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港南区版
● 区役所宛の郵送は
【〒233-0003

港南4-2-10

港南区役所○○○係】

● 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」
■ 笑顔で認知症予防
〜生き生き元気に暮らすコツ！
5月18日
（木）13時30分〜15時30分
区役所6階 60人（先着） 4月20日
から電話か直接またはファクスに
を書いて区役所高齢者支援担当（
847-8418 845-9809）へ
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
4月13日
（木）
・27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）

■「港南区区民生活・防災マップ」
を
改訂しました
区民生活マップには区内の公共施設
など、防災マップには地域防災拠点な
どを掲載しています。4月から、区役所1
階 の 総 合 案 内・1 番 窓 口 、区 内 行 政
サービスコーナーで配布しています
【区民生活マップ】区役所広報相談
係（ 847-8321 846-2483）
【 防災
マップ】区役所庶務係（ 847-8315
841-7030）

特別相談が変わります
新たに行政書士相談を行います。また、一部の相談日時が変わります。
種別

日時

法律相談（予約制 ※1）

毎週金曜日 13時〜16時

司法書士相談（予約制 ※2）

第1火曜日 13時〜16時

行政書士相談（予約制 ※2）

第2水曜日 9時〜12時

公証相談（予約制 ※2）

第3木曜日 13時〜15時

交通事故相談

第3火曜日 9時〜12時、13時〜16時

行政相談

第2木曜日 13時〜16時

※1：相談日の2週間前の同じ曜日
（祝休日の場合は翌開庁日）から電話
か直接区役所1階1番窓口へ
※2：当日までに電話か直接区役所1階1番窓口へ
区役所広報相談係（

ひまわり応援団

847-8321

横浜カレンダー

港南台地区センター

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）

■ 世界の家庭から
「イタリア料理」
5月9日（火）10時〜13時30分 20
歳以上16人（抽選） 2,000円 4月
24日までに に
と年齢を書い
て施設へ
■ ワタシの知らない世界
「たまご工場見学」
5月13日
（土）10時〜12時 小学生
と保護者10組（先着） 4月13日13時
から電話か直接施設へ
■ わが家のお手入れ
「網戸の張り替え」
5月26日
（金）10時〜12時 20歳以
上15人（先着） 500円 4月18日13
時から電話か直接施設へ
■ ラッコちゃん劇場
絵本の読み聞かせや手遊びなど
4月13日
（木）11時から 未就学児と
保護者10組（先着） 当日直接施設へ

区の事業やイベントに、協賛金や物品の提供などでご支援いただいた皆さんを
紹介します。ありがとうございました。

協力期間：28年7月1日〜12月31日 協賛金：1,120,000円 物品等：977,200円相当

総計：2,097,200円相当

（株）イトーヨーカ堂上永谷店、
（ 株）NTT東日本ー南関東神奈川支店、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会
横浜南部支部、
（ 株）キクシマ、
（ 株）京急百貨店、
（ 株）ケイス、港南区子ども会連絡協議会、港南区連合町内会長連
絡協議会、
コカ・コーラ イーストジャパン（株）、
（ 株）清水康益社、湘南交通（株）、社会福祉法人伸愛会（はるかぜ保
育園）、学校法人信栄学園（野庭聖佳幼稚園）、
（ 株）相鉄ビルマネジメント、
（ 株）髙島屋、
（ 株）髙森、
（ 株）ツクイ横浜
港南営業所、
（ 株）Ｔ＆Ｓ、東京ガスエコモ（株）、
日産自動車（株）、根本建設（株）、
（ 株）
日ノ出屋石材店、
メガロス上
永谷、
（ 株）八千代ポートリー、
（ 株）郵宣企画、横浜市資源リサイクル事業協同組合、
（ 株）
ライフエンジン【からくり
キング】、
リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ 上大岡支店、ルネサンス港南中央（五十音順）

