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● 施設のイベントの申込み・問合せは各施設へ
● 広報紙に掲載していない情報もあるので、
詳細は
凡 例

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」

港南台地区センター

1 月号 お年玉クイズの答え
クイズ 区内に地区連合町内会は
いくつあるでしょう？
答

え

② 15

119通のご応募をいただきました。
ありがとうございました。
※ 当選者の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます

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）

〒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）

〒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）
のぞ

■ 古文書で覗いてみよう
「大奥の内幕」
（全6回）
4〜6月の毎月第1・3日曜日 ※4月は
第1・5日曜日 10時〜12時 20歳以上
30人（抽選） 2,000円 3月20日まで
に に
と年齢を書いて施設へ
■ 超初心者の女性マージャン教室
（全10回）
4〜8月の毎月第2・4火曜日 13時30
分〜16時 20歳以上16人（抽選）
4,000円 3月20日までに に
と年齢を書いて施設へ
せん
■ 春の剪定（全3回）
新芽剪定の講義と実践作業
4月26日〜5月24日の隔週水曜日 13
時30分〜16時30分 20歳以上20人
（抽選） 1,500円 4月5日までに
に
と年齢を書いて施設へ
■ 春の食卓
①夏ミカンのママレードを作ろう②春
のおばんざい
①4月20日
（木）13時〜16時②4月25
日（火）10時〜13時30分 20歳以上
①20人②16人（抽選） ①1,000円②
1,500円 4月5日までに に
と
年齢、①②の別を書いて施設へ

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）

■ 春のコンサート〜津軽の響き
4月9日
（日）13時30分〜15時 200
人（先着） 当日直接施設へ
■ 世界の料理でおもてなし
4月12日
（水）10時〜13時 18歳以
上16人（先着） 1,000円 3月12日
10時から電話か直接施設へ
■ こいのぼりプレート作り教室
4月16日（日）9時30分〜11時30分
小学生以上15人（先着） 700円
3月12日10時から電話か直接施設へ

■ 懐かしの歌声喫茶（春）
4月7日（金）13時30分〜15時30分
60歳以上100人（先着） 300円
3月13日10時から電話か直接施設へ
■ 太極拳で健康な体づくり！
（全5回）
4月12日〜6月14日の毎月第2・4水
曜日 10時〜11時30分 18歳以上20
人（先着） 1,500円 3月16日10時
から電話か直接施設へ

■ ママの骨盤矯正とベビーヨガ
（全3回）
4〜6月の毎月第2木曜日 9時30分〜
10時30分 3〜6か月児と母親10組
（先着） 2,000円 3月13日13時か
ら電話か直接施設へ
■ ママとベビーのヨガ教室（全3回）
4〜6月の毎月第2木曜日 10時40分
〜11時40分 7〜12か月児と母親10
組（先着） 2,000円 3月13日13時
から電話か直接施設へ
■ 歴史散策ウォーキング（東京編）
（全3回）
4〜6月の毎月第4木曜日 9時30分〜
12時30分 ※現地集合・解散 1,500円
3月13日13時から電話か直接施設へ
■ ニコニコルーム・絵本の読み聞かせ
4月〜30年3月の8月を除く毎月第2
木曜日 10時〜11時 未就学児と保
護者 当日直接施設へ

東永谷地区センター
〒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）

■ 歌声サロン
「春」
（全3回）
4月3日、5月8日、6月5日いずれも月
曜日 13時〜14時30分 60歳以上30
人（抽選） 1,000円 3月22日までに
に
と年齢を書いて施設へ
■ エアロビクスでシェイプアップ（全5回）
4月14日〜6月9日の隔週金曜日 10
時〜11時30分 18歳以上の女性50
人（抽選） 2,000円 3月31日まで
に に
と保育希望の場合は、子
の氏名（ふりがな）、年齢、性別を書いて
施設へ 1歳6か月以上の未就学児15
人、2,000円
■ おはなしの森
3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

こんろ火災をなくそう！
住宅火災の原因トップは「こんろ」です

こんろに火を付けたら、
その場を離れない！
「 はなれる前にわんタッチ」で
火を消して！
港南消防署予防係（

健康相談

検診名など

検索

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

港南地区センター

■ 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を進めて
います。廃食油をペットボトルにため
て、ぜひお持ちください。
だーい
●丸山大ホコテン2017
3月26日（日）11時〜15時 丸山台い
ちょう坂商店街（地下鉄上永谷駅下車）
回収：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
（ 681-99
10） 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
3月16日
（木）
・30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
2318299）

