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走水水源地の水道と観音埼灯台建設のきっかけは
横須賀造船所（製鉄所）
横須賀造船所の建設に当たり、灯台や良質な水が必
要になりました。そのため、観音埼灯台や走水水源
地から横須賀造船所を結ぶ水道が作られ、今でも
残っています。

横須賀市歌から構想におよび、市制施行70 周
年記念として昭和53年に発刊。市内の文化財、
風景などが日本画・洋画と共に紹介されていま
す。百選に選定された場所には案内板などが設
置されている場所もあります。

より広く親しんでもらうために、横須賀民
謡普及会がダンスの要素を取り入れて振
り付け。例年、夏に行われる

「よこすか市民盆踊り大会」
でも踊られています。

中央・北・南図書館などで貸し出しできます

▲

動画はこちら

▲

観音埼灯台は横須賀造船所に関わるある人の指示の下、建設されました。
ある人とは誰でしょう？
ヒント　3ページに名前が登場します。

ハマユウの名前の由来は？

荒崎海岸の海中に突き出した小高い岩山「城山」は三浦一党のあ
る人の居城跡といわれています。ある人とは誰でしょう？
ヒント　昨年の大河ドラマにも登場しています。

市の花であるハマユウ（別名：ハマオモト）。市制施行70周
年にスイセンなどを含む本市の気候・風土に適した12種の
植物から市民投票で決まりました。最も北に自生する天神
島のハマユウは、県の天然記念物にも指定されています。

自然が創り出した美しい岩場が続く荒崎海岸。荒崎公園の
「夕日の丘」の展望台から富士山や天城連山などが望めます。

明治2年に日本で初めて点灯した洋式灯台である観
音埼灯台。この灯台ができる前は海の近くに小屋を
建て火をともすものが主流でした。レンズを使った
仕組みや大型のれんが造りなど、観音埼灯台は遠く
まで光を届けることができる画期的な灯台でした。

歌詞の全文はこちら

横須賀フォトコンテスト2020 佳作「荒崎の陽」M.Tさん

初代の観音埼灯台
写真提供 （公社）燈光会

走水水源地煉
れ ん が

瓦造貯水池

答えは4ページ下の欄外へ。

初代は横須賀造船所で作られた
「れんが」が使用されていた
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「広報よこすか」は市HPでもご覧になれます。　広報よこすか 検索

横須賀はナウマンゾウ発見の地

黌
こうしゃ

舎を卒業した料理研究家！？

フランスに柿が広まった
きっかけは横須賀造船所

あらゆる所に潜む303mm、
始まりは横須賀

横須賀造船所のドライドックの工事中に
ゾウの化石を発見。ナウマン氏が科学的
に研究して「ナウマンゾウ」と名付けら
れました。

黌舎の卒業生の中には料理研究家の顔
を持つ桜井省三という人がいました。彼
はフランスに留学し、帰国後は東京帝国
大学で造船学を、大学近くの自宅で料理
を教え、料理本も出版。

柿にほれ込んだ横須賀造船所の技師
デュポンがフランスに広めたとのこと。
今でも柿はフランス語で「kaki」。

1尺を303mm と換算してメートル法を
日本に広めた横須賀。現在でも建築基準
寸法として使用されています。小学校の
床板も303mm、畳のサイズの基本にも。

　日本はペリー提督の来航により開国しました。開国には
船を修理する施設や港、灯台が必須です。
　日米修好通商条約の締結のため渡米した小

お ぐ り

栗上
こう

野
ずけの

介
すけ

 
忠
ただ

順
まさ

（徳川幕府勘定奉行）は米国の技術力を見て、製鉄な
ど「最先端の技術を日本に根付かせなくては」と強く感じ
ました。そこで優れた造船技術を持つフランスに依頼し、
造船所を建設することに。フランスから技師ヴェルニーが
来日し、江戸近郊で造船に
適した地を探したところ、
波の穏やかさと水深の深さ
から横須賀が選ばれました。

　当時、日本最大の工場である横須賀造船所は、最先端の
建造物や機械などが集まった博覧会場のような場でした。
トヨタグループ創業者の豊田佐吉も横須賀に寄宿して造
船所内の見学を重ね、研究を進めていたほどです。

　幕末から住む多くの外国人、洋行帰りの日本人、パン
屋が並ぶ街並み…西洋文化が馴染む横須賀はオシャレな
先進都市だと国内では思われていました。

　横須賀造船所の技術は観音埼灯台、世界遺産に認定され
た富岡製糸場、国の重要文化財である品川灯台、横浜のドッ
クヤードガーデンなどにも活用されました。そして技術だけ
ではなく、曜日や時間の管理、日曜日に休む文化、労働時間、
メートル法など現代では当たり前となっているものも横須賀
から日本に広まりました。
　日本の近代歴史で重要な役割を果たした横須賀。今、読
んでいるあなたや近所の人の先祖に実は日本の近代化に大き
く貢献した有名人がいるかもしれませんよ。

　横須賀造船所は鉄を加工する工場からロープを作
る工場まで最先端の技術を持つさまざまな工場が集ま
る場でした。そのため横須賀造船所で作られた機械類
は日本中に納品され、官営から民営まで当時の日本の
工場を支えていたといっても過言ではありません。

　また、横須賀造船所には国内最高水準の先進技術
を学ぶ学校（黌

こうしゃ

舎）もありました。黌舎は日本の工学
教育を支え、卒業した生徒は工学部門だけではなく
多方面で活躍したともいわれています。

現在(ヴェルニー公園) 横須賀造船所

写真提供
神奈川県立
歴史博物館・
川島家寄贈

明治初期に起工したドライドック。現在は米海軍基地内にて現役で使用。

横須賀造船所の技術者が設計し、設備類も納品

横須賀造船所についてもっと知りたい人は
自然・人文博物館やティボディエ邸へ。

ティボディエ邸関連記事 12 面へ。

富岡製糸場 画像提供 富岡市
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　明治21年8月、正岡子規は夏期休暇を利用し、友人と共に汽船で浦賀に。
そして横須賀、鎌倉で遊びました。句は横須賀港内に連なる帆

