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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
港南地区センター

841-8411
841-8424
休館：第1月曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ 夏休み特集1「親子エコクッキング」
8月2日（水）10時〜13時30分 小
学生と保護者8組（先着） 1,000円
7月11日11時から電話か直接施設へ
■ 夏休み特集2「親子ふれあい木工教室」
8月5日
（土）10時〜12時 小学生と
保護者20組（先着） 1,000円 7月
11日13時から電話か直接施設へ
■ 夏休み特集3「カプラ・魔法のつみき」
8月23日（水）15時〜17時 2歳〜
小学生20人（未就学児は保護者同伴）
（先着） 当日直接施設へ

港南台地区センター
〒234-0054 港南台5-3-1
港南台地区センター

835-2811
835-2812
休館：第4月曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ サマーファミリーコンサート
神 奈 川 県 警 音 楽 隊 の 演 奏とカラー
ガード演技
7月23日（日）14時〜15時※13時30
分開場 当日直接施設へ
■ 夏休み・ふしぎ発見理科ひろば
スイッチバックカーを作ろう
8月3日
（木）9時30分〜11時30分
小学生24人（小学1・2年生は保護者同
伴）
（先着） 500円 7月11日13時か
ら電話か直接施設へ
■ 夏休み・カルシウムで元気いっぱい
Cooking！
乳製品を使って調理しよう
8月5日
（土）10時30分〜13時30分
小学生と保護者12組（先着）※未就
学児不可 800円 7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
東永谷地区センター

826-3882
826-3910
休館：第3月曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ 夏休み親子木工教室
8月6日
（日）9時30分〜11時30分
小学生と保護者12組（抽選） 600円
7月30日までに に
と子の氏
名（ふりがな）
・学校名・学年を書いて
施設へ

永谷地区センター

港南台地域ケアプラザ

〒233-0006 芹が谷5-47-5
823-7789
823-7847
永谷地区センター
休館：第2月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ 夏のさわやか料理教室
九州の郷土料理鶏飯を作ろう
8月3日（木）10時〜13時 18歳以
上19人（先着） 800円 7月12日12
時から電話か直接施設へ
■ 夏休み プレート＆ボウル作り教室
陶芸用転写シートを使って、器をデザ
インしよう
8月2日
（水）9時30分〜11時30分
小学生以上15人（小学1・2年生は保護
者同伴）
（先着） 500円 7月12日13
時から電話か直接施設へ
■ 世界に一つ！ガラスのコップ作り教室
8月20日（日）9時30分〜12時 小
学生以上15人（小学1・2年生は保護者
同伴）
（先着） 800円 7月12日13時
から電話か直接施設へ
■ クリニカルアート体験教室
臨床美術を体験しよう
8月26日
（土）13時30分〜15時30分
18歳以上8人（先着） 1,000円 7
月12日13時から電話か直接施設へ

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

834-3145

■よこはまシニアボランティアポイント
登録研修会
ボランティア活動の紹介や研修、登録
7月31日（月）13時30分〜15時30分
市内在住の65歳以上30人（先着）
7月11日9時から電話か直接施設へ
■ 夏休み特別企画 おもしろ工作教室
空気砲を手作りし、科学の面白さを学
ぼう
8月5日
（土）13時30分〜15時 4歳
〜小学生30人（先着） 100円 7月
11日9時から電話か直接施設へ
■ ホタルのふるさと港南台
瀬上沢の生物や遺跡紹介など
7月29日
（土）13時30分〜15時30分
50人（先着） 7月11日9時から電話
か直接施設へ
■ 昆虫展
瀬上沢の自然や生き物の話、標本展示
など
7月28日
（金）〜8月3日
（木）9時〜17
時 当日直接施設へ

