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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
〒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（祝休日の場合は翌日）

■ 春のコンサート 落語と津軽三味線を
主としたコンサート
4月15日（日）13時30分〜15時
200人（先着） 当日直接施設へ ※室
内履き持参
■ 思い出バスに乗りませんか？
駄菓子付き
昭和の歌で思い出を振り返ろう
5月8日
（火）13時〜15時 20人（小
学2年生以下は保護者同伴）
（先着）
300円 4月11日13時から電話か直
接施設へ
■ 歴史を知って永谷をもっと好きになろう！
ふるさと永谷の昔を歩く
（全2回）
5月10日
（木）、6月14日
（木）9時30分
〜12時 20人（先着） 600円 4月
11日13時から電話か直接施設へ
■ 母の日にクッキーを作ろう
子どもクッキー作り教室
5月13日（日）10時〜13時 6歳〜
中学生15人（小学2年生以下は保護者
同伴）
（先着） 600円 4月11日13時
から電話か直接施設へ

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）

■ 歌って楽しい！音楽健康教室（全5回）
5〜7月の祝日を除く毎月第1・3木曜
日 13時〜14時30分 50歳以上15人
（先着） 1,500円 4月11日10時か
ら電話か直接施設へ
■ 春のカラオケ大会
5月19日
（土）13時〜15時30分 20
歳以上16人（先着） 500円 4月12
日10時から電話か直接施設へ
■「はじめての英会話」講座（初級編）
（全6回）
5月25日〜6月29日の毎週金曜日 10
時〜11時15分 20歳以上10人（抽
選） 5,000円 5月2日までに に
と年齢を書いて施設へ
■ 春だ！男の料理教室
男性講師による、男性のための料理教室
6月6日（水）10時〜13時 20歳以上
の男性12人（抽選） 800円 5月19日
までに に
と年齢を書いて施設へ

港南台地区センター

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）

■ 超初心者の女性マージャン教室（全10回）
5〜9月の毎月第2・4金曜日 13時〜
15時 20歳以上の女性16人（抽選）
4,000円 4月25日までに に
と
年齢を書いて施設へ
■ 横浜野菜で作る
「春のランチプレート」
5月22日
（火）10時〜13時30分 16
人（抽選） 1,500円 5月10日までに
に
と年齢を書いて施設へ
■ 杉田梅で仕込む「梅酒作り」
5月28日
（月）10時〜12時 15人（抽
選） 3,000円 5月18日までに に
と年齢を書いて施設へ
■ ラッコちゃん劇場
絵本の読み聞かせ・手遊び・ランチ交流
4月〜31年3月の8月と1月を除く毎
月第2木曜日 11時〜13時 未就学児
と保護者20組（先着） 当日直接施設
へ ※ランチ交流は弁当持参

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）

■ 生活を彩る季節の植物とハーブ講座
コケ
〜苔テラリウム・ハーバリウム・
壁掛け多肉植物を作ろう
（全3回）
5・7・9月の第2木曜日 9時30分〜11
時30分
2 0 歳以上 1 6 人（ 抽 選 ）
4,000円 4月26日までに に
と
年齢を書いて施設へ
■ 感謝を贈ろう！
「母の日」
フラワーアレンジメント
5月12日
（土）13時〜15時 小学生
16人（1・2年生は保護者同伴）
（ 抽選）
800円 4月28日までに に
と
学年、同伴保護者氏名を書いて施設へ
■ 自分でできる住まいのお手入れ
〜風呂敷活用・壁紙貼り替え・大工道具の
使い方・鉢植えカバー作り
（全3回）
5〜7月の毎月第3土曜日 10時〜12
時 20歳以上16人（抽選） 1,000円
5月5日までに に
と年齢を書
いて施設へ
■ おはなしの森
手遊びや読み聞かせなど
4月19日（木）11時〜11時30分 未就学
児と保護者15組（先着） 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

