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磯子区マスコット
キャラクター
「いそっぴ」

2018年 4月1日現在

166,430人
区の人口

76,107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

5～16ページは磯子区版です。

磯子区ホームページ

5月の区役所土曜開庁日：12日・26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

この特集に関する問合せ：予算調整係 　750-2313  　750-2530 ページで 主な事業について紹介します

特集1

「笑顔あふれるまち・いそご」を目指して
事業に取り組みます

平成30年度 磯子区予算

　平成30年度は、節目である区制90周年を経て、次の100周
年に向けた新たなスタートを切る年度となります。そこで、新
たに「地域の皆さまとともにつくる笑顔あふれるまち・いそ
ご」を基本目標に施策を推進してまいります。区民の皆さま
のニーズや、区を取り巻く情勢などを踏まえ、将来を見据えた

幅広い視点で、新たに取り組むべき事業や既存事業の見直し
などを進め、予算編成を行いました。主に次世代を担う子ど
もたちや高齢者、地域の安心安全といった分野に対し重点的
に予算を配分し、少子高齢化や危機管理といった課題により
一層注力し、将来を見据えた人・まちづくりに取り組みます。

磯子区長　小林 正幸

■自主企画事業費※1 9,759万円（全31事業）
■一般管理費※2 70,565万円個性ある区づくり推進費

※1 区が独自に企画し実施する事業費　※2 区役所各課の事務費、区民利用施設や区庁舎の管理費など
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平成30年度 磯子区が取り組む　主な事業をご紹介します

　幅広い世代が地域とのつながりを一層深められるよ
う、地域に活気とにぎわいを創出します。また、多くの区
民の皆さんのニーズを踏まえ、魅力的で、住みたい、住み
続けたいと思える磯子区の実現を目指します。

Ⅰ 魅力にあふれた住み続けたいまち

　磯子区の商店街の魅力を発信す
ることにより、商店街を含めた地域
コミュニティを活性化します。

■商店街朝市の実施
■商店街レシートラリーの実施
■商店街マップの配布　
など

　全国各地で発生している震災・風水害の教訓や磯子区の特性を踏まえ、
地域の自助・共助の取組への支援や区災害対策本部機能の強化など、より
災害に強い地域づくりに向けた取組を推進します。また、関係機関と連携
して防犯や交通安全などの取組を進め、安全・安心な暮らしの実現を目指
します。

Ⅲ 安全・安心で住みやすいまち

　地域防災拠点をはじめとする地域の防災活動や防災ボランティア団
体の活動に対する支援を行います。また、子育て世代や小・中学生など将
来の防災を担う世代への自助・共助の啓発を進めるとともに、区災害対
策本部機能の強化を図ります。

■地域防災拠点や自治会町内会による防災活動への支援
■「地域防災拠点防災マップ」の作成・配布
■子育て世代向け防災講座の開催、啓発リーフレットの作成・配布
■小・中学生を対象とした防災授業の実施
■区災害対策本部機能の強化

　交通事故防止と安全意識の高揚を図るために警察な
どと連携し幼児から高齢者まで幅広く啓発活動を行い
ます。また、児童を交通事故から守るためのまちづくり
や環境づくりを地域と共に実施します。

■幼児・児童・高齢者向け交通安全教室の開催
■路面標示の補修・新設など通学路の環境整備

　未来を担う子どもたちを健やかに育むため、子育て支援や青少年育成の
取組を積極的に推進します。また、高齢化が進む中、住み慣れた地域で、いつ
までも安心して暮らし続けていくため、人と人とのつながりを育み、互いに
支えあえるまちづくりを進めます。

　子どもを持つ家庭が健全に子育てを行えるよう、出産前から子
育て中にわたり支援を行うほか、地域の子育て支援団体・機関と
連携し、地域での子育て支援を進めます。

■新米パパの育児教室・授乳相談・赤ちゃん教室の実施
■子育て支援マップの配布

　子育てに困難を抱える親子に対し、健全な子育て環境が育
めるような啓発や支援を行います。また、子どもと女性の生活
の安全を守るために、女性福祉相談に加えて専門的な相談も
実施します。

■「愛の鞭ゼロ作戦」リーフレットの配布による啓発
■地域で支える「親そだち、子そだち」講演会の実施
■エリア別虐待防止連絡会のモデル実施

　区民の皆さんが、健康づくりを実践できるよう、講座やイベント
を開催し、健康づくりに関する知識などの普及・啓発を行います。
また、商店街と連携した健康づくりの啓発や保健活動推進員への
研修などを通して地域の健康づくり活動を支援します。

■がん検診啓発の実施
■商店街などと連携した
　健康づくりの啓発
■「あなたのまちで
　健康づくり講座」の開催

災害に強いまちづくり　総務課　　750-2312 交通安全対策　地域振興課　　750-2391

商店街のにぎわいづくり　地域振興課　　750-2391

子育て支援の充実　こども家庭支援課　　750-2449 困難を抱える親子への支援

健康づくりの支援　福祉保健課　　750‐2445

　区民の皆さんや、区内の団体・企業の
皆さんが主体となって実施する区民ま
つり（第42回磯子まつり）を開催します。
区民の皆さんの磯子区への愛着と一体
感を高めていきます。

■「第42回磯子まつり」の開催
　（9月30日）

磯子まつりの開催　地域振興課　　750-2391

2,337万円 【6事業】

こども家庭支援課
　750-2449

　広報よこはまをはじめとするさまざまな媒体を通じて、わかりやすく情報を発信します。
また、職員研修や庁舎・窓口の改善などを実施し、親しみやすい区役所を実現します。

Ⅳ おもてなしの心による
　 区民サービス

2,311万円 【5事業】

■広報よこはま磯子区版・磯子区統計白書・区民生活マップの発行
■専門相談員による法律相談などの実施
■区民満足度を向上させるための各種取組（区庁舎環境改善ほか）の実施

1,792万円 【6事業】
3,318万円 【14事業】

Ⅱ ともに支えあい、健康で
　 いきいきと暮らせるまち

▲第41回磯子まつり

▲親子向け防災講演会▲赤ちゃん教室

▲広報よこはま磯子区版 ▲磯子区統計白書

▲商店街朝市

◀子育て支援マップ ◀「愛の鞭ゼロ作戦」
　リーフレット（イメージ図）

▲堀割川魅力づくり活動

▲地域防災拠点での炊き出し訓練 ▲地域の防災訓練（消火訓練）

▲夏祭りでのごみ分別啓発

　高齢者の皆さんをはじめとした、区民の皆さんの健康づく
りのため、駅や施設からの距離が分かる行先表示標や一休み
できる「お休みベンチ」を設置し、“歩くことが楽しくなる道”を
整備します。

歩くことが楽しくなる道の整備 土木事務所
　761‐0081

▲行先表示標

お休みベンチ▶▲商店街イベントでの健康相談

むち

※各項目の金額は万円未満を四捨五入しています。
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ハチや蚊の季節がやってくる！

●9●8

特集2
この特集に関する問合せ：環境衛生係 　750-2452  　750-2548

　ハチは春頃から巣を作り始めます。夏から秋にかけて巣は大きくなり、危険が増します。ハチ
の巣が大きくなる前に発見できれば、比較的安全に駆除ができるため、今の時期に家の周辺を
点検しましょう。

　蚊はデング熱やジカウイルス感染症など、さまざまな感染症を媒介
します。海外で蚊に刺され帰国後に発症した人が、国内で新たに蚊に刺
されることで感染が広がり、流行する可能性が心配されています。普段
から蚊に刺されない、蚊を増やさない対策が大切です。

①スズメバチ
●体長は2～4.5cm程度で、攻撃性が高い。
●直線的に素早く飛ぶ。
●日本に生息するスズメバチ属のハチは、キイロスズメバチ、
　コガタスズメバチ、オオスズメバチなどの７種類。
【巣の特徴】●ボール型でマーブル模様の外被が内部の
 　巣盤を覆っている。
 ●巣の出入り口はひとつ。
 ●コガタスズメバチの場合、作り始めの巣は
 　とっくりを逆さにしたような形をしている。

