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横須賀市コールセンター
☎ 046-822-2500

市勢情報（令和4年2月1日現在推計）令和2年国勢調査結果（確定数）を基礎としています。
人口382,694人（前月比−566人）　世帯数165,517世帯（前月比−154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）

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） 8時30分〜20時（土・日曜日、祝・休日9時〜17時）

☎️822-4308　   822-4874

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



開放感のあるパノラマ

通年開放された芝生広場

「撮れ高最強！」の映えスポット

上町商店街 ノスタルジックな看板建築

深田台19

走水1の88の1
開放時間 8時〜17時

日の出町2丁目〜平成町2丁目付近

バス停「文化会館前」下車徒歩7分

バス停「伊勢町」下車すぐ

「横須賀中央駅」下車徒歩15分
「県立大学駅」下車徒歩20分

東京湾を一望でき、清々しい気分になれる高台の公園。
中心市街地から近く、気軽に散歩を楽しむことができます。

これまで桜の開花時期のみ一般開放していた水源地が、年間を通じ
て使用できる公園となりました。広い芝生の上で潮風を感じれば、
心もほぐれます。

ウォールアートの道路を挟んだ反対側にある、
うみかぜ公園。スケートボードやバスケット
ボールなど、アクティブな運動を楽しみたい人
におすすめです。

YOKOSUKA GENIC STREET（ヨコスカ ジェニック ストリート）など、心躍る色鮮やかなウォールアート
が点在。ポップなイラストで心のビタミンを補給しませんか。

関東大震災後の復興期に多く建設された、洋風
デザインを外壁に施した店舗を見ることができ
ます。（写真は「みどり屋」）
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●写真撮影時のみマスクを外しています。



田浦泉町92

バス停「田浦郵便局」下車徒歩25分
JR「田浦駅」下車徒歩30分

西浦賀6の5の1

バス停「燈明堂入口」下車徒歩15分
バス停「長瀬二丁目」下車徒歩20分

小矢部4の922

バス停「衣笠山公園」下車徒歩10分
JR「衣笠駅」下車徒歩20分

秋谷1丁目付近

バス停「前田橋」下車徒歩3分

長井6の5320の3

バス停「荒崎」下車徒歩5分

2千本以上の梅が咲く花の名所。3月は、散りゆく梅を惜し
みながら愛でる送梅も楽しめます。海を望みながら、空に
向かって深呼吸。梅の香りでリラックスしましょう。

きっと誰かに教えたくなる、初めて見る景色。
天気が良い日には、東に房総半島、西に富士山を望むこと
ができます。

「日本さくら名所100選」に選ばれている衣笠山公園には、
美しい緑としなやかな強さを見せる竹林も整備されていま
す。急な階段など、アップダウンがあるため、動きやすい
服装と靴でお出掛けください。

アニメとのタイアップや屋内型キッズス
ペース設置の取り組みが高く評価されて
います。3月31日（木）まで、衣笠観光協
会主催の「三浦一族」企画展が開催されて
います。

街中の喧
けんそう

騒を離れ、川のせせらぎや鳥のさえずりに耳を傾
ければ、癒し効果で気持ちもゆったり。
清流に届く木漏れ日の温もりが、肌に優しく感じられます。

言葉にできないほど美しい夕景。何も考えないひとときを
過ごしたら、明日への活力が湧いてきます。

近代軍事施設を今に伝える国指定史跡。
2021年10月に一般公開（土・日曜日、
祝・休日のみ）を開始しました。

横須賀フォトコンテスト2020 
佳作「荒崎の陽」高澤正弥さん

中小企業庁
はばたく商店街30選（2021）に
選出されました

荒崎公園荒崎公園

前田川遊歩道前田川遊歩道

衣笠山公園衣笠山公園 千代ヶ崎砲台跡千代ヶ崎砲台跡

走水水源地公園走水水源地公園

平和中央公園平和中央公園

田浦梅の里田浦梅の里 ストリートキャンバスストリートキャンバス
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ヴェルニー公園・三笠公園の
ボランティア募集
活動期間 4月1日から1年間
対象 市内在住の人
▶活動内容、申込方法など詳細はヴェ
ルニー公園HP・三笠公園HPへ。
三笠公園 ☎824-6291

