
G

A

D

E

B
C

H

F

特集1
750-2335  750-2532

この特集に関する問合せ
広報相談係

D  横浜プールセンター
原町14-1　  761-1948 
 761-5146（9月2日まで）営業期間中 
 JR根岸駅から徒歩5分

●開館 9時～17時
 （入場・券売は16時まで）
●期間中は無休 
●3歳～中学生 200円、
　大人 800円
●駐車場 110台（有料）

E  久良岐公園
港南区上大岡東3-12-1 
 831-8484　  831-9389 

  （南部公園緑地事務所） 
 ・JR磯子駅・京急屏風浦駅から

　　市営バス70系統「久良岐公園前」
　　下車すぐ　
　 ・京急屏風浦駅下車徒歩20分
●駐車場 90台(有料）

F  磯子海づり施設
新磯子町39　  761-1931 
 JR磯子駅から市営バス85系統 

  「南部水再生センター行き」で 
  「磯子海づり施設」下車
●8時～19時（7～8月）
●小・中学生 300円、大人 500円
●駐車場 90台（有料）

H  氷取沢市民の森
 831-8484　  831-9389 

  （南部公園緑地事務所）
 • JR磯子駅から市営バス293系統
「氷取沢」または、「氷取沢市民の森入口」
下車徒歩10分

　 •京急・市営地下鉄上大岡駅から江ノ電
　  バス「氷取沢」下車徒歩10分
    •JR洋光台駅前から京急バス107系統
　  または、京急能見台駅から京急バス（能３）
  　で「氷取沢市民の森入口」下車徒歩10分

A  根岸なつかし公園 
　  旧柳下邸
下町10　    750-5022 
 JR根岸駅から徒歩8分

●根岸なつかし公園 ／ 開園 9時～17時
　旧柳下邸 ／ 開館 9時30分～16時30分
●休園・休館 毎月第2・4火曜 (祝日の場合は翌日) 
●入園・入館料無料 

B  横浜市電保存館
滝頭3-1-53　  754-8505　  754-8507 
 JR磯子駅から市営バス78系統

  「市電保存館前」下車すぐ
●開館 9時30分～17時（入館は16時30分まで）
●休館日 毎週月曜（祝日の場合は翌日）
　※夏休み期間中は月曜も開館
●3歳～中学生 100円、大人 300円 

C  三殿台考古館
岡村4-11-22 
 761-4571　  761-4603 
 JR磯子駅から市営バス9・78系統

  「天神前」下車徒歩10分
●開館 9時～17時
　※9月末まで（10月以降は16時まで）
●休館日 毎週月曜(祝日の場合は翌日)
●入場料無料
●駐車場 乗用車5台可 
★イベント情報は15ページへ

G  はまぎん  こども宇宙科学館
洋光台5-2-1 
 832-1166　  832-1161 
 JR洋光台駅から徒歩3分

●開館 9時30分～17時
（最終入館は16時まで）
　※7月21日（土）～9月2日（日）
　の夏休み特別企画期間中は、
　毎日9時から開館
●休館日 毎月第1・3火曜
●小・中学生 200円、
　大人 400円
●駐車場 約70台
 （有料） 
★イベント情報は
　16ページへ

港南区上大岡東3-12-1

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） 8月の区役所土曜開庁日：11日・25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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神奈川県　雨量推移情報

この特集に関する問合せ：危機管理担当 750-2312  750-2530

【日時】　８月27日（月）～９月３日（月）
【会場】　区役所１階　区民ホール
主催 ： 横浜市アマチュア無線非常通信協力会　磯子区支部
　　  磯子区災害ボランティアネットワーク
　　  横浜防災ライセンス・磯子　磯子救命ボランティア
協力： 磯子区役所、磯子消防署

　今回取り上げた風水害対策のほか、「地
震対策」や「地域での共助」などが掲載され
ている「防災よこはま」を発行しています。
区役所で配布しているほか、総務局危機管
理室のホームページでご覧いただけます。

　いざというときに地域を守る
「防災ボランティア団体」の活動
や、震災対策の取組などを紹介
するパネル展を開催します。

最新の情報を
自分で入手！

災害時に特に重要なのは、いち早く正確な情報を入手することです。
自分の生活にあった手段で、情報を集めましょう。

土砂災害ハザードマップ、浸水（内水・洪水）ハザードマップを活用し、ご自宅
の周辺や普段の通り道に危険な場所がないか、いざというときの安全な避難ルートはどこか
をあらかじめ確認しておきましょう。各地図は、区役所で
配布しているほか、ホームページでも掲載しています。

情報収集は災害対策の要
かなめ

 ！

自分の家は大丈夫？ 身の回りに潜むリスクを見つけよう！

情報
●雨量情報
●河川水位情報
●河川監視カメラ

画像など

神奈川県　雨量推移情報
情報

●過去３時間
の 降 水 量・
雨雲の動き

●１分ごとの
雨の強さ

レインアイよこはま
情報

●避難情報 ●避難所の開設状況

横浜市総務局防災情報

直感的に操作できて
分かりやすい！

欲しい情報が
メールで届く！

ラジオ
情報

●気象情報
●避難情報
●緊急情報 など

登録方法
●二次元コードを読み取り
または
●App storeまたはGoogle 
Playで「Yahoo! 防災速
報」と検索
※アプリ内の「設定」→

「（プッシュ）通知」をオンに
してください

テレビ
情報

●気象情報 ●避難情報 ●緊急情報 など

●リモコンのdボタンを押す
と、発表中の気象警報や注
意報が地図上で表示される
ほか、雨雲レーダーや、河川
の水位が確認できます。

テレビのデータ放送
（dボタン）を活用しよう

家の中でも
正確な情報を！

登録方法
●二次元コードを読み取り
または
●空メールを送信
entry-yokohama@

bousai-mail.jp

情報
●横浜市からの緊急なお知らせ
●豪雨接近お知らせ情報
●気象特別警報・警報・注意報など 
 （受信したい情報や区域が選べます）

横浜市防災情報Ｅメール

要事前登録 登録無料

情報
●避難情報 ●避難所開設状況
●横浜市からの防災緊急情報 など

Yahoo! 防災速報アプリ

要事前設定 ダウンロード無料

大雨や台風のときは、注意報・警報などの気象情報、雨の様子や自宅
周辺の状況などを把握しながら、避難すべきかどうか各自が適切な判
断をすることが必要です。避難情報は、その判断の目安になりますの
で、正しく意味を理解しておきましょう。

　がけの斜面で「小石がパラ
パラ落ちてくる」「湧水が発生
している」「亀裂が生じている」
といった現象は、がけ崩れの前
兆現象（＝避難のサイン）です。
見つけた場合は避難勧告が出
ていなくても避難し、区役所へ
の通報をお願いします。

がけ崩れの前兆現象に注目！

気象情報と避難情報発令のタイミング（目安）

いざというときの避難行動を知っておこう！

降
　雨

大
雨
注
意
報

大
雨
警
報

土
砂
災
害

警
戒
情
報

記
録
的
短
時
間

大
雨
情
報

大
雨

　
　