港南中央地域ケアプラザ

港南中央地域ケアプラザ

野庭地区センター
〒234-0056 野庭町612
野庭地区センター
848-0100
848-0101
休館：第3月曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ 中級囲碁講座（全8回）
8月5日〜9月23日の毎週土曜日 13
時〜16時 60歳以上20人（先着）
3,000円 7月11日10時から電話か直
接施設へ
■ 懇親 野庭卓球大会
8月6日（日）9時〜16時 40歳以上
の男女各48人（先着） 500円 7月
12日10時から直接施設へ
■ こども料理教室「乳製品を使って
おいしい料理づくり」
8月8日
（火）10時〜13時 小学3〜
6年生18人（抽選）※乳アレルギーの
人は不可 500円 7月21日までに
に
と学年を書いて施設へ

〒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」口腔改善コース
（全2回）
8月1日（火）
・22日（火）10時〜11時
30分
おおむね65歳以上30人（先
着） 7月11日9時から電話か直接施
設へ
■ 介護予防講座「パワースポット
港南中央」認知症予防コース
9月12日
（火）10時〜11時30分 お
おむね65歳以上30人（先着） 7月11
日9時から電話か直接施設へ
■ もしもの時の応急手当
〜乳児の心肺蘇生法って？
8月2日
（水）10時〜11時30分 0・1
歳児と保護者12組（先着） 7月11日9
時から電話か直接施設へ
■「発達障害」
を理解する
スクールカウンセラーの話
9月28日
（木）10時〜11時30分 30
人（先着） 7月11日9時から電話か直
接施設へ 2歳以上の未就学児5人
（先着）、500円 ※申込時に問合せを

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

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

826-2641

■ 夏休み毎日キッズスペース
7月22日
（土）〜8月27日
（日）15時〜
16時30分※7月29日
（土）
・30日
（日）、8
月14日
（月）を除く 小学生以下（未就
学児・障害児は保護者同伴） 当日直
接施設へ

日下地域ケアプラザ

日下地域ケアプラザ
〒234-0052
843-3555

笹下3-11-1
843-2400

■ 夏のおはなし会
読み聞かせやペープサート、工作など
8月8日（火）10時30分〜11時30分
未就学児と保護者30組（先着）
100円 7月11日9時から電話か直接
施設へ
■ おもちゃの病院
壊れたおもちゃの修理。1人3点まで
8月20日（日）10時〜14時 20点
（先着） 部品代実費 7月11日9時
から電話で施設へ

日限山地域ケアプラザ

日限山地域ケアプラザ

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

■ 医療講座 便秘は治る！
医師による講話
8月9日（水）13時〜14時30分 40
人（先着） 7月15日10時から電話か
直接またはファクスに
を書いて
施設へ
■ 夏休みの宿題ルーム
7月24日（月）
・25日（火）
・27日（木）
・28
日（金）
・31日（月）、8月2日（水）〜24日
（木）の8月23日（水）を除く毎週月・水・木
曜日 9時30分〜11時45分 小・中学生
当日直接施設へ※学習道具持参

芹が谷地域ケアプラザ

芹が谷地域ケアプラザ

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

ラ

ブ

■ドレミファ倶楽部
音楽療法士による健康教室
8月〜30年3月の毎月第1木曜日 10
時〜11時30分 500円（初回無料）
当日直接施設へ※室内履き・飲み
物・タオル持参

港南区版

野庭地域ケアプラザ
〒234-0056 野庭町612
野庭地域ケアプラザ
848-0111

848-0106

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
7月13日
（木）10時〜11時30分 介
護をしている人、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
7月27日（木）13時30分〜15時
100円 当日直接施設へ

上大岡コミュニティハウス
〒233-0001 上大岡東2-9-38
上大岡コミュニティハウス
352-7177
352-7178
休館：第2火曜日
（祝休日の場合は翌日）

