
たすけあいクローバーの皆さん
支え合い団体



　大津シーハイツは、11棟からなるマンション団

地で、高齢者は全体の約半数に上り、住民の高齢

化による孤立が課題でした。そこで、「自分たちで

助け合っていく必要があるのではないか」と住民の

間で声が上がり、民生委員児童委員や社会福祉推

進委員、住民有志が集まり、2011年11月にサポー

トクラブを設立しました。

　住み慣れた地域で、安心して暮らせるように、「明

日は我が身と考え」、「お互いさまの気持ちで」を理

念に掲げて活動しています。

　大津シーハイツは、エレベーターの設置が十分

でない中層階の棟が多く、高齢者や足の不自由な

人は車いすでの階段の昇降に困っていました。そ

のような人に手を差し伸べたいと2014年にサ

ポートクラブ内で発足したのが「階段助っ人隊」

です。3～4人で支えながら昇降するテストを何度

も重ね、車いす利用者の外出をサポートする体制

を整えました。

　最近は、隣近所の人と話す機会がない、隣近所の人の顔を知

らないということも少なくありません。活動を続けていく中で、

知り合いや顔見知りが増え、信頼関係ができることで、地域の

つながりができたと実感しています。

　コロナ禍により利用者は一時減ってしまいましたが、その状

況下でも、なにかできることはないかと考え、手縫いやミシン

でマスクを作り、ひとり暮らしの高齢者に配りました。

　力仕事も多いので、60代を中心とした体力のある人に活動を理

解していただき、ぜひ活動会員として力を貸していただきたい

と思います。

　今後は、団地の皆さんに喜んでもらえるようなお花見会や史

跡散策などを行い、より良い団地にしていきたいです。

　家具の移動などの力がいる作業をサポートクラブにお願いしています。
夫に先立たれ、また体が弱っていく中で、私の住む団地でこのような団体
があることは、とても心強いです。時にはちょっとした相談にも乗ってくれ
て、今ではサポートクラブがいてくれるので安心して暮らせています。

助け合いハイランド１丁目

左）代表　早
さおとめゆうざぶろう

乙女雄三郎さん

右）事務局長　神
かんだ

田  学
まなぶ

さん

  大津シーハイツ・ 
サポートクラブ 

会員数  39人
活動内容

● ごみ出し、資源回収
● 電球交換、家具の移動・運搬
● 除草、庭木の剪

せんてい

定
● 外出時の付き添い
● 車いすを使った階段昇降 

など

利用者さんの声
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市内の
支え合い活動
実施団体はこちら

支え合い活動以外にも配達サービ
スなどさまざまな情報を検索する
ことができます。

　私は、福祉関係の仕事を経験してきま

したが、高齢者が増える地域に目を向け

た時、支え合い活動の必要性を感じまし

た。「ぜひ挑戦してみたい」と思い、勉強

会や各戸配布でアンケートを実施するな

ど、準備を進めていきました。

　たすけあいクローバーは、大矢部４丁

目で2020年4月に設立。いざスタートし

ようとしたときに、新型コロナウイルス

感染症の影響で活動がストップしてしま

いました。コロナ禍で活動することには

さまざまな意見があり不安もありました

が、「私たちが動かなければ」と工夫しな

がら活動を続けました。

　地域の人から、「この町内では、良い活

動をしていますね」とお褒めの言葉を頂

くと、私たちの活動が少しずつ根付いて

きていると感じます。

　ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増え、ごみ出しや電球の交換など、日常生活での小さな
困り事を抱えている人が多くいます。そのようなちょっとした困り事を助け合い、一緒に会話や体操を
楽しみ、地域とつながる場をつくる支え合い活動が広がっています。
　今回は、団地ならではの特色ある活動を行う「大津シーハイツ・サポートクラブ」と、コロナ禍でも歩
みを止めず工夫しながら活動を続ける「たすけあいクローバー」の2団体にお話を伺いました。

　活動の根本にあるのは、活動会員の皆さんの「町内

を良くしたい」、「困っている人の助けになりたい」と

いう気持ちです。仲間同士が支え合い、学び合ってい

る姿を見ると、私も「歩みを止めず活動を続けてよかっ

た」と感じます。

　新たな取り組みとしてZ
ズ ー ム

oomにも挑戦し、他の地域

の支え合い団体と悩みや課題を共有し、良い刺激をも

らうこともできています。今後は、活動会員の学びの

場を増やし、住民のさまざまな依頼に応えられるよう

切
せ っ さ た く ま

磋琢磨していきます。

　「顔を合わせる、気兼ねなく話す、思いを分かち合う、
支え合う」そんな地域づくりを一緒に考えるのが、私
たち生活支援コーディネーターです。皆さんの地域へ
の思いを聞かせてください。
　支え合い活動についても、お問い合わせください。

取材を終えて
　人間関係が希薄になっている今だから

こそ、「お互いさま」の支え合い活動が重

要な役割を担います。

　多くの地域で支え合い活動をしている

人たちがいることをたくさんの人に知っ

てもらい、参加・支援の輪が広がるきっ

かけになれば嬉しいです。

　「このまちに住んでよかった」そう思え

る誰も一人にさせないまちを築くため

に、行政としても支援を続けていきます。
　今月は、ラジオ体操や公園清掃などを通
じた地域のつながりを紹介します。

本市の魅力を動画でお届け
よこすかMOVIE

「よこすかのつながりある一日」

つながりある 
地域づくりを 
応援しています

福祉総務課地域力推進係
☎︎822-9804

代表　金
かねざきちさと

﨑千里さん

たすけあい 
クローバー

会員数  36人
活動内容

● 相談会（毎週水曜日）
● 掃除、ごみ出し、除草などの軽作業
● 外出時の付き添い
● お子さんの一時預かり　　　　　
　　　　　　　　　　　など

生活支援コーディネーター
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見守る笑顔 あふれる感謝
民生委員児童委員

