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できることからはじめよう！

冷蔵庫で
節電
冷蔵庫は

詰め込みすぎず、
冷凍庫は

詰め込んで節電

照明で
節電

必要のない明かりは
こまめに
消しましょう

テレビで
節電

見ないときは
こまめに消しましょう
画面の明るさを
調整しましょう

出所：��総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会（第17回）
参考資料１「トップランナー基準の現状等について」

※ヒートアイランドとは・・・都市部の気温が郊外部に比べ高くなる現象

※3Rとは…�ごみを減らすための環境行動を表す�
3つのキーワードです。

リデュース（Reduce)� ごみそのものを減らす

リユース(Reuse)� 何回も繰り返し使う

リサイクル(Recycle)� 分別して再び資源として利用する

3Rでさらなるごみ減量と脱温
暖化に取り組み、子どもたちが
将来に「夢」を持つことができる
まち横浜の実現を目指します。
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ス リ ム

R夢の意味

平成30年度磯子区 の目標
ス リ ム

３R夢

いそごECOアクション
すぐに取り組める節電・省エネ行動を紹介します。

この特集に関する問合せ：企画調整係 資源化推進担当750-2331  750-2533 750-2397  750-2534特集1

いそごECOアクションや３
ス  リ  ム

R夢の目標設定について
区民、事業者、環境活動団体、行政から組織される「磯子区
環境行動推進本部」の総会で30年度のいそごECOアクショ
ンや３

ス  リ  ム  

R夢の目標を含む、環境行動目標を設定しました。

磯子区では公共施設でのグリーンカーテン育成支援や、
まちの緑化活動にも取り組み、ヒートアイランド※対策や
地球温暖化対策を推進しています。

さわの里小学校グリーンカーテン 区役所前花時計

外出時にもできるECOアクション

冷蔵庫
14％

照明
14％
テレビ
9％

その他
エアコン
炊飯器
電気便座 など

家庭での電力消費量は冷蔵庫・
照明・テレビの3つの電化製品
だけで約40％を占めています。

１キロメートルを自家用車で移動するときの一人あたりの二酸
化炭素排出量は鉄道の約６倍、バスの２倍以上にもなります。
また、徒歩や自転車での移動は温暖化対策に
加えて、健康増進にもつながります。お出
かけの際は、環境にやさしい移動手段を
うまく組み合わせて使ってみましょう。

資源ごみ・
その他
燃やすごみ

1人1日あたりのごみ排出量の推移

1人1日あたりのごみ排出量 618グラム 以下
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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） 7月の区役所土曜開庁日：14日・28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。
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区の人口

166,653人

区のデータ
2018年 6月1日現在

区の世帯数
76,379世帯

5～12ページは磯子区版です。
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特集2

洋光台ショップ27店会
JR洋光台駅から
徒歩1分
毎年11月3日には地域への感謝
を込めて「創業祭」を開催。恒例
の横浜中学高等学校の生徒によ
る和太鼓「鼓魂」の演奏など、楽し
みにしている人も多いイベントで
す。 また、ふれあい縁日も人気。

駐車場
あり

サンモール洋光台
JR洋光台駅から
徒歩1分
洋光台駅前にあり、広場を囲むよ
うに広がる商店街。年間を通して
さまざまなイベントを開催してい
る元気な商店街です。

駐車場
あり

JR根岸駅から徒歩20分
バス停「滝頭地域ケアプラザ前」か

「仲之町」徒歩1分
四間道路沿いに250ｍほど続く、昭
和初期から地域に愛されている商
店街。街路灯が地域の防犯に貢献し
ています。

岩瀬商店街

岡村共栄会
JR根岸駅から徒歩25分
バス停「仲之町」徒歩1分
昭和初期より専門店が集ま
り、それぞれ創意工夫して
いる個性的な商店街。毎
月防犯パトロールを実施
し、地域の安全を守ってい
ます。

白旗商店街
京急屏風浦駅から徒歩1分
バス停「白旗」から1分
街路灯をLED化するなど、環境に配慮しつ
つ防犯力を強化。 声かけなど、子どもの見守
りにも力を入れています。 青果・呉服・理容・
電器など特色ある専門店が並んでいます！

洋南協栄会
JR洋光台駅から徒歩2分

洋光台駅前の個性豊かな
商店が集まっている商店街
です。 地元に密着して元気
にお店を開けています。

汐見台中央商店会
京急屏風浦駅から
徒歩20分
バス停

「汐見台ストアー前」すぐ
大きなケヤキの木や噴水
のある広場に面した商店
街で、グリーンカーテンな
ど、気持ちの良い環境づく
りに力を入れています。自
治会町内会との合同の夏
祭りは毎年大盛況。

駐車場
あり JR磯子・根岸駅から

バスで10分、バス停「浜」すぐ
レトロ感たっぷりのアーケードに品質豊か
な専門店が集合! 「安全・安心」をモットー
に手づくりの伝統の味やこだわりの逸品
をお届けしています。

浜マーケット（磯子商店街 商業協同組合）

駐車場
あり

●レシートラリーに関するお問合せは
　磯子区商店街連合会
　洋光台ハンバーガー Pass Time

367-8081
【お問合せ時間】
月･水･木･金の9時～11時・14時～17時
※可能な限り、お問合せは電話でお願いします。

A

D
E

F
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JR新杉田駅からすぐ
京急杉田駅徒歩５分
バス停「聖天橋」徒歩1分、
バス停「新杉田駅前」徒歩2分
新杉田駅の歩道橋を渡った複合商業施設
内の商店街。 季節ごとにさまざまなイベ
ントを実施しています。 毎月行なわれる
フリーマーケットも盛況です。 新たなイ
ベントも企画中!!

