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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

港南台地区センター

永谷地区センター

港南地区センター

〒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）

〒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）

〒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）

■ 親子で作る
クリスマスパーティーデザート
12月16日
（土）9時30分〜12時30分
小学生と保護者12組（先着） 1,500
円 11月13日13時から電話か直接施
設へ

■ 華やか！
「クリスマス・新春の寄せ植え」
12月1日（金）10時〜12時 20人
（抽選） 2,000円 11月25日までに
に
と年齢を書いて施設へ
■日本の食卓「ワンプレートおせち」
12月12日（火）10時〜13時30分
16人（先着） 2,000円 11月15日13
時30分から電話か直接施設へ
■ クリスマスコンサート
（親子向けイベント）
区民文化センターひまわりの郷と共催
12月2日（土）14時から 当日直接
施設へ
■ 日本の食卓
「挑戦！年越し蕎麦を打つ」
12月6日（水）10時〜13時 16人
（抽選） 1,500円 11月25日までに
に
と年齢を書いて施設へ

■ ダンスフェスタ
12月10日（日）13時30分〜16時
200人（先着） 当日直接施設へ
■ がやがやフェスタ
キャンドルナイトやコンサート
12月9日（土）13時〜18時 200人
（先着） 当日直接施設へ
■ プロのナレーターが教える！
声を届ける！相手に伝わる読み方教室
12月16日（土）13時〜15時 高校
生以上10人（先着） 400円 11月
11日13時から電話か直接施設へ
■ 薬膳料理教室
12月14日（木）10時〜13時 18歳
以上16人（先着） 900円 11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）

■ 設立20周年記念 クリスマスコンサート
12月9日（土）14時から 250人（小
学2年生以下は保護者同伴）
（先着）
11月13日10時から電話か直接施設へ
■ クリスマスケーキ作りにチャレンジ！
12月17日
（日）10時〜12時 小・中
学生12人（小学1・2年生は保護者同
伴）
（ 抽選） 500円 12月3日までに
に
と学年、保護者氏名を書い
て施設へ
■ 子ども書道教室
「干支の書カレンダー」
を作ろう
12月23日（祝）①11時〜12時②13
時〜14時③14時〜15時 ①②1歳6
か月以上の未就学児と保護者各10組
③小・中学生10人（小学1・2年生は保
護者同伴）
（抽選） 300円 12月9日
までに に
と年齢、保護者氏名、
①②③の別を書いて施設へ
■ ≪上永谷コミュニティハウス合同事業≫
写真大募集！フォトギャラリー
「ヨコハマ観光スポット＆自由テーマ」
展示期間：11月25日
（土）〜30年3月
25日（日） 30点（先着） 11月25日
10時から申込書を直接施設へ ※額に
入れた写真持参
え

と

横浜南税務署からのお知らせ
平成29年分 個人の決算説明会
白色：12月5日
（火）
青色：12月6日
（水）
・7日
（木）
＜不動産所得＞10時〜12時
＜事業所得＞13時30分〜16時
会場：横浜南税務署
（金沢区並木3-2-9）
横浜南税務署（

789-3731）

そ

ば

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）

■ 健康ウォーキング！
「横須賀の海と史跡を巡り、幕末の
歴史を知る」
（全2回）
11月22日
（水）、12月20日
（水）9時〜
13時 横須賀・久里浜周辺（現地集合）
18歳以上15人（先着） 1,000円
11月11日10時から電話か直接施設へ
■ ダンスフェスタ in 野庭
11月26日（日）13時〜16時 200
人（先着） 当日直接施設へ ※上履き
持参
■ 健康料理教室「乳製品を使って
おいしい和食を作りましょう！」
12月13日（水）10時〜13時 18歳
以上18人（抽選）※乳・卵アレルギー
の人は不可 500円 11月28日まで
に に
と年齢を書いて施設へ
■ 話題の映画を観よう！
上映作品：
「母と暮せば」
12月15日（金）12時30分〜15時
18歳以上50人（先着） 11月24日10
時から電話か直接施設へ
み

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■ 子ども服交換会 〜秋冬物限定
11月12日（日）13時〜14時30分
当日直接施設へ ※新品同様の中古服
持参
■ お楽しみクリスマス会
12月7日（木）10時〜11時30分 1
〜 3 歳 の 子と保 護 者 3 0 組（ 先 着 ）
300円 11月11日9時から電話か直接
施設へ
■ おはなしの風
①11月17日
（金）②12月1日
（金）10時
30分〜11時 ①未就学児と保護者②
0・1歳の子と保護者 当日直接施設へ

