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磯子警察署

振り込め詐欺にあわないためのポイント

● 常に留守番電話設定を！
● 留守番電話が作動する前に取らないで！
● 迷惑電話防止機能付き機器※の購入検討を！

※電話がつながる前に『通話を録音します』などと流れる機能がついた固定電話機
　に設置する機器

「急にお金が必要！用意して！」
「キャッシュカードを預かります。」
「ATMで医療費を還付します。」

こんな言葉を電話で聞いたら110番を！1

留守番電話設定のお願い！
犯人は留守番電話を嫌います。

2

こんな言葉を電話で聞いたら110番を！こんな言葉を電話で聞いたら110番を！こんな言葉を電話で聞いたら110番を！こんな言葉を電話で聞いたら110番を！こんな言葉を電話で聞いたら110番を！こんな言葉を電話で聞いたら110番を！こんな言葉を電話で聞いたら110番を！こんな言葉を電話で聞いたら110番を！
撲滅の2本柱

12
磯子区マスコット
キャラクター
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区の人口
166,675人

区のデータ
2018年 11月1日現在

区の世帯数
76,442世帯

5～12ページは磯子区版です。

磯子区ホームページ

発行 磯子区役所 区政推進課 広報相談係
750-2335　 750-2532
is-kouhou@city.yokohama.jp

Twitter https://twitter.com/yokohama_isogo

磯子区役所 検 索
No. 254

磯子区役所　〒235-0016 磯子区磯子三丁目5番1号　 750-2323（総合案内） 12月の区役所土曜開庁日：8日・22日　開庁時間：9時～12時
戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務を行っています。

特集1

　近年大きな問題になっている「振り込め詐欺」。区内の犯罪件数全
体は減少していますが、振り込め詐欺の被害は年々増大しています。
　振り込め詐欺の電話は、いつかかってきてもおかしくありません。
そこで、区内で実際に発生した事例とその対策を知り、被害にあわな
いようにしましょう。

しっかり対策！
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　磯子警察署と連携して、区内で発生した空き
巣、ひったくり、振り込め詐欺などの犯罪発生情
報や防犯に関する情報を、登録していただいた
メールアドレスに配信しています。（住所や氏名
の登録は不要です）

区内の犯罪発生情報などを
配信しています！

磯子区 安全・安心メール

ご利用方法
❶右の二次元コードを読み取って
空メールを送信してください。
※件名が「subscribe」となってい
るか確認し、そうでない場合は手
入力してください。
❷「confirm〇〇〇・・・（英数字）」と
いうメールが届くので、登録方法
に従って登録してください。

ドコモ

au  softbank二次元コード以外での登録方法は
ホームページをご覧ください

磯子区 安全安心メール

このあと、相手の
指示通りにATM
を操作したところ
還付金を受け取
るどころか、指定
された口座へお
金を振り込んでし
まいました。

　防犯指導員は、各地区の推薦で警察
署長からの委嘱を受けた13人。毎月10
日の「防犯の日」など月数回、街頭や駅
前などでチラシを配って注意を呼びか
けるキャンペーンを行っています。さら
に6組に分かれて月1〜2回、防犯協会
の広報車を使った「青色防犯パトロー
ル」も行っています。
　また、地域ごとの防犯の啓発活動と
して、健民祭や区内で開催されるイベ
ントにも積極的に参加しています。地域
のパトロールを通じて的確な防犯情報
を提供するためにも、区内におけるさ
まざまな犯罪情報をキャッチできるよ
う努めています。

ぜひご登録ください

❶磯子区役所のCです。
医療費の還付金が
あるのですぐに
手続きをしてほしい
のですが…。

 ご本人
　 ですか？

磯子警察のAです。
詐欺グループを
捕まえたら、
押収した名簿に
あなたの名前が
ありました。

預金を保護するため、
口座を止めます。
手続きをしますので、
暗証番号を教えて
ください。
後ほどカードを
取りに伺います。

銀行協会のBです。

ATMに
着きました。

❹❹

❸❸

❷❷

では、
ちょっと大変ですが、
私の言う通りに
操作して
ください。

えっ！
ホントですか？

銀行協会のBです。
キャッシュカードを
お預かりします。
カードを作り直して、
新しいカードを後日
お送りします。

口座残高0円？！
警察もそんな電話
してないから
詐欺だって…。

後日銀行で…

暗証番号は
1234です。

❶磯子区役所のCです。

還付金詐欺手口2
磯子警察のA えっ！

キャッシュカード詐欺手口1

はい、
そうです。

だって、
「今日中に手続きしないと
もらえない」って言われて

慌てて銀行に行ったんだよ。
誰かに相談する時間なんて

なかったよ。

良かったですね。
今日中に手続きを
しないと無効になって
しまうところでしたよ！
いますぐ銀行へ行って
ATMの前に着いたら
電話をください。

今日中に
手続きすれば

もらえるんですね？
わかりました。よろしく

お願いします。

ご苦労様です。

幅広く防犯活動に取り組んでいます
〜私たちは防犯指導員です〜

❶
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生活支援課　 750-2408　 750-2542

 「古布」はどこに出せばいいの？
　地域の団体（自治会・町内会・子ど
も会など）が行っている資源集団回
収にお出しください。また、区総合庁
舎前駐車場入口の資源回収ボックス
や資源循環局磯子事務所でも、回収
を行っています。