駐車場
あり

A  らびすた新杉田テナント会

JR新杉田駅から徒歩2分
京急杉田駅徒歩５分、
バス停「聖天橋」徒歩1分
杉田商店街の入口（16号線側）にある商
店街です。衣料品・日用品・食品など、個性
的な商店が元気に営業しています。

C  聖天橋センター

京急杉田駅から徒歩1分　JR新杉田駅から
徒歩5分　バス停「杉田小学校前」すぐ
創立60年以上。 飲食・物販はもちろん健
康・美容など暮らしに役立つ店舗が充実。

「磯子の逸品」認定店もあります。街路灯
はすべてLED電球。 防犯パトロールも行
なっています。

F  杉田駅前商店会

E  プララ杉田専門店会
京急杉田駅からすぐ
JR新杉田駅から
徒歩5分
バス停「杉田駅前」すぐ
京急杉田駅に隣接する商業
ビル内にあり、地元に根ざし
た人情味ある商店街です。
天候に左右されない1階の
広場では、暮らしに役立つ催
し物、楽しさがあふれるイ
ベントを開催しています。

駐車場
あり

JR新杉田駅から徒歩2分　京急杉田駅
徒歩５分、バス停「聖天橋」徒歩1分
畳屋さんやお米屋さんなどがあり、趣のあ
る通りが500mほど続きます。飲食店や
専門店の魅力に遠方から足を運ぶ人も多
く、60年以上の歴史がある商店街です。

B  杉田十日会商店街

京急杉田駅から徒歩1分
JR新杉田駅から徒歩3分、
バス停「杉田駅前」すぐ
お買い得な生鮮三品から衣料品、飲食店
までそろう、創業67年、下町の温かい商
店街です。「ぷらむろーど杉田」の愛称で
親しまれ、昼夜ともにぎわっています。年
間を通してさまざまなイベントが開催さ
れています。

D  杉田商店街
★歩行者天国16時〜19時

※お一人様何口でも応募できます。
※応募用紙は枚数に限りがありますので、

コピーして応募してください。
※応募いただいたレシート・領収書はお返し

できませんので、予めご了承ください。応
募用紙に添付するレシート・領収書は原
本のみ有効です。（コピーは不可）

※レシートの日付は 7月1日～9月30日の
ものに限ります。

応募用紙を手に入れる。
参加店舗（247店）で配布または
磯子区ホームページよりダウンロード

いそご商店街レシートラリー参加店舗（全247店）
参加店舗には、チラシが貼ってあります。　    ★は応募箱設置場所
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10月下旬頃に賞品及び引換券の発送をもってかえさせていただきます。
※B・C賞は、賞品引換券を発送しますので、12月20日までに指定した店舗へ引換券持参のうえ、受け取りに来てください。
※朝市賞は、賞品引換券を発送しますので、11月３日（祝・土）・31年１月26日（土）・3月9日（土）開催の商店街朝市で引換券と引き換えに賞品を渡します。

映画「未来のミライ」賞A賞 横浜・八景島シーパラダイス
ワンデーパスペアチケット（５組：10名様）

B賞 お米５㎏ 3,000円相当（５名様）

生花 3,000円相当（５名様）C賞

D賞 神奈川ドライビングスクール提供
図書カード2,000円分（15名様）

E賞 シーサイドライン提供
シーサイドライン1日乗車券

（10名様）

エコバック（50名様）朝市賞①

マイクロファイバー
傘カバー（50名様）

朝市賞②

商店街朝市で使える商品券
500円×4枚（20名様）

F賞
❶マスコミ用
　パンフレット
　【非売品】（５名様）
❷ポスター（サイズＢ２）
　【非売品】（2名様）
❸原作本（５名様）

根岸橋通り商和会（８） 平和楼、セキ理容店、エイコ美容室、中沢サイクル、平井写真館、
岸青果、マルフク洋品店、★ツツミデンキ 岩瀬商店街（４） パンツショップ実、マキ美容室、
茂木クリーニング商会、★オートショップトヨシマ
浜マーケット（磯子商店街商業（協））（18） 小島家、岡田果実店、磯子花壇、はまや高木食
品店、ルッククリーニング、旭屋履物店、まつのや菓子店、伊豆屋、ハッピー美容室、伊勢
元、原金物店、カネヒラ、鳥徳、おけさ水産、大平屋、鳥竹、デッサン、片野青果、★休憩所内 
汐見台中央商店会（１4） 横浜井上道場、浅見珠算塾、ヒル、エスピーリニューアル、ホープ

のクリーニング、エーコープ、汐見台薬局、大宅門、いふくろ、ソナーズ、汐見台郵便局、手
打ちうどんはる家、学習塾ジョイフル、★いのまた接骨院 白旗商店街（6） 奥入瀬、★川崎
青果店、藤井呉服店、岡村理容店、アサノ電気、うなぎや らびすた新杉田テナント会（22） 
シティライフ、バーグ、ふかのフォトスタジオ、ワークショップTAMURA、間辺工務店、佐々
木輪業、柳下葬儀社、ホビーロビー、マジックミシン、はせがわ、住吉書房、ジーンズメイト、
スターバックスコーヒー、サンジェルマン、はなまるうどん、バーミヤン、TSUTAYA、ドコ
モショップ、フローリスト花だより、ミロアール美容室、クラブセガ、大黒屋、★サンジェル
マン店舗前、★スズキヤエレベーターホール側出口  杉田十日会商店街（１７） 竹山堂印
房、杉田理容館、★八瀬川商店、オートストップシェロ、ふれんど、アトリエクネア、トヨタレ
ンタリース横浜、（有）岩崎薬局、ラバンアジル、八萬里、（有）山口モータース、政寿司、吉田
屋、中田畳店、セブンイレブン杉田4丁目店、秋山畳店、景珍楼 聖天橋センター（７） ★ふ
るふるササキ、アルフォンス、味一、中村社労士事務所、そうグッド、まるや、深野力蔵商店 
杉田商店街（１1） ヘアーサロンBe-one、HUG杉田駅前店、HUG＆LUG、柳屋杉田店、野本

