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魅力にあふれた住み続けたいまち
❶地域の特色を生かしたつながりづくりの活動を支援します
　　磯子まつりの開催、商店街のにぎわいづくり、
　　地域課題解決の場（コスモスミーティング）への支援 など
❷緑にあふれ、安らぎのある環境づくりに取り組みます
　　ガーデンネックレス横浜と連携した緑化の推進、
　　まちの美化の推進 など

信頼される窓口サービス1 地域課題の解決に向けた
活動の支援2 活力を持続できる

チームづくり3

安全・安心で住みやすいまち
❶大規模災害に備えた取組を推進します
　　地域の防災を担う若い世代への自助・共助の啓発、
　　地域防災拠点の支援 など
❷地域の安全・防犯に取り組みます
　　子ども・高齢者の交通安全対策、地域の防犯対策の推進

この特集に関する問合せ：企画調整係 　750-2331  　750-2533

地域の皆さまとともにつくる笑顔あふれるまち・いそご

平成30年度
磯子区運営方針を策定しました
Ⅰ  基本目標

Ⅱ  目標達成に向けた施策

Ⅲ  目標達成に向けた組織運営の姿勢
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区のデータ
発行 磯子区役所 区政推進課 広報相談係
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　 is-kouhou@city.yokohama.jp
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磯子区役所 検 索

5～16ページは磯子区版です。

磯子区ホームページ

6月の区役所土曜開庁日：9日・23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。

〒235-0016 磯子区磯子三丁目5番1号　　750-2323（総合案内）磯子区役所

特集1

磯子区長　小林 正幸

ともに支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち
❶未来を担う子どもたちを健やかに育む環境づくりを推進します
　　「子ども食堂」への支援、青少年健全育成施策の充実 など
❷高齢者が自らの意思で自分らしく暮らすための取組を推進します
　　地域包括ケアの推進
❸地域で支えあい、誰もが活躍できる取組を推進します
　　磯子区地域福祉保健計画「スイッチON磯子」の推進、
　　障害に対する理解に向けた普及・啓発の促進 など

おもてなしの心による区民サービス
❶親切・丁寧な区民サービスを提供します
❷正確・迅速に事務を執行します
❸環境に配慮した快適な庁舎環境を整備します
❹働き方改革に取り組みます

詳細は区役所1階①窓口、6階⑤窓口で配布しているリーフレットまたはホームページをご覧ください。 平成30年度磯子区運営方針

　磯子区では、区民の皆さまの身近な区役所として、皆さまからご意見をいただきながら、地域と一体となって
取組を進めます。
　子どもからご年配の方まで、さまざまな世代が安心して暮らせるように、子育て支援、高齢者支援、防災・減災
対策をはじめとした諸事業を推進し、笑顔があふれるまちの実現に向けて全力で取り組んでいきます。また、
「おもてなしの心」で区民の皆さまに寄り添ったサービスを提供していきます。
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食材別の食中毒のリスク

下痢、腹痛、頭痛、発熱など
1～7日
鶏刺し、鶏のたたき、
加熱不十分な焼き鳥
少量の菌でも発症します。

下痢、腹痛、おう吐、発熱など
1～10日
メンチカツやサイコロステーキなど牛肉の加工品で
加熱不十分なもの。牛レバーは生食肉の販売・提供が
禁止されています。
少量の菌でも発症します。
子どもや高齢者など抵抗力の弱い人は
重症化することがあります。

症　状

特　徴

原因となり
やすい食品

潜伏期間

腸管出血性大腸菌O157

食肉類

　山菜狩りなどで誤って有毒な野草やきのこを採取し、食べた
ことにより食中毒が発生しています。食用のものと判断できな
いものは、採らない！食べない！売らない！人にあげない！ように
しましょう。

有毒植物に注意しましょう

魚介類

特集2

　これから夏にかけて、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌
といった細菌性の食中毒が増えてきます。また、夏祭りなどの
イベントも多く、特に注意が必要な季節です。
　一方で、魚に寄生するアニサキスによる食中毒やふぐ、キノコ
など自然毒による食中毒は年間をとおして発生し、ノロウイル
スによる食中毒は冬場に多く発生する傾向があります。
　近年発生の多い食中毒の特徴や予防方法を知り、家庭や地
域のお祭りでの食中毒を防ぎましょう。

細菌性食中毒の対策
①手洗い
　調理前、生の肉や魚を触ったと
き、トイレの後などはしっかり手
を洗いましょう。

③肉や魚の適切な保管
　肉や魚は、ほかの食材を汚染しな
いようビニール袋に入れたり、専用の
場所に保管しましょう。

②調理器具の使い分け
　肉、魚、野菜と食材別に調理器
具を使い分けましょう。

　フグによる食中毒の多くが自分で釣ったフグを自分で調理
したものです。釣ったフグ、知人から譲り受けたフグをフグ包
丁師などの資格を持たない人が調理し、毎年食中毒が発生し
ています。

フグの素人調理はやめましょう

・加熱する（65℃以上）
・冷凍する(－20℃、24時間)
・取り除く(明るい場所でよく見て確認)
【注意】アニサキスは酢や醤油で漬けても死滅しません。

この特集に関する問合せ：食品衛生係 　750-2451  　750-2548

家庭で発生した食中毒
●釣ってきたサバを家庭でマリネにして食べた
ところ、4時間後に激しい腹痛を起こした。
(アニサキス)
●家で栽培していたスイセンの葉をニラと誤
認して食べたところ、直後に吐き気や腹痛な
どを起こした。(有毒植物)

お祭りで発生した食中毒
●花火大会で販売していた冷やしきゅうりを
食べたところ、5日後に腹痛や下痢などを
起こした。（腸管出血性大腸菌O157）
●餅つき大会でついた餅を食べたところ、翌
日に下痢やおう吐などを起こした。（ノロウ
イルス）

店舗で発生した食中毒
●居酒屋で鶏刺しを注文し食べたところ、
３日後に腹痛や下痢などを起こした。
（カンピロバクター）
●会社で仕出し弁当を注文し食べたとこ
ろ、翌日に下痢やおう吐などを起こし
た。（ノロウイルス）

つけない

①食品は中心までしっかり加熱
　中心温度85～90℃、90秒以上加熱しましょう。

②使用後の調理器具の消毒
　洗剤で洗浄後、熱湯または塩素系漂白剤で消毒しましょう。やっつける

①冷蔵品は速やかに冷蔵
　買い物後はまっすぐに帰宅し、冷蔵品は速やかに
冷蔵庫に入れましょう。

②冷蔵庫のつめすぎに注意
　冷蔵庫の中身は7割程度にし、温度は10℃以下に保ちま
しょう。

増やさない

出典：厚生労働省 食中毒統計資料

平成29年月別病因物質別食中毒発生件数(全国)

アニサキス対策
カンピロバクター食中毒の約8割が飲食店で発生しています。

鶏刺しや鶏のたたきなど中心部までしっかり加熱されていない
鶏肉を食べるのはやめましょう。

家庭・地域のお祭りでの食中毒を防ぐ
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症　状

特　徴

原因となり
やすい食品

潜伏期間

カンピロバクター
腹痛、悪心、おう吐など
1～36時間

刺身、寿司

サバ、イワシ、サンマ、イカなどの魚介類に寄生して
います。寄生した魚介類を食べるとアニサキスが胃
や腸などに穿入し、激痛をもたらします。

症　状

特　徴

原因となり
やすい食品

潜伏期間

アニサキス

下痢、腹痛、おう吐、発熱など
8～24時間

刺身や寿司などの生食用の魚介類

海水や海泥中に存在し、魚介類に付着します。ほかの
食中毒菌と比べ増殖する速度が速いのが特徴です。

症　状

特　徴

原因となり
やすい食品

潜伏期間

腸炎ビブリオ

▲アニサキス

地域のお祭りでの食中毒対策
行事開催届の提出
　地域のお祭りで食品を提供する際は、お祭りの2週間前までに
食品衛生係に提出してください。

提供できるメニューのお約束
　食中毒を起こさないために、提供できる
メニューには次の2点の原則があります。

❶現地で加熱調理して
　その場で食べるメニュー
❷食品営業施設から仕入れて
　そのまま販売するメニュー

調理する人は調理前に、
必ず点検しましょう！

□ 帽子などをかぶり、
　 長い髪は
　 結びましたか？

□ 手に傷はありませんか？
□ 爪は短く整え、時計や指輪は外しましたか？
□ 手はよく洗いましたか？
□ 使い捨て手袋はありますか？
□ 本人または家族におう吐、下痢などの
　 胃腸炎症状はありませんか？