横浜カレンダー

844-0119）

日時・会場など

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

■ 港南台支えあいネットワーク
「ふれあいデー」
作業所製品の販売やミニコンサートなど
3月15日
（水）13時〜15時 横浜医療
福祉センター港南（JR港南台駅下車）
100人（先着） 当日直接会場へ
■ 認知症 家族のつどい
3月16日
（木）10時30分〜12時 15
人（先着） 3月13日から電話か直接
施設へ
■ 南部病院健康教室
「医療にまつわるお金の話」
医療ソーシャルワーカーによる講話
4月8日（土）14時〜15時30分 50
人（先着） 3月13日から電話か直接
施設へ
■ 赤ちゃんのタッチケア講習会
4月11日
（火）10時〜11時30分 3か
月〜1歳児と保護者20組（先着） 300
円 3月13日から電話か直接施設へ

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
4月16日（日）10時〜14時 20点
（先着） 部品代実費 3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

■ 認知症の理解と講座〜映画と講演
4月2日（日）14時〜16時30分 60
人（先着） 3月11日から電話か直接
施設へ
■ 廊下ギャラリー
写真や絵画などの展示
3月11日
（土）から最長2か月 当日
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

■ 輝く明日をめざして春（全4回）
ロコモ体操や口腔、栄養について学ぼう
5月11日〜6月1日の毎週木曜日 13
時30分〜15時30分 65歳以上で介
護認定を受けていない人20人（先着）
3月11日から電話か直接施設へ
申込み

赤ちゃん・子ども

一般精神保健相談

予約制

4月4日
（火）14時〜17時 区役所4階

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

なかよしブラッシング

予約制

3月23日
（木）10時〜11時30分 区役所3階（健診・検査フロア）
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）

3月13日から電話で
区役所健康づくり係
（ 847-8438 846-5981）へ

乳幼児歯科相談

予約制

3月13日
（月）13時15分〜15時 区役所4階
未就学児と保護者24組（先着）

電話で区役所こども家庭係
（ 847-8410 842-0813）へ

港南区版

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■ 心の健康教室（全10回）
カウンセリングについて学ぼう
4月〜30年3月の8・12月を除く毎月
第4木曜日 13時〜14時30分 40人
（先着） 5,000円 3月11日から電話
か直接施設へ
■ シルバーフラダンス
（全12回）
4月〜30年3月の毎月第3月曜日 ※
11月は第2月曜日 10時〜11時30分
70歳以上35人（先着） 3,600円 3
月20日から電話か直接施設へ
■ ゆらりん ころりん
触れ合い遊びやわらべ歌など
4月18日
（火）10時〜11時30分 0・
1歳児と保護者30組（先着） 330円
3月14日から電話か直接施設へ
■ ママのしゃべり場・こどものあそび場
4月〜30年3月の5月と30年1月を除く
毎月第1水曜日 10時〜11時30分 3歳
以下の子と保護者 当日直接施設へ

上永谷コミュニティハウス

地域子育て支援拠点 はっち

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

〒233-0012 上永谷4-12-14
・ 843-8950
休館：水・金曜日

〒234-0051 日野2-4-6
840-5882
848-0688
休館：祝休日、
日・月曜日

■ 中国語入門講座（全5回）
4月13日〜5月18日の祝日を除く毎
週木曜日 10時30分〜11時50分 18
歳以上10人（抽選） 2,500円 3月
31日までに電話か直接施設へ
■ 暮らしを彩る 〜筆文字講座（全5回）
筆文字アートを楽しもう
4月19日、5月10日・31日、6月21日、7
月12日いずれも水曜日 10時〜12時
18歳以上10人（抽選） 2,300円
4月10日までに電話か直接施設へ

■ 歌って楽しく健康体操（全3回）
4月13日〜5月11日の隔週木曜日 10
時〜11時30分 15人（先着） 600
円 3月11日9時30分から電話か直接
施設へ
■ おはなしひろば
「わらべうた読み聞かせ」
4月11日
（火）10時30分〜11時30分
3歳以下の子と保護者12組（先着）
当日直接施設へ

