
１階 区民ホール
この特集に関する問合せ：企画調整係 750-2331  750-2533

10時〜15時
参加無料12月9日 日  日時 区役所１階 区民ホール／磯子図書館／

区総合庁舎前駐車場会場
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特集1

ミヤマ仮面と
クワガタ忍者

エコ実験
パフォーマー
らんま先生

ギネス世界記録に認定された世界一の空気砲

ソーラーオルゴール工作
（当日先着順）

間伐材によるコースターづくり

横浜市電
シミュレーター運転体験

「バイナリ・
ブレスレット」を
つくろう！

１階区民ホールにて
エコカフェ「ル・シエール」が

特別営業！！

●10時〜10時15分　
3

ス リ ム

Ｒ夢戦隊磯子マモルンジャーショー
●10時20分〜11時20分　
ミヤマ仮面とクワガタ忍者ショー
昆虫にふれあいながら、地球環境のことを知ろう！

●12時30分〜12時45分　ペットボトルツリー点灯式
●13時30分〜14時30分
らんま先生エコ実験パフォーマンスショー
エコな実験を通じて、環境問題についてみんなで楽しく学ぼう！

シーサイドライン
プロモーションガール

幸野ゆりあ 

【司会】

電気自動車　チョイモビ

作ろう！！ プロペラカー

※天候により、内容を変更することがあります

●間伐材によるコースターづくり
●ソーラーオルゴール工作（当日先着順）
●「バイナリ・ブレスレット」をつくろう！
●エコドライブシミュレーターで 
　エコ運転を学ぼう！！
●マークをさがせ！！ 
　きみも分別名人
●ガス管のわなげ
●横浜市電シミュレーター 
　運転体験

生物多様性についての
パネル展示や本の紹介、
クイズなどを実施 ！！

B1階 磯子図書館 1階 駐車場広場 ３
ス リ ム
Ｒ夢　ラッピング収集車

（雨天実施）

10時〜12時　
みんなでペットボトルツリーの

飾りつけをしよう！！

ガス管の
わなげ

３
ス リ ム
Ｒ夢戦隊磯子

マモルンジャー

パフォーマー
らんま先生
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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 11月号

区の人口
166,657人

区のデータ
2018年 10月1日現在

区の世帯数
76,453世帯

5～12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. 253

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） 11月の区役所土曜開庁日：10日・24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っています。
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基幹相談支援センター
　障害福祉全般の相談先として、身体障
害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害、
発達障害、難病のある人やそのご家族など
のご相談をお受けしています。電話・来所・
訪問など、ご希望の形でご相談ができます。
生活の中で困っていることなどお気軽にご
相談ください。

【受付時間】 月～金曜 8時30分～
17時30分（時間外、土日祝
は緊急のみの対応）

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）

778-1228(代表)
　778-6635(相談)

778-6595　 ibuki@lfa.jp

磯子区生活支援センター
　こころの病、精神障害のある人やご家族
の相談、訪問、居場所づくりをしています。
こころの病は、誰でもかかる可能性があり
ます。抱え込まずに、お気軽にご相談くだ
さい。

【受付時間】9時～19時（毎週火曜休館）
〈今年度は受付時間を変更しています〉

磯子区生活支援センター
（森4-1-17 3階）
1・2階は屏風ヶ浦地域ケアプラザです

750-5300  750-5301

　12月3日～9日は障害者週間です。
「障害者週間」は、障害のある人についての理解
を深めるとともに、障害のある人が積極的に社
会参加することを促進するための週間です。磯
子区では障害者週間イベントとして、こすもす
ショップと区内障害者団体などの活動紹介パネ
ル展・障害者の作品展示を行います。

12月3日月 ～7日金
【会場】 区役所1階区民ホール

● こすもすショップ　10時～15時
　※期間中は毎日こすもすショップを開催します！
● 区内障害者団体などの活動紹介パネル展

磯子区移動情報センター（磯子3-1-41 磯子センター5階）
759-4005  751-8608
idoujｙouhou-ｃ@isoshakyo.com

【受付時間】月～金曜　9時～17時 (祝日・年末年始除く)

