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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 10月号

区の人口
166,638人

区のデータ
2018年 9月1日現在

区の世帯数
76,431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. 252

子どもを
守る・支える
いそご

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） 10月の区役所土曜開庁日：13日・27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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750-2525
750-2540

この特集に関する問合せ
こども家庭支援課
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磯子区では、子育てのイライラがほのぼのに変わる
「子育て・しつけのヒント」
〜ほのぼの魔法をやってみよう〜を作成しています。
年齢によって子育ての悩みも関わり方も
さまざまですが、ぜひ参考にしてみてください。

この冊子は区内の子育て支援の場などで
手にすることができます！

赤ちゃん教室は、初めての子育てをする保護者を対象
に、区内10会場で実施しています。赤ちゃんの発達の
ことや、離乳食、遊び方などの子育てについて、区の
保健師に相談できます。

地域の子育てひろばでも、
気軽に子育ての相談ができます。

お電話や来所で
ご相談に応じています 出生を祝う事業

（磯子区オリジナル
 アルバム贈呈）

生後4か月までの赤ちゃんがいる
家庭に、こんにちは赤ちゃん訪問
員がご自宅にお伺いする「こんに
ちは赤ちゃん訪問」では、子育て
の情報のほかに、磯子区オリジナ
ルアルバムなどのお祝いの品を
お届けしています。

子どものことで心配なこと、不安なこ
と、誰かに聞いてほしいと思っている
こと、まずは話してみませんか？ 妊娠
期から乳幼児期、学童期、思春期まで
のご相談を教育相談員、学校カウンセ
ラー、保育士、保健師がお受けします。

就学前の子どもと保護者が利用できる施設は、地域
子育て支援拠点いそピヨをはじめ区内にたくさんあり
ます。詳しくはこども家庭支援課までお問い合わせく
ださい。

【区内の子育て支援施設】
● 地域子育て支援拠点いそピヨ
● 親と子のつどいの広場 5か所
● 子育て支援者による子育て相談8か所

コミュニケーション能力の
土台をつくる
大切な時期です。

やりたいことが増え、
いろいろなものに
興味を持つ時期です。

赤ちゃんの行動の多くは、成長するために必要な意味のある行動です。
危険のないように、周囲の環境を整えてあげましょう。

無理強いせず、興味をひく提案をして誘導しましょう。
伝えたいことは単語〜2語文で伝えます。ほめてあげることも大切です。

提供：福井大学　友田明美教授

　脳画像の研究により、子ども時代につらい体験をした人は、
脳にさまざまな変化を生じていることが報告されています。
　親は「愛の鞭

むち

」のつもりだったとしても、子どもに目に見え
ない大きなダメージを与えているかも知れないのです。

南部児童相談所
831‐4735
833-9828

●受付時間 平日8時45分〜17時磯子区オリジナルアルバム

子どもを
守る・支える
いそご

虐待 についての
相談・通告
区役所のほかに、以下の連絡先があります。

「自分自身が虐待をしてしまいそう」
などと不安なとき、
一人で悩まずご相談ください。

0歳児

未就学児

子育て中の人へ
子育てのストレスを抱えていませんか

あれ、大丈夫かな？
　　 と思ったら

　虐待は、子育てをしている保護者が、大変な思
いや困難を抱える中で、起きてしまうこともありま
す。皆さんからの連絡で、つらい思いを抱える保護
者や子どもを救うことができるかもしれません。
少しでも「おかしいな」「心配だな」と思った
ら、ためらわずに連絡をしてください。

見逃さないで！「たすけてサイン」

たたかない、どならない育児を

子ども

保護者

0歳児

周りを意識するようになり、
社会性が育つ時期です。

自分を信じて、
いろいろなことに
チャレンジする時期です。

良いことと悪いことを、子どもがイメージしやすい言葉で
わかりやすく伝えていきましょう

困っていたり、うまくいかなかったりするようなら、理由を聞いて手助けしましょう。
できた・できなかったという結果だけにとらわれず、取り組む姿勢をほめましょう。

ほのぼの魔法の
一例をご紹介します

区では、月に１回、子育て中のイライラや
葛藤を抱えた母親同士の集まりを実施
しています。参加を希望される人はお問
い合わせください。

こども家庭支援課（区役所）
750‐2525
750-2540

●受付時間 平日8時45分〜17時

子ども
家庭支援
相談

体罰・暴言は子どもの脳の発達に
深刻な影響を及ぼします。

● 子どもにしつけと
   称して厳しくあたる
● いつもイライラしていて子どもにあたる
● 子どものけがに不自然な説明をする
● 子どもを家に置いたまま外出する
● 子どもの目の前で配偶者などに暴力・暴言

いつもイライラしていて子どもにあたる

● 怒鳴り声や泣き声が頻繁に聞こえる
● 衣服や髪、手足などがいつも不潔
● 不自然な傷やあざがある
● 家に帰りたがらない
● いつもお腹をすかせている

相談・通告
について
　児童虐待の通告は
全ての国民に課せられ
た義務です（児童福祉法第２５条）
 「虐待かな？」と思ったら、疑いで
あっても相談・通告をしてください。
保護者がしつけと思っていても、子ど
もの健やかな成長を阻害するような
暴力や暴言は虐待にあたります。
　通告・相談は匿名で行うこともで
きます。

よこはま
子ども虐待ホットライン

0120‐805‐240
● 24時間365日受け付けています

はまっこ 24じかんフリーダイヤル

こども家庭支援課（区役所）
●受付時間 平日8時45分〜17時 750‐2525

赤ちゃん教室（JA杉田支店会場）

親と子のつどいの広場（夢ひろば）

子育てをひとりで
抱えこまないで

「日頃の悩みを話す」
そんな時間も

大切です。
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かがやきクラブ磯
子 編 集 委 員 が 中
心となって制作する

「いそろく」。各ク
ラブの活動も掲載
されています。

かがやきクラブ磯子の
主な年間
イベント

※予定は変更となる場合があります。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

● グラウンド・ゴルフ
     本大会

この特集に関する問合せ：高齢・障害支援課 750-2491  750-2540

「かがやきクラブ磯子」は
磯子区内の各地域の皆さんが加入している老人クラブの
連合会です。
そもそも「老人クラブってなんだろう…」「どんな活動をし
ているのかな…」皆さんの疑問にお答えします。

