2018（平成30）
年 10 月号

／

港南区版

● 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」

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）

■ふれあいまつり
（東永谷地域ケアプラザ共催）
フリーマーケット出店募集
11月10日（土）10時〜14時
代
表者が20歳以上のグループまたは個
人16区画（抽選） 1,000円 10月
20日までに に
と年齢、参加人
数、主な販売品を書いて施設へ
■「ふれあいまつり」
漆塗ひょうたんストラップ作り
11月10日（土）①10時30分〜11
時30分②13時〜14時 小学生以上
各10人（小学1・2年生は保護者同伴）
（抽選） 200円 10月27日までに
に
と学年または年齢、①②の
別を書いて施設へ
■おはなしの森
「ふれあいまつり」
スペシャル
11月10日（土）①11時〜11時30
分②12時30分〜13時 未就学児と
保護者各20組 当日直接施設へ
■≪上永谷コミュニティハウス合同事業≫
わがまち港南 歴史ウォーキング
（全3回）
11月〜31年1月の毎月第2水曜日 9
時30分〜12時 18歳以上16人（抽
選） 1,500円 10月31日までに
に
と年齢を書いて施設へ

横浜南税務署からのお知らせ
消費税軽減税率制度説明会

日 時 10月23日
（火）
・24日
（水）

14時〜15時30分
※13時30分受付開始

会

場 横浜南税務署
（シーサイド

ライン幸浦駅下車）

申込み 当日直接会場へ

平成30年分年末調整等説明会
日 時 11月7日
（水）

13時30分〜16時
※13時受付開始

会

場 磯子公会堂

（JR磯子駅下車）

申込み 当日直接会場へ

横浜南税務署（

789 -3731）

港南地区センター

横浜カレンダー

〒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）

〒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）

■港南地区センターまつり
10月13日（土）
・14日（日）10時〜
17時 ※14日は15時まで 当日直接
施設へ
■聞いてなるほど！
「マヨネーズのお話し」
メーカーによる健康な食生活のための
講演
10月30日（火）13時〜15時 20
歳以上20人（先着） 10月11日13
時から電話か直接施設へ
■お・も・て・な・し英会話〜2020
（初級）
（全6回）
11月6日〜12月11日の毎週火曜日
10時〜11時15分 15歳以上14人
（抽選） 5,000円 10月20日まで
に に
と年齢を書いて施設へ
■音楽と落語の宅配便
11月10日（土）14時〜15時30分
50人（先着） 10月20日13時から
電話か直接施設へ

■オータムジャズコンサート
10月21日
（日）
14時〜15時 ※13時
30分開場 当日直接施設へ
■成年後見制度について
11月4日（日）13時〜14時 20人
（先着） 10月11日13時から電話か
直接施設へ
■ハーバリウムと過ごすクリスマス
11月10日（土）9時〜11時30分
20人（先着） 2,700円 10月11日
13時から電話か直接施設へ
■ スマホを使いこなそう 〜基本から
暮らしに役立つ使い方（全3回）
11月7日〜21日の毎週水曜日 9時
〜11時30分 スマートフォンを持っ
ている人15人（抽選） 1,500円
10月22日までに に
と年齢を
書いて施設へ

〒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）

■ゆるめて楽ちんストレッチ（全6回）
10月22日〜12月3日の11月19日
を除く毎週月曜日 13時〜14時30分
50歳以上15人
（先着） 1,800円
10月11日10時から電話か直接施設へ
■親子ふれあい・わくわく教室（秋）
11月8日（木）10時30分〜11時30
分 1歳〜2歳6か月の子と保護者12
組（先着） 300円 10月12日10時
から電話か直接施設へ
■「水回りのお手入れ方法」講座
11月14日（水）10時〜11時30分
20歳以上12人（先着） 500円
10月17日10時から電話か直接施設へ
■秋の料理教室
11月30日（金）10時〜13時 20
歳以上12人（抽選） 800円 11月
12日までに に
と年齢を書い
て施設へ

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（10月のみ10月15日（月）
）

■永谷地区センターまつり
10月13日（土）
・14日（日）10時〜
16時 ※14日は15時30分まで 当
日直接施設へ
■オータムブラスフェスティバル
11月4日（日）13時30分〜15時30
分 200人（先着） 当日直接施設へ
■フリーマーケット出店者募集
11月18日（日）10時〜15時 18
歳以上の個人・団体30区画（先着）
300円 10月18日13時から電話か
直接施設へ
■キッズダンス教室（全5回）
11月3日（祝）
と11月11日〜12月2
日の毎週日曜日 13時〜14時 5歳〜
小学生20人（小学2年生以下は保護者
同伴）
（ 先着） 3,500円 10月18
日13時から電話か直接施設へ