福祉総務課
☎822-8245

住住民の安心を支える民生委員児童委員民の安心を支える民生委員児童委員（以下、民生委員）（以下、民生委員）。。
「「こんにちはこんにちは」」の一言に込められた思いやりの気持ちと の一言に込められた思いやりの気持ちと 
心遣いに多くの人が助けられています。心遣いに多くの人が助けられています。

初歩的だけど大切なのは「あいさつ」
田浦地区民生委員 　藥

みない

袋豊
とよお

夫さん　　

地域包括支援センター 行政センターの地域生活相談窓口

地域で子どもを見守り・育むお手伝い
鴨居地区主任児童委員　吉

よしだ

田尚
なおこ

子さん

住民の身近な相談相手
子育て、介護、障害や生活の
悩みなど、困っている人に寄
り添い、情報を届け、必要な
支援が受けられるように「つ
なぐ役割」を担います。

　ひとり暮らしの高齢者やお困りの人を定期的に訪問
したり、もしものときに安否確認をしたり、安心して
暮らせるよう活動しています。相談内容によっては、
さまざまなサポート機関につなぎます。民生委員だけ
で全て対応できるわけではありません。町内会・自
治会をはじめとした地域の理解も重要です。
　大切なのはあいさつ。相手に向けた声かけは
相談しやすい関係づくりの一歩です。あいさ
つを通して思いがけない交流が生まれるこ
ともあります。私の訪問を楽しみにしてい
る人がいて「ありがとう」の言葉に気持ち
が温かくなります。

　高齢者の身近な総合相談窓口で、市
内に12か所あります。
　保健師、主任ケアマネージャー、社
会福祉士などの専門職が総合的に支援
します。行政機関や医療機関、民生委
員とも連携し、本人だけでなく、家族
や地域の人からの相談も受け付けてい
ます。

●お悩み相談、制度やサービスの紹介
●健康づくり、介護予防のサポート
●高齢者虐待の早期発見・対応
●不当な契約から財産を守る支援
●地域の連携・協力体制づくり

　ことし４月から田浦・浦賀・久里浜・
西行政センターに加え、新たに衣笠・
北下浦行政センターにも設置しまし
た。相談の内容は福祉、道路、廃棄物、
空き家などさまざまです。内容によっ
ては市役所の各部署や関係機関と連
携し、解決に向けて取り組みます。
　相談先に悩んだら、まずはお近く
の地域生活相談窓口へ相談ください。

地域福祉課 ☎822-9613

田浦行政センター  ☎861-4184
衣笠行政センター  ☎853-1611
浦賀行政センター  ☎841-4155

久里浜行政センター  ☎834-1111
北下浦行政センター  ☎848-0411
西行政センター   ☎857-7117

　子ども向けの読み聞かせ会やＰＴＡ活動をしていたからか、
推薦をいただき、主任児童委員を引き受けました。児童相談所
や学校へ橋渡しをすることもあります。最近は、子どもの数が
減り子ども会が解散している地域もあります。子育
てサロンには、他の地域から参加する人もいて、
子ども同士の交流や保護者が悩みを相談できる場
が必要だと感じています。
　幼い頃の思い出が大人になった時の人とな
りに影響するかもしれません。保護者や学校
の先生以外の大人と接し、多くの人からの
優しさを感じながら、健やかに育つお手伝
いができればと思っています。

地域の人に選ばれる
地域の人が選んだ候補者を市
長が推薦し、厚生労働大臣か
ら委嘱されます。活動は無償
で、守秘義務があるため、相
談も安心です。

地域の子育て応援団
子どもが豊かに育ち、保護者が
安心して子育てできるよう見守
ります。民生委員の中には児童
福祉を専門に担当する主任児童
委員がいます。

民生委員児童委員協議会
定期的に行われている情報共有
の場があります。初めての人も
ベテランの人も、意見交換する
ことで自然とモチベーションが
高まります。

その他のサポー
ト体制
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財務課　☎822-8189

市営住宅入居者の募集

定期募集 5月13日（金）～6月1日（水）
定員 抽選100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５月11日（水）
から配布する申込書としおりをご覧く
ださい。

（一社）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

会計年度任用職員（夏期ごみ収集）
の募集
勤務期間 7月・8月のうち指定する35
日間
勤務地 久里浜収集事務所
対象 18歳～65歳
定員 若干名
締切 6月1日（水）
申込 履歴書（写真付き）を郵送か直接、
久里浜収集事務所（〒239-0832神明
町2187）へ。
▶勤務条件など詳細は☎で同事務所
へ。
久里浜収集事務所 ☎836-4828

市職員の募集

職種 一般事務（福祉）、土木技術、機械
技術、電気技術、保健師他
▶試験日、受付期間、受験資格などは
職種ごとに異なります。詳細は市HP
へ。
人事課 ☎822-9863

日本赤十字社活動資金の募集

日本赤十字社の災害救護事業、国際活
動、医療事業などを支えるためにご協
力をお願いします。
▶5月から協賛委員や奉仕者が各家庭
に伺います。
地域コミュニティ支援課
☎822-8220

国保の賦課限度額など

基礎賦課額 65万円（変更あり）

後期高齢者支援金等賦課額 20万円
（変更あり）
介護納付金賦課額 17万円
世帯主と被保険者の前年の所得金額の
合計額が、次の金額以下のときに保険
料を軽減します。
7割軽減 43万円＋10万円×（給与所
得者等（一定の給与所得者と公的年金
等の所得を有する人）の数－1）以下
5割軽減 43万円＋28.5万円×（被保
険者数と特定同一世帯所属者数）＋10
万円×（給与所得者等の数－1）以下
2割軽減 43万円＋52万円×（被保険
者数と特定同一世帯所属者数）＋10万
円×（給与所得者等の数－1）以下
▶確定申告や市県民税の申告をしてい
ない人で、市から国民健康保険収入金
額等申告書が届いた人は忘れずに提出
してください。保険料が軽減される場
合があります。
健康保険課 ☎822-8233