はんしょう

檣※の印象を詠
んだもので、句集「寒

かんざんらくぼく

山落木」に収録。

　「蜜
み か ん

柑」は芥川龍之介が横須賀の海軍機関学校教官時代、
鎌倉の下宿への帰路に横須賀線内でたまたま出会った出来
事を題材としています。JR 横須賀駅を出た汽車の中で、二・
三等車の区別もつかない少女が、自分を見送るため待ちか
まえていた弟たちに、窓から蜜柑を投げ与えその労に報い
た姿を見て、少女に対し最初に抱いた不快感から一転、明
るい感動を覚えたことを作品化したといわれています。

　近松門左衛門「国
こくせんやかっせん

性爺合戦」の虎狩りの場面を題材にした民俗芸能。主人公の
和
わ と う な い

藤内（男性）や虎、唐
か ら こ

子（女児）、大
おおとうじん

唐人（成人男子）が登場し笛や太鼓に合わせて、
虎の舞や唐人踊りを行います。1720年、奉行所の移転とともに下田から浦賀へ伝
えられたといわれ、現在は西浦賀浜町と野比中村町で継承されています。

⃝「浦賀港」　若山牧水　浦賀
⃝「古事記」　太安万侶　走水
⃝「平家物語」　作者末詳　衣笠、久里浜　　
⃝「良人の臨終から発病まで」　与謝野晶子　観音崎
⃝「わんぱく天国」　佐藤さとる　逸見、吉倉他

吉倉公園

ヴェルニー公園 現在の横須賀港（ヴェルニー公園）

※船の帆を張るための柱

舞台という説がある「田の浦踏切」

市内の文化財

参考
横須賀が舞台になった文学作品（小説、随筆、詩歌など）を
地区ごとに収録。

文学に現れた横須賀

貸出場所 中央・北・南図書館など

浦賀虎踊り保存会として、県内の民俗芸能大会や全国の虎踊りが集まる大会に出演
してきました。そうした中で浦賀の虎踊りの魅力はやはり「虎とお囃

は や し

子の編成」に
あると思います。全国の虎踊りの中でも、2人で虎の着ぐるみを着て演じ、お囃子に
三味線が加わっているものはなかなか見ません。先代の努力により300年伝えられ
てきた虎踊り。少子化などによる後継者問題がありますが、近隣の町内会の皆さん
にも協力を得ながら、昔の形をそのまま次の世代へ伝えていきたいです。

バレエ、歌舞伎、日本舞踊などに取り組んできた梅川壱ノ介
さん。和藤内や虎たちを1人で“七変化” のスタイルで表現。
平和中央公園で撮影した現代流アレンジの映像はYouTube
チャンネル「ヨコスカ街なかミュージック」で公開します。 現代流アレンジを披露

したイベントでの様子

市内の文学碑
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クイズ（2ページ）の答え　�①ヴェルニー�②花が木
ゆ う

綿（神事で使われる布）のように白く垂れていること�③三浦義澄



一人一人の多様な視点誰誰もがもが認認めめ合合えるえる。。

差別差別のないのない「横須賀横須賀」
人権・ダイバーシティ推進課 ☎822-8219

目指す姿は「ひと」「まち」「しごと」「環境」目指す姿は「ひと」「まち」「しごと」「環境」
変化を力に希望ある豊かな横須賀！変化を力に希望ある豊かな横須賀！

「YOKOSUKA ビジョン2030」では「YOKOSUKA ビジョン2030」では
「目指すべきまちの未来」を描いています。「目指すべきまちの未来」を描いています。

YOKOSUKA
ビジョン2030

性別や年齢、国籍や文化、価値
観や感性など、人によってさま
ざまです。同じものを見ても、
全く違うことを感じる人もいま
す。いろいろな形や色の花も束
ねるときれいな花束になるよう
に、多様な視点や考え方を知り、受け入れることで、�
より良いアイデアが生まれてきます。

　　　　�多様性を認め合い、全ての 
“ひと”が自分らしく輝けるまちへ

市HP

いじめ撲滅、そして差別をなくそう

ピンク色のシャツを着る、ピンク色の物を身に着ける、
それが「いじめ反対」の意思表示となります。

ピンクシャツデーとはピンクシャツデーとは
　始まりはカナダのハイスクール。ピンクのシャツを着た男子生徒が
からかわれ、いじめに遭いました。それを聞いた2人の上級生は「僕
らもピンクのシャツを着て、いじめストップを！」とクラスメートた
ちに呼びかけました。翌日、2人が呼びかけた人数をはるかに超えた
生徒たちがピンクシャツやピンク色の物を身に着けて登校し、学校中
がピンクに染まりました。以来、その学校でいじめはなくなりました。
　今では、２月最終水曜日を「ピンクシャツデー」とし、約180カ国
に広がる「いじめSTOP！」の意思表示を行うポジティブキャンペーン
となっています。

――なぜ、この学校ではいじめがなくなったのでしょうか。
A）みんなでピンクのシャツを着たから
B）２人の上級生が「いじめストップ」のために行動したから

いじめを受け入れない環境作りをいじめを受け入れない環境作りを
　もちろん、ピンクシャツを着たからといって、いじめがなくなるわ
けではありません。このエピソードを通して皆さんに知ってほしいこ
とは、趣味・趣向、個性や境遇を理由に孤立している人がいたら、そ
の人へ手を伸ばすことは「誰にでもできる」ということです。
　いじめの撲滅には、私たちの意識の変化だけではなく、いじめその
ものを受け入れない環境作りも重要となります。

市内にも広がるピンクシャツデー運動市内にも広がるピンクシャツデー運動
　市では、「いじめSTOP！」の意識を定着させるため、偶数月の最終
水曜日にもピンクシャツデー運動を行っています。現在市内34団体
286事業所が参加していて、少しずつ輪の広がりを感じています。こ
れからも、差別のない社会を目指した活動をより一層、推し進めてい
きます。