港南台地域ケアプラザ
〒234-0054
834-3141

港南台3-3-1
834-3145

■南部病院健康教室
「白内障手術について」
眼科医師による講話
11月17日（土）14時〜15時30分
50人（先着） 10月11日9時から
電話か直接施設へ
■ケアプラフェスタ
活動団体の発表やパネル展など
10月17日
（水）11時〜18時 港南
台バーズ（JR港南台駅下車） 当日直
接会場へ
■歯のほのぼの相談室 特別版
「嚥下体操」
って知っていますか？
口腔外科歯科衛生士による講話
10月27日（土）14時〜16時 15
人（先着） 10月11日9時から電話か
直接施設へ
■港南台防災を考える会
医療・福祉施設、防災拠点についての
情報交換
11月6日（火）18時〜19時30分
30人（先着） 当日直接施設へ
えん げ

こう くう

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
10月18日（木）10時〜11時30分
介護している人、介護に関心のある
人 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
10月25日（木）13時30分〜15時
100円 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

■ケアプラ the ギャラリー
11月3日（祝）10時〜16時、11月4
日
（日）9時〜14時 当日直接施設へ

芹が谷地域ケアプラザ

日野南地域ケアプラザ

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

〒234-0055 日野南3-1-11
836-1801
836-1813

■芹が谷地域ケアプラザ団体発表会
歌や読み聞かせ、
フラダンス発表など
10月27日（土）9時30分〜13時
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

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

港南台地区センター

野庭地区センター

港南区 お届け便

■ひのみなみ 秋のコンサート
11月17日（土）13時〜16時
日直接施設へ

当
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港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■「お医者さんに聞こう」
血圧のおはなし
11月21日（水）13時15分〜14時
45分 35人（先着） 100円 10
月11日9時から電話か直接施設へ
■はじめての囲碁教室（全10回）
11月〜31年3月の毎月第2・4土曜
日 9時30分〜11時10分 初めて囲
碁をする70歳以上、小学生12人（先
着） 10月11日9時から電話か直接
施設へ
■楽しい押花アート
（全5回）
11月24日、12月15日、31年1月26
日、2月23日、3月30日いずれも土曜
日 13時〜15時 65歳以上と障害の
ある中学生以上12人（先着） 4,000
円 10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
〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

■よこはまシニアポイント登録研修会
11月13日
（火）
13時30分〜15時30
分
65歳以上50人（先着） 10月
11日9時30分から電話か直接施設へ
■ボランティア見学会
11月5日（月）10時15分〜11時45
分 10人（先着） 10月11日10時
から電話か直接施設へ

日下地域ケアプラザ
〒234-0052
843-3555

笹下3-11-1
843-2400

■子育てサロン
「おひさまクラブ」
10月〜31年3月の毎月第3月曜日
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
10月〜31年3月の毎月第4月曜日
※12月のみ第2月曜日 10時〜11時
30分 笹下中央公園（バス停打越下
車） 未就学児と保護者 当日直接施
設へ ※当日9時に雨天の場合は中止

て
知っ

る！
得す

ウォーキング教室

〜日々の歩きを運動に〜
10月30日（火）13時〜15時
30分 区役所6階 区内在住
のおおむね40歳以上50人（先着）
10月11日8時45分から電話
かファクスに
を書いて区
役所高齢者支援担当（ 847-84
19 845 -9809）へ

／

港南台コミュニティハウス

上永谷コミュニティハウス

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

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

■開館20周年記念
〜港南台コミュニティハウス文化祭
作品展や発表会、物品販売など
10月27日（土）
・28日（日）10時〜
16時 ※28日は14時まで 当日直接
施設へ
■クイリング手芸の素敵な
クリスマスグッズ（全2回）
11月27日（火）、12月4日（火）10時
〜12時
18歳以上10人（先着）
1,000円 10月11日10時から電話
か直接施設へ

■上永谷コミュニティまつり
作品展、発表会、落語、バザーなど
10月27日（土）
・28日（日）10時〜
16時 一部有料 当日直接施設へ
■フラダンスにチャレンジ！
（全2回）
11月6日（火）
・13日（火）13時〜15
時 15人（先着） 1,000円 10月
11日9時30分から電話か直接施設へ

