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キャベツウニを見に来ませんか

10月1日（火）〜 水産技術センターで展示を開始します！
水産技術センターは、城ヶ島に
ある神奈川県の研究機関です。魚
や貝、海藻などの水産資源、黒潮
などの海洋環境、水産物の利用加
工などの研究を行っています。
この度、本館１階の展示コーナ
ーをリニューアルし、10月１日
（火）から、今話題のキャベツウニ
等の展示を開始することとなりま
した。
ウニの食事時には、管足（かんそ
く）と呼ばれる細い管をトゲの間
から伸ばしキャベツを抱え込んで
食事をする姿（右の写真）を、間近
に見ることができます。
また、展示コーナー奥のデッキ
からは大きなマダイが群れをなし
て泳ぐ様子（左下の写真）をご覧い
ただけます。
城ヶ島へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

ウニの管足

キャベツウニとは？
従来食用とはならず駆除対象とされてしまうムラ
サキウニに、流通規格外のキャベツを与えたもの
です。自然の状態よりも身がたっぷりつき、甘み
が増え苦みが減って美味しくなります。
水産技術センターでは、このキャベツウニの量産
化に向けた取組みを進めています。

餌に集まるマダイ

場
所：水産技術センター本館１階
見 学 日：年末年始を除く平日
見学時間：９時00分から17時00分まで
管理課で手続きをした後、自由に見学できます。
（職員による説明はありません。
）
業務の都合により見学をお断りする場合があります。

