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今月お知らせしたい情報を掲載しています

ひまわりフェスタ2018

11月3日（祝・土）10時〜15時

当日直接会場へお越しください。
※公共交通機関をご利用ください（区役所地下駐車場の利用は関係車両のみ）

こうなん子どもゆめワールド

1

鎌倉街道

子どもたちのステージ発表（ダンス・歌・演奏など）、模擬店などの出店、ゲーム
会

場

問合せ

2

3

港南ふれあい公園、区役所
区役所青少年育成担当（

847-8396

※当日は、横浜市コールセンター
（ 664-2525 664-2828）
へ

ひまわり健康フェア2018
会

港南中央駅

場

842-8193）

地下鉄ブルーライン

港南
警察署

血管年齢測定など健康チェックができます。
港南区医師会の無料健康相談など、一部は13時から開催です。

区役所1階・6階

問合せ

区役所健康づくり係（

障害福祉テーマパーク 子ども縁日など

会

場

847-8438

そよかぜの家（

2

3 4

5

1

6

6

横浜少年鑑別所、
横浜刑務所

846-5981）

847-0230

1

区役所

1

港南
ふれあい
公園

845-5610）

6

横浜矯正展

2日間開催

刑務所作業製品の販売や施設見学など

ふれあいバザー

4

パンケーキや手作り品の販売など
会

場

11月3日（祝）
・4日（日）
9時30分〜15時
会 場 横浜刑務所、横浜少年鑑別所
（ 842-0040 846-9162）

保育園で遊ぼう！

5

日

いろいろなブロックや絵の具遊びなど

港南中央地域ケアプラザ
（ 845-4100 845-4155）

会

場

港南つくしんぼ保育園
（ 882-2940 882-2941）

平成31年4月から保育所等の入所を希望する皆さんへ

秋もやります！

利用案内・申請書の配布と申込みを開始
認可保育所や認定こども園（保育所部分）、家庭的保育事業、小規模保育事業
等を利用する場合
▶ 横浜市認定・利用調整事務センターへの申請が必要です
■ 利用案内・支給認定申請書等の配布

日時

10月26日（金）
・31日（水）、
11月9日（金）
・14日（水）
・28日（水）、
12月5日（水）9時30分〜12時頃
※売り切れ次第終了
※天候や農作物の収穫状況により中止になる
場合があります

会場

区役所1階

配布場所 区役所4階40番窓口、行政サービスコーナー、認可保育所ほか
※こども青少年局ホームページからダウンロードできます

専用封筒（申請書に添付）で郵送してください。

申請期間 10月12日（金）〜11月5日（月）
（消印有効）
※市外保育所を希望する場合や障害児の入所は、居住区の区役所にご相談ください

■ 説明会・個別相談会

ふるさと港南
ビタミン満菜市

新鮮な採れたての野菜を、区内の農家の皆さんから
直接購入できる、またとない機会です。秋は夏とは違っ
た野菜が販売されるので、お楽しみに！

配布開始日 10月12日（金）※就業証明書様式のみ区役所で10月1日（月）から

■ 申込（申請）方法

時

当日直接会場へお越しください。

日時

10月12日（金）10時〜、14時〜

会場

区役所6階

定員

各100人（先着）※公共交通機関をご利用ください

幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の利用を希望する場合
▶ 希望する園へ直接願書を提出してください。入園が内定した後、園から「子ど
も・子育て支援制度支給認定申請書兼利用施設届出書」を受け取り、手続を
してください。
問合せ

11月に開催

区役所保育担当（

847-8498

842-0813）

大好評！ 港南区まちゼミ

問合せ

区役所企画調整係
（ 847-8328 841-7030）

地元商店街でプロの技を楽しく学べるおトクな講座「港南区まちゼミ」
！
港南区商店街連合会が後援し、実行委員会が中心になって開催しています。

● 昨年の様子

昨年は58講座が
開催され、
約400人が参加。
満足度97%と
大好評でした！
焼き方で違う！
おいしいホルモンを食べよう

手作りリースで
一足先にクリスマス気分♪

参加者の声
・ 説明も分かりやすく、とても勉強になりました。大満足です
・プロの技をありがとうございました。自宅でも試してみます
問合せ

あなたに合わせた
眉の描き方講座

すぐに着られる!
「男のきもの」着付け講座

講座の内容・日程を記載したチラシは、10月上旬から区役所などで配布します。
気になる講座は要チェック！定員は先着順で埋まってしまいます。

区役所地域運営推進係（

詳しくはこちらへ
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

11月18日（日）開催

みんなで歩こう「港南ふれあいウォーキング」
家族や友人と区内を楽しく歩いてみませんか？ ぜひご参加ください。

申込み不要！ 当日気軽に参加したい人はこちら

事前申込必要！引率ありで安心

● 大岡川コース（約3km）

● ふれあいコース（約3km）
※ルートは大岡川コースと同じ

スタート▶笹野橋公園▶最戸橋▶ゴール（約1時間）
大岡川プロムナードを歩く比較的平たんなコースです。
最戸橋で折り返し、対岸コースを戻ります。
く

ら

き

今年もスタンプラリーを行います。お楽しみに！
● 久良岐コース（約6km）
スタート▶最戸橋▶久良岐公園▶上大岡小学校前▶上大岡公園▶ゴール（約2時間）
最戸橋までは大岡川コースと同じ。坂道や階段がある、歩きがいのあるコースです。