市税・諸料金の口座振替申込み

口座名義人本人による、専用端末での
キャッシュカードを使用した各種口座
振替の申し込みができます。
▶詳細は会計課へ。
会計課 ☎822-8426

水道本管の漏水調査をしています

来年2月まで実施します。委託業者は
腕章と上下水道局発行の身分証明書を
携帯しています。敷地内の調査はあり
ますが、家屋内への立ち入りや料金の
請求はありません。
水道管路課 ☎822-4206

市民まちづくりサポーター保険

対象の活動 市内を拠点に個人や団体
が、継続的・計画的に無報酬で行う公
益性のある活動
保険の内容 損害賠償責任補償・傷害
補償
▶事前申込は不要です。事故発生時は
速やかに市民生活課へ。
市民生活課 ☎822-9699

合併処理浄化槽への設置換え補助

補助対象地域の専用住宅で、単独処理
浄化槽かくみ取り式便所から合併処理
浄化槽へ設置換え（新築か増築に伴い
設置するものを除く）をする費用の一
部を補助します。
▶詳細は廃棄物対策課へ。
廃棄物対策課 ☎822-8271

勤労者生活資金貸付制度

勤労者の生活を支えるため、市とろう
きんが行う貸付制度です。教育、医療、
介護などさまざまな用途に利用できま
す。
▶詳細は中央労働金庫横須賀支店（☎
823-1770）へ。
経済企画課 ☎822-9523

高校生インターンシップ制度

高校生のインターンシップを受け入れ
ている市内企業の一覧を市HPで公開
しています。
▶インターンシップの申し込みや受入
企業の新規登録方法など詳細は市HP
へ。
経済企画課 ☎822-9523

ごみ分別のご協力に感謝します

皆さまのご協力により、横須賀ごみ処
理施設エコミルは安定稼働していま
す。
▶ごみ焼却で生じた余剰電力と金属類
の売払いにより、令和2年度は約5億
円の収入がありました。
環境政策課 ☎822-8230

家庭でのハチの巣対策

家の周囲にハチの巣ができていないか
確認しましょう。ハチが巣を作りにく
くするハチトラップの設置方法を市
HPに掲載しています。
▶スズメバチの巣の駆除は補助制度が
あります。詳細は駆除前に保健所生活
衛生課へ。
保健所生活衛生課 ☎824-9861

軽自動車税の減免

対象 身体障害者などのために本人や
その家族が使用する軽自動車などで条
件を満たすものか、公益法人などが公
益のために直接専用とするもの
申込 5月2日（月）～31日（火）に直接、
市役所2階市民税課へ。
▶条件や申請方法など詳細は同課へ。
市民税課 ☎822-9733

電気自動車などの導入を奨励します

家庭用電気自動車（ＥＶ）奨励金
対象 市内に生産拠点を有する事業者
が製造したＥＶか、そのＥＶ用充給電
設備（V２Ｈ）を導入した市内在住の人
交付件数 先着50件（ＥＶとV２Ｈの合計）
交付金額 各5万円
電気自動車導入費補助金
対象 市内に生産拠点を有する事業者が
製造した新車のＥＶを導入する事業者
補助額 上限額20万円（可搬型給電器を
同時に導入する場合は上限額30万円）
電気自動車用充電器等設置費補助金
対象 事業者・マンション管理組合など
補助額 設置費用の5分の4（上限額あ
り）
申込 5月11日（水）以降に申込書を直
接、市役所5階ゼロカーボン推進課へ。
▶対象設備や支給要件など詳細は同課
か市HPへ。
ゼロカーボン推進課 ☎822-9661

固定資産税・都市計画税（第１期分）・
軽自動車税（種別割）の納期限
5月31日（火）です。納付には便利な口
座振替をご利用ください。 
納税課 ☎822-8204

地域安全安心活動関係物品の支給

対象 防犯パトロールか交通安全活動
を、それぞれ月2回以上、計画的に実
施しているか実施する計画のある5人
以上の市民グループ 
締切 5月31日（火）
▶物品一覧表は市役所4階地域安全課
で配布しています。
地域安全課 ☎822-8217

● 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　

本年度の当初予算が決まりました。  ※かっこ内の数値は前年度比
会計名 当初予算額と対象事業

一般会計 1,574億5千万円（1.3％減）
▶福祉、子育て環境やまちづくりなど、市の基本的事業

特別会計 1,106億9千万円（1.3％増）
▶国民健康保険、介護保険などの特定事業

企業会計 472億2千万円（4.9％増）
▶上・下水道事業、病院事業

合計 3,153億6千万円（0.5％増）

2022年度　予算の概要
一般会計の歳入と歳出
歳入は新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ経済の回復傾向などによ
り、市税などが増加する一方で、臨時財政対策債などの補

ほ て ん

填措置が減少しまし
た。歳出は給食センター建設の完了などにより減少しました。
歳入
市税 577億 8，164万円
地方交付税 179億 600万円
国・県支出金 364億 9，545万円
市債 137億 4，980万円
その他 315億 1，711万円

歳出
人件費 291億 6，438万円
扶助費 398億 8，780万円
公債費 171億 5，665万円
投資的経費 87億 1，833万円
その他 625億 2，284万円