相談の多いハチの種類

スズメバチのライフサイクル　スズメバチやアシナガバチは、４月～11月頃が活動時期です。

②アシナガバチ
●体長は1～3cm程度で、比較的おとなしい。
●脚をだらりと下げ、ふらふらとゆっくり飛ぶ。
●日本に生息するアシナガバチ属のハチは、キアシナガバチ、
　コアシナガバチ、セグロアシナガバチなどの７種。
【巣の特徴】●シャワーヘッドやハスの実を逆さにした

　ような形。
●下から見ると六角形の穴がたくさん見える。

これは何？
　春になると、街路樹や庭木などに、多数のミツバチが群がっていることがありま
すが、巣ではありません。春から夏にかけて元の女王バチが半数程度の働きバチ
を連れて引越し（巣別れ）を行います。これを分封といいます。かたまって一時的に
とどまっていますが、新しい巣の場所が決まると、そこへ一斉に移動します。攻撃
性はほとんどありません。そのままそっとしておきましょう。

蚊（ヒトスジシマカ）のライフサイクル 蚊を増やさないよう
気をつけたいポイント

ハチが巣を作りやすい場所
　早い時期に巣を発見できれば、比較的小さく安全なうちに駆除ができ
ます。ハチが巣を作りやすい場所を点検しましょう。

ハチに刺されたら？
●すぐに患部を水で洗い流し、氷で冷やす
●患部に虫刺され薬（抗ヒスタミン等含有外用剤）を塗る
※刺された後、人によってアナフィラキシー反応（アレルギー反応）がでる場合
があります。気分が悪くなる・息苦しいなど、少しでも体調がおかしいなと思っ
たら、すぐに医療機関を受診しましょう。
※アンモニアは効果がありません。また、毒液を口で吸いだすのはやめましょう。

このような場合は、区役所にご相談ください
●駆除方法を知りたい
●駆除業者を教えてほしい
●自分で駆除したい（自主駆除の際の方法や
注意事項の説明、防護服や駆除機材の無料貸
し出しをしています）

※スズメバチ、アシナガバチは、毎年新しい巣を一から作り、翌年に使うことはありません。

※区役所では駆除をしておりません

①水たまりをなくす
蚊を減らすには、ボウフラを減らすこと
が効果的です。
わずかな水たまりでもボウフラは発生
します。水がたまってしまう場所がある
場合は、１週間に1回程度たまり水を流
しましょう。

②やぶや草むらの手入れをする
定期的な手入れで風通しを良くし、蚊の
潜む場所をなくしましょう。

【蚊の潜む場所】

蚊に刺されないようにするには？
①蚊のいる場所を避ける
　やぶなどの湿った風通しの悪い場所に
　長くいるのはやめましょう。

②肌の露出を避ける
　やぶなどの蚊の多い場所は、
　長そで、長ズボンを着用しましょう。

③虫よけ剤をうまく使う
　虫よけ剤は用法や用量をよく確認
　してから使用しましょう。

④蚊の侵入を防ぐ
　窓には網戸を設置し、ドアの開閉を
　なるべく少なくしましょう。

雨水ますの防蚊対策について
　殺虫剤の効果は一時的なことが多く、過剰な散布はかえって環境への悪影響につながりま
す。夏場の散水をかねて1週間に1～2回程度、雨水ます周辺に散水して泥だめ部の水を入れ替え
ましょう。
　環境整備が難しく、ボウフラ退治にどうしても殺虫剤を使用する場合には、他の生物に害が
少ないと言われる昆虫成長阻害剤（IGR剤）を使用しましょう。使用にあたっては、使用上の注
意をよく読み、使用量は最小限にとどめましょう。

　デング熱やジカ熱などの流行地では、蚊に刺されないようにしましょう。また、感染しても症状がでないことも
あります。感染拡大を防ぐために帰国後2週間程度は蚊に刺されないよう注意しましょう。

ヒトスジシマカ

早めに発見・対策を!!

卵 ボウフラ

夏は2～5日間 7～10日間

冬は
卵で越冬

「オニボウフラ」
とも言う。

2～3日間

羽化

2・3日で
死ぬ。

蚊の食べ物は花の蜜
動物の血は卵を作るために必要

血を吸って
3～4日後に卵を産む。

一生の間に
3～4回産む。

1回に
80～150個

メスの寿命は
約一か月

さなぎ

成虫

交尾 オス

交尾の後、すぐに血を吸い
卵の栄養にする。

メス

水
の
中

メスだけが
吸血

水面に
産卵

軒下

破風下
天井裏

戸袋

床下・通気口

換気口

木の洞

植栽

やぶや草むらなど湿気を
含んだ風通しの悪いところ

植木鉢の
受け皿

古タイヤ

雨水がたまった空き缶などのごみ

成虫ボウフラ

ハチは樹木につく毛虫などの捕食や、花粉の受け渡しをする益虫である反面、人の生活環境に近い場所に営巣した場合は危険です。

見分けるポイントは
巣の形です！

【巣を見つけたら？】
①近づかない　②揺らさない　③騒がない　が大切です。
生活上支障がある場所に作られた場合は、危険であるため
駆除しましょう。

4月下旬～5月頃
女王バチが冬眠から覚めて、
一匹で巣を作り始める。
（巣の大きさ：直径約７cm）

6月頃
働きバチが羽化し、巣を大きくしていく。
女王バチは産卵に専念する。
（巣の大きさ：直径約10cm）

7月頃～
働きバチが増えて
巣が急速に発達9月頃

巣の大きさが最大規模になる。
この頃が最も刺されやすい時期
（巣の大きさ：直径約20～30cm）

10月～11月頃
オスと新女王バチが羽化し、交尾する。
その後、新女王バチは、朽木の中などで
冬眠する。働きバチは冬眠せず、死んでしまう。

巣の材料は、
かじりとった木の繊維です。
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不燃化推進事業のお知らせ

　東日本大震災を踏まえ横浜市で地震被害想定を見直したところ、地震時
の火災による被害が特定の地域に集中して発生することが予測されていま
す。この地域は特に火災対策が求められています。
　横浜市では図の地域※内で、古くなった建築物の取り壊しや建て替え、改
修に対して補助金を交付しています。また、お住まいの木造建築物の安全性
が気になる人へ専門家による無料相談を実施しています。詳しくは下記まで
お問い合わせください。

あなたのご自宅は
大丈夫ですか？

補助
建物を取り壊したい・新築したい人
⇒建築物不燃化推進事業補助

補助
建物の不燃化・耐震改修を行いたい人
⇒木造建築物不燃化・耐震改修事業補助
　都市整備局防災まちづくり推進課　　671-3664

相談
建物などの安全性について相談したい人
⇒木造建築物安全相談事業
　横浜市建築士事務所協会　　662-2711

　都市整備局防災まちづくり推進課　　671-3664　　663-5225

多くの人の命を救ったのは、家族や隣人の救助だった！

「自助」・「共助」こそが力です

　大地震などの大規模災害が発生した場合には、救助やその後の避難生
活において、「公助」（行政や消防）による支援には限界があります。そのた
め、家庭や地域などにおける「自助」「共助」が非常に重要です。

出典：（社）日本火災学会（1996）「1995年兵庫県南部地震に
　　  おける火災に関する調査報告書」より内閣府作成

＜備えの例＞
● 自宅の家具固定（転倒防止）
● 窓ガラス飛散防止フィルムの貼付け
● 食糧・生活用品などの備蓄
● トイレ対策（トイレパックの備蓄など）
● 通電火災対策（感震ブレーカーの設置）

横浜市　防災よこはま

　健康づくり係　　750-2446　　750-2547

私たちは皆さんの健康づくりを応援しています

食を通した健康づくりボランティア
毎年6月は食育月間
毎月19日は食育の日

　「食生活等改善推進員」（愛称ヘルスメイト）は、子どもから高齢者まで、あ
らゆる世代を対象に、健康講座や料理教室、食育クッキングなどを行なって
います。「私たちの健康は私たちの手で」を合言葉に、地域の皆さんとふれあ
いを深めながら、地域ぐるみの健康づくりをすすめています。