一手一手真剣に…熱戦が繰りひろげられます。

杉田劇場ホールにて

教えて！会員さん

書道・絵画・手芸品など、
力作ぞろいで見ごたえがあります。

季節の移ろいを感じながら楽しくウォーキング！今年度は11月15日（木）に氷取
沢方面で実施予定です。

女性委員会主催の手芸教室。ふくろうの
キーカバーづくりに挑戦しました。

参加者数最多の
一大イベント

うちの倶楽部は、皆さん思い思いの活動を楽
しんでいます。第1・3土曜日に開催の「土曜談

話室」は、もう20年も続いています。 
毎回40人くらい参加して、サイフォ
ンで入れたコーヒーを片手にお

しゃべりを中心にカラオケもしています。また第2・4土曜
日は近隣を散策する「歩こう会」、ほかに踊りやコーラス、
グラウンド・ゴルフも盛んです。演芸大会で「江戸芸かっぽ
れ」を披露したり、シニア大学には4年前から参加してい
て、年中忙しく楽しく充実しています。

もともとペタンクをやりたくて、大
会にも出られると聞いて光友クラ
ブに入りました。いそしんできたか
いもあって、今では横浜市の大会に
出場できるほどになりました。また

グラウンド・ゴルフも
やっていて、11月に富山で開催される

全国健康福祉祭「ねんりんピック」に
出場します（克郎さん）。老人クラブは、前向きで若々しい人ばかり。い

ろいろな人と触れ合える喜びがあります。やってみると楽しいし、張
り合いも出ます。入る前から余計な心配はいりません。みんなで

何かやりたい、その気持ちが友だちの輪を広げます。

お隣りさんからお誘いがあ
り入会しました。うちのクラ
ブでは年2回の「輪投げ大
会」、それと年3回の「お誕生
会」が恒例になっています。
このほかにもおしゃべり、
カラオケ、麻雀といった友愛活動も行なっています。また
80歳の人から始まって100歳までの人を対象にして、5
年ごとにお祝い金をお贈りしています。長生きしていた
だくとともに、楽しみが待っているのはうれしいですよ
ね。今はクラブの会長として、いろいろな行事を通して皆
さんとつながることが楽しいです。

廣瀬ひとみさん
大谷さくら倶楽部

増田和子さん
森が丘第四寿壮会水越克郎さん

　　秀子さん
洋光台光友クラブ

会長をしながら
日々、充実しています

秋の本大会に向けて春から各地区の予選会を
開催しています。

日本で考案された「グラウンド・ゴルフ」

グラウンド・ゴルフ

手芸教室

文化作品展

自慢の歌声を披露
します

2本のポール（ストック）を使って全身
の筋肉を刺激しながら歩きます。体力
づくり、スタミナアップ、減量に効果的!

カラオケ大会

毎回満員御礼で大好評の出前寄席

出前寄席

演芸大会 スポーツ

男性会員に大人気の囲碁・将棋
各クラブから精鋭が集います

囲碁将棋大会

文化活動

地域で趣味やスポーツ、地域貢献を通して仲間をつく
り、生きがいや健康づくりをしている団体です。

老人クラブって？Q1

区内各地区で全65クラブ、5，000人以上が活動して
います。市全体では11万人もいるんですよ。

どれくらいの人が活動しているの？Q2

おおむね60歳から加入できます。

何歳から入れるの？Q3

女性が増えてきて、全体の約3分の2を女性が占めて
います。

男女の割合は？Q4

各クラブにより異なりますが月100～200円程度
です。

会費は？Q5

かがやきクラブ磯子のイベントを見にいらしてくださ
い！１１月９日（金）に演芸大会（詳しくは、13 ページ）
がありますよ！
また事務局にご連絡いただければ身近にあるクラブ
をご紹介します。

参加するのに勇気がいるのだけど・・・Q6

ある地域とない地域があります。まずは事務局へお問
い合わせください。

老人クラブは磯子区内のすべての地域にあるの？Q7

ダンスやコーラス、
楽器演奏など
約50組が競演します。

● 「いそろく」発行

　   文化作品展 ●

● 囲碁将棋大会　

● 健康づくりサポート
  （全6回）

● 「いそろく」発行
● カラオケ大会囲碁将棋大会 ● 

● グラウンド・ゴルフ
     レディス大会

● ペタンク大会
● ノルディック
     ウォーキング

● 手芸教室● 総会

● 横浜シニア大学開講

春の演芸大会
● 出前寄席 ● 秋の演芸大会

● 友愛活動員全体研修会
● 

● 閉講（全13回）

若い女性も
ぜひ
ご一緒に！

男性の参加も
待ってますよ！

演芸大会で踊ってシニア大学で
学んで。忙しくて楽しい毎日

ペタンクやグラウンド・ゴルフに
夫婦でハマっています

ペタンク
フランス発祥の球技ペタンク
少しのスペースで気軽にプレーでき
ることから人気が高まっています。

かがやきクラブ磯子では、一年を通して
さまざまなイベントを実施しています。

各クラブの団結力が発揮される大会も多く、
他クラブとの交流も盛んです。

ノルディックウォーキング

752-3452
9時〜16時（土・日・祝を除く）

かがやきクラブ磯子事務局
（磯子区老人クラブ連合会事務局）

演芸大会や
カラオケ大会で
名物司会者として大活躍の
関口恵三さん（中原睦和会）

お気軽に
お問い合わせください！

グラウンド・ゴルフは
レディス大会も
ありますよ！

グラウンド・ゴルフはグラウンド・ゴルフは

私も司会者として
盛り上げます！

応援団の熱い声援を
受けて「小島通いの
郵便船」を熱唱中！

私も司会者として私も司会者として
盛り上げます！盛り上げます！
私も司会者として私も司会者として
盛り上げます！盛り上げます！

フラ「ハワイアン・
ウエディングソング」ウエディングソング」ウエディングソング」

レクダンス
「毬

まり

と殿様」
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■ 症状・潜伏期間
【症　　状】
下痢・おう吐・発熱

【潜伏期間】
24～48時間
■ 感染ルート
● 汚染されたカキなどの2枚貝を

生または十分加熱せずに喫食
● 感染した調理者が調理した料

理を喫食
※ 感染していてもおう吐や下痢を発症しない場合があります（不顕性感染）。
　症状が無くても調理を行う前はしっかりと手洗いを行いましょう。

● 感染者のおう吐物を処理する際や、ドアノブ
などを介して手指にウイルスが付着し、それ
が口に入る

■ 予防のポイント
調理の前やトイレの後は石けんを使い、
しっかりと手洗いをしましょう。
加熱調理の際は、しっかりと火を通しましょう。

（中心温度85～90℃、90秒以上）
調理器具は洗剤で洗浄後、熱湯または塩素系
漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）で消毒しましょう。

