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港南区版

今月お知らせしたい情報を掲載しています

ひまわりフェスタ2017

11月4日（土）10時〜15時

当日直接会場へお越しください。
※公共交通機関をご利用ください（区役所地下駐車場の利用は関係車両のみ）

こうなん子どもゆめワールド

1

鎌倉街道

子どもたちのステージ発表（ダンス・歌・演奏など）、模擬店などの出店、ゲーム、
ミニＳＬ
（南台小）
会

港南ふれあい公園、南台小学校、区役所

場

同時開催

ひまわり健康フェア2017

会

場

区役所健康づくり係（

問合せ

847-8438

2

障害福祉テーマパーク 子ども縁日など

3

ふれあいバザー どら焼きや手作り品の販売など

会

場

そよかぜの家（

846-5981）

847-0230

845-5610）

横浜矯正展

会

場

港南中央地域ケアプラザ
（ 845-4100 845-4155）

11月19日（日）開催

場

港南つくしんぼ保育園
（ 882-2940 882-2941）

時

引率ありで安心

スタート▶横浜刑務所▶取水庭公園▶ゴール（約1時間）
多少坂はありますが、比較的平坦で歩きやすいコースです。
う かい
迂回路もあるので、体力に自信のない人にもお勧め。

※ルートは笹下コースと同じです

引率者やほかの参加者と話しながら、
楽しく一緒に歩きましょう。

き

● 久良岐コース（約6km）
スタート▶笹野橋公園▶久良岐公園▶ゴール（約2時間）
坂道や階段がある、歩きがいのあるコースです。

集合時間
対

集合・受付（スタート・ゴール） 港南ふれあい公園
（地下鉄港南中央駅下車）

対

象

象

申込み

8時45分〜9時15分 ※ゴール受付は12時30分まで
計400人（先着）

申込み

当日直接受付へ ※荒天中止。開催の有無は当日8時から問合せを

問合せ

横浜市コールセンター（

664-2525

港南区ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

● ふれあいコース（約3km）

しゅすいてい

受付時間

◆

みんなで歩こう「港南ふれあいウォーキング」

● 笹下コース（約3km） 申込み不要！当日気軽に参加したい人へ

ら

◆

2日間開催

家族や友人と区内を楽しく歩いてみませんか？ ぜひご参加ください。また、今年もスタンプラリーを行います。お楽しみに！

く

1

11月4日（土）
・5日（日）
9時30分〜15時
会 場 横浜刑務所、横浜少年鑑別所
（ 842-0040 846-9162）

保育園で遊ぼう！ カプラや絵の具遊びなど

会

4

刑務所作業製品の販売や施設見学など
日

4

2 3

横浜少年鑑別所、
横浜刑務所

1 南台小

◆

港南
ふれあい
公園

1

区役所

1

血管年齢測定など健康チェックができます。
区医師会の無料健康相談など、一部は13時から開催です。

区役所1階区民ホール

地下鉄ブルーライン

港南
警察署

区役所青少年育成担当（ 847-8396 842-8193）
※当日は、横浜市コールセンター（ 664-2525 664-2828）
へ

問合せ

1

港南中央駅

664-2828）

8時45分
100人（抽選）
11月1日
（消印有効）
までに
はがき か Eメール に住所・氏名・電話番号を
書いて、港南ふれあいウォーキング実行委員
会事務局（〒233-0003 港南4-2-10、
kn-fureaiwalk@city.yokohama.jp）へ

※手話通訳などが必要な人は11月1日までにご連絡ください。ふれあいコース希望の場合は申込み時に併記してください

平成30年4月から保育所等の入所を希望する皆さんへ

利用案内・申請書の配布と申込みを開始
認可保育所や認定こども園（保育所部分）、家庭的保育事業、
小規模保育事業等を利用する場合
▶ 横浜市認定・利用調整事務センターへの申請が必要です
■ 利用案内・支給認定申請書等の配布
配布開始日 10月13日（金）※雇用証明書のみ区役所で10月2日（月）から
配布場所 区役所4階40番窓口、行政サービスコーナー、認可保育所ほか
※こども青少年局ホームページからダウンロードできます
※マイナンバーカードを用いた電子申請はできません

■ 申込（申請）方法

専用封筒（申請書に添付）で郵送してください。

申請期間 10月13日（金）〜11月6日（月）消印有効
※市外保育所を希望する場合や障害児の入所は、居住区の
区役所にご相談ください

■ 説明会・個別相談会

当日直接会場へお越しください。

地域を走って
みんなで元気！

港南区健康ランニング大会
参加者募集 11月1日から先着順

種目など詳細は、区役所や区内
の行政サービスコーナー、地区セ
ンターなどで配布しているリーフ
レットをご確認ください。区ホー
ムページにも掲載しています。
第39回港南区健康ランニング大会

検索

● 横浜マラソン2018のチャレンジ枠あり！
（予定）

10.61km種目に参加した区内在住・在勤・在学の希望者のうち男
女上位入賞者に、平成30年開催の横浜マラソン2018（フルマラソン）
への出走権の付与を予定しています。
日

時

平成30年1月7日（日）8時〜12時 ※雨天決行

日時

10月13日（金）10時〜、14時〜

場

所

野庭中学校（スタート・ゴール）及び周辺の周回コース

会場

区役所6階

対

象

小学4年生以上、ファミリーの部は小学1〜3年生と保護者

費

用

小・中・高校生800円、一般1,800円、ファミリー1,200円

定員

各100人（先着）

幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の利用を希望する場合
▶ 希望する園へ直接願書を提出してください。入園が内定した後、
園から「子ども・子育て支援制度支給認定申請書兼利用施設届出
書」を受け取り、手続をしてください。
問合せ