□ 清潔なエプロンを
　 着用しましたか？

　お餅は素手で触れる工程が多く含まれています。手指からの汚染を防ぐため、従事する人
はおう吐、下痢などの胃腸炎症状がないこと、手指に傷などがないことを確認し、十分な手洗
いを行い、使い捨て手袋を使いましょう。使用器具も消毒を行なってください。提供したお餅
は家に持ち帰りなどせず、その場で食べてもらいましょう。

餅つき
せんにゅう

す　  し

食中毒事例

　おう吐した人がノロウイルスに感染していた場合、おう吐物にはたくさんのノロウイル
スが含まれています。適切な処理・消毒を行いノロウイルスからの感染を防ぎましょう。

　マスク、手袋を着用し、ペー
パータオルなどで外側から内
側に、ウイルスを飛ばさない
ように静かに拭き取る。

　拭き取ったおう吐
物はすぐにビニール袋
(2重)の中に入れ、き
ちんと縛って捨てる。

おう吐物の処理・消毒方法

　ノロウイルスはあらゆる年齢
層の人に急性胃腸炎を引き起こ
し、ウイルス量が100個以下のご
く少量でも感染するほど感染力
の強いウイルスです。またとても
小さく、乾燥に強いのも特徴で
す。感染すると1～2日後におう
吐、下痢、発熱などの症状が見ら
れます。しかし、感染しても症状
が出ない場合もあります。

ノロウイルス 3つの感染ルート

1 2 　汚染された場所は約50倍
に希釈した塩素系漂白剤に
浸した布などで拭き、10分
程度たったら水拭きする。

3

密封

希釈した塩素系漂白剤

1 食べ物→人

　ウイルスが蓄積したカキなどの
二枚貝を生で食べて感染。

3 人→人

　感染者のおう吐物などを処理する際
やドアノブなど介して手指にノロウイル
スが付着し、それが口に入り感染。

夏でも気をつけよう！ノロウイルス

手洗い用の水ゴミ箱

消毒液

温度計

クーラーボックス

容器に収納

石けん

▲鶏のたたき

■ノロウイルス
■自然毒（ふぐ、キノコなど）
■アニサキス
■細菌性食中毒
　（カンピロバクター、
　腸管出血性大腸菌、
　腸炎ビブリオなど）

焼きそば、焼き鳥、フランクフルトなど

2 人→食べ物→人

　感染者が調理時に食べ物にノロウイ
ルスを付け、別の人がそれを食べて感染。

施設・設備
　図を参考に必要な設備を整えましょう。



2018（平成30）年 6月号　／　磯子区版●8

　健康づくり係　　750-2445　　750-2547

予防のポイント

　区内では昨年５月～９月の間に22人（市内では
734人）の人が熱中症で救急搬送されました。　
区内で搬送された人のうち、居室内で熱中症に
なった人の約６割は、エアコンを使用していませ
んでした。熱中症を予防するために、室内の環境づ
くりについて再確認していきましょう。

　熱中症は、体温の上昇と調節機能の
バランスがくずれることにより起こり
ます。しっかりと熱中症対策をすること
で、熱中症を予防しましょう！

●日頃から、「水分補給」「汗をかく」習慣をつけましょう。
●気温・湿度の確認や調整をしましょう。
●体を冷たい濡れたタオルで拭くと、体温を下げる効果が
　期待できます。

からはじめましょう！

　大震災発生直後は、電気・水道・ガスなどのインフラ停止が想定されます。食糧・日用品の
購入も難しくなり、救援物資もすぐには届きません。家庭では、最低３日分（できれば７日分）
の備蓄が必要です。・・・とはいえ、「備蓄」と聞くとちょっと大変そうで、かまえてしまいがち。
そこで、普段の生活の中でストレスなくはじめられる、備蓄のヒントを紹介します！

ヒント 1 必ず役に立つ防災グッズ！ヒント 2

連載
2

今日からはじめる防災のヒント

７月号では家の中の危険から身を守る、家具転倒防止などの対策を紹介します。お見逃しなく！　危機管理担当　　750-2312  　750-2530

♦今月のテーマ♦　家庭の備蓄

食べ物や日用品を少し多めに購入、日常生活で消費
ローリングストックのイメージ

食べる・使う 減った分を補充

少し多めに購入 食べる・使う古いものから
順に消費！

常に少し多めの
状態をキープ

最小限
備えるべき
品目・量

❶ ❷

❸❹

補充分

①消費期限が切れる前に、食べ切れる（使い切れる）
②好みのものが選択できる

ローリングストックのメリット
LEDランタン・
ヘッドライト

トイレパック
トイレの平均的な使用回数＝１日５回

「凝固剤」と「処理袋」のセット

水を流すことができず、トイレの衛生状態が悪くなる

※震災発生後、水道が復旧するまでに、熊本地震で約２週間、
　東日本大震災で約３週間、阪神淡路大震災では約３か月もかかりました。

　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　↓
　感染症の原因となる　トイレを我慢して水分や食品摂取を控える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　栄養状況の悪化、脱水症状など
　　　　　　　　　　　　　　　さまざまな健康障害を引き起こす

+α

部屋全体を照らしたり、
両手が使えるので便利。

カセットコンロ・
ガスボンベ
電気・ガスが使えない中でも
温かい食事をとるのに必須。

携帯ラジオ
AM、FM両方聞けるものを。
予備電池も一緒に。

口腔ケア用ウエット
ティッシュ
水がなくても歯を磨くこと
ができる優れもの。

家族にとって必要なものを
いつもストックしておこう！

ポンプ操法訓練会

　磯子消防署 庶務課消防団係　　　753-0119

　磯子消防署 予防課 警防課　　　753-0119

消防団員による救命講習

梅雨明け後は要注意！　
　熱中症は7月の梅雨明け頃から
増えはじめます。急に暑くなった日
など、体が暑さに慣れていないと
きは特に注意が必要です。

●外の熱を遮断しましょう
　すだれ、グリーンカーテンなどを設置
●エアコン、扇風機を活用しましょう
　室温を定期的に確認！節電を意識しすぎないよう注意
●エアコン、扇風機がない場合は
　窓を開け、こまめに風通しを良くする

熱中症は
どうして起こるの？

快適な住環境をつくろう！

環境の要因
急に暑くなった
湿度上昇

風通しがわるい

行動の要因
激しい運動

長時間の屋外作業
水分補給ができない

熱中症

こまめに
水分補給

ゆったりとした
服装

外出時は
帽子や日傘を使用

涼しいところで
ゆっくり休養

熱中症予防熱中症予防

横浜市内で平成29年5～9月に熱中症
で救急搬送された人（734人）の内訳

48人 40人42人

276人328人

5月 6月 ７月 ８月 9月

　磯子消防団では、災害対応以外に地域の安全安心を守るため
さまざまな訓練や救命講習などを実施しています。

磯子消防団員募集
　防災知識を身に付け、いざと言う時、ご家族、地域を一緒に守りませんか。
【入団資格】区内在住・勤務・在学の満18歳以上の男女

磯子消防団
の活動紹介

体の要因
高齢者や幼児

肥満や栄養不足の状態
糖尿病などの持病
口の渇き、体調不良

体温調節ができなくなり、体温が上昇

ローリングストック
これだけは
備えて！

住環境から服
装
な
ど

か
ら

断水発生！※ 水洗トイレが機能しなくなると・・・
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　必要がなくなったからといって使えるものをごみに出す
のはもったいない！３Ｒマーケットを通して、楽しみながら
環境にやさしいことを実践してみませんか。
【時間】10時～14時30分 ※雨天中止　

　資源化推進担当　　750-2397　　750-2534

【会場】 磯子区総合庁舎前駐車場

ヨコハマ3R夢！
マスコット
イーオ

へら星人
ミーオ

３Ｒマーケット

　粗大ごみとして出されたけれど、まだま
だ使える家具類を抽選でお譲りします。リ
ユース家具市で掘り出し物を見つけよう。
【展示時間】10時30分～12時
※雨天時は庁舎内で実施
【抽選時間】12時から

