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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」

■ こうなん活動フォーラム 活動紹介展
パネル展と活動団体との交流。
クイズ
ラリーあり
1月27日
（金）
・28日
（土）10時〜15時
ウィング上大岡2階ガーデンコート
（京
急・地下鉄上大岡駅下車） 当日直接
会場へ 港南区民活動支援センター
（ 841-9361 841-9362）
■ 健康講話
「毎日の生活から始める健康づくり」
医師によるがんや寝たきりを予防する
ための生活習慣の講話
2月4日（土）13時30分〜15時30分
※13時開場 港南公会堂（地下鉄港南
中央駅下車） 600人（先着） 当日
直接会場へ 区役所健康づくり係（
847-8438 846-5981）
■ あそびにおいでよ！
こどもフェスティバル 冬
2月13日
（月）10時〜11時45分 港南
スポーツセンター 4歳以下の子と保
護者150組（先着） 1月16日から電話
で大久保保育園（ 842-0399 842-02
45、10時〜16時 ※土・日曜日を除く）へ
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
1月19日
（木）、2月2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（ 262-0050
231-8299）

■ 精神保健福祉講座
「ひきこもりの理解と支援 〜家族が
抱えこまないために」
横浜市青少年相談センター相談員の話
2月10日
（金）14時〜16時 区役所別
棟2階 ひきこもりで悩んでいる家族
など50人（先着） 当日直接会場へ
区役所障害者支援担当（ 847-8446
845-9809）
■ 里親制度説明会
さまざまな事情により親元で育てるこ
とができない子どもを家族の一員とし
て受け入れ、温かい愛情を持って育て
てくれる里親家庭の募集 ※短期間の
受入れも可
1月25日
（水）10時〜11時30分 磯子
区役所7階（JR磯子駅下車） 前日ま
でに電話で南部児童相談所（ 831-47
35 833-9828）へ
■ 講演会
「糖尿病患者さんが自分らしく
生活するために」
糖尿病看護認定看護師による講話
2月23日
（木）13時30分〜15時15分 区
役所別棟2階 区内在住の人60人（先
着） 1月11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（ 847-8418 845-9809）へ

横浜カレンダー

4月1日から保育所等の利用を希望する場合で、一次申請に間に合わ
なかった人などは、2 月10日までに申請書を居住区の区役所へ持参
または郵送してください。
※ 申請書は区役所1階11番窓口や行政サービスコーナーで配布しているほ
か、
こども青少年局ホームページからもダウンロードできます
※ 郵送の場合には、宛名を
「保育施設・事業（2号・3号認定用）二次申込」
とし、
必ず居住区の区役所に送付してください
847- 8498

健康相談 赤ちゃん・子ども

検診名など

検索

港南地区センター
〒234-0051 日野1-2-31
841-8411
841-8424
休館：第1月曜日（祝休日の場合は翌日）

野庭地区センター
〒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）
み

そ

■ 味噌づくり教室
2月2日（木）13時〜14時30分 18
歳以上20人（抽選） 1,900円 1月
20日までに に
と年齢を書いて
施設へ
■ カラオケ大会
2月18日
（土）13時〜15時30分 18
歳以上15人（先着） 500円 1月20
日10時から電話か直接施設へ
■ 親子ふれあい・ワクワク教室（冬）
「ひなまつりを楽しもう！」
2月23日
（木）10時30分〜11時30分
1歳6か月〜3歳児と保護者15組（先
着） 300円 1月27日10時から電話
か直接施設へ
■ ひなまつりのお菓子づくり
2月26日
（日）10時〜12時30分 小
学2〜4年生12人（小学2年生は保護者
同伴）
（ 抽選） 600円 1月30日まで
に に
と学年を書いて施設へ

