平成29（2017）
年 2 月号
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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」

■ 使い終わった天ぷら油、回収します！
使用済みや期限切れの植物性食用油
（廃食油）を回収し、重油の代替燃料な
どに再生することで二酸化炭素の排出
量やごみの量を減らす取組です。
だーい
3月開催予定のイベント
「丸山大ホコテ
ン」
で回収します。家庭で出た廃食油を
ペットボトルにため、ぜひお持ちくだ
さい。詳細は、広報よこはま港南区版3
月号をご覧ください。
横浜市地球温暖化対策推進協議会
台所油田プロジェクト
（ 681-9910）
または区役所企画調整係（ 847-8328
841-7030）

■「環境絵日記」作品展 in 京急百貨店
区内の小学生が「みんなでつくる環境
未 来 都 市・横 浜 」をテー マ に 描 い た
「環境絵日記」のうち、
リサイクルデザ
イン賞受賞作品62点を中心に展示
2月16日（木）〜22日（水）10時〜22
時 ※初日は11時から。最終日は17時
まで 京急百貨店10階（京急・地下鉄上
大岡駅下車） 区役所企画調整係（
847-8328 841-7030）
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
2月16日
（木）、3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）

2月11日
（祝）は行政サービスコーナーはお休みです

毎月第2・4土曜日 9時〜12時

取扱業務▶ 戸籍課（戸籍・住民票・印鑑登録など） 保険年金課（国民健康保険・国民年金など）
こども家庭支援課の一部業務（児童手当の申請・受付、母子健康手帳の交付）

横浜市コールセンター（

664 -2525

664-2828）

2月16日
（木）〜3月15日
（水）
（土・日曜日を除く）

午前の受付：9時〜11時30分
午後の受付：13時〜16時30分

（原本）、②医療費の領収書
持ち物 ①平成28年分の給与所得の源泉徴収票
（平成28年中に支払ったもの。集計しておくこと）、③健康保険や生命
保険などで医療費が補てんされた場合は、その金額が分かるもの、
④印鑑と納税者本人の受取口座の金融機関名・支店名・口座番号が
分かるもの、⑤マイナンバーが分かる本人確認書類の写しなど

●平成28年分の申告期限と納期限
◆ 所得税と復興特別所得税・贈与税 ・・・・・・・・・ 3月15日
（水）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
◆ 個人事業者の消費税と地方消費税
3月31日
（金）
横浜南税務署（

789-3731）

健康相談

検診名など

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）

■ 吉永小百合・二宮和也出演
「母と暮せば」上映会
3月11日（土）9時30分〜11時50分
高校生以上50人（先着） 2月11日
10時から電話か直接施設へ
■ 子ども映画上映会「ペンギンズ
FROMマダガスカル ザ・ムービー」
3月11日
（土）13時30分〜15時10分
3歳〜高校生50人（小学2年生以下
は保護者同伴）
（ 先着） 2月11日10
時から電話か直接施設へ
■ 春のパーティー料理
3月6日（月）10時〜13時 20歳以
上20人（抽選） 1,000円 2月21日
までに に
を書いて施設へ
■ おはなしの森
2月23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

●医療費控除を受ける給与所得者は、
区役所でも申告書を作成・提出できます
相談時間

■ 区民企画運営講座 運営団体の募集
区民の皆さんが地域で生き生きと暮
らすために役立つ講座を、企画・運営
する団体を募集
区内在住・在勤・在学の人を含む3
人以上の団体10団体程度（審査あり）
3月17日までに申込書（区役所ほか
で配布）を書いて区役所区民活動支援
係（ 847-8397 842-8193）へ ※電
話で事前連絡の上、申込みを

〒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）

●税務署での確定申告書などの作成
2月10日
（金）から3月15日
（水）
まで申告書作成会場を開設します（土・日曜
日を除く。ただし、2月19日と26日は開場）。混雑のため、長時間お待ちいただ
く場合があります。
また、混雑状況により、受付を早めに締め切ることがありま
すので、16時までにお越しください。
※ 平成28年分の確定申告書などを提出する際は、
マイナンバーが分かる本人
確認書類の提示または写しの添付が必要となりますので、
お持ちください