〒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）

■ 親子・夫婦で参加する
「遺言・相続」
セミナー
行政書士による遺言書の話
5月13日
（日）10時〜11時30分 20
人（先着） 4月11日13時から電話か
直接施設へ
て ご
■ 家庭で楽しむ手捏ねパン
（全3回）
5〜7月の毎月第3水曜日 9時30分〜
12時30分 18歳以上12人（先着）
4,500円 4月11日13時から電話か直
接施設へ

野庭地域ケアプラザ

野庭地域ケアプラザ
〒234-0056
848-0111

野庭町612
848-0106

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
4月12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
■ ママと子のおしゃべりサロン
子育てについて話し合い、ママ友を作ろう
4月24日（火）10時〜11時30分 1
〜3歳の子と保護者 100円 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
4月26日（木）13時30分〜15時
100円 当日直接施設へ

〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

■ 卓球サロン
祝休日を除く毎週火・金曜日 17時
〜19時 当日直接施設へ（小学生以
下は保護者同伴）※上履き持参。指導
者はいません

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

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

港南4-2-7
845-4155

■ どれみの森のお友達 どんぐり
（全10回）
親子で音楽遊び
①6月〜31年3月の毎月第1金曜日 ※
1月のみ第2②5月〜31年3月の8月を除
く毎月第2金曜日 10時30分〜11時30
分 4月1日時点で1歳の子と保護者各
20組（抽選） 4,000円 4月20日まで
に に
と子の氏名（ふりがな）
・
生年月日、①②の別を書いて施設へ
■ どれみの森のお友達 くれよん（全10回）
親子で音楽遊び
5月〜31年3月の9月を除く毎月第4
月曜日 10時30分〜11時30分 4月1
日時点で2・3歳の子と保護者20組（抽
選） 4,000円 4月20日までに に
と子の氏名（ふりがな）
・生年月
日を書いて施設へ
■ はじめての囲碁教室（全10回）
5〜9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） 4月11日9時
から電話か直接施設へ
■ 大人のための絵本たいむ
宮沢賢治の童話を楽しむティーサロン
4月24日
（火）10時30分〜11時30分
20人（先着）※子の同伴可 200円
4月11日9時から電話か直接施設へ

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

■ 徹底解説
よくわかる有料老人ホーム講座
4月26日（木）13時30分〜15時 30人（先
着） 4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

■ 廊下ギャラリー
写真や絵画などの展示
4月11日
（水）から最長2か月
直接施設へ

〒233-0003
845-4100

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

■ 子育てサロン
「おひさまクラブ」
4〜9月の毎月第3月曜日 ※7・9月は
第2 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
4〜8月の毎月第4月曜日 10時〜11時
30分 ※当日9時に雨天の場合は中止
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
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港南台地域ケアプラザ

港南台地域ケアプラザ

〒234-0054 港南台3-3-1
834-3141
834-3145

■ 南部病院健康教室
前立腺がん〜検診受けていますか？
泌尿器科医による講話
5月5日（祝）14時〜15時30分 50
人（先着） 4月11日9時から電話か直
接施設へ
■ 1歳児子育て学級 すずめ（全8回）
5月15日
（火）
・22日
（火）
・29日
（火）、
6月9日（土）
・12日（火）
・19日（火）
・26
日
（火）、7月10日
（火）10時〜11時30分
6月9日は港南台地区センター 開
講日現 在 1 歳 の 子と保 護 者 2 4 組（ 抽
選） 1,600円 4月25日までに か
ファクスに
と子の氏名（ふりが
な）
・性別・生年月日・月齢、きょうだい
の有無を書いて施設へ
■ 港南台防災を考える会
5月1日（火）18時〜19時30分 30
人（先着） 当日直接施設へ
■うたカフェ
生伴奏に合わせて歌おう
5月19日（土）①11時〜12時30分②
14時〜15時30分 各35人（先着）
300円 4月19日9時から電話か直接
施設へ