どんなものを出せばいいの？
　「古布」の対象は、リユース（再使用）できるＴシャツ・ジー
ンズ・カーテンなどの布製品です。

どのように出せばいいの？
　洗濯してあり、乾いているものを、中身が確認できる透明
または半透明の袋に入れてお出しください。

年末に整理整頓！
「古布」の出し方

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534

へら星人ミーオ

カ
ー
ド
裏

カ
ー
ド
表

生活の
見通しが立ち
安心しました！

区役所5階5番の相談窓口へご相談ください

生活困窮者自立支援制度　PRカード
区内の店舗や施設で配布しています

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■

■■
■■
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■■

■■

請 求 書

請 求 書

注意！ 雨の日には出さないでください。
衣類などの古布は中古衣料としてそのままリ
ユースされます。ぬれるとカビ発生の原因と
なり、リユースができなくなってしまいます。

●カーペット、マットレス、ふとん
→粗大ごみへ（畳んで ５０ｃｍ未満のものは「燃やすごみ」へ）
●汚れたもの、破れたもの、綿

わた
が入っているもの

→燃やすごみへ

次のものはリユースに適さないので
「古布」以外の日に出してください。

Q
A
Q
A

Q
A

ヨコハマ3
　スリム　

R夢！
マスコット イーオ

スポーツ推進委員が活躍している主な活動
　健民祭や歩け歩け大会といった地区のスポーツイベントのほか、世界トライア
スロンシリーズ横浜大会や横浜マラソンなどの大きなスポーツイベントでも、ス
タッフとして参加しています。

※現在、第32期（平成31年４月から２年間）のスポーツ推進委員の推薦を自治会・
町内会に依頼しています。

　スポーツ推進委員は、スポーツ基本法と横浜市スポーツ推進委員規則に基づ
いて、横浜市長からの委嘱を受けて活動しています。
　活動の拠点を地区におき、地域の皆さんと一緒に、地域に根ざしたスポーツ・
レクリエーションを普及するためにさまざまなイベントを実施しています。
　磯子区では、現在約130人のスポーツ推進委員が、自治会・町内会からの推
薦を受けて活動しています。
任期：２年（第31期 平成29年４月１日～平成31年３月31日）

活動支援係　 750-2393　 750-2534

スポーツ推進委員を  知っていますか？

健民祭 世界トライアスロン

解
決
に
向
け
た
プ
ラ
ン
を

一緒
に
作
り
ま
し
ょ
う

家
計
の
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し
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金
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理
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
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事
探
し
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サ
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ト
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ま
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ご相談ください

そんなときは！

就労支援ナビゲーター
ジョブスポット（ハローワーク）

どこに相談したら
良いのだろう。

借金や
生活費で

家計が苦しい。

仕事が
見つからない。

よこはまウォーキングポイント事業事務局　 0570-080-130　 0120-580-376

よこはまウォーキングポイント 
ご利用感謝キャンペーン

●電池200個、クリップ付きストラップ100個の無料交換(先着順。歩数計要持参)
●歩数計が故障・紛失してしまった人への販売(先着順。赤黒各25個)
●歩数計アプリの新規登録サポート
●使い方の相談会（歩数計のWマークや電池マークの消し方、時刻の合わせ方など）

12月16日（日） 13時〜19時
サンモール洋光台駅前広場(JR 洋光台駅徒歩1分)にブースを出展します。

履歴書

家計相談支援員

◯◯◯◯

◯　◯

◯◯◯◯◯◯◯◯

自立相談支援員

磯子区
総合庁舎

産業道路

国道16号

s 資源資源回収
←資源回収
　ボックス

家計のやりくり・お仕事探しの相談ができるのを
ご存じですか！？ 〜生活困窮者自立支援制度のご案内〜
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今月のテーマ

要援護者の安否確認訓練
　災害時にまごつくことのないように、
定期的に要援護者宅を訪ねる安否確
認訓練をしましょう。
　あらかじめ要援護者に声掛けをし、
名簿やマップを使って訪問先やルート
を確認しながら訓練を行います。

要援護者の避難誘導訓練
　実際に要援護者を避難誘導する訓練
も実施しましょう。
　日中に災害が起きたときには、支援
者の多くが仕事で遠くにいることが予
想されます。地域で過ごす時間の多い
中学生などと協力して避難誘導訓練を
実施している事例もあります。

災害時に一目で状況が確認できるようにするための工夫

　要援護者の把握と支援者の確保ができたら、実際の災害を想定した訓練な
どに取り組みましょう。

今日からはじめる
防災のヒント

連載
8

要援護者支援のための訓練をしよう
ヒント
1

安否確認のための工夫をしよう
ヒント
2

・磯子区杉田五丁目31番地
・JR根岸線新杉田駅から徒歩約11分
・新杉田駅バスターミナルからシャトル
 バスを約15分間隔で運行します。
 （9時～10時15分までの間）