　「防災」は、特別なことだと思いがち。でも実は、普段の生活の中でできる日常の備えが、いざというとき
の力になるんです。大地震や大雨による土砂災害などはいつ起こるかわかりません。自分や家族、住んでい
るまちを守るために、「防災」を少しずつ始めてみましょう！

次回から、普段からできる「防災」のヒントを紹介します。お見逃しなく！

防災のキホン

自助＝「自分の身は自分で守る」

＜備えの例＞
● 災害時要援護者（災害時に自力での
  避難が困難な人）の見守り
● 地域の防災訓練や避難所
  （地域防災拠点）運営訓練への参加
● まちあるきや図上訓練による
  避難経路などの確認

共助＝「住民同士の助け合い」

　地震や風水害など、災害への備えはこの一冊
から。区役所で配布しているほか、総務局危機
管理課のホームページでご覧いただけます。

自力で脱出
34.9%

家族
31.9%

友人・隣人
28.1%

通行人
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救助隊
1.7%

その他
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阪神・淡路大震災では、
7割弱が家族も含む「自助」、

約3割が隣人などの「共助」により
救出されているという
調査結果があります

※■重点対策地域と□重点対策地域以外の補助対象地区は補助内容が異なります。

取り壊し
建て替え

補助金
交付します

　私たち磯子区ヘルスメイトは、磯子の各地域から集まって、5地区に分かれて活動
中です。53年目を迎える現在は、男性会員も増え、栄養、健康、料理など勉強しなが
ら、食生活に関しての活動を楽しく続けています。健康増進には「食・運動・休養」
なんと言っても食が要です。あなたも地域デビューのきっかけに参加してみませんか。

活動
紹介

救助隊（公助）による
救助はわずか1.7%

阪神・淡路大震災における
生き埋めや閉じ込められた際の救助主体など

食生活等改善推進員養成セミナー 受講生募集中！

　ヘルスメイトとして活動するためには、「食生活等改善推進員養成セミ
ナー」を修了していただくことが必要です。セミナーでは、食生活等改善推
進員の活動や食を中心とした健康づくりについて学びます。

【対　象】 区内在住で当セミナーを受講したことがない人・25人（先着）
【日　程】 ５月30日（水）、６月27日（水）、７月24日（火）、９月25日（火）、
 10月24日（水）、11月28日（水）、12月12日（水）、
 31年２月27日（水）、全市合同研修会（31年１月頃予定）
【会　場】 区役所４階14番研究室ほか　　【費　用】 1,188円（テキスト代）
【申込み】 5月29日（火）までに、電話、FAXまたは直接窓口

　危機管理担当　　750-2312  　750-2530

健康づくりイベントでの
献立作成ゲーム

地域子育て支援拠点での
「パパといっしょにおやつづくり」

高校生対象の講座
「朝ごはん・野菜を食べよう」
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【申込方法】５月23日（水）までに下記２点を封筒に入れ、
〒235-0016 磯子3-5-1 磯子区役所地域振興課資源化推
進担当まで郵送または持参してください。❶出店者住所、
氏名を記入済みの返信用封筒（82円分の切手を必ず貼っ
てください）❷出店者住所、氏名、電話番号、主な出店品、希
望ブース数（1人2ブースまで）を明記した用紙（区外在住の
人は「在学」「在勤」も明記してください）
【注意】応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
２ブースを希望されていても１ブースのみとなることもあ
りますので、あらかじめご了承ください。食品の販売はご
遠慮ください。出店者駐車場はありません。商業的な目的
での出店はお断りいたします。

　資源化推進担当　　750-2397　　750-2534

「3Rマーケット」
店主募集

【日時】 6月16日（土）10時～14時30分※雨天中止
【場所】 区総合庁舎前駐車場
【対象】 区内在住・在勤・在学の人
【定員】 50ブース（2ｍ×2ｍ）（抽選）
【出店参加料】 1,000円（1ブース）

フリーマーケット

家庭で使わずに眠っている物！
ごみに出してしまうのはもったいない！

3Rマーケットでリユース（再利用）を実践しましょう！

ヨコハマ3R夢！
マスコット
イーオ

へら星人
ミーオ

磯子区3R応援隊による

磯子区 グリーンカーテン育成マニュアル

グリーンカーテンの育て方
　区役所で育成マニュアルを配布して
います。ぜひご活用ください！ホーム
ページでもご覧いただけます。

　企画調整係　　750-2331　　750-2533

3R夢戦隊磯子
マモルンジャー

スリム

　グリーンカーテンとは、ゴーヤなどのつる性の植物で日当たりのよい窓を
カーテンのように覆うものです。日差しをさえぎったり、葉から出る水蒸気
で涼しい風を室内に呼び込んだりすることで、冷房の使用が抑えられ、地球
温暖化対策に有効です。

区内の学校や公共施設などでもグリーンカーテンを
育てているところがあるぞよ！（写真は昨年のものです）

さわの里小学校 磯子スポーツセンター

交通事故防止のための取組み

ご案内

交通安全シルバーリーダーによる交通安全活動の推進
　各老人クラブから選出されたシルバーリーダーが、区や市主催の
研修会や交通安全教室などに参加します。各リーダーは、そこで得
た情報や体験をもとに老人クラブなどで交通安全に関する広報活
動を行い、高齢者の交通事故防止に努めています。

高齢者参加体験型交通安全教室
　磯子区・磯子警察署・磯子交通安全協会が
連携し、老人クラブなどを対象に交通安全
教室（ダミー人形による巻き込み・衝突実験、
交通安全講話など）を開催しています。

磯子警察署管内で、高齢者（65歳以上）の事故は昨年より22件増えています。
交通事故の被害者・加害者にならないために、安全確認をしっかりして、交通ルールを守りましょう。

交通安全グッズ・教材のご紹介

反射材
　靴のかかと部分に貼り付けて使用します。ライトを反射して黒
い部分が白く光るので、夜間の外出時の事故防止に有効です。交
通安全教室などで配布しています。

視聴覚教材 交通安全DVD（高齢者用）
　老人クラブでの研修会や交通安全教室に貸出し
できます。詳しくは地域振興係までお問い合わせく
ださい。

歩い
てい
ると
きに

　横断歩道のない
ところでの

横断は危険です！
無灯火運転は
ダメ！

高齢者交通安全教室
　老人クラブなどを対象に実施していま
す。受講を希望する団体（15人以上）は、磯
子警察署までお問い合わせください。

運転免許自主返納
　高齢ドライバーの事故が多発しています。磯子警察署管内での事故数は平成28年
585件、平成29年640件です。（磯子警察署調べ）運転に自信がなくなってきた、車庫
入れがうまくできなくなったなどと感じたら、免許証の自主返納をご検討ください。

自転車に

のっているときに

　地域振興係　　750-2391　　750-2534

　磯子警察署　　761-0110

高齢者の交通事故を防ぎましょう
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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

　5月18日（金）13時30分～14時45分乳幼児・
妊産婦歯科相談

　6月1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

　5月25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）。
　5月18日、6月1日の金曜9時～11時、6月8日（金）9時～11時、13時30分～15時30分食生活健康相談

　5月21日、6月4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。

　5月22日～6月12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。

　5月15日（火）、6月4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専門相談
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。

肺がん検診 　6月13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　　5月11日～6月6日までに

　　高齢・障害支援課
　750-2418　　750-2540

　6月20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 　6月14日（木）※検診時間は予約時にお知らせ　　上中里団地集会場　　40歳以上・40人（先着）　
　胃部X線検査1,570円　　5月11日～31日までに