健康相談 赤ちゃん・子ども

検診名など

847-8314

841-7030）

日時・会場など

一般精神保健相談

予約制

4月13日
（木）
・26日
（水）、5月2日
（火）14時〜17時 区役所4階

高齢者精神保健相談

予約制

4月12日
（水）、5月10日
（水）13時30分〜17時 区役所4階

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

※

※29年度から予約受付期間を
設けました

がん検診

胃がん検診

予約制

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

846-2483）

区役所予算調整係（

港南区 お届け便

〒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）

■ 重ね煮料理を極める・春
5月10日（水）9時30分〜12時30分
16人（先着） 1,000円 4月11日
13時から電話か直接施設へ
■ おしゃれなパッチワーク講座（全6回）
5月18日〜7月27日の隔週木曜日 12
時30分〜14時30分 10人（先着）
4,000円 4月11日13時から電話か直
接施設へ
■ 初めての料理教室（全2回）
小松菜クッキーとフルーツサンドを作ろう
5月27日
（土）、6月17日
（土）9時30分
〜12時30分 未就学児と保護者12
組（先着） 1,500円 4月11日13時
から電話か直接施設へ

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）

■ 歌って楽しい！音楽健康体操（全5回）
5月8日・29日、6月12日・26日、7月10
日いずれも月曜日 13時〜14時30分
50歳以上15人（先着） 1,500円 4月
13日10時から電話か直接施設へ
■ 初心者のための女性マージャン教室
（全10回）
5〜9月の毎月第2・4土曜日 9時30分
〜12時
1 8 歳以上 1 6 人（ 抽 選 ）
4,000円 4月25日までに に
と
年齢を書いて施設へ
■ マージャン教室（中級編）
（全10回）
5〜9月の毎月第2・4土曜日 13時〜
15時30分 18歳以上16人（抽選）
4,000円 4月25日までに に
と
年齢を書いて施設へ
■ Enjoy English！Kids英会話（全8回）
5月19日〜7月7日の毎週金曜日 16時
30分〜17時30分 小学2〜5年生12
人（小学2年生は保護者同伴）
（ 抽選）
3,500円 5月1日までに に
と学年を書いて施設へ

申込み

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

4月24日
（月）10時〜11時30分 区役所3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） 4月11日から電話で
区役所健康づくり係
4月19日
（水）13時30分〜15時 区役所3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）
5月16日
（火）9時〜10時45分 区役所3階
40歳以上55人（先着） 胸部Ｘ線撮影：680円

4月17日〜5月2日に電話で区役所健
康づくり係（ 847-8438 846-59
81）へ

①4月18日〜5月9日 ②5月1日〜25日
①5月23日
（火）9時〜11時15分 港南台地区センター ②6月13日
（火）
に電話で結核予防会（ 251-2363、
9時〜11時15分 百合ヶ丘ハイツ管理センター
（下永谷4-1-5）
9時〜12時 ※土・日曜日、祝休日を
40歳以上40人（先着） 胃部Ｘ線撮影：1,570円
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。胃がん（X線）
・肺がん検診は年度内に1回受診できます
※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
※27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

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）

■ 男のデザート教室
5月14日
（日）10時〜12時 18歳以
上の男性12人（先着） 1,000円 4月
13日13時から電話か直接施設へ
■ 株式セミナー（基礎編）
5月24日
（水）10時〜11時30分 20
歳以上20人（先着） 4月13日13時か
ら電話か直接施設へ
■ やさしい相続教室
5月28日
（日）10時〜11時30分 20
歳以上20人（先着） 4月13日13時か
ら電話か直接施設へ
■ フルーツカッティング教室
5月13日
（土）10時30分〜12時 18
歳以上9人（先着） 1,700円 4月13
日13時から電話か直接施設へ

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）

■ 植物とハーブの講座（全3回）
観賞用植物などを使って作品を作ろう
5〜9月の隔月第2木曜日 9時30分〜
11時30分 20歳以上16人（抽選）
4,500円 4月27日までに に
と年齢を書いて施設へ
■「母の日」
プレゼント
フラワーアレンジメント
5月13日
（土）13時〜15時 小学生
16人（小学1・2年生は保護者同伴）
（抽
選） 800円 4月29日までに に
と学年、保護者の氏名を書いて
施設へ
■ 住まいの手入れ 〜包丁研ぎ・
傷直し・障子張替え
（全3回）
5〜7月の毎月第3土曜日 10時〜12
時 20歳以上16人（抽選） 1,000円
5月6日までに に
と年齢を書
いて施設へ
■ 歌って楽しく健康体操（全3回）
5月24日、6月14日・28日いずれも水
曜日 13時〜14時30分 60歳以上20
人（抽選） 1,000円 5月10日まで
に に
と年齢を書いて施設へ
■ おはなしの森
4月27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

