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今月お知らせしたい情報を掲載しています

出場チーム
募集！
こうなん

KOUNAN STREET DANCE
CONTEST（KSDC）2018
ストリート

ダンス

子どもも大人も
みんなで楽しく！

コンテスト

小・中学生とその家族向けのウォーキングイベントです。全 3コー
スから好きなコースを選んで、青少年指導員と一緒にゴールの港南
ふれあい公園を目指しましょう。

「KOUNAN STREET DANCE CONTEST」は、高 校 生 が自ら
企画・運営し、毎年ハイレベルなパフォーマンスが繰り広げられて
いるダンスコンテストです。プロダンサーの審査により順位を決定。
優勝チームには賞状・トロフィーと記念品を贈呈します。今年も出
場チームを募集します。
エントリー
条件

市内在学・在住の人を1人以上含む、小学生・中学生・高校
生チーム ※1チーム2〜8人

申込み

1月15日までにKSDC2018公式ホームページから申込
み（エントリー料無料）の上、動画を提出
※演技時間は3分以内。ビデオ審査による予選会を実施
※本選出場チームは、1月28日ホームページ上で発表予定

①Ｕ-15（小・中学生）の部：3月24日（土）13時30分〜17時
②高校生の部：3月25日（日）13時30分〜17時
※いずれも13時開場

時

対

象

中学生以下（小学3年生以下は
保護者または引率者同伴）
※家族も一緒に参加できます

費

用

100円（保険料・軽食代含む）
1月31日までに申込書（区役所ほか
で配布）を郵送または直接、区青少年指導員協議会事務局
（〒233-0003 港南4-2-10 区役所青少年育成担当内）へ

集合場所

Ａコース：元気に歩こう！

会場 区民文化センターひまわりの郷

かながわ平和祈念館
（京急・地下鉄上大岡駅下車）8 時 45 分集合

（京急・地下鉄上大岡駅下車）
詳細・申込みはこちら
KSDC2018公式ホームページ
http://www.himawari-sato.com/
ksdc2018/
問合せ

3月4日（日）8時45分〜13時
（Ｃコースは9時30分から）
※小雨決行

日

申込み

● 迫力満点の本選ステージにぜひご来場ください

日時

港南ひまわりウォーク
参加者募集

Ｂコース：緑の中を歩こう！
地下鉄上永谷駅北側コンビニ前広場

Ｃコース：日下フォトラリーウォーク

高校生の部
昨年度優勝チーム「ViA」

港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車）9時30分集合

KSDC事務局（ 848-0800 848-0801）
区役所青少年育成担当（ 847-8396 842-8193）

平成30年
4月1日採用

8 時 45 分集合

問合せ

区役所青少年育成担当（

847-8396

842-8193）

区内の公共施設で働く嘱託員を募集します

●募集案内（申込書）は、下記期間に区役所窓口、区内行政サービスコーナーで配布、または区ホームページからダウンロードできます
●雇用期間は平成30年4月1日〜平成31年3月31日 ※勤務成績が良好な場合、年度単位で更新可（年齢制限あり）
詳しくは募集案内をご覧いただくか、お問い合わせください
募集職種（業務）

勤務時間等

賃金等（月給）

市民活動・生涯学習
支援センター嘱託員

7時間30分／日
（週30時間）
※ローテーション制

159，100円

応募資格

募集案内配布・応募期間

65歳未満

1月11日
（木）〜25日
（木）

（平成30年4月1日現在）

問合せ

（土・日曜日、祝休日を除く）

区役所区民活動支援係
（ 847-8394 842-8193）

※勤務時間等・賃金等はいずれも29年度実績。月給のほかに、通勤手当相当分及び期末手当相当分を支給

市立保育園のアルバイト登録も随時受け付けています
業務内容
問合せ

保育士、時間外保育（朝・夕）、調理員
区役所運営担当（

847-8410

応募要件

おおむね20歳以上 ※保育士・幼稚園教諭など資格保持者優遇

842-0813）

冬は餅つき！ 野庭団地でつきたてのお餅を食べよう
● 子ども向け餅つき体験イベント

野庭団地ショッピングセンターで、子ども向け餅つき体験イベントが開催されます。
餅つきのほかに、子どもたちが楽しめる輪投げコーナーなどもあり、9月に開催さ
れた商店街プロレスに引き続いて、プロレスラーも来場します。
餅つき体験に参加した先着100人の子どもには、つきたてのお餅をプレゼントし
ます。
日