日下地域ケアプラザ
〒234-0052
843-3555

笹下3-11-1
843-2400

■ 冬のおはなし会
12月12日（火）10時30分〜11時30
分 未就学児と保護者30組（先着）
100円 11月14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
12月17日（日）10時〜14時 20点
（先着） 部品代実費 11月11日9時
から電話で施設へ

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

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

■ 若年性認知症 港南区のつどい
「みなとみな」
12月10日
（日）9時30分〜12時 若
年性認知症と診断された人の家族15
人（先着） 100円 11月11日9時か
ら電話で施設へ
■ 南部病院健康教室「いざというとき
どのように行動するか」
救急診療科医による講話
12月2日
（土）14時〜15時30分 50
人（先着） 11月11日9時から電話か
直接施設へ
■ 認知症家族のつどい
11月16日（木）10時30分〜12時
家族を介護している人15人（先着）
11月11日9時から電話か直接施設へ
■ 子育てサロン ぴょんぴょん
毎月第2水曜日 10時〜11時30分
未就学児と保護者 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

■ もちつき大会＆バザー
お餅の配布（1人1パック。無くなり次第
終了）やバザー、豚汁の販売など
12月3日
（日）11時〜13時30分 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

■ 冬のお気軽リサイクル市
子どもの玩具、服、靴、本など
11月15日
（水）9時30分〜12時30分
当日直接施設へ
■ 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
未就学児と保護者 当日直接施設へ

野庭地域ケアプラザ
〒234-0056
848-0111

野庭町612
848-0106

■ 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
11月23日（祝）13時30分〜15時
100円 当日直接施設へ
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東永谷地域ケアプラザ

上永谷コミュニティハウス

港南台コミュニティハウス

〒233-0011 東永谷1-1-12
826-1097
826-1071

〒233-0012 上永谷4-12-14
・ 843-8950
休館：水・金曜日

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

〒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）

■ お正月を写そう！
12月3日
（日）10時30分〜12時 20
人（先着） 300円 11月11日9時30
分から電話か直接施設へ
■ クリスマスコンサート
12月10日
（日）13時30分〜14時30分
50人（先着） 11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）
11月23日
（祝）10時30分〜11時30分
0〜3歳の子と保護者15組（先着）
当日直接施設へ

■リボンレイのminiクリスマスリース
12月4日
（月）14時〜16時 18歳以
上10人（先着） 1,200円 11月11日
10時から電話か直接施設へ
■ おやこで簡単！ブッシュドノエル
（切り株）
ケーキデコレーション
12月3日（日）13時30分〜15時 5
歳〜小学生と保護者10組（先着）
1,300円 11月11日10時から電話か
直接施設へ
■ クリスマススペシャル
おたのしみ人形劇
12月10日（日）11時〜11時50分
50人（先着） 11月11日10時から電話
か直接施設へ

■ 冬の事前受付教室
ヨガ、ピラティス、身体のメンテナンス、
背骨コンディショニング、姿勢コンディ
ショニング、歌声サロン、ベリーダンス、
トータルフィットネス、卓球、太極拳、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、
ジュニアヒップホップ
30年1〜3月 有料 11月25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ほかを
書いて施設へ ※詳細は問合せを 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、
抽選
■ 冬休み短期教室 鉄棒チャレンジ・
跳び箱チャレンジ
（全2回）
12月26日
（火）
・27日
（水）①9時30分
〜10時45分②11時15分〜12時30分
小学生各30人（先着） 1,000円
11月29日10時から電話か直接施設へ
■ 元 Jリーガーと★サッカー教室
12月26日（火）①13時15分〜14時
45分②15時〜16時30分 ①小学1〜
3年生②小学4〜6年生各20人（先着）
1,000円 11月28日9時から電話か
直接施設へ
■ 冬休みイベント
「カラーセラピー」
12月9日
（土）10時〜12時 16歳以
上20人（先着） 800円 11月13日9
時から電話か直接施設へ

■ 20周年東永谷地域ケアプラザ・東永
谷地区センター「ふれあいまつり」
模擬店やフリーマーケット、作品展など
11月11日
（土）
・12日
（日）10時〜14時
※12日は作品展のみ 当日直接施設へ

