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磯子区マスコット
キャラクター
「いそっぴ」

2018年 1月1日現在

166,515人
区の人口

75,869世帯
区の世帯数

区のデータ
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

5～12ページは磯子区版です。

磯子区ホームページ

2月の区役所土曜開庁日：10日・24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なっています。

〒235-0016 磯子区磯子三丁目5番1号　　750-2323（総合案内）磯子区役所

特集

区民意識調査の結果が
まとまりました

この特集に関する問合せ：企画調整係 　750-2331  　750-2533

　磯子区では、区民の皆さんの意見を生かした行政運営を行
うために、日常生活に関わる区民アンケート調査を２年ごと
に行なっています。昨年６月に実施した調査結果がまとまりま
したので、概要をご紹介します。調査結果は、今後のさまざま
な施策に生かしていきます。

調査概要

調査対象：
調査期間：
調査方法：
回収状況：

磯子区在住の18歳以上の人の中から無作為抽出
平成29年６月16日～30日
郵送による配布・回収（無記名）
配布数3,500通、有効回答数1,299通、
有効回答率37.1%

●磯子区に愛着や誇りを感じている人は７割超え

■感じている　■やや感じている　■あまり感じていない　■まったく感じていない　■無回答
0 20 40 60 80 　　100（％）

36.5 36.2 23.2 3.4 0.7

●磯子区の魅力は「住環境が落ち着いていること」が最多

72.7

1位 住環境が落ち着いていること
51.4%

2位 生活に便利であること
42.3%

3位 自然が豊かであること
42.0%

4位 治安がよいこと
28.1%

5位 庶民的であること
25.8%

洋光台地区

上笹下地区

杉田地区

屏風ヶ浦地区

汐見台地区

磯子地区

岡村地区
滝頭地区

根岸地区

住環境の落ち着き

住環境の落ち着き

住環境の落ち着き

生活に便利

生活に便利

自然が豊か

※滝頭地区は同率１位

6ページに続きます
自然が豊か

Q あなたは、磯子区に対して愛着や誇りを感じていますか。

Q 磯子区の魅力は何だと思いますか。（複数選択可）

●「定住意向※」は７割超え

■住み続ける　■たぶん住み続ける　■たぶん移転する　■移転する　■わからない　■無回答
0 20 40 60 80 　　100（％）

32.9 38.4 6.8
1.7

0.7

※定住意向…「住み続ける」と「たぶん住み続ける」の割合の合計

71.3

Q これからもずっと磯子区に住み続けたいと思いますか。

生活に便利

住環境の落ち着き

住環境の落ち着き

19.5

地区別で
みると...
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洋光台地区

上笹下地区

杉田地区

屏風ヶ浦地区

汐見台地区

磯子地区

岡村地区
滝頭地区

根岸地区

洋光台地区

上笹下地区

杉田地区

屏風ヶ浦地区

汐見台地区

磯子地区

岡村地区
滝頭地区

根岸地区

●区役所が取り組むべき課題トップは「災害対策」

災害対策

高齢者福祉

防犯対策

通勤・通学・買い物道路や歩道の整備

バスの便などの地域交通

身近な住民窓口サービス

商店街の振興

誰もが歩きやすい
段差解消などのバリアフリー

ごみの分別収集・リサイクルや
まちの美化

子育て支援や青少年の健全育成

0 10 20 　　30（％）

磯子区民意識調査の結果は
ホームページで公開しています。
その他の問いの結果や詳しい分析を

知りたい人はホームページをご覧ください。

磯子区民意識調査

Q 区役所が取り組むべき課題として、
重要度が高いとお考えの項目を３つまでお選びください。

■満足　■やや満足

●満足度１位は「地域交通」

バスの便などの地域交通

ごみの分別収集・リサイクルやまちの美化

通勤・通学・買い物道路や歩道の整備

緑の保全と緑化の推進

公園の管理、整備

0 20 40 　　60（％）

29.5 37.0

16.6 48.7

18.3 42.3

12.3 42.0

13.3 40.9

満足
上位5項目

商店街の振興

誰もが歩きやすい段差解消などのバリアフリー

通勤・通学・買い物道路や歩道の整備

放置自転車の防止・駐輪場整備、交通安全対策

バスの便などの地域交通

0 20 　　40（％）

15.2 25.4

12.6 22.7

11.2 18.9

9.2 19.2

9.2 14.5

不満
上位5項目

■不満　■やや不満

Q あなたは現在のお住まいの周辺の生活環境にどの程度満足していますか。

上位
10項目

災害対策

高齢者福祉

防犯対策

1

2

3
災害対策

高齢者福祉

防犯対策

1

2

3

災害対策

高齢者福祉

防犯対策

1

2

3

災害対策

高齢者福祉

防犯対策1

2

3

地域交通

災害対策

高齢者福祉

1

2

3

※汐見台地区は同率１位

※杉田地区は同率3位

災害対策

高齢者福祉

子育て支援

1

1

3

災害対策

高齢者福祉

防犯対策

1

2

3

災害対策

高齢者福祉

防犯対策

1

2

3

災害対策

高齢者福祉

防犯対策

1

2

3

歩道の整備3

歩道の整備

商店街振興

緑の保全

商店街振興

公園の管理、整備

地域交通

地域交通

商店街振興 地域交通

商店街振興

地域交通

商店街振興

ごみの分別・まちの美化

商店街振興

地域交通

歩道の整備

地域交通

バリアフリー

地区別
満足1位
不満1位

地区別
上位3項目

※滝頭地区は
　同率3位

歩道の整備3

28.6

28.2

24.6

18.3

17.6

15.9

14.8

14.5

13.5

10.2
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　働いていても生活が苦しく借金が増えてきました。ダブルワークを始めたけれど体
力的に厳しく、このまま仕事や健康を維持できるのかも不安です。家計のどこを見直
せるのか分からないし、相談できる人がいません。

生活支援課 　 750-2408 750-2542

　生活困窮者自立支援制度では、さまざまな事情で生活していくことが
困難になっている人の課題を一緒に整理し、解決に向けた目標とプラン
に沿って支援します。

　地域力推進担当　　750-2398　　750-2533

　地域交流や地域活性化のためのイベント実
施など、地域課題解決のために継続して活動
する団体を応援する制度です。

磯子区地域運営補助金
募集スタート！

平成
30年度

　磯子区に住んでいる人のうち、横浜市内へ通勤・通学する人の割合で
す。15歳以上で通勤・通学をしている磯子区民81,864人のうち、通勤・
通学先が横浜市内の人は53,840人であり、区全体の65.8％を占めてお
り、18区中1位となっています。

65.8（%）
横浜市内へ

通勤・通学する人の割合

いそごポケット

　磯子区に関する統計情報をまとめた冊子の最新刊『いそごポケット 
2017』が２月下旬に完成します！
　区役所6階総務課統計選挙係窓口、1階広報相談係窓口にて無料で
配布しますので、ぜひご利用ください。