園茶舗、パレ・ド・バルブ、キタムラ洋品店、石川肉店、芝時計店、ミスタードーナツ杉田駅前
店、日高電機商会、★ぷらむろーど事務局 プララ杉田専門店会（４２） リラク、ローズクリー
ニング、まんぷく、奄美、わたなべ薬局、ケンタッキーフライドチキン、花だより、ビューティ
M＆K、ハピセル名宝堂、銀座コージーコーナー、靴の杉田ヨコハマヤ、大吉青果、鳥栄、ス
ンガバ、ピノ杉田センター、ロブ、曽根茶舗、いい菜＆ゼスト、★リトルマーメード、満州軒、グ
ルメとよ、山茂登、YAMA、すみれ荘、星辰、キャン・ドゥ、ソフトバンク、ジーパンのトップ、華
満楼、スギタスポーツ、ふるほん村、和のSAKEじん、500円ピザとがぶ飲みワインの店、酒
垂、パブマリオ、はせ、産直クラブ清田、餃子の王様、BELUDA、アタック理容室、NOB、ハク
ジュプラザ 杉田駅前商店会（１7） 理容いのうえ、いずみ整骨院、CLAPS杉田店、カーブス
杉田店、中華料理みなみ、★（株）丸松、晴れたり曇ったり、ル・ジェコ、ドラアンフルール、理
容＆カツラ イブカ、小俣理容館、三川屋染物店、オリジン弁当京急杉田店、クワヤマ整体、ガ
スト京急杉田駅前店、POLA杉田ビューティーサロン、だるま商店 サンモール洋光台（26） 
パン工房ＭＵＧＩＹＡ、ベストハウジング、マヤ化粧品、いちのせ、ドトールコーヒー、浜書房、
ビュティータナカ、赤ずきんちゃん、キシ時計店、洋光台電化センター、子育てキディー、城
南コベッツ、アンジェリック、ソフトバンク、鶏仁、しんたく、富貴、駅そば、新倉青果、アルバー
トコーヒー、★洋光台ハンバーガーPass Time、サフロン、伝創、フォトセントラル、はなう
たベーカリー、カットサロンとまと 洋光台ショップ 27 店会（19） F-TWO、★いしだ園、ア
イビスホーム、デリカコバヤシ、不二家、ミナト園芸、らあめん花月嵐、ビー・プラス、肉の
小林、フーリオ水産、ペンタ、ヘヤーサロン洋光台、サムンドラ、アトム、三春情報センター、
シェーン英会話、景、彩、臨海セミナー 洋南協栄会（４） うまいもんや竹葉、カラサポ！、モン
シェリー、結カフェ その他（32）【イトーヨーカ堂】★洋光台店、【スズキヤ】らびすた新杉
田店、★磯子駅前店、【とうきゅう】杉田店、【ハックドラッグ】らびすた新杉田店、★横浜杉田
店、★磯子駅前店、横浜磯子店、★磯子広町店、★根岸駅前店 ビーンズ新杉田 フロラヴィ
スタ、成城石井、創菜いいな、ニュー・クイック、なべちゃん横丁、鈴木水産、菜果善、ユニク
ロ、トモズ、文明堂壹番舘、ミスターワッフル、崎陽軒、日本一、ヒロタ、マクドナルド、天丼て
んや、ヴィ・ド・フランス、そば茶屋小諸、とんかつ和幸、ドトールコーヒーショップ、海鮮寿司
磯っこ、ウエノクリーニング ★印は応募箱設置場所

この特集に関する問合せ：地域振興係 750-2392  750-2534

チャーハン 650円（税込） さくさくチャーハン 400円（税込）

商店街朝市スケジュール
日清オイリオグループ（株）オイリオ夏まつり会場内

17時15分～19時

区役所前藤棚下磯子まつり同日開催
10時～15時

区役所１階区民ホール（屋内） ISOGOダンスまつり同日開催
10時～14時

区役所１階区民ホール（屋内）9時～12時

7月25日 水

9月30日 日

31年3月9日 土

31年1月26日 土

11月3日 祝・  土 区役所前藤棚下
得トク生活フェスタ、
 ３Ｒマーケット同日開催
9時～12時

日　　程 場　　所内 容 ・ 時 間
杉田商店街 サンモール

洋光台
飛竜

杉田1-12-26 773-5348
駅そば

洋光台3-13-4-104 832-8058

いそごの「ガチチャーハン」エントリー店

世
代
を
超
え
て
楽
し
め
る
、

30
年
変
わ
ら
ぬ
味

お
そ
ば
屋
さ
ん

な
ら
で
は
の
チ
ャ
ー
ハ
ン

※投票方法・内容について詳しくは、　
　ホームページへ

ガチチャーハン！

区役所１階、６階地域振興課、
各商店街などで無料配布中！

磯子区が映画の舞台のモデル
７月20日公開　細田守監督最新作

磯子区が映画の舞台のモデルで、甘えん坊の
くんちゃんと未来からやってきた妹“ミライち
ゃん”が織りなすちょっと変わった「きょうだい」
の物語です。                    ©2018 スタジオ地図

　　　集めたレシート
３枚を応募用紙に添
付し、必要事項を記入
の上、応募箱に投函

か ん

する。磯子の商店街

　　　参加店舗の中
から異なる３店舗で、
各店舗500円以上の
レシートまたは領収書
を集める。

根岸橋通り商和会
JR根岸駅 徒歩15分
バス停「根岸橋」徒歩１分
“いつも何かをしている商
店街”。 街おこしイベントに
力を入れています。

 商店街でお買い物したレシートを集めて、   素敵な賞品が当たる抽選に応募しよう！　 　応募期間  ７月１日～   ９月30日まで（３か月間）
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火災対策も忘れずに！ 感震ブレーカーヒント
3