対

引率者やほかの参加者と話し
ながら、楽しく一緒に歩きま
しょう。
集合時間
対

8時45分〜9時15分 ※スタートは9時25分、ゴール受付は12時30分まで
計400人（先着）

象

申込み

当日直接受付へ ※荒天中止。開催の有無は当日8時から問合せを

問合せ

横浜市コールセンター（

664-2525

象

申込み

集合・受付（スタート・ゴール） 港南ふれあい公園
（地下鉄港南中央駅下車）
受付時間

港南区 ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

8時45分
100人（抽選）
11月1日
（消印有効）
までに はがき か ファクス
か Eメール に住所・氏名・電話番号を書いて、
港南ふれあいウォーキング実行委員会事務局
（〒233-0003 港南4-2-10、 845-9809、
kn-fureaiwalk@city.yokohama.jp）へ

664-2828）

※手話通訳などが必要な人は11月1日までにご連絡ください。ふれあいコース希望の場合は申込み時に併記してください

■社会参加に困難を抱える
若者について考えるセミナー
不登校・不就労の若者とどう向き合うか
11月13日
（火）14時〜15時30分
区役所6階 市内在住の人50人（先
着） 当日直接会場へ ※手話通訳希
望の場合は10月23日までに かファ
クスに
を書 いてよこはま南 部
ユースプラザ（〒235-0016 磯子区磯
子3-4-23 浜田ビル2階、 761-4323
761-4023）へ
■移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
10月11日〜11月8日の隔週木曜日
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）

■犬の飼い方・しつけ方セミナー
11月6日（火）14時〜15時45分
区役所6階
11月2日までに電話か
ファクスに
と参加人数、犬種、飼
育数、月齢を書いて区役所環境衛生係
（ 847-8445 846-5981）へ
■落語家さんのヘルパー修行日記
「認知症介護は十人十色」
11月7日（水）14時〜15時30分
区民文化センターひまわりの郷 250
人（先着） 10月12日8時45分から電
話か直接、
またはファクスに
と年
齢を書いて区役所高齢者支援担当（
847-8419 845-9809）へ
■親子でエクササイズ
11月29日
（木）10時〜11時30分
港南スポーツセンター 1〜3歳の子
と保護者30組（先着） 11月5日10
時から電話で港南台第二保育園（ 83
2-3309 832-3198）へ ※土・日曜
日を除く10時〜16時

検診名など

■しかけカードを作ろう・
絵本読み聞かせ
11月17日（土）10時〜11時30分
港南図書館 小学生15人（小学1・
2年生は保護者同伴）
（ 抽選） 10月
31日までに申込書（区役所ほかで配
布）を郵送か直接、またはファクスかＥ
メールに
と年齢を書いて区役所
区民活動支援係（〒233-0003 港南
4-2-10、 847-8394 842-8193
kn-dokusyo@city.yokohama.jp）へ
■あそびにおいでよ！
こどもフェスティバル秋
11月7日（水）10時15分〜11時30
分（受付は10時から）※雨天の場合は
11月9日（金）両日雨天の場合は中止
野庭中央公園（バス停野庭中央公園
下車） 未就学児と保護者 当日直
接会場へ 野庭第二保育園（ 8491700 842-9546）

日時・会場など

■特設行政相談のお知らせ
国の仕事に関する相談など
①10月11日
（木）13時〜16時②10
月17日
（水）
12時30分〜16時30分
①区役所1階②日野南地域ケアプラザ
当日直接会場へ 総務省神奈川行
政評価事務所行政相談課（ 0570-0
90-110）
、区役所広報相談係（ 8478321 846-2483）
■冷蔵庫の大そうじ術
食品ロスの出ない冷蔵庫へ大変身！
12月4日（火）10時〜11時30分
消費生活総合センター
（京急・地下鉄上
大岡駅下車） 市内在住・在勤・在学の
人80人（先着） 10月11日9時から
電話、
またはファクスかＥメールに
を書いて消費生活総合センター（ 84
5-5640 845-7720 info@yoko
hama-consumer.or.jp）へ 2〜6
歳の子20人 ※10月31日までに申込
みを

申込み

相談

10月11日（木）
・24日（水）、11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

10月26日（金）14時〜17時
区役所 4階
市内在住の15〜39歳の人と家族

電話で区役所学校連携・こども担当
（ 847-8439 842-0813）へ

予約制

10月11日（木）9時15分〜11時、10月24日（水）13時15分〜15時
区役所3階（健診・検査フロア）
未就学児

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

10月11日8時45分から電話で
10月29日（月）10時〜11時30分
区役所3階（健診・検査フロア）
区役所健康づくり係
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）
（ 847-8438 846-5981）へ

離乳食教室

予約制

10月11日8時45分から電話で
10月17日
（水）13時30分〜15時
区役所3階（健診・検査フロア）
区役所健康づくり係
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）
（ 847-8438 846-5981）へ

肺がん検診

予約制

11月8日（木）9時〜10時45分
区役所 3 階（健診・検査フロア）
40歳以上55人（先着）
胸部Ｘ線撮影：680円

一般精神保健相談

予約制

ひきこもり等の困難を抱える
予約制
若者の専門相談
赤ちゃん・子ども

乳幼児歯科相談
（歯科健診あり）

がん 検 診

10月12日〜25日に電話で区役所
健康づくり係（ 847-8438、8時45
分〜17時）へ

音声による通話が難しい人は、
ファクス申込みも可。氏名、
ファクス番号、生年月日、直近の肺がん検診受診時期を書いて区役所健康づくり係（

846-5981）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
※28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