日限山地域ケアプラザ
〒233-0015 日限山1-66-55
827-1870
827-1872
こ

しょ

■ あい碁で将！
囲碁将棋サロン
毎月第1・3水曜日 13時〜17時 当
日直接施設へ
■ 宿題ルーム
祝日を除く毎週月・水・木曜日 15時
〜16時30分 ※中学生は17時まで
小・中学生 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

■ イチゴパフェ クリスマスコンサート
12月17日（日）11時〜12時 80人
（先着） 11月13日9時から電話か直
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
352-7177
352-7178
休館：第2火曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ 石けんデコパージュ体験
12月2日
（土）13時〜14時30分 小
学生以上15人（抽選） 600円 11月
24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
11月28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）

■ 初夏まで楽しむ！
「お正月の寄せ植え」
12月6日
（水）10時〜11時30分 18
歳以上12人（抽選） 1,200円 11月
24日までに に
を書いて施設へ
■ さくらんぼひろば
クリスマス飾りを作ろう
12月11日
（月）10時〜11時30分 未
就学児と保護者20組（先着） 200円
11月11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
〒233-0015 日限山2-16-1
・ 845-1155
休館：火・金曜日

日野南コミュニティハウス

■ 子ども折り紙教室
クリスマスリースを作ろう！
12月9日
（土）13時30分〜15時30分
4歳〜小学生20人（未就学児は保護
者同伴）
（先着） 200円 11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
〜包丁の研ぎ方
12月10日（日）10時〜12時 18歳
以上15人（先着） 300円 11月15日
9時から電話か直接施設へ
■ 無料法律相談
弁護士による相談会
12月2日
（土）13時30分〜16時30分
12人（先着） 11月11日9時から電
話か直接施設へ

〒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）

■ クリスマスを飾る寄せ植え
12月11日（月）10時〜11時30分
20歳以上16人（先着） 1,500円 11
月15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
11月22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
11月15日（水）10時30分〜11時
未就学児と保護者 当日直接施設へ

港南図書館
〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：11月20日
（月）

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 わい

■ 紙で作る可愛いクリスマス天使
11月28日（火）13時〜15時 20歳
以上10人（先着） 150円 11月11日
9 時から電話か直接施設へ
■ 子育て応援 学ぶ！遊ぶ！やかまし村
（全4回）
11月29日
（水）、12月20日
（水）、30年
1月10日（水）
・20日（土）10時15分〜
11時30分 開催日時点で1歳〜2歳6
か月の子と保護者10組（先着） 500
円 11月11日9時から電話か直接施
設へ
■ ちびっこお楽しみ人形劇
11月27日（月）10時30分〜11時30
分 5歳以下の子と保護者100人（先
着） 当日直接施設へ

■ おはなしひろばの会
11月11日
（土）、12月9日
（土）①14時
30分〜14時50分②15時〜15時30分
①3歳以上 ②小学生 当日直接施
設へ
■ おはなしくまさん
11月24日
（金）、12月8日
（金）①10時
〜10時20分②10時40分〜11時 ①
2歳以下の子と保護者②2〜4歳の子と
保護者 当日直接施設へ
■ おはなし・にこっと
11月26日（日）①14時30分〜14時
50分②15時〜15時30分 ①3歳以上
②5歳以上 当日直接施設へ
■ ママといっしょのおはなし会
by 金色ポケット
12月7日（木）①10時〜10時25分②
10時40分〜11時5分 4歳以下の子
と保護者 当日直接施設へ

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

港南スポーツセンター

港南区社会福祉協議会
〒233-0003
841-0256

港南4-2-8
846-4117

■ 港南区ボランティアフェスティバル
ボランティア団体の活動紹介や展示、
物品販売など
11月12日（日）12時〜15時30分
港南中学校体育館（地下鉄港南中央
駅下車） 当日直接施設へ
■ 善意銀行寄付者
（29年2月1日〜8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
有限会社グリーンプロスパー、石渡美
華、上大岡芸能友の会、野庭住宅地区
社会福祉協議会、港南区女性団体連
絡協議会、斎藤昭江、港南区民謡民舞
連合会、明るい社会づくり運動 港南区
協議会、株式会社清光社 石田哲三（順
不同、敬称略）ほか匿名希望3人
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地域子育て支援拠点 はっち