改修工事に伴い、
1月31日
（火）
まで休館
します ※電話での申込みなどは通常ど
おり受け付けています
■「方丈記」
を読む（全4回）
2月10日〜3月24日の隔週金曜日 10
時〜12時 20歳以上30人（抽選）
1,500円 1月31日までに に
と年齢を書いて施設へ
■ 無添加味噌を作ろう
2月16日
（木）13時〜16時30分 20
歳以上20人（抽選） 2,000円 1月
31日までに に
と年齢を書いて
施設へ
■ 知っててよかった
「金融のはなし」
（全3回）
2月28日〜3月14日の毎週火曜日
10時〜12時 20歳以上20人（先着）
1月16日13時から電話か直接施設へ
■ 初めての
「らくらくスマートフォン教室」
2月21日
（火）10時〜12時 おおむ
ね50歳以上20人（先着） 1月18日13
時から電話か直接施設へ
み

そ

東永谷地区センター

〒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）

2 月 10 日までです

港南区 お届け便

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

4 月 1日からの保育所等利用の二次申請は

区役所保育担当（

港南区役所〇〇〇係】

■ 囲碁大会
2月19日（日）9時30分〜15時30分
50人（先着） 1,000円 1月11日
13時から電話か直接施設へ
■ 中華料理教室
2月8日（水）10時〜13時 18歳以
上16人（先着） 700円 1月11日13
時から電話か直接施設へ
■ おひなさまプレート・和の器づくり
教室
おひなさまの絵皿を作ろう
2月11日（祝）9時30分〜11時30分
小学生以上20人（先着） 700円
1月11日13時から電話か直接施設へ

842-0813）

日時・会場など

〒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）

■ バレンタイン・チョコレート・ケーキ
作りにチャレンジ！
2月12日（日）10時〜12時30分
小・中学生12人（小学1・2年生は保護
者同伴）
（ 抽選） 500円 1月29日ま
でに に
と学年、保護者氏名を
書いて施設へ
■ バルーンアートに挑戦
2月26日（日）13時30分〜15時30分
3歳〜中学生15人（小学2年生以下
は保護者同伴）
（ 抽選） 200円 2月
12日までに に
と学年、保護者
氏名を書いて施設へ
■ おはなしの森
1月26日
（木）11時〜11時30分 未
就学児と保護者15組（先着） 当日直
接施設へ

申込み

がん検診

一般精神保健相談

予約制

1月12日
（木）
・25日
（水）、2月7日
（火）
・9日
（木）14時〜17時

区役所1階

高齢者精神保健相談

予約制

1月11日
（水）、2月8日
（水）13時30分〜17時

なかよしブラッシング

予約制

1月24日
（火）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）

離乳食教室

予約制

1月18日
（水）13時30分〜15時 区役所4階
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）

肺がん検診

予約制

1月26日
（木）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

区役所1階

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ
1月11日から電話で
区役所健康づくり係
（ 847-8438 846-5981）へ
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
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港南台地区センター
〒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）
お

い

コーヒー

■ 美味しい珈琲の楽しみ方教室（全2回）
2月1日（水）
・15日（水）13時30分〜
15時30分 15人（先着） 2,000円
1月11日13時から電話か直接施設へ
■ 季節の料理教室（全2回）
2・3月の毎月第2月曜日 10時〜12時
30分 12人（先着） 2,500円 1月
11日13時から電話か直接施設へ

下永谷地域ケアプラザ
〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

■ 音楽療法
歌・笑いで口腔ケアと認知症予防
1〜3月の毎月第4木曜日 ※1月は第
3木曜日 10時〜11時30分 60歳以
上 500円 当日直接施設へ

日下地域ケアプラザ
〒234-0052
843-3555

笹下3-11-1
843-2400

■ おもちゃの病院
壊れたおもちゃの修理。1人3点まで
2月19日（日）10時〜14時 20点
（先着） 部品代実費 1月11日から
電話で施設へ

日限山地域ケアプラザ
〒233-0015 日限山1-66-55
827-1870
827-1872

■ わたしの【人生】計画
必ず【できる】断捨離
整理コーディネーターによる片付けの話
2月18日
（土）10時〜11時30分 40
人（先着） 1月11日から電話か直接
施設へ
■ Papacoスクール
先輩イクメンの話と体を使った遊び
1月28日（土）10時30分〜12時 3
歳以下の子と父親15組（抽選） 1月
20日までに電話か直接施設へ
ぱ

