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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

横浜カレンダー

港南区 お届け便

検索

凡 例

日時
会場
対象・定員
費用
申込み
往復はがき
はがき
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
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」
Eメールアドレス

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）

■ 文学散歩「直木三十五を訪ねて」
6月3日
（土）9時30分〜12時 京急
富岡駅集合 20歳以上20人（先着）
500円 5月11日11時から電話か
直接施設へ
■ 大人の趣味
「はじめての俳句」
（全4回）
6・7月の第1・3火曜日 13時〜15時
30分 20歳以上15人（先着） 1,500
円 5月13日13時から電話か直接施
設へ
■ 世界の家庭から
「英国アフタヌーンティー」
6月9日（金）10時〜13時 20歳以
上16人（先着） 1,000円 5月11日
13時から電話か直接施設へ

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）

■ ポールウォーキングを知ろう
ポールを使ったウォーキング
6月28日
（水）12時30分〜15時 60
歳以上20人（先着） 500円 5月11
日13時から電話か直接施設へ
■ シニアのための初めてのスマホ講座
Androidスマートフォンの入門講座
6月19日
（月）13時〜15時 60歳以
上20人（抽選） 6月5日までに に
と年齢を書いて施設へ
■ Jicca（じっか）
でおしゃべり
子育ての悩み相談
6月1日
（木）10時〜11時 未就学児
と母親10組（先着） 当日直接施設へ

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）

■「憩いのひと時に贈る」
ミニライブ
6月3日（土）14時〜14時45分 当
日直接施設へ

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）

■ 横浜マイスターから学ぶ
アイロンがけ教室
6月25日
（日）13時30分〜15時 18
歳以上20人（先着） 1,000円 5月
11日13時から電話か直接施設へ
■ はじめてみよう！体スッキリ！
健康ヨガ教室（全5回）
6月4日〜7月2日の毎週日曜日 10時
15分〜11時15分 18歳以上14人（先
着） 2,400円 5月11日13時から電
話か直接施設へ
■ 債券セミナー（基礎編）
6月14日
（水）10時〜11時30分 20
歳以上20人（先着） 5月11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
6月21日
（水）10時〜13時 18歳以
上19人（先着） 800円 5月11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）

港南台地域ケアプラザ

下永谷地域ケアプラザ

〒234-0054 港南台3-3-1
834-3141
834-3145

〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

■ 歯のほのぼの相談室特別版
「おしえて！オーラルフレイルって
何？」
南部病院歯科衛生士による講話
6月10日（土）14時〜16時 15人
（先着） 5月11日9時から電話か直接
施設へ
■ 南部病院健康教室「こんなとき
どうする？こどもの病気について」
南部病院小児科医による講話
6月3日（土）14時〜15時30分 50
人（先着） 5月11日9時から電話か直
接施設へ
■ おひとりさまの会
「高齢者の住まい選びについて」
5月24日
（水）10時〜11時30分 30
人（先着） 5月11日9時から電話か直
接施設へ
■ サンタこども食堂
子どもたちの居場所づくりと食事
6月2日（金）15時〜20時 中学生
以下50人（保護者の参加も可）
（ 先着）
保護者300円 当日直接施設へ

■くうねるあそ部 ウォーキング部
5月18日〜30年3月の毎月第1・3木
曜日 10時〜12時 おおむね65歳以
上 月1,000円 当日直接施設へ ※
上履き、飲料持参
■ ゆらりん ころりん
わらべ歌、パラバルーンなど
6月23日
（金）10時〜11時30分 0・1
歳児と保護者30組（先着） 300円 5
月23日10時から電話か直接施設へ

日野南地域ケアプラザ

あじさ い

■ 初夏の鎌倉「紫陽花」めぐり
（上永谷コミュニティハウス合同事業）
6月1日（木）9時〜13時 JR北鎌倉
駅集合 20歳以上20人（抽選） 1,000
円 5月25日までに に
と生年
月日、性別を書いて施設へ
■ 写真大募集！フォトギャラリー
「旅のベストショット」
（上永谷コミュニティハウス合同事業）
お気に入りの写真を展示しよう
5月25日（木）〜9月25日（月）
（ 展示
期間） 東永谷地区センター、上永谷
コミュニティハウス 30人（先着） 5
月25日10時から直接施設へ
■ 初心者のための
女性健康マージャン教室（全10回）
6〜10月の毎月第2・4木曜日 9時30
分〜12時 20歳以上の女性16人（抽
選） 4,000円 5月25日までに に
と年齢を書いて施設へ
■ おはなしの森
5月25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