リユース家具市（公開抽選）

６月は環境月間です

フリーマーケット磯子区3R応援隊主催

スリム

いそご地域活動フォーラム2018
　区内で文化活動・生涯学習・ボランティアなどの活動をして
いるグループの皆さんが、日頃の活動をPRします。何かを始
めたいと思っている皆さん、区内にどんな活動グループがあ
るのか、どんなことができるのかをぜひ探しに来てください。

※フォーラムの開催に伴い、6月16日（土）は支援センターは休館となります。
※体験コーナーやステージ披露の内容については、事前に配布するチラシの
ほか、６月6日（水）～18日（月）まで区民ホールギャラリーに展示します。

●パネル展
　区内で活動するグループ・団体などのパネル展示。当日はパネルコンテ
ストの結果発表をします。パネルについては6月9日（土）～15日（金）まで
区民ホール、6月16日（土）は集会室にて展示します。コンテストに投票い
ただいた人には苗木などをプレゼントします。

●講演会『人をつなぐ・育てるコミュニケーション』
講師：横浜高校野球部前監督 渡辺 元智 さん
会場：磯子公会堂　時間：10時～11時10分
5月11日から申込受付中・600人（先着）

昨年のいそご地域活動
フォーラム2017の様子

●体験コーナー
●ステージ披露
●NPO連絡会ブース
●パフォーマンスカフェ

　いそご区民活動支援センター　　754-2390　　759-4116

横浜市動物愛護センター

　ペットは飼い主にとって家族のように大切な存在ですが、飼い方に
よっては周囲に迷惑に思われてしまうこともあります。ルールとマナー
を守り、人もペットも気持ちよく快適に暮らせる街にしましょう。

　飼い主はペットを終生適切に飼育しなければなりません。飼主の病気
など不測の事態に備えて代わりに託せる人を探しておく、増えて飼いき
れなくならいよう不妊去勢手術をするなど、責任を持って世話をしま
しょう。安易に捨てたり置き去りにする行為は犯罪です！

　環境衛生係　　750-2452　　750-2548

犬　と　猫　の飼育マナー

※市ではマイクロチップ装着費用の
　一部補助を行なっています。

室内飼育をおすすめします。環境を整えれば、室内でも快適に暮らせます！

犬の飼い主さんへのお願い

猫の飼い主さんへのお願い

３Ｒマーケット
and

リユース家具市

　こども家庭支援課　　750-2415　　750-2540

　子どものお散歩は、成長に欠かせないものです。子どものペースに
合わせて一緒に歩いてみると、大人も楽しい新発見がありますよ。こ
れからやってくる暑い夏、お出掛けを無理なく楽しむための便利グッ
ズやポイントを紹介します。

●11時～14時は紫外線が特に強いので、この時間は避けてお出
掛けしましょう。
●服装は風通しの良い薄手のものにしましょう。
●熱中症に注意。水分補給を忘れずに！
●帰宅後は、シャワーを浴びるか濡れタオルで体を拭いてから着
替えさせてあげましょう。汗をかいたままにすると、風邪をひ
いたり、あせもができたりします。

注意ポイント

持っていくと便利なもの

シート代わりに敷いたり、授乳時
洗濯バサミで止めてケープにも。

バンダナなどに包んで
首に巻き、熱中症を予
防しましょう。

手軽に水分補給ができます。

バンダナ バスタオル

シャボン玉など
手軽に遊べる道具

ペットボトルに付ける
ストロー付飲み口

【時間】 10時～15時
【会場】 磯子区総合庁舎１階区民ホール、公会堂 
主催：いそご区民活動支援センター　協力：磯子区NPO連絡会 6月16日（土）

2イベント
同時開催!

外は猫にとって危険がいっぱい
●交通事故　●感染症　●迷子　●ほかの猫とのケンカ　など

もとのり

●大きめのトイレ：
　猫の頭数分＋１個設置

●上下運動できる場所：
　運動不足やストレスの
　解消になります

●フンは必ず
　持ち帰リましょう

●放し飼い・ノーリードは
　絶対にやめましょう

●「おながかがすいた」
　「かまってほしい」
　など鳴く原因はさまざま
　犬の声に耳を傾けて鳴く原因を
　取り除く工夫をしましょう

●飼い犬を登録し、狂犬病予防
　注射を毎年受けましょう

●放し飼い・ノーリードは
　絶対にやめましょう

●首輪を装着し、
　鑑札・注射済票を
　付けましょう

●つめとぎ

●隠れ場所やくつろぎスペース：
　高い場所・狭い場所が好きです

詳しくは

保冷剤

逃げ出したときや災害時に備えて、迷子札やマイクロチップ※を装着しましょう



●元気なときから準備・計画し、自分の想いを周囲に伝えておくことが大切
●自分の考えや所持品を整理していくことで、今後の不安の解消につながる
●前向きに楽しみながら、これからの日々を過ごしていく気持ちになる

●元気な時から準備、計画し、自分の想いを周囲に伝えておくことが大切
●自分の考えや所持品を整理していくことで、今後の不安の解消につながる
●前向きに楽しみながら、これからの日々を過ごしていく気持ちになる
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この特集に関する問合せ：高齢・障害支援課 　750-2417  　750-2540

特集3

「人生の終わりをより良く過ごすための
準備（活動）のこと」です

第１部 映画「エンディングノート」上映会
【あらすじ】熱血営業マンとして働き続け67歳で退職したサラリーマンが、
第二の人生を歩み始めた矢先にガン宣告を受けてしまう。残された家族と
自分の人生を総括するために“エンディングノート”の作成に取り組む姿を
収めたドキュメンタリー。

第２部 エンディングノート書き方講座

7月27日（金）14時～16時30分（13時30分開場）
磯子公会堂

子どもの頃のことや、好みや生きがいなど

あんしん終活のすすめ
～最後まで自分らしく生きるためにエンディングノートを活用しよう～

介護・医療のこと

市・区の相談窓口

　各地域ケアプラザでは、土日でも終活に関する相談ができます。また、
エンディングノート講座などを地域ケアプラザごとに開催しています。

区内の地域ケアプラザ
開館時間 月曜～土曜：9時～21時
　　　　 日曜・祝日：9時～17時

お父さん
行ってみない？

●10 ●11

終活とは何か知ろう

これまでのことを振り返り、今後のことを考えよう

エンディングノートを書いてみよう

「終活」って
いつ頃始めるものなのかな？
お父さんたち考えてる？

でもこういうことは
元気なうちに始めたほうが
いいんじゃないかしら？

エンディングノートの
書き方のコツを
お伝えします

相続などのこと ［弁護士の法律相談］
予約制：磯子区役所広報相談係　　750‐2335

公正証書・遺言の書き方のこと ［公証相談］
債務整理・成年後見などのこと ［司法書士相談］
予約制：横浜市役所市民相談室　　671‐2306

終活については
いろいろなところで
相談できます

映画エンディングノート上映会＆
エンディングノート書き方講座に行ってみよう

終活の相談先
書いたらノートを

どこに置いたか、大切な人に
伝えないとね

友達は持っているけど
まだ書いていないって
言ってたなあ・・・

　今までの人生を振り返り、これからの人生を豊かに過ごすために、家族や周囲の大切な人へ
自分の「考え」や「想い」を託す「エンディングノート」を書き始めてみませんか。

根岸地域ケアプラザ

新杉田地域ケアプラザ

滝頭地域ケアプラザ

洋光台地域ケアプラザ

磯子地域ケアプラザ

上笹下地域ケアプラザ

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

751-4801

771-3332

750-5151

832-5191

758-0180

769-0240

750-5411

●好きな食べ物や音楽、映画、スポーツなど
●特技、自慢できることなど

●どこで誰に介護してもらいたいか
●延命措置をするかなど

保険、財産、相続のこと
●お金や不動産だけではなく、日頃
　大切にしてきた物を誰に託したいかなど

葬儀、お墓のこと
●亡くなったとき、誰に連絡してほしいか
●葬儀はどこでどのような形で行うか

考えて周囲に伝えておけば、自分の意思を伝えられなくなったとき、介護する人の参考にもなります。

お父さんも
書くぞ

エンディングノートを書く準備として

母娘 父

エンディングノート
私も今から
書いてみるわ

これまでのこと これからのこと

日時

定員

場所

エンディングノートで大切なことは、書くこと、そして大切な人にノートの存在を伝えること

まだ元気だし
早いんじゃないか？

500人（当日先着）
申込み不要・入場無料。当日直接会場までお越しください。

　「住み慣れた家や地域で暮らし続けたい」という思いを実現するために、自分自身がどんな生活
をしたいか、そのためにやりたいこと、してもらいたいことを形にしてみましょう。
　「磯子区版エンディングノート」は、自分の好きなこと、場所、自分の特技、昔から続けているこ
となどを思い出し、これからの人生、例えば医療や介護などをどのように受けたいかなどを考え
るきっかけにもなるでしょう。