時

2月4日（日）10時〜14時 ※雨天決行

会

場

野庭団地ショッピングセンター（バス停 野庭中央公園下車）

問合せ

野庭団地ショッピングセンター センター会（
問合せ

843-5515）

区役所地域運営推進係（

847-8391

842-8193）
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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

おいしいと評判の
クッキー＆パウンドケーキはいかがですか
「かるがもの家」で作っているパウンドケーキ 4 種類とクッキー 5 種類
は、利用者の皆さんが計量から仕込み、形成、焼成、包装と、一つひと
つの工程を丁寧に行っています。
安心できる素材を使い、オリジナルのレシピで作るお菓子は、たくさ
んの皆さんから「おいしい」とうれしい声をいただいています。
駅や地区センターの定期販売以外に、地域のイベントにも参加して
います。ご注文に応じて詰
め合わせもできますので、
ご進物などにも、ぜひご利
用ください。
問合せ

問合せ

■ 里親制度説明会
親元で育つことのできない子どもを受
け入れ 、愛情を持って育ててくれる里
親家庭を募集。短期間でも歓迎
1月24日
（水）10時〜11時30分 区
役所6階 前日までに電話で南部児童
相談所（ 831-4735 833-9828）へ
■ 健康講話
「毎日の生活から始める健康づくり」
2月3日（土）13時30分〜15時30分
※13時受付開始 区役所6階 120
人（先着） 当日直接会場へ 区役所
健康づくり係
（ 847-8438 846-5981）
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
1月11日・25日、2月8日 いずれも木
曜日 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
（ 262-0050
231-8299）

運営している
のはココ！

NPO法人
「こころの健康を考えるかるがも会」

精神に障害のある人の自立と社会参加を援助するほか、精神
障害についての知識の普及啓発活動などを行っています。現在
「 か るが も の 家 」・「 パ ステ
ル」の2か所の事業所と、2つ
のグループホームを運営して
います。
「かるがもの家」では、利
用者の皆さんが社会性やコ
ミュニケーションスキルなど
を身に付け、自立や就労がで
きるよう、日々活動に取り組
上大岡駅での販売活動
んでいます。

かるがもの家
（港南台9-28-3、
479-5572）

区役所障害者支援担当（

■ 予防が大切！脳卒中
〜早期発見・早期治療が決め手！
治療や予防についての専門医による講話
2月1日
（木）14時〜16時 区役所6
階 区内在住の人100人（先着） 1月
11日9時から電話かファクスに
を書いて区役所高齢者支援担当（ 847
-8418 845-9809）へ
■ 重症心身障害児者の方への支援を
考える 〜介護者のお話、支援者のお話
2月10日
（土）10時30分〜12時 区
役所6階 当日直接会場へ 区役所
障害者支援担当（ 847-8459 8459809）
■ 無料口腔がん検診
2月1日
（木）14時〜16時 区役所3
階（健診・検査フロア） 区内在住の
40歳以上20人（抽選） 1月20日 ま
でに に
と性別・生年月日を書
いて区役所健康づくり係口腔がん検
診担当（〒233-0003 港南4-2-10、
847-8438 846-5981）へ 浅川歯科
医院（ 845-1474）

相談

検診名など

第9回

847-8459

845-9809）

4 月 1日からの保育所等利用の

二次申請 は 2 月 9日（金）までです
4月1日から保育所等の利用を希望する場合で、一次申請に間に
合わなかった人などは、2月9日までに申請書を居住区の区役所
へ持参（17時まで）
または郵送（必着）
してください。
※ 申請書は区役所 4 階 40 番窓口や行政サービスコーナーで配布している
ほか、こども青少年局ホームページからもダウンロードできます
※ 郵送の場合には、宛名を「保育施設・事業（2 号・3 号認定用）二次申込」
とし、必ず居住区の区役所に送付してください
区役所保育担当（

日時・会場など

847- 8498

842-0813）

申込み

赤ちゃん・子ども

がん 検 診

一般精神保健相談

予約制

1月11日
（木）
・24日
（水）、2月6日
（火）
・8日
（木）14時〜17時
区役所4階

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

乳幼児歯科相談

予約制

1月12日
（金）13時15分〜15時
未就学児と保護者

電話で区役所こども家庭係
（ 847-8410 842-0813）へ

なかよしブラッシング

予約制

離乳食教室

予約制

胃がん検診

予約制

区役所3階（健診・検査フロア）

1月25日
（木）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） 1月11日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
1月31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）
3月16日
（金）9時〜11時15分
西洗・港南プラザ自治会館（日限山4 -10-2）
40歳以上40人（先着） 胃部Ｘ線撮影：1,570円

2月7日〜27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