人権・ダイバーシティ推進課　岩崎主任

教育の場でも教育の場でも
　子どもたちには、学校教育目標で示
しているとおり、自分自身で「気づき、
考え、行動する」ことを学んでほしい
と思っています。
��「ピンク色の物を身に着ける＝いじめ
反対」に賛同するという共通認識のも
と、取り組みを行っており、子どもたちの行動から教師や大人が気づ
かされることもあります。
　また、学校運営協議会委員の皆さんの賛同も得て、今後は、桜小学
校だけではなく、坂本中学校区の学校や地域の人たちにもご協力いた
だき、学校・保護者・地域が一体となって、ピンクシャツデー運動を盛
り上げていきたいです。

桜小学校校長　小泉先生

いじめストップ！いじめストップ！
ピンクシャツデー関連イベントピンクシャツデー関連イベント
啓発イベント� �２月19日（日）�13時～15時、�

コースカ�ベイサイド�ストアーズ（本町）
� ピンクシャツスカリンなど着ぐるみが大集合、
� 缶バッジの作成コーナー、子ども向けのワーク�
� ショップなど

パネル展示　市内でのピンクシャツデー運動の様子を写真でお届け
日時��①２月14日（火）～25日（土）� ②２月20日（月）～�24日（金）
場所��①市民活動サポートセンター��②市役所１階展示コーナー

施設ライトアップ
ティボディエ邸　２月22日（水）�17時～�21時

ははピンクシピンクシャャツデーツデー

内容

詳細は市HPをご覧ください。
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広告景観推進協力員の募集

道路上などの違反広告物の除却や事業
者への啓発活動などを月1回実施します。
対象 市内在住・在勤・在学の人
申込 必要項目を電話、FAX、Eメール
か直接、市役所分館3階まちなみ景観
課（FAX826-0420 Eメールkeikan-ci
＠city.yokosuka.kanagawa.jp）へ。
▶3月2日（木）14時～15時、市役所3
階302会議室で講習会を開催し、受講
後に登録します。
まちなみ景観課 ☎822-8127

横須賀総合高校（定時制）生徒の募集

学力検査・面接日時 3月10日（金）（18
歳以上は学力検査を作文に変更可）
対象 県内在住・在勤で中学校を卒業

（見込みを含む）した人 
申込 3月2日（木）・3日（金）に願書を直
接、横須賀総合高校へ。
▶願書などは市役所６階教育指導課、
行政センター、同校定時制校務セン
ターで配布します。
教育指導課 ☎822-8479

放課後子ども教室の会計年度任用
職員・ボランティアの募集
安全な放課後の居場所として、4月よ
り順次市立小学校内に開所する放課後
子ども教室のスタッフを募集します。
内容 見守り（そのサポート）、子ども
たちへの声かけ、準備や片付けなど
▶募集要件、必要書類など詳細は市
HPへ。
子育て支援課 ☎822-8061

国民健康保険料の試算ができます

市HPから試算ファイルをダウンロード
し、注意事項を確認してご利用ください。
▶電話での試算は前年中の所得が分か
るものを用意して健康保険課へ。
健康保険課 ☎822-8233

年末食品一斉監視結果を公表します

公表期間 2月1日（水）～28日（火）
令和4年度横須賀市食品衛生監視指導
計画に基づき実施しました。
▶資料はウェルシティ市民プラザ3階
保健所生活衛生課か市HPから入手で
きます。
保健所生活衛生課 ☎824-2191

家庭でできる省エネ活動に
ご協力ください
2月は省エネルギー月間です。冬季は
暖房・給湯などエネルギーの使用が増
加します。
家庭でできる省エネ活動のポイント
・室温は20℃程度、重ね着などで調整
する
・間隔を空けずに入浴し、追いだきや
保温を控える
・冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」
に調整する など
ゼロカーボン推進課 ☎822-8524

食品衛生監視指導計画

令和5年度の計画策定に当たり、意見
を募集します。
資料提供・意見募集期間 
2月1日（水）～28日（火）
意見提出方法
郵送（〒238-0046 西逸見町1の38
の11）、FAX（824-2192）、Eメール

（hls-hw@city.yokosuka.kanagawa.
jp）か直接、保健所生活衛生課（ウェル
シティ市民プラザ3階）へ。
▶詳細は保健所生活衛生課か市HPへ。
▶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。
保健所生活衛生課 ☎824-2191

久里浜地区原子力防災訓練

日時 2月14日（火）9時30分～11時30分
場所 佐原周辺（佐原4、5丁目と内川１

丁目付近）
内容 屋内退避訓練、汚染検査訓練、
防災講話など
対象 佐原町内会、久里浜工業団地部会
危機管理課 ☎822-8226

役所屋の休業

テナントビル休館日のため休業します。
中央店 2月16日（木）
久里浜店 2月21日（火）
▶久里浜市民活動サポートセンターも
休業します。
役所屋中央店 ☎820-4574
役所屋久里浜店 ☎837-3300

Jアラート放送試験のお知らせ

ミサイルの発射や津波などの緊急事態
の発生を、迅速に情報伝達するための
Jアラートの動作確認です。
日時 2月15日（水）11時
放送内容 「これは、Jアラートのテス
トです（3回繰り返し）。こちらは、防
災よこすかです。」
危機管理課 ☎822-8410

坂本コミュニティセンター移転の
説明会
令和6年度に移転予定の坂本コミセン
について市民説明会を実施します。
日時 2月24日（金）10時～11時30分・
25日（土）18時～19時30分
場所 坂本コミセン 
地域コミュニティ支援課
☎822-8303

市民団体向け補助金公開プレゼン

市民協働推進補助金の応募団体による
プレゼンテーションを公開します（出
入場自由）。
日時 2月27日（月）13時～15時
場所 市民活動サポートセンター
市民生活課 ☎822-9699

