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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

永谷地区センター

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）

■ 港南地区センターまつり
10月14日
（土）
・15日
（日）10時〜17時
※15日は15時まで 当日直接施設へ
■ ぽんずの世界
メーカーが教える秘密と活用法
11月7日（火）10時〜12時 20人
（先着） 10月12日13時30分から直
接、
または同日14時から電話で施設へ
■ 歴史散歩〜なぜ会津藩の墓が浦賀に？
11月10日
（金）9時30分〜12時30分
京急浦賀駅集合 20歳以上20人
（先着） 500円 10月11日13時30
分から直接、
または同日14時から電話
で施設へ
■ ノルディックウォーキング
11月17日（金）10時から 20人（先
着） 500円（器具レンタル料含む）
10月15日13時30分から直接、また
は同日14時から電話で施設へ

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）

■ 親子ふれあい・わくわく教室（秋）
お話やお絵描きなど
11月30日（木）10時30分〜11時30
分 1〜2歳6か月の子と保護者12組
（先着） 300円 10月24日10時から
電話か直接施設へ
■「包丁の研ぎ方」講座
12月4日
（月）10時〜12時 20歳以
上12人（先着） 500円 11月8日10
時から電話か直接施設へ
■ときめくクリスマスの寄せ植え講座
12月8日
（金）10時〜11時30分 20
歳以上30人（抽選） 1,700円 11月
18日までに に
と年齢を書いて
施設へ

はまりんフェスタ

はまりん

１０月２８日
（土）
１０時〜１５時
※入場は１４時３０分まで、荒天中止
交通局新羽車両基地
（地下鉄北新横浜駅下車）
はまりんフェスタ2017

検索

※事前申込みが必要なイベントあり
問合せ 市コールセンター
（ ６６４-２５２５ ６６４-２８２８）

港南台地区センター

〒233-0006 芹が谷5-47-5
永谷地区センター

823-7789
823-7847
休館：第2月曜日（10月のみ10月16日
（月））

■ 永谷地区センターまつり
10月14日（土）
・15日（日）10時〜16
時 ※15日は15時30分まで 当日直
接施設へ
■ オータムジャズフェスティバル
11月5日（日）13時30分〜15時30分
200人（先着） 当日直接施設へ
■ 地域の達人に教わる卓球教室（全2回）
11月11日
（土）
・25日
（土）9時30分〜
11時30分 18歳以上20人（先着）
400円 10月11日13時から電話か直
接施設へ
■トリックアート教室
11月25日（土）①11時〜12時②13
時〜14時 4歳以上各20人（小学2年
生以下は保護者同伴）
（ 先着） 10月
11日13時から電話か直接施設へ

〒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）

■ オータムジャズコンサート
10月29日（日）14時〜15時 ※13時
30分開場 当日直接施設へ
■ 重ね煮料理を極める・秋
10月18日
（水）9時30分〜12時30分
16人（先着） 1,000円 10月11日
13時から電話か直接施設へ
■ はじめての中国語会話（全4回）
11・12月の第1・3水曜日 13時〜14
時30分 20人（先着） 2,000円
10月11日13時から電話か直接施設へ
■ 季節の寄せ植え教室
11月5日（日）13時〜15時 20人
（先着） 2,000円 10月11日13時か
ら電話か直接施設へ

日下地域ケアプラザ

日下地域ケアプラザ
〒234-0052
843-3555

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）

■「ふれあいまつり」フリーマーケット
出店募集
11月11日（土）10時30分〜14時
代表者が20歳以上の団体または個人
16区画（抽選） 1,000円 10月20日
までに に
と年齢、参加人数、
主な販売品目を書いて施設へ
■ 植物とハーブの講座（全2回）
11月9日
（木）、30年1月11日
（木）9時
30分〜11時30分 20歳以上16人（抽
選） 4,000円 10月26日までに
に
と年齢を書いて施設へ
■ ≪上永谷コミュニティハウス合同事業≫
わがまち港南 歴史ウォーキング
（全3回）
11月〜30年1月の毎月第3木曜日 9
時30分〜12時 18歳以上16人（抽
選） 1,500円 11月2日までに に
と年齢を書いて施設へ
■ アイデアあふれる暮らしのセミナー
毎日の食事や掃除術など
11月21日（火）10時〜12時 18歳
以上20人（抽選） 400円 11月7日
までに に
と保育希望者は子
の名・月齢・性別を書いて施設へ 1
歳以上の未就学児10人、300円

