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港南区版
● 区役所宛ての郵送は
【〒233-0004

港南中央通10-1

● 施設のイベントの申込み・問合せは各施設へ
凡 例

● 広報紙に掲載していない情報もあるので、
詳細は

日時・会場
対象・定員
費用
申込み
往復はがき
はがき
は「行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・往復はがきは返信先」

港南区役所〇〇〇係】

横浜カレンダー

消印有効
電話番号
ファクス番号
問合せ
保育あり
※特に記載のない場合は無料、
自由参加、締切日必着
Eメールアドレス

永谷地区センター

港南台地区センター

■ こどものアレルギー疾患講座
アトピー性皮膚炎を中心に予防と
生活の工夫
こども医療センター医師による講話
12月22日（木）10時〜11時30分 区
役所別棟2階 区内在住の人40人（先
着） 12月12日9時から電話で区役所
こども家庭係（ 847-8412 842-08
13）へ 2歳以上の未就学児10人（先
着）※申込時に予約を
■ シニア向け
「健康いろは教室」
（全3回）
認知症予防、口腔ケアなどについて学ぼう
29年1月26日〜2月9日の毎週木曜
日13時30分〜15時30分 区役所別棟2
階 30人（先着） 12月12日9時から
電話またはファクスに
を書いて
区役所高齢者支援担当（ 847-8419
845-9809）へ

■ スクエアステップ体験会（全2回）
認知症予防のトレーニング
29年1月9日（祝）
・16日（月）13時〜
14時 20人（先着） 1,000円 12
月12日13時から電話か直接施設へ

■ 2020年東京オリンピック開催記念
講座（全6回）
おもてなし英会話と世界のマナーを学ぼう
29年1月27日〜3月3日の毎週金曜日
10時〜11時15分 50歳以上12人（先
着） 3,000円 12月15日10時から電
話か直接施設へ

■ ①ママの骨盤矯正とベビーヨガ
②ママとベビーのヨガ教室（全3回）
29年1〜3月の毎月第2木曜日 ①9時
30分〜10時30分②10時40分〜11時
40分 ①3〜6か月児と母親10組②7
〜12か月児と母親10組（先着） 2,000
円 12月12日13時から電話か直接施
設へ

東永谷地区センター

港南区休日
急患診療所
地下鉄

鎌倉街道

吉原

至 鎌倉

港南スポーツ
センター

港南橋

港南地区センター

〒233-0006 芹が谷5-47-5
823-7789
823-7847
休館：第2月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月28日（水）〜1月4日（水）

■ ダンスフェスタ
12月11日（日）13時30分〜16時
200人（先着） 当日直接施設へ
■ 家族で遊ぼう
（全4回）
子どもとの遊び方などを学ぼう
29年1月15日〜2月26日の隔週日曜
日 9時30分〜11時30分 2〜5歳児と
保護者15組（先着） 800円 12月
14日13時から電話か直接施設へ
■ かんたん時短クッキング
29年1月18日
（水）10時〜13時 18
歳以上19人（先着） 700円 12月
14日13時から電話か直接施設へ
■ 野菜スイーツ教室（全3回）
29年1〜3月の毎月第1土曜日 10時
〜13時
1 8 歳以上 1 6 人（ 先 着 ）
3,000円 12月14日13時から電話か
直接施設へ
■ 季節の家庭料理教室（全3回）
29年1月24日〜2月21日の隔週火曜
日 10時〜13時 18歳以上20人（先
着） 2,400円 12月14日13時から
電話か直接施設へ
■ 地中海料理教室
29年1月12日
（木）10時〜13時 18
歳以上16人（先着） 1,000円 12月
14日13時から電話か直接施設へ

