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このマークは、青少年に

やさしい環境を願ってヨコ

ハマの青少年指導員が決

めたものです

中川 ルミ
(岡村地区)

塩原 順子
(根岸地区)

・浅野 美和（根 岸） ・伊藤 一女（滝 頭） ・庄司 泰成（岡 村）

・佐川 増夫（磯 子） ・加藤 真紀（屏風ヶ浦）・渥美 三郎（杉 田）

・川村 新一（上笹下） ・坂口 健二（洋光台）

平成28年度 表彰者

渥美 三郎
(杉田地区)

中村 竜也
(滝頭地区)

佐藤 久枝
(杉田地区)

廣田 亘
(屏風ヶ浦地区)

10月１日(日)に磯子スポーツセンターで開催！

部門 滞空時間 飛行距離

低学年 ５.９０ 秒 １５.６９ m
(洋光台地区) (根岸地区)

高学年 ６.２５ 秒 １５.６８ m
(洋光台地区) (滝頭地区)

最 高 記 録

松木 俊子
(屏風ヶ浦地区)

佐々木 茂吉
(滝頭地区)

２月12日(日)に開催し、
60名が参加しました。
プログラム第一部では、
東京都児童福祉センター
電話相談員 厚坂 幸子様
に、障がいがある子ども
との関わり方について、
ご講演いただきました。
第二部では、屏風ヶ浦地
区が活動事例の発表を行
いました。

【15年】

【10年】

11月13日（日）に磯子区役所屋外駐車場、区民ホール、公会堂集会室で行われました。
当日はお天気に恵まれ、各地区ごとの模擬店のほか、子ども会主催のフリーマーケットや
スカベンジャーロボットの操作体験などに約3,000人が参加し、にぎやかな１日となりました。

吉野 ひとみ
(屏風ヶ浦地区)

小俣 英司
(屏風ヶ浦地区)

堀田 幸子
（上笹下地区）

伊藤 一女
(滝頭地区)

畑 祐義
(杉田地区)

【25年以上：退任者】

原 国晃
(根岸地区)

畠中 正夫
（磯子地区)

木下 佐智子
(洋光台地区)

難波江 周一郎
(洋光台地区)

浅野 美和
(根岸地区)

６月５日(日)磯子区役所会議室で開催しました。
第25期から青少年指導員になられた方に、青指の役割
の説明や区の行事、各部会の活動紹介を行いました。

岡村 富男 (岡村地区)

青少年を取り巻く状況は、スマー

トフォン等の普及により、情報入手

が劇的に進歩しています。しかしそ

のための弊害も多く見られ、対応も

複雑化しています。

この様な難しい状況下、青少年指

導員制度も50年を迎えます。微力で

すが、青少年の健全育成に寄与して

いく所存です。

７月29日(木)にI H Iの横浜事業所を、
８月３日(金)に電源開発の磯子火力
発電所と東京ガスの根岸工場を見学
しました。

Ｉ Ｈ Ｉ

電
源
開
発

東京ガス

１月8日(日)に５つのコースに分かれ
て歩きました。
当日は肌寒い気温でしたが、総勢約
400名の参加がありました。

各地区で行われた予選を

勝ち抜いた小学生が集ま

り、飛行距離や滞空時間

を競い合いました。

各地区の模擬店

夏休み作品教室 作品展示

スカベンジャーロボット

こどもフリーマーケット

スリッパ飛ばし

２月５日(日)に開催し、58名が参加しました。
成人に対する心肺蘇生方法や、AEDの使用方法につ
いての講習を受講しました。

新会長 小川 江一

第25期会長に就任しました小川と申します。



保護者は、特別な事情がなければ、深夜(午後11時から午前４時までの間)に、青少年
(18歳未満)を外出させてはいけません。「特別な事情がある場合」を除き、深夜に青少年
を連れだしたり、同伴したり、とどめたりしてはいけません。