〒234-0055 日野南3-1-11
836-1801
836-1813

■ 親と子のカンガルーコンサート
5月31日
（水）11時〜12時 ※10時30
分開場 未就学児と家族30組（先着）
5月11日9時から電話か直接施設へ
■ 男のセカンドステージの生き方を
探る
（全7回）
仲間づくり、地域で活躍するきっかけ
づくりの講座
6月24日（土）9時40分〜12時、7月
22日（土）9時30分〜12時、8月26日
（土）10時〜12時、9月11日（月）9時30
分〜12時、10月28日（土）10時〜12
時、11月25日
（土）9時30分〜13時、12
月12日（火）※内容は問合せを 男
性30人（先着） 2,500円 ※別途陶芸・
拝観料 5月11日9時から電話か直接
施設へ
■ 知っていますか？ 任意後見
5月25日
（木）13時30分〜14時30分
20人（先着） 5月11日9時から電話
か直接施設へ

以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

広告

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
6月18日（日）10時〜14時 20点
（先着） 部品代実費 5月11日9時か
ら電話で施設へ

野庭地域ケアプラザ
〒234-0056
848-0111

野庭町612
848-0106

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
5月11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
■ にこにこのばサロン
お茶を飲みながら楽しい時間を過ごそう
5月25日（木）13時30分〜15時
100円 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

■ だれでもヨガ（全2回）
7月28日（金）10時〜11時30分、8月
21日（月）13時30分〜15時 40歳以
上30人（先着） 6月5日10時から電話
か直接施設へ
■ 未就学児の遊び場たんぽぽ
毎週水曜日 9時30分〜11時30分 ※
5月31日（水）はベビー・キッズ用品リ
サイクル市 未就学児と保護者 当
日直接施設へ
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港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■ 介護予防講座 パワースポット港南
中央 栄養改善コース
（全2回）
低栄養予防とバランスのよい食事、脱
水症予防の話
6月22日
（木）
・29日
（木）10時〜11時
30分 おおむね65歳以上30人（先着）
5月11日9時から電話か直接施設へ
■ プロから学ぶ「生前整理」
6月21日（水）10時〜12時 35人
（先着） 100円 5月11日9時から電
話か直接施設へ
■ チャオチャオくらぶ（全3回）
親子遊びとグループトーク
6月30日
（金）、7月6日
（木）
・21日
（金）
10時〜12時 2歳以上の子と保護者
25組（抽選） 400円 5月31日17時
までに電話か直接施設へ
■ カンガルーヨーガ
産後の骨盤体操
6月8日（木）10時30分〜11時30分
開催日に0歳の子と母親20組（抽選）
400円 5月24日17時までに電話か
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

■ 宿題ルーム
毎週月・水・木曜日 ※第4水曜日を除
く 15時〜16時30分 小・中学生 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）

■ ハーブの寄せ植え
5月29日
（月）10時〜11時30分 20
歳以上16人（先着） 1,200円 5月
11日9時から電話か直接施設へ
■ はじめてのやさしい絵手紙
6月27日
（火）13時30分〜15時 20
歳以上10人（先着） 500円 5月25
日9時から電話か直接施設へ
■ 相続セミナー
「介護・相続・遺言・任意後見」
6月29日
（木）10時〜11時30分 20
歳以上30人（先着） 5月20日9時から
電話か直接施設へ
■ おはなし会
5月17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
5月24日
（水）11時〜14時 ※時間内
出入り自由 当日直接施設へ

上永谷コミュニティハウス

／

桜道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

〒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）

■ 0〜3歳 親子であそぼ
パラバルーンとカエルのペープサート
を楽しもう
6月8日（木）10時30分〜11時30分
0〜3歳児と保護者15組（先着）
100円 5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）
わらべ歌を歌ったり、友達とお話した
りして楽しもう
5月25日
（木）10時30分〜11時30分
0〜3歳児と保護者15組（先着） 当
日直接施設へ