港南地区センター
港南中央駅
区役所

診療時間 10時〜16時

そ

至 南高校

842-8806）※駐車場の台数には限りがあります

内科・小児科

み

■ こだわりの味噌作り
29年1月19日
（木）13時30分〜17時
24人（抽選） 2,000円 1月6日ま
でに に
と年齢を書いて施設へ

港南区休日急患診療所

年末年始（12月30日〜1月3日）
・日曜日・祝休日の急病時は、港南区
休日急患診療所で受診できます。受診するときは健康保険証と受診料
（現金のみ）を忘れずにお持ちください。

診療科

■ 東海道ウォーク
（全3回）
小田原・箱根の散策
29年1〜3月の毎月第4木曜日 ※現地
集合・解散 40人（先着） 1,500円
12月12日13時から電話か直接施設へ

〒233-0011 東永谷1-1-12
826-3882
826-3910
休館：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月28日（水）〜1月4日（水）

年末年始の急病時は

受付時間 9時45分〜15時45分

当日

■ ゆるめて楽ちんストレッチ
（全5回）
29年1月23日〜2月27日の2月20日
を除く毎週月曜日 13時〜14時30分
50歳以上15人（先着） 1,600円 12
月12日10時から電話か直接施設へ

■ 新春・鎌倉七福神めぐり
29年1月13日（金）9時〜13時 20
歳以上20人（抽選） 1,000円 12月
22日までに に
と年齢・生年月
日・性別を書いて施設へ

■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
12月15日（木）、29年1月5日（木）10
時〜11時 港南台中央公園（JR港南台
駅下車）※荒天中止 当日直接会場
へ 中央図書館サービス課（ 2620050 231-8299）

港南中央通7-29（

■ Xʼmasロビーコンサート
12月17日（土）14時〜15時
直接施設へ

〒234-0056 野庭町612
848-0100
848-0101
休館：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月28日（水）〜1月4日（水）

※行政サービスコーナーも
同期間休所します

所在地

〒234-0054 港南台5-3-1
835-2811
835-2812
休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月28日（水）〜1月4日（水）

野庭地区センター

年末年始の区役所閉庁期間
12 月29日（木）〜1 月 3日（火）

検索

港南区 お届け便

至 上大岡

〒234-0051
841-8411

日野1-2-31
841-8424

改修工事に伴い、11月1日
（火）〜29年
1月31日
（火）は休館します

※このほか年末年始の医療機関情報は20ページをご覧ください

健康相談 赤ちゃん・子ども

検診名など

日時・会場など

申込み

がん検診

一般精神保健相談

予約制

12月28日
（水）14時〜17時 区役所1階

高齢者精神保健相談

予約制

12月14日
（水）13時30分〜17時

なかよしブラッシング

予約制

離乳食教室

予約制

肺がん検診

予約制

12月14日
（水）9時〜10時45分 区役所4階
40歳以上50人（先着） 胸部Ｘ線撮影：680円

予約制

①12月15日〜29年1月4日 ②12月19
①29年1月17日
（火）9時〜11時15分 渡戸自治会館（東永谷1-29-14） 日〜29年1月5日に電話で結核予防
会（ 251-2363、9時〜12時※土・
②29年1月19日
（木）9時〜11時15分 区役所別棟2階
日曜日、祝休日、12月29日〜1月3日
40歳以上各40人（先着） 胃部Ｘ線撮影：1,570円
を除く）へ

胃がん検診

区役所1階

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

12月21日
（水）10時〜11時30分 区役所4階
おおむね1歳2か月以下で歯が2本以上生えた子と保護者22組（先着） 12月12日から電話で
区役所健康づくり係
12月21日
（水）13時30分〜15時 区役所4階
（ 847-8438 846-5981）へ
おおむね7・8か月児で1日2回食の子と保護者20組（先着）
電話で区役所健康づくり係
（ 847-8438 846-5981）へ