特
別
警
報

堅
けんろう

牢な建物の２階以上
または近隣の高い建物へ避難

安全な場所へ避難
※大雨などにより避難場所を開放する場合は、
　区役所から広報車でお知らせします。 建物内の安全な場所へ退避

お年寄り、子ども、障害のある人、病気
の人など、避難に時間を要する人は、
避難行動を開始してください。

まだ避難行動をとって
いない人は、直ちに避難
を開始してください。

安全な場所へ避難を
開始してください。

避難勧告 避難指示
（緊急）

避難準備・
高齢者等避難開始

アンダーパスに気をつけて！
水
が
た
ま
り
や
す
い
た
め
、

大
雨
の
と
き
は
迂う

回か
い
し
て

通
行
し
ま
し
ょ
う
！

家の周囲のがけにも注意！
雨
の
日
は
、が
け
崩
れ
の

前
兆
現
象
が
な
い
か
注
意

し
ま
し
ょ
う
！（
7
ペ
ー
ジ
右
上
）

子どもの通学路は大丈夫？
浸
水
・
冠
水
し
や
す
い
箇

所
を
、あ
ら
か
じ
め
確
認

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
！

　避難が必要になったら、安全が確保できる場所へ避難しましょう。 夜間や屋外に出るのが危険な場合は、
できるだけがけから離れた部屋に移動しましょう。

河川の急激な増水に注意！
大
雨
の
と
き
は
、で
き
る
だ

け
河
川
か
ら
離
れ
ま
し
ょ

う
！

横浜市　防災よこはま

レインアイ　よこはま

横浜市総務局　防災情報

避難勧告などが発令された場合は、
区役所のホームページやテレビなどで
対象となる地域をお知らせいたします。

横浜市防災の地図

を活用し、ご自宅
の周辺や普段の通り道に危険な場所がないか、いざというときの安全な避難ルートはどこか
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備えよう！
特集2備えよう！

　まもなく迎える台風シーズン。こんなとき、心配になるのが水害や土砂災害。
正しい情報の入手と素早い避難行動が、被害の軽減につながります。一人ひとりが命を守るための行動を考えてみましょう。



場所  磯子3-4-23　浜田ビル２階
   　　  （区役所の隣のビル）

中学生以上の若者には

750-2415  750-2540

この特集に関する問合せ
こども家庭支援課

●子どもが一人でも来られる、見守る大人がいる中で食事ができる継続的な居場所や活動のことです。地域ボランティア
により、運営されています。子ども食堂は、子どもの孤食（一人でご飯を食べる）の防止に加え、担い手との信頼関係が
できることで、子どもにとって安心できる居場所となることを目指します。

●区内には現在６か所の子ども食堂があります（2018年３月時点）。

※上記は実施時間です。オーダーストップの時間もありますので、詳しくはお問い合わせください。
子ども食堂をやってみたい人、食材提供や活動協力をしてみたい人は、磯子区社会福祉協議会 751-0739 にご相談ください。

子どもが小学校入学後も、
保護者が仕事と育児の両立ができるよう、
小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる居場所があります。

放課後キッズクラブ
（キッズ）

遊びの場 ＋ 生活の場
放課後児童クラブ

生活の場

はまっ子ふれあいスクール
（はまっ子）

遊びの場

放課後児童クラブの活動は
どこで行われていますか？
一軒家やアパートなどの民間建物の
一部で活動しています。

放課後児童クラブは
どんなところですか？
主に保護者や地域の人が中心になって
運営しており、家庭的な雰囲気の中で職
員やお友達と過ごしています。各クラブ
独自のイベントなども開催しています。

キッズの活動は
どこで行われていますか？
普段通い慣れた学校の体育館や校庭などで、 
運営スタッフやお友達と一緒に過ごしています。

キッズはどんなところですか？
子どもたちが気軽に参加できる遊びの場としての 
一面だけではなく、子どもの生活の場でもあり、 
おやつを食べたり宿題をしたりして過ごしています。
平日に加え、学校がお休みの土曜も開所しています。

キッズとの違いは？
開所時間が異なります。現
在、磯子区内16小学校の
うち、13校がキッズで、3
校がはまっ子ですが、19時
まで利用できるキッズに順
次転換を進めています。

乳幼児期の保育や教育の場として、保育園や幼稚園などがあります。

事業の種類
保育時間

保育時間は目安です（施設によって異なります）。また、土曜日は時間が異なります。
対象年齢（４月１日時点）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳7：00 7：30 9：00 14：00 18：30 19：00 20：00

幼稚園
幼児の保育、心身発達のための保育・教育を実施 ○ ○ ○

預かり保育（一部の園で実施）
長時間の預かり保育を実施 ○ ○ ○

家庭的保育事業
定員３～５人の家庭的な保育を実施

延長
保育 ○ ○ ○

小規模保育事業
定員６～19人の小規模な保育を実施

延長
保育 （○） ○ ○

横浜保育室（磯子区にはありません）
一定の基準を満たす認可外保育園

延長
保育 ○ ○ ○ （○）（○）（○）

保育園
市から認可を受けている保育園

延長
保育 （○） ○ ○ ○ ○ ○

延長保育

延長保育

 ＊ 延長保育とは…認定された保育時間を超えて実施する保育のことです。園によって受け付けている時間帯が異なります。 
 ・ 幼稚園と横浜保育室は直接申込みとなりますが、それ以外はお住まいの区役所に申込みとなります。
 ・ 上記表の保育事業のほかに、ご家庭の事情にあわせて一時的に児童をお預かりする「一時保育」を実施している保育園があります。
 ・ （○）は一部の保育園で実施しています。

○子どもの預け先はいろいろあります。年齢や通いやすさなどをよくご検討の上、ご利用ください。

要事前登録・予約  保護者が、仕事の都合や事故などやむを得ない事情で家庭での育児が困難
な期間、一時的に保育します。

横浜子育てサポートシステム

リフレッシュしたい、仕事・通院などで子どもを預
けたい、園への送迎をお願いしたい…など子ど
もの預かりなどで子育てをサポートするシステム
です。地域ぐるみで子どもを預けたり、預かった
りすることで人と人とのつながりを広げます。