中身は
こんな感じ

磯子区版エンディングノートの特徴！
●15ページとコンパクト
●終活に必要なことが端的に盛り込まれている
●項目はチェック式が多く書きやすい

エンディングノートを
書くことも終活の
ひとつなのね

チェック式なんだ！
意外と簡単に
書けそう！

※「磯子区版エンディングノート」は、区民の皆さんが書き方講
座に参加いただいたときや、地域ケアプラザや区役所５階窓口
で説明をさせていただいた後に、無料でお渡ししています。
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記載がないものは、　区役所4階すべて【予約制】

検
診

検
査・各
種
相
談

検診・検査・各種相談

　　こども家庭支援課
　750-2448　　750-2540

　6月18日、7月2日の月曜8時45分～11時女性の健康相談

　7月6日（金）9時～11時生活習慣病予防相談
（禁煙相談） 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）。　

助産師による避妊・月経・更年期などについての相談です。

　　健康づくり係
　750-2445　　750-2547

　7月6日（金）9時～11時食生活健康相談
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）。

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）。
　6月22日（金）9時～11時こども食事相談

　6月19日～7月10日の毎週火曜9時30分～11時妊産婦健康相談
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。

　6月29日（金）13時30分～14時45分乳幼児・
妊産婦歯科相談 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。

　6月19日（火）、7月2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専門相談
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。

肺がん検診 　7月11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　　6月11日～7月4日

　　高齢・障害支援課
　750-2418　　750-2540

　7月18日（水）13時45分～15時55分　　区役所5階　　3人（先着）もの忘れ相談
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）。

高齢者結核健診 　7月4日（水）9時～10時　　65歳以上・30人（先着）　　6月11日～27日
※肺の疾患で通院中の人と、30年4月1日以降に胸部エックス線検査をされた人は受診できません。

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。

●横浜・人・まち・デザイン賞パネル展
　6月18日（月）～22日（金）
　まちづくり調整担当
　750-2331　　750-2533
●こすもすショップ
　6月20日（水）・21日（木）
　高齢・障害支援課
　750-2416　　750-2540

6月20日（水）～25日（月） 絵画
6月27日（水）～7月2日（月） 押花
7月4日（水）～9日（月） 絵手紙
　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　6月25日（月）※定期点検のため
　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521

　10月1日を基準日として全国で実
施される「住宅・土地統計調査」の区
内調査員を募集します。【報酬】約50
世帯で6万6千円程度。
　8月27日（月）～10月26日（金）（予定）
　20歳以上で税務・警察・選挙活動
に直接関係ない人（先着）
　6月11日から
　　統計選挙係
　750-2316　　750-2530

　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。
　7月3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

　音楽に合わせてお子さんと一緒に
遊びながら、シェイプアップ&筋肉ト
レーニング&リラクゼーション。
　7月25日（水）10時～11時30分
　屏風ヶ浦地域ケアプラザ
　1～2歳児と保護者・25組（先着）
　6月25日から
　　洋光台第二保育園
　831-3959　　831-3982

　離乳食の進め方（お話と調理実
演、試食）です。
　7月27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）　　7月2日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　【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
　　6月11日から各保育園へ

　横浜市消費生活総合センターと区
役所共催の講座！食の安全のスペ
シャリストである垣田達哉さんによ
る、生鮮・加工食品などのチェックポ
イントについての講演です。
　6月26日（火）13時30分～15時30分
　磯子公会堂　　市内に在住・在
学・在勤・300人（当日先着）
　横浜市消費生活総合センター
「消費生活教室」担当
　845-5640　　845-7720

①ゆかたで花火大会にでかけよう!
　ゆかたの着付体験です。Tシャツ・
短パンの上に着ます。
　7月7日（土）13時30分～15時
　女性・15人（先着）　　300円
②夏休み建築模型制作ワークショップ
　世界に一つだけのおうちをつくろ
う！
　7月29日（日）13時～16時
　いそご区民活動支援センター
　小学2年～6年生と保護者・10組
（先着）　　3,000円

【共通】　6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

　ボランティア講師の活動の目的・
内容を知り、今後の活動に生かそ
う！
　7月12日・19日の木曜
13時30分～15時30分 
　区役所7階会議室
　磯子区地域ボランティア講師、これ
から登録を考えている人・15人（先着）
　6月12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

　区役所の職員などが、地域にうか
がって講座（健康・医療・環境・衛生・
防災など26講座）を開催します。詳
細は区役所・各地区センターなどで
配布している案内チラシをご覧くだ
さい。
【期間】31年3月31日までの希望日
※開催日については後日、各講座の
担当課との事前調整が必要です。
　地域振興係
　750-2392　　750-2534

●～育メンパパのための～
　ベビーマッサージ教室
　ママの同席ももちろん大歓迎！
　7月8日（日）10時～12時
　首がすわっていて歩き出す前の赤
ちゃんと保護者・7組（先着）
　500円
　バスタオル、赤ちゃんの飲み物
　6月13日から
●夏休み作品教室
　ポーセリンアートでマイ食器を作っ
てみませんか？カップ、プレート、ボ
ウルの中から一つ選んでいただきま
す。
　7月28日（土）10時～12時
　小学校2年生以下は保護者同伴・
20人（先着）
　500円　　ハサミ、ハンカチ
　6月25日から

磯子地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ワード2010ステップアップ
　（全4回）
　入門講座を受講済の人、ある程度
ワードができる人にレベルアップを
目指してもらう講座です。
　6月30日～7月21日の毎週土曜
14時～17時
　12人（抽選）　　4,000円
　6月20日までに　　　または往復
はがき
●暮らしレベルアップ講座
　「網戸張り替えと包丁とぎ」
　7月1日・8日の日曜10時～12時
　15人（抽選）　　1,000円
　6月20日までに　　　または往復
はがき
●初夏に爽やかな
　「フルーツカッティング」
　カッティングしたフルーツをボック
スに入れておもてなし。プレゼントに
も。
　7月14日（土）
10時30分～12時30分
　10人（抽選）　　1,500円
　6月20日までに　　　または往復
はがき
老人福祉センター 喜楽荘 ・・・・・・・・・
●介護予防運動「いきいき健康
　エクササイズ」（全26回）
　介護予防の総合エクササイズで健
康寿命アップ！
　7月3日（火）～9月28日（金）の間
で26回（4コース：健康教室①②、
栄養改善講座、機能向上ゲーム）
10時～11時30分
　60歳以上・15人（抽選）
　6月20日までに　　　または往復
はがき
●ヨガラジオ体操（全10回）
　ラジオ体操にヨガを取り入れた健
康体操で毎日生き生き。
　7月12日（木）～11月22日（木）の
間で10回 9時45分～10時45分
　60歳以上・50人（抽選）
　3,000円
　6月20日までに　　　または往復
はがき

●親子であそぼう！（全3回）
　子育て仲間同士、楽しい時間を過
ごしませんか。
　6月27日、7月4日・11日の水曜
10時30分～11時30分
　乳幼児と保護者・20組（先着）
　900円　　6月11日から

●指笛コンサート♪
　指だけで奏でる素敵なコンサート。
挑戦したくなるかもしれませんよ。
　7月1日（日）11時～12時
　50人（当日先着）
●お花フレームを作ろう！
　ペーパーをくるくる巻いて、素敵な
写真立てか、飾りフレームを作ります。
　7月3日（火）9時30分～12時
　15人（先着）　　300円
　6月12日から
●ピザを作ってみよう！
　子どもだけでピザを作り、後から
合流する保護者と一緒に食べます。
　7月27日（金）10時～13時
　小学生と保護者・12組（先着）
　800円
　7月6日から
●2dayあみもの
　サマーバックを作ろう！
　夏素材の糸を使って、サマーバック
を作ります。
　7月30日（月）・31日（火）
13時～16時
　小学1年～6年生・10人（先着）　
　500円
　7月9日から