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

●食と暮らしのパネル展
　5月14日（月）～20日（日）
　食品衛生係
　750-2451　　750-2548
●こすもすショップ
　5月16日（水）・17日（木）
　高齢・障害支援課
　750-2416　　750-2540
●世界禁煙デーパネル展
　5月28日（月）13時～
6月6日（水）12時
※5月31日（木）11時～15時はパネル
展会場で肺機能などの測定も実施し
ます。直接会場へお越しください。
　健康づくり係
　750-2445　　750-2547
●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）
　6月7日（木）10時～16時
　NPO法人ヒューマンフェローシップ
　762-1435　　751-9460
●いそご地域活動フォーラム2018パネル展
　6月8日（金）～15日（金）
　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116

5月16日（水）～21日（月） 鎌倉彫
5月23日（水）～28日（月） 色鉛筆画
5月30日（水）～6月4日（月） 工作
6月6日（水）～11日（月）
いそご地域活動フォーラム
　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　5月28日（月）※定期点検のため
　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521

　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。
　6月5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

　男性のための育児教室。赤ちゃんの
心音を聞いたり、お風呂の入れ方を学
んだり、妊婦体験などを行います。
　6月9日（土）9時30分～12時
　区役所4階研究室　　妊娠中の人
とパートナー・25組（先着）
　5月14日から
　　こども家庭支援課
　750-2448　　750-2540

　離乳食の基本「だしのとり方」のコ
ツが分かります！
　6月15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
　5月11日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　離乳食の基本であるおかゆの作り
方をお教えします。試食もあります。

　6月19日（火）11時～11時30分
　子育て支援拠点「いそピヨ」
　2か月～6か月児の養育者・20人（先着）
　5月11日から
　いそピヨ
　750-1322　　750-1323
　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。
　6月22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）　　6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
　　5月11日から各保育園へ

　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】5月28日（月）～6月9日
（土）※日曜は除く。申込みは一人1点、

一世帯3点まで 【抽選】6月11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。未申込品は一世帯1
点に限り、先着引取りができます。【引
渡期間】抽選後から6月23日（土）まで
※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

　「楽しく歯みがき」のコツをお教え
します。
　高柳篤史先生（高柳歯科医院副院
長）
　6月7日（木）10時～11時30分
　区役所7階701会議室
　50組（先着）
　5月11日から
　　健康づくり係
　750-2445　　750-2547

　横浜高校野球部前監督の渡辺元智
氏による心を育み人間力をアップさせ
るコツや、かつての教え子たちの学生
時代のエピソードなどのお話です。
　6月16日（土）10時～11時
　磯子公会堂　　600人（先着）
　5月11日から申込用紙（区役所・地
区センター・コミュニティハウス・地域
ケアプラザなどで配布）
　　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116
　is-shienc@city.yokohama.jp

●ロビー de コンサート
　音楽と落語の宅配便

　濱乃志隆さんの公演です。
　5月22日（火）11時～12時
●ベビーマッサージ（全2回）
　オリジナルマッサージオイルで赤
ちゃんと一緒に心と体のケアをしま
しょう！
　5月29日、6月5日の火曜
10時～11時30分
　首がすわっていて、歩き出す前の
赤ちゃんと保護者・10組（先着）
　500円　　バスタオル、赤ちゃん
の飲み物　　5月11日から
●父の日プレゼント「マイカップ作り」
　ポーセリンアートでオリジナルカッ
プを作りましょう。
　6月2日（土）10時～12時
　小学校2年生以下は保護者同伴・
20人（先着）
　600円　　はさみ、ハンカチ
　5月11日から
●ひょうたんクラフト
　千成ひょうたんの表面に模様を穴
あけし、花入れをつくります。
　6月19日（火）13時～16時
　10人（先着）　　600円
　鉛筆、消しゴム、カッター
　5月11日から
●シルバーアクセサリー作り（全2回）
　純銀粘土で作ります。ペンダント・
リングをお選びいただきます。
　6月28日、7月5日の木曜
10時～12時
　12人（先着）
　ペンダント2,300円、リング1,700円
　5月25日から

磯子地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ワード2010入門（全4回）
　ワードの基本をわかりやすく丁寧
に指導します。
　6月2日・9日・16日・23日の土曜
14時～17時
　12人（抽選）　　4,000円
　5月20日までに　　または往復は
がき
●手作りシリーズ①
　簡単梅干し作り（全2回）
　ポリ袋で梅干しを作り、2回目は梅
干しを使ったデザートなどを習いま
す。
　6月20日、7月4日の水曜
14時～16時
　15人（抽選）　　1,500円
　5月20日までに　　　または往復
はがき
●ベビーマッサージ（全2回）
　赤ちゃんと一緒にアロマの香りで
リラックス。
　6月21日・28日の木曜10時～12時
　乳幼児と保護者・10組（抽選）
　500円　　5月20日までに　　
　または往復はがき
老人福祉センター 喜楽荘 ・・・・・・・・・
●体に優しい健康パン作り（全3回）
　毎回異なるテーマで体に優しいお
いしいパンを作ります。
　6月12日、7月10日、8月21日の火曜
10時～13時
　60歳以上・12人（抽選）
　3,000円　　5月20日までに　　
　または往復はがき
●和菓子教室 
　季節にちなんだアジサイの上生菓
子を作ります。
　6月16日（土）10時～12時
　60歳以上・16人（抽選）
　1,500円　　5月20日までに　　
　または往復はがき

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

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

5

区民ホールギャラリー

離乳食 はじめのいっぽ

ママと赤ちゃんのための
健康づくり講座

新米パパの育児教室

離乳食教室

市立保育園の子育て支援

磯子公会堂 5月休館日

出張栄養相談inいそピヨ

　　こども家庭支援課
　750-2525　　750-2540
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30年度 市民税・県民税のお知らせ
　市民税担当　　750-2351～3　　750-2536

●市民税・県民税の税額決定・納税通知書を6月1日（金）に発送します。
●29年中の所得などを証明する30年度市民税・県民税課税証明書は、
６月１日（金）から発行します。
●なお、市民税・県民税の全額を勤務先で給与から納めている人と非課
税の人の課税（非課税）証明書の発行開始日は、５月15日（火）です。

●食と暮らしのパネル展
　5月14日（月）～20日（日）
　食品衛生係
　750-2451　　750-2548
●こすもすショップ
　5月16日（水）・17日（木）
　高齢・障害支援課
　750-2416　　750-2540
●世界禁煙デーパネル展
　5月28日（月）13時～
6月6日（水）12時
※5月31日（木）11時～15時はパネル
展会場で肺機能などの測定も実施し
ます。直接会場へお越しください。
　健康づくり係
　750-2445　　750-2547
●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）
　6月7日（木）10時～16時
　NPO法人ヒューマンフェローシップ
　762-1435　　751-9460
●いそご地域活動フォーラム2018パネル展
　6月8日（金）～15日（金）
　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116

5月16日（水）～21日（月） 鎌倉彫
5月23日（水）～28日（月） 色鉛筆画
5月30日（水）～6月4日（月） 工作
6月6日（水）～11日（月）
いそご地域活動フォーラム
　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　5月28日（月）※定期点検のため
　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521

　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。
　6月5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

　男性のための育児教室。赤ちゃんの
心音を聞いたり、お風呂の入れ方を学
んだり、妊婦体験などを行います。
　6月9日（土）9時30分～12時
　区役所4階研究室　　妊娠中の人
とパートナー・25組（先着）
　5月14日から
　　こども家庭支援課
　750-2448　　750-2540

　離乳食の基本「だしのとり方」のコ
ツが分かります！
　6月15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
　5月11日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　離乳食の基本であるおかゆの作り
方をお教えします。試食もあります。

　6月19日（火）11時～11時30分
　子育て支援拠点「いそピヨ」
　2か月～6か月児の養育者・20人（先着）
　5月11日から
　いそピヨ
　750-1322　　750-1323
　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。
　6月22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）　　6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
　　5月11日から各保育園へ

　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】5月28日（月）～6月9日
（土）※日曜は除く。申込みは一人1点、

一世帯3点まで 【抽選】6月11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。未申込品は一世帯1
点に限り、先着引取りができます。【引
渡期間】抽選後から6月23日（土）まで
※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