ロッカー・レターケース
使用団体の募集
市民活動サポートセンターにあるロッ
カー・レターケースの使用団体を募集
します。
利用期間 4月1日から1年間
利用料 ロッカー大3,840円、小2,520
円（レターケースは無料）
締切 3月20日（日）
申込 同センターにある申請書を直接、
同センターへ。
▶1団体につきロッカー大・小のうち
いずれか1個、レターケース1個まで。
▶応募多数の場合、抽選となります。
市民活動サポートセンター
☎828-3130

市立病院職員の募集

市民病院 ☎856-3136
職種 ①看護師②薬剤師
対象 ①②資格取得者か取得予定者
うわまち病院 ☎823-2630
職種 ①看護師②薬剤師③保育士④看
護助手
対象 ①～③資格取得者か取得予定者
定員 いずれも若干名
締切 いずれも随時
市立病院課 ☎822-4346

自衛官などの募集

幹部候補生

受付期間 3月1日（火）～6月16日（木）
一般曹候補生（陸上・海上・航空）
受付期間 3月1日（火）～5月10日（火）
自衛官候補生（陸上・海上・航空）
受付期間 年間を通じて受付
自衛隊横須賀地域事務所
☎823-0404

海上保安官・海上保安学校学生の
募集
海上保安官
受付期間 3月18日（金）～4月4日（月）
海上保安学校学生（特別）
受付期間 3月18日（金）～25日（金）
▶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。
国際交流・基地政策課 ☎822-8574

刑法犯の認知件数

昨年中の市内の刑法犯認知件数は
1,146件（暫定値）で、一昨年より11
件増加しました。特殊詐欺被害は「還
付金があります」とＡＴＭに誘い出す
手口が急増しています。家族や近所で
声を掛け合い、被害に遭わないよう気
を付けましょう。
地域安全課 ☎822-9707

圏央道などの整備促進を要望

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構成する「三
浦半島地域広域幹線道路整備促進期成
同盟」は、昨年11月12日と12月1日
に国・県・地元選出国会議員などに次
の要望をしました。
①圏央道未開通区間の早期整備
②国道357号の早期整備・南下延伸の
具体化

③三浦半島中央道路等都市計画道路の
早期整備
▶詳細は土木計画課か市HPへ。
土木計画課 ☎822-9449

横須賀港長期構想の策定

横須賀港を取り巻く社会経済情勢の変
化に対応した港湾整備を進めるため、20
～30年先の長期的視野に立った総合的
な港湾空間の形成とその在り方を取り
まとめた「横須賀港長期構想」を策定し
ました。今後は、取組みの実施に向けて、
おおむね10～15年先を目標年次とする
港湾計画の改訂を進めていきます。
▶詳細は港湾整備課か市HPへ。
港湾整備課 ☎822-9464

高額医療・介護サービス費の支給

対象期間（令和2年8月1日～令和3年7
月31日）の世帯の自己負担額を合算
し、年間の限度額を上回る場合、申請
すると超えた額が支給されます。
本市の国民健康保険加入者
対象者に案内を郵送します。対象期間
に加入・脱退した人は健康保険課へ。
後期高齢者医療制度加入者
対象者に案内を郵送します。対象期間
中に75歳になった人や県外から転入
した人は健康保険課へ。
職場の医療保険に加入し、本市の介護
保険証を持つ人
市役所分館2階介護保険課に「自己負
担額証明書」の発行を申請してくださ
い。払い戻しは、加入している健康保
険組合などへ。
▶詳細は健康保険課、介護保険課か市
HPへ。
健康保険課
☎822-8232（国民健康保険）

☎822-8272（後期高齢者医療制度）
介護保険課
☎822-8253（介護保険）

食料支援をしています

場所 消防局庁舎1階地域福祉課
対象 新型コロナウイルス感染症などの
影響で暮らしにゆとりがなくなった人
申込 開庁時間（土・日曜日、祝・休日を除
く8時30分～17時）に☎で地域福祉課へ。
▶行政センターでも受け取れます（要
予約）。
▶食料品の寄贈も受け付けています。
地域福祉課 ☎822-8176

