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昨年磯子区は90周年を迎え、今年は100周年に向けたス
タートとなる磯子まつりになります。
区民の皆様に楽しんでいただけるよう、これまでの磯子ま
つりに加えて新しいイベントも企画してまいりました。
皆様もぜひ足をお運びいただき、楽しんでください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

磯子まつり振興委員会　委員長　岡 道子

委員長挨拶

※雨天中止：当日開催の可否につきましては、
　 0180-99-1815（音声案内）にご連絡ください。（8時から）

第42回

今年の磯子まつりは現在開催中の横浜の
「街」そのものを舞台にしたダンスフェスティバル
「Dance Dance Dance @YOKOHAMA 2018」
のパートナー事業です。

9
磯子区マスコット
キャラクター

「いそっぴ」広 報よこはま磯 子 区 版　　2018（平成30）年 9月号

区の人口
166,651人

区のデータ
2018年 8月1日現在

区の世帯数
76,421世帯

5～16ページは磯子区版です。

磯子区ホームページ

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

Twitter https://twitter.com/yokohama_isogo

磯子区役所 検 索
No. 251

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） 9月の区役所土曜開庁日：8日・22日　開庁時間：9時～12時
戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務を行なっています。
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 交通規制 車両および自転車の走行が規制されます。
【時間】9時30分～12時30分まで
【区間】下り：禅馬交差点～磯子駅前交差点（約1,500m）　　
　　　　上り：磯子駅前交差点～磯子3丁目交差点（約700m）
　　　　※磯子駅前交差点～磯子3丁目交差点の歩道も、
　　　　　自転車の走行が規制されます。

交通規制エリア
オープニング
セレモニー

会場を循環バスが走ります
10時30分～14時30分に、
区総合庁舎 ⇒ 磯子土木事務所 ⇒ 
磯子センター ⇒ 区総合庁舎を約15分
間隔で無料運行します。

磯子センター磯子地域
ケアプラザ

第42回

10時から産業道路

10時～12時
今年のまつりはダンスの祭典とコラボレーション！
パレードには、海外からの団体も特別参加します。
楽しい催し物がいっぱい！

磯子地域ケアプラザ

10時30分～15時

10時～15時

磯子土木事務所

磯子センター

10時～15時
13時～15時

■ 講演会　11時～12時
　 「やるぞ！すこやかライフ ～結果にコミットする体操～」
 　講師：横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　病院長　齋藤知行先生
　 事前申込受付中（先着順　定員45名）
 　詳しくは磯子区医師会まで　 753-6011（受付時間　平日9時～17時）
■ 磯子区医師会医師による無料健康相談　10時～12時
　 相談科目　耳鼻科・整形外科・眼科　（事前申込不要）

10時～12時30分産業道路

オープニング

閉会式（15時から）では根岸小学校くすのき
合唱団が心を込めて歌います

今年は泉州市芸術団（中国）
済州特別自治道芸術団（韓国）
光州広域市芸術団（韓国）
も特別参加します！

※楽器制作は13時から※楽器制作は13時から

東日本大震災復興支援
岩手県大槌町の出店もあります！

区総合庁舎前駐車場会場や
磯子センター前には休憩所も
あります！

今年は泉州市芸術団（中国）
済州特別自治道芸術団（韓国）
光州広域市芸術団（韓国）
も特別参加します！

パレード 10時30分～12時30分

ゴール周辺

ダンスで磯子を盛り上げます！

ダンス 11時～12時

10時～15時

食品の寄付受付
（詳しくはP.16）

フードドライブ

区総合庁舎前 区民ホール 磯子公会堂

区総合庁舎前駐車場会場＆
磯子アベニューエリア
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横浜市がん検診実施項目
横浜市在住の人で職場などでがん検診を受ける機会のない人が対象です。

受診方法 特定健診は加入している健康保険によって受診方法が異なります。
まだ受診されていない人はご自身が加入している健康保険までお問い合わせください。
※お勤めの人で事業者健診を受診された人、又は受診予定の人は、新たに特定健診を受診する必要はありません。

※1　受診費用が減免される場合があります。詳しくは横浜市けんしん専用ダイヤルにお問い合わせください。
※2　胃がん検診は、同一年度にエックス線検査と内視鏡検査の両方を受診することはできません。
※3　子宮がん検診のうち、体部検査は、医師が必要と判断した人が対象です。

検診種別 対象者 受診間隔 受診費用※1

胃がん（エックス線）※2 40歳以上（男女） 年度に1回 3,140円

胃がん（内視鏡）※2 50歳以上（男女） 2年度に1回
（前年度に受診していない人） 3,140円

肺がん 40歳以上（男女） 年度に1回 680円
大腸がん 40歳以上（男女） 年度に1回 600円

子宮がん 20歳以上（女性） 2年度に1回
（前年度に受診していない人）

　頸部のみ   1,360円 
※3 頸部+体部 2,620円

乳がん 40歳以上（女性） 2年度に1回
（前年度に受診していない人） 1,370円

前立腺がん（PSA検査） 50歳以上（男性） 年度に1回 1,000円

対象者
後期高齢者

医療制度被保険者の
人など※1

持ち物
後期高齢者

医療被保険者証※2

を持って
医療機関へ

対象者
横浜市

国民健康保険に
加入している

40〜74歳の人

持ち物
受診券・問診票

（記入して）・健康
保険証を持って

医療機関へ

横
浜
市
健
康
診
査

（
75
歳
〜
）

横
浜
市
国
民
健
康
保
険

特
定
健
診 

（
40
〜
74
歳
）

※１  ・40歳以上の生活保護受給者、40歳以上の中国残留邦人支援給付制度適用者も対象となります。
　    ・介護保険が適用となる特別養護老人ホームなどに入所中の人は対象となりません。

受診券・問診票・
医療機関一覧が届く
(4月1日以前から
加入している人には
5月下旬頃郵送)

受診券は
ありません

健診を受け、
結果を受け取る

健診を受け、
結果を受け取る

平成30年4月～

無料!!

無料!!