す てき

日限山コミュニティハウス

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
え

〒233-0015 日限山2-16-1
・ 845-1155
休館：火・金曜日

■日限山コミュニティまつり
模擬店やバザー、
ゲームなど
10月27日（土）10時〜15時 当
日直接施設へ
■津軽三味線コンサート
11月3日（祝）14時〜15時 60人
（抽選） 10月27日までに に
を書いて施設へ ※はがき1枚につき2
人まで
■人形劇団どろんこ公演
「あまんじゃくとうりこひめ」
11月11日（日）11時〜11時45分
3歳〜中学生60人（未就学児は保護
者同伴）
（ 先着） 10月11日9時から
電話か直接施設へ

■桜道コミュニティハウス文化祭
作品展や発表会、模擬店など
10月21日（日）9時30分〜15時
当日直接施設へ
■手作りおもちゃをつくってあ・そ・ぼ！
レーシングカーをつくろう
11月10日（土）10時〜11時30分
未就学児と保護者15組（先着）
300円 10月11日10時から電話か
直接施設へ
■くらしの達人DIY！
キレイな障子の張替え
11月24日（土）10時〜12時 18
歳以上15人（先着） 500円 10月
11日10時から電話か直接施設へ
■桜道ブックブック交換
家庭で読み終えた本の交換会。持込み
は1人5冊まで、持ち帰りは制限なし
11月1日（木）〜12月22日（土）
当日直接施設へ

い

日野南コミュニティハウス

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）

と

■来年の干支（亥）
を木目込人形で
（全2回）
10月29日（月）、11月12日（月）13
時〜15時30分 20歳以上10人（先
着） 2,800円 10月11日9時から
電話か直接施設へ
■子育て支援 学ぶ！遊ぶ！やかまし村
（全4回）
講座や親子遊び
10月31日
（水）、11月21日
（水）、12
月19日（水）、31年1月19日（土）10時
15分〜11時30分 開催時1歳〜2歳6
か月の子と保護者10組（先着） 500円
10月11日9時から電話か直接施設へ
■野庭すずかけコミュニティまつり
ゲーム、発表、販売など
10月27日（土）10時〜15時
一
部有料 当日直接施設へ
〒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）

■日野南ふれあいまつり
作品展、発表会、模擬店など
10月27日（土）9時30分〜15時
当日直接施設へ
■リラックス＆リフレッシュ
「アロマ・ストレッチ」
11月5日（月）10時30分〜11時45分
20歳以上10人（先着） 500円
10月15日9時から電話か直接施設へ
■パソコン講座「触ってみよう！はじめ
てのタブレット＆スマホ」
（全2回）
11月20日（火）
・21日（水）9時30分
〜12時
20歳以上10人（先着）
1,000円 10月26日9時から電話か
直接施設へ ※タブレットの貸出しあり
■ 健康ウォーキングと転倒予防体操
（全9回）
11月19日〜31年3月18日の第1・
3月曜日 10時〜11時45分 60歳以
上25人（先着） 2,000円
10月
15日9時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
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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）

■お茶と練り切り まっ ちゃ
〜練り切り作って抹茶といただく
11月9日（金）13時30分〜15時30
分 18歳以上10人（抽選） 1,800
円 10月31日21時までに電話か直
接施設へ
■パッチワーク de クリスマスリース
作ろう！
（全3回）
11月5日〜12月3日の隔週月曜日
13時30分〜16時 18歳以上10人
（抽選） 1,800円 10月25日21時
までに電話か直接施設へ
■はじめてのスマートホン講座
（各全2回）
①基本の使い方！②もっと活用しよう！
③LINEの基礎④LINEの応用
11月12日（月）
・19日（月）①9時30
分〜12時③13時30分〜16時/11月
26日
（月）、12月3日
（月）②9時30分〜
12時④13時30分〜16時 18歳以
上各10人（抽選） 1,800円 10月
31日21時までに電話か直接施設へ
■ひまわりひろば「にこにこ」
絵の具あそび
10月22日（月）10時〜11時30分
4歳以下の子と保護者 100円
当日直接施設へ

