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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

凡 例

日時
会場
対象・定員
費用
申込み
往復はがき
はがき
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」

港南地区センター
〒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）

■世界の家庭から
「おうちでできるタイ料理」
8月27日（月）10時〜13時30分
20歳以上16人（抽選） 1,500円
8月13日までに に
と年齢を書
いて施設へ
■わたしの終活
「迷惑をかけない相続・遺言」
専門家から学ぼう
8月29日（水）10時〜12時 20歳
以上20人（先着） 8月8日10時から
直接、同日13時から電話で施設へ

永谷地区センター
〒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）

■夏休みプレート＆ボウル作り教室
8月3日（金）9時30分〜11時30分
小学生以上15人（小学1・2年生は保
護者同伴）
（先着） 800円 7月12
日13時から電話か直接施設へ
■夏休み子ども料理教室
〜いろどりそうめんを作ろう
8月7日（火）10時〜13時 5歳〜
小学生15人（小学2年生以下は保護者
同伴）
（先着） 800円 7月12日13
時から電話か直接施設へ
■夏休み子ども木工教室
8月22日
（水）9時30分〜11時30分
小学生20人（小学1・2年生は保護者
同伴）
（ 先着） 7月12日13時から電
話か直接施設へ
■夏休み子ども捜査班
指紋とルミノール反応実験
8月4日
（土）10時〜11時30分 小
学生12人（小学1・2年生は保護者同
伴）
（先着） 200円 7月12日13時
から電話か直接施設へ
■薬膳料理教室
8月21日（火）10時〜13時 18歳
以上20人（先着） 1,000円
7月
12日13時から電話か直接施設へ

港南台地区センター

横浜カレンダー

■君も捜査官だ！科学捜査教室
〜指紋検出とルミノール反応実験
8月5日（日）10時〜12時 小学生
と保護者12組（先着） 500円 7月
11日13時から電話か直接施設へ
■ピアノレッスン生きがい教室
（全6回）
楽譜の読めないシニア歓迎
8〜10月の毎月第1・3月曜日 9時
30分〜10時30分
5人（先着）
3,000円 7月11日13時から電話か
直接施設へ
■カイロ健康講座＆体操体験会
（全3回）
8月9日（木）、9月6日（木）、10月11
日（木）12時30分〜14時30分 15
人（先着） 2,000円 7月11日13
時から電話か直接施設へ
■けいそう粘土で夏の思い出を残そう
8月18日（土）10時〜12時 5歳
〜小学生16人（保護者同伴可）
（先着）
500円 7月11日13時から電話か
直接施設へ

〒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）

※8・9ページにイベントを掲載してい
ます

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

日限山地域ケアプラザ

〒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）

■夏休み物づくり教室
①エコを活用して「はがきとしおり作
り」②親子でエコバッグをつくろう！③
ジャム瓶でつくるオリジナル☆アクア
ドーム④ハギレで作るポンポンリース
①7月30日（月）10時〜11時30分
②8月2日（木）10時30分〜12時30
分③8月6日（月）10時〜11時30分④
8月6日（月）13時〜14時30分
①
小学1〜3年生12人②小学生と保護者
10組③小学1〜4年生16人④小学生
12人（①③④小学1・2年生は保護者
同伴）
（先着） ①③④500円、②800
円 7月11日10時から電話か直接施
設へ
■懇親 卓球大会
9月2日（日）9時〜16時 40歳以
上の男女各48人（先着） 500円
7月20日10時から電話か直接施設へ

港南4-2-7
845-4155

■介護予防講座「パワースポット港南
中央」認知症予防コース
（全2回）
8月6日（月）10時〜11時30分、8
月30日（木）13時30分〜15時
お
おむね65歳以上30人（先着） 7月
11日9時から電話か直接施設へ
■発達が気になる子どもへの対応
ソーシャルワーカーから学ぼう
9月20日（木）10時〜11時30分
30人（先着） 7月11日9時から電話
か直接施設へ
2〜5歳5人、500円
けん こう なん
■すくすく健港南だ！
「乳幼児向け心肺蘇生法」
熱中症対策・誤飲対策を学ぼう
8月1日
（水）10時30分〜11時30分
0・1歳児と保護者20組（先着） 7
月11日9時から電話か直接施設へ