特別障害者手当の申請

対象 身体障害者手帳1・2級程度の障
害や重度知的障害（知能指数20以下）
が重複しているなど、常時特別の介護
を必要とする20歳以上。施設入所者、
3カ月以上病院に入院している人、一
定の所得以上の人は対象外です。
▶申請方法など詳細は障害福祉課か市
HPへ。
障害福祉課 ☎822-8385

行政センターで
証明書のキャッシュレス決済開始
市役所1階窓口サービス課と役所屋中
央店に加えて、行政センターでも、交
通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ」と「Ｐ
ＡＳＭＯ」で住民票の写しなどの証明
書の請求手数料の支払いができるよう
になりました。
▶お問い合わせは直接、各行政センターへ。
▶各行政センターの連絡先など詳細は
市HPへ。
地域コミュニティ支援課
☎822-8303

● 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　

当日の開催確認は、市HPか 8時以降に
コールセンター  （☎822-2500）へ。
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北体育会館プールの利用休止　�改修工事のため、4月1日（金）～6月30日（木）は利用ができません。　スポーツ振興課�☎822-8444

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。



元気ハツラツフェスタ
3月12日（土）～13日（日）10時～
17時、市役所前公園
[連]佐藤 ☎080-4676-2241
三浦半島みんなの写真展
3月24日（木）～29日（火）10時～
17時（24日は13時から、29日は
16時まで）、文化会館
[連]長田 ☎090-9962-2010
自然・風景写真展 四季光彩
3月24日（木）～29日（火）10時～
17時（24日は13時から、29日は
16時まで）、文化会館
[連]吉川 ☎826-1407
ボーイスカウトとゲーム&ハイキング
4月10日（日）10時～14時30分、
観音崎公園レストハウス前集合

（雨天中止）
[連]坂井 ☎897-9218

5月号掲載記事の申込 
（5月11日～6月10日の催し）
3月15日（火）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。

伝言板 問合せは直接、
各連絡先（[連]）へ

市営公園墓地内循環バスの運行

日時 3月18日（金）～22日（火）9時～
15時（30分間隔で運行）
公園墓地管理事務所 ☎834-7484

マイナンバーカード日曜交付予約

日時 3月27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 3月11日（金）～22日（火）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

休日に住所異動などができます

日時 3月27日（日）、4月2日（土）8時
30分～12時
場所 市役所1階窓口サービス課
取り扱い業務 住所異動届（転入・転居・
転出など）、住所異動に伴う手続き（国
民健康保険、後期高齢者医療、小児医
療、児童手当、小・中学校の学校指定）、
印鑑登録、各種証明発行（住民票関係

（広域交付請求を除く）、戸籍関係、印
鑑証明、税証明）、国民年金・国民健
康保険の加入・脱退の届け出
▶臨時開庁日のため、内容により手続
きができない場合があります。
▶行政センターは開庁しません。
窓口サービス課 ☎822-8213

土砂災害警戒情報が
緊急速報メールで配信されます
土砂災害警戒情報は、命に危険を及ぼ
す土砂災害がいつ発生してもおかしく
ない状況となったときに、速やかな避
難を促すための防災情報です。今後は、
対象者の携帯電話に一斉に情報が配信
されるようになります。
とき 3月末
対象 配信エリア内の携帯電話（ＮＴＴド
コモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク）の利用者
▶詳細は危機管理課か市HPへ。
危機管理課 ☎822-8410

一部施設で
有償刊行物の販売を終了します
3月31日（木）で行政センターと役所屋
での有償刊行物の販売を終了します。
▶4月以降は、市役所1階市政情報コー
ナーのみでの販売となります。
市政情報コーナー ☎822-8186

軽自動車などの名義変更と廃車

3月31日（木）までに次の手続き先で
名義変更・廃車の手続きをしないと令
和4年度の税金がかかります。
原動機付自転車（125ccまで）・小型特
殊自動車
市役所2階市民税課
125ccを超えるバイク
神 奈 川 運 輸 支 局（ 横 浜 市 都 筑 区  
☎050-5540-2035）

三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会（ 横浜市都筑区  
☎050-3816-3118）
市民税課 ☎822-9733

一部組織が変わります。組織改正の詳
細は市HPへ。
総務課 ☎822-9474

保健所代表電話の運用を
終了します
組織改正に伴い、3月31日（木）で保健
所代表電話（☎822-4300）の運用を
終了します。
▶4月以降は直接、担当へご連絡いた
だくか、不明な場合は市役所代表電話