港南台コミュニティハウス

地域子育て支援拠点 はっち

〒234-0054 港南台2-14-1
港南台コミュニティハウス

〒234-0051 日野2-4-6
地域子育て支援拠点はっち

・ 832-2320
休館：水・金曜日

840-5882
848-0688
休館：祝休日、
日・月曜日、7月18日
（火）

■ やさしい相続教室〜介護・相続で
もめない！損をしない！
9月9日（土）10時〜11時30分 20
人（先着） 7月11日10時から電話か
直接施設へ

桜道コミュニティハウス
〒233-0003 港南6-2-3
桜道コミュニティハウス

843-5406
843-5109
休館：第4月曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ 夏休み体験教室
〜クラフトテープでミニかご作り
7月31日
（月）13時〜15時30分 小
学3年生以上20人（抽選） 300円 7
月24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
7月25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

■ 桜道サイエンスひろば！
磁石であそんで工作しよう
7月26日（水）13時〜14時30分 5
歳〜小学3年生15人（小学1年生以下
は保護者同伴）
（ 先着） 300円 7月
11日10時から電話か直接施設へ
■ 夏休み工作教室
スイッチバックカーを作ろう！
8月2日
（水）9時30分〜11時30分
小学生15人（小学1・2年生は保護者同
伴）
（先着） 500円 7月11日10時か
ら電話か直接施設へ

上永谷コミュニティハウス

日野南コミュニティハウス

〒233-0012 上永谷4-12-14
上永谷コミュニティハウス
・ 843-8950
休館：水・金曜日

〒234-0055 日野南6-14-1
日野南コミュニティハウス

す てき

■ 夏休み！ 素敵なメリーゴーランドを
作ってあそぼう
8月24日（木）10時〜12時 4歳〜
小学生15人（先着） 200円 7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）
7月27日
（木）10時30分〜11時30分
0〜3歳児と保護者12組（先着） 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
日限山コミュニティハウス
・ 845-1155
休館：火・金曜日

■ ゆかたの着付け教室
7月16日（日）13時〜15時 中学生
以上5人（先着） 7月12日9時から電
話で施設へ
■ 夏休み親子工作教室「ペットボトルで
プロペラカーを作ろう」
7月23日（日）10時〜12時 小学生
と保護者15組（先着） 200円 7月
12日9時から電話で施設へ

／

843-2092
843-2093
休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ 夏休みふれあい映画会「ペット」
7月29日（土）10時30分〜12時 3歳以
上50人（未就学児は保護者同伴）
（ 先着）
7月11日9時から電話か直接施設へ
■ ふれあいカフェタイム
コーヒーを飲みながら楽しく話そう
7月26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
7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

日野中央公園

日野中央公園

〒234-0053 日野中央2-2-1
846-4489
349-5530

■港南区産野菜直売会
①7月22日（土）11時〜14時②7月23
日
（日）9時〜12時 当日直接会場へ
■ スマイリングフェア〜防災イベント
防災ヘリコプターの離着陸訓練、消防
車展示、消火器体験、救命法体験など
7月22日（土）10時〜14時 当日直
接会場へ
■ 手芸教室「つるし飾りを作りましょう」
7月20日
（木）10時〜12時 18歳以
上8人（先着） 500円 7月11日9時
から電話か直接施設へ

■ 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
9月16日（土）13時〜15時 第1子
を妊娠中の人と家族20人（抽選） 8
月19日までに に
を書いて施
設へ
■ はじめての水あそび
7月19日
（水）
・20日
（木）
・22日
（土）
・
26日（水）
・28日（金）
・29日（土）、8月1
日
（火）
・4日
（金）
・5日
（土）
・8日
（火）〜
10日（木）10時〜11時15分※雨天中
止 未就学児と保護者 当日直接施
設へ※タオル・着替え持参
■ プラレールのへや
7月27日（木）10時〜15時※12時〜
13時は除く 未就学児と保護者 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
7月12日（水）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
■ 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
①7月11日
（火）②7月28日
（金）10時
〜11時③7月21日
（金）13時30分〜14
時30分 ①下永谷地域ケアプラザ②
日限山地域ケアプラザ③はっち 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