ぱ

こ

芹が谷地域ケアプラザ
〒233-0006 芹が谷2-16-12
828-5181
828-5182

■ 芹が谷地域ケアプラザ祭り
餅つき体験や食品販売、作品展示など
2月4日
（土）10時〜15時 当日直接
施設へ

日野南地域ケアプラザ
〒234-0055 日野南3-1-11
836-1801
836-1813

■ 整形外科医師による
「腰痛について学ぼう！」
2月13日（月）13時30分〜14時30分
40人（先着） 1月11日から電話か
直接施設へ

野庭地域ケアプラザ
〒234-0056
848-0111

野庭町612
848-0106

■ にこにこのばサロン
お茶とお菓子で楽しい時間を過ごそう
1月26日（木）13時30分〜15時
100円 当日直接施設へ

／
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港南台地域ケアプラザ

上大岡コミュニティハウス

〒234-0054 港南台3-3-1
834-3141
834-3145

〒233-0001 上大岡東2-9-38
352-7177
352-7178
休館：第2火曜日

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

■パステルアート講座（全3回）
2月22日〜3月22日の隔週水曜日
10時30分〜12時30分 18歳以上10
人（抽選） 1,200円 2月10日までに
電話か直接施設へ
■ ママカフェ
子育ての悩みなどを話そう
1月24日（火）10時〜11時30分
小・中学生の保護者7人（先着） 100
円 当日直接施設へ
■ ひまわりひろば「にこにこ」
豆まきのお面作り
1月23日（月）10時〜11時30分 4
歳以下の子と保護者 100円 当日
直接施設へ

■ プレパパ・プレママ・おじいさん・
おばあさんのための初めての沐浴
体験
3月18日
（土）13時30分〜15時30分
第1子を妊娠中の人と家族16人（抽
選） 2月18日までに に
を書
いて施設へ
■ 話そう！アラフォーの和
2月10日
（金）10時30分〜11時30分
40歳前後の未就学児の母親、妊娠
中の人 当日直接施設へ
■ 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
2月7日
（火）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
■ パパday「papaʼsくらぶ」
1月14日
（土）13時〜14時 未就学
児と父親 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
①1月12日
（木）13時30分〜14時30
分②1月28日
（土）10時30分〜11時30
分③2月4日
（土）10時30分~11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

■ 南部病院健康教室
「鼡径ヘルニア
（脱腸）〜下腹部の
でっぱりに気付いたら」
外科医師による講話
2月4日（土）14時〜15時30分 50
人（先着） 1月11日から電話か直接
施設へ
■ ガイドボランティア研修会
不登校・ひきこもり支援の事例や課題
など
1月26日
（木）14時30分〜16時30分
20人（先着） 1月11日から電話か
直接施設へ
■ おひとりさまの会「訪問診療ってなに？」
1月25日
（水）10時〜11時30分 50
人（先着） 1月11日から電話か直接施
設へ
そ けい

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■ 若年性認知症 港南区のつどい
「みなとみな」
2月5日
（日）11時〜15時 若年性認
知症と診断された人や家族20人（先
着） 200円、別途昼食代 1月11日
から電話か直接施設へ
■ 老後応援寺子屋
「エンディングノートとは？」
2月25日
（土）13時30分〜15時 35
人（先着） 1月11日から電話か直接
施設へ
■ ちょこっと・幼稚園（全5回）
入園前に集団生活に慣れるための講座
2月2日
（木）
・9日
（木）
・14日
（火）
・23
日（木）、3月9日（木）10時〜11時45分
次年度入園予定の24年4月2日〜26
年4月1日生まれの子と保護者30組（抽
選） 2,500円 1月20日までに に
と子の名（ふりがな）
・生年月日
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