家具の転倒から身を守るヒント
2

みなさんも誰かと一緒に活動してみませんか？
誰かと一緒に健康づくりや介護予防に取り組みたいときは、例えば…

高齢・障害支援課　 750-2418　 750-2540

　元気づくりステーションへの参加や介護予防に関するお問合せは、区役所
高齢・障害支援課またはお近くの地域ケアプラザへ。

　健康づくりには、一人ひとりが生活習慣の改善に取り組むことが大事
ですが、加えて、人と人との「つながり」をつくることも重要です。

社会活動などに積極的に参加している人ほど、4年後も健康で自立した生活を維持できていた。
※「参加なし」を「1」とした場合と比較

グループ活動などに参加すると…

出典：東京都健康長寿医療センター研究所
高齢者の社会活動等への参加による4年後の生活機能維持に関する調査（首都圏A市）（2008年-2012年）

　磯子区では高齢者が身近な場所で介護予防に取組むグループ活動として、
元気づくりステーションがあります。区内には、24グループあり、各グループが
月１～４回、体操や認知症予防の脳トレなどさまざまな活動をしています。

「元気づくりステーション」があります！その①

「ハマトレみんなの ISOGO 体操」で元気に！！その②
　ハマトレは、高齢者がいつまでも元気に
歩く体づくりのため、横浜市が開発したト
レーニングです。区では区民作詞の「みん
なの ISOGO」の歌に合わせたオリジナル
体操を作りました。地域で集まる機会に皆
さんで活用してみませんか？

動画は  ハマトレ　動画　磯子区  

ボランティア活動・市民活動・NPOなどへの参加の場合
4.5

4
3.5

3
2.5

2
1.5

1
0.5

0
参加なし

1

年数回参加

1

月1回以上参加

3.9倍

趣味活動・サークル活動への参加の場合
1.6
1.4
1.2

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0
参加なし

1

年数回参加

1.2

月1回以上参加

1.5倍

参加
無料

人と人との「つながり」で
健康パワーアップ！

月1回以上の参加で4年後も
元気な生活を続けていた人が
3.9倍多いことがわかります。

趣味やサークルに月1回以上
参加するだけでも、1.5倍の
効果が認められています。

わが家の安全対策今月のテーマ

自宅の耐震性をチェック！ヒント
1

● 感震ブレーカー「簡易タイプ」の購入・設置費用の一部を補助
対象：木造住宅密集市街地を含む自治会町内会（加入世帯のおおむね10世帯
　　  以上など、要件があります。）

総務局危機管理室危機管理課　 671-3456　 641-1677

横浜市の補助制度があります！

地震時の電気火災を防ぐ　感震ブレーカーを設置しましょう ！

感震ブレーカー とは…
設定以上の揺れを感知したときに、
ブレーカーやコンセントなどの電気を
自動的に止める器具です。

分電盤タイプ簡易タイプ

大地震発生！ まず何よりも大切なのは、当然、自分や家族の命が助かること。
阪神・淡路大震災では、亡くなった人の約８割が、倒壊した家屋などの下敷きによる「窒息死・圧死」でした。また、
負傷者の約７割が家具の転倒などでケガを負っています。さらに、木造家屋などからの延焼により、多くの人が
亡くなりました・・・　あなたの家は、安全ですか？ 今一度、確認しましょう！

電気による火災 とは…
地震の揺れに伴う電気機器から
の出火や、停電が復旧したとき
に発生する火災のことです。

※出火原因が確認されたもの
　「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会」報告書より

阪神・淡路大震災（平成7年1月）

電気関係
85件

（61％）

その他
30件

（22％）
灯油・

ガス器具など
24件

（17％）

東日本大震災（平成23年3月）

電気関係
71件

（65％）

その他
27件

（24％）
工場設備

12件
（11％）

近年の大地震で発生した火災の過半数は、電気が原因でした

● 家具の配置にも注意 ！
寝る所、ドアなどの付近では、背の高い家具の配置はできるだけ避けましょう。
倒れてきた家具でケガをしたり、避難の支障となる恐れがあります。

横浜市の補助制度があります！　
（昭和56年５月末日以前に着工された木造個人住宅又は分譲マンションが対象） 
● 耐震診断の無料実施又は診断費用を補助
● 耐震改修費用を補助
※条件などの詳細は、市ホームページをご覧いただくか、担当部署にお問い合わせください。

詳細は  横浜市耐震化支援事業  
建築局建築防災課　 671-2943　 663-3255

 自宅を耐震診断してみましょうSTEP 1

 自宅の耐震化を検討しましょうSTEP 2
「耐震改修が必要」と判定

専門家が行う診断のほか、
インターネットでできる
簡易な診断もあります。

今日からはじめる防災のヒント

連載
3

危機管理担当　 750-2312　 750-2530

「ハマトレみんなの ISOGO体操」は
区役所でDVD・リーフレットを
無料配布中

８月号は風水害対策に関する特集記事を掲載します。お見逃しなく ！

①青少年指導員協議会による夏休み工場見学会
　磯子区青少年指導員協議会主催による工場見学会を開催します。

【見学先】 東京ガス(株)根岸LNG基地、電源開発(株) 磯子火力発電所
8月1日(水)13時～16時30分（12時45分に磯子駅東口集合・解散）
区内在住の小学4年～中学3年生と保護者、合計28人