災害時要援護者について（第3回）
〜災害時を想定した取組〜

最終回

★１月号の防災コラムは、磯子区の地域防災拠点訓練について紹介します。
事業企画担当　 750-2441　 750-2547 事業企画担当　 750-2441　 750-2547

磯子区　要援護

磯子区消防出初式 平成31年
日時 31年1月5日（土）

10時〜11時30分
会場 杉田臨海緑地（荒天時は磯子公会堂）

10時〜10時30分
[式典] 表彰 など　
※開式前に杉劇リコーダーず
　の演奏があります

第1部
10時30分〜11時
[総合演技]
浜中学校吹奏楽部演奏
一斉放水などの消防総合演技

第2部
11時〜11時30分
[消防ふれあいコーナー]
子供用防火衣着装体験　
消防車両展示、VR体験 など

第3部

●JR新杉田駅から徒歩約15分

首都高速湾岸線

首都高速湾岸線

出初式会場出初式会場

新杉田公園新杉田公園

杉田

聖天川西側聖天川西側

神戸橋神戸橋

聖天川東側聖天川東側

至 富岡町至 富岡町

至 磯子至 磯子

根
岸
線
根
岸
線

新杉田駅新杉田駅

杉田臨海緑地杉田臨海緑地バスターミナルバスターミナル

出入口出入口

シャトルバス
発着所
シャトルバス
発着所

★予定されているイベントなどは都合により変更・中止することがあります。　 磯子消防署庶務課　  753-0119

 開会式（表彰） 分列行進 自衛消防隊

 一斉放水

会場までのご案内

※会場に駐車場はありません

救急医療情報キットとは？
　家族・知人などの連絡先、かかりつけ医・持病・服
用薬・診察券などの医療情報、健康保険証や介護保
険の情報などを容器や袋に入れて、自宅の冷蔵庫に
保管しておき、「もしも」の時に、救急隊員などに必
要な情報を提供できるよう備えておくキットです。
　区役所では、キットの説明書、情報シートと記入例、ステッカーな
どのセットと、ご希望の人にはケースも配布しています。４階⑯番窓
口でご相談ください。

① 表示シートを
入れた透 明な容
器に、記入済の本
人情報シート、健
康 保 険 証の写し
などを入れます。

③ 表示ステッカーを玄関
ドアの内側と冷蔵庫の扉の
２か所に貼りつけます。

表示シート

② ①を冷蔵庫の目立つと
ころに入れます。

④「もしも」の時に、救急隊員などが表示ステッカーを頼りに
冷蔵庫からキットを取り出して参考にします。

キットの使い方

年に一度は本人情報シートに記載された内容に変更がないか
を見直しましょう！

既にキットをお持ちになっている区民の皆さんへ

自治会町内会によっては独自の取組として、キットを住民
に配ることを通じて、顔の見える関係づくりや災害時要
援護者の把握に役立てているところもあるよ！

救急医療情報キットを
活用しましょう！

地域の取組事例などを掲載した「災害時
要援護者支援の取組事例集」を区役所
4階⑯番窓口で配っています！ ホーム
ページからもダウンロードできるよ！

磯子区地域福祉保健計画案内役
“ 梅さん”

本人情報シート
◯緊急連絡先
◯治療中の病気
◯飲んでいる薬

など

保険証
写し

表
示
ス
テ
ッ
カ
ー

災害時安否確認票

安否確認 済

有

有

未

無

無

怪　我

家屋損傷

災害時に自分は無事 
だということを示す

「安否確認バンダナ」
を掲げる

自分や家族の安否や家屋
などの損傷の有無を表示
する「安否確認票」を貼る

※活用を約束する制度ではありません
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お知らせ

区民ホール

 ●若者自立就労支援×石巻進化躍進応援 
 　 うんめぇもん市 

12月13日、31年１月10日の木曜
10時～16時

NPO法人ヒューマンフェローシップ
762-1435　 751-9460

 ●こすもすショップ 
12月19日（水）・20日（木）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

区民ホールギャラリー

12月12日（水）～17日（月）絵手紙
12月19日（水）～24日（月・休）
パネル展ラグビーワールドカップ2019TM

31年1月5日（土）～10日（木）
パッチワーク・キルト

活動支援係
750-2393　 750-2534

磯子公会堂 12月休館日

12月25日（火）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

スポーツ
第37回磯子区MIX
ダブルス卓球大会(後期)