違反すると、30万円以下の罰金になります。 （神奈川県青少年保護育成条例より）

７月31日(日) 根岸地区センター

【作成】７月17日(日) 岡村西部自治会館
【打上】11月20日(日) 藤の木中学校

１月15日(日) 岡村西部自治会館

11月26日(土) 根岸地域ケアプラザ

７月16日(土)滝頭コミュニティハウス

10月30日(日) 滝頭コミュニティハウス

７月24日(日) 上中里地区センター

12月４日(日) 上中里地区センター
７月30日(土) 梅林小学校

９月４日(日) 杉田地区センター

８月６日(土) 森東小学校

11月３日(木・祝)
～ミッション・イン・汐見台～

６月11日(土) 洋光台地区の神社めぐり

12月10日(土) 洋光台第三小学校

８月６日(土) 汐見台会館

８月６日(日) 杉田小学校

11月６日(日) 野島公園

７月23日(土) 磯子小学校

































食 を中心とした 健康づくりのボランティア 養成講座 受講者 
 募集 

へ ル ス メ イ ト 

食生活等改善推進員（愛称：ヘルスメイト）として活動するにあたって必要な 
        食を中心とした健康づくりについて学びます。 
◆ヘルスメイトとは 
「私達の健康は私達の手で」を合い言葉に、「食」を通じたボランティア活動を行っています。
地域における食育の担い手としての活躍がますます期待される存在です。 

全９回（原則全日程出席できる方が対象です） 

① ５月24日（水） ② ６月14日（水） ③ ６月28日（水） ④ ７月11日（火）  ⑤ ７月26日（水） 
 
⑥ ８月30日（水） ⑦ ９月13日（水） ⑧ 10月11日（水） ⑨ 12月頃予定（全市合同セミナー） 
           

平成29年 

１３：３０－１６：００ 
磯子区役所４階（⑭研究室） 

２５人（磯子区在住・先着順） 

１，１８８円（テキスト代） 

平成２９年４月１１日（火）から 
５月２３日（火）まで 

磯子福祉保健センター福祉保健課健康づくり係 
横浜市磯子区磯子３－５－１ 
TEL：750-2446  FAX：750-2547 

日 程 

時 間 

会 場 

定 員 

費 用 

申込期間 

お問合せ・お申込み 

回 内 容 

① 
開講式、オリエンテーション、 
健康づくりについて、生活習慣病の基礎知識 

② 
健康づくりと食生活 
（生活習慣病予防の食事、栄養の基礎知識） 

③ 
健康づくりと食生活 
（いろいろな年代の食を考える） 

④ 
講話と実技 
「身体活動・運動の意義について」 

⑤ 
歯磨き実習と講義 
「美味しく食べるそのために」 

⑥ 
安心・安全な食と暮らしのために 
健康づくりと食生活 

⑦ 
食生活等改善推進員の地区組織活動 
健康づくりと食生活 

⑧ 健康づくりと食生活、修了式 

⑨ 全市合同セミナー  会場：未定    

内容 ※日程・内容は一部変更になる場合
があります。 

こんな活動を 
  しています 

※当事業は、横浜市会にお
いて平成29年度予算議決後
に確定します。 

http://4.bp.blogspot.com/-DjHse6CvorM/UkJNFJYuCsI/AAAAAAAAYYk/7bHbCtCGIZs/s800/tomato.png
http://1.bp.blogspot.com/-iWUMOWwKIWc/UkJM7SeuxzI/AAAAAAAAYVs/fVleQWtshb4/s800/nasu_eggplant.png
http://4.bp.blogspot.com/--im51bGeGdY/UkJMyQ2ONSI/AAAAAAAAYTQ/me8752O_KnA/s800/cooking_otama.png










〕〔
消費生活メールマガジン「週刊はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ

消 情費 報生 活

くらしナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター

月次相談リポート

新聞の訪問販売勧誘にご注意！

　身分を偽ったり販売目的を隠して訪問し、強引
な勧誘による契約トラブルが後を絶ちません。不
要な場合はきっぱり断りましょう！

●�「廃品回収業者です」と来宅したので応じたら、新聞の�
勧誘員で、強引に契約させられた。

●�「無料で割引券を配布している」と訪れて、お米や洗剤
などもくれ、最後に新聞を勧誘された。

数年先までの契約を迫る
ケースも！
ドアをけっして開けずに
来訪目的の確認を！

平成29（2017）年　３月号
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