港南台地域ケアプラザ

港南台地域ケアプラザ

笹下3-11-1
843-2400

港南中央地域ケアプラザ

日野南地域ケアプラザ

日野南地域ケアプラザ

〒234-0055 日野南3-1-11
836-1801
836-1813

■ 子育て孫育て世代の安全安心講座
子どもを守る救命講習と防災講話
11月18日（土）10時〜12時 未就
学児の保護者など20人（先着） 10月
11日9時から電話か直接施設へ
■ オレンジカフェ・たんぽぽ
認知症に関心のある人の交流
毎月第4火曜日 13時30分〜15時30
分 100円 当日直接施設へ

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

当日

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

■ 南部病院健康教室
腎臓高血圧内科医の講話
11月4日
（土）14時〜15時30分 50
人（先着） 10月11日9時から電話か
直接施設へ
■ アロマ石けん＆
クリスマス・スワッグ（壁飾り）講座
11月14日
（火）10時〜11時30分 未
就学児と保護者15組（先着） 700円
10月11日9時から電話か直接施設へ
■ 歯のほのぼの相談室 特別版
「おしえて！歯みがき剤何使ってる？」
11月11日（土）14時〜16時 15人
（先着） 10月11日9時から電話か直
接施設へ
■ 港南台防災を考える会
11月7日
（火）18時〜19時30分 20
人（先着） 当日直接施設へ
港南中央地域ケアプラザ

■ 子育てサロン
「おひさまクラブ」
10月〜30年3月の毎月第3月曜日 10
時〜11時45分 おおむね1〜3歳の
子と保護者 当日直接施設へ
■ 公園であそびましょう
10月〜30年3月の毎月第4月曜日 ※
12月のみ第2月曜日 10時〜11時30分
笹下中央公園（バス停打越下車）
未就学児と保護者 当日直接会場へ
※当日9時に雨天の場合は中止

■ ケアプラ文化祭
10月28日（土）11時〜15時
直接施設へ

〒234-0054 港南台3-3-1
834-3141
834-3145

〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■「お医者さんに聞こう」腸のおはなし
11月15日（水）13時15分〜14時45
分 35人（先着） 100円 10月11
日9時から電話か直接施設へ
■ はじめての囲碁教室（全10回）
11月〜30年3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） 10月
11日9時から電話か直接施設へ
■ 楽しい押花アート
（全5回）
クリスマス飾りやカレンダーを作ろう
11月25日、12月16日、30年1月27日、
2月24日、3月31日いずれも土曜日 13
時〜15時 65歳以上、障害のある中
学生以上12人（先着） 4,000円 10
月11日9時から電話か直接施設へ

下永谷地域ケアプラザ

下永谷地域ケアプラザ

〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

■ ゆらりん ころりん
わらべ歌やパラバルーンなど
11月21日（火）10時〜11時30分
0・1歳児と保護者30組（先着） 300
円 10月21日10時から電話か直接施
設へ
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東永谷地域ケアプラザ

東永谷地域ケアプラザ

〒233-0011 東永谷1-1-12
826-1097
826-1071

上永谷コミュニティハウス

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）

■ 1歳児子育て学級「ひよこ・くらぶ」秋
（全5回）
10月31日（火）、11月7日（火）
・18日
（土）
・21日（火）、12月5日（火）10時〜
11時30分 開講日時点で1歳の子と
保護者20組（抽選） 500円 10月
22日までにはがき持参で直接、
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・年齢を書
いて施設へ
■「子育てママに贈る」簡単！クリスマス！
野菜をつかった手作りおやつ
11月14日（火）10時〜12時 離乳
食 終了後 の 未 就 学 児 の 保 護 者 2 0 人
（子ども同伴可）
（ 先着） 10月11日9
時から電話か直接施設へ