シルバー人材センター
〒233-0002 上大岡西1-6-1
シルバー人材センター

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

■ こども☆ふれあいサマースクール
①親子カブトムシまつり②親子パンつ
くり教室③親子そばうち教室④小学生
おさらい教室（全6回）
①8月4日
（金）10時〜12時／②8月1
日
（火）10時〜13時、13時30分〜16時
30分／③8月9日（水）10時〜12時30
分、13時30分〜16時／④8月1日（火）
〜3日
（木）
・22日
（火）〜24日
（木）14時
〜16時20分 市内在住・在勤の小学
生と保護者①20組②各12組③各10組
④小学生20人（抽選） ①500円②③
1,000円④8,400円 7月20日までに
に
を書いて施設へ

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。
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2017（平成29）年 7 月号

港南スポーツセンター
〒234-0051 日野1-2-30
港南スポーツセンター

841-1188
841-9417
休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ 当日受付教室のお知らせ
ヒップホップ、
ズンバ、
ウェルビクス、
ヨ
ガ、エアロビクス、お元気体操
7〜9月の月・火・土曜日 有料 当
日直接施設へ※詳細は問合せを
■ 夏休み教室
「かけっこ・マット・ボール」
（全2回）
8月14日
（月）
・15日
（火）11時15分〜
12時15分 4歳〜小学2年生40人（先
着） 1,000円 7月17日9時から電
話か直接施設へ
■ 夏休み教室 「走・跳・投」
（全2回）
8月14日（月）
・15日（火）9時30分〜
10時45分
小 学 生 4 0 人（ 先 着 ）
1,000円 7月17日9時から電話か直
接施設へ
■ 夏休みスペシャルイベント
「小学生工作教室」
①理科工作②クレイアート（フォトフ
レーム）
①7月28日（金）10時〜12時②8月7
日（月）10時〜11時30分 小学1〜4
年生各20人（先着） 700円 7月11
日9時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
こどもログハウス

・ 834-1169
休館：第3火曜日（祝休日の場合は翌日）

■ おはなし会
8月1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
7月13日
（木）11時〜11時30分 未
就学児と保護者 当日直接施設へ
■ 夏休みお楽しみ会「夜のログハウス探検」
8月5日（土）18時30分〜20時30分
小学生以下20人（未就学児は保護
者同伴）
（ 先着） 7月16日9時から直
接施設へ

港南国際交流ラウンジ
〒233-0002 上大岡西1-6-1
港南国際交流ラウンジ

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

■ ボランティア研修
「認知症サポーター養成講座」
8月31日（木）10時〜11時30分 30人
（先着） 7月11日9時から電話か直接施設へ
■ おもしろ科学工作
8月3日
（木）10時〜12時 小学3年
生以上25人（先着） 600円 7月11
日9時から電話か直接施設へ

2017
（平成29）
年 7 月号

港南図書館
〒234-0056 野庭町125
港南図書館

841-5577
841-5725
休館：7月18日
（火）

■ 地域図書館de YES 森の工作教室
エコキャンドルをつくろう！
どんぐりや小枝などを使った工作
7月29日
（土）10時〜11時30分 小
学1〜3年生20人（先着） 7月13日9
時30分から電話で施設へ
■ 図書館でボランティア
（中学生）
7月26日（水）9時30分〜14時30分
中学生5人（先着） 7月11日9時30
分から電話か直接施設へ
■ 夏休み！たのしい本をしょうかいします！
〜ブックトークの会
8月2日（水）①10時〜10時30分②
10時45分〜11時15分③11時30分〜
12時 ①小学1・2年生②小学3・4年
生③小学5・6年生 当日直接施設へ
■ 図書館の仕事にチャレンジしよう！
（小学生）
7月25日（火）①10時〜11時30分②
13時〜14時30分 ①小学3・4年生②
小学5・6年生各10人（先着） 7月11
日9時30分から電話か直接施設へ
■ 夏のとくべつおはなし会
8月9日
（水）10時30分〜11時 3歳
〜小学生 当日直接施設へ