磯子区医師会からのお知らせ

問合せ・予約

医療機関を決めて、
予約の連絡を入れる

日時  10月5日（金） 14時〜16時（13時30分受付）
場所  磯子公会堂　ホール
内容  上部消化器に対する内視鏡外科の進歩
講師  横浜市立大学市民総合医療センター

　　　 消化器病センター部長 國
くにさき

崎主
ちか

税
ら

先生
申込  事前申込制（9月11日から、先着200人）

　　　 横浜市立大学地域貢献センター
　　　 787-8930（平日9時30分〜16時30分）

日時  10月1日（月）〜12日（金）　区役所1階区民ホール
●がん検診・特定健診・結核予防啓発パネル展

日時  10月3日（水）、10月4日（木）　10時〜15時30分
場所  磯子公会堂１階　集会室1・2
内容  大腸がんトンネル、大腸がんクイズラリー

　　　 乳がん模型の触診体験、骨密度測定

●がん検診啓発イベント

特定健診・がん検診を受けている磯子区保健活動推進員の皆さんの声

　病気の早期発見・診断・治療には、定期的な「特
定健診」や「がん検診」の受診が有用です。ぜひ、
お近くで実施している医療機関を受診してくだ
さい。また、かかりつけ医にも、気軽にご相談して
ください。

磯子区医師会　理事長　山高　民樹

予 約 方 法
受けたい検診を行なっている医
療機関を選ぶ。（医療機関につ
いてのお問合せは「横浜市けん
しん専用ダイヤル」へ）

選んだ医療機関へ
電話する際に必ず

「横浜市のがん
検診を受けたい」
と言って予約。

1

2

　※左表「受診費用」でご利用
　　いただけます。

特定健診・がん検診などに関するお問合せ
横浜市けんしん専用ダイヤル

【受付時間】８時3０分〜１７時1５分（日曜・祝日・年末年始を除く）

 ６６４-２６０６
 ６６４-２828
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横浜市国民健康保険加入のAさん（40代・女性）に
特定健診※の案内が届きました。

※40～74歳の健康保険加入者を対象とした健診です。

心筋梗塞・脳血管疾患・
糖尿病合併症

食生活・運動不足・睡眠不足・
ストレス・飲酒・喫煙など

脂質異常症糖尿病 高血圧症

脳卒中
心筋梗塞

脳卒中
心筋梗塞

生活習慣病は気づかないうちに
進行するんだよ！
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ウォーキングも
毎日してるし
タバコも吸わないし
特に悪いところも
ないから…

まだ
受けなくても
平気でしょ！

健康保険加入のAさん（40代・女性）に

～特 定健 診を受 けよう～
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生涯でがんになるのは
およそ2人に1人です。
がん検診を受けましょう。

定
期
受
診
だ
け
で
は
な
く
て

が
ん
検
診
も
大
切
で
す
よ
。

さ
っ
そ
く
来
週
の
肺
が
ん
検
診
の

予
約
を
入
れ
て
お
き
ま
す
ね
。

が
ん
検
診
が

気
に
な
っ
て
い
る
ん

で
す
が
。

定期受診の日

心の
準備が…

けっこう簡単に
受けられるんだ！

肺がん検診当日 でも、ドキドキ、　
結果が不安だな。

妻
に
も
教
え
よ
っ
と

よ
か
っ
た
ネ
〜

横浜市のがん検診なら
安く受けられるし！

検査結果は「異常なし」！
次回は来年ですね。

がんは早期発見できれば
治療期間も短いし、
医療費も安く済みますよ。

定期受診の日他以かは

～がん検 診を受 けよう～

※医療機関によって受けられる検診種別が異なります。

視触診+
マンモグラフィ

※2  生活保護受給者は休日・夜間など
　　 診療依頼証をご提示ください。

特集2
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受けた?“けんしん”
1０月は磯子区特定健診・
がん検診受診推進月間です！！

750-2425 750-2545

横浜市国民健康保険
特定健診に関する問合せ

保険係

750-2445 750-2547

この特集に関する問合せ
健康づくり係

今年



家庭で使わずに眠っているもの！
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！

「３Ｒマーケット」
店主募集

【注意事項】 ISOGOダンスまつりは青少年の健全育成を目的としたイベントであるため、暴力、わいせつ、差別用語など、
公序良俗に反する要素を含む歌詞が入っている楽曲は、使用を禁止しています。

地域振興課　 750-2393　 750-2534　

【申込方法】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。
① 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）
② 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。また、 

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品はお断りいたします。

【日　　程】　11月３日（土・祝） 10時～14時　
 　　 ※�雨天中止〔雨が上がっても会場（地面）の状況によっ

ては中止します〕
【会　　場】　磯子区総合庁舎前駐車場
【ブース数】　30ブース程度（2ｍ×2ｍ）
【出店参加料】　1ブースにつき1,000円
【対　　象】　区内在住・在勤・在学の人
【募集期限】　10月12日（金）必着

ヨコハマ3R夢！
マスコット
イーオ へら星人

ミーオ

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534 こども家庭支援課　 750-2448　 750-2540

第７回

日時・会場

募集内容  ※詳細はホームページをごらんください。

（１） コンテスト  MEET THE HIPHOP
 　　ストリートダンスのコンテストです！！
　　プロのダンサーなど３名が審査します！

【ジャンル】 HIPHOPなどストリートダンス系
【募集数（持ち時間）】　
小学生以下の部  10チーム程度（２分以内）
中学生の部  10チーム程度（２分30秒以内）
※��メンバーに小学生以下が含まれていてもOK
高校生以上の部  10チーム程度（２分30秒以内）
※メンバーに中学生以下が含まれていてもOK
※�各部門応募多数の場合は予選会を平成31年１月
20日に開催します。

　（会場：磯子公会堂　持ち時間：１分30秒）

（２） 発表会
　   オールジャンルの発表会です！！

【ジャンル】 オールジャンル
（ストリートダンスやフラダンス、チアダンスなど）
【募集数（持ち時間）】 30チーム程度（２分３０秒以内）
※応募多数の場合は抽選となります。