　MIXダブルスリーグ戦
31年1月20日（日）9時開始
磯子スポーツセンター
168組 （先着）  2,000円（1組）
12月11日から

磯子区卓球協会 原田
080-2888-6522　 883-1540

第38回磯子区
スリーダブルス卓球大会

　スリーMIXダブルス（男子3人・女子 
3人）女子スリーダブルス（1チーム6人）

31年2月2日（土）9時開始
磯子スポーツセンター
56組（先着） 6,000円（1組）
12月11日から

磯子区卓球協会 安斉
090-3502-3062　 751-2926

第5回磯子区民輪投げ大会

　グループも個人参加も大歓迎!
31年3月3日（日） 

9時30分開始（9時受付開始） 
磯子センター　 区内在住・在勤・

在学・96人（先着）
12月11日から またははがきで

磯子区スポーツ推進委員連絡
協議会事務局（地域振興課内）

750-2393　 750-2534
is-sports@city.yokohama.jp

子育て

おいしいおはなし よみきかせ会

　おいしいお話のあと、お話の中に 
出てきた食べ物をいただきます。

12月25日（火）11時～11時30分

磯子図書館 会議室
未就学児と養育者・30組（当日先着）
健康づくり係
750-2446　 750-2547

出張栄養相談 in いそピヨ

　離乳食の進め方やお子さんの小
食・好き嫌いの解決法など。

31年1月8日（火）10時～11時
子育て支援拠点「いそピヨ」

 （森1-7-10 トワイシア横濱磯子2階）
0歳～未就学児の保護者
健康づくり係
750-2446　 750-2547

離乳食教室

　離乳食の進め方(お話と調理実演、
試食)です。

31年1月25日（金）14時~15時30分

12
今月の
お知らせ

今月11日以降のお知らせを掲載しています

申込の
注意

各記事共通

● 区役所あての郵便物は〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 磯子区役所○○係へ。
●  はがき、FAX、Eメールでの申込みには、必要事項を必ず記入してください。

必要事項：行事名（希望教室名）・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号
●  特に記載のないものは、無料・申込不要です。

※持ち物や申込方法についての詳細は各施設にお問い合わせください。

凡例 日時・期間  講師・出演者  会場  対象・定員  費用  申込み  問合せ
電話  FAX  Eメール  郵送  窓口  ホームページ  持ち物  保育  休館日

※年末年始の休館日については各施設にお問い合わせください。

検診・検査・各種相談 すべて【予約制】 記載がないものは、 区役所4階

胃がん検診 31年1月28日（月）※検診時間は予約時にお知らせ　 40歳以上・40人（先着）
胃部X線検査1,570円　 12月28日~31年1月17日午前中に （土日祝日・12月29日～1月3日を除く）

神奈川県結核予防会
251-2363

エイズ・梅毒検査 匿名・無料で受けられます。詳しくはお問い合わせください。

生活習慣病予防相談
（禁煙相談）

31年1月11日（金）9時～11時
健診結果の見方がよくわからない、禁煙したいと思っている人のための個別相談です（1人30～45分間）。

食生活健康相談 12月14日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、31年1月11日（金）9時～11時
糖尿病、高血圧など食事に注意が必要な人の栄養士による個別相談です（1人30～45分間）。

こども食事相談 12月21日（金）9時～11時
乳幼児から高校生までの子どもの食事についての相談です（1人30～45分間）。

もの忘れ相談 12月19日（水）13時45分～15時55分　 区役所5階　 3人（先着）　
もの忘れや認知症で困っている症状についての専門医による相談です（1人30～45分間）。

高齢・障害支援課
750-2418　 750-2540

乳幼児・
妊産婦歯科相談

12月21日（金）13時30分～14時45分
乳幼児や妊産婦の歯についての相談です。乳幼児の歯科健康診査と歯みがきのアドバイスも行います。

女性の健康相談 12月17日（月）、31年1月7日（月）8時45分～11時
助産師による避妊・月経・更年期などについての相談です。

こども家庭支援課
750-2448　 750-2540

妊産婦健康相談 12月18日・25日、31年1月8日・15日の火曜9時30分～11時
妊娠・出産・母乳などの総合的な相談です。

ひきこもり専門相談 12月18日（火）、31年1月7日（月）14時～17時（1回50分）　 区役所5階
15～39歳の人とその家族　ひきこもりなどの困難を抱える若者の専門相談を行います。

こども家庭支援課
750-2525　 750-2540

健康づくり係
750-2446　 750-2547

健康づくり係
750-2445　 750-2547

検
査
・
各
種
相
談

検
診

年末年始の利用案内
●区役所 ●磯子公会堂 ●いそご区民活動支援センター

休業期間：12月29日（土）〜31年1月3日（木）
※区役所の戸籍関係の届出は、夜間休日受付で上記休業期間も受け付けます。

 ●磯子図書館　休業期間：12月28日（金）〜31年1月4日（金）
※12月29日（土）～31年1月3日（木）は返却ポストも利用できません。

●ごみ収集　休業期間：12月30日（日）〜31年1月3日（木）　　
 年末年始の収集日については16ページ（市版）へ

 年末年始も対応可能な医療機関などについては16ページ（市版）へ

●磯子区休日急患診療所（内科・小児科）（磯子1-3-13　 753-6011）
診療日：日曜・祝日、年末年始【12月30日（日）〜31年1月3日（木）】
診療時間：10時〜16時