　「楽しく歯みがき」のコツをお教え
します。
　高柳篤史先生（高柳歯科医院副院
長）
　6月7日（木）10時～11時30分
　区役所7階701会議室
　50組（先着）
　5月11日から
　　健康づくり係
　750-2445　　750-2547

　横浜高校野球部前監督の渡辺元智
氏による心を育み人間力をアップさせ
るコツや、かつての教え子たちの学生
時代のエピソードなどのお話です。
　6月16日（土）10時～11時
　磯子公会堂　　600人（先着）
　5月11日から申込用紙（区役所・地
区センター・コミュニティハウス・地域
ケアプラザなどで配布）
　　いそご区民活動支援センター
　754-2390　　759-4116
　is-shienc@city.yokohama.jp

●ロビー de コンサート
　音楽と落語の宅配便

　濱乃志隆さんの公演です。
　5月22日（火）11時～12時
●ベビーマッサージ（全2回）
　オリジナルマッサージオイルで赤
ちゃんと一緒に心と体のケアをしま
しょう！
　5月29日、6月5日の火曜
10時～11時30分
　首がすわっていて、歩き出す前の
赤ちゃんと保護者・10組（先着）
　500円　　バスタオル、赤ちゃん
の飲み物　　5月11日から
●父の日プレゼント「マイカップ作り」
　ポーセリンアートでオリジナルカッ
プを作りましょう。
　6月2日（土）10時～12時
　小学校2年生以下は保護者同伴・
20人（先着）
　600円　　はさみ、ハンカチ
　5月11日から
●ひょうたんクラフト
　千成ひょうたんの表面に模様を穴
あけし、花入れをつくります。
　6月19日（火）13時～16時
　10人（先着）　　600円
　鉛筆、消しゴム、カッター
　5月11日から
●シルバーアクセサリー作り（全2回）
　純銀粘土で作ります。ペンダント・
リングをお選びいただきます。
　6月28日、7月5日の木曜
10時～12時
　12人（先着）
　ペンダント2,300円、リング1,700円
　5月25日から

磯子地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ワード2010入門（全4回）
　ワードの基本をわかりやすく丁寧
に指導します。
　6月2日・9日・16日・23日の土曜
14時～17時
　12人（抽選）　　4,000円
　5月20日までに　　または往復は
がき
●手作りシリーズ①
　簡単梅干し作り（全2回）
　ポリ袋で梅干しを作り、2回目は梅
干しを使ったデザートなどを習いま
す。
　6月20日、7月4日の水曜
14時～16時
　15人（抽選）　　1,500円
　5月20日までに　　　または往復
はがき
●ベビーマッサージ（全2回）
　赤ちゃんと一緒にアロマの香りで
リラックス。
　6月21日・28日の木曜10時～12時
　乳幼児と保護者・10組（抽選）
　500円　　5月20日までに　　
　または往復はがき
老人福祉センター 喜楽荘 ・・・・・・・・・
●体に優しい健康パン作り（全3回）
　毎回異なるテーマで体に優しいお
いしいパンを作ります。
　6月12日、7月10日、8月21日の火曜
10時～13時
　60歳以上・12人（抽選）
　3,000円　　5月20日までに　　
　または往復はがき
●和菓子教室 
　季節にちなんだアジサイの上生菓
子を作ります。
　6月16日（土）10時～12時
　60歳以上・16人（抽選）
　1,500円　　5月20日までに　　
　または往復はがき

歯と口の健康週間講演会
「1000回歯みがき・親子で育む健康な歯」

渡辺元智氏講演会
「人をつなぐ・育てるコミュニケーション」

講座・
イベント

6月6日（水）
「誕生日会（6月生まれ）」
6月14日（木）
「1・2歳児と遊ぼう」
【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

6月7日（木）
「親子で楽しむふれあいあそび」
5月16日（水）
「誕生日会（5月生まれ）」
5月22日（火）
「1・2歳児と遊ぼう」

滝頭保育園
　751-7879　　751-7889

5月8日から
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

5月30日（水）
「お話と歯磨き指導」
6月8日（金）
「小児救急法」

洋光台第二保育園
　831-3959　　831-3982

6月13日（水）
「親子で遊ぼう」
5月23日（水）
「誕生日会（5月生まれ）」
5月10日から
原則：毎週木曜10時～11時30分

根岸地区センター

馬場町1-42
　751-4777　　751-4798
　 毎月第3月曜：5月21日

施設から

5月9日から
原則：毎週水曜 10時～12時

金沢工場リユース家具
市民提供（第2回）

資源循環局金沢工場

　地域振興係　　750-2392　　750-2534

　区内商店街の自慢の逸品を販売！「ふれあい水族館」や
健康チェック、オリジナル缶バッジプレゼントなど盛りだ
くさんです。お笑いコンビ横浜ヨコハマも出演予定！！新鮮
野菜、果物、しじみ、ドーナツ、わたあめなど出店します。

　5月12日（土）9時～12時
　区総合庁舎前駐車場

第42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。（いずれもなくなり次第終了）

サメの赤ちゃんやカブトガニにふれることができます。
お友達をお誘いの上、ぜひご来場してください♪

※6月1日～9月30日まで
体育室のみ休館

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：5月28日

▲横浜ヨコハマ

▲ふれあい水族館 ▲食事相談や健康チェックの様子

もとのり
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●人形劇がやってくる！
　5月19日（土）11時～11時50分
　乳幼児と保護者・30人（当日先着）
●簡単だけどバランスの取れた
　料理を作ろう！（全3回）
　忙しい現役世代の女性を対象に、
簡単でおいしい料理をつくります。
　6月8日・22日、7月6日の金曜
18時～20時30分
　30～50代の女性・16人（先着）
　2,400円　　5月18日から
●百人一首であそぼう！
　競技かるた入門（全5回）
　五色百人一首かるたを使い初心者
にもわかりやすく競技かるたの魅力
を伝授。
　6月17日、7月1日・15日・29日、
8月5日の日曜13時～15時
　14人（先着）　　1,500円
　5月27日から
●夏がくる前にくるくる巻いて
　飾り寿司作ろう！
　父の日のプレゼントにどうぞ！
　6月17日（日）13時30分～16時
　子ども（小学生以上）と保護者・8
組（先着）　　2,000円
　エプロン、三角巾、手拭き、ふきん
　5月20日から
●布ぞうりを作ろう
　いらなくなったTシャツや古布から
布ぞうりを作ります。
　6月18日（月）
9時30分～12時30分
　20人（先着）　　300円
　はさみ、Tシャツ2～3枚または古
布、針金ハンガー2個、ハンガー補強
用古布など　　5月28日から
●いざ！という時のために
　救命救急講座
　急病人、けが人が出たときに慌て
ないよう、救命救急士から救急法の
手ほどきを受けましょう。
　6月25日（月）10時～12時
　20人（先着）
　5月22日から

●語りで誘う日本の心
　～鎌倉文士～
　名作3作品を選んでお聞かせします。
　6月9日（土）14時～16時
　25人（抽選）　　500円
　5月18日までに往復はがき
●初めての中国語（全6回）
　初心者でも実際に使える会話力を
身につけるための講座です。
　6月12日～7月24日の毎週火曜
※7月3日を除く 10時～11時30分
　10人（先着）　　2,500円
　筆記用具　　5月17日から
●季節の野菜レシピ
　～ピーマン・パプリカ～
　鮮やかな色が食欲をそそるメ
ニューをご紹介します。
　6月16日（土）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
　5月18日から
●夕食支援食堂
　そのままその日の食卓に並べられ
る料理（1人で3人分）を作ります。
　6月20日（水）15時30分～17時
　10人（先着）　　1,300円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り容器　　5月23日から
●大人の趣味～シルバー
　アクセサリー作り～（全2回）
　6月23日・30日の土曜
10時～11時30分
　16人（先着）　　2,000円
　5月25日から
●世界のパン作り
　～ねじりあんぱん～
　お花のようなかわいい形のあんぱ
んを作ります。
　6月21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、
持ち帰り容器または袋
　5月24日から
●季節をあそぼう～七夕飾り～
　七夕飾りを作り、ロビーに展示します。
　6月27日（水）10時～11時
　1歳6か月～4歳児と保護者・20組
　500円　　5月30日から