港南区 お届け便

検索

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

東永谷地区センター

横浜南税務署からのお知らせ

開催日

横浜カレンダー

■ やさしい「相続教室」
司法書士による講義（午前）
・相談会
（午後）※どちらか一方の参加も可
2月18日
（土）10時〜17時 20歳以
上30人（先着） 2月11日10時から電
話か直接施設へ

2月11日の土曜日は祝日のため、市内行政サービスコーナーは休所します。
各区役所は土曜開庁日です。住民票や印鑑登録証明書などが必要な人は、区役
所へお越しください。

●区役所の土曜開庁日

港南区役所〇〇〇係】

日時・会場など

赤ちゃん・子ども
がん検診

一般精神保健相談

予約制

2月22日
（水）、3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

3月8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

乳幼児歯科相談

予約制

2月21日
（火）9時15分〜11時 区役所4階
未就学児と保護者24組（先着）

胃がん検診

予約制

3月24日
（金）9時〜11時15分
西洗・港南プラザ自治会館（日限山4 -10-2）
40歳以上40人（先着） 胃部Ｘ線撮影：1,570円

区役所1階

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）

■ みんなで遊ぼう！スポーツゲーム！
2月25日
（土）10時〜12時 小学生
以下（小学2年生以下は保護者同伴）
当日直接施設へ ※運動できる服装、
上履き持参
■ 春はすぐそこ！
野庭ミュージック・コンサート！
3月4日
（土）10時30分〜12時 200
人（未就学児は保護者同伴）
（先着）
2月11日10時から電話か直接施設へ
み
■ 春だ！話題の映画を観よう！
山田洋二監督「家族はつらいよ」の上映
3月15日
（水）12時30分〜15時 18
歳以上50人（先着） 2月22日10時か
ら電話か直接施設へ

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）

■ バドミントンフェスティバル
上級・中級・初級のランク別ダブルス戦
3月18日
（土）①9時〜12時②13時〜
16時 中学生以上各24人（先着）
300円 2月12日13時から電話か直接
施設へ
■ かけっこ教室
3月25日
（土）9時45分〜11時 6歳
〜小学生30人（先着） 300円 2月
12日13時から電話か直接施設へ
■ かんたん時短クッキング教室
3月22日
（水）10時〜13時 18歳以
上16人（先着） 700円 2月12日13
時から電話か直接施設へ
■ ひまわりのへや
絵本の読み聞かせや手遊びなど
2月17日
（金）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

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

2月27日
（月）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） 2月13日から電話で
区役所健康づくり係
2月22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）
電話で区役所こども家庭係
（ 847-8410 842-0813）へ
2月24日〜3月15日に電話で結核予
防会（ 251-2363、9時〜12時 ※
土・日曜日、祝休日を除く）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

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）

■ 地区センターまつり
作品の展示や発表会、模擬店など
2月25日
（土）
・26日
（日）10時〜17時
※26日は15時30分まで 当日直接施
設へ
■ バドミントン大会
上級・中級・初級のランク別ダブルス戦
3月12日
（日）①9時〜12時②13時〜
16時 各24人（先着） 300円 2月
11日13時から電話か直接施設へ

港南台地域ケアプラザ
〒234-0054 港南台3-3-1
834-3141
834-3145

■ 港南台子育て連絡会10周年記念
CoCoフェスタ
ミニコンサートと保育園園長の講演
2月18日（土）10時30分〜12時 港南
台ひの特別支援学校（JR港南台駅下
車） 当日直接会場へ ※室内履き持参
■ 南部病院健康教室
「生活の中にある床ずれのケア」
皮膚・排せつケア認定看護師による講話
3月4日（土）14時〜15時30分 50
人（先着） 2月13日から電話か直接
施設へ
■ ゆらりん ころりん in 港南台
パラバルーン遊びや読み遊びなど
3月7日
（火）10時〜11時30分 0・1
歳児と保護者30組（先着） 300円
2月13日から電話か直接施設へ
■ ボランティア育成講座「ここちよい
コミュニケーション講座」
（全3回）
認知症についての講話や手遊びゲーム
3月6日（月）
・14日（火）
・28日（火）9
時30分〜11時30分 ※28日は13時30
分〜15時30分 20人（先着） 2月
13日から電話か直接施設へ