要事前登録  1時間800円～（預かってほしい
人、預かる人ともに会員登録が必要です）

横浜子育てサポートシステム磯子区支部（いそピヨ内）
　 森１－７－１０トワイシア横濱磯子２階　

750-1405　 750-1406

対象 市内在住で
生後57日～小学６年生

対象 通常の外来で
 治療可能な 

生後6か月～小学6年生

横浜市病児保育事業

看護師・保育士が病気の子ども（病初期含
む）を医療機関併設型病児保育室で預かり
ます。

ほかにも、子どもの預かりで子育てを応援するシステムがたくさんあります！

保育園ってどんなところ？
こんな風に過ごしています

名称 会場 開催日時・頻度（変更になる場合があります） 参加費

こどもすまいる食堂 滝頭
地域ケアプラザ

月１回開催
（第3金曜 16時30分～18時30分） 

中学生以下：無料
高校生以上：300円

みんなのテーブル コミュニティステーション
夢まる（丸山2-9-17）

月１回・土曜開催
（12時～13時30分） 無料

プラザ de ごはん 磯子
地域ケアプラザ

月２回開催
（第1・3木曜 16時～19時）

中学生以下：無料
高校生以上：300円

屏風
みんなのキッチン

屏風ヶ浦
地域ケアプラザ

月１回開催
（第２金曜 16時～18時30分）

中学生以下：無料
高校生以上：300円

キッチンうめちゃん 新杉田交流スペース
（新杉田行政サービスコーナー跡地）

月１回開催
（第２金曜開催 16時～19時）

高校生以下：無料
大人：300円

わいわい食堂 上笹下
地域ケアプラザ

月１回開催（8・1月休み）
（第2金曜 16時30分～19時30分）

小学生以下：無料
中学生：100円、高校生以上：300円

横浜市病児保育事業

対象 病気が回復期にある
  生後6か月～小学３年生

横浜市病後児保育

病気の回復期にある子ども
を、看護師などの専門スタッ
フが、市内４か所の保育園専
用の保育室で預かります。

横浜市病後児保育事業

キッズ、はまっ子、放課後児童クラブは、見学ができます。見学の予約などは、事前にお問い合わせください。 磯子区　放課後児童育成

放課後キッズクラブ 放課後児童クラブ
はまっ子

ふれあいスクール子どもに合った園に
出会うために

保育園や幼稚園は、保育・教育方針、保育内容、設備など
園によって特色が異なります。子どもに合った園を見つ
けるためには、申請前に園の雰囲気や場所を確認する
ことがとても大切です。まずは事前に予約し、子どもと 
一緒に園の見学をしてみてください。
不安がある場合は、保育サービスにつ
いて情報提供する専門相談員「保育・教
育コンシェルジュ」にご相談ください。

保育・教育コンシェルジュへの相談は
電話でご予約を　 750-2435

自立に悩む若者と家族のための総合
相談窓口。気軽に利用できる居場所
です。楽しい講座や社会体験、イベント
も多数実施しています。

月〜土曜11時〜19時　
761-4313　 761-4023

対象  15歳～39歳
南部ユースプラザ

中学・高校生世代が気軽に集えるフ
リースペース。ボランティア体験や職
業体験、イベントなどさまざまな体験・
活動ができます。

青少年の地域活動拠点「イソカツ」
対象  中学・高校生世代

火・木曜15時〜20時　土曜13時〜18時
080-4423-1876　 751-9460

岡村幼児園
　岡村天満宮の境内の中にある緑豊かな
環境で、自然や地域の人たちとのふれあい
を大切にして過ごします。境内を訪れる人
たちには、園児たちが自分から元気よくあ
いさつをしています。また、隣接する岡村公
園にお花を植えたり、七夕飾りや鯉のぼり
を作って飾ったりして、地域の人たちに喜
んでもらっています。
　体操や外遊びのほか、お絵かきや、打楽

器・ピアニカ・合唱などの音楽の時間も大切にしています。運動会やお餅
つき、夏のゆかた踊りなど、楽しい行事もあります。

概要
17時までは、学校の教室や体育館・校庭などで
遊びます。遅くまでいる子どもたちはお迎えま
で、おやつを食べながらゆっくりと過ごします。

子どもたちが自主的に遊べる場を提供して
います。通っている学校の教室や体育館・校
庭などで遊びながら過ごします。

昼間、就労などの理由で家庭に保護者がい
ない子どもたちが、遊んだり、宿題をした
り、おやつを食べて過ごします。

活動場所 市立小学校施設内（各市立小学校には必ず キッズ  か はまっ子 のどちらかがあります） 民間施設内

対象児童 普段、通学している児童
  + その小学校の区域に住む、私立学校などに通学する児童

就労などにより昼間、
家庭に保護者がいない児童

開所日 平日及び土曜（日曜・祝休日・年末年始は閉所）

開所時間

放課後～19時
（土曜・長期休業期間 ：8時30分～19時）
就労などにより昼間、家庭に保護者がいない
児童は19時まで、それ以外の児童は17時まで
利用することができます。

放課後～18時
（土曜・長期休業期間 ：9時～18時）

クラブごとに、開所時間・利用料・運営内容
が異なります。各クラブにお問い合わせく
ださい。

利用料
・ 17時まで利用の児童 ：無料
・ 19時まで利用の児童：1か月5000円
 　別におやつ代がかかります。 無料

（傷害見舞金制度負担金500円〈年間〉が必要）（傷害見舞金制度負担金500円〈年間〉が必要）

園庭での砂遊びの様子

 ＊

 ＊
 ＊

 ＊

 ＊

 ＊
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市内には子どもの年齢に応じて、安心して楽しく過ごせる預け先・子どもの居場所があります。  ぜひ、ご活用ください。
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  夏 休 み にゆっくり本 を 読 んで みませんか？

磯子図書館　 753-2864　 750-2528

ホネホネどうぶつえん
西澤真樹子/監修・解説　大西成明/しゃしん
松田素子/文　アリス館　2009年刊

　キリンの首とヒトの首、長さはぜんぜ
んちがうのに、ホネの数は７つで同じ。
それは、キリンもヒトも「哺

ほにゅう

乳類
るい

」という
どうぶつのなかまだから。いろいろなど
うぶつのガイコツが、どうぶつのからだ
やくらしのひみつを、教えてくれるよ。

中学年

しんぞうとひげ　アフリカの民
みん

話
わ

しまおかゆみこ/再話　モハメッド・チャリンダ/絵
ポプラ社　2015年刊

　なぜしんぞうは左むねでドキドキす
るのか。なぜ男にはひげがはえるの
か。この本を読むとわかるよ。アフリ
カの動

ど う ぶ つ

物やくだものが、たくさんかい
てあるふしぎな絵も、すみからすみま
でよく見てね！

中学年

ソフィーのさくせん
ディック・キング＝スミス/作　デイヴィッド・パーキンズ/絵
石随じゅん/やく　評論社　2005年刊

　「 一 度 決めたらやりぬく女の子 」ソ
フィーのゆめは自分の牧

ぼく

場
じょう

をもつこと。
そのために乗

じょう

馬
ば

をならいはじめました。
でも、ちょきんはなかなかたまりません。
そこでソフィーはあるさくせんをたてまし
た。このシリーズは全部で６さつです。

中学年

オバケだって、カゼをひく！
内科・オバケ科ホオズキ医

い

院
いん

富安陽子/作　小松良佳/絵　ポプラ社　2006年刊

　ふしぎな道のいきどまりにある「ホ
オズキ医院」。そこは、なんとオバケの
ための病

びょういん

院だった！　手
て

伝
つ だ

いをたのま
れたぼくは、その病院でるすばんをす
ることに…。シリーズは、ぜんぶで７さ
つあります。

中学年

イグアナくんのおじゃまな毎日
佐藤多佳子/作　はらだたけひで/絵　
偕成社　2007年刊

　徳田のジジイはあたしに約束した。
誕
たんじょうび

生日には「生きている恐
きょうりゅう

竜」をくれるっ
て。でも、持ってきたのはイグアナ。１メー
トルくらいのトカゲだ。こいつを世話する
ため毎朝６時に起きなきゃいけない。な
んで、あたしが？ ああ、ヤだ。ヤだ。