■ デコ巻き寿司に挑戦 !
11月4日（土）13時〜15時 小学4
年生以上15人（抽選） 1,800円 10
月25日21時までに電話か直接施設へ
■ 折り紙教室
つ
びな
〜吊るし雛を作ろう
（全3回）
11月〜30年1月の毎月第3火曜日
13時〜15時30分 18歳以上12人（抽
選） 1,800円 10月31日21時まで
に電話か直接施設へ
■ ひまわりひろば「にこにこ」
〜絵の具でペタペタ
10月23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

野庭地域ケアプラザ

桜道コミュニティハウス

野庭地域ケアプラザ
〒234-0056
848-0111

野庭町612
848-0106

■ ボランティア支援・育成事業 団暖会
ぽかぽかハートネットワーク
（全3回）
傾聴の勉強会と交流会
10月30日
（月）、11月14日
（火）、12月
15日（金）10時〜12時 50人（先着）
100円 10月11日9時から電話か
直接施設へ
■ なごみの会
介護者同士の情報交換
10月12日
（木）、11月9日
（木）10時〜
11時30分 介護している人・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
10月26日（木）13時30分〜15時
100円 当日直接施設へ

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

■ PapaCoスクール（全3回）
11月11日・25日、12月2日いずれも
土曜日 10時30分〜12時 3歳以下の
子と父親15組（先着） 10月11日9時
から電話で施設へ

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

■ 港南台コミュニティハウス文化祭
10月21日（土）
・22日（日）10時〜16
時 ※22日は14時まで 当日直接施
設へ
に こ
■ 二胡（東洋のバイオリン）体験教室
11月11日（土）14時〜15時 18歳
以上8人（先着） 500円 10月12日
10時から電話か直接施設へ

〒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）

■ 桜道コミュニティハウス文化祭
10月22日
（日）9時30分〜15時 当
日直接施設へ
■ 筆ペン美文字レッスン
〜名前をキレイに書こう
（全3回）
11月8日〜22日の毎週水曜日 13時
〜14時30分 18歳以上12人（抽選）
1,000円
1 0月2 5日まで に に
を書いて施設へ
■ パパと一緒にあ・そ・ぼ！
段ボール遊び
11月11日（土）10時〜11時30分
未就学児と保護者15組（先着） 300
円 10月11日10時から電話か直接施
設へ
■ 桜道ブックブック交換
家庭で読み終えた本の交換会。持込み
は1人5冊まで、持ち帰りは制限なし
11月1日（水）〜12月22日（金） 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
野庭すずかけコミュニティハウス
・ 843-9765
休館：水・金曜日
え

と

いぬ

／

■ 来年の干支（戌）
を木目込人形で
（全2回）
10月30日（月）、11月13日（月）13時
〜15時30分 20歳以上10人（先着）
2,800円 10月12日9時から電話か
直接施設へ
■ 野庭すずかけコミュニティまつり
10月28日（土）10時〜15時 当日
直接施設へ

〒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

■ 囲碁交流大会
11月19日（日）10時〜15時30分
経験者32人（先着） 200円 10月
12日9時30分から電話か直接施設へ
■ 上永谷コミュニティまつり
10月28日（土）
・29日（日）10時〜16
時 当日直接施設へ
お
い
そ ば
■ 美味しい手打ち蕎麦にチャレンジ
11月12日
（日）9時30分〜13時 15
人（先着） 1,200円 10月12日9時
30分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
日野南コミュニティハウス

843-2092
843-2093
休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ 日野南ふれあいまつり
10月28日（土）10時〜16時 当日
直接施設へ
こと
■ 筝コンサート in 日野南
10月28日（土）13時30分〜14時30
分 50人（先着） 10月11日9時から
電話か直接施設へ
え と
■ 木目込みでつくる来年の干支（全2回）
11月2日
（木）
・10日
（金）13時〜15時
30分 20歳以上10人（先着） 2,800
円 10月16日9時から電話か直接施
設へ
■ パソコン講座「触ってみよう！
はじめてのタブレット」
（全2回）
11月15日
（水）
・16日
（木）9時30分〜
12時 20歳以上10人（先着） 1,000
円 10月11日9時から電話か直接施
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

■ 日限山コミュニティまつり
10月28日（土）
・29日（日）10時〜15
時 ※29日は展示のみ 当日直接施
設へ
■ 区民文化センターひまわりの郷共催事業
津軽三味線ライブ in 日限山
11月3日（祝）14時〜14時45分
150人（先着） 10月11日9時から電
話か直接施設へ
■ 人形劇団「どろんこ」公演
11月19日
（日）11時〜11時45分 3
歳〜小学生60人（未就学児は保護者
同伴）
（先着） 10月30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
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港南図書館