上大岡コミュニティハウス

地域子育て支援拠点 はっち

〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

〒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

■ スマホ・タブレット講座（全2回）
①初めてのスマホ・タブレット②便利
アプリ
（その1）③使いこなそうスマホ・
タブレット④便利アプリ
（その2）
2月27日（月）、3月6日（月）①9時30
分〜12時②13時30分〜16時／3月13
日
（月）
・20日
（祝）③9時30分〜12時④
13時30分〜16時 18歳以上各12人
（抽選） ①③1，800円②④2，000円
2月21日までに電話か直接施設へ
■ 春休み体験教室
いちごのロールケーキを作ろう
3月25日
（土）13時30分〜15時30分
小学生7人（抽選） 500円 3月10
日までに電話か直接施設へ

■ 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
3月2日
（木）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
■ あつまれ 〜ぷれ保育園ママ
子育て経験者の体験談を聞こう
2月18日
（土）10時15分〜11時30分
次年度保育園入園予定の子の母親
当日直接施設へ
■なりきりおひなさま撮影会
2月21日（火）〜3月3日（金） 未就
学児と保護者 当日直接施設へ ※カ
メラ持参
■ プラレールのへや
2月18日
（土）、3月4日
（土）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
2月15日（水）13時30分〜14時30
分、2月25日（土）10時30分〜11時30
分、3月4日（土）10時30分〜11時30分
はっち／3月7日
（火）10時〜11時 日限
山地域ケアプラザ 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（ 515-73
06）へ

■ 子育てサロン
「ポケットパーク」
（全10回）
絵本の読み聞かせや手遊びなど
4月〜30年3月の8・11月を除く毎月
第4木曜日 10時30分〜11時30分 4
月1日時点で2・3歳の子と保護者30組
（抽選） 3月10日17時までにはがきを
持って直接または に
と子の名
（ふりがな）
・生年月日を書いて施設へ

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
2月23日（木）13時30分〜15時
100円 当日直接施設へ
■ なごみの会
介護者同士の情報交換
3月9日（木）10時〜11時30分 介
護している人、介護に関心のある人
当日直接施設へ

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■ おはなし会
2・3月の毎月第2火曜日 10時30分〜
11時 未就学児と保護者 当日直接
施設へ

芹が谷地域ケアプラザ

桜道コミュニティハウス

〒234-0052
843-3555

笹下3-11-1
843-2400

〒233-0006 芹が谷2-16-12
828-5181
828-5182

■ 高齢者が安心して暮らせるための
お役立ち講座
行政書士による成年後見制度や相続
についての講話。個別相談もあり
3月4日（土）
・11日（土）13時30分〜
15時30分 各20人（先着） 2月11日
から電話か直接施設へ

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

■ 認知症・家族のつどい
「家族のつどい」
お茶を飲みながら情報交換しよう
2・3月の毎月第3金曜日 13時30分
〜15時 認知症の家族がいる人
当日直接施設へ
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下永谷地域ケアプラザ

■ 認知症サポーター養成講座
3月4日（土）13時30分〜15時 35
人（先着） 2月11日から電話か直接
施設へ
■ 老後応援寺子屋
行政書士による成年後見制度や相続
についての講話。個別相談もあり
3月11日
（土）13時30分〜14時15分
35人（先着） 2月11日から電話か
直接施設へ
■ カンガルーヨーガ
産後の骨盤体操
3月17日
（金）10時30分〜11時30分
開 催日に 0 歳 の 子と母 親 1 5 組（ 抽
選） 400円 2月24日17時までに電
話か直接施設へ
■ 歌声喫茶
みんなで歌を楽しもう
2月26日
（日）13時〜14時45分 55
歳以上の男性40人（先着） 200円
2月11日から電話で施設へ