高学年

ボルネオでオランウータンに会う
ケンタのジャングル体験
たかはしあきら/文　おおともやすお/絵
福音館書店　2015年刊

　６年生のケンタは、ボルネオ島のジャングル
体験スクールに参加しました。夜のジャングルで
耳をすまし、サーチライトで動物をさがします。
地上15ｍのツリータワーにも登りました。大好
きなオランウータン。あしたこそは見つけるぞ！

高学年

よりぬきマザーグース
谷川俊太郎/訳　鷲津名都江/編　
岩波書店　2000年刊

　「ロンドンばしがおっこちる」で知られ
るマザーグースは、イギリスなどに伝わ
るわらべ歌です。そのうちの50編

へん

を、ま
じめなうた、あそびのうた、ぐさっとく
るうたなどに分けてしょうかいしていま
す。元の英語の歌ものっています。

高学年

ミリー・モリー・マンデーのおはなし
ジョイス・Ｌ・ブリスリー/さく　上條由美子/やく
菊池恭子/え　福音館書店　1991年刊

　ミリー・モリー・マンデーは、大きく
なったらお店

み せ

をもちたいとおもってい
ました。するとある日、ほんとうの
お店ばんをすることになったのです! 
ぜんぶで12のおはなしがはいってい
ます。

低学年

中学生

２
にいてんよんさん

．４３　清
せい

陰
いん

高
こう

校
こう

男子バレー部　1
壁井ユカコ/著　集英社文庫　2015年刊

　トラブルメーカーの天才セッター灰
はい

島
しま

。
身体能力は抜

ばつ

群なのに気の弱いエースア
タッカー黒

くろ

羽
ば

。田舎の弱小バレー部に二
人がそろった時、個性的な先輩

ぱい

部員ととも
に、県代表への戦いが始まった。全国大会
のネットの高さ「2.43」をめざして。

中学生

タマゾン川　多
た ま

摩川でいのちを考える
山崎充哲/著　旬報社　2012年刊

　多摩川に、アマゾンの肉食魚ピラニア
やアロワナ、熱帯魚のグッピーが泳いで
いる!? 本来いるはずのない外来魚が大
都会の川にひしめいて、しかも生きのび
ているのはなぜだろう？ 人間と魚をつな
ぐ、深くて長い川の話を聞いてください。

かんたん楽しい手づくり本　２
絵本をつくってみよう！
水野真帆/作 　岩崎書店　2012年刊

　「お話をつくって、それに絵をつけ、
１冊の本にしたてる」それをすべて自
分でするのが、手づくり絵本の楽しさ
です。手順や道具などがわかりやすく
説明されています。あなたも自分だけ
の絵本を作りませんか？ 全３巻。

中学生中学生

素直な疑問符
ふ

　吉野弘
ひろし

詩集
吉野弘/著　葉祥明/画　水内喜久雄/選・著
理論社　2004年刊

　詩人・吉野弘の「素直な疑問符」「夕焼け」
「I was born」など、34編の詩が味わえま
す。読みやすい詩の中に、言葉や生き方に対
するさまざまな想いがつまっています。みな
さんはどう感じるでしょうか。

君島久子/ぶん　小野かおる/え　岩波書店　2014年刊

　あるばん、おばあさんのうちに、妖怪がおし
いって、子

こ

牛
うし

をひとのみにして　いいました。「あ
あ、うまかった。あしたは、おまえを食

く

いにくる」　
あくる日、たすけをもとめる　おばあさんのもと
に、たまごやかえる、こん棒

ぼう

たちがあつまりまし
た。みんなで、妖怪に立ちむかいます。

こんや、妖
よう

怪
かい

がやってくる　
中
ちゅうごく

国のむかしばなし

ようかい

低学年

へんてこもりにいこうよ
たかどのほうこ/さく・え　偕成社　1995年刊

　そらいろようちえんのうらには、「へんてこも
り」があります。あるひ、みんなは　へんてこも
りで　しりとりをしていました。「らくだ」「だちょ
う」「うま」「まるぼ！」。「まるぼ」なんてどうぶつ
はいません。ところが　そこへ　ほんとうに「ま
るぼ」がやってきたのです。つづきのおはなしが
4さつあります。

低学年

どうぶつのあしがたずかん
加藤由子/ぶん　ヒサクニヒコ/え　
中川志郎/監修　岩崎書店　1989年刊

　どうぶつの　足のうらに、すみをぬって　
あしがたを　とりました。ほんとうの　大きさ
の　あしがたです。あしがたをみれば、そのど
うぶつが　足をどういうふうに　つかうのか　
わかります。いろいろなどうぶつの　足のか
たちと　くらしかたを　みてみましょう。

低学年

マチルダは小さな大天才
ロアルド・ダール/著　クェンティン・ブレイク/絵
宮下嶺夫/訳　評論社　2005年刊

　マチルダは、とてもかしこい女の子。
４才の時に、村の図書館の子どもの本
を、全部読んでしまうくらい。ところが本
を読まない両親は、それに気がつかない
し、マチルダをきらっている。マチルダの
味方は、クラス担

たん

任
にん

のミス・ハニーだけ。

高学年
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　ネズミは感染症を媒介したり、家の電線やガス管をかじって火災の原因
をつくることがあります。家に侵入させないようにすることが重要ですが、
侵入した形跡がある場合には、ネズミが住みにくい環境を作ることで対策
をしましょう。

「道路ふれあい月間」をご存知ですか？
　道路ふれあい月間は、道路を利用している皆さんに道路の役割や重要
性を再認識してもらい、道路愛護の精神と道路の正しい利用の普及啓発
を図るための月間です。

「道路ふれあい月間」にちなんだイベント
　横浜市では「道路ふれあい月間」にちなみ、各区土木事務所においてさ
まざまなイベントを実施しています。磯子土木事務所では、昭和６２年に整
備された磯子アベニューにおいて、整備の翌年から岡村中学校とコラボ
レーションし、ゴミ拾いや「せせらぎ」でのデッキブラシ清掃をしています。

磯子土木事務所　 761‐0081　 753‐3267

　磯子区では、地球にやさしい暮らしかたをテーマに、区
民の誰もが取り組める身近な節電・省エネ行動「いそご
ECOアクション」を推進するためのリーフレット「地球にや
さしい暮らしかたのススメ Vol.12」を発行しました。
　一人ひとりが温暖化対策に取り組み、地球にやさしい暮
らしかたを実践してみましょう。
　リーフレットは区役所で配布中です。また、区のホーム
ページでも見ることができます。

　東京2020オリンピックの追加種目に
なり、今注目のスポーツクライミングを
体験できるイベントです。小さなお子さ
んでも安心して体験できますので、皆さ
んぜひお越しください!