野庭地区センター

〒233-0015 日限山1-66-55
827-1870
827-1872

■子ども夏休み工作
フラワーリースを作ろう
8月11日（祝）14時〜15時 小学
生10人（小学3年生以下は保護者同
伴）
（先着） 500円 7月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■夏休み宿題ルーム
7月23日〜8月23日の7月25日と8
月22日を除く月・水・木曜日 9時30分
〜11時45分 小・中学生 当日直
接施設へ
■小学生夏休み クッキー作り教室
8月19日（日）10時〜12時 小学
生10人（小学3年生以下は保護者同
伴）
（ 抽選） 500円
7月20日21
時までに電話か直接施設へ

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

検索

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
Eメールアドレス

東永谷地区センター

〒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）

港南区 お届け便

下永谷地域ケアプラザ
〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

■夏休み毎日キッズスペース
7月21日（土）〜8月26日（日）15時
〜16時30分 ※8月13日を除く 小
学生以下（未就学児・障害児は保護者
同伴） 当日直接施設へ
■夏休み自習スペース
7月23日
（月）
〜27日
（金）、8月20日
（月）〜24日（金）9時30分〜11時30
分 小学生 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

■夏のおはなし会
8月7日
（火）10時30分〜11時30分
未就学児と保護者30組（先着）
100円 7月11日9時から電話か直
接施設へ
■おもちゃの病院
8月19日（日）10時〜12時 20点
（先着）※1人3点まで 部品代実費
7月11日9時から電話で施設へ

日野南地域ケアプラザ
〒234-0055 日野南3-1-11
836-1801
836-1813

■みなみ・夏・まつり
読み聞かせ、ゲーム・工作コーナー、
ミ
ニコンサートなど
8月1日（水）10時〜14時 イベン
トにより有料 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

■なごみの会
介護者同士の情報交換
7月19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
7月24日
（火）10時〜11時30分 1
〜3歳の子と保護者 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
7月26日（木）13時30分〜15時
100円 当日直接施設へ
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芹が谷地域ケアプラザ

上永谷コミュニティハウス

港南台コミュニティハウス

港南図書館

〒233-0006 芹が谷2-16-12
828-5181
828-5182

〒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

〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：7月17日
（火）

■夏の便りを絵手紙で！
8月7日（火）13時〜15時
10人
（先着） 300円
7月12日から電
話か直接施設へ
■歌声ひろば
8月30日（木）10時〜11時 30人
（先着） 100円
7月12日から電
話か直接施設へ
■おはなしひろば
〜わらべうた読み聞かせ
7月26日（木）10時30分〜11時30
分
3歳以下の子と保護者15組（先
着） 当日直接施設へ

■老後の生活設計
〜相続・遺言・後見のお話
9月8日（土）10時〜11時15分 ※
個別相談は11時30分〜15時
30
人（先着） 7月12日10時から電話
か直接施設へ

■図書館の仕事にチャレンジしよう！
（小学生）
7月24日（火）①10時〜11時30分②
13時〜14時30分 ①小学3・4年生
②小学5・6年生各10人（先着） 7月
11日9時30分から電話か直接施設へ
■図書館でボランティア（中学生）
7月25日（水）10時〜15時 中学
生5人（先着） 7月11日9時30分か
ら電話か直接施設へ
■図書館 de YES
作って学んで見つかるエコ！
なつやすみ工作・実験教室
7月26日（木）10時〜11時45分
小学1〜3年生20人（先着） 7月12
日9時30分から電話か直接施設へ
■夏のとくべつおはなし会
8月8日（水）10時30分〜11時 3
歳〜小学生 当日直接施設へ