市のがん検診に関することは、横浜市けんしん専用ダイヤル
（ 664-2606 664-2828、8時30分〜17時15分 ※日曜日、祝休日、12月29日〜1月3日を除く）
へ
※市のがん検診は、区役所や地域会場のほか、市内の協力医療機関で受診できます
※70歳以上の人は保険証など年齢を確認できるもの、生活保護世帯の人は「休日・夜間等診療依頼証」の提示で無料になります
※26年中（1〜12月）の所得による、市民税県民税が非課税か均等割のみ課税世帯の人は減免制度があります。事前に保険証を持参して区役所健康づくり係へ

港南区版

野庭地域ケアプラザ

港南台地域ケアプラザ
〒234-0054 港南台3-3-1
834-3141
834-3145
休館：12月29日（木）〜1月3日（火）

〒234-0056 野庭町612
848-0111
848-0106
休館：12月29日（木）〜1月3日（火）

■うたカフェ
コーヒーを飲みながら生演奏に合わせ
て歌おう
29年1月21日
（土）13時30分〜15時
30分 50人（先着） 300円 12月
12日から電話か直接施設へ

■ いつまでも歩ける体づくり講座
29年1月20日
（金）10時〜11時30分
60歳以上15人（先着） 500円
12月19日から電話か直接施設へ

■ 国際交流 in 港南台 クリスマス会
外国人による歌や踊り、パネルディス
カッションなど
12月17日（土）14時〜16時 当日
直接施設へ

〒233-0001 上大岡東2-9-38
352-7177
352-7178
休館：第2火曜日
12月29日（木）〜1月3日（火）

■ 青年学級ないとくるーず
歌や演奏などの音楽会
12月16日（金）19時〜20時
直接施設へ

当日

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003 港南4-2-7
845-4100
845-4155
休館：12月29日（木）〜1月3日（火）

■ お楽しみクリスマス会
12月20日
（火）10時〜11時30分 1
〜3歳児と保護者30組（先着） 300
円 12月11日から電話か直接施設へ
■ ゆらりん ころりん
わらべ歌や触れ合い遊びなど
29年1月17日
（火）10時〜11時30分
0・1 歳 児と保 護 者 3 0 組（ 先 着 ）
330円 12月13日から電話か直接施
設へ

芹が谷地域ケアプラザ
〒233-0006 芹が谷2-16-12
828-5181
828-5182
休館：12月29日（木）〜1月3日（火）
ク

ラ

ブ

■ドレミファ倶楽部
音楽療法士による健康教室
29年1〜3月の毎月第1木曜日 10時
〜11時30分 各30人（先着） 500
円 ※初回は無料 当日直接施設へ
■ 俳画教室
俳句を題材にした絵画教室
29年1〜3月の毎月第4水曜日 13時
〜15時30分 各1,000円 ※体験500
円 前日までに電話か直接施設へ

下永谷地域ケアプラザ
〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641
休館：12月29日（木）〜1月3日（火）

■ プラレールのへや
12月〜29年3月の毎月第2・4日曜日
9時30分〜12時 小学3年生以下の
子と保護者 当日直接施設へ

日限山地域ケアプラザ
〒233-0015 日限山1-66-55
827-1870
827-1872
休館：12月29日（木）〜1月3日（火）

■ 宿題ルーム
12月〜29年3月の毎週月・水曜日 ※
毎月第4水曜日・祝日を除く ①15時〜
16時30分②15時〜17時 ①小学生
②中学生 当日直接施設へ

上大岡コミュニティハウス

■ ステンドグラス
〜モザイク技法でボード作り！
29年2月15日
（水）13時〜15時30分
18歳以上15人（抽選） 2,000円
1月10日までに電話か直接施設へ
え

と

とり

■ 来年の干支（酉）
を折り紙で
12月22日（木）13時30分〜16時
18歳以上15人（先着） 350円 12月
11日10時から電話か直接施設へ
■ 健康体操（全9回）
29年1月16日〜3月27日の1月23日と
3月20日を除く毎週月曜日 10時〜11時
30分 40歳以上30人（抽選） 1,500
円 1月5日までに電話か直接施設へ
■ 土曜健康体操（全8回）
29年1月14日〜3月11日の2月18日
を除く毎週土曜日 10時〜11時30分
40歳以上25人（抽選） 1,500円 12
月26日までに電話か直接施設へ