■おう吐物の処理
マスク、手袋を着用し、塩素系漂白剤を使用して消毒しましょう。
■ 餅つき大会での感染を防ぐために
　お餅つきは素手で触れる工程が多く含まれています。手指からの感染を防ぐ
ため、次の点に注意しましょう。
● 下痢やおう吐などの胃腸炎症状がある人は、従事するのをやめましょう
● 従事者は、しっかり手洗いを行い、使い捨て手袋を使用しましょう
● 提供したお餅は、持ち帰らずにその場で食べてもらいましょう

　冬場（11月～3月）に増えるノロウイルスによる
食中毒や感染症。予防のポイントをおさえて、これ
からの季節に備えましょう！

食品衛生係　 750-2451　 750-2548

感染していてもおう吐や下痢を発症しない場合があります（不顕性感染）。
　症状が無くても調理を行う前はしっかりと手洗いを行いましょう。

加熱調理の際は、しっかりと火を通しましょう。

大麻の不正栽培は大麻取締法で禁止されています。 
不正所持・提供は犯罪です。

違法薬物は、
買わない、使わない、かかわらない！

ノロウイルスによる
食中毒・感染症を防ごう

マスク、手袋を着用し、塩素系漂白剤を使用して消毒しましょう。

■ 症状・潜伏期間
からの季節に備えましょう！

　31年４月１日から市内保育所等（認可保育所・認定こども園・小規
模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業（地域枠））の利用を
希望する人向けの利用申請を10月12日（金）から受け付けます。
　利用申請（新規・転園）は、必要書類をそろえ、郵送でご提出くだ
さい。

郵送申請締切：11月９日（金）（当日消印有効）
保育所等利用案内と一緒に配布する封筒をご利用ください。

※なお、窓口申請については、障害児保育
申請・市外保育所等申請のみ対象となり
ます。11月12日（月）～16日（金）に区役所
５階２番窓口にて受け付けします。

【保育所等利用案内・申請書】
　10月12日（金）から区役所１階、
５階２番窓口、区内保育所等で配布します。
※「就業（予定）証明書」の様式のみ、10月1日（月）から区役所窓口
で配布。（全ての様式は市こども青少年局ホームページ「はぴねす
ぽっと」からもダウンロード可能）
障害児等保育事前相談について
　障害がある子ども、発達に心配がある子どもの保育所等の利用
申請を希望する場合は、 750-2475へご連絡の上、10月12日

（金）・15日（月）・16日（火）に、こども家庭支援課で必ずご相談くださ
い。

保育所等利用申請の
ご案内

はぴねすぽっと

こども家庭支援課　 750-2435　 750-2540　

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534　

※幼稚園の利用を希望する人は、各施設へ直接お問い合わせください。

保育所等利用案内と一緒に配布する封筒をご利用ください。

５階２番窓口、区内保育所等で配布します。

31年度

手洗い

加  熱

消  毒

平成30年厚生労働省
 薬物乱用対策推進会議資料より

平成29年の薬物乱用による検挙者（全国）

違法薬物は、ダメゼッタイ

　平成29年に薬物乱用により検挙さ
れた人は14,019人でした。うち大麻
による検挙人数は、3,218人と4年連
続して増加し、過去最多となっていま
す。さらにその中で、未成年と20歳代
の若者の大麻での検挙人数も、1,519
人と４年連続で増加しています。

若年層の大麻の乱用が増えています

　ハッパ、クサ、チョコ、野菜などという隠語で呼ばれる
こともある大麻については、「体への悪影響がない」「依
存性がない」などの誤った情報も流れています。しかし、
大麻は脳に影響を与える違法な薬物です。乱用すると
記憶や学習能力が低下し、知覚が変化します。そのまま
乱用を続けると、大麻精神病などが引き起こされて社会
生活に適応できなくなってしまうこともあります。

大麻について正しい認識をもちましょう

食品衛生係　 750-2451　 750-2548　

麻薬・
向精神薬
505人

（3.60％）
覚醒剤

10,284 人
（73.36％）

あへん
12人

（0.09％）

大麻
3,218人

（22.95％）

商店街朝市

３Ｒマーケット&リユース家具市

　区内商店街が、自慢の逸品を販売します。オ
リジナル缶バッジのプレゼントもあります。皆さ
んぜひご来場ください。

９時～12時　 区役所前藤棚下
地域振興係　 ７５０-２３９１　 ７５０-２５３４

　悪質商法からの身の守り方や、食品、エコについてなど毎日の
暮らしに役立つヒントを教えている磯子区消費生活推進員が、パ
ネル展示・実演会・クイズラリー・地元野菜の販売などを行うイ
ベントです！　
先着220名に苗木の無料配布もあります。

10時～14時　 区役所１階　区民ホール
地域振興係　 ７５０-２３９７　 ７５０-２５３４

得トク生活フェスタ

11月3日（祝）は
3つのイベント同時開催！

　使わなくなったものをごみに出すのはもったいない！ 
３Ｒマーケット・リユース家具市でリユース（再利用）を
実践しましょう！

【３Ｒマーケット】
10時～14時
区総合庁舎前駐車場

【リユース家具市（無料・公開抽選）】
展示：10時30分～12時　抽選：12時から
区役所１階　区民ホール ヨコハマ3

　スリム　
R夢！

マスコット イーオ

へら星人
ミーオ

※屋外で開催する商店街朝市、３Rマーケットは、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）。当日の開催可
否については、当日午前8時以降に横浜市コールセンターにお問
い合わせください。

横浜市コールセンター　 664－２525

【リユース家具市（無料・公開抽選）】

平成29年ノロウイルス食中毒発生件数（全国）
出典：厚生労働省食中毒統計資料
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災害時要援護者について（第1回）
～近年の災害に学ぶ「共助」の取組みの重要性～

今月のテーマ

　下のグラフのとおり、東日本大震災におい
ては、高齢の人が多く被害に遭われました。
　また、障害者の死亡率は被災住民全体の
死亡率に比べ、約２倍にもなったということ
も、さまざまな調査から分かっています。
　このほか、東日本大震災による負傷の悪
化などにより亡くなった「災害関連死」につい
ては、66歳以上が全体の約88％（平成29年
9月末現在）を占めています。