横浜南部市場
（金沢区鳥浜町１－１）
からのお知らせ

　横浜南部市場は複合商業施
設の整備工事中のため駐車場
の大変な混雑が見込まれます。
　年末（30日まで）のお買い物
は公共交通機関・周辺駐車場を
ご利用ください。
　ご迷惑をおかけしますが、ご
理解・ご協力をお願いします。

経済局南部市場活用課
459-3313　 459-3307
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区役所4階 栄養相談室
7か月~9か月児と養育者・25組(先着)
1月4日から

健康づくり係
750-2446　 750-2547

区内保育施設合同育児講座
「親子でエクササイズ」

　音楽に合わせてお子さんと一緒に
遊びながら、シェイプアップ&筋肉
トレーニング&リラクゼーション。

31年1月29日（火）10時～11時30分
磯子スポーツセンター　 区内在

住の1・2歳児と保護者・25組（先着）
12月20日から

洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

市立保育園の子育て支援

　【すくすく・もぐもぐ(給食体験と育児
相談)】・【プレパパ・プレママ(保育園
体験)】実施日・実施時間・費用は各
園へお問い合わせください。【育児相
談】子育てについての悩みなどの相
談を受け付けています。秘密厳守。 
 

 交流保育
 育児講座
 コスモス広場(園庭開放)

※園庭開放は雨天中止
12月11日から各保育園へ

滝頭保育園
751-7879　 751-7889

 12月19日（水）
　　「誕生日会（12月生まれ）」
　　  31年1月16日（水）
　　「誕生日会（1月生まれ）」

 原則：毎週水曜10時～12時

東滝頭保育園
753-2201　 753-2247

 31年1月9日（水）「お正月遊び」
 原則：毎週火・木曜10時～12時

洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

 31年1月9日（水）
　　「誕生日会（1月生まれ）」
　　  31年1月10日（木）
　　「新年子ども会」

 12月27日（木）
　　「1・2歳児運動遊び」

 【園庭】原則：毎週月～金曜
　　  9時～13時、14時30分～16時
　　  【室内】原則：毎週水～金曜
　　  9時30分～12時30分

杉田保育園
774-9823　 774-9824

 31年1月10日（木）「お正月遊び」
 原則：毎週木曜 10時～11時30分

講座・
イベント

磯子暮らしのセミナー
～今すぐはじめる終活 物と心の整理術～

　「もしもの時」に備えて日常生活の
中での「整理」を見直しませんか。

12月14日（金）10時～11時30分
区役所7階 701・702会議室
90人（当日先着）
地域振興係
750-2397　 750-2534

平成31年磯子区新年賀詞交換会

　新しい年の始まりを区民が一堂に
会してお祝いします。

31年1月6日（日）12時～13時30分
 （11時15分受付開始）

ロイヤルホールヨコハマ　
4,000円　 12月18日までに
庶務係 ※申込用紙は庶務係で配布
750-2311　 750-2530

磯子七福神めぐり

　磯子区、南区の寺社にまつられる七
福神と、岡村天満宮を散策します。※動
きやすい服装、靴で参加してください。

31年1月13日（日）※荒天中止
集合時間・場所は以下の5か所です。
 【根岸地区】8時30分・根岸坂下公園
 【滝頭地区】8時45分・岡村中学校
 【岡村地区】8時45分・岡村西部自治会館
 【磯子地区】8時40分・磯子小学校
 【屏風ヶ浦・上笹下・洋光台地区】
8時30分・区役所1階区民ホール

活動支援係
750-2396　 750-2534

スキルアップ講座
 「活動資金を考えよう !」
～積極的に活動を広げるために～

　市民活動やサークル活動を活性化
するための「資金」のお話しです。

31年1月22日（火）9時30分~12時
区役所7階会議室　 20人（先着）
12月11日から

いそご区民活動支援センター
754-2390　 759-4116
is-shienc@city.yokohama.jp
  いそご区民活動支援センター

第28回いそご芸術文化祭

●【囲碁部】新春囲碁大会
31年2月3日（日）10時～17時

 （9時30分受付開始） 
磯子センター 3階会議室　
12チーム/1チーム5人（先着）
12月11日から
7,500円（1チーム）※弁当代含む
文化協会囲碁部 紙谷