上大岡コミュニティハウス

■ 簡単！DIY
大工道具の使い方と鉢植えカバー作り
6月10日
（土）10時〜12時 18歳以
上12人（先着） 600円 5月11日10
時から電話か直接施設へ
■ 血管年齢チェック
生活習慣病予防講座
6月21日
（水）13時30分〜14時45分
50歳以上15人（抽選） 5月26日ま
でに に
を書いて施設へ

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
か れん

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

■ 作って食べよう！絶品ランチ
6月8日（木）10時〜14時 7人（抽
選） 2,000円 5月30日21時までに
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
5月16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」
パラバルーン遊び
5月22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

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

■ 高齢者向け救急あんしん講話
救急救命士による講話
6月1日(木)9時30分〜10時30分
30人(先着) 5月11日9時から電話か
直接施設へ
■ 自分でできる修繕教室
〜網戸の張り替え
6月24日(土)10時〜12時 18歳以
上15人(先着)
300円 5月13日9時
から電話か直接施設へ
■ 初心者向け
シニアのスマートフォン講座
6月29日(木)13時〜15時 60歳以
上20人(先着) 5月20日9時から電話
か直接施設へ

せい そ

■ 可憐で清楚な山野草の寄せ植えを
楽しむ
5月30日
（火）10時〜12時 20歳以
上10人（先着） 1,000円 5月11日9
時から電話か直接施設へ
■ 身近なモチーフで
絵手紙を書いてみましょう
（全2回）
6月5日（月）
・12日（月）13時〜16時
20歳以上10人（先着） 500円 5
月11日9時から電話か直接施設へ

港南台コミュニティハウス
〒234-0054 港南台2-14-1
・ 832-2320
休館：水・金曜日

■ はじめてのKIDʼS サッカー体験教室
6月25日（日）10時〜12時 4歳以
上の未就学児と保護者15組（先着）
500円 5月13日10時から電話か直
接施設へ
■ 緊急時のAED体験教室と
災害準備品展示
6月17日（土）13時〜14時 20人
（先着） 5月13日10時から電話か直
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）

■ 体幹めざまし体操（全3回）
6月5日
（月）
・12日
（月）
・26日
（月）10時
〜11時15分 15人（先着） 1,000円
5月22日10時から電話か直接施設へ
■ アロマクラフト講座【手作り美容液】
5月26日（金）10時〜12時 12人
（先着） 500円 5月12日10時から
電話か直接施設へ

以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

広告
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港南図書館
〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：5月15日
（月）
・23日
（火）〜25日
（木）

■ おはなしいっぱい
①おはなしくまさん②金色ポケット③お
はなしひろばの会④おはなし・にこっと
5月14日（日）①10時から②10時30
分から③11時から④11時35分から
①②4歳以下の子と保護者③④3歳以
上
当日直接施設へ
■ パネル展
「五雲亭貞秀の描く開港場横浜風景」
6月2日
（金）〜8日
（木） 当日直接施
設へ
■ 講演会
「こうなんの石造物 出版記念講演」
6月17日
（土）13時30分〜16時 45
人（抽選） 500円 5月31日までに
に
を書いて施設へ
ご うん てい さだ ひで

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

■ 話そう！アラフォーの和
5月23日
（火）13時30分〜14時30分
未就学児の母親や妊娠中の40歳前
後の人 当日直接施設へ
■ パパday｢papaʼsくらぶ」
子を遊ばせながら、父親同士で話そう
5月13日
（土）13時30分〜14時30分
未就学児と父親 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
7月15日
（土）13時〜15時 第1子を
妊娠中の人・家族20人（抽選） 6月17
日までに に
を書いて施設へ
■ はっちの日
5月18日
（木）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
5月27日
（土）、6月6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
もく よく

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
「琴城
流大正琴 アンサンブル そよかぜ」
5月20日（土）14時〜15時 当日直
接施設へ