日下地域ケアプラザ

／

〒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）

■ さくらんぼひろば
ミニ運動会
3月13日
（月）10時〜11時30分 未
就学児と保護者20組（先着） 100円
2月11日10時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）

■ 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
2月22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
2月15日
（水）10時30分〜11時 未
就学児と保護者 当日直接施設へ

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

■ 春です！
さあウォーキングを始めてみませんか
3月28日（火）9時30分〜12時 60
歳以上10人（先着） 500円 2月11
日9時30分から電話か直接施設へ
■ みんなで雛パーティー！雛ケーキ作り
サンドイッチでケーキを作ろう
3月2日（木）9時30分〜12時 4歳
以下の子と保護者15組（先着） 100
円 2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」
3月14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
ひな

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

■ フラワーアレンジメント
「アーティフィ
シャルフラワーで作る華やかリース」
2月23日
（木）10時〜11時30分 10
人（先着） 3,500円 2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

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

■聴きあいコミュニケーション
聴き上手になるポイントを学ぼう
3月12日（日）13時30分〜15時30分
30人（先着） 2月11日から電話か
直接施設へ
■パキスタン料理
3月19日（日）9時30分〜12時 30
人（先着） 1,300円 2月13日から費
用を添えて直接施設へ
■ネイティブに学ぶ外国語教室（全30回）
英会話、
スペイン語、韓国語、中国語
4月〜30年3月 各15〜17人（抽
選） 21,600円（別途教科書代） 3
月6日までに に
と性別、年齢、
希望教室番号・名、広報よこはまを見
て申し込んだ旨を書いて施設へ ※詳
細は施設ホームページか問合せを

老人福祉センター 蓬莱荘
〒234-0054 港南台6-22-38
832-0811
832-0813
休館：第4火曜日

■ 趣味の教室
折り紙、ペン毛筆習字、
ヨガ、フラダン
い
い
ス、英会話、絵手紙、活き活き体操、太
けん
極 拳 、コーラス、社 交ダンス、健 康 詩
吟、水彩画、3色油彩画、男性料理、囲
碁、書道、鉛筆スケッチ、歌体操
4〜9月 市内在住の60歳以上（抽
選） 教材費 3月6日までに本人を
確認できるもの、はがきを持って直接
施設へ ※1人1教室、過去に受講した
教室は参加不可。開催日時など詳細は
問合せを

シルバー人材センター
〒233-0002 上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー13階
847-1800
847-1716
休館：祝休日、土・日曜日

■ カブトムシ幼虫採集体験学習
3月11日（土）①10時〜12時②14時
〜16時 市内在住の小学生以下の子
と保護者各15組（抽選） 500円、幼虫
1匹100円（10匹まで）、ケース800円
（希望者） 2月24日までに に
と①②の別を書いて施設へ
■ 中高年英語入門教室（全36回）
4月〜30年3月 松本ビル（JR・地下鉄
戸塚駅下車） 市内在住の40歳以上
20人（抽選） 3か月12,600円（別途年
会費） 3月10日までに電話または
かファクスに
と年齢を書いてシ
ルバー人材センター戸塚事務所（〒24
4‐0002 戸塚区矢部町1286‐4、 881‐
3412 881‐6221）へ ※15人以上の
参加で開催
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港南スポーツセンター

舞岡公園 小谷戸の里

〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：2月20日（月）

〒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）

〒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）

■ 30周年記念「江戸時代の港南区域の
村々を検索する」
神奈川大学教授による講演と地域の
有識者によるパネルディスカッション
2月25日
（土）14時〜16時30分 40
人（先着） 2月14日9時30分から電話
か直接施設へ
■ 横浜みどりアップ二十四節気パネル展
3月8日
（水）〜19日
（日） 当日直接
施設へ
■ おはなしひろばの会
2月11日
（祝）①14時30分〜14時50
分②15時〜15時30分 ①3歳以上②
小学生 当日直接施設へ
■ おはなしくまさん
2月24日（金）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
■ おはなし・にこっと
2月26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
3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