　要援護者の人も、災害時にはまず自分の身を守るための「自助」の取組みが重
要です。日頃から、障害などに応じた非常用持ち出し品の準備や、避難しやすい
経路の確認などをしておきましょう。
　さらに、いざというとき適切に避難するためには、地域における共助の取組みが
とても重要です。東日本大震災や近年の豪雨などの大きな災害の中でも共助の
取組みにより、被害を大幅に軽減できた地域の事例が報告・報道されています。
　災害時に地域で助け合うには、普段から声をかけあう「顔の見える」関係づく
りや支援が必要な人の情報の把握、防災訓練の実施などの取組みが大切です。

  「災害時要援護者(以下、「要援護者」という。)」という言葉を聞いたことがありますか？
要援護者とは、高齢者、障害児・者、乳幼児、妊産婦、外国人のように、地震などの災害が
起きたときに必要な情報の収集や自力での避難が困難な人をいいます。
今月から３回にわたって、要援護者の支援について連載します。

連載
6

今日からはじめる防災のヒント

東日本大震災における
要援護者の被害

日頃からの「共助」の
取組みが、災害時に力を発揮！

ヒント
1

ヒント
2

出典・参考：内閣府「平成30年度版高齢
社会白書」・ 内閣府「災害時要援護者の
避難支援に関する検討会報告書」

※ 岩手県、宮城県、福島県の 3 県で収
容された死亡者のうち、年齢が判明
している人

東日本大震災における
死者数※の割合

できることからコツコツと。
まずは地域で話し合って

みましょう！

日頃からの関係づくり 要援護者の情報を把握

60歳以上
66.1%

60歳未満
33.9%

　薬は病気やけがを治すのに役立つものですが、正しく使わなければ副作用に
より健康を損なうこともあります。使用期間・用法・用量・保管方法などを守り、
使用上の注意を十分に理解して正しく使いましょう。

かかりつけ薬剤師・薬局を持ちましょう
● 薬局では患者さんごとの薬歴を把握しているので、複数の医療機関の

処方薬や市販薬の重複や飲み合わせを確認できます。
● 薬剤師・薬局は地域の医療・介護と連携して在宅医療のサポートをして

います。

お薬手帳は大切です（処方箋・市販薬などの記録です）
● 災害時、かかりつけではない医療機関を受診する際にも役立ちます。
● スマートフォン用のお薬手帳も便利です。

知っておきたい薬の使いかた
● 用法・用量を確認しましたか？
● 薬の副作用を確認しましたか？
● 薬の飲み合わせを確認しましたか？
● 他人の薬を使ってはいけないことを知っていますか？
● 個人輸入の危険性を知っていますか？
※インターネットなどで海外から購入する薬は、日本では有効性や安全性の確認がとれて

いないものや、品質確認が行われていないもの、偽造されたものの可能性があります。

　　薬を使う前に医師や薬剤師などの専門家に相談しましょう。

10月17日からの1週間は
 「薬と健康の週間」です。

食品衛生係　 750-2451　 750-2548

 「薬と健康の週間」

　　薬を使う前に医師や薬剤師などの専門家に相談しましょう。

■ 期間 11月９日（金）～15日（木）
住宅火災を防ぐために～４つの用心～

　この運動は、火災が発生しやすい時季に、火災予防の意識を高めて火災の
発生を防止し、火災による被害を防ぐことを目的として行うものです。

　

火の用心！ 平成30年  秋の火災予防運動がはじまります

全
国
統
一
防
火
標
語

消防団員募集
　消防団は本来の仕事や学業、家事を
しながら、災害時や地域防災のために
活動する非常勤特別職の地方公務員で
す。地域の暮らしを守る大切な活動をし
ている消防団ですが、近年消防団員数
は減少傾向にあり、新たな担い手を求
めています！
　区内に在住・在勤・在学している、満
18歳以上の人なら、男性でも女性でも
入団できます。
興味のある人は
ぜひお問い合わ
せください。

消防操法技術訓練会の様子

こんろ火災に注意しましょう
　こんろの周りを整理整頓し、調理
中は絶対にその場を離れないように
しましょう。また、調理油過熱防止装
置などの安心センサーのあるガスコ
ンロ（Sｉセンサーコンロ）への交換も
検討してください。

放火されない環境づくりをしましょう
　家の周囲に燃えや
すいものを置かない
ようにし、ごみは決
められた収集日に出
しましょう。

製品火災の発生防止に努めましょう
　電気ストーブなど火災の発火源と
なることが多い製品は、適切な方法
で使用し、周囲の整理整頓をするな
ど維持管理に努めましょう。

※詳しくは磯子消防署
　までお問い合わせください。

住宅用火災報知器を設置しましょう
　取付けをすることが
困難な高齢者や障害者
世帯を対象とした※取付
け支援もしています。

磯子消防署　  753-0119

がはじまります火の用心！
　この運動は、火災が発生しやすい時季に、火災予防の意識を高めて火災の
発生を防止し、火災による被害を防ぐことを目的として行うものです。

　取付けをすることが
困難な高齢者や障害者

取付

★11月号の防災コラムは、災害時要援護者支援に関する共助の取組みについて詳しく紹介します！　 事業企画担当　 750-2441　 750-2547

約３分の２が
60歳以上
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お知らせ

区民ホール

 ●区内幼稚園・保育施設紹介パネル展 
10月15日（月）～25日（木）
洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

 ●こすもすショップ 
10月17日（水）・18日（木）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

 ●若者自立就労支援×石巻進化躍進応援 
 　 うんめぇもん市 

11月1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

 ●国民年金パネル展 
11月5日（月）～11日（日）
国民年金係
750-2422　 750-2544

区民ホールギャラリー

10月17日（水）～22日（月）
書・工作・ちぎり絵・絵手紙
10月24日（水）～29日（月）ちぎり絵
10月31日（水）～11月5日（月）絵画
11月7日（水）～12日（月）絵手紙