〈区内施設〉
〒234-0056 野庭町125
港南図書館
841-5577
休館10月10日
（火） 841-5725
休館：10月10日
（火）

■ おとなが楽しむおはなし会
10月26日（木）10時30分〜12時
30人（先着） 10月12日9時30分から
電話か直接施設へ
■ 講演会「幕末の鎌倉事件と港南区」
11月18日（土）14時〜16時 45人
（抽選） 500円 10月31日までに
に
を書いて施設へ
■ はまっ子読書の日記念
ブックトークの会
11月3日（祝）①10時30分〜11時②
13時30分〜14時 小学生以上各50
人（先着） 当日直接施設へ
■ 秋のとくべつおはなし会
11月8日
（水）10時30分〜11時 未
就学児と保護者 当日直接施設へ

港南スポーツセンター

〈区内施設〉
〒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）

■ 横浜元気！スポーツ・
レクリエーションフェスティバル
さわやかスポーツ体験、測定会など
10月15日（日）9時〜17時 当日直
接施設へ ※詳細は問合せを
■ ベビーマッサージ
（全3回）
11月10日〜24日の毎週金曜日 11時
10分〜12時10分 2か月〜1歳6か月
の子と保護者10組（先着） 3,780円
10月16日9時から電話か直接施設へ
■ 赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全5回）
11月6日〜12月11日の11月27日を
除く毎週月曜日 11時〜11時50分 6
か月〜 1 歳 6 か月の 子と保 護 者 1 5 組
（先着） 3,000円 10月16日9時か
ら電話か直接施設へ

シルバー人材センター
〒233-0002 上大岡西1-6-1
〈区内施設〉
ゆめおおおかオフ
ィスタワー13階
シルバー人材センター
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を吹こう
11月〜30年3月の毎月第1・3月曜日
※1月のみ第3・5月曜日 13時30分〜15
時30分 市内在住・在勤の人20人（抽
選） 15,400円（笛代含む） 10月20
日までに に
を書いて施設へ
■ 手打ちそば教室（全4回）
①10月26日〜11月16日②11月30日
〜12月21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 10月20日までに に
と①②の別を書いて施設へ
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（平成29）
年 10 月号

地域子育て支援拠点 はっち
〒234-0051 日野2-4-6
〈区内施設〉
840-5882
848-0688
地域子育て支援拠点
はっち
休館：祝休日、
日・月曜日、
休館 10月14日
（土）
10月10日
（火）
・14日
（土）

■ はっちママのおしゃべりタイム
プレママさん・0歳児ちゃんを
育てているママ集まれ〜
10月25日（水）13時30分〜14時15
分 当日直接施設へ
■ はっち祭
10月15日（日）10時〜12時 港南
スポーツセンター 当日直接会場へ
※室内履き持参
■ ハロウィン撮影会
仮装をして写真を撮ろう
10月17日
（火）〜31日
（火）※最終日
の11時〜11時30分にイベントあり
未就学児と保護者 当日直接施設へ
※カメラは各自持参
■ 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
①10月13日
（金）10時〜11時②10月
1 9日（ 木 ）1 0 時 〜 1 1 時 ③ 1 0月2 8日
（土）10時30分〜11時30分④11月2日
（木）13時30分〜14時30分⑤11月8日
（水）10時〜11時 ①港南台地域ケア
プラザ②日野南地域ケアプラザ③④
はっち⑤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（ 515-7306）へ

港南区民文化センター ひまわりの郷
〒233-0002 上大岡西1-6-1
〈区内施設〉
ゆめおおおか中央棟4階
区民文化センターひまわりの郷
848-0800
848-0801
休館：第3水曜日

／
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港南国際交流ラウンジ
〒233-0002 上大岡西1-6-1
〈区内施設〉
ゆめおおおかオフィスタワー13階
港南国際交流ラウンジ
848-0990
848-3669
休館：第3水曜日