●季節の野菜レシピ～トマト～
　7月9日（月）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
　6月12日から
●季節をあそぼう
　～花火を作って飾ろう～
　7月18日（水）10時～11時
　1歳6か月～4歳児と保護者・20組
　500円
　6月18日から
●アレンジご飯～ライスピザ～
　ご飯を生地にした簡単ピザを作り
ます。
　7月20日（金）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
　6月22日から
●親子パン作り
　かわいいキャラクターパンや動物
パンを作ります。
　7月26日（木）10時～12時30分
　小学生と保護者・8組（先着）
　800円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り袋、子どもの上履き
　6月28日から

お知らせ

区民ホール

子育て
6月20日（水）
「誕生日会（6月生まれ）」
6月26日（火）
「泥んこ遊び」
7月5日（木）
「七夕飾りを作ろう」

滝頭保育園
　751-7879　　751-7889

7月2日（月）
「お話と歯磨き指導」
6月27日（水）
「泥んこで遊ぼう」

東滝頭保育園
　753-2201　　753-2247

日時・期間 会場講師・出演者 対象・定員 費用 申込み 問合せ
電話 FAX Eメール 郵送 ホームページ 保育窓口

申込の
注意

● 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。

● 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。

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

各記事共通

凡例
持ち物 休館日

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

6

区民ホールギャラリー

区内保育施設合同育児講座
「親子でエクササイズ」

離乳食教室

市立保育園の子育て支援

磯子公会堂 6月休館日

出張栄養相談inいそピヨ

原則：毎週水曜 10時～12時

　　こども家庭支援課
　750-2525　　750-2540

募集

30年住宅・土地統計調査
調査員募集
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●横浜・人・まち・デザイン賞パネル展
　6月18日（月）～22日（金）
　まちづくり調整担当
　750-2331　　750-2533
●こすもすショップ
　6月20日（水）・21日（木）
　高齢・障害支援課
　750-2416　　750-2540

6月20日（水）～25日（月） 絵画
6月27日（水）～7月2日（月） 押花
7月4日（水）～9日（月） 絵手紙
　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　6月25日（月）※定期点検のため
　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521

　10月1日を基準日として全国で実
施される「住宅・土地統計調査」の区
内調査員を募集します。【報酬】約50
世帯で6万6千円程度。
　8月27日（月）～10月26日（金）（予定）
　20歳以上で税務・警察・選挙活動
に直接関係ない人（先着）
　6月11日から
　　統計選挙係
　750-2316　　750-2530

　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。
　7月3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

　音楽に合わせてお子さんと一緒に
遊びながら、シェイプアップ&筋肉ト
レーニング&リラクゼーション。
　7月25日（水）10時～11時30分
　屏風ヶ浦地域ケアプラザ
　1～2歳児と保護者・25組（先着）
　6月25日から
　　洋光台第二保育園
　831-3959　　831-3982

　離乳食の進め方（お話と調理実
演、試食）です。
　7月27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）　　7月2日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　【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
　　6月11日から各保育園へ

　横浜市消費生活総合センターと区
役所共催の講座！食の安全のスペ
シャリストである垣田達哉さんによ
る、生鮮・加工食品などのチェックポ
イントについての講演です。
　6月26日（火）13時30分～15時30分
　磯子公会堂　　市内に在住・在
学・在勤・300人（当日先着）
　横浜市消費生活総合センター
「消費生活教室」担当
　845-5640　　845-7720

①ゆかたで花火大会にでかけよう!
　ゆかたの着付体験です。Tシャツ・
短パンの上に着ます。
　7月7日（土）13時30分～15時
　女性・15人（先着）　　300円
②夏休み建築模型制作ワークショップ
　世界に一つだけのおうちをつくろ
う！
　7月29日（日）13時～16時
　いそご区民活動支援センター
　小学2年～6年生と保護者・10組
（先着）　　3,000円

【共通】　6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

　ボランティア講師の活動の目的・
内容を知り、今後の活動に生かそ
う！
　7月12日・19日の木曜
13時30分～15時30分 
　区役所7階会議室
　磯子区地域ボランティア講師、これ
から登録を考えている人・15人（先着）
　6月12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

　区役所の職員などが、地域にうか
がって講座（健康・医療・環境・衛生・
防災など26講座）を開催します。詳
細は区役所・各地区センターなどで
配布している案内チラシをご覧くだ
さい。
【期間】31年3月31日までの希望日
※開催日については後日、各講座の
担当課との事前調整が必要です。
　地域振興係
　750-2392　　750-2534

●～育メンパパのための～
　ベビーマッサージ教室
　ママの同席ももちろん大歓迎！
　7月8日（日）10時～12時
　首がすわっていて歩き出す前の赤
ちゃんと保護者・7組（先着）
　500円
　バスタオル、赤ちゃんの飲み物
　6月13日から
●夏休み作品教室
　ポーセリンアートでマイ食器を作っ
てみませんか？カップ、プレート、ボ
ウルの中から一つ選んでいただきま
す。
　7月28日（土）10時～12時
　小学校2年生以下は保護者同伴・
20人（先着）
　500円　　ハサミ、ハンカチ
　6月25日から

磯子地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ワード2010ステップアップ
　（全4回）
　入門講座を受講済の人、ある程度
ワードができる人にレベルアップを
目指してもらう講座です。
　6月30日～7月21日の毎週土曜
14時～17時
　12人（抽選）　　4,000円
　6月20日までに　　　または往復
はがき
●暮らしレベルアップ講座
　「網戸張り替えと包丁とぎ」
　7月1日・8日の日曜10時～12時
　15人（抽選）　　1,000円
　6月20日までに　　　または往復
はがき
●初夏に爽やかな
　「フルーツカッティング」
　カッティングしたフルーツをボック
スに入れておもてなし。プレゼントに
も。
　7月14日（土）
10時30分～12時30分
　10人（抽選）　　1,500円
　6月20日までに　　　または往復
はがき
老人福祉センター 喜楽荘 ・・・・・・・・・
●介護予防運動「いきいき健康
　エクササイズ」（全26回）
　介護予防の総合エクササイズで健
康寿命アップ！
　7月3日（火）～9月28日（金）の間
で26回（4コース：健康教室①②、
栄養改善講座、機能向上ゲーム）
10時～11時30分
　60歳以上・15人（抽選）
　6月20日までに　　　または往復
はがき
●ヨガラジオ体操（全10回）
　ラジオ体操にヨガを取り入れた健
康体操で毎日生き生き。
　7月12日（木）～11月22日（木）の
間で10回 9時45分～10時45分
　60歳以上・50人（抽選）
　3,000円
　6月20日までに　　　または往復
はがき

●親子であそぼう！（全3回）
　子育て仲間同士、楽しい時間を過
ごしませんか。
　6月27日、7月4日・11日の水曜
10時30分～11時30分
　乳幼児と保護者・20組（先着）
　900円　　6月11日から

●指笛コンサート♪
　指だけで奏でる素敵なコンサート。
挑戦したくなるかもしれませんよ。
　7月1日（日）11時～12時
　50人（当日先着）
●お花フレームを作ろう！
　ペーパーをくるくる巻いて、素敵な
写真立てか、飾りフレームを作ります。
　7月3日（火）9時30分～12時
　15人（先着）　　300円
　6月12日から
●ピザを作ってみよう！
　子どもだけでピザを作り、後から
合流する保護者と一緒に食べます。
　7月27日（金）10時～13時
　小学生と保護者・12組（先着）
　800円
　7月6日から
●2dayあみもの
　サマーバックを作ろう！
　夏素材の糸を使って、サマーバック
を作ります。
　7月30日（月）・31日（火）
13時～16時
　小学1年～6年生・10人（先着）　
　500円
　7月9日から

●季節の野菜レシピ～トマト～
　7月9日（月）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
　6月12日から
●季節をあそぼう
　～花火を作って飾ろう～
　7月18日（水）10時～11時
　1歳6か月～4歳児と保護者・20組
　500円
　6月18日から
●アレンジご飯～ライスピザ～
　ご飯を生地にした簡単ピザを作り
ます。
　7月20日（金）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
　6月22日から
●親子パン作り
　かわいいキャラクターパンや動物
パンを作ります。
　7月26日（木）10時～12時30分
　小学生と保護者・8組（先着）
　800円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り袋、子どもの上履き
　6月28日から