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、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）
4月11日から電話か直接施設へ

東永谷地域ケアプラザ
〒233-0011 東永谷1-1-12
826-1097
826-1071

■ 1歳児学級「ひよこ・くらぶ」春（全5回）
5月9日
（火）
・20日
（土）
・30日
（火）、6
月6日
（火）
・20日
（火）10時〜11時30分
4月30日時点で1歳の子と保護者20
組（抽選） 500円 4月25日までに
直接または に
と子の名（ふり
がな）
・生年月日・性別、兄弟姉妹の有
無・月齢を書いて施設へ ※直接の場
合ははがき持参

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■どれみの森のお友達 どんぐり
（全10回）
音楽を通じた親子遊びの講座
①6月〜30年3月の毎月第1金曜日②
5月〜30年3月の8月を除く毎月第2金曜
日 10時30分〜11時30分 4月1日時
点で1歳の子と保護者20組（抽選）
4,000円 4月20日までに に
と子の氏名（ふりがな）
・生年月日、①②
の別を書いて施設へ
■どれみの森のお友達 くれよん
（全10回）
音楽を通じた親子遊びの講座
5月〜30年2月の毎月第4月曜日 10時
30分〜11時30分 4月1日時点で2・3
歳の子と保護者20組（抽選） 4,000円
4月20日までに に
と子の氏
名（ふりがな）
・生年月日を書いて施設へ
■ はじめての囲碁教室（全10回）
5〜9月の毎月第2・4土曜日 9時30分
〜11時 初めて囲碁をする70歳以上・
小学生12人（先着） 4月11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

■ 子育てサロン
「おひさまクラブ」
4〜9月の毎月第3月曜日 ※7・9月は
第2月曜日 10時〜11時45分 おおむ
ね1〜3歳児と保護者 当日直接施設へ
■ おはなし会
4〜7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
■ 公園で遊びましょう
4〜9月の毎月第4月曜日 10時〜11
時30分 笹下中央公園（バス停打越下
車）※当日9時時点で雨天の時は中止
未就学児と保護者 当日直接会場へ

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

■ 南部病院「血液がん」の話
血液内科医師による講話
5月6日（土）14時〜15時30分 50
人（先着） 4月11日から電話か直接
施設へ
■ 1歳児子育て学級 すずめ（全8回）
5月16日
（火）
・23日
（火）
・30日
（火）、6
月10日
（土）
・13日
（火）
・20日
（火）
・27日
（火）、7月11日
（火）10時〜11時30分
開講日時点で1歳の子と保護者24組
（抽選） 1,600円 4月25日までに
かファクスに
と子の氏名（ふりが
な）
・性別、兄弟姉妹の有無・月齢を書
いて施設へ
■うたカフェ
4月15日
（土）13時30分〜15時30分
50人（先着） 300円 4月11日から
電話か直接施設へ
■ 港南台防災を考える会
5月9日
（火）18時〜19時30分 30人
（先着） 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

■ あひるの会 認知症 家族の会
4月14日
（金）10時〜12時 認知症
の家族がいる人 当日までに電話か
直接施設へ

／
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日限山地域ケアプラザ

港南台コミュニティハウス

〒233-0015 日限山1-66-55
827-1870
827-1872

〒234-0054 港南台2-14-1
・ 832-2320
休館：水・金曜日

■ ふらり〜カフェ
コーヒーなどの提供やパンの販売、
ミ
ニイベント
5月〜30年3月の毎月第1金曜日 12
時〜14時 各60人（先着） 100円
当日直接施設へ