■ カルチャー交流サロン
「琉球の歴史と文化」
11月19日（日）14時〜16時 30人
（先着） 300円 10月11日9時から
電話か直接施設へ
■ せかいのあかちゃんとママのひろば
クリスマス会
12月11日（月）10時30分〜12時
未就学児と保護者10組（先着） 200
円 11月1日9時から電話か直接施設
へ（外国につながる人は申込み不要）

日野中央公園

〈区内施設〉
〒234-0053 日野中央2-2-1
日野中央公園
846-4489

349-5530

■ クラフトワーク
「ハロウィンのリボンリース作り」
10月21日（土）10時30分〜12時
小学4年生以上10人（先着） 1,200円
10月11日9時から電話か直接施設へ
■ 花カゴの贈り物「秋の寄せ植え教室」
11月16日（木）10時〜11時30分
12人（先着） 1,800円 10月11日9
時から電話か直接施設へ
■「パークヨガ」
屋外で行うやさしいヨガ教室
11月11日（土）13時30分〜14時30
分
小学4年生以上20人（先着）
500円 10月11日9時から電話か直
接施設へ
■ 親子で楽しむ野球教室
11月11日
（土）11時〜13時 小学4
年生以下の子と保護者20組（先着）
2,000円 10月11日9時から電話か直
接施設へ

■ 奥村愛のクリスマスコンサート！
12月9日（土）①11時〜12時②14時
〜15時 各320人（先着） 2歳以上
500円 10月13日10時から直接、ま
たは同日14時から電話で施設へ

休館：第3火曜日（祝休日の場合は翌日）

■ 窓にお絵描き
11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
11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
■ ふれあい広場
紙芝居やパネルシアターなど
10月12日・19日、11月9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

港南区社会福祉協議会

〈区内施設〉
〒233-0003 港南4-2-8
港南区社会福祉協議会
841-0256

846-4117

■ ふれあいスポーツ交流会
10月15日
（日）9時30分〜14時 港
南中学校（地下鉄港南中央駅下車）
当日直接会場へ
■ 障がい児・者ガイドボランティア
研修会
外出に付き添うボランティアの研修
10月31日（火）13時30分〜16時
18歳以上20人（先着） 10月11日9時
から電話か直接施設へ

・ 842-9624
休館：第3月曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ 姿勢ビューティー（全2回）
11月22日（水）
・29日（水）11時〜12
時30分 15人（先着） 500円 11
月7日10時から電話か直接施設へ
■ ファジーテニス教室（全3回）
スポンジボールを使ったテニス
11月1日〜15日の毎週水曜日 10時
〜12時 12人（先着） 1,000円
10月13日10時から電話か直接施設へ

フォーラム南太田

〈区外施設〉
〒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
①再就職・転職のためのパソコン講座
（全5回）②ファイル整理＆OneDrive入門
① 1 1月9日（ 木 ）
・1 0日（ 金 ）
・1 3日
（月）〜15日
（水）②11月11日
（土）10時
〜15時30分 女性各12人（先着）
①19,500円 ②5,500円（免除制度あ
り） 10月17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

清水ケ丘公園 屋内プール

〈区外施設〉
〒232-0007 南区清水ケ丘87-2
清水ケ丘公園屋内プール

243-2131
243-2206
休館：第1月曜日（祝休日の場合は翌日）

■ アクアビクス教室（全8回）
11月10日〜30年1月12日の12月22
日・29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 10月20
日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。

■港南区スポーツ・エンジョイ・
フェスティバル
50m走、ウォーキング、なぎなた体験など
10月28日（土）めい
9時30分〜14時
※
ほう
荒天中止 横浜明朋高校（JR港南台
駅下車） 当日直接会場へ ※室内履
き持参 区体育協会事務局（ 8403085 840-3086）
■港南区硬式テニス団体戦
11月3日（祝）〜18日（土）9時〜21
時 日野中央公園 区内在住・在
勤・在クラブ12チーム（各チーム男子
ダブルス、女子ダブルス、
ミックスダ
ブルス）
（ 抽選） 12,000円 10月
20日までに に
を書いて大塚
テニスクラブ（〒234-0054 港南台
7-49-37）へ 柴田（ 090-79459133）
■音フェスタ港南台
10月22日
（日）13時から ※12時30
分開場 港南台ひの特別支援学校
多機能ホール（JR港南台駅下車）
286人（先着） 当日直接会場へ
松本（ 831-7916）