扶助費 生活保護費、医療費助成などの経費
公債費 市債の元金返済額と利子支払額

投資的経費 道路や公共施設などの建設や改修の経費
その他 国民健康保険などの他会計への支出金など

令和４年度
市長施政方針

広報よこすか　令和４年（2022年）５月号 5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。

ソレイユの丘 開花情報 　 6月上旬までポピー、カモミール、ゴテチヤなど、色とりどりの春の花が咲き誇ります。　ソレイユの丘 ☎857-2500



沢山池の水
み な も

面 杉本和人展
5月23日（月）～28日（土）10時30
分～18時（28日は16時まで）、
ギャラリー55（根岸町）
[連]ギャラリー55 ☎836-6562
日本舞踊 藤流舞踊まつり
6月4日（土）12時～、文化会館
[連]藤 ☎841-1778

7月号掲載記事の申込 
（7月11日～8月10日の催し）
5月16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。

伝言板 問合せは直接、
各連絡先（[連]）へ

市民協働推進事業の活動報告会

日時 6月6日（月）13時30分～16時
場所 市役所3階301会議室
内容 昨年度に地域で活動した団体の
成果発表
▶参加多数の場合、入場をお断りする
ことがあります。
市民生活課 ☎822-9699

傷病手当金支給対象期間の延長

支給対象期間が6月30日まで延長に
なりました。
対象 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（減給）となった人
▶本市国保加入者は健康保険課へ。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。
健康保険課 ☎822-8232

保健所の相談

①自死遺族相談（個別）
日時 5月11日（水）13時30分・14時
30分
②横須賀断酒新生会による酒害相談
日時 5月17日（火）・27日（金）18時30
分～19時
③ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 5月18日（水）9時30分～10時
30分
対象 21歳以上のひきこもりの人
④自死遺族分かち合いの会
日時 5月18日（水）14時～16時
⑤専門医による指定難病相談会
日時 6月27日（月）13時30分～16時
30分
対象 市内在住の神経系・膠

こうげんびょう

原病系指
定難病の人とその家族、難病の疑いの
ある人
申込 ①～④は☎、⑤は5月11日（水）
～6月13日（月）に☎かFAXで保健所保
健予防課（①～④☎822-4336、⑤☎
822-4385 FAX822-4874）へ。
保健所保健予防課

若者のための地域出張就活相談

日時 5月～来年3月の第1水曜日10時
～12時・13時～16時（1人1時間）
場所 市役所3階304会議室
対象 39歳以下
申込 必要項目と希望日を☎でかなが
わ若者就職支援センターへ。 
▶申込多数の場合、お断りすることが
あります。
かながわ若者就職支援センター
☎045-410-3357

高齢者・障がい者などの
住まい探し相談会
日時 5月12日（木）、6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
づくり協会へ。
(公社)かながわ住まいまちづくり協会
☎045-664-6896

人権擁護委員への相談

くらしの人権相談
日時 毎月第1・第3木曜日13時～16時
申込 前日までに☎で市民相談室（☎
822-8114）へ。
▶当日も空きがあれば受け付けます。
全国一斉 特設人権相談
日時 6月1日（水）13時～16時
締切 5月31日（火）
申込 ☎で人権・ダイバーシティ推進
課へ。
人権・ダイバーシティ推進課
☎822-8219

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 5月25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 5月11日（水）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 6月1日～29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 5月11日（水）9時以降に☎で市
民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

国・県・市合同行政相談会

日時 5月31日（火）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 5月11日（水）～26日（木）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

弁護士による養育費相談

日時 ①6月3日（金）②6月18日（土）9
時～15時
場所 はぐくみかん1階こども給付課
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 ①先着4人（国際離婚優先）②先
着5人
申込 ①5月11日（水）②6月1日（水）以
降に☎でこども給付課へ。 
こども給付課 ☎822-0133

臨床心理士による
高齢者・介護者のこころの相談
日時 6月7日（火）・21日（火）・28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 5月11日（水）以降に☎で地域福
祉課へ。
地域福祉課 ☎822-9613

専門医によるもの忘れ相談

日時 6月9日（木）13時・13時20分・
13時40分、6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 ☎で地域福祉課へ。 
地域福祉課 ☎822-9613

審議会の傍聴

児童福祉審議会（第30回）
日時 5月19日（木）10時～12時
場所 はぐくみかん5階会議室3・4
担当 子育て支援課 ☎822-8268
人権施策推進会議（第3回）
日時 5月23日（月）14時30分～16時
30分
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 人権・ダイバーシティ推進課 ☎
822-8219
横須賀市立小中学校適正配置審議会

（第1回）
日時 5月23日（月）16時～18時
場所 市役所5階正庁
担当 教育政策課 ☎822-9751
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

障害者の情報・コミュニケーションに
関する協議会委員
任期 令和4年度から令和6年度
対象 市内在住・在勤・在学で月～金曜
日に開催する年2～3回程度の会議に
出席できる18歳以上
定員 選考1人（面接あり）
締切 5月20日（金）
申込 必要項目と応募動機（800字以
内）を郵送、FAX（825-6040）、Eメー
ル（ h p - h w ＠ c i t y . y o k o s u k a .
kanagawa.jp)か直接、担当へ。
担当 障害福祉課（市役所分館1階）
☎822-9398
政策推進・行政評価委員会委員
任期 7月1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2～3回程度の会議に
出席できる18歳以上
定員 選考2人（面接あり）
締切 5月20日（金）
申込 必要項目、職業、勤務先か通学
先と応募動機（400字以内）を郵送、E
メール（upi-pc＠city.yokosuka.
kanagawa.jp)か直接、担当へ。
担当 都市戦略課（市役所4階） ☎822-
9784
▶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。

市民の皆さんが希望する日時・場所（市内限定）に市職員が出向き、市政
についての説明や意見交換をします。
話し合うテーマを一覧にした「メニュー」は行政センターなどで配布す
る他、市HPでご覧になれます。