2017（平成29）年 5 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）

■ 7〜9月 事前受付教室
ヨガ、ピラティス、姿勢コンディショニ
ング、
トータルフィットネス、卓球、太極
拳、歌声サロン、バドミントン、フラダ
ンス、健康マージャン、シェイプフィッ
トネス、運動習慣実践塾、てんコツ体
操、お元気体操、親子体操、幼児体操、
体育苦手克服教室、親子リトミック、子
ども運動基礎、小学生体力向上教室、
ヒップホップ
7〜9月 有料 5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を書いて施設
へ 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
■ 赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全5回）
6月5日〜7月10日の6月26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 5月15日9時から電話か直
接施設へ
■ ベビーマッサージ
（全3回）
6月16日〜30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
5月15日9時から電話か直接施設へ

港南国際交流ラウンジ

／

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）

■どんぐりハウスであそぼう！
①映画会②森の木で遊ぼう
（ロープ遊
び）③森のミニコンサート
6月4日
（日）①10時〜11時②11時〜
14時③16時30分〜17時15分 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
6月6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
5月11日・18日、6月8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

ひまわりひろば あっぷっぷ
〒234-0056 野庭町601（野庭第2保育園内）
開所日時：火・水・金曜日 10時〜12時
※祝休日を除く

■ 親子でふれあいリトミック
5月27日（土）①10時〜10時50分②
11時〜11時50分 ①0歳児と保護者
②1〜3歳児と保護者各20組（抽選）
100円 5月20日までに に
と
参加人数（大人・子ども）、月齢を書い
て施設へ 区役所こども家庭係（
847-8411 842-0813）

日野中央公園

〒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

〒234-0053 日野中央2-2-1
846-4489
349-5530

■ 料理で国際交流
タクケンさんの本場！四川料理
6月5日
（月）9時30分〜12時 30人
（先着） 1,300円 5月11日9時から
費用を添えて直接施設へ
■ Bogoカフェに来ませんか
6月〜30年2月の隔月第1水曜日 13
時〜15時 200円 当日直接施設へ
■ 初心者のためのパソコン講座
①Wordを使いこなす②Excelの基本
を学ぶ③Excelを使いこなす④デジカ
メ写真の整理と修正
①7月6日（木）②7月13日（木）③7月
20日（木）④7月27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 5月
20日9時から費用を添えて直接施設へ

■ 公園のラベンダー＆バラで
「ポプリのオーナメント」作り
5月30日
（火）10時〜11時30分 15
人（先着） 500円 5月11日9時から
電話か直接またはファクスに
を
書いて施設へ
■ 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ブーケ」
6月8日（木）10時〜11時30分 10
人（先着） 3,500円 5月11日9時か
ら電話か直接またはファクスに
を書いて施設へ
■ 親子で楽しむ野球教室
5月27日（土）15時〜17時 小学4
年生以下の子と保護者20組（先着）
2,000円 5月11日9時から電話か直
接施設へ

ボゴ

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。

■ 楽しいフラ チビフラ＆ママフラ
5月11日（木）
・18日（木）
・25日（木）17
時〜18時 港南スポーツセンター
小学生と母親10人（先着） 当日直接
会場へ 下里
（ 090-8900-5002）
■ おとなのためのこうなん童謡コンサート
7月6日
（木）14時〜16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） 340人（先着） S席
3,000円、A席2,500円 5月15日10時
からチケットを会場などで販売
浅
野（ ・ 893-9668）

■社交ダンス夏の初級（基礎）教室
（全12回）
7月6日〜9月21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 6月2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（〒2340051 日野1-2-30、 080-3421-7744）
へ
■ 社交ダンス 初・中級教室（全12回）
7月7日〜9月29日の祝日を除く毎
週金曜日 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 6月2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、 080-34217744）へ

港南区社会福祉協議会
〒233-0003
841-0256

港南4-2-8
846-4117

■ かたつむり会 視覚障害者サポート
講座 誘導ボランティア入門
6月25日
（日）13時30分〜16時 区
内在住・在勤の人20人（先着） 6月1
日9時から電話で施設へ

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

■ コカリナ教室（全10回）
ハンガリー伝統の木の笛
6〜10月の毎月第1・3月曜日 10時〜
12時 市内在住・在勤の人20人（抽
選） 15,400円
（材料費込み） 5月22
日までに に
を書いて施設へ
■ 手打ちそば教室（全4回）
①6月1日〜22日の毎週木曜日 10時
〜12時30分②7月6日〜27日の毎週木
曜日 10時〜12時30分 市内在住・在
勤の人各20人（抽選） 8,000円（材料
費込み） 5月22日までに に
を書いて施設へ