■ ベビーマッサージ
（全3回）
3月3日〜17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
2月20日から電話か直接施設へ
■ 春の事前受付教室
ヨーガ、ピラティス、身体のメンテナン
スレッスン、姿勢コンディショニング、
背骨コンディショニング、ベリーダン
ス、シェイプフィットネス（コンディショ
ニング編・エアロビクス編）、フラダン
ス ほか
4〜6月 有料 2月20日までに
に
と性別、生年月日、過去1年の
希望教室の参加の有無ほかを書いて
施設へ ※詳細は問合せを ピラティ
ス・姿勢コンディショニング・フラダン
スの一部、親子体操、親子リトミック。
6か月以上の未就学児、5,400円

■ 竹細工〜竹の鳥笛・箸・しゃもじ
3月26日（日）9時30分〜12時 20
人（小学生以下は保護者同伴）
（ 先着）
300円 2月27日から電話か直接施
設へ
■ バードウォッチング
3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 2月25日から電話か
直接施設へ
■ 自然観察会〜谷戸の目覚め
2月26日（日）13時〜15時 ※小雨決
行 当日直接施設へ

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）

■ 親子のふれあい遊び（全3回）
3月1日〜15日の毎週水曜日 11時〜
12時 1歳児と保護者10組（先着）
400円 2月15日10時から電話か直
接施設へ

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。

■ 少年の学び場
“Yokohama ちゃれんじゃーず 春”
野外活動や星座観察、森林ゲームなど
3月27日（月）〜29日（水）県立足柄
ふれあいの村（南足柄市） 小学 3年
生〜中学生30人（抽選） 12，000
円 2月22日までに かファクスに
と学年を書いて区レクリエー
ション協会の安藤（〒234-0054 港南
台2-2-9-1008、 ・ 832-2768）へ
■ 60代70代のための
初心者旅行英会話体験会
2月20日（月）
・27日（月）14時〜15
時 桜道コミュニティハウスほか 英
会話初心者各10人（先着） 2月13日
10時から電話で原田（ 080-58634783）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

■ ふれあい広場
紙芝居やパネルシアターなど
2月16日
（木）、3月9日
（木）11時〜11
時30分 未就学児と保護者 当日直
接施設へ
■ 窓にお絵描き
3月4日（土）11時〜14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
3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

■ 女性のためのパソコン講座
①Excel初級②パソコン＆Word・Excel
入門③データ整理＆クラウド入門④速
習PowerPoint ※①②④は全2回
①3月11日
（土）
・12日
（日）②3月13日
（月）
・14日
（火）③3月15日
（水）④3月16
日
（木）
・17日
（金）10時〜15時30分
女性各12人（先着） ①②④10，200円
③5,100円 2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
■ミスが減る！一歩先行く仕事術
仕事の進め方の講話
2月25日
（土）13時〜15時 女性10
人（先着） 2,000円 ※若年無業女性
の就労支援に活用 2月11日から電
話で施設へ 2か月以上の未就学児、
有料 ※申込時に問合せを

■ 一日いけばな教室
（ひなまつりのいけばな）
2月25日
（土）10時〜12時 港南地区
センター 区内在住・在勤の人10人
（抽選） 1,000円
2月21日までに
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
■ 港南区民卓球大会
男子シングルス、女 子ダブルスＡ・
Ｂ、初級者男女、男子中級者
3月26日
（日）9時〜19時 港南スポー
ツセンター 高校生以上 1,000円
3月8日までに申込書（会場ほかで
配布）に費用を添えて直接国際卓球
上大岡店（上大岡西2-9-28、 844-24
20）または現金書留で区卓球協会事
務局の酒井（〒234-0054 港南台1-3223、 832-3737）へ
■ 社交ダンス
春の初級（基礎）教室（全12回）
4 〜 6月の 祝日を除く毎 週 木 曜日
19時〜20時40分
男女各10人（抽
選） 6,000円 3月3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ダンス部会
の吉浦（〒234-0051 日野1-2-30、
080-3421-7744）へ