桜道コミュニティハウス
〒233-0003 港南6-2-3
843-5406
843-5109
休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月29日（木）〜1月3日（火）
いや

■ 子育てママの癒しのアロマ
ハーブのモイストポプリを作りましょう
29年1月14日
（土）10時〜12時 18
歳以上12人（先着） 1,000円 12月
11日10時から電話か直接施設へ

野庭すずかけコミュニティハウス
〒234-0056 野庭町346-2
・ 843-9765
休館：水・金曜日
12月29日（木）〜1月3日（火）

■ お正月のための
フラワーアレンジメント
12月27日（火）10時〜12時 20歳
以上10人（先着） 2,000円 12月11
日から電話か直接施設へ

日野南コミュニティハウス
〒234-0055 日野南6-14-1
843-2092
843-2093
休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月29日（木）〜1月3日（火）

■ おはなし会
12月21日（水）10時30分〜11時
未就学児と保護者 当日直接施設へ
■ ふれあいカフェタイム
コーヒーを飲みながら楽しく話そう
12月28日
（水）11時〜14時 ※時間内
出入り自由 当日直接施設へ

／
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港南台コミュニティハウス

地域子育て支援拠点 はっち

〒234-0054 港南台2-14-1
・ 832-2320
休館：水・金曜日
12月29日（木）〜1月3日（火）

〒234-0051 日野2-4-6
840-5882
848-0688
休館：祝休日、日・月曜日
12月28日
（水）〜1月3日
（火）、
1月10日
（火）

■ シニア向けスマートフォンコース
〜買ってみたけど使い方がわからない
方のために
AndroidOSスマートフォンを使った基
本操作・文字入力などの講習
29年1月23日
（月）10時〜12時 50
歳以上20人（抽選） 1月11日までに
に
と年齢、お持ちのスマート
フォンのOS（Android、iPhoneなど）を
書いて施設へ

上永谷コミュニティハウス
〒233-0012 上永谷4-12-14
・ 843-8950
休館：水・金曜日
12月29日（木）〜1月3日（火）

■ お正月！落語で初笑い
29年1月21日
（土）10時30分〜11時
30分 50人（先着） 12月11日9時30
分から電話か直接施設へ
■ おはなしひろば
「わらべうた読みきかせ」
29年1月10日
（火）10時30分〜11時
30分 4歳以下の子と保護者10組（先
着） 当日直接施設へ

港南図書館
〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：12月19日（月）、1月10日（火）
12月29日（木）〜1月3日（火）
1月4日
（水）は12時〜17時に利用できます

■ 冬のおはなし会
12月21日
（水）15時30分〜16時 小
学生 当日直接施設へ ※参加者には
「どくしょきろくてちょう」
をプレゼント
■ おはなし・にこっと
12月18日
（日）①14時30分〜14時50
分②15時〜15時30分 ①3歳以上②
5歳以上 当日直接施設へ
■ おはなしくまさん
12月23日
（祝）①10時〜10時20分②
10時40分〜11時 ①2歳以下の子と
保護者②2〜4歳児と保護者 当日直
接施設へ