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

■ 1歳児子育て学級
「ひよこくらぶ」春（全5回）
5月8日
（火）
・19日
（土）
・29日
（火）、6
月5日
（火）
・19日
（火）10時〜11時30分
4月30日時点で1歳の子と保護者20
組（抽選） 500円 4月26日17時ま
でにはがきを持って直接、または に
と子の氏名（ふりがな）
・性別・生
年月日、きょうだいの有無・年齢を書い
て施設へ

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

■ 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
かわい

こい

■ 木目込の可愛い鯉のぼり作り
4月23日
（月）13時〜15時 20歳以
上10人（先着） 1,500円 4月12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

／

港南台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

〒234-0054 港南台2-14-1
港南台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）

■ フラワーアレンジメント・
ハーバリウムを楽しむ
5月19日（土）13時30分〜14時30
分 18歳以上10人（抽選） 1,800
円 4月30日17時までに電話か直接
施設へ
■ 健康体操（全9回）
ロコモ体操やセラバンドを使った体操
5月7日〜7月9日の5月28日を除く毎
週月曜日 10時〜11時30分 50歳以
上28人（抽選） 1,500円 4月20日
21時までに電話か直接施設へ
■ 上大岡コミュニティハウスまつり
作品展示や発表会、即売など
4月21日（土）10時〜15時 当日直
接施設へ

桜道コミュニティハウス

・ 832-2320
休館：水・金曜日

■ 東京五輪種目となる
「空手道」体験教室
6月3日（日）10時〜12時 5歳〜小
学生と保護者15組、13歳以上6人（先
着） 500円 4月12日10時から電話
か直接施設へ
■ Aloha（愛の）
フラ・ハラウ フラダンス
入門（全8回）
5月24日〜7月12日の毎週木曜日 10
時30分〜12時 10人（抽選） 3,000
円 5月9日までに に
と年齢
を書いて施設へ
■ わくわく老後らくらく介護相続教室
〜知らないと損するお金と自宅の話
5月26日（土）
【 講座】10時〜11時30
分、
【個別相談】11時45分〜15時 30
人（先着） 4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

日野南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）

■ 桜道わくわく劇場
人形劇・パネルシアターを楽しもう！
5月14日（月）10時〜11時30分
未就学児と保護者20組（先着） 300
円 4月11日10時から電話か直接施
設へ
■ キッチンハーブの寄せ植え
5月15日（火）10時〜11時30分
18歳以上12人（抽選） 1,000円 4
月28日までに に
を書いて施
設へ
■ ネイルはじめてレッスン！
〜お手入れ法とネイルアート
5月24日
（木）13時〜15時 18歳以
上12人（先着） 500円 4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
日限山コミュニティハウス
・ 845-1155
休館：火・金曜日

■ 親子でダンス！
（全5回）
5月9日〜7月4日の隔週水曜日 10時
〜11時 2歳以上の未就学児と保護
者12組（先着） 1,000円 4月15日9
時から電話か直接施設へ
■ パラバルーンで遊ぼう〜あそび・隊！
5月24日
（木）10時〜11時30分 未
就学児と保護者30組（先着） 4月15
日9時から電話か直接施設へ

〒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）
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地域子育て支援拠点 はっち

〈区内〉
〒234-0051 日野2-4-6
地域子育て支援拠点
はっち

840-5882
848-0688
休館：祝休日、
日・月曜日、5月1日
（火）

■ プレパパ・プレママ・おじいさん・
もく よく
おばあさんのための初めての沐浴体験
5月19日（土）13時〜15時 第1子を
妊娠中の人と家族20人（抽選）※詳細
は4月19日までに問合せを
■ 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
4月17日（火）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
■ プラレールのへや
4月21日（土）10時〜12時、13時〜
15時 未就学児と保護者 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
①4月12日（木）②4月28日（土）13時
30分〜14時30分 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