活動支援係
750-2393　 750-2534

磯子公会堂 10月休館日

10月22日（月）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

スポーツ

第36回磯子区男子団体戦
卓球大会

　男子団体戦（シングル×4、ダブル
ス×1:1チーム4～6人）

11月17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）
10月11日から

磯子区卓球協会 安斉
090-3502-3062　 751-2926

子育て

区内保育施設合同育児講座
「いそっこ あつまれ!!」

　ミニ保育室でおもちゃで遊んだり、
わんぱく広場で遊具を使って体を動
かしたり、保育園の雰囲気を味わいま
しょう。

10月23日（火）9時30分～12時
30分（9時15分受付開始）

区役所7階会議室
区内在住の未就学児と保護者
洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

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。

11月6日（火）10時～11時
子育て支援拠点「いそピヨ」

 （森1-7-10 トワイシア横濱磯子2階）
0歳～未就学児の保護者
健康づくり係
750-2446　 750-2547

離乳食教室

　離乳食の進め方(お話と調理実演、
試食)です。

11月30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)
11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
10月11日から各保育園へ

滝頭保育園
751-7879　 751-7889

 10月17日（水）
　　「誕生日会（10月生まれ）」
　　  10月18日（木）「運動会ごっこ」

10
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

胃がん検診 11月8日（木）　 洋光台第四小学校コミュニティハウス　 10月11日~29日までに
11月12日（月）　 汐見台会館　 10月12日~11月1日までに

 【共通】※検診時間は予約時にお知らせ　 40歳以上・40人（先着）　 胃部X線検査1,570円　
神奈川県結核予防会

251-2363

肺がん検診 11月14日（水）※検診時間は予約時にお知らせ　 40歳以上・50人（先着）
胸部X線検査680円　 10月11日~11月7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）

11月2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 10月19日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、11月2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 10月26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 10月17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

10月19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15日（月）、11月5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 10月16日・23日、11月6日・13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です。

ひきこもり専門相談 10月16日（火）、11月5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

検
診
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１０月15日～
３１年2月28日の間、区総合庁舎駐車場が利用できません
　区総合庁舎駐車場が利用できない間、区役所隣の浜田ビル駐車場を
ご利用ください。（閉鎖期間は工事の関係で前後する可能性があります。）
＜浜田ビル駐車場の利用方法＞
①入庫時に入口ゲートで入庫券を受け取ってください。
② 区役所・公会堂・図書館窓口で入庫券を提示してください。既定の減免時

間相当の無料券をお渡しします。
③浜田ビル内にある精算機で無料券を挿入し、精算のうえ、出庫します。
＜注意事項＞
● 浜田ビル駐車場の駐車料金は、
最初の１時間400円。以降、30
分ごとに200円加算となってい
ます。（上限はありません。）

● 減免時間を超える分の駐車料金
をご負担ください。

● 区総合庁舎駐車場の地上駐車場 
の一部を障害者用駐車スペース
としてご用意しています。

予算調整係
750-2313  750-2530

JR 磯子駅

磯子区
総合庁舎

産業道路
障害者用駐車スペース

入庫国道16号
浜田
ビル

駐車場
出
庫

30年分年末調整等説明会
　年末調整の仕方及び法定調
書・給与支払報告書の作成と提
出方法などについて説明します。

11月5日（月）13時30分～
16時（13時受付開始）

磯子公会堂

消費税軽減税率制度説明会
　磯子区と横浜南税務署では、事業者
を対象として、消費税の軽減税率制度に
関する説明会を開催します。

10月23日（火）・24日（水）
14時～15時30分 （13時30分受付開始）

横浜南税務署 5階大会議室

横浜南税務署からのお知らせ 横浜南税務署　 789-3731

 11月9日（金）「手作りおやつ」
 原則：毎週水曜10時～12時

東滝頭保育園
753-2201　 753-2247

 11月6日（火）
　　「秋の自然と遊ぼう」

 10月24日（水）
　　「ベビーマッサージを体験しよう」
　　  11月13日（火）
　　「かんたん&おいしい離乳食作り」

 原則：毎週火・木曜10時～12時

洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

 11月7日（水）
　　「誕生日会（11月生まれ）」
　　  11月8日（木）
　　「0・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

杉田保育園
774-9823　 774-9824

 10月24日（水）
　　「誕生日会（10月生まれ）」

 原則：毎週木曜 10時～11時30分

講座・
イベント

金沢工場３
ス

Ｒ
リ

夢
ム

！フェスタ2018
～３Ｒ夢を知らなきゃ、もったいない！～

　生ごみ焼却実験などのサイエンス
教室、工場内バスツアー、クイズラ
リー、収集車への体験乗車、リユース
家具市民提供など、３Rや焼却工場の
仕組みを学べる楽しいイベント盛り
だくさん♪

10月14日（日）10時～15時
資源循環局金沢工場

 （金沢区幸浦2-7-1）
784-9711　 784-9714
  資源循環局金沢工場 　

1day 体験サロン

①楽しく気軽にはじめてのフラダンス
　基本から丁寧に学べます。

11月4日（日）13時～14時30分
女性・20人※子ども連れ可（先着）
500円　

②「ハワイアンキルト クリスマスタペ
ストリーをつくろう!」
　キルトの基礎が学べます。

11月10日（土）13時～15時30分

中学生以上・10人（先着） 600円
③「絵ことば」で和む
　絵と文字を一つに組み合わせた
「絵ことば」をつくります。

11月11日（日）
13時30分～16時30分　 高校生
以上・12人（先着） 1,500円（画
材を借りる人はプラス500円）
④「英語ってこんなに面白い!」
　英語で道を尋ねられたときの答え
方やことわざなども学びます。

11月17日（土）10時～12時
15人（先着） 200円

⑤「さあ！ 身体を動かそう!!」
　簡単ストレッチ、手・指体操、ラジ
オ体操を楽しく行います。

11月18日（日）10時～11時
成人（男性歓迎）・10人（先着）
200円（保険代込み）

 【共通】 いそご区民活動支援センター
10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

第28回いそご芸術文化祭

●【茶道部】茶会
11月4日（日）

10時～15時（9時30分受付開始）
久良岐能舞台　 140人（先着）
2,500円　 10月11日から

文化協会茶道部 中山
080-3178-5986

●【手工芸部】手芸の体験教室
①ドライフラワー「シクラメンの花」
②布細工「ウェットポーチ」
③編み物「ツートンカラーのがま口」
④編み物「変わり編みのマフラー」
⑤編み物「ミニトート」