磯子区マスコット
キャラクター
「いそっぴ」

統計選挙係 　 750-2316 750-2530 

Q 生活費のやりくりに悩んでいます・・・

A こんなとき、区役所生活支援課で
相談できます。

1 2

4 3

磯子区民の通勤・通学先
（15歳以上）※ 磯子区

南区
港南区
旭区
保土ケ谷区
金沢区
泉区
中区
瀬谷区
緑区
神奈川区
戸塚区
栄区
都筑区
西区
港北区
鶴見区
青葉区

65.8%
65.5%
64.2%
63.1%
62.1%
62.0%
61.3%
61.3%
59.2%
58.9%
57.3%
57.3%
57.1%
57.0%
55.0%
48.4%
46.5%
41.2%

区名 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

順位

横浜市 56.6%－

区内
（自宅を含む）
26.2%

区内
（自宅を含む）
26.2%

市内の他区
39.5%
市内の他区
39.5%

県外
19.8%
県外
19.8%

不詳
4.5%
不詳
4.5%

NEW
磯子区は横浜市内で仕事や勉強をしている人が多いんだ！

県内の市町村
9.9%

県内の市町村
9.9%

あなたの街で気になること、
解決したいことに

地域で連携して取り組んでみませんか？

【補助期間】 最長3年間
【補助額】 経費の9割を上限に補助（上限50万円）
※平成30年度予算が横浜市会で議決されることを条件に交付します。

【募集期間】 ２月28日（水）まで
　　　　　 ※4月から活動を開始する場合

□継続的な取組を行なっている、
　または行おうとしている
…補助金交付終了後も活動を継続する予定である

□自治会町内会を含む２つ以上の
　団体が連携した団体
…自治会町内会＋商店街＋学校など

□民主的な意志決定の場がある
…定期的な会議の開催

「家計の見直しによる支出の削減」と
「1か所で増収できる仕事さがし」の

目標を立てて一緒に
取り組んでみませんか。

支出のこの部分は
工夫できそうですね。
借金の整理はこの手順で
行うとよいですよ。

ご経験にあった仕事が
ありますので応募してみませんか。
履歴書や面接のポイントも
一緒に確認しましょう。

区役所には、生活が不安な時に
相談できる窓口があります。
迷った時に背中を押してくれて

心強かったです。

給料が減って生活費が足りない。
借金しては返すの繰り返しで、
どうすればいいか分からない…

家計相談支援員

ジョブスポット※（職員）

補助を受けられる要件

平成27年国勢調査（平成27年10月1日現在）
※割合は四捨五入を行なっているため、その合計は100%と一致しません。

横浜市内
65.8％

区役所に
相談に行って
みました

数か月後
転職

一人で悩まず、まずはご相談ください。

やってみます！

さらに
専門家の助言も
受けられました

5階5番窓口
生活支援課

※ハローワークと連携した就労支援の窓口

磯子区地域運営補助金詳しくは

４月を過ぎてからの活動についても随時ご相談ください。

補助金活用事例：門松作り
～高齢者の技術・経験を活かした三世代交流～
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募集

●こすもすショップ
　2月21日（水）・22日（木）
10時～15時
　高齢・障害支援課
　750-2416　　750-2540
●若者自立就労支援×石巻進化躍進応援
　うんめぇもん市（石巻などの物産販売）
　2月28日（水）10時～16時
　NPO法人ヒューマンフェローシップ
　762-1435　　751-9460
●自治会紹介パネル展
　2月27日（火）～3月5日（月）
　地域振興係
　750-2391　　750-2534

2月23日（金）～28日（水） 押花
3月9日（金）～14日（水） 絵画
　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　2月27日（火）

　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　2月26日（月）※定期点検のため
　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521

　いそご地域活動支援センターに登
録されている地域ボランティア講師、
グループ・団体の2年に1度の更新で
す。新規登録も大歓迎です。
　2月12日から　　　　※登録用紙
は窓口・区民利用施設などで配布。
　　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116
　is-shienc@city.yokohama.jp

　区内で青少年の健全育成を目的に
実施される事業に対して、開催経費
の一部を補助します。※ただし、補助

金額の合計が30年度予算額に達し
た時点で募集を終了します。
　4月1日～31年3月31日までに実施
する事業　　3月1日から
※応募要項・申請書類は窓口・区
ホームページで配布。
　　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　いそご区民活動支援センターの情
報紙である「いそつな」のタイトルデ
ザインを一般公募し、皆さんの投票で
決めます。お気軽にご参加ください！
　3月9日までに　　　　※申込用
紙は窓口で配布。
　　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116
　is-shienc@city.yokohama.jp

　グループ・団体の会員同士の連絡
や備品の保管場所として利用できま
す。【募集個数】大（サイズW26× 
D34×H53 A3用紙可）18個、小（サ
イズW30×D35×H19）48個。無料。
　【使用期間】4月6日（金）～31年3

月31日（日）
　いそご区民活動支援センター
　区内を拠点として活動しているグ
ループ・団体（抽選）
　3月2日までに
　　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116
　is-shienc@city.yokohama.jp

　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。
　3月6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

　離乳食の基本「だしのとり方」のコ
ツが分かります！
　3月9日（金）10時～11時30分
　区役所4階栄養相談室
　妊娠中の人およびその家族・25人
（先着）

　エプロン、三角巾
　2月13日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　離乳食の進め方（お話と調理実
演、試食）です。
　3月23日（金）14時～15時30分
　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）　　3月1日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　【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
　　2月13日から各保育園へ

　神奈川県では、磯子区内における
土砂災害特別警戒区域の指定に向け
た調査を進め、30年1月に基礎調査
結果を公表しました。説明会では土
砂災害防止法・区域指定・指定に伴っ
て生じる土地利用の規制などについ
て説明します。
【全体説明会】※①②説明内容は同様
　2月18日（日）
①10時～11時30分（汐見台・屏風ヶ
浦地区より北側の人）
②14時～15時30分（杉田・洋光台地
区より南側の人）
　杉田小学校 体育館
【オープンハウス方式説明会（個別相談会）】
　①2月22日（木）15時～20時
（汐見台・屏風ヶ浦地区より北側の人）
②2月28日（水）15時～20時
（杉田・洋光台地区より南側の人）
　磯子センター 体育館
※会場の収容人数に限りがあり、混
雑緩和のため、対象地域を分けて開
催します。同様の内容を説明するた
め、ご都合がつかない場合は、他の日
時でご出席ください。指定される区域
と制限行為との関係など、個別の質
問・相談に対応します。なお、調査結
果（公表内容）及び住民説明会の詳細
についてはホームページをご覧くださ
い。また「説明資料」及び「よくある質
問と回答」も併せて、ホームページへ
掲載していますのでご覧ください。
　横浜川崎治水事務所急傾斜地第
二課　　411-2522