日野中央公園

〒234-0051 日野2-4-6
840-5882
848-0688
休館：祝休日、
日・月曜日

〒234-0053 日野中央2-2-1
846-4489
349-5530

■ 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〜
11月16日
（木）10時30分〜11時15分
妊娠中の人、0歳児の母親 当日直
接施設へ
■ 孫育て講座
〜知っておきたい今どきの子育て！
お孫さんとの時間を楽しむコツ
11月28日
（火）13時30分〜15時30分
これから孫を迎える人、孫のいる人
20人（先着） 11月11日10時から電話
か直接施設へ
■ パパday「papa'sくらぶ」
11月25日
（土）13時30分〜14時30分
未就学児と父親 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
①11月17日
（金）10時〜11時②11月
25日
（土）10時30分〜11時30分③11月
30日（木）10時〜11時④12月6日（水）
13時30分〜14時30分 ①東永谷地
域ケアプラザ②④はっち③野庭地域ケ
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
ゆめおおおか中央棟4階
848-0800
848-0801
休館：第3水曜日

■ 邦楽今昔絵巻 古典から現代まで
箏のコンサート
30年2月10日（土）16時〜18時
350人（先着） 3,500円 11月17日
10時から直接、
または同日14時から電
話で施設へ
■ フルート＆オーボエ
「デュオまるみや」presents!
〜キラキラ光る、2本の笛の世界
子ども向けのコンサート
30年2月10日（土）11時〜12時
320人（先着） 2歳以上500円 12
月8日10時から直接、または同日14時
から電話で施設へ
こと

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。

■ チビフラ＆ママフラ
11月16日（木）
・30日（木）17時〜18
時 港南スポーツセンター 5歳以
上の子と母親10人（先着） 当日直接
会場へ 下里（ 090-8900-5002）
■ こうなん民謡舞踊祭
〜芸能を愛する集い
12月3日（日）12時〜16時 かなが
わ平和祈念館（京急・地下鉄上大岡駅
下車） 100人（先着） 当日直接会場
へ こうなん文化交流協会民謡舞踊
部会の光里（ 843-3071 843-3008）
しも さと

み さと

港南台北公園 こどもログハウス

■ 港南区産野菜直売会
11月11日
（土）
・12日
（日）9時〜12時
当日直接施設へ
■「ハーバリウム」
を作りましょう
ドライフラワーをオイル入りボトルに
詰める
11月30日（木）10時〜11時30分
10人（先着） 2,200円 11月11日9
時から電話か直接施設へ
■ ラベンダーの
フレッシュクリスマスリース作り
12月5日
（火）10時〜11時30分 10
人（先着） 1,300円 11月11日9時
から電話か直接施設へ
■ フラワーアレンジメント
「アーティフィ
シャルフラワーのお正月飾り」
12月21日（木）10時〜11時30分
10人（先着） 3,000円 11月11日9
時から電話か直接施設へ

港南国際交流ラウンジ
〒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

■ 港南ラウンジ祭り
日本語で話そう 出場者募集
30年2月25日（日）10時30分〜12時
30分 区民文化センター ひまわりの
郷 日本語を母語としない人12組（抽
選）※個人・グループ・家族での参加
可 11月30日21時までに申込書（施
設で配布）に書いて直接またはファク
スで施設へ
■ 体験教室 戌の羽子板
12月7日
（木）13時30分〜15時30分
30人（先着） 1,000円 11月11日
9時から電話か直接施設へ
いぬ

横浜市南部病院
〒234-0054 港南台3-2-10
832-1111
832-8335

■ 市民公開講座「高血圧のはなし
〜副腎が原因かも?」
11月25日（土）14時〜15時30分
港南台ひの特別支援学校ホール（JR
港南台駅下車） 200人（先着） 当
日直接会場へ ※上履き持参

■ 港南台生き生きプレイパーク
竹林まつり
竹林や手作り遊具などで遊ぼう。すい
とんもあり
（わん・箸持参）
11月26日（日）10時〜15時 港南
台中央公園（JR港南台駅下車）※雨天
の場合は12月3日（日） 当日直接会
場へ 管理運営委員会の岡野（ 090
-9014-3636）
■ 家事家計講習会
①11月17日（金）10時15分〜12時
②11月25日（土）13時45分〜15時30
分 ①日野南地域ケアプラザ②消費
生活総合センター（京急・地下鉄上大
岡駅下車） 各30人（先着） 400円
11月11日9時から電話またはファク
スに
と①②の別を書いて横浜友
の 会 南 方 面リーダ ー の 合 田（ ・
352 -7550）へ 未就学児、300円、申
込時に予約を
ごう