12月21日（水）は13時から利用できます

■ パパと一緒に赤ちゃんサルサ
赤ちゃんを抱っこしながらサルサを踊
ろう
29年1月14月
（土）10時15分〜11時
45分 赤ちゃんのいる家族12組（先
着） 12月13日から電話か直接施設へ
■ 親子の栄養講座
栄養士による離乳食から幼児食への
移行の話
29年1月12日
（木）10時30分〜11時
30分 幼児食に移行する1歳児と保
護者15組（先着） 12月13日から電話
か直接施設へ
■ はっち はじめてさんの日
初利用者への施設紹介と交流会
29年1月7日
（土）13時30分から 未
就学児と保護者、妊娠中の人と家族
当日直接施設へ
■ プラレールのへや
12月14日
（水）13時〜15時 未就学
児と保護者 当日直接施設へ
■ 横浜子育てサポートシステム
入会説明会
子どもを預け預かり合う、会員制の有
償支え合い活動の説明会
12月13日
（火）13時30分〜14時30分
子育ての支援を受けたい人（生後57
日以上小学6年生までの保護者）
・支援
したい人（20歳以上） 前日までに専
用電話（ 515-7306）へ

日野中央公園
〒234-0053 日野中央2-2-1
846-4489
349-5530
管理事務所休所：12月29日（木）
〜1月3日（火）

■ わらを編んで作る伝統の
「しめ縄飾り」講習
12月24日
（土）10時〜11時30分 小
学生以上15人（先着） 1,500円 12
月11日から電話か直接またはファクス
に
を書いて施設へ

区民文化センター「 ひまわりの郷（
」 ホール）

休館 の お知らせ

音響設備更新工事に伴い、ホールを休館します。
ご不便をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
・ホール以外の施設（ギャラリー、音楽ルーム、練習場、会議室）は、通常
どおりご利用できます
・使用料、チケット予約、支払いなどの受付業務は通常どおりです
休館期間 29年1月4日
（水）〜31日
（火）

※12月29日〜29年1月3日は年末年始休館日

工事内容 ホール音響卓、
周辺機器の更新など

区民文化センター「ひまわりの郷」
（ 848-0800 848-0801）
区役所区民活動支援係（ 847-8394 842-8193）

平成28（2016）
年 12 月号

港南スポーツセンター
〒234-0051 日野1-2-30
841-1188
841-9417
休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月30日（金）〜1月3日（火）
12月29日（木）は9時〜17時
1月4日（水）は13時〜21時に利用できます

■ お試し教室
事前受付教室（ヨーガ、ベリーダンス、
トータルフィットネス、ピラティス、太極
拳、姿勢コンディショニング、背骨コン
ディショニング、姿勢ビューティーなど）
を試せる、1回限りの教室
12月13日
（火）
・15日
（木）
・16日
（金）
・
17日
（土）
・19日
（月）
・21日
（水） 16歳
以上 有料 当日教室開始30分前か
ら直接施設へ ※開催日時・定員・料金
など詳細は問合せを
■ 赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全3回）
29年1月16日〜2月6日の1月23日を
除く毎週月曜日 11時〜11時50分 6
か月〜1歳6か月児と保護者15組（先
着） 1,800円 12月18日から電話か
直接施設へ
■ 冬休み短期教室（全2回）
①小学生体力向上教室②子ども運動
基礎
29年1月6日
（金）
・7日
（土）①13時30
分〜14時45分②15時〜16時 小学
生各40人（先着） 1,000円 12月12
日から電話か直接施設へ

港南台北公園 こどもログハウス
〒234-0054 港南台1-3
・ 834-1169
休館：第3火曜日（祝休日の場合は翌日）
12月29日（木）〜1月3日（火）

■ ふれあい広場
紙芝居やパネルシアターなど
12月15日（木）11時〜11時30分
未就学児と保護者 当日直接施設へ
■どんぐりハウスのクリスマス会
歌やビンゴで楽しもう
12月18日
（日）10時〜12時 小学生
以下（未就学児は保護者同伴） 当日
直接施設へ
■ お正月遊び
かるたや羽子板、
こま回しなど
29年1月4日（水）〜6日（金）10時〜
16時 小学生以下（未就学児は保護
者同伴） 当日直接施設へ
■ おはなし会
29年1月10日
（火）11時〜11時30分
未就学児と保護者 当日直接施設
へ