平成31年 ３月９日（土）  磯子公会堂

11月３日開催！
磯子区３Ｒ応援隊による

参加条件(共通)
（１） ２名以上のチーム構成であること
（２）  メンバー全員が平成31年４月１日現在で23歳未満

であること
※�進行上の理由から、同一人物の複数チームへのエン
トリーはご遠慮ください。

申込方法
ISOGOダンスまつりホームページから申込みフォーム
へアクセスし、必要事項を入力してエントリーを完了し
てください。

必要事項
① チーム名　② 参加人数　③ エントリー部門　 
④ 代表者の氏名、住所、連絡先 
⑤ ダンスのジャンル（発表会のみ）

申込期間   ９月11日～12月７日

問 合 先   
〒235-0016 磯子３-５-１ 
磯子区役所地域振興課 

ＩＳＯＧＯダンスまつり担当
is-dance@city.yokohama.jp　

 　ISOGO ダンスまつり 

フリーマーケット 「はっちネット」についてご紹介します！

   「はっちネット」は磯子区発達障害児・者地域支援ネットワーク連絡会の愛称です。
発達障害の「は」　地域支援の「ち」　ネットワークの「ネット」から取りました。

「一人の子(人)の一生をトータルで支援する」ことを目標に活動しています。

「はっちネット」の取組み

① 保護者向け講演会(本人・保護者を地域で応援します)
② 地域の学校の先生方との学習会（一緒に支援する体制を作ります）
③ はっちネットメンバーでの勉強会(常に学び合います)
④ メンバー同士で情報を共有し、必要な支援につなげます
⑤ 地域啓発（理解者を増やします）

発達障害のある子どもの進路を考えよう～子どもに身につけてほしい力～
小学校・中学校・高校。そしてその先は・・・？
発達障害のある子どもの進路に、どのような選択肢があるかご存じですか？
将来に向けてどんな準備が必要か、事例を交えながら一緒に考えましょう。

【日　時】  10月10日（水）１０時～１２時
 　　　 　 講演会の後は、発達障害児・者の相談・支援を行う関係機関が

相談ブースを設け、発達障害全般のご質問にお答えします。�
（相談ブース開所時間12時～12時半）

【会　場】 磯子公会堂
【講　師】 NPO法人ブライトネス　
  代 表　  衣

い

袋
ぶくろ

　菜
な

央
お

未
み

 氏
【対　象】 区内および周辺区にお住まいで関心のある人
【参加費】 無料
【その他】 公共交通機関をご利用ください
【申　込】 磯子区基幹相談支援センター（いそご地域活動ホームいぶき・
   杉田5-32-15）  10月1日までに 778-1228　 778-6595

　「はっちネット」に関するお問合せは、こども家庭支援課またはいそご 
地域活動ホームいぶきへ。

講演会のお知らせ

参加者大募集!!
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救急車の適切な利用に
ご協力をお願いします。

地域の訓練に参加しよう今月のテーマ

今月は、「共助」（＝住民同士の
助け合い）がテーマです。

どんな訓練？
地域防災拠点※の開設・運営がスムーズに行えるよう、地域の方々で組織
された「地域防災拠点運営委員会」を中心に開催される訓練です。
※「地域防災拠点」とは？
市内１か所でも震度５強以上の地震を観測した場合に開設され、倒壊や
火災により自宅に住めなくなった場合に避難生活を送る場所です。区内
では21か所の小・中学校が指定されています。どんな訓練？ 地震発生直後の避難や安否確認、初期消火活動、救護活

動などを住民同士で助け合って行うことを目的に、自治会・町内会などの
「町の防災組織」が主体となり開催される訓練です。

★開催日時、集合場所などは地域の掲示板や回覧板などで確認しましょう。
※�1月号のコラムでも全拠点の開催日程をご確認いただけます（多くの拠点では１～３月に開催
　されます）。ただし、一部年内に開催される拠点もありますのでご注意ください。

救急車を呼ぶか迷ったら
横浜市救急相談センター

♯７１１９（年中無休、24時間対応）
● 救急車を呼んでいいのか
● 医療機関へ行くべき症状なのか
● どこの医療機関で受診できるか

参加しよう ！
★開催日時、集合場所などは地域の掲示板や
　回覧板などで確認しましょう。
★地域で定める「いっとき避難場所」や、
　延焼火災から身を守るための「広域避難場所」も
　あわせて確認しておきましょう。

今日からはじめる防災のヒント

連載
4

危機管理担当　 750-2312　 750-2530

訓練の内容（例）
● 安否確認・避難訓練  住民同士で安否確認、避難場所への避難ができる
● 初期消火訓練  消火器、消火栓などの使い方がわかる
● 応急救護訓練  三角巾・担架・ＡＥＤの使い方、心肺蘇生法などがわかる

訓練の内容（例）
● 避難スペース区割り訓練  体育館などの生活スペースを区切り、
　　　　　　　　　　　　　 避難者に割り振るルールが決まっている
● 炊き出し訓練  大型の炊飯器などを使用した炊き出しが行える

「町の防災組織」による防災訓練ヒント
1

「地域防災拠点」開設・運営訓練ヒント
2

救急車は限りある資源です。
その救急車、本当に必要ですか？
　緊急性の低い事案に対応している間に、
本当に救急搬送が必要な人のための救急
車が足りなくなってしまうことがあります。
　病院へ行くのに楽だから、タクシーやバ
スだとお金がかかるから、といった理由で
救急車を利用することはやめましょう。
　119番通報の前に救急車が本当に必要
かどうかを考えてみてください。

ご長寿ペット写真展を開催します。
9月15日（土）〜27日（木）
区役所１階区民ホール

長生きしたペット達の写真を見に行こう ！

ペットの終生飼養は飼い主さんの義務です
●  飼い始める前に、その動物の性質（寿命や性格）、ご自
身の環境（ペット飼育可能な住居か、転居の予定はな
いか）、生涯飼育費用などについてよく考えましょう。

●  飼い主が病気になったときなどに、お世話を託せる人
や有料の飼養施設などを探しておきましょう。

　結核の症状は、風邪によく似ています。気づかずに治療が遅れると、病状を悪化させてし
まうばかりか、知らないうちに家族や職場など周りの人に感染させてしまうことがあります。
　結核はきちんと治療すれば治る病気です。気になる症状があったら、早めに医療機関を受診
しましょう。
　高齢者は、咳などの症状があまりなく、食欲低下・
体のだるさなどがでる場合もあります。症状がなくても
定期的に胸部エックス線検査を受けるようにしましょう。