活動支援係　 750-2396　 750-2534

②資源化推進担当による夏休み環境施設見学会
　環境問題やリサイクルに関心をもってもらうことを目的とした施設見学
会を開催します。

【見学先】 かわさきエコ暮らし未来館、JAL 工場見学（SKY MUSEUM）
8月2日（木）9時15分～17時（昼食持参）

 （9時に区総合庁舎正面玄関(産業道路側)集合・解散）
区内在住の小学生と保護者、合計40人

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534

③湾岸企業見学ツアー
　昨年10月に磯子区と磯子事業会が締結した包括連携協定に基づき、区の
魅力や区内企業の活動を知っていただくための企業見学会を開催します。

【見学先】（株）東芝生産技術センター、JXTGエネルギー（株）根岸製油所
8月8日（水）13時15分～16時45分

 （13時に区総合庁舎正面玄関(産業道路側)集合・解散）
区内在住の小学4年～6年生と保護者、合計40人

企画調整係
750-2331　 750-2533　 is-kikaku@city.yokohama.jp

■申込方法（詳細は9ページ上段をご参照ください） 
①7月17日②7月23日③7月26日までに、①はがきかFAX②③往復はが
き（③はEメールも可）に、必要事項 、子の学年を書いて、各申込先へ。保
護者1人につき、子は複数人の参加可。複数の行事に参加を希望する場
合は、それぞれの係または担当に申し込んでください。申込み多数の場
合は抽選になります。

■注意事項（①②③共通）
● 未就学児の同行はできません。
● 子どものみや、大人のみの参加はできません。
● 動きやすい服装で参加してください（スカート、ハイヒール・サンダル不可）
● 雨天実施、荒天中止となります。※詳細は当選者にお知らせします。

夏休みはバスに乗って
企業見学に行こう！
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● 転倒防止器具を取り付けましょう

◀L字金具、ベルト
  （壁に強度が必要）

▲粘着マット
  （有効期限に注意）

▲つっぱり棒
  （天井に強度が必要）

大
切
な
家
族
の

命
を
守
る
の
だ
！



【注意事項】
・�応募する写真については、第三者の権利（名誉・信用・プライバシー・肖像権・
著作権など）を侵害しないようご注意ください。
・写真の使用については、高齢・障害支援課で選定します。
・写真を使用させていただいた際は、カルタの送付をもってお知らせします。
・�いただいた個人情報は適正に取り扱い、「磯子なつかしカルタ」作成以外の
目的には使用しません。また、第三者への提供は行いません。

高齢・障害支援課　 750-2494　 750-2540
is-nintei@city.yokohama.jp

昔の写真をみたり、思い出話をしたりする
ことで、認知症予防の効果が期待できる
「磯子なつかしカルタ」を作成するため、
カルタに使用する写真を募集します。
募集対象 ��昭和初期から昭和４０年代までの道具や玩具、磯子区の景色、

昔懐かしい写真（豆腐売り、足踏みミシン、街頭テレビの写真など）
提供方法 ��写真にお名前、住所、電話番号を添えて次の方法でご提供ください。

①Ｅメール（JPGデータ・2～5ＭＢまで）�
②�郵送または５階８番窓口へ持参（紙媒体・JPGデータどちらでも可�
紙媒体の場合は、スキャン後に返却）

締め切り ８月10日（金）写真を使用させていただいた人には、
完成したカルタを１セット差し上げます。

お知らせ
区民ホール

 ●食と暮らしのパネル展 
7月17日（火）～27日（金）
食品衛生係
750-2451　 750-2548

 ●こすもすショップ 
7月18日（水）・19日（木）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

 ●地域猫活動パネル展 
7月27日（金）～8月3日（金）
環境衛生係
750-2452　 750-2548

 ●若者自立就労支援×石巻進化躍進応援 
 　 うんめぇもん市 

8月7日（火）10時～16時
NPO法人ヒューマンフェローシップ
762-1435　 751-9460

区民ホールギャラリー

7月11日（水）～16日（祝）書
7月18日（水）～23日（月）ちぎり絵
7月25日（水）～30日（月）工作
8月1日（水）～6日（月）絵画
8月8日（水）～13日（月）絵画・工作

活動支援係
750-2396　 750-2534

磯子公会堂 7 月休館日

7月23日（月）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

子育て

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。

8月7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 はじめのいっぽ

　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。

8月21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)
7月11日から
いそピヨ
750-1322　 750-1323
健康づくり係
750-2446　 750-2547

離乳食教室

　離乳食の進め方（お話と調理実
演、試食）です。

8月24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）
8月1日から

健康づくり係
750-2446　 750-2547

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
 コスモス広場(園庭開放)

※園庭開放は雨天中止
7月11日から各保育園へ

滝頭保育園
751-7879　 751-7889

 7月18日（水）
　　「誕生日会（7月生まれ）」

 原則：毎週水曜10時～12時

東滝頭保育園
753-2201　 753-2247

 7月20日（金）
　　「泥んこで遊ぼう」

 原則：毎週火・木曜10時～12時

洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

 8月1日（水）
　　「誕生日会（8月生まれ）」

検
査
・
各
種
相
談

食生活健康相談 7月20日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、8月3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）。 健康づくり係

750-2446　 750-2547こども食事相談 7月27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）。

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。
健康づくり係

750-2445　 750-2547生活習慣病予防相談
（禁煙相談）

8月3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）。

もの忘れ相談 7月18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

7月20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。

こども家庭支援課
750-2448　 750-2540

女性の健康相談 8月6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。

妊産婦健康相談 7月17日・24日、8月7日・14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。

ひきこもり専門相談 7月17日（火）、8月6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

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

7
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
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磯子腰越公園プール
751-4911（期間中）