●ママフィットC（全10回）
　ブロックなどを使い、骨盤を中心
に股関節や肩関節を動かしながら、
姿勢改善を図ります。
　5月16日～9月19日の毎月第1・
3・5水曜※8月15日を除く
10時30分～11時30分
　子育て中の女性・10人（先着）
　5,000円　　室内履き、タオル、飲
み物　　5月11日から

●肩腰膝痛予防体操講座
　6月20日（水）14時～15時30分
　15人（先着）　　300円
　汗拭きタオル　　5月11日から
●いきいきアート講座
　～認知症予防・ストレスケアに～
　臨床美術士による新しいスタイル
の絵画講座です。
　6月12日（火）13時30分～15時30分
　12人（先着）　　500円
　5月11日から
●夏のスキンケア講座
～紫外線予防と内外美容で健康な肌に～
　6月8日（金）10時～12時
　18人（先着）　　200円
　5月11日から
●横浜今昔探訪さんぽ
 ～船渠建基碑・汽車道・新港埠頭～
　6月21日（木）9時50分JR桜木町駅
横浜寄改札口集合～12時頃解散予定
　15人（先着）　　300円
　5月11日から

●思い出の服で作るメモリーベア
　思い出がたくさんつまった服を、テ
ディベアにリメイクしましょう。
　5月30日（水）13時～16時

　10人（先着）　　1,000円
　思い出の服（洗濯してほどき、アイロ
ンをかけたもの）、針、糸、チャコペン
　5月12日から
●ビニール袋で梅干し作り
　梅1㎏の下漬けまでを実習します。
　6月21日（木）14時～16時
　20人（先着）　　2,000円
　筆記用具、エプロン、三角巾、ふき
んまたはタオル、持ち帰り用手提げ袋
　5月21日から

●マンカラ大会
　アフリカや中近東、東南アジアで古
くから遊ばれている誰でもすぐにでき
るボードゲームです。子どもから大人
まで一緒にゲームを楽しみましょう。
　6月11日（月）13時～15時
　40人（先着）　　5月12日から

●ボイストレーニング講座（全6回）
　腹式呼吸を学び、体も心も健康
に、カラオケもうまくなる、一挙両得
の講座です。
　6月～8月の第2・4水曜
10時～11時30分
　20人（抽選）　　3,000円
　6月2日までに

●ぽこぽこ～親子のあそび場～
　簡単な手遊び、季節のうた、工作な
どを楽しみましょう。
　5月15日（火）10時～11時
　2・3歳児と保護者・20人（先着）
　要・事前連絡
●ミラクル★ストレッチ講座
　軽いストレッチを中心に行います。
　5月19日（土）10時～11時30分

●筋力アップ&
　柔軟な身体づくり講座
　5月19日（土）13時30分～15時
●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。
　6月7日（木）13時～17時
　5月11日から

●ロコモ予防講演会
　～ロコモ予防で100まで歩こう～
　横浜市立脳卒中・神経脊椎セン
ター 医師 河井卓也氏
　7月2日（月）
13時30分～15時30分
　40人（先着）　　6月1日から

　

●男のかんたん一品料理（全2回）
　初めてでも料理が作れます！
　6月15日・29日の金曜10時～13時
　60歳以上の男性・8人（先着）
　1,000円　　5月11日から
●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。
　5月27日（日）13時～15時
　30人（当日先着）
　100円（お茶とお菓子付き）
●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。
　5月25日（金）13時30分～15時
　男性・15人（当日先着）
　100円（コーヒー付）
●わいわい広場
　手作りの布おもちゃで遊ぼう！
　5月24日（木）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。
　5月16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。
　5月26日（土）10時～11時30分
　介護をしている人・10人（先着）
　5月11日から

●オヤジの台所
　季節のスープ、じゃがいものシャキ
シャキサラダ、じゃがいもとタコの味
噌炒めを実習します。
　6月14日（木）10時～13時
　おおむね60歳以上の男性・8人
（先着）　　800円　　エプロン、三
角巾、手拭きタオル、ふきん
　5月11日から
●旬の野菜でおもてなし
　～トマトたっぷりメキシコ料理～
　トルティーヤ巻き、豆の煮込みスー
プなどを実習します。
　6月7日（木）10時～13時
　8人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、手拭きタオル、ふきん
　5月12日から　（5月13日以降　　）
●ゆかた着付け講座
　ゆかたをきれいに着る方法を習い
ます。
　6月6日（水）13時～15時
　15人（先着）　　500円
　ゆかた、半幅帯、タオル2枚、腰ひ
も3本、持っている人は肌じゅばん、
裾よけ、だて締め、コーリンベルト
　5月11日から

●当日受付教室
　「バスケット・フットサルタイム」
　5月17日・31日、6月7日の木曜
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　　運動のできる服装、
タオル、飲み物、室内履き

●開港記念日イベント
　「土器コースター作り教室」
　粘土板に模様を描いて、コース
ターにします。
　6月2日（土）
10時～12時（9時30分受付開始）
　小学生以上※低学年は保護者同
伴・16人（当日先着）

●おはなしの国
　絵本、紙芝居、手遊びなど、子ども
も大人も楽しめます！
　5月19日（土）11時～11時40分
●親子の広場
　ママゴスペル「なないろハーモ
ニー」さんの歌を楽しみましょう。
　5月28日（月）10時30分～11時30分
　未就学児と保護者・20組（当日先
着）　　150円（1組）
●健康体操 男会（体験ワークショップ）
　簡単な筋トレとラジオ体操で固まった
体をほぐし、毎日続けられる秘訣を伝授。
　5月30日、6月6日の水曜
9時30分～10時30分
　18歳以上の男性・10人（先着）
　各回500円
　5月13日から
●おはなし会ボランティア養成講座（全4回）
　学校や地域などで、読み聞かせや
おはなし会の活動を行いたい人のた
めの入門講座です。
　6月8日～29日の毎週金曜
10時～12時30分※第3回の講座終
了後の懇親会は13時～14時
　30人（先着）　　1,500円
　5月12日から

●ミニ盆栽ワークショップ
　今月は多肉植物の寄せ植えです。
　6月3日（日）13時30分～15時30分
　15人（先着）　　2,500円※相談
会は無料　　5月11日から
【盆栽相談】15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。
　①5月12日（土）②6月9日（土）
10時30分～11時30分
　①は新杉田地域ケアプラザ
　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
●布おもちゃで遊ぼう！ 
　「的あて」や「魚釣り」など工夫に富
んだ布おもちゃで遊びましょう。
　5月15日（火）13時30分～14時
●アラフォーママの会
　40歳前後でママになった人が子
育ての悩みや自分の生活のことなど
をお話しし合う会です。
　5月22日（火）13時30分～14時30分
　未就学児を持つ40歳前後の女性

●気仙沼音楽復興支援ジャズライブ
　「前田憲男コンサート」
　ピアニスト・作編曲家としての前田
憲男の魅力を3つのジャンル「シャン
ソン」「ポップス」「ジャズ」でお楽しみ
ください。
　8月8日（水）
19時開演（18時30分開場）
　310人（先着）　　3,000円（内
1,000円は復興支援音楽の会へ寄付）
　5月18日から会員限定先行発売、6
月1日から一般発売

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：5月28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
12ページをご覧ください。 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：5月28日