753-7517
●【茶道部】茶会

31年2月17日（日）10時～15時
 （9時30分受付開始） 

磯子公会堂 和室・集会室　
130人（先着）　 900円
12月17日から
文化協会茶道部 中山
080-3178-5986

●【演劇部】だんかぽんのおはなし
31年3月16日（土）15時から（14時

30分開場）・17日（日）11時/14時30
分から（10時30分/14時開場）

区民文化センター杉田劇場 リハー
サル室　

各回50人（先着） 500円
31年1月7日から
文化協会演劇部だんかぽん 五十嵐
090-1203-9240　 833-5253

施設から

根岸地区センター

馬場町1-42
751-4777　 751-4798

毎月第3月曜：12月17日

 ●家庭でできる点心（全2回） 
31年1月28日、2月25日の月曜

13時～16時
12人（先着） 3,000円　
エプロン・三角巾・持ち帰り容器
12月21日から

横浜南税務署からのお知らせ 横浜南税務署　 789-3731

開設期間：31年2月18日（月）～3月15日（金）※土・日を除きます
※2月15日（金）以前は、申告書作成会場はありません。

所得税・個人消費税・贈与税の
申告書作成会場の開設日は 2月18日（月）です。

申込の注意（各記事共通）については
9ページをご覧ください。

「介護マーク」の交付について
　認知症などの要援護者を介護する人が周囲から誤解
を受けることがないよう、「介護マーク」を交付します。
　介護していることを周囲にさりげなく知ってもらい
たい時にご活用ください。裏面が磁石になっているマ
グネットタイプ（A5版）と、首にかけられる名札タイプの
２種をご用意しています。

（区役所5階①番窓口・区内地域ケアプラザで無料交付中）
高齢・障害支援課　 750-2417　 750-2540

３１年2月28日まで 浜田ビル駐車場をご利用ください
　防潮設備工事のため、区総合庁舎駐車場は利用できません。

（期間は工事の関係で前後する可能性があります。）
【お願い】浜田ビル駐車場は12月中、
大変込み合います。期間中は極力公
共交通機関をご利用くださいますよ
う、ご協力をお願いいたします。

予算調整係　
750-2313　 750-2530 JR 磯子駅

磯子区
総合庁舎

産業道路
障害者用駐車スペース

入庫国道16号
浜田
ビル

駐車場
出
庫
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磯子センター

磯子3-1-41
753-2861　 753-2863

desk-8@isogo-sk.com
12月25日（火）

磯子地区センター・・・・・・・・・・・
 ●極上スイーツ作り第2弾（全3回） 

31年1月24日、2月7日・21日の木
曜10時～13時

12人（抽選） 3,000円　
12月20日までに または往

復はがきで
老人福祉センター 喜楽荘・・・・・・
 ●ボイストレーニング（全5回） 
　腹式呼吸で健康増進!

31年1月～3月の第1・3金曜
※1月4日除く 13時30分～15時

60歳以上・20人（抽選） 1,500円
12月20日までに または往

復はがきで 　

杉田地区センター

杉田1-17-1プララ杉田4階
775-0541　 775-0542

毎月第3木曜：12月20日

 ●ミニチュアストーリーガーデン ・ 
   『赤毛のアン』編（全2回） 
　植物を使ってアンの世界を箱庭風
に作ります。

31年1月27日、2月17日の日曜
13時～15時30分

12人（先着） 3,500円　
31年1月7日から

上中里地区センター

上中里町397-2
773-3929　 773-3939

12月25日（火）

 ●親子あそびとリトミック（全6回） 
31年1月21日、2月4日・18日、3月

4日・11日・18日の月曜
①10時～11時　②11時～12時

①1歳6か月～2歳5か月児と保護者
②2歳6か月～４歳児と保護者・
各20組（抽選） 3,000円

12月25日までに往復はがきで

根岸中学校コミュニティハウス
西町17-13　 754-2600

毎週火・金曜

 ●フラヘレマーリエ シニアのための 
 　健康フラダンス（全2回） 
　楽しくゆっくりとフラを踊り、健康
な体をつくりましょう。

12月12日・26日の水曜14時～15時
60歳以上・10人（先着） 1,000円
飲み物、汗拭きタオル ※動きやす

い服装　 12月11日から

滝頭コミュニティハウス

滝頭2-31-39
761-7928　 754-4666

12月25日（火）
※空調工事のため12月21日まで休館

 ●いきいき「書」アート講座  
　 ～トンパ文字を素敵なアートに!～ 
　「新年の私のテーマ」となる文字を
選び、素敵なアート作品を創ります。

31年1月22日（火）13時30分～15
時30分　 12人（先着） 500円　

習字の筆(普通・小筆1本ずつ)、ス
ティックのり　 12月11日から

岡村中学校コミュニティハウス
岡村1-14-1　 758-2017

毎週火・金曜

 ●新年を華やかに  
　 ～お正月フラワーアレンジメント～ 
　華やかな生花を使ったフラワーアレ
ンジメントで新年を迎えましょう。

12月27日（木）10時～12時
15人（先着） 2,500円
花ばさみ、ホチキス、新聞紙、持ち

帰り用袋　 12月12日から

浜小学校コミュニティハウス

磯子台23-1　 758-2540
毎週火・金曜

 
 ●新春 お楽しみ演芸会  
　ハマの踊れないアイドル「秋風亭借
金」とハマの踊れるアイドル「恋南亭
真っ平」のお楽しみ演芸会。

31年1月20日（日）
13時30分～15時（13時開場）

20人（先着） 300円
12月12日から

洋光台第三小学校コミュニティハウス

洋光台2-4-1　 832-8331
毎週火・金曜

 ●ミニ門松を作りましょう 
12月26日（水）15時～16時30分 
10人（先着） 1,200円 
12月12日から

洋光台第四小学校コミュニティハウス

洋光台6-6-1　 833-6940
毎週火・金曜

 ●Yokodai Kids English  
　 ～えいごで遊ぼう!～（全6回） 
　小学生低学年の児童を対象に、外
国人の英語を聞いて、話して、慣れ親
しんでもらう教室です。