磯子8-12・禅馬バス停から徒歩2分
　　　　�・浜バス停から徒歩3分

森町公園プール
761-6148（期間中）

森3-2・屏風浦駅から徒歩8分

洋光台南公園プール
831-3818（期間中）

洋光台6-37・洋光台駅から徒歩7分

芦名橋公園プール
751-4912（期間中）

磯子2-15・芦名橋バス停から徒歩1分

子ども用プール �9時～16時（水浴は15時55分まで）�
�幼児～小学1年生　 �60円

※水着着用の保護者(18歳以上）1人につき2人の
　未就学児の入場・利用ができます。
※�オムツが取れていない幼児は、水浴ができません。
　幼児専用のビニールプールをご利用ください。
※芦名橋公園プールは、子ども用プールのみです。

●お得な回数券をご利用ください。
●バイク・車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場がありません）
●�水温・気温が低い場合はお休みをすることがあります。

【注意】

２５ｍプール �9時～18時（水浴は17時55分まで）�
�小学2年生以上　 �100円

※1年生以下の児童、幼児は原則として利用できません。
ただし水着着用の保護者（18歳以上）1人につき1人の
入場・利用ができます。

期間中
無休

【営業期間】 

7月14日（土）～ 9月2日（日）

＜指定管理者（株）協栄� 471-2700 471-3130＞

夏は、プールで涼しく、健康的に過ごしませんか！
 【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

 原則：毎週木曜 10時～11時30分

講座・
イベント

金沢工場リユース家具
市民提供(第3回)

　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】7月17日（火）～28日（土）
※日曜は除く。申込みは一人1点、一
世帯3点まで【抽選】7月30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、先着引き取りができます。
 【引渡期間】抽選後から8月10日（金）
まで※日曜は除く。期間中に引き取り
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
  資源循環局金沢工場

第62回磯子区国際交流コーナープチサロン
いそご国際交流夏まつり盆おどり大会

7月21日（土）10時～16時
磯子公会堂集会室　
200円（小学生以下無料）

磯子区国際交流コーナー運営委員会
750-2550（月・水・金曜日※祝日

を除く 10時～13時30分）

子ども消費生活セミナー
＜講座＆工作教室＞

　おこづかい教室と牛乳パックなど
の古紙を再利用したおもちゃづくり

8月3日(金)14時～16時
磯子公会堂集会室
区内在住・在学の小学生と保護者・

20組（先着）
7月11日から

地域振興係
750-2397　 750-2534
is-chishin@city.yokohama.jp

せんきょにいこう !!
ワンダー・ワンダー・コンサート 3

　歌って踊って楽しむコンサート!
選挙について学びながら、みんなで楽しもう!

8月7日（火）11時30分～12時30分
  （11時開場）

区民文化センター杉田劇場
300人（抽選）
7月18日までに往復はがきで

※詳細は
区民文化センター杉田劇場

771-1212　 770-5656
  磯子区　選挙

1day 体験サロン
夏休み特別企画

①レジュフラワーアクセサリーを作ろう!
お花などのチャームを作ります。

8月18日（土）13時～15時
小学生以上・10人（先着）　 700円

②読書感想文教室
読書感想文の宿題を終わらせよう！
プリントを埋めていくと…感想文が
完成！

8月19日（日）10時～12時
小学2年～6年生・10人（先着）
800円

 【共通】 いそご区民活動支援センター
7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

施設から

根岸地区センター

馬場町1-42
751-4777　 751-4798

7月17日（火）
※9月30日まで体育室のみ休館

 ●LEDで光るチョウチンアンコウを 
　 作ろう 

8月4日（土）10時～12時
小学生・10人（先着）
300円　 7月11日から

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：7月23日

 ●小学生おなか元気教室 
　健康のための正しい食生活をクイ
ズに答えながら学びます。

8月3日（金）10時～11時
小学生・20人（抽選）
7月20日までに または往

復はがきで
 ●夏休み課題対策-楽しいお天気教室- 
　 「お天気と科学」を身近に感じられ
る楽しいプログラムです。

8月18日（土）10時～12時
小学生・20人（抽選）
7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：7月19日

 ●夏休みお絵描きタイム（全2回） 
　先生にアドバイスをもらいながら、
じっくり絵をかいてみませんか?

8月1日・8日の水曜
12時30分～14時30分　

小学生・12人（先着） 500円
7月11日から

 ●夏休み子ども科学教室 
　科学の楽しさを体験しよう。

8月5日（日）10時～12時
小学4年～6年生・15人（先着）
500円　 7月15日から

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：7月23日

 ●夕食支援食堂 
　夏の夜のさっぱり中華。作って持ち
帰り食卓へ。

8月15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、保冷剤
7月18日から

 ●季節の野菜レシピ ～なす～ 
　旬のおいしさを生かしたメニューです。

8月29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
8月7日から

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：7月23日

 ●親子で楽しいおはなし会 
　今月は夏休みスペシャル。

7月28日（土）10時30分～15時15分
幼児～小学生・20人（当日先着）

 ●親子で作る!いろいろ木工体験教室 
　巣箱や本立てなど木工作品が作れます。

8月5日（日）9時30分～12時
小学生と保護者・10組（先着）　
1,000円
持ち帰り袋、汗拭きタオル、水筒
7月11日から

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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作品は、11月18日（日）の「いそごこどもまつり2018」で
区役所１階区民ホールに展示されます。

「夏休み作品教室」は、主に小中学生を対象にした絵画・工作の教室です（区青少年指導員協議会主催）。
みんなでスケッチ画

7月14日（土）9時30分～12時
洋光台第二小学校体育館　 80人　
洋光台地区青少年指導員 五十嵐
090-1203-9240　 833-5253

洋
光
台

お城のペン立て
7月29日（日）9時30分～12時
根岸地区センター　 小学生・50人　
100円
根岸地区青少年指導員 塩原　

761-3427

根
岸

まが玉作り
7月28日（土）9時～12時
屏風浦小学校　 小中学生・80人　
200円　 屏風ヶ浦地区青少年指導員 小泉　
090-3507-1387

屏
風
ヶ
浦

コラージュ
8月2日（木）13時～16時
汐見台会館 扇の間　 未就学児～小学生・30人
汐見台自治会連合会事務局　 754-5281

汐
見
台

夏休みスケッチ画教室
7月21日（土）9時～12時
杉田小学校　 小学3年～6年生・50人
杉田地区青少年指導員 丸山　
ylc.sugita@gmail.com