現在活動中の
ガイドボランティア
宮下さんと渡辺さんに
活動についてうかがいました。

ガイドボランティアを
始めたきっかけは？

渡辺：定年後、困っている人の力になりたいと思
い、送迎ボランティアや施設での将棋や麻雀な
どの活動を行ってきました。昨年、磯子区社会福
祉協議会で実施したガイドボランティア講座に
参加し、ガイドボランティアとして登録しました。
現在は知的障害の人の通所や視覚障害の人の
通院、車椅子の人の付き添いなどを行っていま
す。
宮下：友人に誘われて、神奈川県ライトセンター
で行われている視覚講座を受講したのがきっか
けでした。視覚講座受講後、赤十字の団員とな
り、同じ年の視覚障害の女性の付き添いを行い
ました。その後、ガイドボランティアに登録し、小
学校の登校支援や視覚障害、高齢の人の通院
付き添いなどを行っています。

活動中に気を付けている
ことはありますか？

渡辺：歩く速度が速いときに、「ゆっくり行こう」と
声をかけると理解してくれます。それがとても嬉
しいです。
宮下：視覚障害の人の同行の際は、細かな声掛
けを心掛けています。

活動を通して感じることは？

渡辺：活動は自分のためにもなっていて、病気が
ちだった体も活動を始めてからは、健康になり
ありがたく思っています。毎日楽しく活動してい
ます。
宮下：白杖を持っている人に、席をゆずってくれ
るなど人の優しさを感じます。また、ボランティ
アをしている子の身長が伸びたり、言葉を交わ
せるようになるなどの成長も感じます。

これから活動をしようと
思っている人へ…

渡辺：男性のボランティアがとても少ないので、
ぜひボランティア講座などに参加してください。
活動の内容を知ってもらえれば、参加してくれる
人も増えるのでは…。男性の皆さん、お待ちして
います！
宮下：活動は自分のためにもなっています。一
緒に外出したときに「ありがとう」と感謝された
り…。また、知らない場所に行ったり、外に出る
きっかけになっています。友人に誘われて重い
腰をあげましたが、今では活動を始めて良かっ
たなぁと思っています。ぜひ、一歩を踏み出して
みてください。

「横浜市ガイドボランティア事業」とは

Q&A
ボランティアをするには
何か資格が必要ですか？
　特別な資格は必要ありません。
　18歳以上で、障害福祉に理解・
熱意がある人。法令を遵守し、適
正な活動・報告ができる人ならど
なたでも可能です。

どのような
障害のある人を支援
するのですか？
　視覚または肢体不自由の身体
障害・知的障害・精神障害の手帳
を持っている人、障害者総合支援
法の対象となる難病患者です。

どのような場所へ
付き添うのですか？
　外出先・交通手段はいろいろ・・・
　銀行・郵便局・区役所・学校・野
球観戦・散歩・美術館などです。

交通費は
出るのでしょうか？
　ボランティアの自宅から活動開
始場所又は活動終了場所からボ
ランティアの自宅までの間に交通
費が発生する場合、奨励金のほ
かに交通費500円が支給されま
す。なお、活動中（対象者の人と
一緒に移動している間）の交通費
は対象者負担です。

▲宮下さん（左）、渡辺さん（右）

　障害のある人たちが通う区内の17作業所
が、自主製品（パン、お弁当、焼き菓子、手工芸
品など）の展示販売をしています。「こすもす
ショップ」は、作業所に通う皆さんが販売を通じ
て地域の皆さんと交流し、相互理解を深めてい
く場になっています。利用していただくことで、
障 害 の ある人
の自立を応援す
ることにもなり
ますので、ぜひ
足を運んでみて
ください。

磯子区人権啓発講演会
　人権への理解促進・啓発を目的とし、毎年、区
民に向けた人権啓発講演会を開催しています。
今年は盲導犬との深いつながりを通じて自ら成
長し、ともに未来を切り開いていく全盲女性を
描いた映画「ベルナのしっぽ」を上映します。

【日時】12月４日（火）
13時30分～15時45分（予定） 13時開場

【場所】磯子公会堂
【上映】ベルナのしっぽ

（出演：白石美帆、田辺誠一）
【定員】先着500人（無料）
【保育】あり（事前申込） 締切：11月14日（水）

庶務係　 750-2308　 750-2530
※区総合庁舎駐車場は工事中のため利用で

きません。詳細は、11ページの駐車場案内
をご確認ください。

こすもすショップ
毎月第3水・木曜
10時～15時に営業中！

移動情報センターでは、
障害のある人の付き添いを行う
ガイドボランティアを
募集しています。

　ボランティアさんと一緒に外出できるようになって、とて
も嬉しい…、人生が変わった…という感想を聞いています。
　また、外出できるようになった皆さんの表情がとても明る
く、生き生きしているのが印象的です。誰かが付き添うこと
で外出できるようになる人たちがいます。出来る範囲でご
協力をお願いします。