（☎822-4000）へ。
保健所健康づくり課 ☎822-4537

猿島公園入園料改定

4月1日（金）から猿島公園の入園料が
変わります。
市内在住の人
大人（15歳以上）250円、小・中学生
130円
市外在住の人
大人（15歳以上）500円、小・中学生
250円
公園管理課 ☎822-9561

水道水質検査計画の策定

運用開始日 4月1日
▶計画は上下水道局HP、市役所1階市
政情報コーナー、行政センター、役所
屋、上下水道局お客様料金サービスセ
ンターで閲覧できます。
浄水課 ☎822-7898

保健所の相談

①精神障害者家族語らいの会
日時 3月14日（月）14時～15時
②横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 3月15日（火）・25日（金）18時30
分～19時
③女性医師による女性健康相談
日時 3月16日（水）13時30分～15時
対象 女性
④自死遺族分かち合いの会
日時 3月16日（水）14時～15時
⑤ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 3月23日（水）9時30分～10時
30分
対象 21歳以上のひきこもりの人
⑥健康相談
日時 4月26日（火）13時30分～16時
30分（1人45分）
申込 いずれも☎で保健所健康づくり
課（①②④⑤☎822-4336、③☎
822-4527、⑥☎822-4537）へ。
保健所健康づくり課

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 3月23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 3月11日（金）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 4月6日～27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 3月11日（金）9時以降に☎で市
民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

国保・後期の保険料夜間納付相談

日時 3月30日（水）・31日（木）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 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

弁護士による養育費相談

日時 4月16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 4月1日（金）以降に☎でこども青
少年給付課へ。
こども青少年給付課 ☎822-0133

審議会の傍聴

障害者の情報・コミュニケーションに
関する協議会（第14回）
日時 3月11日（金）15時～16時30分
場所 市役所3階302会議室
担当 障害福祉課 ☎822-9398
横須賀市個人情報保護運営審議会（第
105回）
日時 3月15日（火）10時～12時
場所 市役所5階正庁
担当 市政情報コーナー ☎822-8186
横須賀市防災会議・国民保護協議会
日時 3月16日（水）13時30分～15時
30分
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 危機管理課 ☎822-9708
環境教育・環境学習ネットワーク会議

（第36回）
日時 3月16日（水）15時～17時
場所 市役所5階正庁
担当 環境企画課 ☎822-8327
介護保険運営協議会（第4回）
日時 3月17日（木）14時～16時
場所 市役所3階301会議室
担当 介護保険課 ☎822-8308
市民協働審議会（第3回）
日時 3月18日（金）10時～12時
場所 市役所3階302会議室
担当 市民生活課 ☎822-9699
児童福祉審議会子ども育成分科会（第
53回）
日時 3月24日（木）9時30分～12時
場所 はぐくみかん5階会議室４

担当 幼保児童施設課 ☎822-8224
男女共同参画及び多様な性の尊重に関
する審議会（第4回）
日時 3月29日（火）14時～16時
場所 市役所5階正庁
担当 人権・男女共同参画課 ☎822-
8228
横須賀美術館運営評価委員会（第3回）
日時 3月30日（水）13時～15時
場所 横須賀美術館ワークショップ室
担当 美術館運営課 ☎845-1211
申込 いずれも10分前までに会場へ。
▶議題・定員など詳細は各担当へ。

委員募集

文化振興審議会委員
任期 4月24日から2年間
対象 市内在住・在勤・在学で、月～金
曜日に開催する年4回の会議に出席で
きる20歳以上
定員 選考1人（小論文の内容により、
面接あり）
締切 3月22日（火）
申込 必要項目、小論文「コロナ禍で
考えるこれからの文化活動について」

（応募動機を含む、800字以内）と市外
在住の人は勤務先か通学先をEメール

（ c u p - p c @ c i t y . y o k o s u k a .
kanagawa.jp）で担当へ。
担当 文化振興課（市役所4階） ☎822-
9478
▶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。

（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。 ）

4月から市の組織が変わります
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すこやかんの再開　�改修工事のため休館していたすこやかんが、4月1日（金）に再開します。　保健所健康づくり課�☎822-4537