9月24日〜30日は「結核予防週間」です！

環境衛生係　 750-2452　 750-2548 健康づくり係　 750-2445　 750-2547

磯子消防署予防課、警防課　 753-0119

救急出場件数が増加しています！
　区内における2017年中の救急出場件数は8,956件と前年と比較して342件の増加となり過去最多となりました。
また、横浜市全体では、2017年中に約19万件の救急出場がありましが、昨年実施された消防局と横浜市立大学との
共同研究によると、2030年には24万件超に達するといった救急需要が予測されています。

結核の予防

バランスのとれた
食事をとる

たばこを
吸わない

十分な睡眠・
休養をとる

適度な
運動をする

適度な
運動をする

こんな時は受診しましょう

咳が２週間以上続く 痰がでる からだがだるい 微熱が続く

９月９日は
「救急の日」です

濱田救急救命士

防災訓練の
お知らせ

【日時】○月×日
【場所】○○公園
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーー

ペットと暮らす その命を
終えるまで

ぼくらも、昔と比べて長生きになったよ！

参加しよう ！
★自分が避難する※地域防災拠点を確認しましょう。
※�自宅の住所別に指定されています。磯子区ＨＰ（「防災」のページ）や「磯子区防災マップ」
　などでチェック！�
　磯子区防災マップは区役所で配布しているほか、
　ホームページからもご覧になれます。

  磯子区防災マップ

 急　病　  一般負傷　  交通事故　  その他
磯子区内における救急出場件数及び出場内容内訳

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

−

（件）

2014年

5,465

1,362
452
750

1,360

5,513

2015年

475
663

1,497

6,033

2016年

439
645

1,554

6,186

2017年

481
735

2013年

5,252

1,275
483
711
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家族で参加しよう ！

高齢者のための結核予防健診
10月1日（月）13時30分～
区役所４階

　 エックス線検査室
65歳以上・30人（先着）

※次の要件をすべて満たす人
● 肺の疾患で通院中でない人
● 4月1日以降に
　胸部エックス線検査を
　受けていない人
● 立位または座位の保持が
　できる人

９月１１日から25日までに
健康づくり係へ

事前申込制 無料



【募集チーム】
①小学3・4年生 ②小学5・6年生 ③中学生女子 ④一般女子 ⑤地区連合女子 
⑥中学生男子 ⑦一般男子 ⑧地区連合男子 ⑨男女混合（高校生以上） 
⑩親子ではしろー（親子ペアマラソン、保護者と小学生2年生以下の子ども） 
※1チーム4人+補欠1人登録可（⑩以外）※⑤⑧以外は区外からの参加もOK！

【1人あたりの担当距離】 ①1km 
②～⑤⑨2km ⑥～⑧3km ⑩1km

(株)IHI 横浜事業所内（新中原町1） 
1チームにつき 親子ではしろー・小・

中学生1,500円、その他5,000円
10月1日～31日までに区内公共施設

（磯子スポーツセンター・地区センター
など）にある募集要項に必要事項を記入
の上、参加料を添えて郵便局で申込み。

磯子区民駅伝事務局
 （磯子スポーツセンター内）

771-8118　 771-8120　
※申込み多数の場合は抽選。

お知らせ

区民ホール

 ●食と暮らしのパネル展 
　薬と健康・食中毒予防

9月15日（土）～27日（木）
食品衛生係
750-2451　 750-2548

 ●こすもすショップ 
9月19日（水）・20日（木）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

区民ホールギャラリー

9月12日（水）～17日（祝）押花
9月19日（水）～9月24日（月・休）絵画
9月26日（水）～10月1日（月）絵画
10月3日（水）～10月8日（祝）写真
10月10日（水）～10月15日（月）絵画

活動支援係
750-2393　 750-2534

磯子公会堂 9 月休館日

9月25日（火）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

スポーツ

30年秋期区民テニス大会
（個人戦）

①男子ダブルス大会（60歳以上）
9月25日（火） 岡村公園
60歳以上の区内在住・在勤・在

学・在クラブ・在同好会など（先着）
4,000円（1チーム）
9月16日までに

②男・女・混合ダブルス大会
※エントリーは1種目のみ

10月7日・14日の日曜
岡村公園　 区内在住・在勤・在

学・在クラブ・在同好会など（先着）
9月25日までに  
4,000円（1チーム）

 【共通】 磯子区テニス協会 小沼
090-7714-5403　
okamura223@jcom.zaq.ne.jp
  磯子区テニス協会

30年秋季区民テニス教室(全8回)

　初心者から中級者のための硬式テ
ニス教室。

10月5日～12月14日の毎週金曜
 （予備日を含む）
①9時～11時または②11時～13時

岡村公園
60人（抽選） 8,000円

9月30日までに または往復はが
きで

磯子区テニス協会 大録（磯子
2-9-16-410） 753-7361　

  磯子区テニス協会

第35回磯子区女子団体戦
卓球大会

　シングルス×３、ダブルス×２
10月27日（土） 9時開始
磯子スポーツセンター

80組（先着） 4,000円（1チーム）　
9月11日から

磯子区卓球協会 原田
080-2888-6522　 883-1540

第13回磯子区民綱引大会

　選抜男子・女子、一般男子・女子、 
小学生男子・女子の部による団体戦。

11月11日（日）9時～15時※組み
合わせ抽選会を10月26日（金）18時
30分から綱引連盟事務所で実施。

9
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

胃がん検診 10月9日（火）※検診時間は予約時にお知らせ　 杉田台自治会館　 40歳以上・40人（先着）
胃部X線検査1,570円　 9月11日~28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。

生活習慣病予防相談
（禁煙相談）

10月19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 9月21日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、10月5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 9月28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 9月19日（水）13時45分～15時55分　 区役所5階　 3人（先着）　
もの忘れや認知症で困っている症状についての専門医による相談です（1人30～45分間）。