まちづくり出前トーク

市民生活課 ☎822-9699

対象   市内在住・在勤・在学の人を中心とした、おおむね10人以上の 
グループ

申込   希望日のおおむね2週間前までに、☎で希望するテーマの担当課
へ。「メニュー」にないテーマを希望される場合は市民生活課へ。

▶「メニュー」など詳細は市HPへ。

広報よこすか　令和４年（2022年）５月号6

三浦縦貫道林ICの完成　�三浦縦貫道林入口交差点から三浦海岸方面へ行けるようになりました。　土木計画課�☎822-9449

●手話通訳、要約筆記、点訳・音訳などの問合せは各担当へ。



市民スポーツ教室

スポーツ振興課 ☎822-8493

内容　�ジュニア相撲、夏季小学生ソフトテニス体験、
なぎなた、ジュニアレスリング、ウインドサー
フィン、Ｆ・マリノスふれあいフットサルタ
イム

▶日時や申込方法など詳細は市HPへ。
▶ガイド（冊子）は市役所4階スポーツ振興課の他、
体育会館、行政センター、運動公園、図書館などで
入手できます。

ＹＯＫＯＳＵＫＡモビリティマルシェ

経済企画課 ☎822-9523

市内の公園などにさまざまなジャンルのキッチン
カーや移動販売車が集結します。
▶実施日、開催場所、出店情報など詳細は専用ＨＰ
かアプリへ。

救急法基礎講習会

地域コミュニティ支援課 ☎822-8220

日時　5月28日（土）13時～17時
場所　ヴェルクよこすか
対象　15歳以上
定員　先着20人
費用　1,500円
申込　�5月11日（水）～25日（水）に必要項目をはがき

で日赤横須賀地区事務局（地域コミュニティ
支援課内）へ。

各種救急講習会

救急課 ☎821-6507

普通救命講習会（小児・乳児）
日時　6月9日（木）10時～12時
上級救命講習会
日時　6月17日（金）9時30分～16時30分
申込　�必要項目をHP「e-kanagawa横須賀市」か☎

でコールセンターへ。
▶オンライン救急講習会など、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。

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）
5月は8日・15日、6月は12日・19日
対象　市内在住の人
シルバー感謝デー（毎週水曜日）
5月は4日・11日・18日・25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
▶ゴールデンウィーク中は混雑します。

土曜科学教室
プログラミングで車を走らせよう

教育研究所 ☎836-2443

日時　6月4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30人
費用　500円
申込　�5月3日（祝）～17日（火）

に必要項目をネット申込
へ。

リサイクル体験教室

アイクル ☎866-1196

浴衣で作るブラウスとパンツ
日時　6月11日（土）・18日（土）10時～15時（全2回）
締切　5月27日（金）
布ぞうり
日時　�6月24日（金）� �

9時30分～12時30分
締切　6月10日（金）
▶定員、申込方法など詳細は市HPへ。

くりはま花の街フェア 春
日時　�5月15日（日）10時～15時（雨天中止）
場所　くりはま花の国
内容　吹奏楽とダンスのステージ発表、物販の出店
▶会場内での飲食は控え、テ
イクアウトにご協力をお願
いします。

久里浜行政センター ☎834-1111

うみかぜカーニバル in 海辺つり公園

（公財）マリンスポーツ財団 ☎03-3454-1151

日時　6月４日（土）9時・13時
場所　海辺つり公園
内容　釣り教室・大会、海の安全教室
対象　小・中学生とその保護者
定員　各抽選10組（1組4人まで）　費用　1組千円
▶申込方法など詳細は（公財）マリンスポーツ財団HPへ。
▶駐車場に限りがあるため、公共交通機関をご利用く
ださい。

パソコン入門教室

まなびかん ☎822-4838

①超入門コース（全３回）
日時　6月13日（月）～15日（水）9時30分～11時45分
②ステップアップコース（全4回）
日時　7月11日（月）～14日（木）9時30分～11時45分
場所　まなびかん　　定員　各先着16人
費用　①３千円　②４千円
申込　�5月16日（月）10時以降に☎か直接、まなび

かんへ。

よこすか野菜市 in 市役所

農水産業振興課 ☎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　5月17日（火）11時～13時
場所　市役所1階会計課前
▶今後の開催予定など詳細は
HP「よこすか野菜」へ。

三浦一族研究会 講演会
内乱期 三浦一族の選択

文化振興課 ☎822-8116

日時　6月4日（土）13時30分～15時15分
場所　ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
定員　先着300人
申込　�5月11日（水）～19日（木）に�

必要項目をネット申込か�
☎でコールセンターへ。

みんなで一緒にフレイル予防
みんチャレ教室

シニア

健康増進課 ☎822-8135

日時　�6月17日（金）13時45分～16時・24日（金）
14時～15時（全２回）

場所　浦賀行政センター
対象　�スマートフォンを所有し、ＬＩＮＥアプリな

どを使ったことがある市内在住の65歳以上
定員　抽選25人　　締切　6月2日（木）
申込　�必要項目をネット申込か☎、FAXでコールセ

ンターへ。

基地内留学
ブリッジプログラム模擬授業

国際交流・基地政策課 ☎822-8538

日時　�5月21日（土）13時～14時、� �
6月22日（水）18時30分～19時30分

内容　�米海軍横須賀基地内メリーランド大学�
（UMGC）の英語学習プログラムの模擬授業

申込　�前日までに必要項目をEメール� �
（bridgeprogram-asia@umgc.edu）で
UMGCへ。

▶詳細は市HPへ。

エコツアー 
初夏の山野草観察会

自然環境共生課 ☎822-9749

日時　6月5日（日）9時30分～12時20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　�5月20日（金）～6月3日（金）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
kannonzaki@kanagawa-park.or.jp）へ。