■ こうなんまち・混
音楽・ダンスのステージ発表
3月5日（日）13時30分〜16時30分
※13時開場 港南公会堂（地下鉄港南
中央駅下車） 300人（先着） 当日
直接会場へ こうなんまち・混実行委
員会（ ・ 845-0476、17時〜21時）
■ あそび・隊！おたのしみ劇場
パネルシアターや人形劇、絵本など
3月16日（木）①10時〜11時②11
時30分〜12時30分 港南中央地域ケ
アプラザ 未就学児と保護者各30組
（先着） 300円 2月16日から電話
であそび・隊！の橋本（ 090-5438-60
35）へ
■ 社交ダンス中級教室（全12回）
4 〜 6月の 祝日を除く毎 週 金 曜日
19時10分〜20時40分 港南スポーツ
センター 30人（抽選） 6，000円
3月1日までに電話でこうなん文化
交流協会ダンス部会の金子（ 0901793-9452）へ
■ 港南台囲碁睦会 会員募集
毎週月曜日 13時〜17時 港南台コ
ミュニティハウス
5人（先着） 年
会費1,000円、入会金1,000円
2月
11日から電話で冨岡（ ・ 833-25
90）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）

こん

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）

■ 親子パン教室
3月19日（日）13時〜16時 小学生
以上の子と保護者12組（抽選） 1,500
円 2月21日までに に
を書い
て施設へ
■ そば打ち教室
3月23日
（木）14時〜17時 20歳以
上12人（抽選） 2,000円 2月21日
までに に
を書いて施設へ
■ ふるさとの森をたずねて
自然とふれあおう
3月11日（土）9時30分〜11時30分
20人（先着） 当日直接施設へ
■ 春の植物観察会
3月25日
（土）9時〜11時 20人（先
着） 2月11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）

■ 自然遊びをしよう in 児童遊園地
3月20日
（祝）10時〜12時 市児童遊
園地（バス停児童遊園地入口下車） 小
学生と保護者10組（抽選） 3月6日ま
でに直接または かファクスに
と参加者全員の氏名、子の学年を書い
て施設へ
■ 顕微鏡をのぞいてみよう
〜スマホで撮影・植物の不思議
3月26日（日）13時30分〜15時30分
小学生と保護者10組（抽選） 300
円 3月12日までに直接または か
ファクスに
と参加者全員の氏名、
子の学年を書いて施設へ

■ 港南童謡の会コンサート
2月23日（木）、3月15日（水）、4月20
日（木）13時30分〜15時30分 港南公
会堂（地下鉄港南中央駅下車）※4月
20日は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） 400
人（先着） 500円 当日直接会場へ
金子（ 842-4250）へ
■ 春季港南区民野球大会
3月20日
（祝）〜7月23日
（日）日野中
央公園（バス停日野中央公園入口下
車）ほか
区内在住・在勤の社会人
軟式野球チーム（1チーム監督含め
30人以内） 20，000円 2月28日ま
でに申込書（申込先で配布）に費用を
添えて直接カトウスポーツ店（港南台
9-24-6、 832-3898）へ
区野球協
会の寺脇（ 080-5037-8989）
■ 港南区硬式テニス
ミックスダブルス大会
リーグ戦と決勝トーナメント
3月5日（日）
・19日（日）
・25日（土）9
時から 日野中央公園（バス停日野中
央公園入口下車） 区内在住・在勤・
在クラブ32組（先着） 5,000円
2
月11日9時から申込書（申込先で配
布）を直接大塚テニスクラブ（港南台
7-49-37）へ 原（ 090-8304-8817）