／

港南区版

港南国際交流ラウンジ
〒233-0002 上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー13階
848-0990
848-3669
休館：第3水曜日
12月29日
（木）〜1月3日
（火）

■ 外国人のためのパソコン教室
（全6回）
基本操作やWord・Excelなどを学ぼう。
29年1月12日
（木）13時30分〜14時に
説明会あり
1月19日〜2月23日の毎週木曜日 13
時30分〜15時 ひらがな・カタカナ
の読める外国人10人（先着）※日本人
枠あり 3,300円 12月20日から電
話か直接施設へ
■ 外国人のための
在留管理等の相談会
国際行政書士によるビザ・永住権・帰
化などの相談会
29年1月29日
（日）14時〜16時 30
人（先着） 12月11日から電話か直接
施設へ

フォーラム南太田
〒232-0006 南区南太田1-7-20
714-5911
714-5912
休館：第3月曜日
12月29日（木）〜1月3日（火）

■ 女性のためのパソコン講座
①Word・Excel入門 ②Excel初級 ③速
習PowerPoint ※①②③とも全2回
①29年1月12日（木）
・13日（金）②1
月14日
（土）
・15日
（日）③1月17日
（火）
・
18日（水）10時〜15時30分 女性各
12人（先着） 各10,200円 12月16
日から専用電話（ 862-4496）へ 1
歳6か月以上の未就学児、有料 ※申込
時に問合せを
■ 月曜シネマ「先生と迷い猫」
29年1月30日（月）①10時〜12時②
13時30分〜15時30分 各50人（先
着） 800円（カフェドリンク券付き）
12月11日から電話か直接施設へ
1歳6か月以上の未就学児、有料 ※申
込時に問合せを

区民の皆さんの自主的なイベント
情報などを掲載するコーナーです。
投稿の基準や方法は区ホームペー
ジか広報相談係へ 。掲載内容につ
いては各問合せ先まで。

■ こども体操教室
ロンドンオリンピック日本代表コーチ
による体操教室
29年1月9日（祝）①10時〜10時50
分②11時10分〜12時③12時10分〜
13時 米田功体操クラブ（バス停般若
寺橋下車） ①25年4月〜27年3月生
まれの子と保護者12組②4歳以上の
未就学児14人③小学生20人（抽選）
12月20日までに に
と子の
名（ふりがな）
・性別・生年月日、①〜
③の別を書いて区体育協会事務局
（〒234-0051 日野1-2-30、 840-30
85 840-3086）へ

舞岡ふるさと村 虹の家

舞岡公園 小谷戸の里
〒244-0813 戸塚区舞岡町1764
・ 824-0107
休館：第1・3月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月29日（木）〜1月3日（火）
だこ

たこ

■ 竹細工 〜和凧作りと凧揚げ
29年1月14日（土）9時30分〜15時
※雨天決行 15人（小学生以下は保
護者同伴）
（ 先着） 800円 12月17
日から電話か直接施設へ
■ こども書初め会
29年1月15日
（日）①9時30分から ②
10時30分から
小学生12人（先着）
12月14日から電話か直接施設へ

〒244-0813 戸塚区舞岡町2832
826-0700
826-0749
休館：火曜日（祝休日の場合は翌日）
12月29日（木）〜1月3日（火）
み

そ

■ 味噌づくり教室
1日目：豆洗い、2日目：仕込み
①29年1月20日
（金）
・21日
（土）②1月
21日
（土）
・22日
（日）③1月26日
（木）
・27
日
（金）④1月27日
（金）
・28日
（土）
1日目：15時〜16時のうち10分程度、
2日目：9時30分〜12時30分
20歳以上各24人（抽選） 3,600円
※大豆高騰による変動あり 12月21日
までに に
と①〜④の別を書い
て施設へ ※第4希望まで申込み可