母親クラブ親子運動会

青少年会館 ☎824-5377

日時　6月18日（土）10時30分～12時
場所　総合福祉会館　対象　未就学児とその保護者
定員　抽選12組（1組５人まで）
締切　5月31日(火)
申込　�同伴の保護者を含め全員の必要項目をはがき、

FAXか Eメールで青少年会館（〒238-0016深
田台37�FAX823-7432�Eメール seisyounen-
kaikan@city.yokosuka.kanagawa.jp)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　

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。

動物村のお祭り

障害福祉課 ☎822-9834

日時　�5月22日（日）10時～15時� �
（雨天の時は29日（日））

場所　市役所前公園
内容　動物との触れ合い体験、模擬店の出店
▶障害児者とその家族の他、誰でも参加できます。
▶当日の開催確認は８時以降にコールセンターへ。

やさしさ広がれ ふれあいフェスティバル

社会福祉協議会 ☎821-1301

日時　6月5日（日）10時～15時（雨天決行）
場所　総合福祉会館
内容　�地域作業所・福祉施設・ボランティア・市民

団体・企業による展示・販売・発表・体験コー
ナーなど

▶新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年よ
り規模を縮小して開催します。
▶公共交通機関をご利用ください。

こども

こども

こども

こども

専用HP アプリ「モビマル」

オンライン
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アートと自然の一体感を味わえるユニーク
な建築。後ろ三方を森に囲まれ、目の前に
東京湾が広がるロケーション。絶景美術館
にも選ばれた魅力的な眺望を楽しむことが
できます。

2007年にオープンした横須賀美術館。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、多彩な企画展やワークショップなどの催しも開催しています。開館15周年を
迎え、ますますパワーアップする横須賀美術館を紹介します。

美術館に併設されたレストラン「アクア
マーレ」では、地元産の魚介類や野菜など
を使ったオリジナルメニューや、企画展と
のコラボメニューを期間限定で提供してい
ます。

美術館から観音崎公園の森へつながる散歩
道は、毎年5月20日ごろからアジサイのシー
ズンが始まるなど、季節の移ろいを感じる
ことができます。また、美術館作成のオリ
ジナルウォーキングマップでは、馬堀海岸
駅から美術館までの散策ルートなどを紹介
しています。

美術館の枠を超えた
絶景美術館

生誕150年 矢崎千代二展

華麗なるベル・エポック 
フランス・モダン・ポスター展

小田扉の
『横須賀こずえ』展

会期　6月26日（日）まで

京都工芸繊維大学 美術工芸資料館コレクション

会期　6月26日（日）まで会場　所蔵品展示室5

会期　6月19日（日）まで

会場　所蔵品展示室8

会場　企画展展示室

横須賀出身の画家、矢崎千代二（1872-1947）の
初期油彩画の代表作《秋の園》をはじめとした、
優品約30作品を展示します。《秋の園》は、ふる
さと納税などのご寄附をもとにした開館以来
初の購入作品です。

19世紀末から第一次世界大戦期にかけてパリ
の街を彩った、ジュール・シェレ、ロートレッ
ク、ミュシャらによる作品など約110点を紹介
し、ポスター芸術の歩みをたどります。

横須賀を舞台にした小田扉の漫画『横須賀こ
ずえ』（小学館）の原画を中心に展示を行いま
す。作中に描かれた、知る人ぞ知る横須賀ご
当地ネタもあわせて紹介します。

矢崎千代二《秋の園》1900年　横須賀美術館蔵

小田扉《『横須賀こずえ』第１巻表紙絵原画》
2019年作家蔵©︎小田扉/小学館

アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレック
《ディヴァン・ジャポネ》1892年

併設レストランで
一休み

美術館周辺の豊かな
自然を散策

開館時間 休館日10時〜18時 5月9日（月）、6月6日（月） 公式ツイッター

公式ツイッターで
は、展覧会やキャ
ンペーンの情報、
駐車場の混雑情
報などを発信し
ています。

料理写真はイメージです。

美術館HP

広報よこすか　令和４年（2022年）５月号8

●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。



久里浜1丁目第2公園が開園します

高齢者向け補助金

新型コロナウイルス感染症
緊急対策基金への寄付など

横須賀おみやげアイデアコンテスト
募集開始

　旧くりはまみんなの公園を再整備するため、2020年度から工事を進
めてきた久里浜１丁目第２公園が完成しました。

皆さまのご厚志、誠にありがとうございました。

3月31日までにいただいた寄付の合計
（非公表の企業・団体分含む）

（一社）キッチンカー協会　3,630円
汐入3丁目イルミネーションを楽しむ会　9,000円
布あそびの会 手芸の部屋　103,280円

83,928,039 円

6人　 計 175,000円 個人の寄付は匿名希望者多数のため、
人数と合計金額のみ掲載しています。

企業・団体など

企業・団体など　(公社)フードバンクかながわ、グリーンハイツすえひ
ろ会有志、(株)たかほ、米海軍第7潜水隊群、久里浜台ひまわりの会、
NPO法人ピース、横須賀里山田んぼ倶楽部、(株)トーヨー、東芝ライテッ
ク(株)、三井住友海上火災(株)神奈川支店横須賀支社、日本たばこ産
業(株)神奈川支社、横須賀バプテスト教会、第一環境(株)横須賀営業所、
損害保険ジャパン(株)横須賀支社、(有)三和保険事務所、(株)ニコン横
須賀製作所、(一社)横須賀市観光協会、(株)CHOCOLATE LABEL、
妙真寺、(有)電気工事ヤマト、(株)鈴栄工業、NPO法人アンガージュ
マンよこすか、天理教田浦分教会、三笠会、グレイスヒル湘南野比自
治会、大塚製薬(株)首都圏第二支店、鴨居老人福祉センター、追浜地
区社会福祉協議会、（独行）駐留軍等労働者労務管理機構横須賀支部