活躍できる「地域ボランティア
講師」をめざしましょう！

講座・
イベント

原則：毎週火・木曜 10時～12時

7月6日（金）
「たなばた」

杉田保育園
　774-9823　　774-9824

7月4日（水）
「誕生日会（7月生まれ）」
7月6日（金）
「七夕」
7月12日（木）
「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

洋光台第二保育園
　831-3959　　831-3982

6月20日（水）
「誕生日会（6月生まれ）」
6月21日（木）
「水・どろんこ遊び」
6月28日（木）
「水・どろんこ遊び」
7月3日（火）
「七夕飾りを作ろう」
7月5日（木）
「水・どろんこ遊び」
7月11日（水）
「誕生日会（7月生まれ）」
7月12日（木）
「水・どろんこ遊び」
原則：毎週木曜10時～11時30分

1day 体験サロン

どこでもお出かけ区役所講座

根岸地区センター

馬場町1-42
　751-4777　　751-4798
　 毎月第3月曜：6月18日

施設から
消費生活教室
「輸入食品の安全性と注意点」

※6月1日～9月30日まで
体育室のみ休館

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：6月25日

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：6月21日

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：6月25日
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●シニアのためのフラダンス（全2回）
　楽しくゆっくりとフラを踊り、健康
な体をつくりましょう。
　6月13日・27日の水曜
13時～14時
　10人（先着）　　1,000円
　飲み物、汗拭きタオル
　6月11日から
●親子（ペア）英会話（全10回）
　正しく美しい発音を重視して学び
ます。
　6月17日（日）～11月11日（日）の
間で10回 15時～17時
　中学生以上の子どもと保護者・12
組（先着）　　15,000円
　6月11日から

●ナイトヨーガ講座（全4回）
　～夜のヨーガで心身ともにリラックス～
　はじめての人向けのプログラムで
すので、どなたでもご参加いただけ
ます。
　7月6日～27日の毎週金曜
18時30分～19時30分
　12人（先着）　　2,000円
　汗拭きタオル
　6月11日から
●夏休み作品教室「風鈴作り」
　でき上がった作品は、秋の「いそご
こどもまつり」「滝頭地区文化祭」に
出展します。
　7月21日（土）10時～13時
　小学生・30人（先着）
　6月11日から電窓

●パソコンお助け塾
　パソコンの先生と岡村中学パソコ
ン部の部員たちがパソコンの基本を、
個別対応で丁寧にお教えします。
　7月8日（日）14時～16時
　10人（先着）　　300円
　ご自身のノートパソコン
　6月11日から
●持っていないシニアのための
　スマートフォン教室（アンドロイド）
　スマートフォンをお持ちでない人、
購入をご検討中の人に、基本操作や
便利な使い方などをご紹介します。
　7月19日（木）13時～15時
　20人（先着）　　筆記用具
※スマートフォンは1人1台貸し出します。
　6月18日から

●ポーセリンアート
　サラダボウルをつくりましょう。
　7月8日（日）10時～12時
　20人（先着）　　500円
　6月18日から

●父の日のカードを作ろう！
　カードに似顔絵やメッセージを書
いて感謝の気持ちを伝えます。
　6月15日（金）～17日（日）
10時～16時
　小学生以下※未就学児は保護者
同伴・各日20人（当日先着）※材料が
なくなり次第終了
●おり姫とひこ星を作ろう
　星に願いをかけましょう！
　7月5日（木）～7日（土）10時～16時
　小学生以下※未就学児は保護者
同伴・各日20人（当日先着）※材料が
なくなり次第終了

●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。
　6月16日（土）10時～11時30分
●筋力アップと柔軟な身体づくり講座
　ストレッチや軽い運動だけでは物
足りない人を対象に行います。
　6月16日（土）13時30分～15時
●うた♪広場
　伴奏に合わせて歌謡曲、映画音楽
などを楽しみます。
　6月19日（火）
13時30分～15時30分
●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。
　6月26日（火）9時～13時、
7月5日（木）13時～17時
　6月11日から
●ぴよぴよちゃん劇場
　絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊
びなどを行います。
　7月6日（金）11時～11時30分

●赤ちゃんひろば
　今回は「フラダンス」の講師を招い
て皆さんと一緒に心身ともにリフレッ
シュ。
　6月20日（水）10時～11時30分
　0～3歳児と保護者・30組（当日先
着）　　100円（子ども1人につき）

●わいわい広場
　①6月13日（水）
リサイクルグッズ作り
②6月28日（木）じゃがいもの収穫

【共通】10時～11時30分
　未就学児と保護者・30人（当日先
着）
　②100円（1組）
●多世代交流「来々館」
　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。
　6月20日（水）10時～11時30分
　30人（当日先着）　　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。
　6月22日（金）13時30分～15時
　男性・15人（当日先着）
　100円（コーヒー付）
●介護予防・認知症予防のための
　「集いのカフェ」
　ミニ講座、ゲーム、体操などさまざ
まなプログラムで楽しく過ごします。
　6月24日（日）13時～15時
　30人（当日先着）
　100円（お茶とお菓子付き）
●介護者のつどい
　介護者同士で日頃の思いを話して
みませんか。
　6月28日（木）10時～11時30分
　介護をしている人・10人（先着）
　6月11日から

●至福の旬菜ごはん
　「さっぱりちらし寿司・鶏肉のカラ
フル炒め・手作りの特製味噌ダレを
使った米なすの田楽・水まんじゅう」
などを実習します。
　7月5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
　6月11日から
●布ぞうり作り
　不要になったTシャツ・布を使って
布ぞうりを作ります。
　7月7日（土）13時～16時
　20人（先着）　　250円
　不要になったTシャツ3枚もしくはそ
れに代わる布、ハサミ、針金ハンガー
　6月11日から

●オヤジの台所
　「ゴーヤづくし」を実習します。
　7月12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
　6月11日から
●夏をがんばる子ども達の食育教室
　栄養士さんの話を聞いたり、食べ物
に関するゲームをします。サンドイッ
チとカレースープの試食もあります。
　7月31日（火）10時～12時
　未就学児～小学生と保護者・15組
（先着）
　6月13日から

●親子の交流スペースぷらっと
　パパやおじいちゃんおばあちゃん
も、お気軽にご参加ください。
　6月11日～7月9日の毎週月曜
12時30分～15時※第2・3月曜は10
時から
　0～3歳児と保護者
●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！
　6月18日、7月9日の月曜
10時10分～11時30分

●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！
　6月23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）
●げんきづくり応援団
　作品展や上笹下みんなでイキイキ
体操などのイベント盛りだくさんの2
日間。
　7月7日（土）・8日（日）10時～15時

●たけのこ茶屋
　お茶とお菓子でほっと一息。ヨコハ
マシルバースターズの生演奏で盛り
上がります。
　7月7日（土）
13時30分～15時30分
　大人200円、子ども50円

●30年度第2期定期教室の
　申込み開始
　9～12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。
　6月20日～7月3日までに

●夏の土偶作り教室
　縄文時代の遺跡から出土した「筒
形土偶」（土製人形）を粘土で作りま
す。成形後、乾燥させて遺跡で野焼
きをします。
　7月15日（日）9時30分～12時
【野焼き】8月25日（土）9時30分～
16時（昼食持参）※荒天中止
　小学生（保護者同伴可）・16人（抽
選）　　300円
　6月30日までに　または往復はが
き
●夏の土器作り教室
　小学生を対象にした土器作り教室
です。成形後、乾燥させて遺跡で野
焼きをします。
　7月16日（祝）
9時30分～15時（昼食持参） 
【野焼き】8月25日（土）9時30分～
16時（昼食持参）※荒天中止
　小学生（保護者同伴可）・16人（抽
選）　　500円
　6月30日までに　または往復はが
き

●キャンプ in 三殿台
　国指定史跡である三殿台遺跡で
キャンプ。古代住居跡の上にテントを
張り、一夜をあかします。火起こしや
弓矢の体験も。
　7月21日（土）・22日（日）
21日は17時開始、22日は8時終了
※天候により中止の場合がありま
す。当日お問い合わせください。
　6家族※2家族でも来場の車が1台
であれば1家族とします（抽選）
　2,000円（テント一張りにつき）
　テント、寝具、食料
　7月8日までに　または往復はが
き