　全国の刑務所で作られた刑務所

作業製品の展示即売や、刑事施設の
日常などの広報パネル展示・VTR放
映も行います。
　2月19日（月）～22日（木）
10時～16時（最終日は15時まで）
　区役所1階区民ホール
　公益財団法人 矯正協会刑務作業
協力事業部 横浜地方事務所
　840-1169　　841-4971

　磯子区文化協会による文化の祭典
です。区内の複数の施設で、日頃の
成果を発表します。　　活動支援係
　750-2393　　750-2534
●【書道部】作品展
　2月21日（水）～27日（火）
10時～18時※初日は13時から、最
終日は16時まで
　区民文化センター杉田劇場
　磯子区文化協会 書道部 菅野
　751-4567
●【華道部】華展
　2月23日（金）～25日（日） 
11時から※最終日は15時まで
　区役所1階区民ホール
　磯子区文化協会 華道部 児玉
　753-5788　　755-0773
●【謡曲部】謡曲と仕舞のつどい
　3月4日（日）10時～16時
　久良岐能舞台
　磯子区文化協会 謡曲部 髙木
　364-3530
●【邦楽部】演奏会
　3月4日（日） 
10時30分～16時（10時開場）
　磯子公会堂
　600人（当日先着）
　磯子区文化協会 邦楽部 寺井
　773-6521

　市内在住・在学・在勤の人を対象
に、粗大ごみの中で再利用できる品
を抽選で無料提供いたします。
【展示・申込会場】資源循環局金沢工
場（金沢区幸浦2-7-1）　
【申込期間】2月26日（月）～3月10日
（土）※日曜は除く。申込みは一人1点、
一世帯3点まで 【抽選】3月12日（月）
10時 金沢工場管理棟3階※抽選結
果は抽選後一週間以内にホームペー
ジに掲載します。申込みがなかった品
は1点に限り、先着引取りができます。
【引渡期間】抽選後から3月24日（土）
まで※日曜は除く。期間中に引取りが
ない場合取消 【申込・引渡時間】10
時～16時（12時～13時を除く）
　資源循環局金沢工場
　784-9711　　784-9714

　区内の老人クラブに入会している
人約50組がダンスや踊り、コーラス
などを披露します。
　3月2日（金）10時～15時
　磯子公会堂
　かがやきクラブ磯子（磯子区老人
クラブ連合会）
　752-3452

お知らせ

区民ホール

子育て

日時・期間 会場講師・出演者 対象・定員 費用 申込み 問合せ
電話 FAX Eメール 郵送 ホームページ 保育窓口

申込の
注意

● 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。

● 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。

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

各記事共通

凡例
持ち物 休館日

区民ホールギャラリー

出張栄養相談inいそピヨ

「いそつな」
タイトルデザイン大募集！

貸グループボックス
利用団体・グループの募集

ママと赤ちゃんのための
健康づくり講座

磯子公会堂 2月休館日

いそご区民活動支援センター
臨時休館のお知らせ

30年度地域ボランティア講師、
グループ・団体の登録更新

30年度磯子区青少年育成活動
補助金補助事業募集

磯子区青少年育成活動補助金

記載がないものは、　区役所4階すべて【予約制】

検
診

検
査・各
種
相
談

検診・検査・各種相談

　　こども家庭支援課
　750-2448　　750-2540

　2月16日（金）13時30分～14時45分乳幼児・
妊産婦歯科相談

　3月2日（金）9時～11時生活習慣病予防相談
（禁煙相談） 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）。　

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。

　　健康づくり係
　750-2445　　750-2547

　2月23日（金）9時～11時こども食事相談
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）。

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）。
　2月16日、3月2日の金曜9時～11時食生活健康相談

　2月19日、3月5日の月曜8時45分～11時女性の健康相談
助産師による避妊・月経・更年期などについての相談です。

　2月20日～3月13日の毎週火曜9時30分～11時妊産婦健康相談
妊娠・出産・母乳などの総合的な相談や母子健康手帳についての助産師・保健師などによる説明です。

肺がん検診 　3月14日（水）※検診時間は予約時にお知らせ　　40歳以上・50人（先着）
　胸部X線検査680円　　2月13日～3月7日に

　　高齢・障害支援課
　750-2418　　750-2540

　3月14日（水）13時45分～15時55分　　区役所5階　　3人（先着）もの忘れ相談
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）。

胃がん検診 　3月14日（水）※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　　2月13日～23日の9時～12時に

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。

　　神奈川県結核予防会
　251-2363

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
※ここに掲載されている30年度の事業は、横浜市会における
　30年度予算の議決を経て確定します。

2
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●こすもすショップ
　2月21日（水）・22日（木）
10時～15時
　高齢・障害支援課
　750-2416　　750-2540
●若者自立就労支援×石巻進化躍進応援
　うんめぇもん市（石巻などの物産販売）
　2月28日（水）10時～16時
　NPO法人ヒューマンフェローシップ
　762-1435　　751-9460
●自治会紹介パネル展
　2月27日（火）～3月5日（月）
　地域振興係
　750-2391　　750-2534

2月23日（金）～28日（水） 押花
3月9日（金）～14日（水） 絵画
　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　2月27日（火）

　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　2月26日（月）※定期点検のため
　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521

　いそご地域活動支援センターに登
録されている地域ボランティア講師、
グループ・団体の2年に1度の更新で
す。新規登録も大歓迎です。
　2月12日から　　　　※登録用紙
は窓口・区民利用施設などで配布。
　　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116
　is-shienc@city.yokohama.jp

　区内で青少年の健全育成を目的に
実施される事業に対して、開催経費
の一部を補助します。※ただし、補助

金額の合計が30年度予算額に達し
た時点で募集を終了します。
　4月1日～31年3月31日までに実施
する事業　　3月1日から
※応募要項・申請書類は窓口・区
ホームページで配布。
　　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　いそご区民活動支援センターの情
報紙である「いそつな」のタイトルデ
ザインを一般公募し、皆さんの投票で
決めます。お気軽にご参加ください！
　3月9日までに　　　　※申込用
紙は窓口で配布。
　　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116
　is-shienc@city.yokohama.jp

　グループ・団体の会員同士の連絡
や備品の保管場所として利用できま
す。【募集個数】大（サイズW26× 
D34×H53 A3用紙可）18個、小（サ
イズW30×D35×H19）48個。無料。
　【使用期間】4月6日（金）～31年3

月31日（日）
　いそご区民活動支援センター
　区内を拠点として活動しているグ
ループ・団体（抽選）
　3月2日までに
　　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116
　is-shienc@city.yokohama.jp