11月26日（月）①②③9時30分～
12時30分④9時30分～12時30分、
13時～16時⑤13時～16時

横浜市社会教育コーナー　
①5人②～⑤10人（各先着）
①2,000円②1,000円③800円

④3,000円⑤2,000円
10月11日から各講師に

①石月　 774-4678
②島崎　 758-7900
③武井　 751-4214
④古賀　 755-1011
⑤栗山　 046-836-1884※17時以降

第21回かがやきクラブ 
磯子演芸大会

　区内の老人クラブ会員約50組が
踊りや詩吟、コーラス、楽器演奏など

を披露します。
11月9日（金）10時～15時
磯子公会堂
かがやきクラブ磯子（磯子区老人

クラブ連合会） 752-3452

読書活動推進イベント 
阿刀田 高さん  読書講演会 

　読書の楽しさ、読書によって学ぶこ
とのおもしろさを伝えます。

12月8日（土）
13時30分～15時（13時開場）

阿刀田 高さん　 磯子公会堂
500人（先着） 
10月22日から必要事項、参加者数

 （5人まで）参加者氏名を記入の上、
または往復はがきで

活動支援係
750-2393　 750-2534
is-dokusho@city.yokohama.jp

第17回“いそごふるさと寄席”

31年1月26日（土）
14時30分～18時（14時開場）

区民文化センター杉田劇場
300人（先着） 3,800円
10月11日から区役所1階売店・杉

田劇場・花だより（杉田1-17-1 プラ
ラ杉田1階）にてチケット発売

いそごふるさと寄席 実行委員会
771-2906

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：10月15日

 ●ねぎしフェスタ 
　近隣小・中学校の合唱や、コンサー
ト、サークルの展示・発表、模擬店など。

10月13日（土）・14日（日）
10時～16時

 ●着付にチャレンジ（全6回） 
　特別な道具を使わず昔ながらの手
結びに挑戦!

10月27日、11月17日・24日、12
月1日・8日・15日の土曜
14時30分～16時30分

10人（先着） 3,000円
着物・長じゅばん・名古屋帯・帯揚

げ・帯締め・着付小物　
10月12日から

 ●ハーバリウム作り（全2回） 
　秋バージョンとクリスマスバージョ
ンに挑戦です!

11月1日・15日の木曜10時～12時
10人（先着）　 4,000円　 はさみ
10月12日から

 ●横浜マイスターから学ぶ 
    ミートローフ作り 
　家庭でもできるミートローフを作り
ます。

11月7日（水）10時～13時
20人（先着）
1,000円　 エプロン・三角巾
10月12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：10月22日

磯子地区センター・・・・・・・・・・・
 ●磯子センターふれあいフェスティバル 
　利用団体の活動の発表や、体験
コーナーや模擬店も。

10月20日（土）10時～16時・
21日（日）10時～15時

一部有料（模擬店）
 ●懐石料理でおもてなし 
　家庭で作れる懐石料理を学んで、
いつもと違うおもてなし。

11月15日（木）10時～13時
12人（抽選）  1,000円　
10月20日までに または往

復はがきで
 ●木の実で作るクリスマスリース 

11月20日（火）13時～16時
20人（抽選） 1,200円　
10月20日までに または往

復はがきで
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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。

 ●クリスマスの多肉植物の寄せ植 
　かわいい多肉植物を使った作品を
作ります。

11月24日(土) 10時～12時
小学生・10人（抽選）
500円　 10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 ・・・・・・
 ●いきいき健康エクササイズ（全26回） 
　介護を必要としない体づくりにチャ
レンジ。

11月5日（月）～31年1月29日（火）
の間で26回10時～11時30分

60歳以上・15人（抽選）
10月20日までに または往

復はがきで
 ●初級者写真講座（全4回） 

11月7日～28日の毎週水曜
10時～12時

60歳以上の一眼レフカメラかミ
ラーレス一眼カメラをお持ちの人・15
人（抽選） 2,000円　

10月20日までに または往
復はがきで
 ●60歳からの男の料理教室（全3回） 
　料理の基本をマスターして自分で手
軽でおいしい料理を作ってみましょう!

11月14日（水）、12月12日（水）、
31年1月18日（金）10時～13時

60歳以上の男性・12人（抽選）
2,000円　 10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：10月18日

 ●幼児と保護者のわくわくタイム 
10月20日（土）

10時30分～11時20分
幼児と保護者・30人（当日先着）

  ●親子料理教室 
　簡単にできる栄養バランスのいい
料理。

10月27日（土）10時～12時
小学生と保護者・6組（先着）
1,500円　 10月11日から

 ●ヨガと食を通して 
 　健康づくり（全2回） 

11月9日、12月7日の金曜19時～
20時30分　 15人（先着）

1,000円　 10月19日から

 ●干支の木目込み人形作り(全2回) 
11月22日（木）9時～11時50分

12月6日（木）9時～13時
12人（先着） 3,000円
11月6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：10月22日

 ●アレンジご飯 ～パエリア～ 
　華やかで海鮮のうま味たっぷり。ふっ
くらおいしいパエリアを作ります。

11月7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
10月11日から

 ●語りで誘う日本の心 
 　～横浜を愛した文人～ 
　大

お さ ら ぎ

佛次郎や山川方夫など横浜を愛
した文人たちの3作品を、臨場感あふ
れる語りでお聞かせします。

11月10日（土）14時～16時
25人（抽選） 500円
10月19日までに往復はがきで

  ●四季の和菓子 ～冬の風景～ 
　温かいお茶にぴったりの、フワッと
上質な食感の薯

じょう

蕷
よ

まんじゅうを作り
ます。

11月13日（火）10時～12時30分
15人（先着） 1,000円
エプロン、三角巾、マスク、ふきん、

持ち帰り容器　 10月16日から
 ●季節をあそぼう ～どんぐりひろい～ 
　どんぐりを使った工作を楽しみます。

11月28日（水）10時～11時
1歳6か月～4歳までの乳幼児と保

護者・20組（先着） 500円
10月30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：10月22日

 ●文化の日スペシャル 
  「和菓子&ほうじ茶づくり体験」 
　和菓子とほうじ茶づくりの体験。最
後は皆さんでおいしくいただきます。
茶葉のおみやげ付きです。

11月3日（祝）
13時30分～15時30分

20人（先着） 500円
10月11日から

 ●木目込み作り講座 
  「干支～亥

いのしし

～」（全３回） 
　縁起物の干支の木目込み作り講座。

11月10日・17日・24日の土曜
10時～12時30分

10人（先着）
4,000円（台は別料金）
へら、（お持ちの人は）裁ちばさみ
10月11日から

 ●横浜今昔探訪さんぽ ～ 横浜事始め～ 
 　～その2 関内から山下公園へ～ 

11月15日（木）9時50分JR関内
駅南改札口集合～12時頃解散予定

15人（先着） 300円
10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

 ●秋のフェスタ! ふれあい発表会 
　利用サークルの展示・演技の発表会。

10月20日（土）・21日（日）
10時～15時
 ●パソコンお助け塾 
　パソコン先生と岡村中パソコン部
員が年賀状、エクセルなど個別指導。

11月25日（日）14時～16時
10人（先着） 300円
ノートパソコン、電源コード
10月29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