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

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

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

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

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：5月17日

せんきょ
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●人形劇がやってくる！
　5月19日（土）11時～11時50分
　乳幼児と保護者・30人（当日先着）
●簡単だけどバランスの取れた
　料理を作ろう！（全3回）
　忙しい現役世代の女性を対象に、
簡単でおいしい料理をつくります。
　6月8日・22日、7月6日の金曜
18時～20時30分
　30～50代の女性・16人（先着）
　2,400円　　5月18日から
●百人一首であそぼう！
　競技かるた入門（全5回）
　五色百人一首かるたを使い初心者
にもわかりやすく競技かるたの魅力
を伝授。
　6月17日、7月1日・15日・29日、
8月5日の日曜13時～15時
　14人（先着）　　1,500円
　5月27日から
●夏がくる前にくるくる巻いて
　飾り寿司作ろう！
　父の日のプレゼントにどうぞ！
　6月17日（日）13時30分～16時
　子ども（小学生以上）と保護者・8
組（先着）　　2,000円
　エプロン、三角巾、手拭き、ふきん
　5月20日から
●布ぞうりを作ろう
　いらなくなったTシャツや古布から
布ぞうりを作ります。
　6月18日（月）
9時30分～12時30分
　20人（先着）　　300円
　はさみ、Tシャツ2～3枚または古
布、針金ハンガー2個、ハンガー補強
用古布など　　5月28日から
●いざ！という時のために
　救命救急講座
　急病人、けが人が出たときに慌て
ないよう、救命救急士から救急法の
手ほどきを受けましょう。
　6月25日（月）10時～12時
　20人（先着）
　5月22日から

●語りで誘う日本の心
　～鎌倉文士～
　名作3作品を選んでお聞かせします。
　6月9日（土）14時～16時
　25人（抽選）　　500円
　5月18日までに往復はがき
●初めての中国語（全6回）
　初心者でも実際に使える会話力を
身につけるための講座です。
　6月12日～7月24日の毎週火曜
※7月3日を除く 10時～11時30分
　10人（先着）　　2,500円
　筆記用具　　5月17日から
●季節の野菜レシピ
　～ピーマン・パプリカ～
　鮮やかな色が食欲をそそるメ
ニューをご紹介します。
　6月16日（土）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
　5月18日から
●夕食支援食堂
　そのままその日の食卓に並べられ
る料理（1人で3人分）を作ります。
　6月20日（水）15時30分～17時
　10人（先着）　　1,300円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り容器　　5月23日から
●大人の趣味～シルバー
　アクセサリー作り～（全2回）
　6月23日・30日の土曜
10時～11時30分
　16人（先着）　　2,000円
　5月25日から
●世界のパン作り
　～ねじりあんぱん～
　お花のようなかわいい形のあんぱ
んを作ります。
　6月21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、
持ち帰り容器または袋
　5月24日から
●季節をあそぼう～七夕飾り～
　七夕飾りを作り、ロビーに展示します。
　6月27日（水）10時～11時
　1歳6か月～4歳児と保護者・20組
　500円　　5月30日から

●ママフィットC（全10回）
　ブロックなどを使い、骨盤を中心
に股関節や肩関節を動かしながら、
姿勢改善を図ります。
　5月16日～9月19日の毎月第1・
3・5水曜※8月15日を除く
10時30分～11時30分
　子育て中の女性・10人（先着）
　5,000円　　室内履き、タオル、飲
み物　　5月11日から

●肩腰膝痛予防体操講座
　6月20日（水）14時～15時30分
　15人（先着）　　300円
　汗拭きタオル　　5月11日から
●いきいきアート講座
　～認知症予防・ストレスケアに～
　臨床美術士による新しいスタイル
の絵画講座です。
　6月12日（火）13時30分～15時30分
　12人（先着）　　500円
　5月11日から
●夏のスキンケア講座
～紫外線予防と内外美容で健康な肌に～
　6月8日（金）10時～12時
　18人（先着）　　200円
　5月11日から
●横浜今昔探訪さんぽ
 ～船渠建基碑・汽車道・新港埠頭～
　6月21日（木）9時50分JR桜木町駅
横浜寄改札口集合～12時頃解散予定
　15人（先着）　　300円
　5月11日から

●思い出の服で作るメモリーベア
　思い出がたくさんつまった服を、テ
ディベアにリメイクしましょう。
　5月30日（水）13時～16時

　10人（先着）　　1,000円
　思い出の服（洗濯してほどき、アイロ
ンをかけたもの）、針、糸、チャコペン
　5月12日から
●ビニール袋で梅干し作り
　梅1㎏の下漬けまでを実習します。
　6月21日（木）14時～16時
　20人（先着）　　2,000円
　筆記用具、エプロン、三角巾、ふき
んまたはタオル、持ち帰り用手提げ袋
　5月21日から

●マンカラ大会
　アフリカや中近東、東南アジアで古
くから遊ばれている誰でもすぐにでき
るボードゲームです。子どもから大人
まで一緒にゲームを楽しみましょう。
　6月11日（月）13時～15時
　40人（先着）　　5月12日から

●ボイストレーニング講座（全6回）
　腹式呼吸を学び、体も心も健康
に、カラオケもうまくなる、一挙両得
の講座です。
　6月～8月の第2・4水曜
10時～11時30分
　20人（抽選）　　3,000円
　6月2日までに

●ぽこぽこ～親子のあそび場～
　簡単な手遊び、季節のうた、工作な
どを楽しみましょう。
　5月15日（火）10時～11時
　2・3歳児と保護者・20人（先着）
　要・事前連絡
●ミラクル★ストレッチ講座
　軽いストレッチを中心に行います。
　5月19日（土）10時～11時30分

●筋力アップ&
　柔軟な身体づくり講座
　5月19日（土）13時30分～15時
●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。
　6月7日（木）13時～17時
　5月11日から

●ロコモ予防講演会
　～ロコモ予防で100まで歩こう～
　横浜市立脳卒中・神経脊椎セン
ター 医師 河井卓也氏
　7月2日（月）
13時30分～15時30分
　40人（先着）　　6月1日から

　

●男のかんたん一品料理（全2回）
　初めてでも料理が作れます！
　6月15日・29日の金曜10時～13時
　60歳以上の男性・8人（先着）
　1,000円　　5月11日から
●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。
　5月27日（日）13時～15時
　30人（当日先着）
　100円（お茶とお菓子付き）
●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。
　5月25日（金）13時30分～15時
　男性・15人（当日先着）
　100円（コーヒー付）
●わいわい広場
　手作りの布おもちゃで遊ぼう！
　5月24日（木）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。
　5月16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。
　5月26日（土）10時～11時30分
　介護をしている人・10人（先着）
　5月11日から

●オヤジの台所
　季節のスープ、じゃがいものシャキ
シャキサラダ、じゃがいもとタコの味
噌炒めを実習します。
　6月14日（木）10時～13時
　おおむね60歳以上の男性・8人
（先着）　　800円　　エプロン、三
角巾、手拭きタオル、ふきん
　5月11日から
●旬の野菜でおもてなし
　～トマトたっぷりメキシコ料理～
　トルティーヤ巻き、豆の煮込みスー
プなどを実習します。
　6月7日（木）10時～13時
　8人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、手拭きタオル、ふきん
　5月12日から　（5月13日以降　　）
●ゆかた着付け講座
　ゆかたをきれいに着る方法を習い
ます。
　6月6日（水）13時～15時
　15人（先着）　　500円
　ゆかた、半幅帯、タオル2枚、腰ひ
も3本、持っている人は肌じゅばん、
裾よけ、だて締め、コーリンベルト
　5月11日から

●当日受付教室
　「バスケット・フットサルタイム」
　5月17日・31日、6月7日の木曜
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　　運動のできる服装、
タオル、飲み物、室内履き

●開港記念日イベント
　「土器コースター作り教室」
　粘土板に模様を描いて、コース
ターにします。
　6月2日（土）
10時～12時（9時30分受付開始）
　小学生以上※低学年は保護者同
伴・16人（当日先着）