区役所保育担当（

847-8498

842-0813）

申込み

11月1日10時から電話（0570‐550‐846）、
インターネット（ http://spoen.net/72052/a）等
※申込みには別途手数料がかかります

問合せ

区役所区民活動支援係（

847-8395

842-8193）
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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

今年も開催！ わくわくあったかフェア

小さくてかわいい
がま口キーホルダー

「ひだまりあったかい社」では、毎
年秋に「わくわくあったかフェア」を
開催しています。
がま口キーホルダーなどの自社製
品や、クッキーなど他の作業所製品、
雑貨や衣料品など地域からの提供品、
新鮮野菜や軽食の販売を行います。
地域の皆さん、ぜひお越しください。

11月19日（日）10時〜14時30分

日時
会場

地域作業所 ひだまりあったかい社
（港南台1-10-8 ・ 833-3045）

当日のボランティアや
バザー品を募集中！

問合せ

第 6回

丸山台いちょう坂ハロウィン2017
商店街のお店あちこちでお菓子がもらえ
る「商店街トリックオアトリート」や連動企画
のスタンプラリー、仮装コンテストなどを実
施。商店街がハロウィン一色に染まります！
※ 野庭団地ショッピングセンターでも同時期に開催予定されます
日

時

10月29日（日）10時30分〜16時30分
※雨天の場合は商店街トリックオアトリートのみ実施

会

場

丸山台いちょう坂商店街（丸山台1〜4丁目）
※地下鉄上永谷駅下車、駐車場はありません
商店街事務局 いちょう坂カフェ（

355-0319）

港南区まちゼミ 11月6日（月）〜11月30日（木）開催！
昨年大好評のお役立ち講座「まちゼミ」を今年も開催します。
区内商店主による講座の内容・日程を記載したチラシは、10 月
中旬から区役所などで配布予定です。
詳しくはFacebookへ
問合せ

区役所地域運営推進係（

847-8391

検診名など

842-8193）

NPO法人
「地域作業所 ひだまりあったかい社」

医療的ケアなどが必要な重度の障害のある
人が、家庭環境から一歩外に踏み出し、個性を
生かしながらいろいろな体験をしています。
自主製品の制作や区役所などでの販売、アル
ミ缶回収、アロマテラピー、音楽療法などを
行っています。
みんなで支え合いながら社会参加への喜びを感じること、地域からも信頼
される心温かい場所であることを目指しています。

区役所障害者支援担当（

10月はハロウィンで
盛り上がろう！

問合せ

運営しているのは ココ！

847-8459

845-9809）

■ 親子でエクササイズ
11月16日（木）10時〜11時30分
港南スポーツセンター 1〜3歳児と
保護者30組（先着） 10月23日10時
から電話で港南台第二保育園（ 8323309 832-3198、10時〜16時）へ
■ あそびにおいでよ！
こどもフェスティバル 秋
11月1日
（水）10時15分〜12時 野
庭中央公園（バス停野庭中央公園前
下車）※雨天の場合は11月2日
（木）両
日雨天の場合は中止 未就学児と保
護者 当日直接会場へ 野庭第二
保育園（ 849-1700 842-9546）
■こどものアレルギー疾患講座
アトピー性皮膚炎を中心に
〜予防と生活の工夫
こども医療センター医師による講話
10月30日（月）10時〜11時30分
区役所6階 区内在住の人40人（先
着） 10月11日9時から電話で区役所
こども家庭係（ 847-8412 842-08
13）へ 2歳以上の未就学児10人（先
着）、申込時に予約を

日時・会場など

相談
赤ちゃん・子ども

一般精神保健相談

予約制

10月12日
（木）
・25日
（水）、11月7日
（火）
・9日
（木）14時〜17時
区役所4階

高齢者
精神保健相談

予約制

10月11日
（水）、11月8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

第 6回

■ 食品衛生責任者等講習会
食中毒予防など食品衛生の講習
①10月30日
（月）②11月21日
（火）③
12月7日
（木）14時〜15時30分 ①区
役所4階 ②③区役所6階 区内飲食店
等に勤務している食品衛生責任者など
各30人（先着） 10月11日8時45分か
ら電話で区役所食品衛生係（ 847-84
44 846-5981）へ
■ 弁護士による身近な法律講座
①相続の基礎②成年後見制度
①10月25日
（水）②11月8日
（水）14時
〜16時 区役所6階 区内在住・在勤
の人各20人（抽選） 10月20日までに
電話か直接またはファクスに
と
希望回（複数回可）を書いて区役所広
報相談係（ 847- 8321 846-2483）
へ ※落選したときのみ、10月23日まで
に電話で連絡
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
10月19日
（木）、11月2日
（木）10時〜
11時 ※荒天中止 港南台中央公園
（JR港南台駅下車） 当日直接会場へ
中央図書館サービス課（ 262-00
50 231-8299）

申込み

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

10月30日
（月）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） 10月11日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
10月18日
（水）13時30分〜15時
区役所3階（健診・検査フロア）
（ 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）
11月6日
（月）9時〜10時45分
区役所3階（健診・検査フロア）
40歳以上55人（先着） 胸部Ｘ線撮影：680円

10月12日〜23日に電話で区役所健
康づくり係（ 847-8438、8時45分
〜17時）へ

がん 検 診

音声による通話が難しい人は、
ファクス申込みも可。氏名、
ファクス番号、生年月日、直近の肺がん検診受診時期を書いて区役所健康づくり係（

胃がん検診

予約制

11月28日
（火）9時〜11時15分
区役所6階
40歳以上40人（先着） 胃部Ｘ線撮影：1,570円

846-5981）へ

10月19日〜11月8日に電話で結核予
防会（ 251-2363、9時〜12時 ※
土・日曜日、祝休日を除く）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