■ やさしい短歌
〜日々の想いを31音に！
（全5回）
5〜7月の毎月第1・3火曜日 ※5月は
第3のみ 13時30分〜15時 20歳以
上10人（先着） 1,500円 4月11日9
時から電話か直接施設へ
■ くらしのお役立ち講座「包丁の研ぎ方」
5月12日
（土）10時〜12時 20歳以
上10人（先着） 400円 4月11日9時
から電話か直接施設へ
■ 初夏から晩秋まで楽しめる寄せ植え
5月14日
（月）10時〜11時30分 20
歳以上16人（先着） 1,500円 4月
16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
4月25日
（水）11時〜14時 ※時間内
出入り自由 当日直接施設へ

■ おはなしくまさん
4月13日
（金）
・27日
（金）①10時〜10
時20分②10時40分〜11時 ①2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
■ おはなしひろばの会
4月14日
（土）①14時30分〜14時50
分②15時〜15時30分 ①3歳以上の
未就学児②小学生 当日直接施設へ
■ おはなし・にこっと
4月22日（日）①14時30分〜14時50
分②15時〜15時30分 ①3歳以上②
5歳以上 当日直接施設へ

上永谷コミュニティハウス

港南国際交流ラウンジ

〒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

■ ズパゲッティでポーチを作ろう
5月27日
（日）10時〜12時 20歳以
上10人（先着） 600円 4月12日9時
30分から電話か直接施設へ
■ スポーツ吹き矢にチャレンジ！
（全2回）
5月8日（火）
・22日（火）13時〜15時
20歳以上10人（先着） 200円
4月12日9 時30分から電話 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

港南図書館

〈区内〉
〒234-0056 野庭町125
港南図書館
休館：841-5577
4月23日
（月）841-5725
休館：4月23日
（月）

〒233-0002 上大岡西1-6-1
〈区内〉
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

■ 外国人のためのパソコン教室（全6回）
基本操作やWord・Excelなどを学ぼう。
5月10日
（木）13時30分〜14時に説明会
5月17日〜6月21日の毎週木曜日 13
時30分〜15時 平仮名・片仮名が読
める外国人10人（先着）※日本人枠あ
り 3,500円 4月21日9時から電話
か直接施設へ

2018
（平成30）
年 4 月号

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

846-4117

■ 傾聴ボランティア養成講座（全4回）
6月の毎週木曜日 13時30分〜15時
30分 20人（抽選） 1,500円 4月
27日までに に
と年齢・志望動
機を書いて施設へ
■ こうなんふれあい助成金受付期間の
お知らせ
非営利の地域福祉推進事業の支援を
目的とした助成金。手引き・申込書は3
月28日から施設で配布
①4月10日（火）〜27日（金）②5月7
日（月）〜17日（木）10時〜16時 ※土・
日曜日を除く 直接施設へ
■ 善意銀行寄付者
（29年9月1日〜30年1月31日の受付分）
温かいご寄付、ありがとうございました
下永谷地区社会福祉協議会、神奈川
フードバンクプラス、港南区民謡民舞
連合会 会長 西條和夫、港南区クリス
マスチャリティコンサート実行委員会、
横浜市女性団体連絡協議会 会長 松
井佑子、野庭住宅地区社会福祉協議
会、明るい社会づくり運動 港南区協議
会、司法書士 岩屋口智栄、上大岡ハロ
ウィン実行委員会（順不同、敬称略）ほ
か匿名希望3人

港南台北公園 こどもログハウス

〈区内〉
〒234-0054
港南台1-3
港南台北公園
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）