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



クリーンよこすか運動
ポスター・標語入選作品展

資源循環政策課 ☎822-8230

久里浜行政センター
日時　�3月7日（月）～13日（日）（ポスター）�

3月14日（月）～21日（祝）（標語）
北下浦行政センター
日時　3月22日（火）～27日（日）
▶いずれも初日は13時から。

各種救急講習会

救急課 ☎821-6507

普通救命講習会
日時　4月13日（水）10時～12時
上級救命講習会
日時　4月26日（火）9時30分～16時30分
▶申込方法など詳細は救急課か市HPへ。申込多数
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。

よこすか野菜市 in 市役所

農業振興課 ☎822-9395

農家の皆さんが丹精込めて育てた、採れたての野菜
を販売します。地元産ならではの旬の味をお楽しみ
ください。
日時　3月15日（火）11時～13時
場所　市役所1階会計課前
▶売り切れ次第終了。

心身障害者の革細工教室

障害福祉課 ☎822-8249

日時　4月～7月の第2土曜日9時30分～11時30分
　　　（全4回）
場所　総合福祉会館　　定員　先着25人
対象　�市内在住・在勤・在学の療育手帳を持つ人�

（1人で作業できない人は付き添いが必要）
申込　�3月11日（金）～17日（木）に必要項目をネット

申込か☎、FAXでコールセンターへ。
▶詳細は市HPへ。

ソレイユの丘サービスデー

ソレイユの丘 ☎857-2500

市民感謝デー（毎月第2・3日曜日）
3月は13日・20日
対象　市内在住の人
シルバーデー（毎週水曜日）
3月は2日・9日・16日・23日・30日
対象　65歳以上
▶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

在宅肢体不自由者などの創作教室

障害福祉課 ☎822-8249

クラフトテープ（4月～9月）、水彩画（4月～9月）、
革細工（4月～6月）、絵手紙（7月～9月）（各全11回）
場所　総合福祉会館　定員　各先着10人
対象　�身体障害者手帳を持ち、自分で片付けができ

る人か介助者が同伴できる人
申込　�3月11日（金）～17日（木）に必要項目をネット

申込か☎、FAXでコールセンターへ。
▶2教室まで申込可。詳細は市HPへ。

点字図書館ボランティア説明会

点字図書館 ☎822-6712

全体説明会
日時　4月12日（火）・14日（木）10時～12時
音訳・点訳体験会
日時　�4月19日（火）10時～12時（音訳）�

4月21日（木）10時～12時（点訳）
場所　点字図書館
▶申込方法など詳細は市HPへ。申込多数の場合、
お断りすることがあります。

店舗向けオンラインセミナー

商業振興課 ☎822-8286

日時　3月15日（火）14時～15時30分
内容　�Googleなどクラウドツールの紹介と活用事

例
対象　市内事業者
申込　必要項目をネット申込へ。
▶申込多数の場合、お断りすることがあります。
▶詳細は市HPへ。

バラの管理講座

三笠公園 ☎824-6291

日時　4月～来年3月、月1回（予定）
内容　バラの手入れ方法（座学・実技）
場所　ヴェルニー公園
費用　�2万円�

（4月・10月に分納）
申込　�☎で三笠公園へ。

外国語講座(英語・韓国語・中国語）

横須賀国際交流協会 ☎827-2166

とき　�4月15日（金）～7月15日（金）（週1回90分、�
除外日あり、各全12回）

場所　ヴェルクよこすか
費用　2万円（別途テキスト代）
定員　各先着15人
申込　�3月22日（火）以降に☎で横須賀国際交流協会

へ。
▶途中からの受講可。詳細は同協会HPへ。

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

スポーツ振興課 ☎822-8493

小学校4～6年生
日時　3月16日（水）17時30分～18時45分
小学校1～3年生
日時　3月18日（金）17時30分～18時45分
18歳以上
日時　3月18日（金）19時～20時15分
場所　南体育会館
▶費用、定員など詳細は市HPへ。