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

■ 卓球サロン
祝休日を除く毎週火・金曜日 17時
〜19時 当日直接施設へ（小学生以
下は保護者同伴）※室内履き持参。指
導者はいません

上大岡コミュニティハウス
〒233-0001 上大岡東2-9-38
352-7177
352-7178
休館：第2火曜日

■ 土曜健康体操（全8回）
5月6日〜7月8日の5月20日、6月17
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
4月22日までに電話か直接施設へ
■ 健康体操（全9回）
5月8日〜7月10日の5月22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 4月24
日までに電話か直接施設へ
■ 上大岡コミュニティハウスまつり
作品展示や発表会など
4月22日（土）10時〜15時 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）

■ 桜道わくわく劇場
人形劇・パネルシアターを楽しもう！
5月8日
（月）10時〜11時30分 未就
学児と保護者20組（先着） 300円
4月11日10時から電話か直接施設へ
■ おいしい紅茶のいれ方講座
〜ティータイムを楽しみましょう
5月23日
（火）13時〜14時30分 18
歳以上12人（先着） 700円 4月11
日11時から電話か直接施設へ
■ こうなん路地裏さんぽ！
〜港南の歴史と逸品も味わう
5月17日（水）9時30分〜12時 18
歳以上12人（先着） 500円 4月11
日10時から電話か直接施設へ
■ 多肉植物の寄せ植え
5月16日
（火）10時〜11時30分 18
歳以上12人（抽選） 1,200円 5月1
日までに に
を書いて施設へ
いっ ぴん

■ Keiki（こども）フラ・ハラウ
子どもフラダンス教室（全4回）
5月30日〜7月11日の隔週火曜日①
15時30分〜16時30分②17時〜18時
①5歳〜小学2年生②小学3〜6年生
各5人（保護者同伴）
（抽選） 1,500円
5月8日までに に
と子の氏
名・年齢、①②の別を書いて施設へ
■ Aloha（愛の）フラ・ハラウ
フラダンス入門（全8回）
5月25日〜7月13日の毎週木曜日 10
時30分〜12時 18歳以上10人（抽
選） 3,000円 5月8日までに に
と年齢を書いて施設へ

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）

■ おはなし会
4月19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
4月26日
（水）11時〜14時 ※時間内
出入り自由 当日直接施設へ

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

■ 入門社交ダンス！
ブルース・ジルバ（中級可）
（全3回）
5月21日〜6月4日の毎週日曜日 15時
〜17時 20歳以上10人（先着） 500
円 4月11日から電話か直接施設へ

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

■ 初心者のための社交ダンス
（全5回）
5〜7月の7月25日を除く毎月第2・4
火曜日 13時〜14時30分 20歳以上
の男女各10人（先着） 1,500円 4月
11日9時30分から電話か直接施設へ

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）

■ ノルディックウォーキング体験教室
（全2回）
5月21日
（日）
・28日
（日）10時〜12時
20人（先着） 800円 5月6日10時
から電話か直接施設へ

日限山コミュニティハウス

港南国際交流ラウンジ

〒233-0015 日限山2-16-1
・ 845-1155
休館：火・金曜日

〒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

■ 親子でダンス！
（全3回）
5月10日、6月7日、7月5日いずれも水
曜日 10時〜11時 2歳以上の未就学
児と保護者12組（先着） 500円 4
月15日から電話か直接施設へ
■ パラバルーンで遊ぼう 〜あそび・隊！
5月25日
（木）10時〜11時30分 未
就学児と保護者30組（先着） 4月15
日から電話か直接施設へ

■ 外国人のためのパソコン教室（全6回）
基本操作やWord、Excel、PowerPoint、
インターネットなど
5月18日〜6月22日の毎週木曜日 13
時30分〜15時 ※5月11日
（木）13時30
分から説明会あり 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 4月20日から電
話か直接施設へ