令和5年度の入浴利用券の配布

対象 ひとり暮らし高齢者入浴利用券
を利用中の人
締切 2月3日（金）
申込 市から送付した「更新申請書」に
必要事項を記入し、返信用封筒で介護
保険課へ。
▶令和5年度から、継続して利用を希
望する人は更新手続きが必要です。
▶締切までに手続きをした人には、4月中
旬から順次、令和5年度分を配布します。
▶初めて申請する人は、地域の民生委
員にご相談ください。
介護保険課 ☎822-8255

認知症介護者の集い

日時 3月2日（木）13時30分～15時
場所 総合福祉会館
対象 認知症を介護している家族
申込 電話で地域福祉課へ。
▶同伴する認知症の人のお世話を希望す
る人は2月22日（水）までに電話で同課へ。
地域福祉課 ☎822-9613

受験生応援キャンペーン
自習室をご利用ください
受験生向けの学習スペースです。
開放日時 3月31日（金）までの月～金
曜日16時～22時、土・日曜日、祝日
9時～22時
場所 産業交流プラザ　定員 先着12人
産業交流プラザ ☎828-1630

● 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　

これらは以前から使われている手口であ
り、被害者の皆さんの多くは、手口を知っ
ていたにもかかわらずだまされています！

息子や孫をかたり、「会社で失敗した」
「かばんを紛失した」「助けてほしい」など
と装って現金をだまし取る

（令和4年）

市役所などの職員をかたり、「還付金があ
る」と偽ってATMに誘い出し、電話をし
ながら支払いの手続きをさせる

大切な資産を守るためには、家族や町内・地域
の人たちで正しい知識を身に付け、特殊詐欺
についてしっかり対策することが肝心です。

被害状況・現状（令和4年、暫定値）
横須賀市内 特殊詐欺被害

被害件数　112件
被害総額　約2億6千万円

この３つのキーワードを忘
れずに、皆さんの心がけや
普段の行動によって、防犯・
地域の安全は守られます。

注意するポイント

神奈川県警察HP

　

　

広報よこすか　令和５年（2023年）２月号6 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。



人間ドック受診費用の助成

本市国保加入者が特定健診の代わりに
人間ドックを受診した場合の費用を助
成（上限1万円）します。
受診期限 3月31日（金）
申請期限 4月28日（金）
▶申請方法など詳細は健康管理支援課
か市HPへ。
健康管理支援課 ☎822-8227

し尿くみ取りと浄化槽清掃手数料
を改定します
処理経費の増額に伴い、4月1日から
手数料を改定します。

区　　分 改定内容

し尿一般
（一般家庭のくみ取り）

月額１人200円を
260円に改定

し尿特別
（人員算定が困難なもの）

36ℓまでごとに
200円を310円に 
改定

し尿特別
（主に仮設トイレ）

36ℓまでごとに
260円を340円に
改定

浄化槽小型 35％の増額改定 
（10円未満四捨五入）

浄化槽大型
36ℓまでごとに
210円を220円に 
改定

廃棄物対策課 ☎822-8458

保健所の相談

①ひきこもり本人の会 ひだまりん
日時 2月22日（水）9時30分～10時30分
対象 18歳以上のひきこもりの人
②精神障害者家族語らいの会
日時 3月6日（月）14時～15時
③指定難病患者介護者の会
日時 3月9日（木）13時30分～15時
対象 市内在住の指定難病患者を介護
している人　定員 先着20人
④こころとくらしの相談会
日時 3月16日（木）9時30分・9時40
分・10時30分・10時40分（各45分）
場所 ハローワーク横須賀
対象 お金・仕事・メンタル面で悩みの
ある人
申込 ①②④は電話で、③は2月20日

（月）～3月3日（金）に電話で保健所保

健予防課（①②④☎822-4336、③☎
822-4385）へ。
保健所保健予防課

地元の建設組合などによる住宅相談

日時 2月3日～24日のうち金曜日13
時～16時
場所 市役所1階窓口サービス課前
内容 住宅の新・増改築、その他補修
工事全般
建築指導課 ☎822-8319

専門家による無料相談など

①税理士会による相続税相談
日時 2月22日（水）13時～16時（1人30分）
②行政書士会による終活などの相談
日時 3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 先着①6人②各3人
申込 ①2月13日（月）10時以降に電話
で東京地方税理士会横須賀支部（☎
824-4193）へ。②2月13日（月）9時
以降に電話で市民相談室へ。
市民相談室 ☎822-8114

管理栄養士、歯科衛生士、保健師に
よるオンライン育児相談
日時 3月8日（水）
対象 就学前の子どもの家族
定員 先着3人
▶申込方法、詳細は市HPへ。
地域健康課 ☎824-7141

高齢者・障がい者・子育て世帯な
どの住まい探し相談会
日時 3月9日（木）13時30分～15時30分
場所 総合福祉会館
申込 電話で（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

審議会などの傍聴

男女共同参画及び多様な性の尊重に関
する審議会（第5回）
日時 2月13日（月）14時～16時
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 
☎822-8228
横須賀市環境審議会（第77回）
日時 2月14日（火）10時～12時
場所 消防局庁舎4階災害対策本部室
担当 ゼロカーボン推進課
☎822-8327
横須賀市精神保健福祉連絡協議会
日時 2月16日（木）14時～15時
場所 ZOOMによるオンライン開催
担当 保健所保健予防課 ☎822-4336
よこすか地域支え合い協議会（第1回）
日時 3月1日（水）10時～12時
場所 市役所5階正庁
担当 福祉総務課 ☎822-9804
横須賀市自殺対策推進協議会（第2回）
日時 3月8日（水）15時～17時
場所 まなびかん第1学習室
担当 保健所保健予防課 ☎822-4336
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