　障害のある人たちが通う区内の17作業所

こすもすショップ

　最初の顔合わせにはスタッフが同行し、
ボランティアが安心して活動できるよう、
付き添いに必要な情報の確認を一緒に行います。
　また、活動内容で迷ったり悩んだりする場合は、
随時ご相談を受けています。

経験のない人でも安心！

区内の障害者施設の自主製品を
紹介するガイドブック「いそごで
さがそ」を作成しました。区内障害者施設で
作っている製品の種類、価格、営業時間、施
設の紹介文などを掲載しています。お店や製
品の写真もいっぱい！ ぜひご覧ください！
【配布場所】磯子区役所１階広報相談係、５階高齢・障害支
援課、磯子区内地域ケアプラザ及び地区センターなど

いそごでさがそ 好評
配布中！

Ⓒ２００５ＢＳプロジェクト
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この特集に関する問合せ：高齢・障害支援課 750-2416  750-2540

　地域には、身体障害・知的障害・精神障害など、さまざまな障害のある人が暮らしています。
　そして、障害のある人の中には、ひとりで外出するのが難しい人も多く、支援を必要としています。
　今回は、横浜市ガイドボランティア事業について紹介します。
支えあいを大事にするまちを目指し、ボランティア活動でやりがいをみつけませんか。

障害のある人もない人も、ともに支えあい

誰もが活躍できるまち 磯子
特集2

障害のある人の外出に付き添うボランティアに対し、
横浜市より奨励金が支払われる事業です。

❸奨励金支払い
※1回の活動につき
　500円の奨励金

❶登録

❷調整・利用

❶登録



❽　 　2018（平成30）年 11月号　／　磯子区版

■HIVに感染してもすぐにエイズを
　発病するわけではありません！
　エイズを引き起こすのはHIV（ヒト免疫
不全ウイルス）というウイルスです。
　HIV感染後、自覚症状のない時期が数
年続き、さらに進行すると免疫力が低下し、日頃かかることのないさま
ざまな病気にかかりやすくなり、エイズを発病します。
■治療法は進んでいます！
　HIV感染が判明したら、治療の早期開始・継続をす
ることが大切です。エイズの発症を防ぐことで、長期
間にわたり健康な人と変わらない日常生活を送るこ
とができます。
■大切なことは、ＨＩＶ感染の有無を知ることです！
　区役所では、無料・匿名・予約制でHIVの検査を行っています。
ぜひご利用ください。

※食べ残しや、過剰除去、手つかず食品を含めた「食品ロス」は、
　横浜市全体で年間約11万１千トンにもなります。
※ごみ組成調査結果などから推計

減らそう！ 食べ物の「もったいない」 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

磯子区地域福祉保健計画案内役
“ 梅さん”

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534

● グループ・団体や地域ボランティア講師の登録と紹介
● 活動のきっかけや充実につながる講座の開催
● 区内で活動しているグループ・団体の交流会の開催
● 活動の発表・PRの場の提供（いそご地域活動フォーラム）
● 情報誌「いそつな」の発行（毎月１日発行）
● １day体験サロンの開催（今月のお知らせ11ページもご覧ください）
● 機材・打合せスペース・情報の提供

顔が見える！ つながる！ 広がる！！
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は、
市民活動を行っている人、これから活
動を始めたい人を応援しています。
　いつでもご相談ください。

【利用時間】午前10時～午後５時
【 休 館 日 】祝日、年末年始

区役所７階
754-2390  759-4116 
is-shienc@city.yokohama.jp

活動支援係　 750-2396　 750-2534

世界エイズデー12月1日は
～エイズを正しく知りましょう～

健康づくり係　 750-2445　 750-2547

磯子区の集積場所（約90世帯）
１箇所から１回の収集で出た

「手つかず食品」の例

その2  食材を無駄なく使い切り、
　　　　食べ残しをなくそう
● 賞味期限、消費期限を正しく理解！

※賞味期限：おいしく食べられる期限（過ぎてもすぐに
　　　　　　食べられなくなるわけではない）
　消費期限：安全に食べられる期限（過ぎたら食べない
　　　　　　方がよい）