平成29（2017）
年 4 月号

地域子育て支援拠点 はっち
〒234-0051 日野2-4-6
840-5882
848-0688
休館：祝休日、
日・月曜日

／

港南区版

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）

■ 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
5月20日
（土）13時〜15時 第1子を
妊娠中の人・家族20人（抽選） 4月22
日までに に
を書いて施設へ
■ 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
4月18日（火）10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
■ はっちの日
手遊びや読み聞かせなど
4月28日
（金）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
①4月20日
（木）②5月10日
（水）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（ 515-73
06）へ

■どんぐりハウスお誕生会
開館24周年を祝うイベント。室内ゲー
ムや子どものお店屋さんなど
4月29日
（祝）10時〜14時 中学生
以下（未就学児は保護者同伴） 当日
直接施設へ
■ こどもの日イベント
ダンボール遊びや紙飛行機など
5月5日（祝）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
■ おはなし会
4月11日
（火）、5月2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
4月13日
（木）
・20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
5月6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

港南スポーツセンター

港南区社会福祉協議会

もく よく

〒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ズンバ②火曜お元気体操③ヨガ④
ビートジャブ⑤ウェルビクス⑥月曜お
元気体操⑦トレーニング
4月11日〜6月27日の5月2日を除く
毎週火曜日①9時〜10時②11時35分
〜12時50分／③4月15日〜6月24日の
祝日と5月6日を除く毎週土曜日 12時
〜12時50分／④4月17日、6月5日・12
日・19日いずれも月曜日 11時〜12時
／4月17日、5月8日・15日・29日、6月5
日・12日・19日いずれも月曜日⑤12時
15分〜13時15分⑥13時30分〜14時
45分／⑦5月8日・15日・29日いずれも
月曜日 11時〜12時 16歳以上各①
100人③④⑦50人⑤40人／55歳以上
各②⑥50人（先着） ①③④⑤⑦500
円②⑥350円 当日開始30分前（①
は15分前）に直接施設へ ※動きやす
い服装、室内履き持参
■ ベビーマッサージ
（全3回）
5月12日〜26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
4月17日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。

〒233-0003
841-0256

■ こうなんふれあい助成金受付期間の
お知らせ
非営利の地域福祉推進事業の支援を
目的とした助成金。手引き・申込書は3
月27日から施設で配布
①4月10日（月）〜28日（金）②5月8
日（月）〜16日（火）10時〜16時 ※土・
日曜日を除く 直接施設へ
■ 善意銀行寄付者（28年8月1日〜29
年1月31日の受付分）
温かいご寄付をいただき、ありがとう
ございました
港南区芸能連合会 会長 藤絵松栄、下
永谷地区社会福祉協議会、港南区クリ
スマスチャリティコンサート実行委員
会、港南区民謡民舞連合会、上大岡ハ
ロウィン実行委員会、横浜市女性団体
連絡協議会 会長 松井佑子、マックス
バリュ東海株式会社 キミサワ港南台
SC店、明るい社会づくり運動 港南区協
議会、ピア・当事者活動を考える会、司
法書士 岩屋口智栄、平成29年港南区
消防出初式実行委員会（順不同、敬称
略）ほか匿名4人

■ パーク・オリエンテーリング
5月20日
（土）10時〜14時 日野中央
公園（バス停日野中央公園入口下車）
※雨天決行
300円、小・中学生200
円 4月30日までに に
と年
齢、参加人数を書いて区体育協会オ
リエンテーリング部の髙柳（〒234-00
52 笹下4-8-1-404、 841-1022）へ
※同協会から申込者へ連絡はしません
■ こうなん綜合美術展開催・作品募集
6月21日（水）〜26日（月）10時〜17
時 ※最終日は15時まで 横浜市民ギャ
ラリー（JR・地下鉄桜木町駅下車）
当日直接会場へ こうなん文化交流
協会美術部会の千葉（ ・ 832-41
55）※出展の申込みは4月29日まで。
詳細は問合せを
そう ごう

■ メーテルリング ハンドベルコンサート
5月28日
（日）14時〜16時 磯子区民
文化センター杉田劇場（JR・シーサイ
ドライン新杉田駅下車） 310人（未
就学児は保護者同伴）
（先着） 4月
11日から電話で万代（ ・ 833-70
90）へ
まん だい