児童福祉審議会委員
任期 4月1日から3年間
対象 月～金曜日の昼間に開催する会
議（年5回程度）に出席できる次の①②
いずれかに該当する人
①市内在住・在勤・在学の20歳以上
②市内在住で小学生以下の子どもを持
つ保護者
定員 選考①1人 ②2人
締切 2月28日（火）
申込 必要項目と応募動機（800字程
度）、②は子どもの学年か年齢、通っ
ている保育施設名を明記して郵送、E
メール（cw-hw@city.yokosuka.
kanagawa.jp）か直接、担当へ。
担当 子育て支援課（はぐくみかん5
階） ☎822-8268
行政手続審議会委員
任期 4月1日から2年間
定員 選考1人（面接あり）
締切 3月1日（水）
申込 必要項目、生年月日、性別、勤務
先か通学先、応募動機、小論文「適正
な行政手続について」（800字程度）を
郵送、Eメール（inf-co@city.yokosuka.
kanagawa.jp）か直接、担当へ。
担当 総務課（市役所1階市政情報コー
ナー） ☎822-8186
個人情報保護運営審議会委員
任期 4月1日から2年間
定員 選考1人（面接あり）
締切 3月1日（水）
申込 必要項目、生年月日、性別、勤
務先か通学先、応募動機、小論文「適
正な個人情報の取り扱いについて」

（800字程度）を郵送、Eメール（inf-
co@city.yokosuka.kanagawa.jp）
か直接、担当へ。
担当 総務課（市役所1階市政情報コー
ナー） ☎822-8186
人権施策推進会議委員
任期 6月1日から1年間（更新あり）
定員 選考2人　締切 3月1日（水）
申込 必要項目と応募動機（800字程
度）を郵送、FAX（822-4500）、Eメー
ル（ w e - p c @ c i t y . y o k o s u k a .
kanagawa.jp）か直接、担当へ。
担当 人権・ダイバーシティ推進課（市
役所2号館2階） ☎822-8219
▶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。

混声合唱団汐風
創立15周年記念演奏会
2月11日（祝）14時（13時30分開
場）、はまゆう会館
[連]横瀬 ☎090-5822-5819
お肉ソムリエの健康ミート講座
2月17日（金）10時30分~12時、
池上コミセン
[連]小笠原 ☎080-9892-9294
YS彩友会 水彩画展
2月19日（日）～3月5日（日）9時～
18時（19日は12時から、5日は
15時まで）、長浦コミセン

［連］山田 ☎865-9487
吹奏楽団ロンドベル定期演奏会
2月26日（日）14時（13時30分開
場）、文化会館
[連]菱沼 ☎070-8467-7264
きてみて笑ってHappyマルシェ
3月8日（水）10時～15時、産業交
流プラザ
[連]石渡 ☎090-1462-4878

4月号掲載記事の申込 
（4月11日～5月10日の催し）
2月15日（水）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

●手話通訳、要約筆記の問合せは障害福祉課（FAX 825-6040）へ。点訳・音訳などの問合せは各担当へ。

2月15日水は
横須賀市が生まれた日

温水プールの
使用料が無料

市立学校の小・中学生限定
サブアリーナ、北体育会館、
くりはま花の国、佐島の丘 

（9時30分～21時）

教育政策課 ☎822-9751

詳細は
市HPへ

市制施行記念日

▶ 詳細は市HPを	
ご覧ください。

日時	 	2月11日（祝）・18日（土）、3月
11日（土）8時30分～16時30分

場所	 	市役所2階マイナンバーカー
ド交付会場

申込	 	実施日の4営業日前までに
電話で専用コールセンター
（☎0120-025034）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

市職員の給与状況

人事課 ☎822-8175

職員給与費（令和3年度普通会計※決算）
19,209,369千円（職員数2,844人　1人あたりの給与費6,754千円）
※普通会計とは、公営事業会計を除いたものです。

平均給料月額と平均年齢（令和4年4月1日現在）
職種 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 320,070円 43.1歳
技能労務職 312,097円 52.2歳

一般行政職の初任給（令和4年4月1日現在）
本市 国家公務員

大学卒 191,900円 総合職 186,700円、一般職 182,200円
高校卒 161,300円 一般職 150,600円

▶詳細は市HPへ。

広報よこすか　令和５年（2023年）２月号 7

市民手工芸展 一般参加作品を募集しています 　あなたの作品を出展しませんか？申込・詳細は電話でまなびかんへ。　まなびかん ☎822-4838



市民スポーツ教室

スポーツ振興課 ☎822-8493

内容　�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、図書館などで配布
しています。

在宅肢体不自由者などの創作教室

障害福祉課 ☎822-9837

クラフトテープ（4月～9月）、水彩画（4月～9月）、墨絵
（4月～9月）、パソコン基礎教室（4月～3月）（各全11回）
場所　総合福祉会館　定員　各抽選10人
対象　�身体障害者手帳を持ち、自分で作業ができる

人か介助者が同伴できる人
申込　�2月13日（月）～3月3日（金）に必要項目をネッ

ト申込か、電話・FAXでコールセンターへ。
▶2教室まで申込可。詳細は市HPへ。

子育て支援研修会
みんなで子育て～子育てサークルの活動から～

地域健康課 ☎824-7141

日時　3月15日（水）10時～11時30分
場所　ウェルシティ市民プラザ
対象　�子育てに関心のある人、地域でボランティア

活動をしている人、子育て中の人
定員　先着80人
申込　�2月11日（祝）～3月5日（日）に必要項目をネッ

ト申込か、電話・FAXでコールセンターへ。
▶詳細は地域健康課か市HPへ。

食のセミナー ジビエについて

保健所生活衛生課 ☎824-2191

日時　3月10日（金）14時～15時30分
場所　ウェルシティ市民プラザ
内容　野生鳥獣を食用とすることについて
定員　抽選45人
締切　2月28日（火）
申込　電話で保健所生活衛生課へ。

野比かがみ田緑地自然観察会 春

自然環境共生課 ☎822-9749

日時　3月11日（土）10時～12時（雨天中止）
場所　野比かがみ田緑地
対象　�市内在住・在勤・在学の小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴）
定員　抽選20人
申込　�2月10日（金）～26日（日）に� �

必要項目をネット申込か、� �
電話・FAXでコールセンターへ。

ジュニアリーダー養成講習会

青少年会館 ☎824-5377

とき　4月～11月（全6回）　場所　青少年会館ほか
内容　ゲーム・キャンプなどの知識や技術の習得
対象　�市内在住・在学で4月に小学校6年生・中学校

1年生になる人
定員　抽選36人
申込　�2月15日（水）～3月8日（水）に必要項目と性別、

4月以降の学校名、学年、保護者の署名をはが
きで青少年会館（〒238-0016�深田台37）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。

ジャパンフェスティバル イン よこすか

横須賀国際交流協会 ☎827-2166

日本人と外国人が一緒に日本の文化を体験し、国際
理解と友好を深めます。
日時　3月12日（日）10時～16時
場所　総合福祉会館
内容　�体験（着物、生け花、折り紙、書道、茶道、大

正琴、日本舞踊、琴ほか）、ステージ発表など
▶一部参加費がかかります。
▶着物体験は当日先着150人、外国人優先。

まなびかんで3月に5講座開催
まなび情報登録講師コラボ講座

まなびかん ☎822-4838

内容　�「ピラティス×フラワーセラピー×食育」、
「コーヒー×腸活」など

締切　2月15日（水）
申込　�必要項目をはがき、電話、まなびかん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。

▶定員、費用は講座によって異なります。
▶日時、内容など詳細はまなびかんHPへ。

土曜科学教室
自然館のバックヤード見学と平和中央公園の春さがし

教育研究所 ☎836-2443

日時　3月11日（土）9時30分～12時
場所　自然・人文博物館
対象　小学校3年生・4年生　定員　抽選30人
費用　500円　締切　2月14日（火）
申込　�必要項目をネット申込か、

電話・FAXでコールセン
ターへ。

こども

市HP

春休み子ども環境体験教室

ゼロカーボン推進課 ☎822-8524

日時　3月27日（月）13時～16時
場所　産業交流プラザ
内容　省エネ・再エネ体験、ソーラーランタン作りなど
対象　市内在住・在学の小学校3年生～6年生
定員　抽選24人
費用　300円　締切　2月15日（水）
申込　�必要項目をネット申込か、�

電話・FAXでコールセンターへ。

こども

LGBTQオンラインイベント

SHIPにじいろキャビン ☎045-306-6769

日時　2月18日（土）21時～22時、3月5日（日）20時～21時
内容　�LGBTQに関するテーマを座談会形式でス

タッフと話すトークイベント
対象　�同性を好きな人、性別に違和感がある人や、

その家族、支援者など
▶詳細は電話でSHIPにじいろキャビン（水・金・土
曜日は16時～20時、日曜日は14時～18時）かHP
「SHIPにじいろキャビン」へ。

オンライン

のたろんフェア

市民活動サポートセンター
☎828-3130

日時　2月11日（祝）・12日（日）10時～15時
場所　�市民活動サポートセンター
　　　（オンライン視聴あり）
内容　�市民公益活動団体の紹介、フリーマーケット他
▶オンライン視聴は、市民活
動サポートセンターHPへ。

 会場 / オンライン 針供養

大津行政センター ☎836-3531

日時　3月11日（土）
　　　11時～12時
場所　走水神社（走水）
内容　�裁縫の上達を願い、感謝を込めて使用済みの

針を豆腐に刺して供養する伝統行事
持ち物　使い古した針、折れた針
▶公共交通機関でご来場ください。

ファミリーコンサート

まなびかん ☎822-4838

日時　3月18日（土）10時30分～11時40分
場所　よこすか芸術劇場
対象　市内在住・在学・在園の小学生以下とその保護者
定員　先着1,300人
申込　�2月11日（祝）～28日（火）に代表者

の必要項目と人数（8人まで）、お
子さんの年齢・学年をネット申込
か、電話・FAXでコールセンターへ。

こども

魚のさばき方・包丁の研ぎ方教室

農水産業振興課 ☎822-9395

日時　3月19日（日）10時～13時
場所　田浦コミセン
定員　先着16人
費用　800円
申込　�3月6日（月）～10日（金）に
　　　電話で横須賀水産物商業協同組合
　　　（☎822-1985�水曜日を除く8時～16時）へ。

お口を見てみよう。これって口
こうくう

腔がん？

健康増進課 ☎824-7640

日時　3月14日（火）14時～15時30分
場所　まなびかん
対象　市内在住・在勤・在学の18歳以上
定員　先着20人
申込　�2月13日（月）～3月7日（火）に

必要項目をネット申込か、� �
電話・FAXでコールセンターへ。

NII湘南会議記念講演会
人とロボットの経験を拡張するデジタルツイン

神奈川県地域政策課 ☎045-210-3255

日時　3月25日（土）14時40分～16時10分
場所　�総合研究大学院大学葉山キャンパス
　　　（三浦郡葉山町上山口）
申込　�3月17日（金）までに申込フォームかFAXで神奈川

県地域政策課（FAX045-210-8837）へ。
▶参加申込書は市役所で配布しています。
▶会場の定員を超えた場合はオンライン参加となります。
▶詳細はHP「第10回�NII湘南会議記念講演会」へ。

 会場 / オンライン

里親講座
体験談を聞こう

児童相談課 ☎820-2323

日時　2月17日（金）
　　　13時30分～15時30分
場所　児童相談所
対象　市内在住の人
締切　2月16日（木）
申込　�電話かEメールで児童相談課（Eメールcgcp-

cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp）へ。
▶申込多数の場合、お断りすることがあります。

広報よこすか　令和５年（2023年）２月号8 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



　近代日本の成長期を描いた小説「坂の上の雲」にゆかりがある
本市と松山市は、2009年4月に「松山市・横須賀市集客パートナー
都市協定」を、2013年4月からは「観光交流都市協定」を締結し、
本市のカレーフェスティバルや松山市の産業まつりに相互に参加
して誘客するなど、交流を続けています。