水産技術センター外観

問い合わせ先 ： 水産技術センター企画指導部 ☎ 046-882-2312
横須賀三浦地域県政総合センターホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/index.html
三浦半島の地域情報 Facebook「三浦半島・鎌倉かわら版」配信中! https://www.facebook.com/yokosanac.kikaku
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て暮らしていくために、全５回
にわたり、いろいろな健康づく
り活動の体験をしながら、認知
症や未病について学ぶことがで
きる講座です。
●申込み：☎（046-888-7347）
及び FAX（046-889-1561）
またはメール
●問合せ：横須賀刑務支所企画 （jigyo@shakyo-miura.com）
吉田 ☎046-842-4977
にて。講座名、名前（ふりがな）、
住所、☎を記載の上、10月31日
■第31回横須賀三浦地区ふ （木）まで。
■くりはま花の国コスモス
れあい広場
●料金：無料
まつり
●日時：11月９日（土）10：00 ●問合せ：三浦市社会福祉協議
●日時：９月７日（土）〜10月
〜14：00
会 ☎046-888-7347
27日（日）
●場所：横須賀市立総合福祉会
●場所：くりはま花の国
■ドライドック見学ツアー
●内容：４品種100万本のコス 館５〜７階
モスが咲き誇るくりはま花の国 ●内容：横須賀三浦地区の障害 ●日時：11月16日（土）９：30
で、今年もコスモスまつりが開 のある方と地域の皆様との交流 〜16：00 所要時間１時間、
催されます。開催期間中は多く を目的としたイベントです。社 30分間隔で12回実施。 出発時
のイベントが催されます。恒例 会福祉施設等の模擬店や作業所 間の指定はできません。
のコスモス無料花摘み大会は、 等の作品販売、ゲームコーナー ●場所：米海軍横須賀基地内ド
10月26日（土）・27日（日）です。 等の各種アトラクション、ステ ライドック周辺エリア
ージイベントなど盛りだくさん ●内容：米海軍横須賀基地内に
●申込み・料金：不要
●問合せ：くりはま花の国管理 の内容となっています。ぜひご あるドライドック（船の製造・
参加ください。
整備などに用いられる設備）を
棟 ☎046-833-8282
※お車でのご来場は御遠慮くだ 徒歩で見学します。（艦船見学
はありません。）※荒天中止
■十夜法要
（じゅうやほうよう） さい。
●対象：日本国籍を有する小学
●日時：10月12日（土）15：00 ●申込み・料金：不要
〜15日（火）朝まで （13日（日） ●問合せ：三浦しらとり園 ５ 生以上の方（小・中学生は保護
者同伴）。当日は次の①〜④の
・14日（月・祝）は10：00〜20： 寮 山田 ☎046-848-5255
いずれかで有効期限内の身分証
00頃）
■よこすか産業まつり2019
明書（小学生は不要、中学生・
●場所：光明寺
●日時：11月９日（土）９：00
高校生は生徒手帳・学生証でも
●内容：12日午後３時から15
をお持ちください。①パスポ
日朝まで盛大に行われる浄土宗 〜16：00、10日（日）９：00〜 可）
ート②写真付きマイナンバーカ
の法要で、12日午後の開白法要 15：00
ード③写真付き住民基本台帳カ
（献茶）に始まり、15日朝の結 ●場所：三笠公園
ード④運転免許証と本籍地記載
願法要で終わります。期間中は、
書類（本籍地入り住民票または
法要・法話や練行列、雅楽奉奏
令和元年９月８日の台風
警察署発行の記載印字票）
や稚児礼讃舞などが行われ、13
●申込み：横須賀市コールセン
日と14日に日用品、おもちゃ、
15号による影響で、開催
ターに☎（046-822-2500）及び
菓子、ゲームなどの露店が並び
FAX（046-822-2539）または
ます。
場所である三笠公園の護
ネット申込みにて。参加希望者
●申込み・料金：不要
岸が被災したため、中止
全員の郵便番号、住所、氏名（フ
●問合せ：光明寺
リガナ）、☎、生年月日（西暦）を
☎0467-22-0603
となりました。
記載の上、９月26日（木）まで。定
員は各回抽選40名様。重複申込
■第30回横須賀矯正展
●日時：10月27日（日）９：30 ●問合せ：横須賀産業まつり実 無効。結果は10月下旬に通知。
行委員会事務局（横須賀市経済 ●料金：150円（保険料等）
〜15：00
部経済企画課内）
●問合せ：横須賀市渉外部国際
●場所：横須賀刑務支所
交流課 ☎046-822-8138
●内容：横須賀刑務支所では、 ☎046-822-9523
近隣住民の方々や一般の方々に、
■野外学習「三浦半島の遺
矯正施設の取組み等矯正行政に ■体験！健康づくり活動の
跡めぐり１」
対する理解を深めていただくと ススメ
●日時：12月13日（金）10：00
ともに、地域交流を図ることを ●日時：11月11日（月）〜12月
目的として横須賀矯正展を開催 ９日（月） 期間中の全月曜日に 〜12：00
●場所：三浦市松輪
しています。各地の刑務所で生 実施（全５回）（11/11・18・
産している刑務所作業製品の展 25は13：00〜15：30、 12/２ ●内容：三浦半島の歴史を形成
してきた主要な遺跡群を現地で
示・販売を行うほか、普段は入 ・９は13：00〜16：00）
ることのできない当支所の見学、 ●場所：三浦市民交流センター 見学し、各遺跡がもつ特徴やそ
の時代背景などを学芸員が解説
少年鑑別所心理専門職員の簡易 研修室他
性格診断、近隣の高等学校吹奏 ●内容：健康づくりとともに、 します。今回は、三浦市南下浦
楽部による演奏など数々のイベ あなたが住む町のことを少し考 町松輪地区です。
●申込み：往復はがき
ント、協力団体の方による軽食 えてみませんか。
人生100歳時代を健康に、ゆる （〒238-0016 横須賀市深田台
販売を行います。
やかに、地域とつながりをもっ 95番地 横須賀市自然・人文博
●申込み・料金：不要

INFORMATION

イベント

＊主催者の判断でイベントが中止または延期となる場合があります。

物館「三浦半島の遺跡めぐり１」
宛）にて。参加希望者全員の住
所、氏名、年齢、電話番号を往
信面に記載の上、11月29日（金）
必着。定員30名様まで。
●料金：50円
●問合せ：横須賀市自然・人文
博物館 ☎046-824-3688