舞岡ふるさと村 虹の家
〒244-0813 戸塚区舞岡町2832
舞岡ふるさと村
虹の家

826-0700
826-0749
休館：火曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ 親子パン教室
8月20日（日）13時〜16時 小学生
以上の子と保護者12組（抽選） 1,500
円 7月25日までに に
を書
いて施設へ
■ 夏の虫観察会
8月27日（日）9時〜12時※雨天中止
15人（小学生以下は保護者同伴）
（先
着） 7月20日9時から電話で施設へ

／

港南区版

野庭中央公園プール

フォーラム南太田
〒232-0006 南区南太田1-7-20
フォーラム南太田
714-5911
714-5912
休館：第3月曜日

■ 女性のためのパソコン講座
①Excel初級（全2回）②Word初級（全
2回）③ファイル整理＆クラウド入門④
速習PowerPoint（全2回）
①8月12日（土）
・13日（日）②8月22
日（火）
・23日（水）③8月24日（木）④8
月26日（土）
・27日（日）10時〜15時30
分
女 性 各 1 2 人（ 先 着 ） ① ② ④
10,800円③5,500円（免除制度あり）
7月18日9時から専用電話（ 8624496）へ
1歳6か月以上の未就学
児、有料※申込時に問合せを
■ 女性としごと応援デスク
①女性の労働サポート相談②キャリ
ア・カウンセリング
①8月19日（土）13時から、14時か
ら、15時から②8月25日（金）10時か
ら、11時から、13時から、14時から
各50分程度 ①女性3人②女性4人
（先着） 7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
こども植物園

741-1015
742-7604
休園：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ グリーンインテリア・ハイドロカルチャー
8月3日（木）13時30分〜15時30分
20歳以上25人（抽選） 2,200円
7月20日までに直接または かファク
スに
を書いて施設へ
■ 葉っぱで昆虫を作ろう
8月19日（土）10時〜12時 小・中
学生30人（抽選） 300円 8月5日ま
でに直接または かファクスに
と学年を書いて施設へ

営業期間

７月８日（土）〜９月３日（日）
※期間中無休

25ｍプール

プールの種類

子ども用プール

小学２年生以上
幼児〜小学１年生
（小学 1 年生以下は、水着 （未就学児は、水着着用の
着用の 18 歳以上の保護者
18 歳以上の保護者
1 人につき1 人利用可） １人につき2 人まで利用可）

対

象

時

間

９時〜１８時
（水浴：１７時５０分まで）

９時〜１６時
（水浴：１５時５０分まで）

料

金

１時間１００円

１時間６０円

所在地

野庭町６１３（バス停深田橋下車）

※オムツが取れていない幼児は、水浴ができません。ビニールプールを
ご利用ください
野庭中央公園プール（ ・ ８４２-３６５３※期間中のみ）、
指定管理者 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ（ ６６４-１１０２
６６４-１１０５） ※各種イベントあり 詳細は、 横浜市公園プール 検 索

横浜市歴史博物館

7月29日は港南区民デー！

全館
無料

港南区の文化財パネル展示・歴史映
像上映、土器パズル、
「歴史×妖×芳年
最後の浮世絵師 が描いた江戸文化」
展、街頭紙芝居の上演（12 時、13 時 30
分、15 時）など。広報よこはま港南区版
7 月号（本 紙）または区 内 在 住・在 勤・
在学が分かるもの（健康保険証・社員証・
学生証など）をお持ちください。※本紙 1 部で 5 人まで入館できます
れき

し

あやかし

よし とし

日

時 7 月29 日（土）9 時〜 17 時開館
アクセス 地下鉄センター北駅下車 1 番出口

横浜市歴史博物館（

問合せ

仲間に出会える！

912-7777

912-7781）

区民企画運営講座のお知らせ

日常生活の疑問や悩みを解消するために、区民の皆さんが講座を企画し
まし た。申込方法など詳細は、区役所などで配布しているチラシをご覧にな
るか、お問い合わせください。