　両市共に、住友グループ企業によって発展してきた歴史的な経
過を持ち、近代化産業遺産という共通のテーマで緩やかな交流を
重ねてきました。昨年10月16日、これまでの交流に加えて、環
境問題などグローバルな課題に対しても積極的に取り組むことを
目的に「都市間交流協定」を締結しました。

　松山市は、愛媛県のほぼ中央にある松山平野に位置する人口約
50万人の都市。利便性に優れたまちの西側は海、東側には山が
あり、都会の快適さと田舎ののどかさを併せ持っています。
　市の中心には、全国でも貴重な江戸時代から残る天守を有する
松山城や日本最古の名湯といわれる道後温泉があり、観光地とし
ても人気があります。また、近代俳句の礎を築いた正岡子規の存
在などもあり、「いで湯と城と文学のまち」と呼ばれるほど文化
的魅力が豊富です。

松山市・新居浜市合同のパネル展・
物産展を開催します。ぜひ、お越し
ください。

日 時
  3月13日（月）～17日（金）
  10時～17時

場 所
  市役所1階窓口サービス課前

今が旬のいちごや会津米などの農産物の他、会津の地酒
など会津全域の名産品を販売します。
日 時　�3月4日（土）・5日（日）10時～18時�

（5日は16時まで）
場 所　よこすかポートマーケット（新港町）
　　　　▶詳細はよこすかポートマーケットHPへ

　新居浜市は、四国の瀬戸内海側のほぼ中央に位置する人口約12
万人の都市。北は瀬戸内海に面し、南は四国山地が連なる、海と
山に囲まれた自然豊かなまちです。
　住友重機械工業（株）創業の地であり、別子銅山の開坑以来、住
友グループ企業の拠点となった四国屈指の臨海工業都市といわれ
ています。市内には、貴重な別子銅山の産業遺産が数多く遺され、
当時の面影をそのままに、今もなお市民の誇りとして引き継がれ
ています。

　2005年4月17日、両市の歴史的なつなが
りを背景に、未来に向けて親善交流を推進し
ていくため、友好都市提携を行いました。市
民間の交流や教育、文化、産業などのさまざ
まな分野における交流を通して友好を深めて
います。

①四国三大祭り「新居浜太鼓祭り」　②旧端出場水力発電所　③別子銅山の採鉱本部が置
かれた「東平」（東洋のマチュピチュ）　④ふぐざく

①坂の上の雲ミュージアム　②松山城　③道後温泉本館�霊の湯　④まつやま農林水産物
ブランド「紅まどんな」

物産フェアを開催します

❶

❶

❸

❸

❷

❷

❹

❹

新新居浜市居浜市

＼＼横須賀で開催／／

松山市松山市
愛媛県 パネル展・物産展

会津若松市
福島県福島県

本市では、歴史的なつながりを持つ自治体や、お互いの強みを生かすことができる
自治体と協定を結んでいます。今後も、お互いの魅力をより一層高めるために、
地域交流の輪を深めていきます。

広報よこすか　令和５年（2023年）２月号 9掲載内容は変更・中止となる場合があります。最新の情報は各担当へ。



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、
各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・貸出しの他、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。

2月5日「プロフェッショナル仕事の流儀 田中みな実～求
められて、私は輝く～」・12日「小公女(字幕)」・19日「死
海殺人事件(字幕)」・26日「全貌二・二六事件 ～最高機密
文書で迫る～」いずれも10時・14時　

2月26日（日）14時30分「おじゃる丸スペシャル わすれた森のヒナタ」

市議会 3月定例議会日程 議事課 ☎︎822-9394

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）、2月24日（金）
▶︎空調工事による南図書館の休館 3月中旬まで（予定）

2月17日(金)・28日（火）、3月8日（水）午後・16日（木）午後・
17日（金）午後・23日（木）

▶︎時間の記載がないものは10時開会です。市議会HP

日曜映画会

幼児・小学生映画会

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

田浦
☎861-9007

草木染め体験 ～茜色にバッグを染めましょう～ 3月18日（土）
13時～15時30分 定員 抽選12人 費用 3,050円 
締切 3月２日（木）

衣笠
☎852-3596

JAZZ スプリングコンサート 3月25日（土）13時30分～15時10分 
定員 抽選100人 締切 3月13日(月)

浦賀
☎841-4184

鎌倉彫体験講座 花台を作る 3月9日（木）・16日（木）・23日（木）13時
～15時（全3回） 定員 抽選20人 費用 1,050円 締切 2月27日(月)

久里浜
☎834-1471

はじめてのスマホ体験 3月9日（木）14時～16時
定員 抽選20人 締切 2月23日（祝）

西
☎857-0896

新貨幣の顔 偉人たちの生涯と功績 3月10日（金）・17日（金）・
24日（金）10時～12時（全3回）
定員 抽選30人 締切 2月27日（月）
子どもお話会「おはなしなあに？」 3月10日（金）10時30分
～11時 対象 未就学児とその保護者 定員 当日先着10組程度

休館日

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）休館日 毎月第1月曜日（祝日の場合は開館）

2月12日（日）

休館日

無料観覧日

予備日

中央図書館 定例のイベント

北図書館 定例のイベント

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。

定員 各当日先着30人

定員 当日先着15人

2月15日（水）11時～12時・14時～15時、
自然・人文博物館

3月11日（土）9時30分～12時、馬堀自然教育園

子ども歴史展示ツアー

トウキョウサンショウウオの観察

展示解説

2月15日（水）10時30分～15時30分（時間内で
30分）、自然・人文博物館

身近な自然でミニクラフト
講座・催し

対象 小・中学生とその保護者

定員 抽選20人（小学生以下は保護者同伴）
費用 50円　締切 2月17日（金）
申込  ネット申込か、往復はがきに参加者全員 

（家族限定）の必要項目を記入し、自然・人文
博物館へ。

2月11日（祝）～4月9日（日）

4月2日（日）まで

キャラクターデザインの先駆者 
土
ひじかた しげみ

方重巳の世界

特集：清
せいみやなおぶみ

宮質文の世界

企画展

所蔵品展

佐藤製薬の「サトちゃん」やNHKの子ども向け
番組で大人気だった人形劇「ブーフーウー」 
など、名キャラクターの生みの親であるデザ
イナー 土方重巳。全貌を紹介する関東初の 
回顧展です。