■ 0〜3歳 親子であそぼ！
1月26日
（木）10時30分〜11時30分
3歳以下の子と保護者15組（先着）
100円 1月12日9時30分から電話
か直接施設へ
■ときめきバレンタインカードつくり
2月5日
（日）10時30分〜12時 小学
生以上10人（先着） 300円 1月12
日9時30分から電話か直接施設へ

日限山コミュニティハウス
〒233-0015 日限山2-16-1
・ 845-1155
休館：火・金曜日
ひな

■ 折り紙教室「お雛様を作ろう！」
（全2回）
1月28日
（土）、2月4日
（土）13時30分
〜15時30分 中学生以上20人（先着）
1,000円 1月12日から電話か直接
施設へ
■ おはなしの会
1月18日
（水）14時〜15時30分 小
学生以下15人（未就学児は保護者同
伴）
（先着） 当日直接施設へ

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）

■ ふれあいカフェタイム
コーヒーを飲みながら楽しく過ごそう
1月25日
（水）11時〜14時 ※時間内
出入り自由 当日直接施設へ
■ おはなし会
1月18日
（水）10時30分〜11時 未
就学児と保護者 当日直接施設へ

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）

■ はじめて読む古文書
〜江戸時代のくずし字の世界（全3回）
2月7日〜21日の毎週火曜日 13時〜
14時30分 18歳以上12人（先着）
600円 1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

■ 子育て応援。
親子でワイワイやかまし村（全4回）
1月2 8日（ 土 ）、2月8日（ 水 ）
・1 8日
（土）
・22日
（水）10時15分〜11時30分
1月1日時点で1・2歳の子と保護者15
組（先着） 500円 1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）

■ おはなし会
2月7日（火）11時〜11時30分 未
就学児と保護者 当日直接施設へ
■ ふれあい広場
紙芝居やパネルシアターなど
1月12日・19日、2月9日いずれも木
曜日 11時〜11時30分 未就学児と
保護者 当日直接施設へ
■どんぐりハウスの豆まき
2月3日（金）11時から、15時30分か
ら 小学生以下（未就学児は保護者
同伴） 当日直接施設へ

地域子育て支援拠点 はっち

もく よく

港南図書館
〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：1月10日（火）

■ こうなんいまむかし〜空から見た港南
航空写真の展示
1月15日
（日）〜24日
（火）9時30分〜
19時 ※土・日・月曜日は17時まで
当日直接施設へ
■ 講演会「古代製鉄と港南区」
2月18日
（土）13時30分〜16時 45
人（抽選） 500円 1月31日までに
に
を書いて施設へ
■ おはなしくまさん
1月13日〜2月10日の隔週金曜日 ①
10時〜10時20分②10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
■ おはなしひろばの会
1月14日
（土）①14時30分〜14時50
分②15時〜15時30分 ①3歳以上の
未就学児②小学生 当日直接施設へ
■ おはなし・にこっと
1月29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
■ ママといっしょのおはなし会
by 金色ポケット
2月2日（木）10時〜10時25分、10時
40分〜11時5分 4歳以下の子と保
護者 当日直接施設へ

横浜市南部病院
〒234-0054 港南台3-2-10
832-1111
832-8335

■ 南部病院ボランティアコンサート
「音の絵本」
コンサート
1月21日（土）14時〜15時 当日直
接施設へ
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港南国際交流ラウンジ

子育ての居場所 あっぷっぷ

〒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

〒234-0056 野庭町601（野庭第二保育園内）
開所日時：火・水・金曜日 10時〜12時
※祝休日を除く

■ カルチャー交流サロン
「ふろしきラッピング」
2月5日
（日）14時〜16時 25人（先
着） 300円 1月11日から電話か直
接施設へ
■ 初心者のためのパソコン講座
①Wordで花のイラスト作り②Word
でチラシ作り③はじめてのPowerPoint
④PowerPointを使いこなす
①3月2日
（木）②3月9日
（木）③3月16
日
（木）
④3月23日
（木）
13時30分〜16時
マウス操作と文字入力ができる人各
16人（先着） 1,300円 1月20日から
費用を添えて直接施設へ