個 人　206 件　個人の寄贈は申し込み多数のため、件数のみを掲載しています。

個 人

2021年12月1日～2022年3月31日にご寄付いただいた皆さま（敬称略）

2021年11月１日～2022年2月28日にご寄贈いただいた
皆さま（敬称略）

新型コロナウイルス感染症緊急対策基金への寄付

食料支援への寄贈

部門と奨励金・賞金

対象者

対　象

対　象

補助額

補助額

申込方法

申　込

審査対象

募集期間

５月10日（火）

●  インクルーシブに利用できる遊具や施設　　　　
（＝誰もが一緒に楽しめる）

● 離れた人と会話ができる不思議なパラボラ遊具
● 電車ごっこが楽しめる遊具やベンチ
● ＪＲ横須賀線の走行車両が間近に迫る展望デッキ
● 多様な植栽やビオトープ、開放的な芝生広場

おみやげ開発部門（2件）100万円（奨励金1件あたり最大）
アイデア提案部門（最大2件）10万円
横須賀商工会議所会頭賞（1件）20万円

①おみやげ開発部門は、一定期間までに商品化、販売が可能であるもの
② 黒船やペリー、開国の街など横須賀をイメージさせるものや、横須賀産の

農産物・海産物を使用したもの。その他、横須賀の新たなブランドイメー
ジを構築するための提案

③本市への地域貢献が期待できるもの
④ 将来にわたり、本市のお土産品として定着が期待されるものや、本市のふ

るさと納税の返礼品として期待できるもの

横須賀の新たなお土産を自ら
開発したいという意欲のある
事業者・個人

▶︎ 申込方法など詳細は、 
☎️で横須賀市観光協会 

（☎️822-8256）か同協会HPへ。

（以下の条件を全て満たすもの）

6月1日（水）～７月31日（日）

久里浜１丁目
（ＪＲ久里浜駅下車すぐ）

横須賀の新たなお土産のアイデアを募集します。

市内在住の65歳以上かその同居者で、市内事業者に
自己所有住宅のリフォームを依頼する人

市内在住の70歳以上（1世帯につき1回限り）

税抜20万円以上の対象工事に対し一律10万円
（先着200件）

購入費の2分の１
（上限5千円、購入時のポイント使用分・発生分は除く）

6月1日以降に申請書などを郵送でまちなみ景観課へ。

５月10日（火）～来年１月31日（火）に市HPにある申請書
などを郵送か直接、市役所４階地域安全課へ。

▼  申込多数の場合、受付を終了することが
あります。詳細は地域安全課か市HPへ。

▶︎ 補助要件・対象工事などの詳細は、 
まちなみ景観課か市HPへ。

この通話は
録音されます

公園建設課 ☎ 822-9562

高齢者住宅リフォーム補助金

電話機で詐欺を撃退

観光課 ☎ 822-8567
まちなみ景観課 ☎ 822-8077

地域安全課 ☎ 822-9707

楽しみ
いっぱいの

園 内

住環境の向上と市内経済の活性化を図るため、高齢者が
住む住宅のリフォーム費用を補助します。

迷惑電話防止機能付き電話機などの購入費を補助します。

開園予定日

場　所
駐車場（15台）　9時～16時

▼ �ゲートは機械により自動閉場します
ので、時間内に出庫してください。

2022
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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。

黒潮のしくみや、海流に
よって三浦半島にもたらさ
れた南の海の生き物や自
然、漁業、文化などを紹介
します。

一般閲覧や貸出の他、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。

市議会の日程 議事課 ☎︎822-9394

●市立小・中学校の昔の写真・記録映像
●米兵とその家族の似顔絵コレクション
●美しい天井飾り（戦前の医院と横須賀鎮守府庁舎）
●戦前戦後の雑誌コレクション（『軍港よろず新聞』他）

5月13日（金）招集議会
● 議会運営（10時）
● 本会議（14時）
●  総務、民生、環境教育、都市整備常任 
（本会議終了後）

● 議会運営（常任終了後）
●  予算決算常任（議会運営終了後）
●  予算決算理事会（予算決算常任終了後）

市議会HP

ツノダシ

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

この他のコミセンでも講座や催しを
多数開催しています。

☎︎824-3688　〒238-0016 深田台95

田浦
☎861-9007

ふれあい学級たうら 6月7日～7月5日のうち火曜日9時30分～11時30分（全5回）
定員 抽選14人 対象 65歳以上 費用 2,100円 締切 5月26日(木)

逸見
☎823-3205

へみのほたるを見に行こう 6月11日（土）19時～20時20分 定員 抽選20人
費用 50円 締切 5月26日(木) 

衣笠
☎852-3596

布ぞうりづくり ①6月29日(水)②7月14日（木）9時30分～12時30分
定員 各抽選15人 費用 1,800円 締切 6月15日(水)

浦賀
☎841-4184

はじめての切り絵アート 6月1日～22日のうち水曜日10時～11時30分（全4回）
定員 抽選14人 費用 千円 締切 5月18日(水)

西
☎857-0896

津軽三味線コンサート 和の響き 6月25日(土)14時～15時30分 定員 抽選50人
締切 6月13日（月）

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）休館日

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。

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）休館日

6月9日(木)・14日(火)・16日(木)・
21日（火）・23日（木）

予備日

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

企画展示
新着資料展2022 近年収蔵の近現代史料から
6月19日（日）まで
今回初めて展示される横須賀ゆかりの歴史資料を
中心に紹介します。

児童図書館の講座・催し

手づくり紙芝居教室
世界で一つだけの紙芝居を作ってみませんか？
先生に教えてもらいながら、自分で考えた物語に
イラストを描き、最後に発表会を行います。
6月11日（土）・25日（土） 
13時～16時（全2回）