■ 米粉で「まゆ玉」作り
29年1月8日
（日）13時〜15時 小学
生以下の子と保護者7組（先着）※1組
5人まで 200円 12月11日から電話
か直接施設へ

■ そば打ち教室
29年1月16日（月）14時〜17時 20
歳以上12人（抽選） 2,000円 12月
21日までに に
を書いて施設へ

■ バードウォッチング
29年1月8日（日）9時〜11時 ※雨天
中止 20人（小学生以下は保護者同
伴）
（ 先着） 中学生以上100円 12
月12日から電話か直接施設へ

■ バードウォッチング
29年1月15日（日）9時30分〜12時30
分 ※雨天中止 20人（小学生以下は
保護者同伴）
（先着） 12月16日から電
話で施設へ

こども植物園
〒232-0066 南区六ツ川3-122
741-1015
742-7604
休園：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）
12月29日（木）〜1月3日（火）

■ ガーデニング講習会
「さくらそうの育て方」
29年1月26日
（木）13時30分〜15時
30分 20歳以上25人（抽選） 2,000
円 1月12日までに直接または か
ファクスに
を書いて施設へ

■ ふるさとの森を散策しよう
29年1月7日（土）9時30分〜11時30
分 ※雨天中止 20人（先着） 当日
直接施設へ

横浜南税務署からのお知らせ
29年2月10日（金）から、横浜南
税務署内に所得税・贈与税・個
人消費税の申告書作成会場を
開設します。
開設期間 29年2月10日
（金）

■ こま回し＆カルタとり大会
29年1月4日（水）13時30分〜15時
当日直接施設へ

〜3月15日
（水）

※土・日曜日を除く
会

場

横浜南税務署
（金沢区並木3-2-9）

■ お正月遊び
竹馬や羽子板、福笑いなど
29年1月4日
（水）〜7日
（土）9時〜16
時30分 当日直接施設へ

※ 29年2月9日
（木）以前は、申告
書作成会場はありません

■ 港南区民新春バドミントン大会
男子・女子・混合 クラス別団体戦
29年2月5日
（日）9時から 港南スポー
ツセンター 区内在住・在勤・在クラ
ブの高校生以上36チーム（先着）
男性団体7,200円、女性団体6,600円、
混合団体6,900円
1月4日10時から
申込書（会場で配布）を郵送または
ファクスで区バドミントン協会の永吉
（〒233-0016 下永谷3-4-19-403、
090-4386-0846 821-6567）へ

■ 社交ダンス
冬の初級（基礎）教室（全12回）
29年1月12日〜3月30日の毎週木
曜日 19時〜20時40分 港南スポーツ
センター
男女各10人（抽選）
6,000円 1月5日までに に
と
年齢、性別、経験年数を書いてこうな
ん文化交流協会事務局（〒234-0051
日野1-2-30）へ 吉浦（ 080-34217744）

■こうなんスキーの会
「みんなで楽しくスキー・スノボー」
尾瀬戸倉スキー場でスキーやスノー
ボードを楽しもう
29年2月24日（金）19時〜26日（日）
19時 港南ふれあい公園集合（地下鉄
港南中央駅下車） 小学生以上25人
（先着） 小学生26,000円、中学生以
上29,000円
12月17日9時から電話
またはファクスに
を書いて区レ
クリエーション協会の安藤（ ・ 832
-2768）へ

横浜南税務署（

789-3731）

■ 土曜囲碁会 会員募集
毎週土曜日 9時〜12時 桜道コミュ
ニティハウス 3か月4,000円 電話
で星川（ 090-6930-9338）へ
■ 一日いけばな教室
お正月の生け花
12月24日
（土）10時〜12時 そよ風
の家（地下鉄港南中央駅下車） 区内
在住・在勤の人15人（抽選） 2,000
円 12月20日までに かファクスに
を書いてこうなん文化交流協会
華道部会の中島（〒234-0055 日野南
3-4-9、 ・ 833-5672）へ