 ●ネクタイでネックレス作り 
10月28日（日）10時～12時 
10人（先着） 300円　　
ほどいたネクタイ1本、裁縫道具　
10月11日から

 ●浜小学校コミュニティハウスぶんか祭 
　①サークル団体の作品展示、②演
技発表、③ワークショップ キラキラ
カード＆フォルメンカード

①11月10日（土）・11日（日）11時～
15時30分　
②11月11日（日）13時~14時30分　
③11月10日（土）11時~12時/13時
30分~14時30分

③のみ各20人（先着）　
10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

 ●浜中学校コミュニティハウス・フェスタ2018 
　利用サークルによる作品展示会、発表
会。各種ワークショップも開催(有料)。

10月27日（土）・28日（日）
10時～16時

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

 ●オータムフェスティバル2018 
　作品展、演技発表会、クラフト体験
会、野菜販売、フードドライブ（食品
の寄付）など。

【展示】10月20日（土）・21（日）
10時～16時
 【発表会】10月21日（日）12時30分～
15時30分
 ●かぎ編みモチーフ・アフリカンフラワー 
    のルームソックス(全2回) 

11月11日・25日の日曜10時～12時 
12人（先着） 1,000円
かぎ針5号、筆記用具
10月22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

 ●洋光台第四小学校 
　 コミュニティハウスコミュニティ祭り 
　サークルの皆さんの発表の場として、毎
年開催している「コミュニティ祭り」です。
【展示】10月27日（土）～

11月3日（祝）※最終日は12時終了
【実技発表】10月28日（日）
12時～15時30分

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：10月15日

 ●ハロウィンチャレンジ 
  ～ログからの挑戦状～ かくれたことばを探せ! 

10月28日（日）10時～16時
幼児～小学生・200人（当日先着）

※幼児は保護者同伴・混雑時入場制
限あり
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　屋形船に乗って、堀割川をはじめ、川の魅力を再発見しましょう！ 磯子区
の八幡橋から出発、堀割川→中村川→堀川→横浜港→弁天橋にて解散。

11月4日（日）9時～12時　 小学生以上※小学生は保護者同伴・45人（抽選）
小学生1,500円、中学生以上2,500円（お茶付き、保険代含む）
10月21日まで※往復はがきにイベント名称、郵便番号、住所、参加者全

員の氏名（ふりがな）、電話番号を記載のうえ下記受付に ※小学生は 小

と記載。結果は10月27日までに返送　
堀割川魅力づくり実行委員会事務局　浦﨑

 （〒235-0007 磯子区西町１３－２１）
080-6512-8068

堀割川魅力づくり実行委員会事務局　浦﨑

堀割川から中村川をめぐる屋形船ツアー

根岸地域ケアプラザ
馬場町1-42

751-4801　 751-4821

 ●ちょこっと講座～生活お役立ち情報～ 
　健康や福祉など生活に役立つ情報
をお届けします。

10月11日（木）、11月8日（木）
10時～11時30分 
 ●ぽこぽこ～親子のあそび場～ 
　リズム・楽器遊びや工作を楽しみま
しょう。

10月16日（火）10時～11時30分
2・3歳児と保護者・15組（先着）
要・事前連絡

 ●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。

10月20日（土）10時～11時30分
 ●柔軟な身体づくりと筋力アップ講座 
　筋力アップを目的としたストレッチ
を行います。

10月20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：10月15日

 ●レッツ! ひばりエクササイズ（全5回）
　音楽に合わせて体を動かしましょう!

11月13日・27日、12月4日・11
日・18日の火曜 10時～11時30分

20人（先着） 1,000円　
10月11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：10月15日

 ●いそプラまつり 
　 ～そうだ!ケアプラザへ行こう～ 
　体験・展示・発表会・模擬店・バザー
など、楽しい催しがいっぱい!

10月21日（日）10時～14時
 ●わいわい広場 
　 ～親子で楽しく過ごしましょう～ 

①10月25日（木）自由遊び　
②11月14日（水）横浜の野菜を知ろう!
 （試食あり）
 【共通】10時～11時30分

未就学児と保護者・各30人（当日
先着） ②100円

 ●男性のための 
　 レコード喫茶『メモリーズ』 

10月26日（金）13時30分～15時
男性・15人（当日先着）
100円（コーヒー付き）

 ●磯子郷土史「見る・聞く・歩く」 
  ～堀割川から磯子駅までを巡る～ 

11月4日・11日の日曜
10時～12時  郷土史講座
13時～15時  ウォーキング

20人（先着） 各回500円
10月11日から

新杉田地域ケアプラザ

新杉田町8-7
771-3332　 771-3334

 ●囲碁サロン 
　ゆったりのんびり囲碁をしましょ
う! ご見学はいつでもどうぞ♪

10月13日～31年1月26日の毎週
土曜13時～17時

囲碁が好きな人・20人（先着）
要・事前連絡

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

森4-1-17
750-5411　 751-2322

 ●オヤジの台所 
　男性のための簡単料理教室です。

11月8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

10月11日から
 ●今からはじめる 
　 地域デビュー講座（全5回） 
　コーヒーの淹

い

れ方教室やイベントの企画・
実践など事例や講義を通して体験します。

11月12日（月）・20日（火）、12月4
日（火）・18日（火）・25日（火）
13時30分～15時30分

市内在住の人・20人（先着）
10月11日から

 ●秋の和菓子を楽しむ会 
11月27日（火）10時～12時
高校生までの子どもを養育中の

人・6人（先着）  600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

10月12日から （13日から ）
 ●旬の野菜でおもてなし～野菜おせち～ 
　野菜がメインのおせち料理でひと

味違ったお正月を楽しみましょう。
12月6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
11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：10月15日

 ●親子の交流スペース「ぷらっと」 
　0歳から自由に遊べる広場です。

10月15日～11月5日の毎週月曜
12時30分～15時（10月15日は10時から）

0歳～3歳児と保護者
 ●男の料理教室 
　料理はじめての人大歓迎です。楽し
くお料理しませんか？

11月10日（土）9時30分～13時
10人（先着） 500円
10月11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：10月15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!