港南区社会福祉協議会
〒233 - 0003
841-0256

港南4 -2-8
846-4117

■港南区社会福祉大会 講演会
港南区で共に生きる地域をみんなの
「参加の力」
で創る
11月29日（木）14時45分〜16時
区民文化センターひまわりの郷
380人（先着） 10月11日9時から電
話で施設へ
■障がい児・者ガイドボランティア研修会
11月7日（水）10時30分〜12時
ホンダカーズ横浜 港南店（バス停金井
下車） 18歳以上20人（先着） 10
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

■手打ちそば教室（全4回）
初心者コース
①11月1日〜22日の毎週木曜日②
12月6日〜27日の毎週木曜日 10時
〜12時30分 市内在住・在勤の人各
20人（抽選） 8,000円（材料費込み）
10月23日までに に
と①②
の別を書いて施設へ

2018（平成30）年 10 月号
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地域子育て支援拠点 はっち

港南図書館

港南区民文化センター ひまわりの郷

舞岡ふるさと村 虹の家

〒234-0051 日野2-4-6
840-5882
848-0688
休館：祝休日、
日・月曜日、
10月9日
（火）
・13日
（土）

〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：10月9日
（火）

〒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

〒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）

■はっち祭
10月14日（日）10時〜12時
港
南スポーツセンター 当日直接会場
へ ※室内履き持参
■パパday「papa sくらぶ」
10月20日
（土）13時30分〜14時30
分 未就学児と父親 当日直接施設へ
■ハロウィン撮影会
10月16日（火）〜31日（水） 未就
学児と保護者 当日直接施設へ ※カ
メラ持参
■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
①10月12日
（金）10時〜11時②10
月17日
（水）13時30分〜14時30分③
10月23日（火）10時〜11時④11月2
日
（金）13時30分〜14時30分⑤11月
7日
（水）10時〜11時 ①港南中央地
域ケアプラザ②④はっち③日下地域ケ
アプラザ⑤港南台地域ケアプラザ
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）

■ベビーマッサージ（全3回）
11月9日・16日・30日いずれも金曜
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 10月15日9時から電話
か直接施設へ
■赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全5回）
11月5日〜12月10日の11月26日
を除く毎週月曜日 11時〜11時50分
6か月〜1歳11か月の子と保護者15
組（先着） 3,000円 10月15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
10月13日〜12月22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

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。

■ 親子のためのフラダンス
（全4回）
初心者コース
11月8日〜12月13日の11月15日、
12月6日を除く毎週木曜日 17時〜18
時 港南スポーツセンター 5組
（先
着） 2,000円
10月11日10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
■ 水彩画一日初心者教室
31年1月17日
（木）
9時30分〜12時
区民文化センターひまわりの郷 市
内在住の人15人
（抽選） 300円 10
月31日までに に
を書いて長栄
（〒234-0054 港南台4-5 -10-505、
・ 833-9775）
へ
なが え

■はまっ子読書の日記念
ブックトークの会
11月3日（祝）①10時30分〜11時
②13時30分〜14時 小学生以上各
30人（先着） 当日直接施設へ
■講演会「港南の地を治めた人々」
11月17日（土）14時〜16時 40
人（抽選） 500円 10月31日まで
に に
を書いて施設へ
■おとなが楽しむおはなし会
10月25日（木）10時30分〜12時
30人（先着） 10月11日9時30分
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

■ボランティア育成研修会 講座
「違い」
から始めよう
さまざまな文化の違いを理解しよう
11月10日（土）13時30分〜15時
30分 30人（先着） 10月11日9時
から電話か直接施設へ

日野中央公園
〒234-0053 日野中央2-2-1
846-4489
349-5530

■ハロウィンを楽しむ寄せ植え教室
10月25日（木）10時〜11時30分
12人（先着） 1,800円
10月
11日10時から電話か直接施設へ
■親子で楽しむ野球教室
これから始める子に元プロ選手が指導
10月20日
（土）11時〜13時 小学
4年生以下の子と保護者20組（先着）
2,000円 10月11日10時から電
話か直接施設へ
■ハロウィンの仮装で公園へ行こう
10月31日
（水）14時〜16時 100
人（先着） 当日直接施設へ
■「パークヨガ」
屋外で行うやさしいヨガ教室
11月17日（土）13時30分〜14時
30分
小学4年生以上20人（先着）
500円 10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
■大人のための英会話・
韓国語入門講座（全8回）
①英語②韓国語
10月24日〜12月12日の毎週水曜
日①18時〜19時②19時30分〜20
時30分
消費生活総合センター
（京
急・地下鉄上大岡駅下車） 各15人
（先着） 5,000円
10月11日から
電話で国際文化交流協会の前田（
090-6489-2803、10時〜17時）
へ
■こども一日いけばな教室
（こうなん子どもゆめワールド）
11月3日
（祝）
10時〜15時 港南ふ
れあい公園
（地下鉄港南中央駅下車）
小・中学生60人
（先着） 100円 当
日直接会場へ
こうなん文化交流協
会の中島
（ ・ 833-5672）
■港南区ひまわりふれあい
ボウリング大会
11月4日
（日）
10時〜12時30分
アカフーボウル（京急・地下鉄上大岡
駅下車） 54人
（先着） 2,500円、
高校生以下1,900円 10月11日9時
から電話かファクスで田川
（ 070-35
36-2388 841-1102）
へ