● 食品に期限を大きく書く！
● 料理は食べ切れる量だけ作る！

食べ物の「もったいない」を
減らすひと工夫
その１  冷蔵庫１０・３０運動！

毎月10日と30日は冷蔵庫の中を
チェックする日にして、ムダに捨てら
れてしまう食材を減らしましょう！

イーオ・ミーオ

使い切りレシピにチャレンジ！
食品ロスを減らすためのレシピ集を公開しています。

また、６階3番窓口
でパンフレットを
配布しています。横浜市　使い切りレシピ

災害時要援護者について（第2回）
～日頃からの「共助」の取組み～

今月のテーマ

　今回は、災害時要援護者（以下「要援護者」という。）が、いざというときに身の安全を
確保できるための、日頃からの地域の共助の取組みについて紹介します。
　災害時にも助け合える地域づくりのために、まず何から始めたらよいのでしょうか。

連載
7

今日からはじめる防災のヒント

　 事業企画担当　 750-2441　 750-2547
★12月号の防災コラムは、要援護者の安否確認訓練など、災害発生時を　
　想定した要援護者支援の取組みについて紹介します！

要援護者を把握するための取組み
●区役所から名簿の提供を受ける
●自治会町内会などでアンケートを
　して支援が必要な人を募集する
●向こう三軒両隣の小さなグループ
　内で情報共有する

支援者を確保するための取組み
●自治会町内会などでアンケートをして支援者を募集する
●地域の行事などを通じて呼びかけをする
　自治会町内会や民生委員・児童委員など支援活動の中心になってくれ
る人のほかにも、なるべく多くの支援者を確保したいものです。
　募集の際は、いざというときの役割や活動の範囲を明確に示すように
しましょう。具体的にどんな活動をするのかイメージができ、参加しやす
くなります。

要援護者を把握し、支援者を確保しようヒント
1

さりげない見守りから
　「郵便物がたまっている」、「洗濯
物が干しっぱなし」など、ご近所の日
常生活のわずかな変化を通じて緩
やかに見守る方法もあります。この
ような取組みも、いざというときの
迅速な対応につながります。

見守り訪問・地域サロンから
　要援護者の把握ができたら、定期
的な見守り訪問を行って顔の見える
関係づくりを進めましょう。あわせて
昼食会やサロンを行うと、要援護者
と支援者のつながりを深めることが
できるほか、安否確認の機会にもな
ります。

顔の見える関係づくりを進めようヒント
2

  いそご区民活動センター

レッドリボンは、あな
たがエイズに関して
偏見をもっていない、
エイズとともに生きる
人々を差別しないと
いうメッセージです。

　消費期限が切れたなどの
理由で、手をつけないまま
で食品をごみに出したこと
はありませんか？ 
　手がつけられず捨てられ
ている食品を「手つかず食
品」といい、家庭から出され
る「手つかず食品」は、横浜
市全体で年間約２万トンと
推計されています。

世界エイズデーパネル展
11月20日（火）～12月２日（日）　 区役所１階　区民ホール

■大切なことは、ＨＩＶ感染の有無を知ることです！



お知らせ
区民ホール

 ●児童虐待防止キャンペーン 
11月12日（月）～16日（金）
こども家庭支援課
750-2448　 750-2540

 ●こすもすショップ 
11月21日（水）・22日（木）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

区民ホールギャラリー

11月14日（水）～19日（月）書
11月21日（水）～26日（月）絵画
11月28日（水）～12月3日（月）写真
12月5日（水）～10日（月）書

活動支援係
750-2393　 750-2534

磯子公会堂 11月休館日

11月26日（月）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

募集
いそご区民
活動支援センター 職員募集

　市民活動・ボランティア活動・生涯学
習活動をしている人のための相談、講
座・イベントの開催などを行う職員を募
集します。詳しくは募集要項（区役所・
いそご区民活動支援センター・各地区
センターで配布）を参照してください。
 【一次選考】12月中旬：書類審査
 【二次選考】31年1月中旬：面接

3人（社会教育指導員1名、市民活
動・支援センター嘱託員2名）

11月30日までに
活動支援係

750-2396　 750-2534

磯子区民ホールギャラリー
2019年度出展団体・グループ募集

2019年4月1日（月）～2020年3月
31日 （火）の期間内のうち1週間程度
※応募多数の場合は公開抽選会。
抽選会の有無は11月30日にホーム
ページに掲載予定。