これから始まる講座
開催時期

舞岡公園 小谷戸の里
・ 824-0107
休館：第1・3月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ わらぞうり作り
8月20日（日）9時30分〜13時 20
人（小学生以下は保護者同伴）
（ 先着）
700円 7月28日9時から電話か直
接施設へ
■ 夜の里山 生きもの探検
8月5日（土）18時45分〜20時30分
15人（中学生以下は保護者同伴）
（先着）
※1組5人まで 200円、小学生100円
7月19日9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。

■ 港南区ソフトテニス大会
8月20日（日）9時から 日野中央
公 園（ バス 停日野 中 央 公 園 入 口 下
車 ） 高 校 生 以 上 5 0 組（ 抽 選 ）
2,000円 8月4日までにファクスに
と年齢を書いて池邉（ 0903591-0412 840-0433）へ

7月11日から
先着順
7月11日から
先着順
8月11日から
先着順

10月〜 12月

港南ぶらりぶらり
港南区の魅力を歩いて知ろう

9月11日まで
抽選

10月〜 30年1月

安心の終活講座
安心の相続手続など

9月30日まで
抽選

11月〜 30年2月

おかあさんは魔女
母としての自立と自律

10月11日から
先着順

9月〜 11月

清水ケ丘公園 屋内プール

＜区外＞
〒232-0007 南区清水ケ丘87-2
清水が丘公園屋内プール

243-2131
243-2206
休館：第1月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ 初級水泳教室（全8回）
9月19日〜10月12日の毎週火・木曜
日①9時30分〜11時②11時〜12時30
分 各35人（抽選） 6,100円 8月
15日までに直接施設へ

■ 区民企画運営講座
「こうなんの歴史」
（全8回）
語り部から港南の今昔を学ぼう
7月〜30年2月の毎月第4土曜日※
1 2月の み 第 3 土 曜日 1 0 時 〜 1 2 時
コミュニティルーム「ここ」
（バス停
深田橋下車）ほか 20人（先着）
3,000円 7月11日から またはファ
クスに
を書いて区役所区民活
動支援係へ（ 842-8193） こうな
んの歴史運営委員会の斎藤（ 8236117）

申込み

こうなんの歴史
語り部から学ぶ港南の今昔
子どもの本の教室
本について学ぼう
思い出話を楽しむ会
思い出を語り生きがいをもとう

7月〜 30年2月

〒244-0813 戸塚区舞岡町1764
舞岡公園小谷戸の里

講座名・内容

9月〜 12月

問合せ

区役所区民活動支援係（

■ 大岡川リバースクール
「大岡川の生きもの調べ」
7月22日（土）9時〜12時
青木神
社（京急・地下鉄上大岡駅下車）集合
小学生以上30人（小学1・2年生は
保護者同伴）
（先着） 500円
7月
11日9時から電話で大岡川流域まち
かわ衆の宮本（ ・ 783-7638）へ
■ 秋季（区長杯）区民ソフトボール大会
9月10日（日）〜11月中旬 9時〜16
時30分
区内グラウンド
区内在
住・在勤・在学の高校生以上のチー
ム（1チーム監督含めて28人以内）
13,000円
7月11日から電話かファ
クスで 区ソフトボ ー ル 協 会 の 庄 司
（ ・ 843-5455）へ ※電話・ファク
ス連絡により申込書を送付

847-8397

842-8193）

■ 港南区民硬式テニス教室（全8回）
9・10月の毎週水曜日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
7,000円 7月11日から に
と①②の別を書いて大塚テニスクラ
ブ（〒234-0054 港南台7-49-37）へ
柴田（ 090-7945-9133）
■ 英会話・韓国語入門講座（全8回）
①韓国語②英語
8・9月の8月16日を除く毎週水曜日
①18時〜19時②19時30分〜20時30
分
消費生活総合センター（京急・
地下鉄上大岡駅下車） 各15人（先
着） 6,000円
7月11日10時から
電話で国際文化交 流協会の前田（
090-6489-2803）へ