■ パパ・ママの“おんぶ de クッキング”
2月4日
（土）9時30分〜13時 野庭地
区センター 3歳以下の子と保護者12
組（抽選） 500円 1月20日までに
に
と子・保護者の各参加人数、
子の月齢を書いて施設へ 区役所こ
ども家庭係（ 847-8411 842-0813）

港南区社会福祉協議会
〒233-0003
841-0256

港南4-2-8
846-4117

■ 障がい児・者ガイドボランティア
研修会
①知的障害・発達障害編②身体障害編
①2月1日
（水）②2月8日
（水）13時30
分〜16時30分 18歳以上各20人（先
着） 1月11日から電話またはファクス
に
と性別・年齢、①②の別を書い
て施設へ

下野庭スポーツ会館
〒234-0056 野庭町136-4
・ 842-9624
休館：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ 初心者向けのスマホ講座
2月3日
（金）10時〜12時 60歳以上
15人（先着） 1月20日10時から電話
か直接施設へ

日野中央公園
〒234-0053 日野中央2-2-1
846-4489
349-5530

■ クラフトワーク
「小花がいっぱいの
ポケットティッシュケース作り」
1月21日
（土）11時30分〜12時30分
4歳以上10人（未就学児は保護者同
伴）
（ 先着） 500円 1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

横浜南税務署からのお知らせ 税理士による無料申告相談
日 時 2月2日
（木）〜9日
（木）9時30分〜12時、13時〜15時30分

※日曜日を除く
会

場 ウィリング横浜5階
（京急・地下鉄上大岡駅下車）

対

象 小規模納税者などの所得税
（復興特別所得税）
と

個人消費税 各日470人
持ち物 ① 給与所得・公的年金等の源泉徴収票
（原本）

② 営業・不動産収入のある人は、収入・経費（1年分を集計したもの）
が分かるもの
③ 医療費・各種保険・寄附金等の所得控除の証明書、領収書等
④ 印鑑、納税者本人の受取口座の金融機関名・支店名等と口座番
号の分かるもの、前年分の確定申告書控等
⑤ マイナンバーが分かる本人確認書類の写し等
＜例＞・マイナンバーカード
（番号確認書類 兼 身元確認書類）
・通知カード
（番号確認書類）
と運転免許証（身元確認書類）
※ 混雑状況により早めに受付を締め切る場合があります
※ 2月4日
（土）は、
「税理士記念日事業 年金受給者及び給与所得者に対する
無料申告相談会」
として開催します
横浜南税務署（

789-3731）

ゆう りん

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。

■ 港南福祉ホーム活動展
〜来て！来て！優しさStation
1月21日（土）
・22日（日）10時〜21
時 ※22日は18時まで 港南台バーズ
1階（JR港南台駅下車） 当日直接会
場へ
港南福祉ホームの大滝（ ・
832-9337）

■ 夢輪まつり
子ども英語・合唱・リトミックなどの発
表と
「おと絵がたり」の影絵公演
1月21日
（土）10時30分〜16時30分
港南公会堂（地下鉄港南中央駅下車）
300人（未就学児は保護者同伴）
（先着） 500円、中学生以下300円※
当日券については問合せを 1月11
日から電話で特定非営利活動法人夢
輪（ 841-2575、10時〜17時）へ
■ これから始めるやさしい英会話
毎月水曜日（月3回）9時〜10時 区
民文化センターひまわりの郷（京急・
地下鉄上大岡駅下車） 初めてレッ
スンを受ける55歳以上10人（先着）
入会金1,000円、月4,200円 ※初回
無料 電話で倉重（ 080-9893-39
05）へ

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）

■ ベビーマッサージ
（全3回）
1月27日〜2月10日の毎週金曜日 11
時10分〜12時10分 2か月〜1歳6か
月児と保護者10組（先着） 3,780円
1月11日から電話か直接施設へ
■ 赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全3回）
2月20日、3月6日・13日いずれも月曜
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
1月22日から電話か直接施設へ