■ はっちの2階研修室で遊ぼう！
3月24日（金）13時〜15時、3月30日
（木）10時〜12時、4月4日（火）13時〜
15時 3歳以上の未就学児と保護者
当日直接施設へ
■ おじいちゃん・おばあちゃんの日
孫と手遊びなどをしよう
3月23日
（木）13時30分〜14時 未
就学児と祖父母・保護者 当日直接
施設へ
■ プラレールのへや
3月29日（水）10時〜12時、13時〜
15時 未就学児と保護者 当日直接
施設へ
■ はっちの日
手遊びや読み聞かせなど
3月28日
（火）11時〜11時30分 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
3月14日
（火）13時30分〜14時30分、
3月25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

〒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
3月23日（木）13時30分〜15時
100円 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

■ ふるさと日野のよもやま話
3月29日
（水）10時30分〜12時 50
人（先着） 3月11日から電話か直接
施設へ

〒234-0056 野庭町346-2
・ 843-9765
休館：水・金曜日
じきょうじゅつ

■ 歌おう会
懐かしい歌をみんなで歌おう
3月23日
（木）14時〜16時 60人（先
着） 200円 当日直接施設へ

■ 自彊術体操入門
（救命救急にも役立つ）
（全4回）
4月1日〜22日の毎週土曜日 10時〜
12時 20歳以上10人（先着） 500円
3月11日から電話か直接施設へ

桜道コミュニティハウス

日野南コミュニティハウス

〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

野庭地域ケアプラザ

野庭すずかけ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

■ 絆塾♥ 下永谷サバイバル体験会
ウォーキングやクッキングなど
4月22日（土）9時30分〜12時30分
50人（小学3年生以下は保護者同伴）
（先着） 3月11日10時から電話か直
接施設へ

〒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）

■ 快適アロマ！
長く楽しむ「モイストポプリ」
4月19日
（水）10時〜12時 18歳以
上12人（先着） 1,000円 3月11日
10時から電話か直接施設へ
■「こいのぼり」のデコ巻きずしを
作りましょう！
4月27日
（木）13時〜14時30分 18
歳以上12人（先着） 1,000円 3月
11日10時から電話か直接施設へ
■ 港南桜まつり 桜道わくわくひろば
輪投げやスーパーボールすくいなど
4月1日
（土）10時〜14時 当日直接
施設へ ※南台小学校（地下鉄港南中
央駅下車）
では模擬店を出店
■ さくらんぼひろば
パラバルーン遊び
4月10日
（月）10時〜11時30分 未
就学児と保護者20組（先着） 200円
3月11日10時から電話か直接施設へ

〒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）

■ おはなし会
3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
■ 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
3月22日
（水）11時〜14時 ※時間内
出入り自由 当日直接施設へ
■ 健康ウォーキングと転倒予防体操
（全9回）
4月17日〜10月16日の祝日と8月を
除く毎月第1・3月曜日 10時〜11時45分
60歳以上25人（先着） 2,000円
3月11日から電話か直接施設へ

第33回全国都市緑化よこはまフェア タイアップ企画

モザイカルチャー at 新総合庁舎
植物を植え込んで作る
「モザイカルチャー」を、新総合庁舎の完成に合わせて展示し
ます。港南区商店街連合会が開催した「港南区ひまわりの花絵画コンクール」で区長賞
を受賞した作品を題材に、区民の皆さんが植栽して作り上げます。新しくなった庁舎と
ともに、ぜひ見に来てください。
展示期間

3月13日（月）〜6月2日（金）

展示場所

新総合庁舎（港南4-2-10）正面入り口付近（地下鉄港南中央駅下車）

日野中央高等特別支援学校グリーン
き

協議会花卉園芸部の皆さんが、作品で
使用する植物を育苗中！

区役所企画調整係（

847-8328

841-7030）

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）

■ 当日受付教室
①ヨガ ②エアロ＆ ボディバランス③
ウェルビクス④月曜お元気体操⑤ズン
バ⑥火曜お元気体操
①3月11日〜25日の毎週土曜日 12
時〜12時50分／3月13日（月）②11時
〜12時③12時15分〜13時15分④13
時30分〜14時45分／3月14日
（火）
・21
日（火）⑤9時〜10時⑥11時35分〜12
時50分 16歳以上①各50人②50人
③40人⑤各100人、55歳以上④50人⑥
各80人（先着） ①②③⑤500円④⑥
350円 当日開始30分前（⑤は15分
前）に直接施設へ ※動きやすい服装、
室内履き持参
■ 赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全5回）
4月3日〜5月15日の4月24日と5月1
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） 3,000円 3月13日から電話
か直接施設へ