10月27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。

11月1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

 ●スクエアダンス体験講座 
　アメリカ生まれの歩いて踊るウォー
キングダンスです。

11月18日（日）11時～12時15分
16人（先着） 500円　
動きやすい服装、タオル、飲み物、

室内履き（ゴム底の運動靴またはか
かとの低いダンスシューズ）
 10月11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：10月23日

 ●文化の日 10月31日は「日本茶の日」 
 　～日本茶の歴史を学び淹

い

れ方を体験～ 
10月31日（水）10時30分～12時
12人（先着）
500円（お茶2種各10g付き）
10月11日から

  ●文化の日 洋館2階を特別公開 
　昭和時代の横浜の写真や珍しいコ
レクションも展示します。

10月31日（水）～11月3日（祝）  
9時30分～16時30分

横浜市社会教育コーナー

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

11月5日（月）

 ●親子の広場 
    ～ハロウィンで変身&撮影会～ 
　仮装して参加もできます。衣装のな
い人は、カラービニールの手作りドレ
スを貸し出します。

10月29日（月）10時30分～11時30分
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「はまかぜ号」 10月18日、11月1日の木曜
　 10時～10時50分

杉田大谷第一公園（杉田7-14）
中央図書館サービス課

262-0050　 231-8299

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 10 月1日です。

回答方法について
　10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：10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）

10月

  磯子区 紙面アンケート 30 年 10 月 

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。新しい
本の世界を広げてみませんか。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>『武士の家計簿』/
磯田 道史/著（新潮新書）

10月19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。

10月24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
　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。

10月11日（木）、11月8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　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!

ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。
石井 光太／文
ポプラ社／刊

パキスタンの少女マララ・ユスフザイさんは、
武装グループに銃撃され大けがを負いましたが
一命をとりとめ、奇跡的な回復の後に、教育を
受ける大切さについて国連で演説をしました。
この本では作者が、世界には学校に通えない子どもたちが多くい
ることを紹介し、なぜ学校へ行くのか自分の言葉で考えようと語り
かけています。

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。

未就学児と保護者・30組（当日先
着） 150円（1組）
 ●ミニ盆栽ワークショップ 
　クリスマスリース作り。

11月4日（日）
13時30分～15時30分
 （盆栽相談15時30分～16時30分）

15人（先着） 2,500円
10月11日から

 ●ママフィットネス 
11月21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　 10月11日から

 ●紙芝居講座 
    ～はじめのいっぽ～（全2回） 
　実演とワークショップを通じて紙芝
居を演じてみたい人を応援します。

11月30日、12月7日の金曜
10時～12時30分

30人（先着）※全2回参加できる人
1,000円　 10月12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。

①10月20日（土） ②11月7日（水） 
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

 ●国際ママ・パパ会 
　情報交換や季節の行事などを楽し
みます。今回は「ハロウィン」です。

10月27日（土）
10時30分～11時30分

外国出身で子育て中の養育者・妊
娠中の人

 ●あつまれ ニューフェイス 
    ～ようこそ磯子へ～ 
　おしゃべりしながら地域の情報交
換やお友達づくりをしましょう。

11月1日（木）
10時30分～11時30分

磯子区に転入後1年くらいの人

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

 ●劇団「横綱チュチュ」 
 　第15回本公演「かえりゃんせ」 

11月23日（祝）14時/18時30分か
ら、24日（土）11時/15時から

310人（先着） 
700円（日時指定・全席自由）
チケット発売中
劇団事務局　 770-1573

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
832-1166　 832-1161
10月16日、11月6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）生解説 
 「運命の恋をまっているロマンティックな星座物語」 

10月26日（金）～11月30日（金）
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

 ●星空観察会 「11月の星空をみよう! 
    アンドロメダ銀河をみよう!」 

11月3日（祝）
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20日までに か往復はがきで
 ●サイエンス・ショウ「くるりん宙がえり」 
　身近な道具を使い、遠心力について
の実験をします。

11月3日～25日の土日祝
14時から※各日約30分
 ●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6回 

11月17日（土）15時30分～16時30分
的川 泰宣さん

小・中学生 ※小学生は保護者同伴・
250人（抽選）

11月3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

 ●キルト教室（全3回） 
   ～かわいいクリスマスバージョンのポーチ作り～ 
　初めての人も大歓迎。

11月2日・9日・16日の金曜
10時～12時　 10人（先着）

1,500円 ※キルト針持参の人は
1,300円　 10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。

11月17日（土）
10時30分～11時30分　

20人（先着） 500円（お茶・お
菓子付き） 10月11日から
 ●親子野球教室 
　元プロ野球選手が指導する教室です。

11月24日（土）11時～13時
幼児から小学校低学年までの子ど

もと保護者・20組（先着）
2,000円　 10月11日から

 ●第2回 岡村寄席～笑う門には福来る～ 
　古今亭菊志んさんの落語で思いっ
きり笑って福を招きましょう。

11月25日（日）
14時～15時30分（開演13時30分）

50人（先着） 
1,000円（70歳以上は500円）
10月11日から

新杉田公園

杉田5-32
776-3313　 355-0628

 ●新杉田公園 ナイトヨガ 
 ～月明かりの下で心身ともにリフレッシュしよう～ 

10月16日（火）19時～20時30分
※荒天時は開催場所を変更

15人（先着） 500円
10月11日から

 ●第8回 こどもフェスタ 
　使わなくなったおもちゃの交換会

「かえっこバザール」や「かえっこオー
クション」、エコや自然に関したゲー
ム、クイズ大会などを開催。

11月10日（土）10時～15時※雨天
中止。※壊れているおもちゃ、トレー
ディングカード類は不可。

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

 ●いそごふくしフェスタ 
　区内で活動しているボランティア団
体・障害関係団体の活動をご紹介。
ハンディキャブ展示・乗車体験（車い
すのまま車に乗る体験）やミニ手話
講座、発達障害理解啓発のための疑
似体験や出前講座など、福祉につい
て学びませんか? 磯子センターのふ
れあいフェスティバルや磯子地域ケア
プラザのいそプラまつりも同日開催!
模擬店もあります。

10月21日（日）10時～14時
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