■芹が谷ステーション
電車のおもちゃで遊ぼう
7月15日（日）9時30分〜11時30
分 小学3年生以下の子と保護者
当日直接施設へ

港南台地域ケアプラザ
〒234-0054
834-3141

港南台3-3-1
834-3145

■夏休み特別企画 おもしろ工作教室
8月4日（土）13時30分〜15時 4
歳〜小学生30人（先着） 100円
7月11日9時から電話か直接施設へ
■よこはまシニアボランティア
ポイント登録研修会
ボランティア活動の紹介や研修、登録
7月30日（月）14時〜16時 市内
在住の65歳以上30人（先着） 7月
11日9時から電話か直接施設へ
■ホタルのふるさと港南台
円海山周辺の昆虫調査の体験談
7月31日（火）13時30分〜15時30
分
50人（先着） 7月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■港南区視覚障害者福祉協会の
活動紹介と防災研修会
7月29日
（日）13時〜15時 視覚障
害のある人と家族、関心のある人30人
（先着） 7月11日9時から電話か直接
施設へ

体験も
できます

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

■おはなしの会
手遊びや読み聞かせなど
7月18日（水）14時〜15時30分
未就学児と保護者、小学生15組（先着）
当日直接施設へ
■歌おう会
ピアノに合わせてみんなで歌おう
7月19日（木）14時〜16時 50人
（先着） 200円 当日直接施設へ

日野南コミュニティハウス
〒234-0055 日野南6-14-1
843-2092
843-2093
休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）

■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
7月25日（水）11時〜14時 ※時間
内出入り自由 当日直接施設へ
■おはなし会
絵本の読み聞かせ
7月18日（水）10時30分〜11時
未就学児と保護者 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）

日にち

7月12日（木）、8月30日（木）、
9月26日（水）、10月23日（火）、
11月13日（火）、12月18日（火）、
31年1月8日（火）、2月15日（金）、
3月13日（水）

時 間

12時30分〜15時
※3月は11時〜13時30分

会 場

区役所1階

※8・9ページにイベントを掲載してい
ます

下野庭スポーツ会館

日野中央公園

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）

〒234-0056 野庭町136 -4
・ 842-9624
休館：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）

エコバッグにもなる新聞バッグ

※8・9ページにイベントを掲載してい
ます

伝わる手作りの温かさ

区役所学校連携・こども担当（

847-8393

〒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

■アルゼンチンタンゴ コンサート
バンドネオンコンサート
10月14日（日）14時〜15時30分
小学生以上320人（先着） 3,500
円（当日：4,000円） 7月13日10時
から直接、同日14時から電話で施設へ
■フルートといっしょ♪ 〜やさしい
ハーモニーに包まれたなら
親子で楽しめるコンサート
10月13日
（土）14時〜15時 320
人（先着） 2歳以上500円
8月2
日10時から直接、同日14時から電話
で施設へ

■桜道サイエンスひろば
やじろべえのつなわたりを作ろう！
7月31日（火）13時〜14時30分
小学生20人（先着） 300円
7月
11日10時から電話か直接施設へ

生徒たちの手作り
製品はいかがですか

日野中央高等特別支援学校の生徒が作業
学習で作った製品を、区役所で販売します。織
り布のコースター、革のパスケース、和紙の文
庫本カバーなど、真心を込めて作ったすてき
な製品は、プレゼントにも最適です。
「新聞バッグ作り」のミニ作業体験も無料で
行いますので、お気軽にご参加ください。

港南区民文化センター ひまわりの郷

842-0813）

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

〒234-0053 日野中央2-2-1
846-4489
349-5530

■ちりめん細工を作る会（2作品）
7月20日（金）9時30分〜12時30
分 10人（先着） 1,500円 7月
11日10時から電話か直接施設へ
■港南区産野菜直売会
①7月21日（土）9時〜12時②7月
22日（日）11時〜14時 当日直接会
場へ
■スマイリングフェア 〜防災イベント
防災ヘリコプターの離着陸訓練、消防車
展示、起震車体験、防災グッズ販売など
7月22日（日）10時〜12時 当日
直接会場へ
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地域子育て支援拠点 はっち