　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。
　3月6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

　離乳食の基本「だしのとり方」のコ
ツが分かります！
　3月9日（金）10時～11時30分
　区役所4階栄養相談室
　妊娠中の人およびその家族・25人
（先着）

　エプロン、三角巾
　2月13日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　離乳食の進め方（お話と調理実
演、試食）です。
　3月23日（金）14時～15時30分
　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）　　3月1日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　【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
　　2月13日から各保育園へ

　神奈川県では、磯子区内における
土砂災害特別警戒区域の指定に向け
た調査を進め、30年1月に基礎調査
結果を公表しました。説明会では土
砂災害防止法・区域指定・指定に伴っ
て生じる土地利用の規制などについ
て説明します。
【全体説明会】※①②説明内容は同様
　2月18日（日）
①10時～11時30分（汐見台・屏風ヶ
浦地区より北側の人）
②14時～15時30分（杉田・洋光台地
区より南側の人）
　杉田小学校 体育館
【オープンハウス方式説明会（個別相談会）】
　①2月22日（木）15時～20時
（汐見台・屏風ヶ浦地区より北側の人）
②2月28日（水）15時～20時
（杉田・洋光台地区より南側の人）
　磯子センター 体育館
※会場の収容人数に限りがあり、混
雑緩和のため、対象地域を分けて開
催します。同様の内容を説明するた
め、ご都合がつかない場合は、他の日
時でご出席ください。指定される区域
と制限行為との関係など、個別の質
問・相談に対応します。なお、調査結
果（公表内容）及び住民説明会の詳細
についてはホームページをご覧くださ
い。また「説明資料」及び「よくある質
問と回答」も併せて、ホームページへ
掲載していますのでご覧ください。
　横浜川崎治水事務所急傾斜地第
二課　　411-2522

　全国の刑務所で作られた刑務所

作業製品の展示即売や、刑事施設の
日常などの広報パネル展示・VTR放
映も行います。
　2月19日（月）～22日（木）
10時～16時（最終日は15時まで）
　区役所1階区民ホール
　公益財団法人 矯正協会刑務作業
協力事業部 横浜地方事務所
　840-1169　　841-4971

　磯子区文化協会による文化の祭典
です。区内の複数の施設で、日頃の
成果を発表します。　　活動支援係
　750-2393　　750-2534
●【書道部】作品展
　2月21日（水）～27日（火）
10時～18時※初日は13時から、最
終日は16時まで
　区民文化センター杉田劇場
　磯子区文化協会 書道部 菅野
　751-4567
●【華道部】華展
　2月23日（金）～25日（日） 
11時から※最終日は15時まで
　区役所1階区民ホール
　磯子区文化協会 華道部 児玉
　753-5788　　755-0773
●【謡曲部】謡曲と仕舞のつどい
　3月4日（日）10時～16時
　久良岐能舞台
　磯子区文化協会 謡曲部 髙木
　364-3530
●【邦楽部】演奏会
　3月4日（日） 
10時30分～16時（10時開場）
　磯子公会堂
　600人（当日先着）
　磯子区文化協会 邦楽部 寺井
　773-6521

　市内在住・在学・在勤の人を対象
に、粗大ごみの中で再利用できる品
を抽選で無料提供いたします。
【展示・申込会場】資源循環局金沢工
場（金沢区幸浦2-7-1）　
【申込期間】2月26日（月）～3月10日
（土）※日曜は除く。申込みは一人1点、
一世帯3点まで 【抽選】3月12日（月）
10時 金沢工場管理棟3階※抽選結
果は抽選後一週間以内にホームペー
ジに掲載します。申込みがなかった品
は1点に限り、先着引取りができます。
【引渡期間】抽選後から3月24日（土）
まで※日曜は除く。期間中に引取りが
ない場合取消 【申込・引渡時間】10
時～16時（12時～13時を除く）
　資源循環局金沢工場
　784-9711　　784-9714

　区内の老人クラブに入会している
人約50組がダンスや踊り、コーラス
などを披露します。
　3月2日（金）10時～15時
　磯子公会堂
　かがやきクラブ磯子（磯子区老人
クラブ連合会）
　752-3452

金沢工場リユース家具
市民提供（第8回）

第17回かがやきクラブ磯子
春の演芸大会

第27回いそご芸術文化祭

講座・
イベント

3月2日（金）
「ひな祭り」
3月5日（月）
「誕生日会（3月生まれ）」
【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

2月21日（水）
「誕生日会（2月生まれ）」
3月14日（水）
「誕生日会（3月生まれ）」
原則：毎週水曜 10時～12時

滝頭保育園
　751-7879　　751-7889

3月2日（金）
「ひなまつり」
原則：毎週火・木曜 10時～12時

東滝頭保育園
　753-2201　　753-2247

杉田保育園
　774-9823　　774-9824

2月23日（金）
「0・1歳児ふれあい遊び」
3月1日（木）
「0・1・2歳児と遊ぼう」

洋光台第二保育園
　831-3959　　831-3982

2月27日（火）
「ひな人形を作ろう」
3月14日（水）
「誕生日会（3月生まれ）」
原則：毎週木曜10時～11時30分

離乳食教室

市立保育園の子育て支援

刑務所作業製品展示即売会

土砂災害防止法に基づく基礎
調査結果の公表と住民説明会

横浜川崎治水事務所

横浜南税務署からのお知らせ
　横浜南税務署　　789-3731

所得税・贈与税
　3月15日（木）まで
個人事業者の

消費税及び地方消費税
 　4月2日（月）まで

29年分の申告と納税

ホームページで
申告書の作成

●医療費控除を受ける給与所得
者の人は区役所でも申告書の
作成・提出ができます。

　2月16日（金）～3月15日（木）
9時～11時30分/13時～16時30分
※土・日曜を除く
　区役所3階303会議室
　①29年分年末調整済み源泉徴
収票（原本）②医療費の領収書（29
年中に支払ったもの。集計してお持
ちください）③健康保険や生命保
険などで医療費が補てんされた場
合は、その金額がわかるもの④印
鑑・納税者本人の受取口座の金融
機関名・支店名など及び口座番号
がわかるもの⑤マイナンバーに係
る本人確認書類の写しなど
【本人確認時に使用する書類の例】
●マイナンバーカード（個人番号
カード）【番号確認及び身元確認書
類】●通知カードなど【番号確認書
類】＋運転免許証など【身元確認
書類】

国税庁　地域振興係　　750-2392　　750-2534

　区内商店街が出張朝市を行います。お買い得品や商店街自慢の逸
品を朝市特別価格で販売します。オリジナル缶バッジや焼肉のたれ
もプレゼント!! お笑いコンビ横浜ヨコハマやN.U.も登場予定。