無料で体験できます
9月9日（日） 10時～15時（申込不要）
プララ杉田1階広場（杉田1-17-1）

活動支援係　 750-2393　 750-2534

こんな時はネズミが侵入しているかも・・・
● 台所においていた食べ物がかじられている
● 夜、天井や壁からカリカリ、バタバタといった物音がする
● 部屋に５mm～１cmの黒い塊（フン）が落ちている

ネズミ対策のポイント
①エサとなる食料を片付ける

　食品や生ごみはふた付容器などにしまいましょう
②巣になる場所や材料を与えない  

　室内を整理整頓してネズミが隠れる場所を減らしましょう
　新聞や段ボールなどの巣の材料となるものは放置しないようにしましょう

③外からの侵入口をふさぐ
　１円玉ほどの大きさの穴からも侵入することができます
　 配管の周りはパテや金たわしでふさぎ、通気口周辺には金網を隙間なく

張りましょう

捕獲・駆除を行う場合は
　捕獲用のかごや粘着シートを使用して捕獲・駆除を行いましょう
　区役所ではネズミの駆除方法に関する相談や捕獲用のかごの無料貸し
出しを行なっています

（※実際の駆除作業は行なっておりません。ご自身で駆除が難しい場合に
は専門業者をご案内いたします。）

環境衛生係　 750-2452　 750-2548

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534

設置場所

お願い
・製品中の個人情報は、削除してから出してください
・電池やバッテリーは必ず抜き取って出してください
・ボックスに入らない（ふたが閉まらない）ものは出せません
・小型家電は袋に入れずに、そのまま出してください
・一度投入した製品は返却できません
・ 地域の集積場所では「小型家電」としての収集はしていません。家庭ごみとして

出す場合は、製品ごとに市の分別に従って出してください

製品の一例
　パソコン、携帯電話、ゲーム機、音響機器、
電話機、デジタルカメラ、USBメモリ、カーナビ、コード類

※壊れたものでも回収できます

回収できる小型家電
　回収ボックスの投入口（30㎝×15㎝）に入る、
長さ30㎝未満の電気・電池で動く製品

２階文具売り場横

月～金　10時～20時
土日祝　9時～20時

　横浜市は「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加しています。回収された小型
家電は、東京2020大会の入賞メダルの原料となります。（必要量が集まり次第終了）

主催：東京2020組織委員会

その他磯子区内の 
回収ボックス設置場所

・磯子区役所 6階エレベーター前
  月～金　8時45分～17時

・資源循環局 磯子事務所
  月～土　9時～16時
  ※11時30分～13時30分除く
・磯子スポーツセンター
  月～金　9時～23時
  土日祝　7時30分～21時
  ※休館日（毎月第2月曜）除く

企画調整係　 750-2331　 750-2533

磯子流！ 地球にやさしい暮らしかたのススメ

ネズミに要チュー意！ ８月は「道路ふれあい月間」です！

2020年 東京オリンピック追加種目　
スポーツクライミング体験

～地球にやさしい暮らしかたの
ススメ Vol.12～  発行しました
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ヨヨヨヨココココハハハハハハハマママママ3RRRR夢夢夢夢！！！！ココココーーナナナナナナーヨコハマ3R夢！コーナーヨコハマ3R夢！コーナー
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小型家電リサイクル回収
を始めました

イトーヨーカドー
洋光台店で



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 

9月6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

 ●自殺予防週間パネル展 
9月10日（月）～14日（金）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

区民ホールギャラリー

8月15日（水）～20日（月）
ちぎり絵、絵手紙
8月22日（水）～27日（月）絵画
8月29日（水）～9月 3日（月）絵画
9月 5日（水）～10日（月）書

活動支援係
750-2396　 750-2534

磯子公会堂 8 月休館日

8月27日（月）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

スポーツ

磯子区民バドミントン大会
ダブルス戦

　クラス別ダブルス大会。男女別１~
４部、シニア１・２部。

9月16日（日）8時15分受付開始
※9月11日（火）19時から磯子スポー
ツセンター研修室で主将会議

磯子スポーツセンター
区内在住・在勤・在学の人、登録ク 

ラブ及び協会認定者・100組(先着) 
※シニアクラスは45歳以上かつ2人の
年齢の合計が100歳以上と60歳以上
かつ2人の年齢の合計が120歳以上

2,400円（1組）
8月27日～9月7日までに
磯子区バドミントン協会 森井

 （中原3-15-2） 774-4417
  磯子区バドミントン協会

第34回 磯子区MIXダブルス
卓球大会 ( 中期 )

　MIXダブルスリーグ戦
9月30日（日）9時開始　8時30分

受付

磯子スポーツセンター
オープン参加・168組（先着） 
2,000円（1組）　
8月11日から必要事項とチーム名

とランク（上・中・下・初心者）を明記
の上

磯子区卓球協会 安斉
090-3502-3062　 751-2926
  磯子区卓球協会

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。

8月23日（木）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。

9月4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

ママと赤ちゃんのための
健康づくり講座

　 だしのとり方の実習と講話。
9月6日（木）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
エプロン、三角巾
8月13日から

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。

9月28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)
9月3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

8
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

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

検
診

肺がん検診 9月12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　 8月16日から9月5日まで

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）

9月7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 8月17日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、9月7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 8月24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 8月15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

8月30日（木）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 8月20日（月）、9月3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 8月21日～9月11日の毎週火曜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 8月21日（火）、9月3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
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「横浜型地域包括ケアシステムの
構築に向けた磯子区行動指針」

を策定しました
「高齢者が自らの意思で自分らしく生きること
ができる磯子区」を目指し、「地域包括ケアシス
テム」の構築を進めていくため、取組みの方向性
などをまとめた「横浜型地域包括ケアシステムの
構築に向けた磯子区行動指針」を策定しました。
この行動指針に基づき、区民や関係機関の皆さ
んと協力し、取組みを進めます。
「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた

磯子区行動指針」は、区役所１階・５階窓口、磯子区内各地域ケアプラザ
にて配布しています。

「区行動指針」の詳細は　  磯子区行動指針

高齢・障害支援課　 750-2417  750-2540

平成 30年 3月　横
浜市磯子区役所

生活支援サービス 地域支え合い

高齢者が自らの意
思で

自分らしく生きる
ことができる

磯子区へ

20

25
年に
向けて

在宅医療

病院

健康づくり
介護予防

施設サービス

介　護

生活支援

介護予防

本人の思い

医　療

在宅サービス

相談・コーディネー
ト

居宅介護支援事業
所

（ケアマネジャー
）

地域ケアプラザ

（横浜型地域包括
ケアシステムの構

築に向けた磯子区
行動指針）

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
8月13日から各保育園へ

滝頭保育園
751-7879　 751-7889

 8月29日（水）
　　「誕生日会（8月生まれ）」

 原則：毎週水曜10時～12時

東滝頭保育園
753-2201　 753-2247

 9月4日（火）
　　「2歳児と遊ぼう」

 原則：毎週火・木曜10時～12時

洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

 9月5日（水）
　　「誕生日会（9月生まれ）」
　　  9月13日（木）
　　「1・2歳児と遊ぼう」

 9月14日（金）
　　「離乳食の進め方」

 【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

 8月29日（水）
　　「誕生日会（8月生まれ）」
　　  9月4日（火）
　　「保育園で遊んでみよう」

 原則：毎週木曜 10時～11時30分

講座・
イベント

イベント「堀割川の日」開催

　模擬店やイベントが盛りだくさん。
堀割川や根岸湾を巡るパワーボート
乗船も体験できます。※荒天中止

8月19日（日）10時～15時 
農林水産省動物検疫所（原町

11-1）※八幡橋そば
パワーボート乗船体験（小学生以上)