港南4-2-8
846-4117

港南図書館
〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：4月17日
（月）

■ おはなしくまさん
4月14日（金）
・28日（金）①10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・にこっと
4月23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

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
「エッグアートで作る ようじ立て」
4月22日
（土）11時〜12時30分 7歳
以上8人（先着） 800円 4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

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：第1月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ こども水泳教室（全6回）
5月20日〜6月24日の毎週土曜日 9時
〜10時30分 小学生50人（抽選）
5,600円 4月25日 までに に
と学年・性別を書いて施設へ ※はがき
1枚につき1人まで
■ 初級水泳教室（全8回）
6月8日〜7月4日の毎週火・木曜日①
9時30分〜11時②11時〜12時30分
各35人（抽選） 6,100円 5月9日ま
でに直接施設へ

こども植物園

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）

■ 虹の家開館20周年記念プレイベント
（記念教室）
①ふるさとの森散策会②クモの観察と
遊び ③春の虫観察会
①4月29日（祝）9時30分〜12時②4
月30日
（日）9時30分〜12時③5月13日
（土）9時〜12時 各20人（小学生以下
は保護者同伴）
（ 先着） 4月12日から
電話で施設へ
■ヨガ教室（全2回）
4・5月の毎月第3木曜日 10時〜11
時30分 20人（先着） 800円 4月
12日から電話で施設へ

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）

■ こども谷戸教室・親子自然教室説明会
①こども谷戸教室②親子自然教室
4月15日（土）10時〜12時 4月1日
時点で①小学1〜3年生の子と保護者
②3〜5歳の子と保護者 当日はがき
を持って直接施設へ
■ 茶摘みと手もみ茶作り
新芽を摘んでお茶を作ろう
5月3日
（祝）9時30分〜12時 小学
生以上30人（小学生は保護者同伴）
（抽
選） 500円 4月20日までに に
と参 加 者 全 員 の 氏 名（ ふりが
な）
・年齢を書いて施設へ ※はがき1枚
につき5人まで

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

■ ヤマアジサイの育て方
5月31日
（水）13時30分〜15時30分
20歳以上25人（抽選） 1,000円 5
月17日までに直接または かファクス
に
を書いて施設へ
■ 変化朝顔の育て方（全3回）
5月27日、6月24日、8月12日いずれも
土曜日 13時30分〜15時30分 ※8月は
10時〜12時 20歳以上20人（抽選）
2,000円 5月13日までに直接または
かファクスに
を書いて施設へ

■ 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
（全5回）②速習PowerPoint（全2回）
①5月18日
（木）
・19日
（金）
・22日
（月）
〜24日
（水）②5月27日
（土）
・28日
（日）
10時〜15時30分 女性各12人（先
着） ①19,500円 ②10,800円 4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
■1day アロマストレッチ
5月29日
（月）14時〜15時15分 女
性20人（先着） 800円 4月12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

■ 港南区春季囲碁大会
4月16日
（日）10時〜16時 港南地区
センター 区内在住・在勤・在学の人
80人（先着） 2,000円、高校生以下
1,500円（昼食付き） 当日9時30分か
ら直接会場へ 区囲碁連盟事務局の
岩本（ ・ 841-1089）
■ 春のいけばな展
①生け花展 ②生け花体験教室
①4月20日（木）〜25日（火）10時〜
17時②4月22日（土）
・24日（月）10時
〜12時、13時〜15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） ②各5人（先着） ②500
円 ①当日直接会場へ ②4月11日10
時から電話でこうなん文化交流協会
華道部会の中島（ ・ 833-5672）へ

■ 港南区民バドミントン大会
男・女・混合ダブルス
6月4日（日）9時〜21時 港南スポー
ツセンター 区内在住・在勤・在学・
在クラブの高校生以上120組（先着）
男性組2,400円、女性組2,200円、
混合組2,300円 5月3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、 0904386-0846 821-6567）へ
■60代から始める英会話
体験レッスン会
4月17日（月）
・24日（月）13時〜14
時 桜道コミュニティハウス 60歳以
上の初心者 4月11日10時から電話
で松山（ 080-5864-3438）へ

〒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）