港南国際交流ラウンジ

©ITOON / GN2017

よこはまフェア
シンボルキャラクター
「ガーデンベア」

大切に育て
て
います

サービス課と港南区公園愛護会連絡
か

平成29（2017）年 3 月号

上大岡コミュニティハウス

日限山コミュニティハウス

下永谷地域ケアプラザ

／

〒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

■ 太極拳
4月20日
（木）13時30分〜15時30分
20人（先着） 300円 3月11日か
ら電話か直接施設へ
■ せかいのあかちゃんとママのひろば
一緒に歌ったり遊んだりしよう。保育
士・看護師・栄養士による相談もあり
4月〜30年3月の8・10月と30年1月
を除く毎月第2月曜日 10時30分〜12
時 100円 当日直接施設へ

平成29（2017）
年 3 月号

港南図書館
〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：3月21日（火）

■ 春のおはなし会
3月15日
（水）15時30分〜16時 小
学生 当日直接施設へ
■ おはなしくまさん
3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
3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
4月6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
■ おはなしひろばの会
4月8日（土）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

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）

■ ふれあい広場
紙芝居やパネルシアターなど
3月16日
（木）11時〜11時30分 未
就学児と保護者 当日直接施設へ
■ カプラで遊ぼう
4月8日（土）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

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

■春からスタート！
「春の寄せ植え教室」
3月23日
（木）10時〜11時30分 12
人（先着） 1,800円 3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
■やさしいヨガ教室
3月25日
（土）13時30分〜14時30分
小学4年生以上15人（先着） 500
円 3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

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

■ 写真の撮り方教室（全12回）
4月〜30年3月の毎月第2金曜日 ※8
月は第3、12月は第1金曜日 13時30分
〜16時30分 市内在住・在勤の人24
人（抽選） 13,000円 3月20日まで
に に
を書いて施設へ ※一眼
レフカメラ
（デジカメ可）持参

／

港南区版

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）

■ グラウンド・ゴルフ大会
4月19日（水）10時〜12時 20人
（先着） 300円 3月28日10時から
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）

■ 春野菜を使った料理教室
4月9日（日）10時〜12時30分 18
人（先着） 1,800円 3月11日から電
話で施設へ
■ プロから学ぶデジタル一眼レフカメ
ラ教室（全4回）
4月16日・23日、5月14日・21日いず
れも日曜日 9時30分〜11時30分 15
人（先着） 2,400円 3月11日から電
話で施設へ
■ そば打ち教室
4月24日（月）14時〜17時 12人
（抽選） 2,000円 3月25日までに
に
を書いて施設へ
■ 春の虫観察会
4月15日
（土）9時〜12時 15人（先
着） 3月11日から電話で施設へ
■ 舞岡ふるさと村タケノコ掘り
4月1日
（土）〜30日
（日）※月・火曜日
を除く 9時30分〜10時30分 中学生
以上200円、小学生100円。収穫したタ
ケノコ代 3月17日から電話で施設へ

清水ケ丘公園 屋内プール
〒232-0007 南区清水ケ丘87-2
243-2131
243-2206
休館：5月以降毎月第1月曜日
（祝休日の場合は翌日）

舞岡公園 小谷戸の里

こども植物園

〒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）

〒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）

■「舞岡公園 谷戸学校」説明会
谷戸の保全について学ぶ1年間の講座
の説明会
4月9日（日）10時〜12時 18歳以
上 当日直接施設へ
■ わら細工 〜わら馬作り
4月16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 3月23日から電話か直接施
設へ
■ 自然観察会 〜早春の里山
3月26日（日）13時〜15時 当日直
接施設へ