舞岡ふるさと村 虹の家
〒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）

■ 漬物教室
2月5日（日）13時30分〜15時 24
人（先着） 1,000円 1月11日から電
話で施設へ
■ヨガ教室（全2回）
2・3月の毎月第3木曜日 10時〜11
時30分 20人（先着） 800円 1月
11日から電話で施設へ
■ バードウォッチング
2月5日
（日）9時30分〜12時30分
20人（小学生以下は保護者同伴）
（先
着） 1月11日から電話で施設へ
■ 冬の虫観察会
2月18日
（土）9時〜12時 15人（小
学生以下は保護者同伴）
（ 先着） 1月
11日から電話で施設へ

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

■ 女性のためのパソコン講座
①実践Excel（全2回）②再就職・転職
のためのパソコン講座（全5回）
①2月19日（日）
・26日（日）②2月21
日（火）〜25日（土）10時〜15時30分
女性各12人（先着） ①10,200円
②18,000円 1月17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
■ フォーラム南太田マルシェ
県内産野菜と手作り品の販売など
1月20日（金）11時〜14時 当日直
接施設へ

■ 立春のダンスパーティー
2月6日（月）15時20分〜18時 港南
スポーツセンター 150人（先着）
500円、協会員200円 当日直接会
場へ こうなん文化交流協会ダンス
部会の吉浦（ 080-3421-7744）
■ 港南健康ウォーキングと
さわやかスポーツ体験
2月4日
（土）9時30分〜12時 港南ス
ポーツセンター集合 小学生以上50
人（先着） 100円
1月11日から直
接港南スポーツセンターまたはファク
スに
を書いて区さわやかスポー
ツ普及委員会事務局の瀬王（ 0804654-5191 840-3086）へ

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）

■ わら細工〜鶴と亀作り
1月29日（日）9時30分〜15時 20
人（小学生以下は保護者同伴）
（ 先着）
700円 1月12日から電話か直接施
設へ
■ バードウォッチング
2月12日
（日）9時〜11時 20人（小
学生以下は保護者同伴）
（ 先着） 中
学生以上100円 1月28日から電話か
直接施設へ
■ 自然観察会〜冬の谷戸
1月22日（日）13時〜15時 ※小雨決
行 当日直接施設へ
■ 和紙作り体験（全2回）
2月18日（土）
・19日（日）9時30分〜
15時 ※19日は13時まで 15人（小学
生以下は保護者同伴）
（先着） 1,000
円 1月26日から電話か直接施設へ

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）
ユキ ワリ ソウ

■ 雪割草の育て方
2月22日
（水）13時30分〜15時30分
20歳以上25人（抽選） 2,000円
2月8日までに直接または かファクス
に
を書いて施設へ
■ 魔除けのポマンダー作り
2月25日（土）14時〜16時 10人
（抽選） 1,000円 2月11日までに直
接または かファクスに
を書い
て施設へ
■ 楽・楽家庭菜園
〜春夏野菜編
3月5日（日）13時30分〜15時30分
20歳以上20人（抽選） 500円 2
月19日までに直接または かファクス
に
を書いて施設へ
■ ばらを愉しむ〜ばら栽培12か月
「春の剪定」
2月17日（金）9時30分〜11時30分
20歳以上20人（抽選） 300円 2
月3日までに直接または かファクス
に
を書いて施設へ
ま

らく

よ
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■ ホット・ほっとスポーツデー
ファジーバレーボール大会
2月26日（日）12時30分から 港南ス
ポーツセンター
小学生・60歳以上
各10チーム（1チーム6人）、一般20
チーム（1チーム4人）
（先着） 1チー
ム1,000円、小学生チーム500円
1
月11日から申込書（会場ほかで配布）
を直接会場かファクスまたは郵送で
区さわやかスポーツ普及委員会事務
局の瀬王（〒234-0051 日野1-2-30、
080-4654-5191 840-3086）へ
■ なぎなた講習会
2月19日（日）10時〜15時 港南ス
ポーツセンター
区内在住の人80
人（先着） 1,000円
1月11日から
電話で武藤（ 834-2306）か宇田川
（ 654-8388）へ