31年1月5日・19日、2月9日・16
日、3月2日・16日の土曜10時30分～
11時30分　 小学1年～3年生・10人
 （先着） 2,500円

12月12日から

洋光台駅前公園こどもログハウス
（おもしろハウス）

洋光台5-2　 833-1569
毎月第3月曜：12月17日

※施設修繕のため31年1月4日〜3月22日まで休館

 ●ログのクリスマス会 
　洋光台第一中学校吹奏楽部による
ミニコンサート、サンタさんと一緒に
ビンゴ大会。

12月22日（土）14時～15時
小学生以下・100人（当日先着）

※未就学児は保護者同伴

根岸地域ケアプラザ
馬場町1-42

751-4801　 751-4821

 ●ミラクル☆ストレッチ講座 
　セラバンドを使用した座位のまま
できるストレッチを行います。

12月15日（土）10時～11時30分

滝頭地域ケアプラザ
滝頭2-30-1

750-5151　 750-5155
毎月第3月曜：12月17日

 ●ままとベビーの体操「ぴよぴよ」（全6回） 
　産後のシェイプアップ&ベビー体
操。気持ちよく体を動かしましょう!

31年1月15日・29日、2月5日・19日、
3月5日・19日の火曜10時～11時30分

4か月~12か月児と保護者・10組
 （先着） 2,000円 

12月11日から

磯子地域ケアプラザ
磯子3-1-22

758-0180　 758-0181
毎月第3月曜：12月17日

 ●工事にともなう一部サービス休止 
 　のお知らせ 
①31年２月６日（水）～19日（火）：
　多目的ホールの貸室休止
②２月４日（月）～10日（日）：
　デイサービスの休止
③１月～２月：駐車場の利用休止
 ●来々館～憩いのひとときを～ 
　お子さんの遊び場、折紙、囲碁、お茶
のコーナーなどをお楽しみください。

12月19日（水）10時～11時30分
100円 

新杉田地域ケアプラザ

新杉田町8-7
771-3332　 771-3334

 ●福祉・医療手話講座（全8回） 
　福祉・医療に携わっている人向けの
手話講座です。初心者の人・学生さん
も気軽にどうぞ♪

12月～31年3月の第2・4木曜
19時～20時30分　 区内在住、在勤
優先・30人（先着） 200円（1回）

要・事前連絡

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

森4-1-17
750-5411　 751-2322

毎月第2火曜：12月11日、1月8日

 ●バランスの良い食事のコツを知ろう! 
　健康的なメニューを試食し、バラン
スの良い食事の参考にしましょう。

®
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読書会
■～磯子図書館ブックサロン～
　読書会
　1 冊の本を読んで集まり、それぞ
れの読み方を語り合います。新しい
本の世界を広げてみませんか。テ
キストは各自ご用意のうえ読み終
えて、ご参加ください。
<テキスト>『死海のほとり』/遠藤
周作/著（新潮文庫)

12月21日（金）14時30分～17時
読書会に興味がある人
随時受付中

おはなし会
■定例おはなし会
　司書が読み聞かせる絵本の世界
を楽しんでみませんか。

12月12日・26日、31年1月9日
の水曜15時30分から

一人でおはなしを聞ける子
 （当日先着）
■親子で楽しむおはなし会
　お子さんの成長に合わせた絵本
の読み聞かせもあります。

12月13日、31年1月10日の木
曜11時から

2・3歳児と保護者・15組
 （当日先着）

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!

地球環境問題がよくわかる本
浦野　紘平・
浦野　真弥／共著
オーム社／2017年刊

　環境について幅広く取り上げ、世界の現状
だけでなく解決策についても示しています。
大気汚染や水質汚染、ゴミやアレルギーなど
問題ごとに分かれた各章は、質問形式で書か
れているので、身近な生活を振り返りながら
考えることができます。また、環境教育の大切さについても伝えて
います。興味が湧いたら、巻末の関連図書、関連団体リストなどを利
用してアプローチする方法も示されています。

「はまかぜ号」 12月13日・27日の木曜
　 10時～10時50分

杉田大谷第一公園（杉田7-14）
中央図書館サービス課

262-0050　 231-8299

広報相談係  750-2337  750-2532  is-kouhou@city.yokohama.jp

ホームページからの
回答受付開始日は 12 月1日です。

回答方法について
　12月20日までに、はがき・FAX・
Eメール・ホームページで「紙面
アンケート：12月号」、郵便番号・
住所・電話番号・氏名（ふりがな）・
年齢と「アンケートの回答」を明記
して広報相談係まで。