舞岡ふるさと村 虹の家

〈区外施設〉
〒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）

■ 舞岡ふるさと村さつまいも掘り
（個人）
10月21日
（土）
・22日
（日）9時〜11時
30分 中学生以上200円、3歳〜小学
生100円。販売価格5株700円 10月
13日9時から電話で施設へ

こども植物園

〈区外施設〉
〒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）

■ 干柿作り
11月12日
（日）13時30分〜15時30分
小・中学生と保護者10組（抽選）
500円 10月29日までに直接または
かファクスに
を書いて施設へ

舞岡公園 小谷戸の里

〈区外施設〉
〒244-0813
戸塚区舞岡町1764
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）

■ わら細工 〜鍋敷き作り
11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）
500円 11月4日9時から電話か直
接施設へ

横浜南税務署からのお知らせ
●消費税軽減税率制度説明会
１０月３１日
（火）
１４時〜１５時３０分
※１３時３０分受付開始 区役所６階
当日直接会場へ
●平成 29 年分 年末調整等説明会
１１月１０日
（金）
１３時３０分〜１６時
※１３時受付開始 磯子公会堂
（ＪＲ磯子駅下車） 当日直接会場へ
問合せ 横浜南税務署（

ク

港南台北公園 こどもログハウス
〒234-0054 港南台1-3
〈区内施設〉
・ 834-1169
こどもログハウス

下野庭スポーツ会館

〈区内施設〉
〒234-0056 野庭町136-4
下野庭スポーツ会館

ラ

ブ

■こうなん里山ハイキング倶楽部
する が
富士山・駿河湾を一望
“さった峠ハイキング”
11月18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 10月
23日 までに申込書（地区センターほ
かで配布）を郵送または かファクス
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
■港南区ひまわり駅伝大会
小学生・中学生、各男子・女子の部
12月16日（土）8時30分〜13時
港南台第一中学校周辺（バス停港南
台第一中学校前下車） 区内在住・
在学の小学4年生〜中学生、各種目
25チーム（各チーム監督1人、選手4
人、補欠2人）
（抽選） 2,000円 10
月21日までに に
と学校名か
チーム名、種目、チーム数を書いて区
陸上競技協会事務局の戸部（〒2340055 日野南4-10-11、 080-66620779 845-0779）へ
■港南区ソフトテニス教室
10月22日
（日）13時〜17時 日野
中央公園 中学生以上30人（先着）
500円 当日直接会場へ
区ソ
いけ べ
フトテニス協会の池邉（ 090-35910412）
■土曜囲碁会 会員募集
毎週土曜日 9時〜12時 桜道コ
ミュニティハウス 5級〜3段程度の
人
3か月4, 000円
電話で 星 川
（ 090-6930-9338）へ

７８９-３７３１）

■港南区卓球大会
11月23日（祝）9時〜19時 港南
スポ ーツセンター
区 内 在 住・在
勤・在学の高校生以上200人（先着）
1,000円 10月11日から申込書
（会場ほかで配布）を直接国際卓球
上大岡店（上大岡西2-9-28）へ 酒
井（ ・ 832-3737）
■囲碁の会「碁楽会」へのお誘い
毎週木曜日 9時〜12時 野庭す
ずかけコミュニティハウス 入会金
かみ や
1,000円、月1,000円 電話で上谷
（ 070-2687-1928）へ
■港南区子育て連絡会講演会
ともに喜び ともに育つ 親子あそび
11月20日（月）10時〜11時30分
港南スポーツセンター 2歳以下の子
と保護者50組（先着） 11月1日から
https://ws.formzu.net/dist/S27881752
で 地域子育て支援拠点 はっちの
青木（ 840-5882）
■港南区区民文化祭
①港南区ART展②舞台発表など③こ
うなん華道展
①11月2日（木）〜8日（水）10時〜
18時 ※初日は13時から、最終日は
16時まで②11月3日
（祝）12時30分〜
19時③11月10日（金）〜13日（月）10
時〜19時 ①②区民文化センター
ひまわりの郷③京急百貨店（京急・地
下鉄上大岡駅下車） 当日直接会場
へ こうなん文化交流協会（ ・
844-9447）