高齢・障害支援課
750-2418　 750-2540

乳幼児・
妊産婦歯科相談

9月21日（金）13時30分～14時45分
乳幼児や妊産婦の歯についての相談です。乳幼児の歯科健康診査と歯みがきのアドバイスも行います。

女性の健康相談 10月1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 9月18日~10月9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です。

ひきこもり専門相談 9月18日（火）、10月1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

12月２日（日）8時30分開会式、9時競技開始

親子ではしろー（ペアマラソン部門）を新設しました。
第10回記念磯子区民駅伝大会

神奈川県結核予防会
251-2363

 参加記念
エコバッグ（A4サイズ）に

プリントします

小学生～中学生　
10月1日～20日まで

★オリジナルキャラクターを
　募集します

第10回を記念して
★ランニング教室を開催します

小学生以上・30人（先着）
9月11日から

詳細は   磯子区スポーツセンター
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磯子スポーツセンター
区内在住・在勤・在学/1チーム12

人以内で選手8人の合計体重が、男
子600㎏、女子520㎏、小学生男女
各360㎏以内。当日計量あり

2,000円（1チーム※小学生無料）
10月20日までに または往復

はがきで
磯子区綱引連盟（中原2-1-20-102)

770-5602　 770-5603

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。

10月2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

新米パパの育児教室

　男性のための育児教室。赤ちゃん
のお風呂の入れ方を学んだり、妊婦
体験などを行います。

10月13日（土）9時30分～12時
区役所4階研究室　 妊娠中の人

とそのパートナー・25組（先着）
9月18日から

こども家庭支援課
750-2448　 750-2540

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。

10月16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） 
9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。

10月26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)
10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
 育児講座
 コスモス広場(園庭開放)

※園庭開放は雨天中止
9月11日から各保育園へ

滝頭保育園
751-7879　 751-7889

 9月19日（水）
　　「誕生日会（9月生まれ）」

 原則：毎週水曜10時～12時

東滝頭保育園
753-2201　 753-2247

 10月10日（水）
　　「体を動かして遊ぼう」

 原則：毎週火・木曜10時～12時

洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

 10月3日（水）
　　「誕生日会（10月生まれ）」
　　  10月11日（木）
　　「運動会ごっこ」

 【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

 9月21日（金）、10月9日（火）
　　「保育園で遊んでみよう」
　　  10月10日（水）
　　「運動会ごっこ」

 原則：毎週木曜 10時～11時30分

講座・
イベント

1day 体験サロン

①あなたにもできる! 動く折り紙

　日本の伝統文化「折り紙」。簡単なもの
から少し難しいものまで、折ってみよう!

9月22日（土）13時30分～15時
10人（先着） 200円

②聴き上手になる方法～傾聴ってなぁに?～
9月29日（土）10時～12時
10人（先着） 500円

 【共通】 いそご区民活動支援センター
9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

市民精神保健福祉フォーラム
精神障がい者のSOSってなに?

　精神障害のある人もない人も共に支
えあい、生き生きと暮らせる地域社会
について、一緒に考えてみませんか。

10月6日（土）13時～16時
磯子公会堂　 600人（当日先着）　
横浜市精神障害者家族連合会 中居
548-4816　 548-4836

食品衛生責任者講習会

10月10日（水）14時30分～15時
30分（14時受付開始）

区役所302会議室　 市内食品取
扱施設の食品衛生責任者・30人（先着）

食品衛生責任者証、筆記用具
9月11日から

食品衛生係
750-2451　 750-2548

“あなたの講座を区内施設で
開催してみませんか?”
交流会＆説明会

　講座を開催してくれる地域ボラン
ティア講師・グループを募集します。
興味のある人は交流会&説明会にご
参加ください。

10月19日（金）14時～16時
区役所701・702会議室
9月30日まで

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

地域デビュー講座 
退職後の仲間集まれ（全５回）

　地域で仲間をみつけよう! 第2弾
10月29日～12月3日の毎週月曜  

※11月5日を除く 10時～12時
区役所701・702会議室
全5回受講できる人、区民優先、初

めて参加される人優先・20人（抽選）
10月10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

認知症とロコモ予防講演会
「認知症予防のための生活習慣のコツ」
～ロコモ予防とコグニサイズを体験しよう～

　認知症やロコモを予防し、活動的

な暮らしを続けるためのコツを楽しく
学びます。

11月5日（月）13時30分～16時
区役所701・702会議室
おおむね65歳以上の区民・80人

 （先着） 9月18日から
高齢・障害支援課

750-2418　 750-2540

施設から

磯子区生活支援センター

森4-1-17屏風ヶ浦地域ケアプラザ3階
750-5300　 750-5301

毎週火曜

 ●統合失調症の家族教室（全2回） 
①「訪問看護」とは？
②元精神科病院スタッフのお話。

①10月1日②11月5日の月曜
13時30分～15時30分

①若狭なつみさん（訪問看護ステー
ションリーフ所長）②田中梨奈さん（旭
区地域生活拠点ほっとぽっと所長）

統合失調症の当事者のいるご家
族・30人（先着） 開催日前日まで
に要・事前連絡

水道メーター検針と料金整理業務などの
委託事業者が変更となります。

　10月1日から水道メーター検針、引っ越しに伴う開栓・閉栓業務及び料金
整理業務などの委託事業者が京急サービス（株）から（株）日本ウォーター
テックスに変更となります。なお、新委託事業者のユニホームは水道局ホー
ムページにて確認いただけます。
　引き続きお客様サービスに努めてまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

横浜市水道局お客さまサービスセンター  
847-6262  848-4281   横浜市水道局  検針  委託

予算調整係
750-2313  750-2530

１０月～３１年2月の間、
区総合庁舎駐車場が
利用できません
　津波対策としての防潮設備設
置工事を行うため、次の期間、駐
車場が利用できません。ご迷惑
をおかけしますが、ご理解・ご
協力をお願いします。
利用停止期間：
10月～31年2月（予定）
※ 諸手続、相談などのために来庁する人