■歳の市
●日時：12月18日（水）10：00
頃〜21：00頃まで
●場所：長谷寺門前、長谷寺
●内容：参道に新年を迎える縁
起物などを売る市がたちます。
鎌倉で唯一残る、年の瀬の風物
詩です。当日の16時30分〜21
時頃までは、長谷寺の拝観料が
無料になります。
●申込み・料金：不要
●問合せ：長谷寺
☎0467-22-6300

■よこすかカウントダウン
2020
●日時：12月31日（火）18：00
〜25：00
●場所：ヴェルニー公園
●内容：毎年恒例となった「よ
こすかカウントダウン」。艦船
がライトアップされ、午前０時
とともに花火が打ち上げられ、
汽笛がなり、サーチライトが点
灯されるなど、「音と光」をテ
ーマとした、横須賀ならではの
新年を迎える年越しイベントで
す。
●申込み・料金：不要
●問合せ：よこすかカウントダ
ウン実行委員会事務局
☎046-825-1080

ま な ぶ
■入門介護予防講座
専門職が行く「健康長寿の
コツ」11月、12月会場
●日時： ①11月26日（火）10：
00〜11：30 ②12月12日（木）
10：00〜11：30
●場所：①田浦コミュニティセ
ンター ②追浜コミュニティセ
ンター
●内容：健康長寿のコツを栄養、
運動、生活面から専門職がお話
しします。①食欲の秋！心はず
む秋！元気に楽しく運動するコ
ツ！②寒さに負けるな！カゼを
予防して元気に過ごすコツ
●対象者：横須賀市在住の65歳
以上の方
●申込み：横須賀市コールセン
ターに☎（046-822-2500）及び
FAX（046-822-2539）または
ネット申込みにて。募集記事の
表題、住所、氏名、年齢、☎を
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記載の上、10月１日（火）〜10月
22日（火・祝）。
●料金：無料
●問合せ：横須賀市福祉部高齢
福祉課介護予防係
☎046-822-8135

■2019年度神奈川県立保健
福祉大学 ヒューマンサー
ビス公開講座（秋期）
●日時：10月５日（土）13：00
〜16：30
●場所：神奈川県立保健福祉大
学
●内容：「人生100歳時代」をテ
ーマに講演を行ないます。①
「未
病とヒューマンサービス」ヘル
スイノベーション研究科 鄭雄一

研究科長 ②「３、４、５歳の子 ●料金：無料
どものできた！が増える 体・指 ●問合せ：県立保健福祉大学企
先の指導アラカルト」リハビリ 画・地域貢献課
☎046-828-2530
テーション学科 笹田哲 学科
長 ③「人生100歳時代に向け
て食選力アップ！〜食品表示を
よく見て賢く選択を〜」栄養学
科 向井友花 准教授 ④「人
生100歳時代をどう生きる？」
■10・11月は働き方改革関
人間総合科 松尾祐子 准教授
連相談強化期間です！
●申込み： ☎（046-828-2530） ●日時：①街頭労働相談会：
及び FAX（046-828-2501）及
❶11月１日（金）10：00〜16：
びはがき（〒238-8522 横須賀
00 ❷11月14日（木）10：00〜
市平成町１-10-１）またはネッ
16：00 ❸11月21日（木）10：
ト申込みにて。氏名、連絡先、 30〜16：30
参加人数、 区分（高校生/大学
②労働相談110番：10月７日
生/一般）
を記載の上、10月３日 （月）〜11日（金）、 11月18日
（木）まで。
（月）
〜22日
（金）
8：30〜17：15

お知らせ

●場所：①❶鎌倉市役所１階ロ
ビー ❷逗子市役所１階市民ホ
ール ❸横須賀モアーズシティ
１階入口前
②かながわ労働センター本所
☎045-662-6110（直通）
●内容：「長時間労働でつらい」
「残業代を払ってもらえない」
「休みがとれない」
「パワハラを
受けている」などの職場で起こ
るさまざまなトラブルについて、
かながわ労働センター職員がご
相談に応じます。労働者の方だ
けでなく、使用者の方もお気軽
にお越しください。
（秘密厳守）
●予約・料金：不要
●問合せ：かながわ労働センタ
ー ☎045-633-6110（代表）