小学生500円・中学生以上1,000円
定員72人（12人×6便）（当日先着)

堀割川魅力づくり実行委員会　
浦﨑　 080-6512-8068

ペット防災セミナー
～災害発生時、ペットとどこに避難しますか？～

　ペットとの同行避難に必要な備え 
とは?必要な備蓄としつけについて 
説明します。（ペット同伴不可）

8月25日（土）13時30分～15時
区役所7階 会議室
磯子区獣医師会　岡田響獣医師
80人 

要・事前申込み（申込受付中）
環境衛生係
750-2452　 750-2548

いそピヨ防災イロハ講座

　お子さんも一緒に受講できます。
防災グッズのプレゼントも。

①8月28日（火）、9月11日（火）、10
月13日（土）
 「家族を守る情報収集のひけつ」
②10月23日（火）、11月10日（土）、11月
20日（火）
 「おうちでできる備蓄のコツ」
③12月11日（火）、1月22日（火）  
 「避難所生活を想像してみよう」
 【共通】10時30分～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）

妊娠中の人、未就学児を養育してい
る人・15人程度（当日先着）

危機管理担当
750-2312　 750-2530

1day 体験サロン

①ぶんぶんボールをつくろう！
牛乳パックを使っておもちゃ作り。

8月25日（土）11時/13時から
未就学児～小学生・各12人

(当日先着）※未就学児は保護者同伴
②親子で作るステンシルバッグ
おそろいのバッグを作りましょう!

8月26日（日）10時30分～12時
小学生と保護者・5組（先着）
1,000円（1組）
8月12日から

 【共通】 いそご区民活動支援センター
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
毎月第3月曜：8月20日（月）
※9月30日まで体育室のみ休館

 ●ビーズで手作りアクセサリー 
　メガネチェーンを作ります。

8月25日（土）10時～12時
10人（先着） 1,500円　
8月11日から

 ●中学英語 スタートダッシュ英語 
　（全10回） 
　中学英語にスムーズに入っていくた
めの準備講座です。

9月5日～11月7日の毎週水曜

16時15分～17時15分
小学6年生・10人（先着）
10,000円　 8月11日から

 ●折り紙を楽しむ会（全6回） 
　指先を使って脳の活性化をしてみ
ませんか?

9月13日～11月22日の第2・4木曜
10時～12時

10人（先着） 1,500円　　
8月21日から

 ●軽石盆栽 
　オリジナル盆栽を作りましょう。

9月29日（土）10時～11時30分
15人（先着） 600円　
8月21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：8月27日

磯子地区センター・・・・・・・・・・・
 ●ロビーコンサート 
　懐かしいジャズや歌謡曲、ポピュ
ラー音楽の演奏を楽しみましょう。

8月25日（土）13時30分～14時
30分　 70人（当日先着）
 ●五感で楽しむコーヒー講座 
　焙

ばいせん

煎したての豆でおいしいコーヒー
を。オリジナルブレンドも作ります!

8月29日、9月5日・12日の水曜
13時～15時

16人（抽選） 3,000円
8月20日までに または往

復はがきで
 ●デジカメ画像の加工と編集Ⅰ（全4回） 
　フリーソフトを使って画像の加工や
編集をする楽しい講座です。

9月1日～22日の毎週土曜
14時～17時

12人（抽選） 4,000円
8月20日までに または往

復はがきで
 ●バラのシャドーボックス 
　マーブル柄の板に赤いバラをつけ
た壁飾りを作ります。素敵ですよ！

9月27日、10月4日・11日の木曜
9時30分～11時30分

10人（抽選） 2,500円
8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 ・・・・・・
 ●遺言&相続セミナー 

9月7日（金）13時30分～15時
60歳以上・15人（抽選）
8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：8月16日

 ●親子のわくわくタイム 
　エプロンシアターを楽しみませんか?

8月25日（土）10時30分～11時30分
幼児と保護者・25組程度（当日先着）

 ●暮らしに役立つスマホ講座 
　 第2弾（全3回） 
　スマートフォンの使い方を知って、
生活を便利にしましょう。

8月27日、9月3日・10日の月曜
9時30分～12時

15人（先着） 1,500円
8月11日から

 ●グルーデコ講師による 
　 アクセサリー作り（全2回） 
　キラキラしたパーツを台座に載せて
ペンダントヘッドを２個作ります。

9月2日・9日の日曜9時30分～
12時　 15人（先着） 3,500円

8月12日から
 ●中国茶でホッと一息、月餅を作ろう! 
　本場中国の月餅の作り方を教わります。

9月18日（火）13時30分～16時
15人（先着） 1,000円※お一人3個
8月28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：8月27日

 ●香り御朱印帳作り 
　屏風折の表紙にお好みの布地を貼
り、ほのかに香る御朱印帳を作ります。

8月25日（土）10時～12時
16人（先着） 2,000円　
8月11日から
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広告 広告