もく よく
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港南国際交流ラウンジ

〒234-0051 日野2-4-6
840-5882
848-0688
休館：祝休日、日・月曜日、7月17日
（火）

■プレパパ・プレママ・おじいさん・
おばあさんのための初めての
沐浴体験
9月15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8月7日〜16日に問合せを
■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
7月20日（金）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
■はっちの日
手遊びや読み聞かせなど
①7月18日（水）13時30分〜14時
②8月8日（水）11時〜11時30分
未就学児と保護者 当日直接施設へ
■夏休み中学生1dayボランティア体験
8月1日（水）〜25日（土）の休館日
を除く1日 10時〜16時30分のうち1
〜2時間 中学生 7月11日9時か
ら電話で施設へ
■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
①7月13日（金）10時〜11時②7月
19日（木）13時30分〜14時30分③7
月28日（土）10時〜11時 ①日限山
地域ケアプラザ②はっち③下永谷地域
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

／

〒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

■Bogoカフェに来ませんか
浴衣で盆踊り
8月1日（水）13時〜15時 200円
当日直接施設へ
■「ボランティア育成研修会」
外国人のためのパート・アルバイト
に関する社会保険・労働保険
9月9日（日）13時30分〜15時30
分
30人（先着） 7月11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
ゆめおおおかオフィスタワー13階
847-1800
847-1716
休館：祝休日、土・日曜日

■こども☆ふれあいサマースクール
①親子カブトムシまつり②親子パンつ
くり教室③親子そばうち教室④小学
生おさらい教室（全6回）
①8月3日（金）10時〜12時②8月7
日（火）10時〜13時、13時30分〜16
時30分③8月9日
（木）10時〜12時30
分、13時30分〜16時④8月6日
（月）
〜
8日（水）
・20日（月）〜22日（水）14時
〜16時20分 小学生と保護者①20
組②各12組③各10組④小学生20人
（抽選） ①500円②③1,000円④
8,400円 7月20日までに に
と午前・午後の別（②③のみ）
を書いて
施設へ

野庭中央公園プール
営業期間
プールの種類

7月14日（土）〜 9 月 2 日（日）※期間中無休
25ｍプール

子ども用プール

小学２年生以上
幼児〜小学１年生
（小学 1 年生以下は、水着 （未就学児は、水着着用の
着用の 18 歳以上の保護者
18 歳以上の保護者
1 人につき1 人の利用可） １人につき2 人まで利用可）

対

象

時

間

９時〜１８時
（水浴は１７時５０分まで）

９時〜１６時
（水浴は１５時５０分まで）

料

金

１時間１００円

１時間６０円

所在地

野庭町６１３（バス停深田橋下車）

※おむつが取れていない幼児は、専用のビニールプールをご利用ください
野庭中央公園プール（ ・ ８４２-３６５３ ※期間中のみ）
指定管理者 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ
（ ６６４-１１０２ ６６４-１１０５）

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。

■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級から3段程度の
人 1か月1,000円 電話で明石
（
090-9800-7594）
へ

■港南区ひまわりふれあい
ボウリング大会
7月16日（祝）9時30分〜12時30
分 アカフーボウル（京急・地下鉄上
大岡駅下車） 2,500円
7月11日
から電話かファクスで田川
（ 070-35
36-2388 841-1102）
へ
■大岡川リバースクール
「大岡川の生きもの調べ」
7月21日
（土）
9時〜12時 青木神
社
（京急・地下鉄上大岡駅下車）
集合
小学生以上30人
（小学1・2年生は保護
者同伴）
（先着） 500円
7月11日
9時から電話で大岡川流域まちかわ衆
の宮本
（ ・ 783-7638）
へ