杉
田

フォトフレーム作り
7月22日（日）10時～12時
上中里地区センター　 小学生・25人
上中里地区センター
773-3929　 773-3939

上
笹
下

お絵かき風鈴作り
7月21日（土）10時～13時
滝頭コミュニティハウス　 小学生・30人
滝頭地区青少年指導員 小川　 753-0374

滝
頭

親子作品教室 ペットボトルロケット製作
7月22日（日）13時～16時
岡村西部連合自治会館　
未就学児、小学生と保護者10組
岡村地区青少年指導員 庄司　
090-5434-6095　 753-2276

岡
村

磯
子

夏休みうちわ作り
7月22日（日）9時15分～12時30分
磯子地域ケアプラザ1F 多目的ホール　
小学生・40人　 磯子地区青少年指導員 本橋　

753-9203

夏休み作品教室
7月11日から電話・FAXなどで

各問合せ先へ（先着）

食品衛生係　 750-2451　 750-2548
食中毒予防キャンペーン

杉田小学校ＭＤＳ金管バンドによる演奏やピエロのミニーちゃんの
マジック＆バルーンアートショー、食品衛生クイズなどを行います。
開催日 �7月25日（水）　　 時　間 �14時～15時30分
場　所 �プララ杉田1階パティオ広場（磯子区杉田1-17-1）

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

 ●母娘アンサンブルMarina'sコンサート 
　心身に障害のある長女まりなさんを中
心とした「母娘アンサンブルMarina's」
が優しい歌声を届けてくれます。

8月5日（日）13時30分～14時30分
20人（先着） 200円
7月15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

         
 ●夏休みこども工作 
   ～ねんどでつくろうスイーツデコ～ 

7月29日（日）10時～11時30分
小学生・10人（先着） 200円
7月11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

     
 ●DIY こども工作教室 
　色々な形の木のチップを組み合わ
せて、自分で考えたモノ(家、車、飛行
機など)を作ります。

8月6日（月）10時～12時
小学生・20人（先着）
7月11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
7月17日（火）

 ●夏休みの工作 
　くっつきダーツを作ろう！

8月3日（金）・4日（土）10時～16時
小学生・15人（各日先着）

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 
　運動初心者対象の軽いストレッチ。

7月21日（土）10時～11時30分
 ●筋力アップと柔軟な身体づくり講座 
　ストレッチだけでは物足りない人に。

7月21日（土）13時30分～15時

滝頭地域ケアプラザ
滝頭2-30-1

750-5151　 750-5155
毎月第3月曜：7月16日

 ●夏休み！みんなでわいわい 
    アートしよう（陶器に絵柄を焼付け） 

8月4日（土）10時～12時
小中学生と保護者（中学生は友人

同士も可）・8組（先着）
写真立て1個1,000円、コップ1個

500円　 7月12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：7月16日

  ●わいわい広場 
①7月11日（水）「あそび・隊!」と遊

ぼう②7月26日（木）自由あそび※8月
はお休みです【共通】10時～11時30分

各30人（当日先着） ①100円
 ●ミニ縁日 
　綿菓子などお楽しみブースがいっぱい 

7月18日（水）10時～11時30分
（受付は11時まで） 200円

屏風ヶ浦地域ケアプラザ
森4-1-17

750-5411　 751-2322

 ●ゆらゆら金魚（手芸講座） 
8月20日（月）・21日（火）

13時～15時30分
8人（先着） 2回で1,000円
ハサミ・ピンセット・必要な人は指抜き
7月11日から

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

 ●いそピヨ☆親子でリトミック 
　ピアノに合わせて音遊びや体を動
かしながらリズムを楽しもう。

8月8日（水）10時～11時40分
1歳6か月以上で歩いたり走ったりでき

るお子さんとその保護者・20人（先着）
7月12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：7月16日

 ●かおるカフェ 
　レコードで懐かしい音楽を聴きな
がら、本格コーヒーを味わいます。

8月2日（木）13時30分～16時30分
一杯200円
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磯子図書館だより

読書会

■~磯子図書館ブックサロン~読書会
〈テキスト〉『日の名残り』/カズオ・イ
シグロ / 著 ( ハヤカワepi 文庫 )

7月20日(金)10時～12時30分
読書会に興味がある人
随時受付中

おはなし会
■夏休み特別おはなし会
　「いきものだいすき！」
　参加者には、プチプレゼントがあります。

7月25日、８月8日の水曜
①14時30分から（3歳～小学1年生）
②15時から（小学生）
■定例おはなし会
　司書が絵本を読み聞かせます。

7月11日（水）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
　司書と一緒に、わらべうたで遊び
ます。

7月12日、8月9日の木曜11時から
2・3歳児と保護者・15組（当日先着）

としょかん体験
■小学生のための図書館の仕事体験
①【低学年編】

7月24日（火）10時～11時45分
小学1年～3年生・15人（先着）

②【高学年編】
7月31日（火）10時～11時45分
小学4年～6年生・12人（先着）

【共通】 7月11日から
■中学生のための図書館の仕事体験

8月7日（火）9時～12時
中学生・6人（先着）
7月11日から

磯子図書館
753-2864�� 750-2528休館日　7月17日（火）�

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!