区内で活動中の団体・グループ
※詳細は区役所、区内公共施設など
で配布または区ホームページからダ
ウンロードできる募集チラシを参照。

11月26日までに出展申込書で
活動支援係

750-2393　 750-2534
  磯子区民ホールギャラリー

スポーツ

第７回磯子太極拳交流大会

12月2日（日）10時～16時
 （9時30分受付開始）
 【サークル演武】10時~12時
 【サークル・個人演武】13時~16時

磯子スポーツセンター
2,000円（1団体）※見学無料
11月17日までに

太極拳協会 小島（杉田6-5-1）
776-1862

cosmos-2010@jcom.zaq.ne.jp

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。

12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。
12月6日（木）10時30分～12時

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
11月12日から

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。

12月18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） 
11月13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。

12月21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)
12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
園へお問い合わせください。【育児相

滝頭コミュニティハウス
休館のお知らせ

【空調機工事による休館期間】
11月26日（月）〜12月中旬
滝頭コミュニティハウス
761-7928　 754-4666

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 12月14日（金）※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　 11月14日~12月4日までに

神奈川県結核予防会
251-2363

肺がん検診 12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　 11月12日~12月5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）

12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 11月16日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、12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 11月30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 11月21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

11月16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 11月19日（月）、12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 11月20日・27日、12月4日・11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 11月20日（火）、12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

検
診

11
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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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。

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
11月12日から各保育園へ

滝頭保育園
751-7879　 751-7889

 11月20日（火）
　　「1・2歳児と遊ぼう」
　　  11月21日（水）
　　「誕生日会（11月生まれ）」

 原則：毎週水曜10時～12時
東滝頭保育園

753-2201　 753-2247

 12月11日（火）
　　「1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

 12月5日（水）
　　「誕生日会（12月生まれ）」
　　  12月6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

 11月21日（水）
　　「誕生日会（11月生まれ）」
　　  12月12日（水）
　　「誕生日会（12月生まれ）」

 12月11日（火）
　　「すこやか生活」

 原則：毎週木曜 10時～11時30分

横浜市子育て支援者
（磯子区）募集案内

　養育者の交流支援と子育て相談事
業を行う人を募集します。

2019年3月1日～2020年3月31日
 （委嘱期間）

磯子センター（磯子3-1-41）
区内在住で乳幼児の子育てについ

て知識と経験を有する55歳以下の
人・1人（書類選考・面接あり）

11月19日～30日までに履歴書と
区役所5階②番窓口で配布の申込書 
 （ でもダウンロードできます）を直接
ご提出ください。 （郵送不可）

こども家庭支援課
750-2448　 750-2540
  磯子区子育て支援者募集

講座・
イベント

第28回いそご芸術文化祭

●【演劇部】第3回きんぴら会
11月11日（日）13時～16時（12時

開場） 区民文化センター杉田劇場
300人（当日先着） 500円
文化協会演劇部 きんぴら会 借金
080-1126-2071

●【演劇部】あ・うん 朗読の会
11月14日（水）13時30分～16時

30分（13時受付開始）
久良岐能舞台
文化協会演劇部 あ・うん 藤井
752-0893

●【吟道部】秋季発表大会
11月24日（土）

10時～17時（9時30分受付開始）
磯子公会堂
文化協会吟道部 蔵原

753-0052
●【文芸部】第29回磯子区俳句大会

11月24日（土）
12時30分～15時30分

磯子センター4階 多目的研修室
文化協会文芸部 岩田

845-6873
●【器楽部】オカリナ演奏会

11月25日（日）13時30分～14時
30分（12時30分開場）

磯子センター4階 多目的研修室
50人（当日先着）
文化協会器楽部 笠原
751-2924

いそごこどもまつり 2018

　模擬店や子どもたちによる作品展
示、フリーマーケット、映画上映など。

11月18日（日）10時～15時
区総合庁舎前駐車場 ①模擬店：

ゲーム・食べ物など／磯子公会堂集
会室 ②こどもフリーマーケット／区
役所1階区民ホール ③◯

ま る

投げ：いろ
いろなものを投げ得点を競うゲーム
④作品展示：夏休み作品教室で制作
された作品／⑤スカベンジャーロ
ボット：13時～14時30分（12時30分
受付開始）フィールドに散らかったゴ
ミを2台のロボットで協力して掃除す
るゲーム／磯子公会堂 ⑥映画上映
会：インクレディブル・ファミリー（吹
替）　 600人（当日先着）　 800円