●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。
　6月16日（土）11時～11時40分
●ママフィットネス
　6月20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
　運動のできる服装、室内用の運動
靴、飲み物、お子さん用の飲み物
　6月11日から
●親子の広場
　本物の笹をつかって七夕飾りを作
りましょう。
　6月26日（火）
10時30分～11時30分
　未就学児と保護者・20組（当日先
着）　　150円（1組1回）
●ミニ盆栽ワークショップ
　7月8日（日）
13時30分～15時30分
　15人（先着）
　3,500円※相談会は無料　
　6月11日から
【相談会】15時30分～16時30分

●旧柳下邸の七夕
　短冊に願い事を書きにいらっしゃ
いませんか？
　7月5日（木）～7日（土）
9時30分～16時30分
●七夕織姫体験
　卓上織機で裂織のポーチ（約12cm 
× 20cm）を作ります。
　7月5日（木）13時～16時
　8人（先着）　　2,000円
　6月15日から
●七夕 新茶で利き茶体験
　7月7日（土）
10時30分～12時30分
　12人（先着）
　1,100円（新茶50グラム付き）
　6月13日から
●古布縮緬で作る雛のつるし飾り
　（全8回）
　7月13日（金）～2019年2月8日
（金）の間で8回 10時～12時30分
　全8回出席可能で旧柳下邸の「雛
まつり」期間に飾ってくださる人・10
人（抽選）
　8,000円（別途材料費）
　6月22日までに往復はがき

●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。
　①6月22日（金）②7月5日（木）
10時30分～11時30分
　①は屏風ヶ浦地域ケアプラザ
　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

広告

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：6月25日

根岸地域ケアプラザ

馬場町1-42
　751-4801　　751-4821

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。

滝頭地域ケアプラザ

滝頭2-30-1
　750-5151　　750-5155
　 毎月第3月曜：6月18日

磯子地域ケアプラザ

磯子3-1-22
　758-0180　　758-0181
　 毎月第3月曜：6月18日

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

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：6月12日、7月10日

根岸中学校コミュニティハウス

西町17-13　　　754-2600
　毎週火・金曜

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

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：6月18日

み　そ
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●シニアのためのフラダンス（全2回）
　楽しくゆっくりとフラを踊り、健康
な体をつくりましょう。
　6月13日・27日の水曜
13時～14時
　10人（先着）　　1,000円
　飲み物、汗拭きタオル
　6月11日から
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　正しく美しい発音を重視して学び
ます。
　6月17日（日）～11月11日（日）の
間で10回 15時～17時
　中学生以上の子どもと保護者・12
組（先着）　　15,000円
　6月11日から
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　～夜のヨーガで心身ともにリラックス～
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すので、どなたでもご参加いただけ
ます。
　7月6日～27日の毎週金曜
18時30分～19時30分
　12人（先着）　　2,000円
　汗拭きタオル
　6月11日から
●夏休み作品教室「風鈴作り」
　でき上がった作品は、秋の「いそご
こどもまつり」「滝頭地区文化祭」に
出展します。
　7月21日（土）10時～13時
　小学生・30人（先着）
　6月11日から電窓

●パソコンお助け塾
　パソコンの先生と岡村中学パソコ
ン部の部員たちがパソコンの基本を、
個別対応で丁寧にお教えします。
　7月8日（日）14時～16時
　10人（先着）　　300円
　ご自身のノートパソコン
　6月11日から
●持っていないシニアのための
　スマートフォン教室（アンドロイド）
　スマートフォンをお持ちでない人、
購入をご検討中の人に、基本操作や
便利な使い方などをご紹介します。
　7月19日（木）13時～15時
　20人（先着）　　筆記用具
※スマートフォンは1人1台貸し出します。
　6月18日から

●ポーセリンアート
　サラダボウルをつくりましょう。
　7月8日（日）10時～12時
　20人（先着）　　500円
　6月18日から

●父の日のカードを作ろう！
　カードに似顔絵やメッセージを書
いて感謝の気持ちを伝えます。
　6月15日（金）～17日（日）
10時～16時
　小学生以下※未就学児は保護者
同伴・各日20人（当日先着）※材料が
なくなり次第終了
●おり姫とひこ星を作ろう
　星に願いをかけましょう！
　7月5日（木）～7日（土）10時～16時
　小学生以下※未就学児は保護者
同伴・各日20人（当日先着）※材料が
なくなり次第終了

●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。
　6月16日（土）10時～11時30分
●筋力アップと柔軟な身体づくり講座
　ストレッチや軽い運動だけでは物
足りない人を対象に行います。
　6月16日（土）13時30分～15時
●うた♪広場
　伴奏に合わせて歌謡曲、映画音楽
などを楽しみます。
　6月19日（火）
13時30分～15時30分
●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。
　6月26日（火）9時～13時、
7月5日（木）13時～17時
　6月11日から
●ぴよぴよちゃん劇場
　絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊
びなどを行います。
　7月6日（金）11時～11時30分

●赤ちゃんひろば
　今回は「フラダンス」の講師を招い
て皆さんと一緒に心身ともにリフレッ
シュ。
　6月20日（水）10時～11時30分
　0～3歳児と保護者・30組（当日先
着）　　100円（子ども1人につき）

●わいわい広場
　①6月13日（水）
リサイクルグッズ作り
②6月28日（木）じゃがいもの収穫

【共通】10時～11時30分
　未就学児と保護者・30人（当日先
着）
　②100円（1組）
●多世代交流「来々館」
　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。
　6月20日（水）10時～11時30分
　30人（当日先着）　　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。
　6月22日（金）13時30分～15時
　男性・15人（当日先着）
　100円（コーヒー付）
●介護予防・認知症予防のための
　「集いのカフェ」
　ミニ講座、ゲーム、体操などさまざ
まなプログラムで楽しく過ごします。
　6月24日（日）13時～15時
　30人（当日先着）
　100円（お茶とお菓子付き）
●介護者のつどい
　介護者同士で日頃の思いを話して
みませんか。
　6月28日（木）10時～11時30分
　介護をしている人・10人（先着）
　6月11日から

●至福の旬菜ごはん
　「さっぱりちらし寿司・鶏肉のカラ
フル炒め・手作りの特製味噌ダレを
使った米なすの田楽・水まんじゅう」
などを実習します。
　7月5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
　6月11日から
●布ぞうり作り
　不要になったTシャツ・布を使って
布ぞうりを作ります。
　7月7日（土）13時～16時
　20人（先着）　　250円
　不要になったTシャツ3枚もしくはそ
れに代わる布、ハサミ、針金ハンガー
　6月11日から

●オヤジの台所
　「ゴーヤづくし」を実習します。
　7月12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
　6月11日から
●夏をがんばる子ども達の食育教室
　栄養士さんの話を聞いたり、食べ物
に関するゲームをします。サンドイッ
チとカレースープの試食もあります。
　7月31日（火）10時～12時
　未就学児～小学生と保護者・15組
（先着）
　6月13日から

●親子の交流スペースぷらっと
　パパやおじいちゃんおばあちゃん
も、お気軽にご参加ください。
　6月11日～7月9日の毎週月曜
12時30分～15時※第2・3月曜は10
時から
　0～3歳児と保護者
●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！
　6月18日、7月9日の月曜
10時10分～11時30分

●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！
　6月23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）
●げんきづくり応援団
　作品展や上笹下みんなでイキイキ
体操などのイベント盛りだくさんの2
日間。
　7月7日（土）・8日（日）10時～15時

●たけのこ茶屋
　お茶とお菓子でほっと一息。ヨコハ
マシルバースターズの生演奏で盛り
上がります。
　7月7日（土）
13時30分～15時30分
　大人200円、子ども50円

●30年度第2期定期教室の
　申込み開始
　9～12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。
　6月20日～7月3日までに

●夏の土偶作り教室
　縄文時代の遺跡から出土した「筒
形土偶」（土製人形）を粘土で作りま
す。成形後、乾燥させて遺跡で野焼
きをします。
　7月15日（日）9時30分～12時
【野焼き】8月25日（土）9時30分～
16時（昼食持参）※荒天中止
　小学生（保護者同伴可）・16人（抽
選）　　300円
　6月30日までに　または往復はが
き
●夏の土器作り教室
　小学生を対象にした土器作り教室
です。成形後、乾燥させて遺跡で野
焼きをします。
　7月16日（祝）
9時30分～15時（昼食持参） 
【野焼き】8月25日（土）9時30分～
16時（昼食持参）※荒天中止
　小学生（保護者同伴可）・16人（抽
選）　　500円
　6月30日までに　または往復はが
き