■ みどりの学校（全13回）
野菜の栽培や植物の観察など
4月〜30年3月の毎月1回（11月は2
回）
日曜日 10時〜12時15分 次年度
小学5・6年生になる人25人（抽選）
3,000円 4月17日までに直接または
かファクスに
と学校名・学年
を書いて施設へ ※活動をサポートす
る高校生以上のボランティアも募集。
詳細は施設ホームページか問合せを
■ さつき盆栽作り
（全3回）
4月14日、6月16日、10月6日いずれ
も金曜日 13時〜16時 20歳以上20
人（抽選） 2,000円 3月31日までに
直接または かファクスに
を書
いて施設へ
■ 春のフラワーアレンジメント
4月18日
（火）14時〜16時 20歳以
上15人（抽選） 1,500円 4月4日ま
でに直接または かファクスに
を書いて施設へ
■ 絵本の読み聞かせと自然遊び
3月11日
（土）10時〜11時 未就学
児と保護者 当日直接施設へ

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

■ 女性のためのパソコン講座
①再就職・転職のためのパソコン講座
② E x c e l 中 級 ③ パソコン ＆ W o r d・
Excel入門※①は全5回、②③は全2回
①4月10日
（月）〜14日
（金）②4月22
日（土）
・23日（日）③4月24日（月）
・25
日（火）10時〜15時30分 女性各12
人（先着） ①19,500円②③10,800円
3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
■ 女性のためのシンプル・ヨガ
（全12回）
4〜9月の毎月第1・3水曜日 ※5月は
第2・4水曜日 14時〜15時30分 女
性24人（先着） 15,600円 3月14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

金沢動物園
〒236-0042 金沢区釜利谷東5-15-1
783-9100
782-9972
休園：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、
3月27日と4月3日は臨時開園

■ 金沢動物園 開園35周年 春まつり
「800系ミニ新幹線つばめ」の乗車体
験など
3月18日（土）〜20日（祝）※この記
事を切り取って持参すると1組5人まで
1人当たり100円引きで入園可（他の
クーポンとの併用不可。毎週土曜日は
高校生以下入園無料）

改修工事に伴い、3月31日まで休館して
います。ただし、3月15日から窓口での
受付は開始します
（3月21日を除く）。
清水ケ丘公園 屋内プール
リニューアルオープンのお知らせ
昨年から改修のため休館していま
した屋内プールが、4月1日（土）リ
ニューアルオープンします。新しい
清水ケ丘公園屋内プールをぜひご
利用ください。
リニューアルオープン
記念として4月1日(土)〜9日(日)は、
1時間利用券で1日利用できます。
■ 初級水泳教室（全8回）
4月18日〜5月18日の5月2日・4日を
除く毎週火・木曜日①9時30分〜11時
②11時〜12時30分 各35人（抽選）
6,100円 3月31日15時までに直接
施設へ
■ アクアビクス教室（全8回）
4月14日〜6月16日の5月5日と6月2
日を除く毎週金曜日①9時30分〜10時
30分②10時40分〜11時40分 各35
人（先着） 6,100円 3月15日10時
から費用を添えて直接施設へ
■ 中級水泳教室（全10回）
4月19日〜7月5日の5月3日と6月7日
を除く毎週水曜日 10時〜12時 4泳
法各100ｍ以上泳げる人20人（先着）
8,200円 3月15日10時から費用を
添えて直接施設へ

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。

■ 港南区民 硬式テニス教室（全9回）
4月5日〜6月7日の祝日を除く毎週
水曜日 ①9時〜10時45分②11時〜12
時45分 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・
在クラブの人計50人（抽選） 7,000円
3月25日までに に
と①②の
別を書いて大塚テニスクラブ（〒2340054 港南台7-49-37）へ 原（ 0908304-8817）
ク ラ

ブ

■ こうなん 里山ハイキング倶楽部
「カタクリ群生地ハイキング（栃木県）」
4月8日（土）7時〜18時 港南ふれあ
い公園（地下鉄港南中央駅下車）集合
40人（抽選） 6,000円
3月21日
までに かファクスか申込書（地区
センターほかで配布）に
と年齢
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

■ こうなん健康塾（全12回）
ウォーキングの基礎を学ぼう
4〜9月の毎月第2・4 土曜日 ※4月
は第2・3土曜日 10時〜12時 港南台第
三小学校（バス停公園前下車）ほか
40歳以上25人（抽選） 2,500円 3月
21日 までに か ファクスか申込書
（地区センターほかで配布）に
と
年齢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
■ 着付けサークル会員募集
①毎月第1・3木曜日 9時45分〜11
時45分 港南地区センター ②毎月第2・
4金曜日 9時40分〜11時40分 港南台
地区センター 18歳以上の女性 月
1,000円 電話で石井（ 711-6619）
へ