　3月10日（土）10時～14時
　区役所1階区民ホール

第41回

【缶バッジ】※L版（89×127mm）以上の大きさの写真やイラストな
どをご持参いただければ、切り抜いて約3～5cmのオリジナル缶

バッジを作成します。写真やイラストは返却不可。素材や大きさにより作成
できない場合もありますのでご了承ください。（なくなり次第終了）

資源循環局金沢工場

　主に小学生から大学生までの次世代ダンサーたちがダンスを披露しま
す！！コンテストや発表会、トライアル部門のほか、ゲスト公演も行います！！

　活動支援係　　750-2393　　750-2534

　3月10日（土）9時30分～17時（9時開場）　　磯子公会堂

第6回 同日開催 ! !
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●みんなあつまれ人形劇
　2月23日（金）
10時30分～11時30分
　30人（当日先着）
●こども茶道体験
　お抹茶とお菓子を味わってみませ
んか?
　3月4日（日）10時～12時
　小学生・10人（先着）　　300円
　2月13日から
●ビーズで手作りアクセサリー
　春にふさわしい華やかなペンダン
トを作ります。
　3月10日（土）10時～12時
　10人（先着）　　1,800円
　2月13日から

磯子地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・
●初めてのパソコン操作 （全4回）
　マウスの正しい持ち方やファイル
を保存する方法など、パソコンの操
作方法を伝授します。
　3月3日～24日の毎週土曜
14時～17時
　12人（抽選）　　4,000円
　2月20日までに
老人福祉センター 喜楽荘 ・・・・・・・・・
●スプリング社交ダンスパーティー
　磯子センターならではの生バンド
演奏タイムがあります。楽しく踊りま
しょう！
　3月11日（日）13時～15時
　60歳以上・100人（先着）
　500円
　ダンスシューズ、ヒールカバー
　2月11日からチケット販売

●ステップマットで楽しく脳トレ
　音楽に合わせて頭、手、足を同時に
動かすステップ運動です。
　3月19日（月）9時30分～11時
　60歳以上・15人（抽選）
　300円
　2月20日までに

●民話の影絵
　影絵グループ「花いちもんめ」によ
る影絵です。
　2月17日（土）11時～11時50分
　30人（当日先着）
●足もみとリンパマッサージ（全3回）
　血行とリンパの流れを良くし、健康
的に暮らしましょう！
　2月26日、3月12日・26日の月曜
9時30分～11時30分
　成人・15人（先着）　　1,500円
　2月12日から
●劇団「横綱チュチュ」小笑SHOW公演
　市民劇団「横綱チュチュ」による公
演です。
　3月3日（土）14時～14時50分
　60人（当日先着）
●春の和菓子 ぼた餅を作ろう！
　春のお彼岸にちなみ、ぼた餅を手
作りします。
　3月11日（日）14時～15時
　小・中学生・16人（先着）
　500円
　2月18日から

●おかず百科「春のお祝い」
　お赤飯、肉詰め椎茸、ふくさ卵、金

時豆の甘煮を作ります。
　3月13日（火）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　2月13日から
●大型絵本の読み聞かせ
　迫力満点の大型絵本の読み聞か
せと、親子で楽しむ手遊びをします。
　3月19日（月）10時～11時
　5歳までの幼児と保護者・20組
（先着）
　2月19日から
●パン職人「あんドーナツ」
　揚げたてのおいしさを味わえます。
　3月22日（木）10時～12時30分
　12人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　2月22日から
●食育「からだにいいおやつ」
　体に良いおやつでわくわくティー
タイムを過ごしましょう。
　3月28日（水）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　2月28日から電窓
●映画上映会「家族はつらいよ」
　山田洋次監督の喜劇映画を上映
します。
　3月31日（土）13時上映開始（本編
113分）
　50人（先着）
　2月27日から

●ワインに合うおつまみ講座
　簡単にできるおつまみを作り、そ
れに合うワインを紹介します。
　3月3日（土）18時～20時
　成人・12人（先着）　　1,000円
　エプロン、手拭きタオル
　2月11日から

●パソコンお助け塾
　ベテラン講師と岡村中学校パソコ

ン部の部員たちが、丁寧な個別指導
でパソコンの悩みを解決します。
　2月25日（日）14時～16時
　10人（先着）　　200円
　ご自身のノートパソコン
　2月11日から

●えんぴつ立てを作ろう！
　画用紙で桜の花のえんぴつ立てを
作ります。
　3月9日（金）・10日（土）
10時～16時
　幼児～小学生※幼児は保護者同
伴・各日30人（当日先着）

●ポコポコ～親子のあそび場～
　楽器を使った手遊びなどを行いま
す。
　2月20日（火）10時～11時30分
　要・事前連絡
●ホヌ・クラブ
　～親子のための発達支援ルーム～
　保護者のみの相談、子どものみの
相談、親子相談いずれも可。
　2月20日（火）13時～17時、
　3月3日（土）9時～13時
　要・事前連絡
●おはなし会
　絵本の読み聞かせなど。
　3月2日（金）11時30分～12時
●健康チェックデー
　看護師による健康チェックを行い
ます。血圧測定、健康講話、福祉相談
など。
　3月8日（木）10時～12時

●赤ちゃんひろば
　特別企画。親子で楽しめる「笑いヨ
ガ」で心身ともにリフレッシュしま
しょう。
　2月21日（水）10時～11時30分
　0歳～3歳児と保護者・30組（当日
先着）　　100円
●認知症サポーター養成講座
　認知症について学び、自分にでき
るサポートを始めてみませんか？
　3月30日（金）14時～15時30分
　関心をお持ちの人・20人（先着）
　2月13日から

●わいわい広場
　①2月14日（水）自由遊び
②2月22日（木）手作りの布おもちゃ
で遊ぼう【共通】10時～11時30分
　未就学児と保護者・30人（当日先着）
●多世代交流「来々館」
　お茶を飲みながら、おしゃべりや
折り紙、囲碁などを楽しみましょう。
子どもの遊び場もあります。
　2月21日（水）10時～11時30分
　30人（当日先着）　　100円
●介護者のつどい
　介護者同士で日頃の思いを話して
みませんか。
　2月22日（木）10時～11時30分
　介護をしている人・10人（先着）
　2月12日から
●男性のためのレコード喫茶
　「メモリーズ」
　レコードを聴きながら、ゆったりと
した時間を過ごしませんか。
　2月23日（金）13時30分～15時
　男性・15人（当日先着）
　100円（コーヒー付）
●介護予防・認知症予防のための
　「集いのカフェ」
　ミニ講座、ゲーム、体操などさまざ
まなプログラムで楽しく過ごします。