活動支援係
750-2396　 750-2534

磯子区社会福祉大会・
第3期磯子区地域福祉保健計画

「スイッチON磯子」講演会
12月3日（月）

13時30分～16時30分（13時開場）
 【第1部：社会福祉大会】
13時30分～14時30分
　区内で社会福祉の増進に特に功績
のあった個人または団体の表彰
 【第2部：「スイッチON磯子」講演会】
14時40分～16時30分
　～人生100年時代到来!あと〇〇年をど
う生きる!?～ ゆるく楽しい人生のヒント

澤岡 詩野さん
磯子公会堂　 500人（当日先着）
事業企画担当
750-2442　 750-2547

社会参加に困難を抱える
若者について考える
セミナー＆相談会

　若者と家族のための相談ステー
ション・よこはま南部ユースプラザに
よる専門家の講座です。

12月4日（火）
 【セミナー】14時~15時30分
 【個別相談】15時30分~16時30分

磯子公会堂集会室1・2
社会参加に困難を抱える若者（15

歳～39歳）の家族、関心のある人
セミナー50人（当日先着）
相談会6人（先着）

個別相談は、11月12日から

　学童保育について知りたい人、入所を考えている人はぜひご参加ください（事前申込不要）。キッズルーム（3歳以上対象）もありま
すので、小さい子ども連れの人の参加も可能です。＊飲み物の用意はありません。水筒などをお持ちください。

12月2日（日）10時～12時（9時30分開場） 磯子公会堂※できるだけ、公共交通機関でお越しください。障害者及びその介
助者は区総合庁舎１階駐車場を利用できますが、台数に限りがありますので11月29日（木）までに、こども家庭支援課（750-
2476）までご連絡ください。  

共働きなどで放課後児童保育が必要な小学生児童の保護者（年中児以下の保護者の参加も可能です。） 
【参加学童】屏風浦・汐見台・上中里・磯子クラブ・あおぞら第二・杉田・新杉田・本牧かもめ
＊なお、参加以外の学童の詳細につきましては、直接ご希望の学童へお問い合わせください。

●学童保育所　磯子区・中区　合同入所説明会 新杉田学童保育所　 776-0231

学童名 主な対象小学校 開催日時 開催場所 問合せ先

屏風浦学童保育所 屏風浦小、
森東小

①12月15日（土）10時から
②31年2月３日（日）10時から

屏風浦学童保育所
（森3-10-8） 753-7792

汐見台学童保育 汐見台小、浜小、
山王台小 31年2月２日（土）16時から 汐見台学童保育

（汐見台1-6-6 IHI磯子第1寮内2F） 752-4860

あおぞら学童クラブ 洋光台第二小、
洋光台第四小

①12月15日（土）11時から
②31年2月16日（土）16時から

あおぞら学童クラブ
（洋光台4-18-14） 832-0764

上中里学童保育 さわの里小、 
小田小、西富岡小

①31年１月20日（日）10時から
②31年２月17日（日）14時から

上中里学童保育
（杉田8-9-54） 773-7103

学童保育所磯子クラブ 磯子小、浜小、 
滝頭小 3１年２月３日（日）10時から 学童保育所磯子クラブ

（久木町23-18） 761-2294

あおぞら第二学童クラブ 洋光台第一小、
洋光台第三小 3１年1月19日（土）13時30分から あおぞら第二学童クラブ

（洋光台3-20-1） 831-8920

杉田学童保育所 杉田小 12月15日（土）13時から 杉田学童保育所
（中原2-19-14） 774-1444

新杉田学童保育所 梅林小、杉田小 ①12月８日（土）15時30分から
②3１年1月2６日（土）15時30分から

新杉田学童保育所
（杉田4-4-15  勝呂ビル3F） 776-0231

おひさま学童クラブ 浜小、森東小 ①11月17日（土）10時から
②31年2月２日（土）10時から

おひさま学童クラブ
（磯子3-4-23　浜田ビル3F）

754-0138
761-0138

●学童保育所　個別説明会一覧　合同入所説明会のほか、区内学童保育所では個別に説明会を行います。
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よこはま南部ユースプラザ
 （磯子3-4-23 浜田ビル2階）

761-4323　 761-4023

1day 体験サロン

①「街歩きガイドのお誘い＆紹介」
　おすすめコースや情報を写真など
を使ってお話します！

12月8日（土）10時～11時
15人（先着）　

②「ためになるビジネスマナー入門」
　ビジネスマナーの「い・ろ・は」
がわかります。

12月9日（日）15時～16時
15人（先着） 300円

③「癒し絵を描いてみよう」
　お地蔵様の描き方・画賛（ひとこ
と）の入れ方などを学びましょう。

12月15日（土）13時30分～15時
15人（先着） 200円

④「韓国語講座」
　あいさつや簡単なフレーズ、文字のし
くみや読み方など、楽しく学びましょう!