アンケート 紙面について
● 見やすさ（文字の大きさ、デザイン、

情報量）についての感想・意見
●企画内容についての感想・意見
●その他

紙面アンケート
（磯子区版について）

12月

  磯子区 紙面アンケート 30 年 12 月 

磯子図書館だより 磯子図書館
753-2864  
750-2528

休館日   12月17日（月）・ 
28日（金）〜31年1月4日（金）

広報よこはま磯子区版はここまでです。

31年2月5日（火）10時～11時30分
おおむね60歳以上の人・20人 （先着） 
筆記用具
31年1月5日から

上笹下地域ケアプラザ

氷取沢町60-17
769-0240　 769-0242

毎月第3月曜：12月17日

 ●サタデーナイトヨガ 
　リフレッシュ・リラックス♪

12月15日（土）18時～19時
300円

たきがしら会館

滝頭3-1-68
752-4050　 752-4051

 ●当日受付教室『バスケットボール・ 
 　フットサルタイム』 

12月20日(木)
①バスケットボール
19時10分～20時30分 
②フットサル 19時30分～20時50分

中学生以上・各25人（当日先着） 
各600円（1回） 運動のできる服

装、タオル、飲み物、室内履き

根岸なつかし公園旧柳下邸

下町10　 750-5022
毎月第2・4火曜：

12月11日・25日、31年1月8日

 ●旧柳下邸のクリスマス2018 
　洋館にアットホームなクリスマスの
飾り付けをします。

12月24日（月・休）まで
9時30分～16時30分

横浜市社会教育コーナー

磯子3-6-1　 761-4321
toiawase@yse-yokohama.com

毎月第1月曜：31年1月7日

 ●姿勢が変わればココロも変わる 
　歩行速度と健康寿命は比例する、
とも言われています。正しい歩き方、
ステキな立ち姿の体験レッスン。

31年1月19日（土）13時30分～15時
60歳以上、15人（先着） 1,000円
12月13日から （身長を

お知らせください）

区地域子育て支援拠点
いそピヨ

森1-7-10 トワイシア横濱磯子2階
750-1322　 750-1323

日・月曜、祝日

 ●横浜子育てサポートシステム 
 　提供・両方会員予定者研修会(全3回) 
　地域で子育て支援をする有償の支
え合い活動でお子さんを預かる会員
になるための研修会です。

31年2月5日（火）9時30分～12時
50分・6日（水）9時30分～14時20
分・7日（木）9時30分～15時15分

子育て支援に熱意と理解があり、
安全に子どもを預かることのできる
満20歳以上の健康な人・30人（先着）

1歳6か月以上・各日5人（先着）
※申込みの際お伝えください。

12月11日から
横浜子育てサポートシステム磯

子区支部
750-1405　 750-1406

久良岐能舞台
岡村8-21-7

761-3854　 754-4050
12月17日（月）

 ●能「葵
あおいのうえ

上」事前解説と喜多流研鑽
さん

会・ 
 　能「葵上」本公演 
　能「葵上」本公演に先立ち、事前解
説とワークショップを行います。

31年1月13日（日）
①事前解説13時~15時
②研鑽会15時30分~17時
1月27日（日）③本公演14時~16時

各10人（先着）
①2,500円②無料③5,000円

①③通し券7,000円
12月11日からチケット発売

区民文化センター
杉田劇場

杉田1-1-1 らびすた新杉田4階
771-1212　 770-5656

12月11日（火）、31年1月8日（火）

 ●ひよこ♪コンサートvol.38 
 さっこさんといっしょ♪ どうよう いっぱい ゆめ いっぱい 
　0歳からのちいさなコンサート♪
どうようや手あそび歌など楽しい曲
がたくさん!

12月19日（水）11時開演（10時30
分開場）・14時30分開演（14時開場）

各310人（当日先着）
4歳まで500円、5歳から1,000円 

※膝上鑑賞の場合も要チケット
  杉田劇場

 
岡村公園
岡村2-17-1

751-4375　 349-2292

 ●ミニ門松づくり教室 
 ～お正月をかわいいミニ門松で飾りましょう!～ 

12月25日（火）10時～12時/
13時30分～15時30分

各回10人（先着） 1,000円
12月11日から

新杉田公園
杉田5-32

776-3313　 355-0628

 ●ミニ門松アレンジ教室 
　季節の植物を使って、玄関先に飾る
ことができるミニ門松を作ります。

12月25日（火）・26日（水）
10時～11時30分

各回10人（先着） 1,500円　
花切りばさみ（お持ちの人のみ）
12月11日から

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
832-1166　 832-1161

12月18日（火）、
31年1月8日（火）・9日（水）

※原則、下記費用とは別に入館料がかかります
※毎週土曜は、高校生以下の入館料は無料

 ●星空観察会「1月の星空をみよう! 
 　すばるとオリオン大星雲をみよう!」 

31年1月5日（土）19時30分～20
時40分　 中学生以下は保護者同
伴・150人（抽選）  12月22日まで
に か往復はがきで

  はまぎん こども宇宙科学館

申込の注意（各記事共通）については
9ページをご覧ください。
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