ローズマリー倶楽部
花と木の実のフラワーアレンジメント教室

くりはま花の国 ☎833-8282

日時　�4月～来年3月の第1火曜日（全12回）�
①10時30分～12時30分�
②13時30分～15時30分

場所　くりはま花の国
定員　各先着5人
費用　1万8千円（分納2回）
申込　�3月11日（金）以降に☎でくりはま花の国へ。

鎌倉散策

横須賀市母子福祉会 ☎090-6133-9191

日時　4月17日（日）13時～17時
場所　鎌倉市内
対象　市内在住のひとり親の親子
定員　抽選20人
費用　1組千円
申込　�3月11日（金）～4月16日（土）に☎で横須賀市�

母子福祉会へ。
▶その他のひとり親向け行事は市HPへ。

横須賀エコツアー
春に咲く野の花の観察会

自然環境共生課 ☎822-9749

日時　3月26日（土）9時30分～12時30分
場所　県立観音崎公園
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員　先着15人
申込　�3月11日（金）～23日（水）に全員の必要項目�

を☎、FAXかEメールで観音崎公園パークセン
ター（☎843-8316�FAX844-4150�Eメール
info-kanonzki@kanagawaparks.com）へ。

花とハーブのボタニカルアート教室

くりはま花の国 ☎833-8282

日時　�4月～9月の第1、3水曜日（全12回）�
①10時30分～12時30分�
②13時30分～15時30分

場所　くりはま花の国
定員　各先着5人
費用　2万7千円（分納2回）
申込　�3月11日（金）以降に☎でくりはま花の国へ。

リサイクル交流会

よこすかひとり親サポーターズ・ひまわり
☎070-6635-7365

日時　4月24日（日）10時～15時
場所　安浦コミセン
対象　市内在住のひとり親の親子
定員　抽選30人
申込　�3月11日（金）～4月23日(土)に☎かHPで�

よこすかひとり親サポーターズ・ひまわりへ。
▶その他のひとり親向け行事は市HPへ。

睡眠セミナー

産業交流プラザ ☎828-1630

日時　3月26日（土）13時～15時
内容　睡眠健康指導士から正しい睡眠知識を学ぶ
場所　産業交流プラザ
定員　抽選20人
申込　�3月1日（火）～22日（火）に

☎か直接、産業交流プラザ
へ。

市民大学さきがけ講座
横須賀の音楽家によるレクチャーコンサート

まなびかん ☎822-4838

日時　4月9日(土)�13時30分～15時30分
場所　まなびかん
定員　抽選100人
締切　3月23日（水）
申込　�必要項目を☎、はがき、HPか直接、まなび

かん（〒238-0046西逸見町1の38の11ウェ
ルシティ市民プラザ）へ。

▶その他の講座はまなびかんHPへ。

市HP

市HP

オンライン
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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。

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）」

☎ 046-822-2500  FAX  046-822-2539　

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



横須賀から羽ばたく選手たち

都市戦略課

横須賀で発足し、世界の第一線で活躍

しんかい6500

1971年10月に、JAMSTEC（当時は
海洋科学技術センター）が発足しまし
た。当時の拠点は米が浜通りにあり
ましたが、約2年後に現在の夏島町に
移転しました。深海や気象、北極な
どさまざまな分野において最先端の
海洋科学技術を有する研究機関です。

夏島町に本部を置く国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、
2021年10月に創立50周年を迎えました。これまで本市の子どもたちに、
海の不思議や研究の面白さを教えてくれたJAMSTEC。地元の町として
活躍を応援するとともに、未来に向けて一緒に歩んでいきます。

深度6,500mまで潜ることができる有人潜水調
査船。安全な調査潜航のために必要な整備は、
主に横須賀本部で行われています。

☎822-8258

練習場のオープンに向けて

サッカーキャラバンで子どもたちに夢を

　ことし入団した9人の選手が、追浜公園内にある総合練習場「DOCK 
OF BAYSTARS YOKOSUKA」の青

せいせいりょう

星寮に入寮しました。選手は日々
の練習や横須賀スタジアムで開催されるイースタン・リーグ公式戦な
どで経験を積み、一流のプロ選手として羽ばたいていきます。

　1月17日に開催した歓迎式では、代表として小園選手から「横須賀
の皆さんに勇気と感動を与えられるプレーをするので、熱い応援をお
願いします」とメッセージをいただきました。