12月16日（日）13時～14時30分
10人（先着） 500円

 【共通】 いそご区民活動支援センター
11月12日10時から

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

グループトーク
「みんなで話そう！横浜での子育て」

12月8日（土）14時～16時
区役所7階 701・702会議室
子育て中の人など・30人（先着）
11月12日から か所定の申込書で
（申込書は からダウンロード）
こども青少年局企画調整課

671-3722　 663-8061
kd-kikaku@city.yokohama.jp

  横浜市　子ども・子育て　計画

STOP ! こども虐待
〜地域で支える子どもの安心・安全〜

12月12日（水）18時～20時
土谷 みち子さん　 横浜市社会

教育コーナー 研修室（磯子3-6-1）
子育て支援に関心のある人・80人

 （先着） 11月12日から
こども家庭支援課
750-2448　 750-2540

認知症サポーター
ステップアップ講座

　認知症についての知識を深めませ
んか?

12月20日（木）14時～16時
 （13時30分受付開始）

区役所７階 701・702会議室
認知症サポーター養成講座を受講

された人・70人（先着）
11月15日から

高齢・障害支援課
750-2417　 750-2540

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：11月19日

 ●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。

11月28日~31年2月13日の毎週
水曜 ※12月26日、1月2日は除く　
16時15分～17時15分

小学6年生・10人（先着）
10,000円　 11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：11月26日

磯子地区センター・・・・・・・・・・・
 ●サロンコンサート 
　横浜国立大学管弦楽団のカルテッ
トによるなじみのある曲の数々。

11月24日（土）13時30分～14時
30分　 40人（当日先着）
老人福祉センター 喜楽荘・・・・・・
 ●ヨガラジオ体操II（全7回） 

12月～31年3月の第2・4木曜
※12月27日は除く　
9時45分～10時45分

50人（抽選） 2,000円
11月20日までに または往

復はがきで

3,000円　 11月12日から■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：11月15日

 ●大人のあみもの 
    ～バッグを作ろう!～（全2回） 

12月1日・8日の土曜
13時～16時　 15人（先着）

3,000円　 11月12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：11月26日

 ●クリスマスJAZZライブ 
　サックス奏者・豊村綾香さんを中
心としたライブです。

12月8日（土）13時30分開演（13
時開場） 150人（先着）

受付中

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

 ●フレッシュグリーンのクリスマスリース 
　新鮮なグリーンを使ってクリスマス
にぴったりのリースを作りましょう。

11月29日（木）13時～15時
20人（先着） 1,000円
はさみ　 11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

 
 ●ジュニパーベリー＆フレッシュモミ 
    で作るクリスマスリース 

12月2日（日）10時～12時 
12人（先着） 2,500円
ペンチ、花切りばさみ
11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

 ●ジュニパーベリーで作るクリスマスリース 
　好きな材料やリボンを使って約20
㎝のリースを作ります。

12月8日（土）10時～12時
12人（先着） 2,500円
持ち帰り用袋　 11月17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

 ●ノルディックウォーキング体験講座 
　2本のポールを使って体に負荷をか
けずに歩くエクササイズです。

12月9日（日）10時～11時30分 
10人（先着） 500円 
水、タオル、ウォーキングシューズ、

ポール、動きやすい服装※ポールは有
料貸出あり　 11月18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

 ●ボイストレーニング講座 
　腹式呼吸を学び、体も心も健康に。
カラオケもうまくなります！

12月～31年3月の第2・4水曜
10時～11時30分　 10人（先着） 

1,000円/1か月（2回分）
11月12日から

区総合庁舎休館日（磯子区役所・磯子公会堂・
磯子図書館・いそご区民活動支援センター）のお知らせ

12月1日（土）※電気設備点検のため
◇ 庁舎への立ち入りはできません。
　また、銀行ATMも利用できません。
◇ 区総合庁舎駐車場は、地上・地下とも

防潮設備工事のため、利用できま
せん。

予算調整係　
　 750-2314　 750-2530
　 磯子公会堂
　 750-2520　 750-2521
　 磯子図書館　
　 753-2864　 750-2528