だ

〒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）

■どんぐり工作
ストラップを作ろう
11月20日
（月）〜26日
（日）10時〜16
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
12月5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
11月16日（木）11時〜11時30分
未就学児と保護者 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
826-0700
826-0749
休館：火曜日
（祝休日の場合は翌日）

■ 舞岡野菜も使った
おもてなし料理教室
12月2日
（土）10時〜12時30分 18
人（先着） 2,000円 11月11日9時
から電話で施設へ
■ サロンコンサート
12月17日
（日）14時〜16時 100人
（先着） 【前売り券】1,000円、中学生
以下500円 ※当日券あり 11月26日
9時から電話で施設へ

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）

■ 竹細工 〜ミニ門松
12月9日（土）
・10日（日）9時30分〜
12時 各20人（小学生以下は保護者
同伴）
（先着） 800円 11月25日9時
から電話か直接施設へ
■ わら細工 〜正月飾り
12月9日
（土）
・10日
（日）13時〜15時
各20人（小学生以下は保護者同伴）
（先着） 500円 11月25日9時から
電話か直接施設へ

■あそび・隊！とあそぼう！拡大版
〜おやこで楽しむクリスマス
12月16日（土）10時〜11時30分
ウィリング横浜6階（京急・地下鉄上大
岡駅下車） 2歳以上の子と保護者35
組（先着） 600円 11月16日から電
話であそび・隊！の橋本（ 090-54386035）へ
■ 港南茶会 一服のお茶で心のいやしを
11月26日（日）10時〜15時 かな
がわ平和祈念館（京急・地下鉄上大岡
駅下車） 1,500円 当日直接会場へ
こうなん文化交流協会茶道部会の
安藤（ ・ 845-1325）
■ プロの演技を楽しむ
〜錦秋のダンスパーティー
12月4日（月）16時〜20時 港南ス
ポーツセンター
1 5 0 人（ 先 着 ）
1,500円、協会員500円 当日直接会場
へ こうなん文化交流協会ダンス部会
の吉浦（ 080-3421-7744）

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（全2回）
①パソコン＆Word・Excel入門 ②Excel
初級 ③Excel中級
①12月11日（月）
・12日（火）②12月
16日
（土）
・17日
（日）③12月23日
（祝）
・
24日（日）10時〜15時30分 女性各
12人（先着） 10,800円（免除制度あ
り） 11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
■ パパのホンネで座談会
12月10日（日）10時〜12時 未就
学児の父親20人（先着） 11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）

■ 落ち葉堆肥を作ろう
12月4日（月）13時30分〜15時30分
20歳以上20人（抽選） 300円
11月20日までに直接または かファ
クスに
を書いて施設へ
■ 美しい庭づくり〜樹木の剪定（初級）
12月8日
（金）13時30分〜15時30分
20歳以上25人（抽選） 300円
11月24日までに直接または かファ
クスに
を書いて施設へ
せん てい

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）

■初級水泳教室（全8回）
30年1月16日〜2月8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
12月5日までに直接施設へ
■中級水泳教室（全10回）
30年1月10日〜3月14日の毎週水曜
日 10時〜12時 4泳法各100ｍ以上
泳げる人20人（先着） 8,200円 11
月15日から費用を添えて直接施設へ

■ 少年の学び場“Yokohama
ちゃれんじゃーず冬休み活動”
自然体験活動（野外活動、星座観察、
森林ゲームなど）
12月26日
（火）〜28日
（木） 横浜市
少年自然の家「赤城林間学園」
（ 群馬
県） 小学3年生〜中学生20人（抽選）
中学生17,000円、小学生15,000円
11月30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
学年を書いて港南区レクリエーション
協会の安藤（〒234-0054 港南台2-2-91008、 ・ 832-2768）へ
■ 港南区「街の先生」の会フェスタ
①ギャラリー展示 ②ステージ発表
①11月24日
（金）〜29日
（水）11時〜
17時 ※最終日は16時まで②11月25日
（土）13時〜15時10分 ※12時30分開
場 区民文化センターひまわりの郷
②381人（先着） 当日直接会場へ
吉岡（ 843-6540 843-6546）