　久里浜で工事中の練習拠点は、現在グラウンドの整備を
行っており、令和4年度中のオープンを予定しています。
完成に向け、チームと市が一体となって機運を盛り上げて
いきます。

　（一社）F・マリノススポーツクラブのコーチが市内の小学校を巡回
し、授業時間を使ってサッカー教室を開催しています。田浦小学校で5・
6年生を対象に実施した授業では、元プロサッカー選手の望

も ち づ き

月選
えらぶ

さん
らの指導により、サッカーの楽しさや体を動かすことの喜びを学びま
した。

小園健太（こぞのけんた）選手
徳山壮磨（とくやまそうま）選手
粟飯原龍之介（あいばらりゅうのすけ）選手
三浦銀二（みうらぎんじ）選手
深沢鳳介（ふかざわおうすけ）選手
梶原昂希（かじわらこうき）選手
村川 凪（むらかわ なぎ）選手
東出直也（ひがしでなおや）選手
大橋武尊（おおはしたける）選手

3月18日（金） サガン鳥栖戦　【会場】ニッパツ三ツ沢球場
4月2日（土） FC東京戦　【会場】日産スタジアム

【新入団選手】

ホームゲーム試合情報

3月19日（土） 埼玉西武ライオンズ戦
3月20日（日） 埼玉西武ライオンズ戦

他
【会場】横須賀スタジアム

ファームチーム試合情報

これからも共に、未来へ
JAMSTECは、我が国における海洋科学技術の総合的な研究機関として、お
かげさまで創立50周年を迎えることができました。
私たちの果たすべき使命は、「新たな科学技術で海洋立国日本の実現を支え、
国民、人間社会、そして地球の持続的発展・維持に貢献する」ことです。
この使命を果たすために、今後とも、地元横須賀市の皆様と共に進んでまい
りたいと存じますので、皆様からの温かいご支援・ご協力をよろしくお願い
申し上げます。

 JAMSTECからのメッセージ

ⓒYDB

ⓒJAMSTEC
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横須賀市臨時特別給付コールセンター

住民税非課税世帯などに対する
臨時特別給付金のご案内

対象世帯と提出締切日 
※①と②の重複受給はできません。
※�世帯全員が、住民税が課税され
ている方の扶養親族等のみから
なる世帯は対象となりません。

フリーダイヤル��☎ 0120-118-008
８時30分～17時  (年中無休）

令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金の申請は、�
３月31日（木）までです。お早めにご提出ください。

　住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金は、
住民税均等割非課税世帯や、令和3年1月以降に新型コ
ロナウイルス感染症の影響で家計に急変のあった世帯
を支援する給付金です。受給には手続きが必要です。

▶︎安心してご利用いただけるように、十分な感染予防対策を行っています。
▶︎赤ちゃんだけのお預かりはありません。

本市にお住まいの産後4カ月までのお母さんと赤ちゃんのための
サポートです。助産師による専門的なケアを、自宅や市内の助産院
などで受けられます。産後の体調を整え、育児の不安を解消するた
めに、ぜひ産後ケアをご利用ください。

※上記は課税世帯の自己負担額です。非課税世帯・生活保護世帯の人は減免があります。

住民税非課税世帯

①
令和3年12月10日時点で
本市に住民登録があり、世帯全
員の令和3年度「住民税均等割
が非課税」の世帯

家計急変世帯

②
令和3年1月以降の収入が
新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて減少し、世帯全員
が「住民税均等割非課税相当」
の収入となった世帯

給付金の支給額 1世帯あたり10万円

確認書をご返送 
ください。
対象と思われる世帯に、 
確認書を送付しました。
 締切   3月31日（木）

申請が必要です。
申請書を市 HP から 
ダウンロードし、
必要書類を添付の上 
ご郵送ください。
 締切   9月30日（金）

こども健康課 ☎824-7141
4月1日以降 
こども家庭支援課 ☎822-8933

申請書の記入方法など
の相談ができます。

ヴェルクよこすか臨時窓口
９時～17時（土・日曜日、祝・休日を除く）
3月31日（木）まで

授乳・沐浴指導 お母さんのケア

赤ちゃんのケア 休養・リフレッシュ

育児相談
産後ケア
メニュー

申込み・問合せ父子家庭も
利用可

市HP

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