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。

 ●秋のつるし飾り作り（全3回） 
　一つひとつの細工物に願いを込め、
伝統工芸のつるし飾りを作ります。

8月29日、9月5日・12日の水曜
9時30分～11時30分

16人（先着） 2,000円　
8月13日から

 ●親子あそびとリトミック（全6回） 
9月3日（月）～11月12日（月）の

間で6回【ひよこ：1歳6か月～2歳5か
月児】10時～10時45分【ペンギン：
2歳6か月～4歳児】11時～12時

各15組（抽選）※スカートでの参加
不可　 各3,000円　

8月17日までに往復はがきで
 ●四季の和菓子　～秋の装い～ 
　芋ようかんとお芋のきんつばを作ります。

9月20日（木）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、

持ち帰り容器　 8月24日から
 ●幼児パンダ教室（全5回） 
　体操や工作・ゲームなどを楽しみます。

9月28日（金）～11月16日（金）の
間で5回  10時～11時30分

1歳～2歳6か月の幼児と保護者・
15組（抽選） 2,000円

9月6日までに往復はがきで

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：8月27日

 ●はじめての木目込み入門 
  「ハロウィーンの置物」 

9月1日・8日の土曜10時～12時30分
10人（先着）
3,300円（台は別料金）
へら、布を切るはさみ
8月11日から

 ●はじめての方のピラティス入門（全3回） 
    ～体幹を鍛えて美しい姿勢に～ 
　無理なく体幹を鍛えられます。

9月3日・10日・17日の月曜
10時～10時45分

12人（先着） 1,500円
汗拭きタオル　 8月11日から

 ●お酒に合うおつまみ講座 
　おいしく簡単にできるおつまみを作
り、それに合う日本酒を紹介します。 

9月8日（土）18時～20時
12人（先着） 1,200円
エプロン、手拭きタオル
8月11日から

 ●横浜今昔探訪さんぽ ～横浜事始め～ 
    ～その1 馬車道・県立歴史博物館～ 

9月20日（木）9時50分JR関内駅
北改札口集合～12時頃解散予定

15人（先着） 300円
8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

 ●夏の小さな演奏会「箏
こ と

と尺八の調べ」 
　演奏：倫の会 曲目（予定）：舞踏曲、
哀歌、黒田節による幻想曲、ほか

8月15日（水）10時30分～11時30分
40人（当日先着） 100円

 ●シニア向けいきいきメイクセミナー 
　ちょっとしたコツで、グッと若々しく
元気に見えるメイク術を学びましょう。

8月30日（木）13時30分～15時30分
60歳以上・20人（先着） 
①髪留めもしくはヘアーターバン

②長めのフェイスタオル 
③卓上鏡（文庫本サイズ以上の大きさ）
※当日はノーメイクでお越しください

8月11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

 ●みんなであそぼう 
　牛乳パックで電車を作って走らせま
す。手遊びや読み聞かせもあります。

8月30日（木）10時～12時
歩けるお子さん～未就学児と保護

者・25組（先着）※お子さん30人まで
100円（傷害保険代）
8月11日から

 ●好評第2弾 ハーバリウムをつくりましょう 
　お好みのドライフラワーなどをガラ
ス瓶に入れてハーバリウムを作ります。

9月1日（土）13時～15時
12人（先着） 
1,500円（材料代込み）
8月11日から

浜中学校コミュニティハウス

杉田3-30-11　 772-0770
毎週火・金曜

●夏のシェルインテリア 
　カピス貝を使って、夏らしいフラ
ワーインテリアを作ります。

8月26日（日）10時～12時
10人（先着） 1,200円
持ち帰り袋　 8月11日から

●リラックスヨガ（全2回） 
9月15日・29日の土曜

10時45分～12時
20人（先着） 400円
8月25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

●はじめてのフラ（全2回） 
　優雅に踊ってリラックス! 

8月29日、9月5日の水曜
15時～16時　

10人（先着） 1,000円
8月11日から

 ●はじめてのハワイアンキルト（全3回） 
　ハワイアンポーチを作ります。

9月13日・20日・27日の木曜
9時30分～12時　 10人（先着） 

3,000円　 8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

 ●Yokodai Kids English（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。

9月1日（土）～11月24日（土）の
間で6回10時30分～11時30分　

小学1年～3年生・10人程度（先着）　
2,500円
8月11日から

 ●親子で一緒に産後整体（全6回） 
　産後におこりやすい特有の不調を
改善していきます。

9月～11月の第1・3水曜
10時30分～11時30分

7か月～2歳未満の子と母・10組 
 （先着） 3,000円

8月11日から

 ●備えて安心! 介護・相続 
  「自分と家族を守る遺言・後見」 
　司法書士・税理士や専門相談員が
講義と個別相談を行います。

8月19日（日）
 【セミナー】10時～11時30分　
 【個別相談会】11時45分～15時　

講義50人・個別相談10人（先着）　
8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
毎月第3月曜：8月20日

 ●紙すもう ログハウス場所 
 　～紙すもうにお顔をかいて対戦しよう～ 

9月8日（土）14時～15時
幼児～小学生・20人（当日先着）

※幼児は保護者同伴

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座位のままで 
きるストレッチを行います。

8月18日（土）10時～11時30分
 ●筋力アップ&柔軟な身体づくり講座 
　ストレッチや軽い運動だけでは物 
足りない人を対象に行います。

8月18日（土）13時30分～15時
 ●ホヌクラブ～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。

8月28日（火）9時～13時、
9月6日（木）13時～17時

8月11日から
 ●親子のためのおはなし会 
　絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊
びなどを行います。

9月7日（金）11時～11時30分
乳幼児と保護者

 ●アロマボランティア養成講座（全5回） 
　アロママッサージを学習し、習得し
た技術を地域のサロンなどで生かし
ます。

10月2日～30日の毎週火曜
13時30分～15時30分

15人（先着） 2,537円（教材費）
9月1日から
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滝頭地域ケアプラザ
滝頭2-30-1

750-5151　 750-5155
毎月第3月曜：8月20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。

9月4日（火）～11月20日（火）の
間で6回 10時～11時30分

4か月～12か月児と保護者・
10組（先着） 2,000円 

8月11日から
 ●ボランティア養成講座 
    滝頭岡村 街いきいき塾（全3回） 

9月7日（金）・11日（火）・20日（木）
14時～16時　 おおむね40歳から
75歳までのボランティア活動に関心
のある人・20人（先着）

8月13日から
 ●幼児安全法 
　ケガや急な病気の救急手当ての講習。

9月11日（火）10時～11時30分
0～3歳児の保護者・15人（先着）

※区内在住者優先
8月13日から

 ●ふれあい介護サロン 
 　～体ほぐし体操～ 

9月26日（水）13時30分～15時
30分　 大川圭三さん

介護をしている人、介護に関心の
ある人・15人（先着） 100円

8月13日から
 ●はじめての歯みがき講座 

9月27日（木）10時～12時
6か月～1歳4か月児と保護者・

15組（先着） 8月13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：8月20日

 ●来々館～憩いのひとときを～ 
　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。

8月15日（水）10時～11時30分
100円

 ●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。

8月24日（金）13時30分～15時
男性・15人（当日先着）
100円（コーヒー付）

 ●ちゅーりっぷファミリーコンサート 
 「まりこ☆みゅーじあむ」による「言
葉遊び」や「演奏」など。

9月29日（土）13時～14時30分
西公会堂（西区岡野1-6-41）
磯子区在住の未就学児の家族・

10家族（先着）〈磯子区民枠〉
8月15日から

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：8月14日

 ●オヤジの台所 
　おいしい酒の肴

さかな

を作りましょう。
9月13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　

8月11日から
  ●ハロウィンパーティー 
 ～楽しく!おいしく!おうちdeパーティー♪～ 
　ハロウィンメニューを実習します。

9月25日（火）9時30分～12時30分
高校生までの子どもを養育中の

人・6人（先着） 800円
500円（1名）※申込みの際お伝え

ください。　
エプロン、三角巾、手拭きタオル、

ふきん※保育が必要な人はオムツ、
着替え、飲み物(記名)

8月11日から （12日から ）
 ●至福の旬菜ごはん（秋の味覚膳） 

10月4日（木）10時～13時
8人（先着） 800円　 エプロ

ン、三角巾、手拭きタオル、ふきん
9月1日から

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：8月20日

 ●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しよう!