は、浜田ビル駐車場で区総合庁舎駐車
場と同等の減免を受けられます。ただ
し、利用方法や料金は同駐車場の規定
に従ってください。

※ 障害者及びその介助者で来庁する人
は、総合庁舎敷地内の１階駐車スペー
スを利用することができます。

JR 磯子駅

磯子区
総合庁舎

浜田
ビル

駐車場
産業道路

国道16号

横浜南部市場
（金沢区鳥浜町１－１）
からのお知らせ

経済局南部市場活用課
459-3313  459-3307

　9月から2019年7月まで、複合
商業施設の整備工事を行います。
　工事期間中も南部市場食品
関連卸売センターなどの各施
設はご利用いただけます。
　ご迷惑をおかけしますが、ご
理解・ご協力をお願いします。
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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。

根岸地区センター

馬場町1-42
751-4777　 751-4798

9月18日（火）
※9月30日まで体育室のみ休館

 ●親子で体操 
 【3～4歳クラス】（全8回）

10月1日～12月10日の毎週月曜
※10月8・15日、11月19日を除く
9時45分~10時45分　 3,200円

9月12日から
 【2歳クラス】（全12回）

10月4日～12月20日の毎週木曜
9時45分~10時45分　 4,800円　　

9月13日から
 【共通】 子どもと保護者・各25組
 （先着） 着替え、タオル、飲み物
 ●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!

10月16日・30日の火曜
10時~11時30分

首がすわっていて、歩き出す前の
乳幼児と保護者・10組（先着）

500円　 バスタオル、赤ちゃん
の飲み物　 9月21日から
 ●書道 うたを書く!（全８回） 

10月22日（月）～31年2月4日（月）
の間で8回14時~15時30分

10人（先着） 8,000円　
筆（大・小）、硯

すずり

、墨
9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
9月25日（火）

磯子地区センター・・・・・・・・・・・
 ●デジカメ画像の加工と編集Ⅱ（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29日、10月6日・13日・27日
の土曜14時～17時　 15人（抽選） 

4,000円　 9月20日までに
または往復はがきで

 ●ベビーマッサージ（全2回） 
　刺激の少ないオイルでマッサージ!

10月4日・11日の木曜10時～12時
乳幼児と保護者・10組（抽選） 
500円　 9月20日までに

または往復はがきで
 ●はじめての水彩画（全５回） 

10月9日～31年2月12日の第2火曜
9時30分～11時30分　 15人（抽選） 

4,000円　 9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 ・・・・・・
 ●敬老の日のつどい 
　振り込め詐欺にあわないための話やハ
ンドヨガ、フェイスヨガの体験をします。

9月14日（金）10時～11時40分
60歳以上・70人（当日先着）

 ●つるし雛づくり（全６回） 
　江戸時代から続く伝統工芸のつる
し雛を作ります。

10月9日（火）～12月27日（木）の
間で6回 13時～14時45分

60歳以上・15人（抽選） 
2,000円　 9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：9月20日

 ●香るキャンドルと多肉植物の 
　 カラーサンドカップを作ろう! 

9月27日（木）10時～11時30分
15人（先着） 1,500円
9月11日から

 ●カリグラフィーでカレンダーを 
　 作ろう!（全３回） 
　名刺サイズのカードと、2019年の
カレンダーを作ります。

9月29日、10月13日・27日の土曜
13時～15時　 12人（先着） 

1,000円　 9月12日から
 ●ハンドバーム（軟膏

こ う

）を作ろう！ 
　ミツロウを使ったオリジナルハンド
バーム作り。

10月12日（金）13時15分～14時45分
12人（先着） 1,000円
9月14日から

上中里地区センター

上中里町397-2
773-3929　 773-3939

9月25日（火）

 ●夕食支援食堂 
    ～秋の夜長のおかわりメニュー～ 
　今日の夕食２～3人分を作ります。

10月17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　 9月19日から
 ●季節をあそぼう～ハロウィン～ 

10月24日（水）10時～11時
1歳6か月～4歳までの幼児と保護

者・20組（先着） 500円※汚れて
もいい服装　 9月19日から

 ●干支ちりめん飾り（全３回） 
　来年の干支、亥

イノシシ

の置物を作ります。
10月31日、11月7日・14日の水曜

9時30分～11時30分　 16人（先着） 
2,000円　 10月4日から

根岸中学校コミュニティハウス

西町17-13　 754-2600
毎週火曜・金曜

 ●ペン習字講座（全6回） 
9月15日～12月1日の第1・3土曜 

15時～16時45分　 14人（先着） 
6,300円　 9月11日から

滝頭コミュニティハウス

滝頭2-31-39
761-7928　 754-4666

9月25日（火）

 ●秋のスキンケア講座「 W洗顔の効果」 
 　～秋冬に向けてのスキンケア～ 

10月9日（火）10時～11時30分
18人（先着） 540円
フェイスタオル、ターバンかヘアピン
9月11日から

 ●季節の草木染め「ヤシャブシ」 
　自然な色合いのストールを作ります。

10月17日（水）13時～15時
10人（先着） 3,500円
ゴム手袋、エプロン、手拭きタオル
9月11日から

 ●トールペイントの小物作り 
10月21日（日） 10時～12時
小学生※低学年は保護者同伴・20人

 （先着） 牛乳パック（開いたもの）、
タオル（筆用）、筆洗い用のビン

9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

毎週火曜・金曜

 ●楽ちんヨガ（全８回） 
10月6日（土）～31年2月16日（土）

の間で８回10時～11時30分
15人（先着） 2,400円
9月15日から

 ●ピラティス（全10回） 
　インナーマッスルを鍛えて、しなや
かで健康的な体を作りましょう。

10月14日～31年2月24日の
第２・４日曜①9時45分～10時45分
②11時～12時　 各回20人（先着） 

3,000円　 9月12日から

浜小学校コミュニティハウス

磯子台23-1　 758-2540
毎週火・金曜

●おなか元気教室 
　食べ物の消化・吸収と排便を担うお
なか（腸）のしくみを学びます。

10月10日（水）13時～13時45分
15人（先着） 9月12日から

●ナイトストレッチYoga（全10回） 
　固まった体と心を、ストレッチとゆっく
りとした呼吸でほぐしてリフレッシュ。

10月17日（水）～31年3月6日（水）
の間で10回 18時30分～19時45分

10人（先着） 4,000円 
9月12日から

●健康ピラティス（全10回） 
　骨盤ストレッチでゆがみを解消、インナー
マッスルを鍛えておなか周りもスッキリ。

10月18日（木）～31年3月7日（木）
の間で10回 9時45分～10時45分

20人（先着） 4,000円 
9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

●バランスボール・エクササイズ 
　音楽に合わせて楽しく弾んでシェイ
プアップ!小さい子ども連れ大歓迎。

9月29日（土）10時～11時　
20～40代の女性・10人（先着）
500円　 飲み水、汗拭きタオル、

上下とも動きやすい服装で※ジーパン不可
9月12日から
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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
9月18日（火）