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）

■ 虹の家開館20周年記念イベント
苗木・舞岡野菜の無料配布（なくなり
次第終了）
と写真教室参加者による写
真展、つるしびな作品展
5月20日（土）10時から 当日直接
施設へ
■ 舞岡産トマトと夏野菜を使った
料理教室
6月11日
（日）10時〜12時30分 18
人（先着） 1,800円 5月11日9時か
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：第1月曜日（祝休日の場合は翌日）
6月5日（月）～8日（木）

■ アクアビクス教室 短期（全4回）
6月23日〜7月14日の毎週金曜日①9
時30分〜10時30分②10時40分〜11時
40分 各35人（先着） 3,100円 5
月26日9時から費用を添えて直接施設へ

■ 少年の学び場“Yokohamaちゃれん
じゃーず夏休み活動”（全6回）
6月25日（日）、7月9日（日）、8月6日
（日）、8月9日（水）〜12日（土）、8月27
日
（日）、9月24日
（日）※時間の詳細は
問合せを
横浜市少年自然の家「赤
城林間学園」
（群馬県）ほか
小学3
年生〜中学生30人（抽選） 30,000円
5月26日までに申込書（地区セン
ターほかで配布）か 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
■ 港南区民硬式テニス男子ダブルス大会
6月3日（土）〜11日（日）9時〜21時
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・
在クラブ32組（先着） 5,000円
5
月11日9時から直接大塚テニスクラ
ブ（港南台7-49-37）へ 原（ 0908304-8817）

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）

■ 田植え体験
5月28日（日）13時から 200人（小
学生以下は保護者同伴）
（ 抽選） 中
学生以上200円 5月20日までに に
と年齢を書いて施設へ
■ 夜間観察会
6月3日
（土）
・10日
（土）18時45分〜20
時 各30人（中学生以下は保護者同
伴）
（先着） 200円、小学生100円 5
月17日9時から電話か直接施設へ ※1
回の申込みにつき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

■ 女性のためのパソコン講座
①パソコン＆Word・Excel入門（全2回）
②データ整理＆クラウド入門③Excel初
級（全2回）④Excel中級（全2回）
①6月12日
（月）
・13日
（火）②6月14日
（水）③6月21日
（水）
・22日
（木）④6月24
日
（土）
・25日
（日）10時〜15時30分
女性各12人（先着） ①③④10,800円
②5,500円 5月16日9時から専用電話
（ 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「風のたより」
6月26日
（月）①10時〜11時15分②13
時30分〜15時15分 各50人（先着）
800円（ドリンク券付き） 5月11日9時
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

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）

■ 不思議な植物エアプランツの
魅力と育て方
6月12日（月）13時30分〜15時30分
20歳以上25人（抽選） 2,200円
5月29日17時までに直接または か
ファクスに
を書いて施設へ
■ 花菖蒲の育て方
6月14日
（水）13時30分〜15時30分
20歳以上20人（抽選） 1,000円
5月31日17時までに直接または か
ファクスに
を書いて施設へ
しょうぶ

■ 港南区ひまわり管弦楽団定期演奏会
7月9日（日）14時から ※13時30分
開場
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） 300
人（先着） 1,000円 5月15日から
チケットを会場で販売 伊沢（ 0902532-4982 ※18時以降 832-4191）
■ ひまわり区民コンサート出演者募集
ピアノ・声楽・器楽。演奏は1組10分
11月12日（日）14時から
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） 5月31日までに申
込書（区役所と会場で配布）
と演奏を
録音したCDを郵送でこうなん文化交
流協会音楽部会の広瀬（〒234-0051
日野1-2-30、 821-9317）へ
■ フラワーロード・HoneyBee 活動展
6月10日（土）11時〜18時 ギャラ
リー伽羅（京急・地下鉄上大岡駅下
車） 当日直接会場へ ハニービー
（ 841-1786 353-9461）
ハニービー

きゃ

ら