9月10日（月）10時10分～11時30分
乳幼児と保護者

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：8月20日

 ●ささっこ広場&親子リトミック 
8月25日（土）10時～10時45分 

親子リトミック（有料）もしくは自由
遊び（無料）10時45分～11時30分 
自由遊びスペース拡大

リトミックは未就学児と保護者・
20組（当日先着）自由遊びは乳幼児
～小学生※未就学児は保護者同伴

リトミックは300円（1組）
 ●たけのこ茶屋 
　お茶とお菓子をいただきながら、
弦楽奏を楽しみます。

9月1日（土）13時30分～15時30分
大人200円、子ども50円

 ●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。

9月6日（木）13時30分～16時30分
一杯200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』 

8月30日（木）、9月6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、室内シューズ

横浜市三殿台考古館

岡村4-11-22
761-4571　 761-4603

毎週月曜

 ●夏の石器作り体験教室 
　黒曜石で縄文時代の矢じりを作り
ます。

8月22日（水）9時30分～12時
※荒天中止

小学生以上・16人（当日先着）
※低学年は保護者同伴　

300円　 マスク、エプロン。長そ
で長ズボン着用。サンダル不可。

 ●三殿台遺跡ガイドボランティア募集 
　来館者に三殿台遺跡の解説をします。

9月1日（土）～31年3月31日（日）
の間で週に一回程度

18歳以上、健康で歴史や文化に興
味のある人。経験は問いません。　

8月31日までに 　※申込みの
際、研修についてお伝えします。
 ●秋の土器作り教室（全４回） 

①【粘土こね】10月6日（土）9時30
分～12時 ②【土器成形】10月7日（日）
9時30分～16時 ③【磨き】10月8日

（月・祝）9時30分～12時 ④【秋の野焼
き会】10月27日（土）9時30分～16時

中学生以上で全4回参加できる人・6人
（抽選） 2,000円（粘土代含む） 9月
14日までに または往復はがきで

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：9月3日

 ●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。

8月18日（土）11時～11時40分
子育て支援拠点「いそピヨ」

 ●親子の広場　～縁日遊び～ 
　魚つり、まとあて、わなげなどお楽しみ満載。

8月27日（月）10時30分～11時30分
20組（当日先着） 150円（１組１回）

 ●ママフィットネス 
　体をほぐすストレッチや親子で楽
しめるダンスタイムもあります。

9月19日（水）9時40分～10時40分
首がすわっている赤ちゃん～未就

学児と保護者・13組（先着）
1,000円　 8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

 ●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。

①8月24日（金）②9月8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
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「はまかぜ号」 8月23日、9月6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 8 月1日です。

回答方法について
　8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：8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）

8月

  磯子区 紙面アンケート 30 年 8 月 

広報よこはま磯子区版はここまでです。

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。

企画展示

■夏休み、読んでみようこんな本
　図書館の司書がおすすめする「読
んでみようこんな本」に掲載した本
を展示します。

開催中～8月31日（金）
■市民協働展示「おおかみさーん、
　おおかみさん、いま……?」
　戌

い ぬ

年なので、イヌのご先祖オオカ
ミの本の展示・貸出を行います。

開催中～8月28日（火）
■消防・防災に関する展示
　消防や防災に関するパネルとパン
フレットの展示と一緒に関連本を展
示し、貸出を行います。

8月30日（木）～9月12日（水）

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。テキス

トは各自ご用意の上、読み終えてご
参加ください。
<第68回テキスト>『感染地図～
歴史を変えた未知の病原体～』/
スティーヴン・S・ジョンソン / 著 

（河出文庫）
8月17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
■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。

8月22日（水）15時30分から
一人でおはなしを聞ける子

磯子図書館だより 磯子図書館
753-2864  750-2528休館日　8 月 20 日（月） 

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!

この本では、ネズミのほかダニ・ゴキブリ・
カ・ハエなどの害虫の生態・害・駆除法につい
て解説しています。ネズミは3日程度の絶食
でもだめだが、ゴキブリは半月程度の飢餓に
耐えるなど、それぞれの生物の特性を理解する
ことで、適切な対処方法を知ることができます。

ネズミと害虫退治の科学
中井 多喜雄／著
日刊工業新聞社／刊

+
久良岐能舞台

岡村8-21-7
761-3854　 754-4050

9月10日（月）

 ●所蔵能装束公開展示と囃
は や し

子ライブ・茶会 
　年に一度の能装束展示と笛・小鼓・
大鼓の演奏会、茶室・和室でのお茶会
です。ゆったりとした時間をお楽しみ
ください。

9月2日（日）14時開演　

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

 ●杉劇夏まつり2018 
　全館解放デー ! ステージ演奏のほ
か、警察、消防、鉄道などの参加型ブー
スや縁日など盛りだくさん！

8月24日（金）10時～15時
入場無料（一部有料あり）　

 ●水野佐知香ヴァイオリン・リサイタル2018 
 ～円熟のヴァイオリニストが贈る珠玉の名曲集～ 

10月20日（土）
14時開演（13時30分開場）

310人（先着）※未就学児を除く
前売3,500円/スマイルクラブ会員

前売3,000円/ペアチケット5,000円/
当日4,000円　 チケット発売中

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：
8月13日、9月10日

 ●秋の教室募集開始 
　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。

10月1日（月）～12月28日（金）
3,780円～10,670円
あり・5,940円～8,910円
8月20日までに往復はがきで ま

たは （抽選）
  磯子スポーツセンター

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
832-1166　 832-1161

9月3日（月）〜5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

 ●夏休み特別星空観察会「惑星大作戦!」 
「惑星大作戦!夏の大三角を探して
土星と大接近中の火星をみよう!」

①8月11日（土・祝）19時30分～21時
20分、②8月18日（土）19時30分～21時

「惑星大作戦!夏の大三角を探して
土星と火星をみよう!」

③9月1日（土）19時30分～21時
 【共通】 各回150人（抽選）
※中学生以下は保護者同伴

4歳～中学生300円、大人600円　
①7月28日、②8月4日、③8月18日

までに または往復はがきで
 ●サイエンス・ショウ 
 「とべ☆ロケット!!」

9月1日（土）・2日（日） 14時から
※各日約30分
 「冷た～いはなし」

9月8日（土）～30日（日）の土日祝
14時から※各日約30分
 ●ミニ実験「いろんな シャボンまく」 
    「カラフル実験 光のはこ」他 

9月1日（土）・2日（日）
 「いろんな シャボンまく」10時30分から
 「カラフル実験 光のはこ」15時15分から
※各回約15分

9月8日（土）～30日（日）の土日祝
 「いろんな シャボンまく」10時30分から
 「ならしてみよう 音のひみつ」15時15分から
※各回約15分
 ●宇宙劇場（プラネタリウム）生解説 
　 「すごいぞ! 中秋の名月」 

9月6日（木）～24日（月・休）  
平日16時から・土日祝13時45分から
※各回約45分

各回270人（当日先着）　
4歳～中学生300円、大人600円

 ●わくわくワークショップ 科学工作教室 
 「光で工作!レジンストラップ～お月見スペシャル～」 
　紫外線で固まるプラスチックを使っ
て、お月見をイメージしたストラップを
作ります。 9月8日（土）～24日
 （月・休）の土日祝 10時15分/11時
30分/13時30分/14時45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

  はまぎん こども宇宙科学館

岡村公園

岡村2-17-1
751-4375　 349-2292

 ●パークヨガ教室 
　緑の木の下で鳥の声を聴きながら
行うパークヨガ教室。

8月25日（土）10時30分～11時30分
20人（先着） 500円（お茶・お

菓子付） 8月11日から

 ●親子で作る苔球作り教室 
　 ～夏休みの自由作品にもなりますよ!～ 

8月27日（月）10時～11時30分
10組（先着）※小学低学年までは保

護者同伴。大人のみの参加も可。
1,000円　 8月11日から

新杉田公園

杉田5-32
776-3313　 355-0628

 ●かけっこ教室 
　ものまねアスリート芸人・M高史さ
んによる走り方教室を開催いたします!

M高史さん
9月1日（土）10時30分～11時30分

※雨天中止　 60人（先着）
8月11日から
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