 ●お化けを作ろう! 
 ～ハロウインのイベントで飾ります～ 

10月5日（金）～7日（日）
10時～16時

小学生以下※未就学児は保護者同
伴・各日50人（当日先着）

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 
　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。

9月15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。

9月15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。

9月25日（火）9時～13時
要・事前連絡

滝頭地域ケアプラザ

滝頭2-30-1
750-5151　 750-5155

毎月第3月曜：9月17日

 ●男さろん 
　麻雀・囲碁・将棋を楽しみながら仲
間づくり。中でも麻雀メンバーに空きが
ございます!ふるってご参加ください!

10月8日（祝）13時30分～16時
30分　 65歳以上の男性

磯子地域ケアプラザ

磯子3-1-22
758-0180　 758-0181

毎月第3月曜：9月17日

 ●いきいきライフ講座 
①9月14日（金）生前整理とリフォーム

②9月28日（金）口
こうくう

腔ケア③10月12日
（金）消費者被害④10月26日（金）栄養
講座⑤11月9日（金）成年後見制度

 【共通】13時30分～15時　 各回40人
 （先着） 9月11日から
 ●わいわい広場 
 　～親子で楽しく過ごしましょう～ 

①9月27日（木）ヘルスメイトによ
る食育（試食あり）②10月10日（水）
小麦粉粘土でこねこねしよう 
 【共通】10時～11時30分　 ①100円

未就学児と保護者・各30人（当日先着）
 ●親子体操ぐっぴい ひよこクラス（全12回） 

10月4日～31年3月21日の第1・3
木曜10時～10時40分

平成28年4月～29年3月生まれの
子ども・5人（先着）※9月20日（木）
見学体験会実施

2,400円、スポーツ保険代800円
9月11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：9月11日、10月9日

 ●オヤジの台所 
　今回のメニューは旬を迎える「秋なす」づくし。

10月11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(バンダナ)、手拭きタオル、ふきん　

9月12日から
 ●旬の秋野菜を愉

た の

しんで 
　秋野菜を使った老化防止のための
健康料理講座です。

10月22日（月）10時～13時
8人（先着） 1,000円
エプロン、三角巾（バンダナ）、手拭き

タオル、ふきん　 9月13日から
 ●パンとスープの会 
　人参のケーク・サレ、オニオングラ
タンスープに季節のサラダを添えて、
ランチを作ります。

10月23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（バン
ダナ）、手拭きタオル、ふきん　

9月11日から （12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：9月17日

 ●外出・付き添いサポーター講座 

　高齢者の外出や移動について一緒
に考えてみませんか。

10月12日（金）13時～15時
20人（先着） 9月11日から

 ●めざせ備えの達人! 
　「防災身につく講座」（全５回） 
　いつかはいつも急にくる!災害時必
ず役立つ知識を体験型連続講座を通
して身につけませんか。

①10月25日座学編②11月8日防
災食編③11月22日家具転倒防止編
④12月6日見学⑤12月20日まとめ 
 【共通】木曜10時～12時

30人（先着） 10月1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：9月17日

 ●ささっこ広場 &親子リトミック 
　自由遊びにリトミック♪ご家族皆さ 
んでどうぞ!

9月22日（土）10時～11時30分
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）
 ●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。

10月4日（木）
13時30分～16時30分

一杯200円
 ●たけのこ茶屋 
　お茶とお菓子をいただきながら、
演奏などを楽しみます。

10月6日（土）
13時30分～15時30分

大人200円、子ども50円

たきがしら会館

滝頭3-1-68
752-4050　 752-4051

    
 ●スポーツ・レクリエーション 
　フェスティバル2018 
　「横浜ビー・コルセアーズ バスケット
ボール1DAYマッチ」開催!

10月14日（日）9時～18時 
前半：ミックスの部6チーム

後半：男子の部8チーム（各抽選）
バスケットボール1DAYマッチ参加

費6,000円（1チーム）
9月30日までに

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）

 ●秋の勾
ま が

玉
た ま

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。

9月15日（土）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

根岸なつかし公園旧柳下邸

下町10　 750-5022
毎月第2・4火曜

9月11日・25日、10月9日

 ●十五夜 夜の旧柳下邸一般公開 
　日本茶接待（日没後から19時30
分）、三味線演奏（18時から30分程
度）、天体望遠鏡で月の観察など。

9月24日（月・休）20時まで
※荒天中止

横浜市社会教育コーナー

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

10月８日（祝）

 ●ママの気分転換!タイム(全５回) 
 　～家庭教育学級ぱんぷきん2018～ 

①10月4日（木）周りの人の力をか
りてゆとりある子育て
②10月11日（木）アイシングクッキー
をつくろう
③10月18日（木）楽しく汗をかこう! 
④10月25日（木）ハロウィンパーティ
⑤11月3日（祝）プレイパークにお出
かけ
①～④10時～12時　⑤10時30分～13時

未就学児の保護者・20人（先着）
あり 定員21人（4か月以上12か月

まで3人）※申込みの際お伝えください
2,500円　 9月12日から

 ●お子様同室見守り付き  
 　ママフィットネス（3か月コース） 

10月17日、11月21日、12月19日
の水曜 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）

2,700円　 9月11日から
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「はまかぜ号」 9月20日、10月4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 9 月1日です。

回答方法について
　9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：9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）

9月

  磯子区 紙面アンケート 30 年 9 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。

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。

①9月20日（木） ②10月4日（木） 
10時30分～11時30分

②は上笹下地域ケアプラザ
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

 ●双子ちゃん・三つ子ちゃんの会 
　多胎児を育てているママ・パパなら
ではの育児の楽しさや悩みを一緒に話
しましょう。妊娠中の人もどうぞ !!