■どんぐりハウスお誕生会
開館25周年を祝うイベント。室内ゲー
ムや子どものお店屋さんなど
4月29日
（祝）10時〜14時 中学生
以下（未就学児は保護者同伴） 一部
有料 当日直接施設へ
■ えほんの読み聞かせ会
5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
4月12日・19日、5月10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
■ こどもの日イベント
ダンボール遊びや紙飛行機など
5月5日（祝）10時〜12時 小学生
以下（未就学児は保護者同伴） 当日
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。
■ 港南区民バドミントン大会
男・女・混合ダブルス
6月3日（日）9 時 〜 2 1 時
港 南ス
ポーツセンター 区内在住・在勤・在
クラブの高校生以上120組（先着）
男性組2,400円、女性組2,200円、混合
組2,300円 5月2日10時から申込書
（会場で配布）をファクスで区バドミン
トン協会の永吉（〒233-0016下永谷
3-4-19-403、 090-4386-0846
821-6567）へ

／

港南区版

下野庭スポーツ会館

〈区内〉
〒234-0056 野庭町136-4
下野庭スポーツ会館

・ 842-9624
休館：第3月曜日
（祝休日の場合は翌日）

■リラックスヨガ（全3回）
5月16日〜30日の毎週水曜日 10時
〜11時 15人（先着） 1,000円 5
月1日10時から電話か直接施設へ

日野中央公園

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

349-5530

■ 子どもとワハハ健康トレーニング
かけっこが楽しくなるトレーニング
4月28日（土）14時〜15時 小学3
年生以下20人（未就学児は保護者同
伴）
（ 先着） 4月11日9時から電話か
直接、
またはファクスに
を書いて
施設へ
■「パークヨガ」屋外で行う
やさしいヨガ教室
5月19日
（土）13時30分〜14時30分
小学4年生以上20人（先着） 500
円 4月11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
■ つるして楽しむ「コケ玉作り」
5月23日
（水）10時〜11時30分 10
人（先着） 1,500円 4月11日9時か
ら電話か直接、またはファクスに
を
書いて施設へ

港南スポーツセンター

〈区内〉
〒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）

■ 大人のバレエ de 姿勢美人（全5回）
5月8日〜6月5日の毎週火曜日 12時
〜12時50分 16歳以上15人（先着）
3,000円 4月16日9時から電話か
直接施設へ
■ ベビーマッサージ
（全3回）
5月11日〜25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
4月16日9時から電話か直接施設へ
■ 当日受付教室
ズンバ、
ウェルビクス、
ヨガ、お元気体操
4月14日〜5月8日の月・火・土曜日
有料 当日直接施設へ ※日時や費
用、対象などの詳細は問合せを

■ 港南区民ソフトテニス教室
4月15日
（日）13時〜17時 日野中央
公園 区内在住の中学生以上30人（先
着） 500円 当日直接会場へ 区ソ
フトテニス協会の池邉（ 090-35910412）
ク ラ ブ
■ こうなん里山ハイキング倶楽部
真鶴周遊ウォーキング
5月19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 4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
ご らく
■ 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1,000
かみ や
円、月1,000円 電話で上谷（ 0702687-1928）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
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

■ サックス四重奏コンサート
〜世界の名曲からアニソン、
ゲーム音楽まで
親子で楽しめるコンサート
6月9日（土）14時〜15時 320人
（先着） 2歳以上500円 4月13日10
時から直接、
または同日14時から電話
で施設へ

フォーラム南太田

〈区外〉
〒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）②Word初級（全2回）
①5月23日（水）〜25日（金）
・28日
（月）
・29日（火）②5月17日（木）
・18日
（金）10時〜15時30分 女性各12人
（先着） ①19,500円②10,800円（免
除制度あり） 4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
■ 1day アロマストレッチ
5月30日（水）14時〜15時15分 女性
20人（先着） 800円 4月12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

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）

■ 初級水泳教室（全8回）
5月24日〜7月3日の6月5日・7日・12
日・14日を除く毎週火・木曜日①9時30
分〜11時②11時〜12時30分 各35
人（抽選） 6,100円 4月26日までに
直接施設へ
■ こども水泳教室（全6回）
5月12日〜7月7日の6月2日・9日・16
日を除く毎週土曜日 9時〜10時30分
小学生50人（抽選） 5,600円 4
月20日 までに に
と性別・学
年を書いて施設へ ※はがき1枚につ
き1人