●キャンプ in 三殿台
　国指定史跡である三殿台遺跡で
キャンプ。古代住居跡の上にテントを
張り、一夜をあかします。火起こしや
弓矢の体験も。
　7月21日（土）・22日（日）
21日は17時開始、22日は8時終了
※天候により中止の場合がありま
す。当日お問い合わせください。
　6家族※2家族でも来場の車が1台
であれば1家族とします（抽選）
　2,000円（テント一張りにつき）
　テント、寝具、食料
　7月8日までに　または往復はが
き

●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。
　6月16日（土）11時～11時40分
●ママフィットネス
　6月20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
　運動のできる服装、室内用の運動
靴、飲み物、お子さん用の飲み物
　6月11日から
●親子の広場
　本物の笹をつかって七夕飾りを作
りましょう。
　6月26日（火）
10時30分～11時30分
　未就学児と保護者・20組（当日先
着）　　150円（1組1回）
●ミニ盆栽ワークショップ
　7月8日（日）
13時30分～15時30分
　15人（先着）
　3,500円※相談会は無料　
　6月11日から
【相談会】15時30分～16時30分

●旧柳下邸の七夕
　短冊に願い事を書きにいらっしゃ
いませんか？
　7月5日（木）～7日（土）
9時30分～16時30分
●七夕織姫体験
　卓上織機で裂織のポーチ（約12cm 
× 20cm）を作ります。
　7月5日（木）13時～16時
　8人（先着）　　2,000円
　6月15日から
●七夕 新茶で利き茶体験
　7月7日（土）
10時30分～12時30分
　12人（先着）
　1,100円（新茶50グラム付き）
　6月13日から
●古布縮緬で作る雛のつるし飾り
　（全8回）
　7月13日（金）～2019年2月8日
（金）の間で8回 10時～12時30分
　全8回出席可能で旧柳下邸の「雛
まつり」期間に飾ってくださる人・10
人（抽選）
　8,000円（別途材料費）
　6月22日までに往復はがき

●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。
　①6月22日（金）②7月5日（木）
10時30分～11時30分
　①は屏風ヶ浦地域ケアプラザ
　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

広告

たきがしら会館

滝頭3-1-68
　752-4050　　752-4051

横浜市三殿台考古館

岡村4-11-22
　761-4571　　761-4603

　毎週月曜

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：7月2日

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

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：6月18日

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：6月18日

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：

  6月12日・26日、7月10日
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●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。
　7月11日（水）
①10時②11時から※約40分
　①2歳以上の幼児と保護者②1歳6
か月～2歳未満の幼児と保護者・各
20人（先着）
　6月14日から

●わくわくワークショップ
　科学工作教室
「あじさいのランプシェード」
　7月1日（日）10時/11時30分/13
時30分/15時から※各回約60分
「ぷにぷにマリンキャンドル」
　7月7日（土）・8日（日）・15日（日）・
16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
【共通】　小学生以上・各回12人（当
日先着）※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。参加券1枚につき作製は1
人分のみ。
　600円
●ウィークエンドレクチャー
　「宇宙のせいかつ」
　7月1日～29日の土日
13時から※約30分
●サイエンス・ショウ
「しゃぼん玉たいむ」
　しゃぼん膜の不思議を調べたり、
大きなしゃぼん玉作りに挑戦します。
　7月1日（日）14時から※約30分

「空気であそぼ！」
　7月7日～16日の土日祝・21日
（土）～31日（火）
14時から※約30分
●わくわくワークショップ
「卓上電子顕微鏡を体験しよう！」
　7月6日・13日・20日の金曜
10時30分/14時から※各回約45
分。一人あたりの操作時間は1～2分
程度。
　未就学児は保護者同伴・各回12人
（当日先着）
●ミニ実験
　7月7日～16日の土日祝・21日
（土）～31日（火）
「酸とアルカリ いろみずマジック」
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
●サイエンス・ミニトーク
「宇宙のきほん～空気のない世界っ
て？～」
　7月7日～16日の土日祝・21日
（土）～31日（火）
11時30分から※約15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3回
　7月7日（土）
15時30分～16時30分
　川上紳一さん
　小学1年～中学3年生※小学生は
保護者同伴・250人（抽選）
　6月23日までに　か往復はがき
●星空観察会「7月の星空をみよう！
今日は七夕！織姫、彦星をみよう！」
　7月7日（土）20時～21時15分
　中学生以下は保護者同伴・150人
（抽選）
　6月23日までに　か往復はがき

●父の日似顔絵かき
　色紙にお父さんの似顔絵や好き
な絵を描いて、父の日にプレゼントし
ましょう！
　6月16日（土）10時～12時
　30人（当日先着）
●パークヨガ教室
　青空の下でヨガしませんか！
　7月14日（土）
10時30分～11時30分
　20人（先着）
　500円（お菓子付き）
　要・事前連絡

●女性のためのパソコン講座
①再就職・転職のための
　パソコン講座（全5回）
　7月10日（火）・11日（水）・12日

（木）・17日（火）・18日（水）
②エクセル中級（全2回）
　7月14日（土）・15日（日）
【共通】10時～15時30分
　女性・各12人（先着）
　①19,500円②10,800円※免除制
度あり（要・問合せ）　　あり※詳細
は要・問合せ　　6月16日から
　　パソコン講座専用
　862-4496（日・祝・第4木曜を除く）
●ストレッチ&骨盤底筋ケア
　3か月コース（全6回）
　女性のからだをトータルでケアす
る講座です。
　7月3日・17日、8月7日・21日、9月
4日・18日の火曜13時30分～15時
　女性・24人（先着）
　7,800円※免除制度あり（要・問合
せ）　　フェイスタオル 水分補給の
ための飲み物　　あり※詳細は要・
問合せ　　6月12日から
●フォーラム南太田マルシェ
　～地モノ野菜市と手づくり市～
　野菜や手づくり品のお店が玄関前
に並びます（雨天時は館内）。出店の
人とおしゃべりしながら、お買い物を
楽しみませんか?
　6月15日（金）11時～14時

6月28日（木）
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  

磯子区 紙面アンケート 30年6月 

　広報相談係　　750-2337　　750-2532　　is-kouhou@city.yokohama.jp

回答方法について
　6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：6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。

紙面についてアンケート
●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

ホームページからの
回答受付開始日は
6月1日です。

（　　　　　　　　   ）

（　　　　　　　　   ）
●その他

（　　　　　　　　   ）

6月 紙面アンケート（磯子区版について）

はまぎん こども宇宙科学館

フォーラム南太田

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。

磯子図書館
753-2864　　750-2528

　実は身近なカビ。薬になるカビもあれ
ば、病気を引き起こすカビもあります。小
学校高学年くらいから読めるこの本は、
カビの歴史や種類、人との関わりがわか
る1冊です。味噌や醤油などに使われる、
日本人とつきあいの深いコウジカビも
載っています。また、同じシリーズの『カビ
のふしぎ 実験しよう』では、カビを捕まえ
ることや育てることも学べます。

●30年度教科書展示会
　31年度に小学校、中学校におい
て使用する教科書を展示します。
　6月15日(金)～29日(金)
10時～12時/13時～18時30分
※土日月は17時まで。休館日を除く

●～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。
＜テキスト＞『「自分の木」の下で』/
大江健三郎（朝日文庫）

　6月15日（金）10時～12時30分
　読書会に興味がある人
　随時受付中

●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。
　6月13日（水）・27日（水）、7月
11日（水）15時30分から
　一人でおはなしを聞ける子
●親子で楽しむおはなし会
　司書と一緒に、わらべうたで遊
びます。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。
　6月14日（木）11時から
　2・3歳児と保護者・15組（先着）

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!
「カビのふしぎ 調べよう」と同じシリーズの
「カビのふしぎ 実験しよう」（全２冊）
細矢 剛／監修・写真　伊沢 尚子／著　汐文社／刊

展示会

読書会

おはなし会

磯子図書館だより
6月18日（月）休館日

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
　832-1166　　832-1161
　6月19日、7月3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 フォーラム南太田

南区南太田1-7-20
　714-5911　　714-5912
　毎月第3月曜：6月18日

岡村公園

岡村2-17-1
　751-4375　　349-2292

み　そ しょうゆ