10月6日(土) 11時～12時
多胎児を育てている保護者

●いそピヨ☆親子でリトミック 
　講師の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みます。

10月10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組 
（先着） 9月13日から

久良岐能舞台

岡村8-21-7
761-3854　 754-4050

 ●「李
い

 政
ぢょん

美
み

」コンサート 
　心を揺さぶる本物の歌。

10月21日（日）14時開演
20人（先着） 2,000円（チケット）
9月11日から発売

区民文化センター
杉田劇場

杉田1-1 -1 らびすた新杉田4階 
771-1212　 770-5656

 ●ロマンティックピアノvol.3 
 ～ピアノと物語で織りなすファンタジーの世界～ 
　懐かしくて豊かな気持ちになれる

「ピアノコンサート」。大人も子どもも
家族全員で楽しめます。

9月29日（土）13時30分開演
 （13時開場） 310人（先着） 

一般3,000円/スマイルクラブ会員
2,500円　 チケット発売中
詳しくは をご覧ください。

  杉田劇場

磯子スポーツセンター

杉田5-32-25
771-8118　 771-8120

10月1日（月）

 ●横浜元気!! スポーツレクリエーション 
 　フェスティバル2018 
　ISOGO de ショータイム・ランニ
ング講座・テニス教室・野球教室・タ
グラグビー体験は要事前申込。詳し
くはお問い合わせください。

10月20日（土）
9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
9月18日、10月2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

 ●宇宙劇場（プラネタリウム） 
　 「かいけつゾロリ　うちゅうの勇者たち」 

10月1日（月）～31年3月20日（水）  
平日14時45分から・土日祝11時15分
/16時から　 各回270人（当日先着）　

4歳～中学生300円、大人600円
 ●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5回 

10月6日（土）15時30分～16時
30分　 栗田 敬さん

小・中学生・250人（抽選）
9月22日までに か往復はがきで

 ●星空観察会 
　 「10月の星空をみよう!月をみよう!」 

10月20日（土）19時30分～20時40分
中学生以下は保護者同伴・150人（抽選）  
10月6日までに か往復はがきで
  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

 ●親子野球教室 
　元プロ野球選手大石滋

し げ

昭
あ き

さんの指
導による野球教室。

9月23日（祝）11時～13時
幼児から小学校低学年まで・20組

 （先着） 2,000円　
9月11日から

 ●ゆずっこ歌自慢 
　 ～ゆずの歌を歌おう!～ 
　磯子区出身のミュージシャン「ゆず」
の歌を歌いましょう。お一人でも参加
できます。

9月30日（日）13時～16時
15組（先着） 9月11日から

 ●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。

10月13日（土）10時30分～11時30分
20人（先着）
500円（お茶・お菓子付）
9月11日から

磯子区社会福祉協議会

磯子3-1-41 磯子センター5階
751-0739　 751-8608

 ●精神保健福祉ボランティア入門講座（全３回） 
 　～こころのサポーターになりませんか?～ 
　精神障害の人々の生活を知り、同
じ地域に暮らす仲間としてサポーター
になるための入門講座です。

10月16日（火）～11月21日（水）の
間で３回（内１回は１日実習あり）

磯子センター4階多目的研修室
全3回参加できる人・30人（先着） 
500円(資料代など) 
9月11日から

 ●磯子区社協フードドライブ 
 　食品の寄付をお願いします！ 
　困窮のため食事に不自由している人
や「子ども食堂」などの市民活動への
支援に活用します。米、レトルト食品、
缶詰、乾物などの食品で、賞味期限が2
か月以上先のものをお持ちください。
 【受付日時】平日・土曜 9時～21時
　　　　　日・祝 9時～17時
※磯子まつり（区役所１階生活支援課ブー
ス）でも食品の寄付を受け付けます。

展示企画
■「幕末～明治の横浜・磯子」
　明治150年を記念し、開国開港
期の横浜の錦絵や絵図、地図のパ
ネルを展示します。

9月20日（木）～10月8日（祝）

講習
■学校図書館・本の修理講座
　①初級編②中級編

①10月16日・23日の火曜10時
～12時②11月6日・13日の火曜
10時～12時　 基本的に2回連
続で参加できる人で、①原則区内の
学校などで図書に関わるボランティ
ア活動をしている人、②今回の①ま
たは昨年の本の修理講座「初級編」
を受講した人、初級20人・中級15人

（先着）　 「本の修理・いそご」の
皆さん　 9月12日から

読書会
■～磯子図書館ブックサロン～
　読書会
　テキストは各自ご用意のうえ読
み終えて、ご参加ください。

<テキスト>『下山の思想』/
五木 寛之/著（幻冬舎新書）

9月21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
■ ぬいぐるみといっしょのおはなし会 & 

ぬいぐるみのとしょかんおとまり会
11月23 日（祝）①11時から

（一人でおはなしを聞ける子ども）
②14時から（小学生）　 11月24日

（土）10 時～15 時までの間にぬいぐ
るみをお迎えに来られる人、市内に
在住・在学の人・各回15組（先着）

9月26日から
■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。

9月12日・26日、10月10日の水
曜15時30分から

一人でおはなしを聞ける子ども
■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。

9月13日（木）11時から
2・3歳児と保護者・15組（当日先着）

磯子図書館だより 磯子図書館
753-2864  750-2528休館日  9月18日（火）、10月9日（火） 

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!

ネコの看
み

取
と

りガイド
服部 幸／監修
エクスナレッジ／刊

猫は人間の数倍の速さで歳を重ねていきます。
本書は、終末期を迎えた猫の食事や排せつ、睡眠
などの日常のお世話から、病気と対処法、亡くなる
前後にしてあげられることをイラストと共に解説しています。飼い
主と猫が、悔いなく充実した日々を過ごすために参考になる本です。
ぺットロスの癒やし方についても解説しています。
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