　2月25日（日）13時～15時
　30人（当日先着）　　100円（お茶
とお菓子付き）

●春のアメリカンフラワー講座
　ワイヤーと液体樹脂を使って春を
感じる素敵なアメリカンフラワーを
作ります。
　3月8日（木）9時30分～12時
　8人（先着）　　800円
　エプロン、作品を入れる袋（小さめ
で可）
　2月11日から
●2017年第22期横浜マイスター称
号・受賞 霧笛楼総料理長による「日本
茶葉を使った霧笛楼・横濱フレンチ」
　「鶏もも肉のトマト煮～日本茶風
味～」と「バターライス～ほうじ茶風
味～」のデモンストレーションと試食
を楽しみます。（実習はありません）
　3月22日（木）11時～13時
　8人（先着）　　手拭きタオル、食
器用ふきん
　2月11日から

●にこにこさんのエプロンシアター
　手遊びやエプロンシアターを楽し
みましょう。
　2月19日（月）10時～11時30分

●ささっこ広場
　プラレールなどのおもちゃを広げ
て遊びます。
　2月24日（土）10時～11時30分
　0歳児～小学生※未就学児は保護
者同伴

●かおるカフェ
　レコードで懐かしい音楽を聴きな
がら、本格コーヒー（サイフォンコー
ヒー）を味わいます。
　3月1日（木）13時30分～16時30分
　200円（コーヒー1杯）
●たけのこ茶屋
　お茶とお菓子でほっと一息。ハーモ
ニカ演奏を楽しみます。
　3月3日（土）
13時30分～15時30分
　大人200円、子ども50円

●平成30年度第1期定期教室の
　申込み開始
　4～7月の定期教室の申込みがス
タートします。運動の楽しさが分かる
子どもの教室や、生活習慣を整える
大人の教室など。詳しくはお問い合わ
せください。またはホームページで。
　2月14日～27日までに

●おはなしの国
　子どもも大人も楽しめます！
　2月17日（土）11時～11時40分
●親子の広場
　ひなまつり飾り作りと小麦粉粘土
で遊ぼう！
　2月26日（月）
10時30分～11時30分
　150円（1組1回）
●紙芝居大集合
　～ハマの民話あれこれ上演会～
　市内で活躍しているグループが地
域の民話などを口演します。
　3月9日（金）10時45分～12時
　30人（当日先着）

●第12回 旧柳下邸の雛まつり
　大正時代から現代までのお雛さま
を飾ります。「おとなの塗り絵教室」
「※雛のつるし飾り教室」の作品も飾
ります。※2月17日から
　2月11日（日）～3月11日（日）
9時30分～16時30分

●横浜子育てサポートシステム入会説明会
　子育てを支援する、会員制・有償の
支え合い活動に参加・利用してみま
せんか。
　2月15日（木）、3月3日（土）
10時30分～11時30分
　要・事前連絡　　　　横浜子育て
サポートシステム磯子区支部
　750-1405　　750-1406
●横浜子育てサポートシステム提供会員・
　両方会員予定者研修会（全3回）
　お子さんを預かる「提供・両方会
員」になるための研修会です。
　①2月22日（木）9時15分～12時
25分②2月23日（金）9時15分～13
時5分③2月24日（土）9時15分～
14時30分
　20歳以上・30人（先着）
　あり・各日5人（先着）
　要・事前連絡
　　横浜子育てサポートシステム磯子区支部
　750-1405　　750-1406
●アラフォーママの会
　40歳前後でママになられた人が
子育ての悩みや自分の生活のことな
どを話し合う会です。
　3月1日（木）
13時30分～14時30分
　未就学児の保護者（40歳前後）

広告

滝頭コミュニティハウス

滝頭2-31-39
　761-7928　　754-4666
　毎月第4月曜：2月26日

根岸地域ケアプラザ

馬場町1-42
　751-4801　　751-4821

申込の注意（各記事共通）については
8ページをご覧ください。

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：2月15日

上中里地区センター

上中里町397-2
　773-3929　　773-3939
　毎月第4月曜：2月26日

磯子センター

磯子3-1-41
　753-2861　　753-2863
　desk-8@isogo-sk.com
　毎月第4月曜：2月26日

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：2月19日

根岸地区センター

馬場町1-42
　751-4777　　751-4798
　 毎月第3月曜：2月19日

施設から

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
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●みんなあつまれ人形劇
　2月23日（金）
10時30分～11時30分
　30人（当日先着）
●こども茶道体験
　お抹茶とお菓子を味わってみませ
んか?
　3月4日（日）10時～12時
　小学生・10人（先着）　　300円
　2月13日から
●ビーズで手作りアクセサリー
　春にふさわしい華やかなペンダン
トを作ります。
　3月10日（土）10時～12時
　10人（先着）　　1,800円
　2月13日から

磯子地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・
●初めてのパソコン操作 （全4回）
　マウスの正しい持ち方やファイル
を保存する方法など、パソコンの操
作方法を伝授します。
　3月3日～24日の毎週土曜
14時～17時
　12人（抽選）　　4,000円
　2月20日までに
老人福祉センター 喜楽荘 ・・・・・・・・・
●スプリング社交ダンスパーティー
　磯子センターならではの生バンド
演奏タイムがあります。楽しく踊りま
しょう！
　3月11日（日）13時～15時
　60歳以上・100人（先着）
　500円
　ダンスシューズ、ヒールカバー
　2月11日からチケット販売

●ステップマットで楽しく脳トレ
　音楽に合わせて頭、手、足を同時に
動かすステップ運動です。
　3月19日（月）9時30分～11時
　60歳以上・15人（抽選）
　300円
　2月20日までに

●民話の影絵
　影絵グループ「花いちもんめ」によ
る影絵です。
　2月17日（土）11時～11時50分
　30人（当日先着）
●足もみとリンパマッサージ（全3回）
　血行とリンパの流れを良くし、健康
的に暮らしましょう！
　2月26日、3月12日・26日の月曜
9時30分～11時30分
　成人・15人（先着）　　1,500円
　2月12日から
●劇団「横綱チュチュ」小笑SHOW公演
　市民劇団「横綱チュチュ」による公
演です。
　3月3日（土）14時～14時50分
　60人（当日先着）
●春の和菓子 ぼた餅を作ろう！
　春のお彼岸にちなみ、ぼた餅を手
作りします。
　3月11日（日）14時～15時
　小・中学生・16人（先着）
　500円
　2月18日から

●おかず百科「春のお祝い」
　お赤飯、肉詰め椎茸、ふくさ卵、金

時豆の甘煮を作ります。
　3月13日（火）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　2月13日から
●大型絵本の読み聞かせ
　迫力満点の大型絵本の読み聞か
せと、親子で楽しむ手遊びをします。
　3月19日（月）10時～11時
　5歳までの幼児と保護者・20組
（先着）
　2月19日から
●パン職人「あんドーナツ」
　揚げたてのおいしさを味わえます。
　3月22日（木）10時～12時30分
　12人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　2月22日から
●食育「からだにいいおやつ」
　体に良いおやつでわくわくティー
タイムを過ごしましょう。
　3月28日（水）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　2月28日から電窓
●映画上映会「家族はつらいよ」
　山田洋次監督の喜劇映画を上映
します。
　3月31日（土）13時上映開始（本編
113分）
　50人（先着）
　2月27日から