■どやどや楽団のクリスマス
パーカッションコンサート
12月8日（土）①11時〜12時②14
時〜15時
各320人（先着） 2歳
以上500円 10月12日10時から直
接、
または同日14時から電話で施設へ
■新春 柳家一琴おもしろ落語講座
31年1月6日（日）①11時〜12時②
14時〜15時 小学生以上各45人（先
着） 1,000円 11月9日10時から直
接、
または同日14時から電話で施設へ

下野庭スポーツ会館
〒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）

■美文字をめざす筆ペン講座（全3回）
11月9日・16日・30日いずれも金曜
日 13時30分〜15時30分
15人
（先着） 1,000円 10月19日10時
から電話か直接施設へ

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）

■窓にお絵描き
11月3日（祝）11時〜14時 小学
生以下（未就学児は保護者同伴） 当
日直接施設へ
■えほんの読み聞かせ会
11月6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
10月11日・18日、11月8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

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 〜鍋敷き作り
11月25日（日）9時30分〜12時
20人（小学生以下は保護者同伴）
（先
着） 500円 11月1日9時から電話
か直接施設へ
■区民企画運営講座 講演会
「なんのために生まれてくるの？」
11月17日（土）18時30分〜20時
30分
ウィリング横浜
（京急・地下鉄
上大岡駅下車） 100人
（先着） 800
円 10月12日10時からファクスに
とメールアドレスを書いて廣瀬
（ 090-8566-9870 742-0644）
へ
■バスで巡る
「横浜の食と産業」
横浜醤油・崎陽軒工場見学
11月14日
（水）
8時50分〜16時30
分
区役所正面玄関前集合
18歳
以上40人
（抽選） 10月25日までに
に
と年代、性別を書いてこうな
ん区民利用施設協会
（〒233-0003 港
南6-2-3 桜道コミュニティハウス内、
847-5211 847-5262）
へ ※はがき
1枚につき2人まで
■はぁと交流会
バザーやステージ発表など
10月27日
（土）
11時〜15時 港南
地域活動ホームひの
（バス停公務員住
宅入口下車） 当日直接会場へ
港
南地域活動ホームひの
（ ・ 846-57
84）
しょう ゆ

■舞岡ふるさと村さつまいも掘り
（個人）
10月20日（土）
・21日（日）9時〜11
時30分 入園料200円、小学生以下
100円。販売5株700円 10月12日
9時から電話で施設へ

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、改修工事のため10月
1日（月）〜11月5日（月）は休館です

■女性のためのパソコン講座
①Excel初級（全2回）②再就職・転職の
ためのパソコン講座（全5回）
①11月12日
（月）
・13日
（火）②11月
21日（水）
・22日（木）
・26日（月）〜28
日
（水）10時〜15時30分 女性各12
人（先着） ①10,800円②19,500円
（免除制度あり） 10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

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）

■マメ知識と豆腐作り体験
11月23日（祝）13時30分〜15時
30分 小・中学生と保護者12組（抽
選） 500円 11月9日までに直接
または かファクスに
と子の年
齢を書いて施設へ

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）

■アクアビクス教室（全8回）
11月2日〜31年1月18日の11月
23日と12月21日〜31年1月4日を除
く毎週金曜日 ①9時30分〜10時30
分②10時40分〜11時40分
各35
人（先着） 6,100円 10月19日か
ら費用を添えて直接施設へ

く

ら

ぶ

■こうなん 里山ハイキング倶楽部
碓氷峠遊歩道ハイキング
11月17日
（土）
7時〜19時
港南
ふれあい公園
（地下鉄港南中央駅下車）
前集合 40人
（抽選） 6,500円 10
月22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
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2-2-91008、 ・ 832-2768）
へ
う すい