●おはなしの国
　絵本、紙芝居、手遊びなど、子ども
も大人も楽しめます！
　5月19日（土）11時～11時40分
●親子の広場
　ママゴスペル「なないろハーモ
ニー」さんの歌を楽しみましょう。
　5月28日（月）10時30分～11時30分
　未就学児と保護者・20組（当日先
着）　　150円（1組）
●健康体操 男会（体験ワークショップ）
　簡単な筋トレとラジオ体操で固まった
体をほぐし、毎日続けられる秘訣を伝授。
　5月30日、6月6日の水曜
9時30分～10時30分
　18歳以上の男性・10人（先着）
　各回500円
　5月13日から
●おはなし会ボランティア養成講座（全4回）
　学校や地域などで、読み聞かせや
おはなし会の活動を行いたい人のた
めの入門講座です。
　6月8日～29日の毎週金曜
10時～12時30分※第3回の講座終
了後の懇親会は13時～14時
　30人（先着）　　1,500円
　5月12日から

●ミニ盆栽ワークショップ
　今月は多肉植物の寄せ植えです。
　6月3日（日）13時30分～15時30分
　15人（先着）　　2,500円※相談
会は無料　　5月11日から
【盆栽相談】15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。
　①5月12日（土）②6月9日（土）
10時30分～11時30分
　①は新杉田地域ケアプラザ
　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
●布おもちゃで遊ぼう！ 
　「的あて」や「魚釣り」など工夫に富
んだ布おもちゃで遊びましょう。
　5月15日（火）13時30分～14時
●アラフォーママの会
　40歳前後でママになった人が子
育ての悩みや自分の生活のことなど
をお話しし合う会です。
　5月22日（火）13時30分～14時30分
　未就学児を持つ40歳前後の女性

●気仙沼音楽復興支援ジャズライブ
　「前田憲男コンサート」
　ピアニスト・作編曲家としての前田
憲男の魅力を3つのジャンル「シャン
ソン」「ポップス」「ジャズ」でお楽しみ
ください。
　8月8日（水）
19時開演（18時30分開場）
　310人（先着）　　3,000円（内
1,000円は復興支援音楽の会へ寄付）
　5月18日から会員限定先行発売、6
月1日から一般発売

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：5月21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：5月21日

たきがしら会館

滝頭3-1-68
　752-4050　　752-4051

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

森4-1-17
　750-5411　　751-2322

横浜市三殿台考古館

岡村4-11-22
　761-4571　　761-4603

　毎週月曜

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：6月4日

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

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

ひけつ
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●30年度 夏の教室募集開始
　教室の詳細は窓口またはホーム
ページでご確認ください。
　7月1日（日）～9月30日（日）
　3,780円～10,670円
　あり・5,940円～8,910円
　5月20日までに往復はがき　また
は

●星空観察会「6月の星空をみよう！
　太陽系最大の惑星、木星をみよう！」
　6月2日（土）20時～21時15分
　中学生以下は保護者同伴・各150
人（抽選）
　5月19日までに往復はがき　また
は　
●はまぎんキッズ・サイエンス「ちきゅ
う日記」＜トークイベント第2回＞「空
と海と大地とすばらしき生命～地球
の歴史と生命の誕生・進化～」
　6月9日（土）15時30分～16時30分
　小学校1年生～中学校3年生※小
学生は保護者同伴・250人（抽選）
　5月26日までに往復はがき　また
は　
●わくわくワークショップ 科学工作
教室「あじさいのランプシェード」
　6月2日～30日の土日

10時/11時30分/13時30分/15時か
ら※各回約60分
　小学生以上※未就学児は保護者
が作製・各回12人（当日先着）
　600円
●サイエンス・ショウ
　「しゃぼん玉たいむ」
　6月2日～30日の土日
14時から※約30分
●ミニ実験
　6月2日～30日の土日
「酸とアルカリ いろみずマジック」
10時30分から
「NとSとで 磁石のちから」
15時15分から※各回約15分
●サイエンス・ミニトーク
　「宇宙のきほん
　～空気のない世界って？～」 
　6月2日～30日の土日
11時30分から※約15分
●ウィークエンドレクチャー
　「太陽系の天体たち」
　6月2日～30日の土日
13時から※約30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！」
　6月の毎週金曜10時30分/14時
から※各回約45分。一人あたりの操
作時間は1～2分程度。
　未就学児は保護者同伴・各回12人
（当日先着）

●第8回『スマイリングフェア2018』
　防災・防犯でつなごう笑顔の輪
　防犯・防災ゲームや模擬店の出店、
横浜消防音楽隊の演奏など、一緒に
楽しい時間を過ごしましょう！
　5月26日（土）10時～14時30分

●ハーバリウム・カラーサンドで
　多肉植物教室
　植物を使って素敵な作品を作りま
しょう！
　6月7日（木）10時～11時30分
　20人（先着）　　1,000円
　5月11日から
●新杉田公園パークヨガ
　青空の下で心身ともにリフレッシュ
して楽しい週末を過ごしませんか？
　6月16日（土）10時～11時30分
※荒天時は場所を変更して開催(レス
トハウスもしくは磯子スポーツセン
ター）
　15人（先着）　　500円
　5月11日から

●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）
　6月13日（水）・14日（木）・15日
（金）・19日（火）・20日（水）
②ワード中級（全2回）
　6月23日（土）・24日（日）

【共通】10時～15時30分
　女性・各12人（先着）
　①19,500円②10,800円※免除制
度あり（要・問合せ）　　あり※詳細
は要・問合せ　　5月16日から
●女性としごと応援デスク
①女性の労働サポート相談
　所得税・年金・社会保険・労災・雇
用保険などをよく知りたい人に。
　6月16日（土）
13時/14時/15時から※各回約50分
②キャリア・カウンセリング
　これからの働き方を一緒に考えま
す。面接指導や応募書類作成のサ
ポートにも対応します。
　6月22日（金）
10時/11時/13時/14時から
※各回約50分
　女性・①3人②4人（先着）
　あり※詳細は要・問合せ
　5月11日から
●やさしいストレッチ&ヨガ
　予約不要の当日受付参加教室です。
　5月14日（月）・22日（火）
10時30分～11時45分
　女性・各回20人（当日先着）
　各回600円
　あり※詳細は要・問合せ

5月24日、6月7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5月 

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

回答方法について
　5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：5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
5月1日です。

（　　　　　　　　   ）

（　　　　　　　　   ）
●その他

（　　　　　　　　   ）

5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

フォーラム南太田

磯子スポーツセンター

申込の注意（各記事共通）については
12ページをご覧ください。

磯子図書館
753-2864　　750-2528

　嘉糠洋陸氏は、十年以上にわたり蚊の研
究を続けています。この本は、著者の研究に
基づいて、蚊が血を吸う人間の目印にしてい
るものは何か、血を吸わない蚊はいるのか
など、蚊の生態を解説したものです。また、
人間と蚊との戦いの歴史についても書かれ
ています。感染症を媒介し、命も奪いかねな
い蚊の一刺しを防ぐため、「蚊」という虫に
興味をもってみてはいかがでしょうか。

●～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＞『北原白秋―言葉の魔
術師』/今野真二/著 （岩波新書）
　5月18日（金）10時～12時30分
　読書会に興味がある人
　随時受付中

●市民協働展示「暮らしの中に図
書館を！～本をめぐる物語～」
　本にまつわる物語を集めて展
示・貸出を行います。
　開催中～5月18日（金）
●「新学期よんでみようこんな本」
　司書が子どもの年齢（小学1・2年、3・
4年、5・6年、中学生以上）に合わせて
選んだ、おすすめの本を展示します。お
気に入りの一冊を見つけてください。
　開催中～5月31日（木）

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!
なぜ蚊は人を襲うのか
嘉糠洋陸／著　岩波書店／刊

読書会 企画展示

磯子図書館だより
5月21日（月）～24日（木）休館日

磯子スポーツセンター

杉田5-32-25
　771-8118　　771-8120
　毎月第2月曜：5月14日

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
　832-1166　　832-1161
　5月15日、6月5日の火曜

※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

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：5月21日

【お詫びと訂正】
4月号に掲載した「読書会」テキストの著者名に誤りがありました。
正しくは『今井 清一/著』でした。お詫びして訂正いたします。

新杉田公園

杉田5-32
　776-3313　　355-0628

かぬか