対象 全回参加できる小学生
定員 先着16人
申込  5月11日(水）以降に 

☎︎で児童図書館へ。

図書館でわくわく「ムシ」たんけん
カブトムシなどの身近な昆虫の話や、釣りゲームを
しながら昆虫について楽しく学びます。
8月3日（水）14時～16時

対象 4歳児～小学生とその保護者
定員 先着16人
申込 7月12日（火）以降に☎︎で児童図書館へ。

夏の夜のこわーいおはなし会
8月5日（金）19時～20時
対象 小学生以下とその保護者
定員 先着35人
申込 7月15日（金）以降に☎︎で児童図書館へ。

定例のイベント

特別展示
黒潮のめぐみ 海流が運んだ生き物と文化
7月23日（土）～来年1月9日（祝）
展示解説　 7月23日（土）、8月27日（土） 

14時～15時

主な展示資料

市HP

図書館HP

博物館HP

5月〜7月の情報

津軽三味線
コンサート
和の響き

（西コミセン）

ご案内
●  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5月27日
（金）17時です。

6月  7日（火） 議会運営

6月  8日（水） 本会議、予算決算常任（本会議終了後）

6月13日（月） 民生常任（分科会）、都市整備常任（分科会）

6月15日（水） 総務常任（分科会）、環境教育常任（分科会）

6月20日（月） 特別（設置された場合に開会）

6月22日（水） 予算決算理事会、予算決算常任（11時）

6月24日（金） 議会運営、本会議（14時）

6月定例議会

詳細は図書館HPを
ご確認ください。
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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

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。

横須賀市に住民登録
している人

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）

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。

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。

ところ 実施期間 申込み先

健診センター
7月〜9月までの予約が 
できます

5月9日（月）〜
来年3月16日（木）

月〜金曜日（5月11日（水）以降）
9時〜12時・13時〜16時（祝・休日
を除く）
☎︎822-4351 FAX 822-4390

実施医療機関 来年2月28日（火）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・
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・
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

骨密度検診 18歳以上 1,050円 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・
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）

対象
わいわい広場

● プレママ・プレパパ教室
● プレママ・プレパパ料理教室
● 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

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。

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。

詳細はこちらから

介護予防教室 

生きがい講座

申込み・問合せ先  コールセンター ☎︎822-2500

申込み・問合せ先  老人福祉センター・老人憩いの家

シニアの皆さんの生活や健康維持に役立つ内容など、介護予防に
取り組む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。

シニアの皆さんの教養や健康に役立つ講座を開催しています。

本町　☎︎821-1308  ● フラダンス  ● 明るい終活セミナー
池上　☎︎853-1051  ● フラダンス  ● スマホ講座
鴨居　☎︎841-4771  ● 折り紙教室  ● パドル体操講座
秋谷　☎︎857-0710  ● 終活準備講座  ● 横須賀の日本遺産を学ぶ
公郷　☎︎854-0206  ● カルトナージュ  ● ハワイアン体操
▶ この他にもさまざまな講座を実施しています。

時間は窓口により異なります

市HPもご覧ください。

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 
こども給付課 ☎︎822-0133

終活支援の相談
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

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
▶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
電話︎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

福祉の総合相談
（福祉のLINE相談）

月〜金曜日
8時30分〜17時

（LINE相談は24時間受付）

ほっとかん
消防局庁舎1階
☎︎822-9613

精神保健福祉・ひきこもり相談 ☎︎822-4336
保健所保健予防課感染症（結核など）の相談 ☎︎822-4385

エイズ・性感染症の相談 ☎︎825-6117
健康・食事の相談 ☎︎822-4537 健康増進課

広報よこすか　令和４年（2022年）５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。



横須賀市経営企画部広報課 横須賀市コールセンター
8時～18時（年中無休） 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。

人口380,492人（前月比−1,695人）　世帯数165,629世帯（前月比+193世帯）
（令和4年4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。

☎ 046-822-2500　FAX 046-822-2539
〒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

編集・発行

市勢情報

事前申込をすると、イベント会場に

感染症対策を徹底して3年ぶりに開催

よこすか海軍
カレーバイキング

500円で、お店こだわりのよこすか海軍カレーを
3種選んで食べ比べる事ができます。

感染症対策として、混雑時には入場制限をする場合が
あります。市公式ツイッターで当日の混雑状況をご確
認ください。

● カレーグランプリやステージイベントは実施しません。
● 検温などの感染症対策にご協力をお願いします。
● イベントは変更・中止となる場合があります。
● 当日の開催確認は、7時以降にコールセンター（☎️822-2500）へ。

横須賀の他、呉、佐世保、
舞鶴、大湊の海上自衛隊カレーの

お店が集合します。

友好都市や交流地域など市外からも出店。
バラエティー豊かなカレーメニューが

楽しめます。

「カレーフェスティバル2022 
PR大使」
カレー店のコンサルタント・
メニュー商品開発など多方
面で活躍中。

よこすか海軍カレーパンと各店自慢の
カレーパンをお得な3個セット700円で販売。

都内を中心としたデリバリー専門店
一条もんこ先生の

カレー診療所が出店1日5,000食限定

海上自衛隊
カレーコーナー

よこすか海軍
カレーパンまつり

2022

他にも個性的な
カレーが大集合

分散入場のため、事前申込にご協力ください。
5月11日（水）9時申込受付開始（先着順）

▼詳細はHP「横須賀市観光情報」へ。

写真はイメージです

できます。

観光課 ☎822-8294

5 21 22

1日900食限定

スパイス料理研究家、一条
もんこさんが作る無添加・グ

ルテンフリーの健康
志向なカレーが会場
で食べられます。

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