月1日（月）から（なくなり次第終了）配布期間

11月1日から
配布

☎ 045-285-0719 24時間 年中無休

いざという時に

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