■ 子供のためのフラダンス
（全4回）
4月12日〜5月24日の隔週木曜日 17
時〜18時 港南スポーツセンター
4歳〜小学生5人（先着） 2,000円
4月11日9時から電話でこうなん文化
交 流 協 会フラダンス部 会 の 下 里（
090-8900-5002 845-2799）へ
■ 達人と歩く町（全5回）
5〜10月の8月を除く毎月第2水曜日
9時30分〜12時30分 上大岡周辺
区内在住の人60人（抽選） 2,500円
4月20日までに
に
を書いて
たの
わが住む町を愉しむ会の寺山（〒2340051 日野2-48-30、 090-6137-5357・
847-5938）へ
■ 港南区春季囲碁大会
4月15日（日）10時〜16時 ※9時30
分受付開始 港南地区センター 区
内在住・在勤・在学の人80人（先着）
2,000円、高校生以下1,500円 当日
直接会場へ 区囲碁連盟事務局の岩
本（ 841-1089）

こども植物園

〈区外〉
〒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）

■ カラーコーディネートで魅力的な
コンテナガーデン
美しく見せる配色の講義と実演
5月10日
（木）13時30分〜15時30分
20歳以上25人（抽選） 300円 4
月26日までに直接または かファクス
に
を書いて施設へ
■ 変化朝顔の育て方（全3回）
5月26日、6月30日、8月11日いずれ
も土曜日 13時30分〜15時30分 ※8月
のみ10時〜12時 20歳以上20人（抽
選） 2,000円 5月12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〉
〒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）

■「こども谷戸教室・親子自然教室」説明会
①こども谷戸教室②親子自然教室
4月14日（土）①9時30分〜11時②
11時〜12時 ①小学1〜3年生の子
と保護者②3〜5歳の子と保護者 当
日直接施設へ ※はがき1枚持参
■ 田植え体験
5月27日（日）13時〜15時 200人
（小学生以下は保護者同伴）
（抽選）
中学生以上300円 5月7日までに
に
と参加者全員の氏名（ふりが
な）
・年齢を書いて施設へ ※はがき1
枚につき5人まで

舞岡ふるさと村 虹の家

〈区外〉
〒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）

■ プロから学ぶデジタル一眼レフカメラ
教室（全4回）
5月13日・20日、6月3日・24日いずれ
も日曜日 9時30分〜11時30分 20歳
以上15人（先着） 2,400円 4月11
日9時から電話で施設へ
■ クモの観察とあそび
ネコハエトリグモの観察とホンチ遊び
4月29日（祝）9時30分〜12時 20
人（小学生以下は保護者同伴）
（ 先着）
4月11日9時から電話で施設へ

■ 初心者対象 週末のフラ
（全5回）
4月21日
（土）、5・6月の毎月第2・4土
曜日 13時〜14時 港南スポーツセ
ンター 5人（先着） 2,500円 4月
11日9時から電話でこうなん文化交流
協会フラダンス部会の下里（ 0908900-5002そう ごう845-2799）へ
■ こうなん綜合美術展開催・作品募集
6月27日（水）〜7月2日（月）10時〜
17時 ※最終日は15時まで 横浜市
民ギャラリー（JR・地下鉄桜木町駅下
車） 当日直接会場へ こうなん文
化 交 流 協 会 美 術 部 会 の 井 上（ ・
832-4486）※出展は同美術部会員の
み（入会可）、4月28日まで。詳細は問
合せを
■ リンパ健康体操
毎月第1・3・5土曜日 9時30分〜11
時45分 東永谷地区センターほか
1回800円 当日直接会場へ 前坂
（ 090-1257-9869）