３１年2月28日まで 浜田ビル駐車場をご利用ください
　防潮設備工事のため、区総合
庁舎駐車場は利用できません。

（期間は工事の関係で前後する
可能性があります。）

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
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「はまかぜ号」 11月15日・29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 11 月1日です。

回答方法について
　11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：11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）

11月

  磯子区 紙面アンケート 30 年 11 月 

展示企画
■いそごこどもエコフェスタ2018
　エコブックフェア
　生物多様性のパネル展示とクイ
ズです。子ども向けの環境に関す
る本の展示と貸出もします。

12月9日（日）10時～15時

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>『（現代語訳）論語と
算
そろ

盤
ばん

』/渋沢 栄一/著（ちくま新書）
11月16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。

11月14日（水）・28日（水）
15時30分から

一人でおはなしを聞ける子
 （当日先着）

磯子図書館だより 磯子図書館
753-2864  750-2528休館日  11月19日（月）、12月1日（土） 

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!

忘れても好きだよおばあちゃん！
ダグマー・Ｈ．ミュラー／作
フェレーナ・バルハウス／絵
ささき たづこ／訳　あかね書房／2006年刊

私のおばあちゃんはアルツハイマー病です。
おばあちゃんは、いろいろなことをすぐ忘れ
てしまいます。パパやママや私のことも忘れ
てしまう時は、おばあちゃんは心細いだろう
なと思って「好きよ」っていってあげると、と
ても喜びます。孫の視点で描かれた温かい物
語から、自然にアルツハイマー病について知
ることができます。

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
9ページをご覧ください。

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：11月19日

 ●大きなダンボールに絵を描こう! 
　後日、子ども達の遊具になります!

11月22日（木）10時～13時
幼児と保護者

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た座位のまま
できるストレッチを行います。

11月17日（土）10時～11時30分

磯子地域ケアプラザ
磯子3-1-22

758-0180　 758-0181
毎月第3月曜：11月19日

 ●「パパ・ママ救急隊!」幼児安全法講座 
  こどもの体調不良、けが、いざという時のために!! 
　お子さんも一緒に参加可。

11月25日（日）10時～12時
40人（先着） 
11月12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：11月13日

 ●オヤジの台所～おせちに挑戦!～ 
　おせち3品を作ります。

12月20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

11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：11月19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。

12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

 ●平成30年度第3期定期教室の 
    申込み開始 
　1月～3月の定期教室の申込みがス
タートします。運動の楽しさが分かる
子どもの教室や、生活習慣を整える
大人の教室など。詳しくはお問い合わ
せください。またはホームページで。

11月14日～27日までに
  たきがしら会館

根岸なつかし公園旧柳下邸

下町10　 750-5022
毎月第2・4火曜：11月13日・27日

 ●あったかマフラーを織ってみませんか? 
　羊毛のロングマフラーを卓上織機
を使って織り上げます。

12月6日(木)10時～15時30分
8人（先着） 4,000円 
はさみ（小型）、お弁当、飲み物

※講習は座布団に座って織ります。
11月11日から

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：12月3日

 ●和布でエコバッグ作り 
　縫物が苦手でも大丈夫。おしゃべ
りをしながら和布と遊びましょう。

11月27日（火）10時～12時30分
15人（先着） 500円
11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

 ●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。

12月12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） 11月15日から

久良岐能舞台
岡村8-21-7

761-3854　 754-4050
11月19日（月）

 ●久良岐ワールド～心地よい時間～ 
　①コンサート、②茶会など、優雅な
一日をお過ごしください。

12月2日（日）開場11時～16時
①1回目13時30分/2回目15時
②11時30分～16時

①20人（先着） ②20人（先着）
①2,000円　②500円
11月11日からコンサートチケット

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

 ●第6回磯子音楽祭at杉田劇場 
    ～My Home Town いそご～ 
　杉田劇場全館での音楽祭！参加自
由・無料のプレコンサートや写真展も
開催。詳しくはホームページで。
①ホール公演②リハーサル室公演

12月9日（日）
①14時30分開演（14時開場） 
②18時15分開演（17時開場）

①310人　②48人
①1,000円（全席指定）

②3,500円（全席自由-軽食付き）
チケット発売中
  杉田劇場

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
832-1166　 832-1161
11月20日、12月4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

 ●星空観察会 
     「12月の星空をみよう!すばるをみよう!」 

①12月1日（土）②12月8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）  

①11月17日まで②11月24日まで
に か往復はがきで

  はまぎん こども宇宙科学館
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