ギャラリー＆ガーデン
県立近代美術館 葉山
（☎046-875-2800）
没後30年

カイ・フランク

９/21（土）〜 12/25（水）
9：30〜17：00
（入館は16：30まで）
カイ・フランクは、機能美に富んだ日
用品を数多くデザインしたことから
「フィンランド・デザインの良心」と
称される、同国で最も偉大なデザイナ
ーの一人です。日本初の大規模な個展
となる本展では、アート・グラスや当
時のプロダクトなど代表作約300点を
展示し、このデザイナーの全貌に迫り
ます。また、1950年代の来日時に作家
自身が撮影した写真や資料なども紹介
し、この作家の日本への深い関心とそ
のつながりを明らかにします。

横 須 賀 美 術 館
（☎046-845-1211）

日比谷花壇大船フラワーセンター
（☎0467-46-2188）

パリ世紀末 ベル・エポックに咲いた華
サラ・ベルナールの世界展

フラワーカーニバル2019

９/14（土）〜 11/４（月・休）
10：00〜18：00

10/19（土）・20（日）
９：30 〜 16：00

サラ・ベルナール(1844〜1923)は、19
世紀半ば〜20世紀初頭、パリを拠点に
活躍した女優です。1862年にコメディ
ー・フランセーズでデビュー、1872年
には自らの名を冠した劇場を立ち上げ、
看板女優として舞台に立ちました。
主演作「ジスモンダ」のポスター製作
では、新人画家アルフォンス・ミュシ
ャを抜擢、また、舞台ではルネ・ラリ
ックのジュエリーを用いるなど、アー
ル・ヌーヴォー様式を支えたパトロン
の一人でもありました。
本展では、サラ・ベルナールの姿を捉
えた当時の写真や肖像画とともに、ミ
ュシャ、ラリックなど、彼女の舞台を
彩ったデザイン・工芸分野の作品など
約150点を通して、ベル・エポックの
時代の文化を多面的にご紹介します。

フラワーセンター最大のお祭り「フラ
ワーカーニバル」は今年も開催。「ハ
ロウィン」をテーマに巨大なおばけカ
ボチャで遊べるコーナーやハロウィン
パレードを実施します。他にもクラフ
トコーナー、ゲームコーナー、飲食ブ
ースなどさまざまなブースの出店を予
定しております。秋のバラもこの時期
が見ごろです。
（各ブースでのイベントに参加するに
は、入園料以外に別途参加費が必要と
なります。)

《クレムリン・ベルKF500/1500》
1957年 吹きガラス
ヌータヤルヴィ・ガラス製作所
タウノ＆リーサ・タルナ・コレクション
..
photo by ©Rauno Traskelin

ポストカード『遠国の姫君』の
サラ・ベルナール
箱根ラリック美術館蔵

[休館（園）日] 県立近代美術館 月曜日（ただし祝日・振替休日の場合は開館）、展示替期間、年末年始
（12/29〜1/3）
横須賀美術館 毎月第１月曜日（ただし祝日の場合は開館）、年末年始（12/29〜1/3）
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三浦半島まるごと博物館連絡会