清宮質文は木版画の他、モノタイプ、水彩画、
ガラス絵などを手がけました。静

せいひつ
謐な詩情を

たたえる作品をご覧ください。

「さんびきのこぶたのものがたり 
ぶーふーうー」原画（「別冊キンダー
ブック」1960年フレーベル館）
NPO法人古き良き文化を継承する 
会蔵

清 宮 質 文《 山 上 の 湖 》1 9 8 1 年、 
横須賀美術館蔵

定例のイベント

2月14日（火） 議会運営、本会議（14時）、予算決算常任（本会議終了後）
2月15日（水） 民生常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
2月16日（木） 総務常任（分科会）、環境教育常任（分科会）
2月20日（月） 予算決算理事会、予算決算常任（11時）
2月21日（火） 議会運営
2月22日（水） 本会議
2月24日（金） 本会議
2月27日（月） 本会議、予算決算常任（本会議終了後）
3月  2日（木） 特別（設置された場合に開会）

3月  3日（金） 民生常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月  6日（月） 総務常任（分科会）、環境教育常任（分科会）
3月  7日（火） 民生常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月  9日（木） 総務常任（分科会）、環境教育常任（分科会）
3月10日（金） 民生常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月13日（月） 総務常任（分科会）、環境教育常任（分科会）
3月14日（火） 民生常任（分科会）、都市整備常任（分科会）
3月15日（水） 総務常任（分科会）、環境教育常任（分科会）
3月22日（水） 予算決算理事会、予算決算常任（11時）
3月24日（金） 議会運営、本会議（14時）

市HP

図書館HP

美術館HP博物館HP

2月～4月の情報

●  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2月3日（金）17時です。

広報よこすか　令和５年（2023年）２月号10

鴨居コミセン集会室兼体育室の使用料改定   　 空調機を新設したため、4月1日（土）から使用料を900円（市内在住・在勤・在学）・1,800円（市外）に改定します。 
地域コミュニティ支援課 ☎822-8303



困り事の相談はこちらへ

時間は窓口によって異なります。

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などへの食料支援
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

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

健康診査・がん検診のご案内

こどもの教室・催し シニアの講座・催し

わいわい広場

健診センターでは、3月16日（木）まで健診を実施しています。
▶ 申込多数の場合、お断りすることがあります。
令和5年度は5月から実施します。
予約開始は4月を予定しています。

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
● ツインズ交流会

介護予防教室 

生きがい講座・相談会

申込

対象 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
電話︎で愛らんどよこすか（☎820-1362）へ。

申込・問合せ  コールセンター ☎︎822-2500

健診センター 予約専用電話
☎︎822-4351

申込・問合せ  老人福祉センター・老人憩いの家

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。

● オーラルフレイル予防教室（全2回） 2月16日（木）から、北下浦コミセン
● 脳と体のいきいき栄養教室　　　 2月28日（火）、大津コミセン

▶ 今後もフレイルチェック教室、運動機能改善教室、認知症予防教室 
などを開催予定です。

▶教室案内はコミセンなどへ。まなびかんニュースにも掲載しています。

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

● やさしい生け花　● 枕草子の世界
● スマホを体験してみよう  ● 水耕栽培で野菜作り
● 大人の折り紙教室
● よくわかる！スマホ講座
● 健康相談　● 法律相談

内容、開催日、
申込方法など
詳細は市HPへ。

詳細はこちらから

献血にご協力ください

保健所企画課 ☎︎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

受付日時 9時～12時、13時～16時 
（土・日曜日、祝・休日を除く）

▶申込みは、必要項目、性別、講座名を往復はがきで各会場へ。
▶さまざまな講座などを実施しています。詳細は市HPか電話︎で各会場へ。
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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）

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



ティボディエ邸HP ルートミュージアムHP

ついに A
アマルフィイ

MALFI M
マリナ

arina B
ブルー

luが
オープンしました
　店舗は、横須賀本港を一望する絶好のロケーションにあり、コース予約
をメインとしたイタリアンレストランです。1階は開放感のあるオープン
キッチンで、週末にはピアノの生演奏で特別感のある雰囲気を楽しめます。
2階は少人数の会食からウエディングパーティーまであらゆるシーンにご
利用いただけます（ウエディングのご相談は4月から）。
　土産販売の他、テイクアウトメニューを広場のテーブルで気軽に楽しん
でいただくなど、公園の賑

にぎ

わいづくりも行っていきます。

よこすか近代遺産ミュージアム　
ティボディエ邸
　横須賀製鉄所の副首長を務めたティボディエ氏の官舎として明治初期に
建築された本州最古級の西洋館の外観を再現して2021年5月にオープン。
横須賀の歴史、文化、自然を「ルート」でつなぎ、市内全体を大きな「ミュー
ジアム」として楽しむ「よこすかルートミュージアム」の拠点にもなってい
ます。館内では、当時の部屋の再現や横須賀製鉄所の歩みなどの展示、ルー
トミュージアムを巡るためのさまざまなツールも用意しています。シアター
の体験型ムービーは必見です（200円、高校生以下無料）。2月25日（土）・26
日（日）はイベントを開催します。問合せは
同施設（☎827-7003）へ。

開館時間 ９時～17時（年中無休）

営業時間 11時～22時（L.O. 21時）
▶当面は21時30分閉店（L.O. 20時）

定 休 日 火曜日

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～20時（年中無休）

人口378,814人（前月比-539人）
世帯数165,814世帯（前月比-77世帯）
令和２年国勢調査結果（確定数）を基礎としています。

（令和5年1月1日現在推計）

☎ 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
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