●ワインに合うおつまみ講座
　簡単にできるおつまみを作り、そ
れに合うワインを紹介します。
　3月3日（土）18時～20時
　成人・12人（先着）　　1,000円
　エプロン、手拭きタオル
　2月11日から

●パソコンお助け塾
　ベテラン講師と岡村中学校パソコ

ン部の部員たちが、丁寧な個別指導
でパソコンの悩みを解決します。
　2月25日（日）14時～16時
　10人（先着）　　200円
　ご自身のノートパソコン
　2月11日から

●えんぴつ立てを作ろう！
　画用紙で桜の花のえんぴつ立てを
作ります。
　3月9日（金）・10日（土）
10時～16時
　幼児～小学生※幼児は保護者同
伴・各日30人（当日先着）

●ポコポコ～親子のあそび場～
　楽器を使った手遊びなどを行いま
す。
　2月20日（火）10時～11時30分
　要・事前連絡
●ホヌ・クラブ
　～親子のための発達支援ルーム～
　保護者のみの相談、子どものみの
相談、親子相談いずれも可。
　2月20日（火）13時～17時、
　3月3日（土）9時～13時
　要・事前連絡
●おはなし会
　絵本の読み聞かせなど。
　3月2日（金）11時30分～12時
●健康チェックデー
　看護師による健康チェックを行い
ます。血圧測定、健康講話、福祉相談
など。
　3月8日（木）10時～12時

●赤ちゃんひろば
　特別企画。親子で楽しめる「笑いヨ
ガ」で心身ともにリフレッシュしま
しょう。
　2月21日（水）10時～11時30分
　0歳～3歳児と保護者・30組（当日
先着）　　100円
●認知症サポーター養成講座
　認知症について学び、自分にでき
るサポートを始めてみませんか？
　3月30日（金）14時～15時30分
　関心をお持ちの人・20人（先着）
　2月13日から

●わいわい広場
　①2月14日（水）自由遊び
②2月22日（木）手作りの布おもちゃ
で遊ぼう【共通】10時～11時30分
　未就学児と保護者・30人（当日先着）
●多世代交流「来々館」
　お茶を飲みながら、おしゃべりや
折り紙、囲碁などを楽しみましょう。
子どもの遊び場もあります。
　2月21日（水）10時～11時30分
　30人（当日先着）　　100円
●介護者のつどい
　介護者同士で日頃の思いを話して
みませんか。
　2月22日（木）10時～11時30分
　介護をしている人・10人（先着）
　2月12日から
●男性のためのレコード喫茶
　「メモリーズ」
　レコードを聴きながら、ゆったりと
した時間を過ごしませんか。
　2月23日（金）13時30分～15時
　男性・15人（当日先着）
　100円（コーヒー付）
●介護予防・認知症予防のための
　「集いのカフェ」
　ミニ講座、ゲーム、体操などさまざ
まなプログラムで楽しく過ごします。

　2月25日（日）13時～15時
　30人（当日先着）　　100円（お茶
とお菓子付き）

●春のアメリカンフラワー講座
　ワイヤーと液体樹脂を使って春を
感じる素敵なアメリカンフラワーを
作ります。
　3月8日（木）9時30分～12時
　8人（先着）　　800円
　エプロン、作品を入れる袋（小さめ
で可）
　2月11日から
●2017年第22期横浜マイスター称
号・受賞 霧笛楼総料理長による「日本
茶葉を使った霧笛楼・横濱フレンチ」
　「鶏もも肉のトマト煮～日本茶風
味～」と「バターライス～ほうじ茶風
味～」のデモンストレーションと試食
を楽しみます。（実習はありません）
　3月22日（木）11時～13時
　8人（先着）　　手拭きタオル、食
器用ふきん
　2月11日から

●にこにこさんのエプロンシアター
　手遊びやエプロンシアターを楽し
みましょう。
　2月19日（月）10時～11時30分

●ささっこ広場
　プラレールなどのおもちゃを広げ
て遊びます。
　2月24日（土）10時～11時30分
　0歳児～小学生※未就学児は保護
者同伴

●かおるカフェ
　レコードで懐かしい音楽を聴きな
がら、本格コーヒー（サイフォンコー
ヒー）を味わいます。
　3月1日（木）13時30分～16時30分
　200円（コーヒー1杯）
●たけのこ茶屋
　お茶とお菓子でほっと一息。ハーモ
ニカ演奏を楽しみます。
　3月3日（土）
13時30分～15時30分
　大人200円、子ども50円

●平成30年度第1期定期教室の
　申込み開始
　4～7月の定期教室の申込みがス
タートします。運動の楽しさが分かる
子どもの教室や、生活習慣を整える
大人の教室など。詳しくはお問い合わ
せください。またはホームページで。
　2月14日～27日までに

●おはなしの国
　子どもも大人も楽しめます！
　2月17日（土）11時～11時40分
●親子の広場
　ひなまつり飾り作りと小麦粉粘土
で遊ぼう！
　2月26日（月）
10時30分～11時30分
　150円（1組1回）
●紙芝居大集合
　～ハマの民話あれこれ上演会～
　市内で活躍しているグループが地
域の民話などを口演します。
　3月9日（金）10時45分～12時
　30人（当日先着）

●第12回 旧柳下邸の雛まつり
　大正時代から現代までのお雛さま
を飾ります。「おとなの塗り絵教室」
「※雛のつるし飾り教室」の作品も飾
ります。※2月17日から
　2月11日（日）～3月11日（日）
9時30分～16時30分

●横浜子育てサポートシステム入会説明会
　子育てを支援する、会員制・有償の
支え合い活動に参加・利用してみま
せんか。
　2月15日（木）、3月3日（土）
10時30分～11時30分
　要・事前連絡　　　　横浜子育て
サポートシステム磯子区支部
　750-1405　　750-1406
●横浜子育てサポートシステム提供会員・
　両方会員予定者研修会（全3回）
　お子さんを預かる「提供・両方会
員」になるための研修会です。
　①2月22日（木）9時15分～12時
25分②2月23日（金）9時15分～13
時5分③2月24日（土）9時15分～
14時30分
　20歳以上・30人（先着）
　あり・各日5人（先着）
　要・事前連絡
　　横浜子育てサポートシステム磯子区支部
　750-1405　　750-1406
●アラフォーママの会
　40歳前後でママになられた人が
子育ての悩みや自分の生活のことな
どを話し合う会です。
　3月1日（木）
13時30分～14時30分
　未就学児の保護者（40歳前後）