近くの川・滝・ため池を訪ねる
バス通り（三崎街道）を少
し入ったところに意外と知
られていない高さ約５ｍの
茶畑の滝があり、武山南麓
にはひっそりと佇む大作堰、
鶴郷堰があります。丘を越
えると津久井観光農園に出
て、草原のせせらぎ広場（水
間戸堰跡）があり、ここから
津久井川沿いに遊歩道を下
り、津久井浜駅に出ます。
日 時：2019年12月14日（土）(降水確率40%以上中止)
集 合：9：30､ 竹川バス停（三崎街道･武４丁目）
解 散：15：00頃、津久井浜駅（予定）
対 象：小学校４年生以上（３年生以下は保護者同伴）
コース：竹川バス停→茶畑の滝→一騎塚→大堰橋→大
作堰･滝→宮の里･長屋門（コンビニ・WC）→八
幡神社（お昼）→鶴郷堰→（峠越え）→円乗院→
津久井観光農園（WC）→せせらぎ広場（水間戸
堰）→津久井川→津久井浜駅（歩行距離：約7㎞）
※コースは変更になる場合があります。
参加費：500円（資料代、保険料含む）
定 員：20名様（先着順）
申込み：Ｅメールか電話で「近くの川・滝・ため池を訪
ねる」に参加希望の旨と、〒、住所、氏名（参加
者全員）、☎、メールアドレス（持っている方）
を明記の上、12月11日（水）まで。
問合せ・申込み先：横須賀｢水と環境｣研究会（高橋）
☎ 090-5499-0831 メールhirojit@outlook.com
主 催：横須賀「水と環境」研究会
協 力：津久井の自然を守る会、横須賀歩け歩け協会

Hello 地域で発見!

黒岩知事との“対話の広場”地域版
横須賀三浦会場

地域テーマ
みんなでつくる！笑いあふれる三浦半島
ここ三浦半島は、県内でもいち早く人口減少
と高齢化が進行している地域です。
その一方、三浦半島には、多くの人を惹きつ
けることができる魅力がたくさんあります。
子どもから高齢の方までみんなの笑いがあふ
れる地域をつくるためにできることについて、
黒岩知事と意見交換してみませんか。

日 時：2019年10月24日(木)
18：30〜20：00 (開場18：00)
場 所：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
京浜急行線「汐入駅」徒歩約１分
ＪＲ線「横須賀駅」徒歩約８分
事例発表者：桒村 宰知子さん
（合同会社オン・ザ・ハンモック
グラフィックデザイナー兼取締役)
小松 春雄さん
（七里ガ浜自治会 会長)
申込みは横須賀三浦地域県政総合センター企画調
整部商工観光課 ☎046-823-0433(直通)まで。
10月17日(木)締切り。申込み多数の場合は抽選と
なります。
インターネットでは 対話の広場 横須賀三浦
で検索してください。

三浦半島まるごと博物館連絡会会員の地域での活動を紹介します。

三浦半島活断層調査会

赤須 邦夫

「知ることが減災の一歩」
1995年１月17日に発生した阪神淡路大震災では大
きな被害があり、これは活断層が動いたことにより発
生した地震でした。三浦半島にも複数の活断層が確認
されています。当会はこれらの調査研究のために有志
が集まり、同年７月１日に発足しました。三浦半島の
地層、地質、活断層などの調査を行い、その成果を、
講演会、資料配布、現地観察会などを通じて、地域の
方々に伝承し、減災に役立つことを目的とした活動を
行っています。
三浦半島断層群主部は、ほぼ並走する北側の衣笠・
北武断層帯と南側の武山断層帯です。三浦半島断層群
南部には南下浦・引橋断層があります。活動予測とし
て、衣笠・北岳断層帯が活動した場合、M（マグニチ
ュード）は6.7〜7.0、武山断層帯ではM6.6程度と推定
されています。南部の南下浦・引橋断層は両方が同時
に活動すると、M6.1と推定されています。熊本地震
のM7.3や胆振東部地震のM6.7と同程度です。三浦

半島断層群主部の断層帯は今後30年の間に発生する
可能性が、日本の主な活断層の中でも高いグループに
属しています。
地震には、海溝型地震と内陸の活断層型地震とがあ
ります。海溝型地震は東日本大震災、関東大震災や近
い将来に発生予測されている南海トラフ地震等です。
特徴は規模が大きく、長い周期の揺れがあり、津波の
起きる可能性があります。内陸の活断層型地震は、阪
神淡路大震災、熊本地震等で、その特徴は、短い周期
の揺れ、規模は海溝
型より小さいが、直
下型で震源が浅いと
強い揺れで大きな被
害を生じることが推
測できます。
もう一度自然災害
（地震、土砂災害、
野比海岸での北武断層観察会
水害など）を考え、
その備えのチェックを！
三浦半島活断層調査会(事務局) ☎0467-24-0935