港南スポーツセンター
〒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）

■夏休み短期教室「かけっこ・マット・
ボール」子ども運動基礎（全2回）
8月13日（月）
・14日（火）9時30分
〜10時30分
4歳〜小学2年生40
人（先着） 1,000円
7月18日9
時から直接施設へ
■当日受付教室
①ウェルビクス②月曜お元気体操③
ズンバ④火曜お元気体操⑤のんびり
ヨーガ
7月30日（月）、8月6日（月）①12時
15分〜13時15分②13時30分〜14
時45分／7月17日〜8月7日の毎週
火曜日③9時〜10時④11時30分〜
12時40分⑤7月14日〜8月4日の毎
週土曜日12時〜12時50分
①16
歳以上40人②55歳以上50人③16歳
以上100人④55歳以上80人⑤中学
生以上50人
①③⑤500円②④
350円 当日30分前（③は15分前）
から直接施設へ

港南台北公園 こどもログハウス
〒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）

■えほんの読み聞かせ会
8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
7月12日（木）
・19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）

■親子パン教室
8月19日（日）13時〜16時 小学
生以上の子と保護者12組（抽選）
1,500円 7月24日までに に
を書いて施設へ
■夜の森たんけん（自然観察会）
8月4日
（土）18時〜20時30分 ※雨
天中止 15人（小学生以下は保護者
同伴）
（先着） 7月15日9時から電話
で施設へ
■夏の植物観察会
7月28日（土）9時30分〜12時 ※
雨天中止 20人（先着） 7月15日
9時から電話で施設へ

■秋季（区長杯）区民ソフトボール大会
9月2日
（日）
9時〜16時30分 区内
グラウンド 区内在住・在勤・在学の高
校生以上のチーム
（1チーム監督含め
て28人以内） 13,000円
8月10
日までに電話かファクスで区ソフトボー
ル協会の庄司
（ ・ 843-5455）
へ※
電話・ファクス連絡により申込書を送付
■港南区ソフトテニス大会
8月19日
（日）
9時から
日野中央
公園
高校生以上50組（抽選）
2,000円
8月3日までにファクスに
と年齢を書いて池邉
（ 090-35
91-0412 840-0433）
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）

■わら細工 〜わらぞうり作り
8月19日（日）9時30分〜13時
20人（小学生以下は保護者同伴）
（先
着） 800円
7月28日9時から電
話か直接施設へ
■夜の里山 生きもの探検
8月4日
（土）18時45分〜20時30分
※雨天中止 15人（中学生以下は保
護者同伴）
（ 先着） 200円、小学生
100円
7月16日9時から電話か直
接施設へ ※1組5人まで申込可
■自然観察会 〜盛夏の谷戸
7月22日（日）13時〜15時 ※雨天
中止 当日直接施設へ

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
①セキュリティの基本とパスワード管
理②Word初級（全2回）③Excel初級
（全2回）④速習PowerPoint（全2回）
①8月11日（祝）②8月13日（月）
・
14日（火）③8月15日（水）
・16日（木）
④8月21日（火）
・22日（水）10時〜
15時30分 女性各12人（先着） ①
5,500円②③④10,800円（免除制度
あり） 7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

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）

■夏休み宿題お助け隊
葉脈標本作りとアイの葉のたたき染め
8月9日（木）10時〜15時 ※入場は
14時30分まで 小学生 当日直接
施設へ
■食虫植物の不思議
8月5日（日）10時〜11時 小・中
学生10人（小学1〜3年生は保護者同
伴）
（ 抽選） 500円 7月22日まで
に直接または かファクスに
と
学年を書いて施設へ
■たねを使ったクラフト作り
8月18日（土）10時〜12時
小・
中学生10人（抽選） 500円 8月4
日までに直接または かファクスに
と学年を書いて施設へ

■港南区民硬式テニス教室（全9回）
9・10月の毎週水曜日①9時から10
時45分②11時から12時45分
日野
中央公園
区内在住・在勤・在クラブ
の人50人
（抽選） 7,000円 8月19
日までに に
と①②の別を書い
て大塚テニスクラブ（〒234-0054港
南台7-49-37）
へ 柴田
（ 090-79
45-9133）
■「あすなろ混声合唱団」
第10回定期演奏会
7月16日
（祝）
14時〜16時30分
鎌倉芸術館大ホール（ＪＲ大船駅下車）
1,200人 1,000円 当日直接会
場へ 広沢
（ 894-2846）