広告

滝頭地域ケアプラザ

滝頭2-30-1
　750-5151　　750-5155
　 毎月第3月曜：2月19日

磯子地域ケアプラザ

磯子3-1-22
　758-0180　　758-0181
　 毎月第3月曜：2月19日

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：2月13日

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：2月19日

たきがしら会館

滝頭3-1-68
　752-4050　　752-4051

たきがしら会館

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

洋光台地域ケアプラザ

洋光台6-7-1
　832-5191　　832-5138
　 毎月第3月曜：2月19日

横浜市社会教育コーナー

磯子3-6-1　　　 761-4321
　毎月第1月曜：3月5日

根岸なつかし公園旧柳下邸

下町10　　　 750-5022
　 毎月第2・4火曜：
2月13日・27日

むてきろう



●第10回久良岐狂言会
　山本東次郎家
　演目は「鬼の継子」「樋の酒」「宗
論」です。初めての人でも楽しんでい
ただけるよう解説付きです。
　3月18日（日）14時開演
　30人（先着）※未就学児参加不可
　3,500円（保護者同伴の小中学生
は無料）　　チケット発売中

●避難訓練コンサート
　3月24日（土）
13時開演（12時30分開場）
　250人（先着）
　2月28日までに往復はがきで

●星空観察会「3月の星空をみよう！
オリオン大星雲とすばるをみよう！」
　3月3日（土）
19時30分～20時45分
　中学生以下は保護者同伴・150人
（抽選）　　2月17日までに

●星空観察会「3月の星空をみよう！
春の2重星をみよう！」
　3月17日（土）
19時30分～20時45分
　中学生以下は保護者同伴・150人
（抽選）　　3月3日までに
●おとなのワークショップ
　「3Dメガネを使った立体視の体験」
　3月7日（水）13時30分～15時
　高校生以上※お子さま連れはご遠
慮ください・10人（抽選）　　800円
　2月21日までに
●わくわくワークショップ
　科学工作教室「星空まんげきょう」 
　3月3日（土）・4日（日）・11日
（日）・17日（土）～31日（土）※19日
（月）を除く10時15分/12時15分/14
時/15時30分から※各回約45分
　小学生以上（未就学児は保護者が
作製。保護者1人につき未就学児2人
まで購入可）・各回12人（当日先着）
　600円※当日1階インフォメーショ
ンにて参加券販売
●ウィークエンドレクチャー
　「だいちとしずく」
　3月3日～31日の土日
13時から※約30分
●サイエンス・ショウ
　「たまごでか・が・く」
　3月3日～18日の土日、20日（火）
～31日（土）14時から※約30分
●ミニ実験
　3月3日～18日の土日、20日（火）
～31日（土）
「いろんな シャボンまく」
10時30分から
「かんじてみよう 目のしくみ」
15時15分から※各回約15分
●サイエンス・ミニトーク「太陽系の
ひみつ～どのくらい大きいの？～」
　3月3日～18日の土日、20日（火）
～31日（土）
11時30分から※約15分
●わくわくワークショップ
　「卓上電子顕微鏡を体験しよう！」

　3月2日～16日の火・金曜10時30
分/14時から※各回約45分。1人あた
りの操作時間は1～2分程度
　各回12人※未就学児は保護者同
伴（当日先着）
●本の読み聞かせーえほんでかがく
ー「だるまさんが」
　絵本「だるまさんが」の読み聞かせ
と、起き上がりこぼしの工作を行いま
す。
　3月10日（土）14時30分～15時
　幼児～小学校低学年・12人（当日
先着）※14時15分から整理券配布

●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）
　3月22日（木）・23日（金）・26日
（月）・27日（火）・28日（水）
②ファイル整理&OneDrive入門
　3月21日（祝）
【共通】10時～15時30分
　女性・各12人（先着）
　①19,500円②5,500円※免除制
度あり（要・問合せ）
　あり※詳細は要・問合せ
　2月15日から

　　パソコン講座専用
　862-4496（日・祝・第4木曜を除く）
●女性のがん手術後のリハビリ体操
　正しい姿勢や呼吸法を取り入れ、
深層筋をきたえることで、体の内外
からリンパの循環を促します。
　3月13日（火）
10時15分～11時45分
　がん手術後おおむね8週間以上の
女性・20人（当日先着）
　あり※詳細は要・問合せ
●フォーラム南太田マルシェ～地モ
ノ野菜市と手づくり市、古布回収～
　野菜や手づくり品のお店が玄関前
に並びます。出店の人とおしゃべりし
ながら、お買い物を楽しみませんか?
※雨天時は館内。
　3月16日（金）11時～14時
【手づくり部門の出店者募集！※食
品は不可】3月6日までに、店名・販
売するもの・氏名・住所・電話番号を
記載し、作品の写真などを添えて、
mkoza@women.city.yokohama.jp
まで　　　手づくり品出店料700円

広報よこはま磯子区版はここまでです。

2月15日、3月1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  

磯子区 紙面アンケート 30年2月 

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

回答方法について
　2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：2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。

紙面についてアンケート
●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

ホームページからの
回答受付開始日は
2月1日です。

（　　　　　　　　   ）

（　　　　　　　　   ）
●その他

（　　　　　　　　   ）

2月 紙面アンケート（磯子区版について）

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
　832-1166　　832-1161
　2月19日（月）、3月5日（月）

※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

はまぎん こども宇宙科学館

フォーラム南太田

申込の注意（各記事共通）については
8ページをご覧ください。

磯子図書館
753-2864　　750-2528

　小児科の医師が、赤ちゃんのしぐさや行
動を医学的観点から解説した本です。新生
児期特有の反射行動を経て、赤ちゃんが自
分の意志で行動するようになる過程を楽し
いイラストと共に紹介しています。健診で
診ること、育児あるある15選などコラムも
充実しています。

●～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。テキ
ストは各自ご用意の上、読み終えて
ご参加ください。＜テキスト＞『植
物はすごい 七不思議編』/田中修/
著 （中公新書）
　2月16日（金）10時～12時30分
　読書会に興味がある人
　随時受付中

●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。
　2月14日・28日の水曜
15時30分から
　一人でおはなしを聞ける子
●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。
　3月8日（木）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!

赤ちゃんのしぐさ
森戸やすみ／文　栗生ゑゐこ／絵
洋泉社 刊

読書会 おはなし会
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久良岐能舞台

岡村8-21-7
　761-3854　　754-4050

　2月19日（月）

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
　2月13日（火）～15日（木）

フォーラム南太田

南区南太田1-7-20
　714-5911　　714-5912
　毎月第3月曜：2月19日

磯子図書館だより
2月13日（火）休館日

ままこ ひ しゅう

ろん