日常生活で身近な商店街。磯子区にも数多くの商店
街があります。
本書では、商店街の歴史や種類、そこで働く人の仕事

の内容について紹介しています。また、店舗で働いてい
る人へのインタビューでは、それぞれの人の仕事へのこ
だわりや働きがいが紹介されています。閉店後をはじめ、
普段知ることのない商店街の奥をのぞいてみませんか。

しごと場見学！
　　—商店街で働く人たち
山下�久猛／著　株式会社ぺりかん社／刊

「はまかぜ号」 7月12日・26日、8月9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7月1日です。

回答方法について
　7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：7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）

7月

磯子区 紙面アンケート 30 年 7 月 

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

いそご地域づくり塾  「地域の居場所づくりをはじめよう！」
　誰もがふらっと立ち寄ることができる場所が、近くにあるといいと思い
ませんか? こども食堂やコミュニティカフェ、地域サロンなどの『まちの
居場所』づくりに興味を持っている人、ぜひご参加ください！

9月19日、10月3日・17日・31日、11月14日・28日、12月12日の水曜・全7回
磯子区役所会議室他　 区内で居場所づくりを考えている人。

※全て参加できる人優先・25人（抽選） あり※詳細は要・問合せ　
8月14日までに   いそご地域づくり塾

ご長寿ペット写真を募集します！
動物愛護週間に際し、9月15日から27日まで磯子区役所
で開催する「ご長寿ペット写真展」の写真を募集します。

応募方法
ご長寿ペット写真展応募票とペット
の写真（サイズは２L）1枚を窓口に
持参または郵送。応募票は また
は窓口で入手できます。

対　象
区内で飼育されている2018年1月
1日現在15歳以上の犬及び猫

応募期限 　8月17日（金）
環境衛生係�� 750-2452�� 750-2548   磯子区　ご長寿ペット

広報よこはま磯子区版はここまでです。

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：7月16日

 ●夏の涼みルーム 
　自由に出入りできるフリースペースです。
夏の暑い日に涼しい場所で過ごしませんか。

7月31日～8月28日の毎週火曜
10時～15時

横浜市三殿台考古館

岡村4-11-22
761-4571　 761-4603

毎週月曜（祝日の場合は翌日）

 ●夏の勾
ま が た ま

玉作り体験教室 
　原始・古代の装身具、勾玉を、青田
石という石を材料にして作ります。

7月28日（土）・8月17日（金）
9時30分～12時

小学生以上※低学年は保護者同
伴・各回16人（当日先着）

マスク　 300円

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：8月6日

 ●秋から始まるシニアの初心者向け英会話 
　【体験&説明会】 
　秋からの「アビー先生と始める、のんびり
ゆっくり英会話」の模擬講座と説明会です。

7月23日（月）11時～12時
60歳代の英会話初心者・20人（先着）
500円
7月11日から

 ●手ぬぐいでぼうし作り 
　散歩や掃除のときの汗取りに。

7月24日（火）10時～12時
成人・10人（先着）、小学生・4人（先着）

※保護者同伴　 500円
7月13日から

根岸なつかし公園旧柳下邸

下町10　 750-5022
毎月第2・4火曜：7月24日

 ●五右衛門風呂体験 
7月27日（金）・28日（土）

10時30分～12時30分
小学生と保護者・1日1組（抽選）

水着着用
1,000円（1組 麦茶つき）
7月16日までに往復はがきで

久良岐能舞台

岡村8-21-7
761-3854　 754-4050

 ●サキの國
く に

 
　浦島太郎はその後どこへ？ 
久良岐能舞台ならではの物語です。

7月22日（日）14時開演（13時30分開場）

10人（先着）※未就学児参加不可
3,500円　 チケット発売中

岡村公園

岡村2-17-1
751-4375　 349-2292

     
 ●ゆずっこイラスト展 
　磯子区出身のミュージシャン「ゆず」
をモチーフにしたイラスト展です。

9月30日（日）まで9時～17時

新杉田公園

杉田5-32
776-3313　 355-0628

 ●夏休み!自由研究教室 
　公園で夏休みの自由課題を一緒に
やりましょう! 

7月24日（火）・8月24日（金）
10時～12時　 20人（先着）　

500円　 7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

7月17日（火）
※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

 ●宇宙劇場(プラネタリウム) 
生解説「自由研究にピッタリ! すごいぞ! 
太陽系!! ～火星大接近と皆既月食～」

7月8日(日)～20日(金)平日16時か
ら・土日祝13時45分から・21日(土)

～27日(金)16時から※各回約45分　
生解説「自由研究にピッタリ! すごいぞ! 
太陽系!! ～火星大接近とペルセウス座
流星群～」

7月28日(土)～8月12日(日)16時
から※各回約45分
 「ドラえもん『宇宙ふしぎ大探検』2
～太陽系のひみつ～」

7月21日(土)～9月2日(日)10時か
ら※各回約45分
 「ドラえもん『宇宙ふしぎ大探検』3
～地球のふしぎ～」

7月21日(土)～9月2日(日)12時30
分/15時から※各回約45分
 「ポケットモンスター サン&ムーン 
プラネタリウム」

7月21日(土)～9月2日(日)11時15
分/13時45分から※各回約45分
 【共通】 各回270人（当日先着）

4歳児～中学生300円、大人600円
 ●夏休み特別企画「自由研究ラボ 
 　−やってみよう! 作ってみよう!−」 
作れるワゴン
 「こねこねスーパーボール」

7月21日(土)～8月5日(日)、22日
(水)～9月2日(日)
 「もみもみスライム」

8月6日(月)～21日(火）
 【共通】9時30分～16時30分※1人約
10分　 小学生以上（未就学児は保
護者と作製）　 1回300円
ほかにも夏休みならではの特別企画
が盛りだくさん！詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
  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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