
4  新杉田公園：JR新杉田駅から徒歩10分、 
京浜急行杉田駅から徒歩15分

5  杉田川ふれあい散歩道： 
JR新杉田駅から徒歩15分

6  坪呑公園：JR新杉田駅から市営バス215系統で
「杉田坪呑中央」下車徒歩3分

7  洋光台駅前公園：JR洋光台駅から徒歩３分　

1 岡村公園

2 久良岐公園

6 坪呑公園

4 新杉田公園

杉田川ふれあい散歩道5

　　大岡川分水路
河畔プロムナード
　　大岡川分水路3

この特集に関する問合せ：広報相談係 750-2335  750-2532

1  岡村公園：JR根岸駅・磯子駅から 
市営バス78系統で「天神前」下車徒歩10分

2  久良岐公園：JR磯子駅・京浜急行屏風浦駅から 
市営バス70系統で「久良岐公園前」下車

3  大岡川分水路河畔プロムナード： 
JR磯子駅東口から徒歩10分

特集

洋光台駅前公園7

3
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 　　2019（平成31）年 3月号

区の人口
166,591人

区のデータ
2019年 2月1日現在

区の世帯数
76,441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. 257

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） ３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っています。
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期日前
投票 投票日に仕事やレジャーなどの用事で、投票所に行けないことが見込まれる人は、期日前投票制度をご利用くださ

い。「投票のご案内」が届いていたら、ご自分の「投票のご案内」の裏面の「請求書兼宣誓書」（期日前投票の際に必要）
をご記入の上、持参してください。（「投票のご案内」がなくても投票できます。）

区役所 １階区民ホール
（磯子三丁目 5-1）

投票期間（土日を含む）

3月22日（金）〜
4月6日（土）

3月22日 金 〜29日 金 ▶知事選挙のみ投票できます。
3月30日 土 〜4月6日 土 ▶市会・県会・知事選挙の投票ができます。

JR 磯子駅から徒歩5分交通 JR 洋光台駅から徒歩5分交通

はまぎん こども宇宙科学館 １階
会議室（洋光台五丁目2-1）

投票所 投票区域
1 根岸中学校 東町13～19、西町9～17、鳳町、原町11～14
2 根岸小学校 東町1～12、西町1～8、原町1～10、下町
3 根岸地区センター 馬場町、上町、坂下町
4 滝頭小学校 丸山一丁目、丸山二丁目、滝頭一丁目、滝頭二丁目

5 岡村中学校 岡村一丁目、岡村二丁目、岡村三丁目、
岡村七丁目1～26

6 岡村西部連合自治会館 岡村四丁目、岡村五丁目1～18、岡村六丁目
7 市営岡村住宅 集会所 岡村五丁目19～22、岡村七丁目32～35、岡村八丁目
8 市営滝頭住宅 集会所 滝頭三丁目、中浜町

9 磯子小学校 広地町、久木町、磯子七丁目（8～12を除く）、
磯子八丁目

10 磯子消防署 磯子一丁目、磯子二丁目1～14･21～23･29、新磯子町

11 磯子区役所 磯子二丁目15～20･24～28、磯子三丁目、
磯子四丁目11～14、磯子台

12 山王台小学校 磯子四丁目1～10、磯子五丁目、磯子六丁目、
磯子七丁目8～12、岡村七丁目27～31

13 汐見台会館 汐見台1丁目、汐見台2丁目1～8
14 汐見台小学校 汐見台2丁目9（屏風ヶ浦住宅を除く）、汐見台3丁目
15 森が丘自治会館 森が丘一丁目、森が丘二丁目
16 森東小学校 森一丁目、森二丁目1～11、森三丁目1～3、新森町
17 森町内会館 森三丁目4～21、中原一丁目8、新中原町
18 森南町内会館 森五丁目（19を除く）、森六丁目

19 中原自治会館 中原一丁目（8を除く）、中原二丁目、中原三丁目、
中原四丁目（15～22を除く）

投票所 投票区域

20 JAデイサービスセンターいそご 田中一丁目、田中二丁目、栗木一丁目1～30、
栗木二丁目1～15

21 杉田小学校
杉田一丁目、杉田二丁目1～7、杉田三丁目1～23
（21-20 以 降・22-32・22-33・22-35 及 び 22-36
の横浜市道中原第658号線南側を除く）、新杉田町

22 杉田南部自治会館 杉田四丁目1～8、杉田五丁目（2-50･2-64･9-33･
9-34･10～12･14-1～14-13を除く）

23 浜中学校
杉田二丁目8～29、杉田三丁目21-20以降・22-32・22-33・
22-35及び22-36の横浜市道中原第658号線南側・24～
33、杉田坪呑1-5・1-6、中原四丁目15～22、栗木一丁目31
～34、栗木二丁目16～38、栗木三丁目、上中里町15～22

24 杉田大谷団地 集会所 杉田六丁目（1～8-13を除く）、杉田七丁目（4-20以降・7-1を除く）
25 杉田台自治会館 杉田七丁目4-20以降・7-1、杉田八丁目、杉田九丁目
26 さわの里小学校 上中里町（15～22を除く）、氷取沢町1010
27 氷取沢町内会館 氷取沢町（1010を除く）
28 洋光台第一小学校 洋光台一丁目
29 洋光台第三小学校 洋光台二丁目
30 洋光台中央団地 集会所 洋光台三丁目
31 洋光台第二小学校 洋光台四丁目、洋光台六丁目32～43
32 市営洋光台住宅 集会所 洋光台五丁目（4を除く）
33 洋光台第四小学校 洋光台五丁目4、洋光台六丁目1～31、峰町
34 磯子杉田台団地 集会所 杉田坪呑（1-5・1-6を除く）

35 屏風ヶ浦町内会館 森二丁目12～26、森四丁目、森五丁目19、
汐見台2丁目9（屏風ヶ浦住宅に限る）・10・11

36 杉田東部町内会館 杉田四丁目9～18、杉田五丁目2-50･2-64･9-33･
9-34･10～12･14-1～14-13、杉田六丁目1～8-13

● 投票所及び投票区域一覧 ●

●駐車場は混雑が予想されますので、でき
　るだけ公共交通機関をご利用ください。

●�投票に来られた人の駐車場の用意はござい
ませんので、公共交通機関をご利用ください。

3月30日（土）〜
4月6日（土）

投票期間（土日を含む）

横浜市選挙管理委員会
マスコット�イコットJr.

問合せ：区選挙管理委員会 750-2316〜7  750-2530 http://www.city.yokohama.lg.jp/senkyo/

【ご案内】洋光台二丁目にお住まいの皆さんへ
今回の統一地方選挙は投票所（第29投票所）の場所が変更になりますのでご注意ください。

変更後
洋光台第三小学校
コミュニティハウス研修室
（洋光台二丁目4-1）

変更前 洋光台北団地集会所
（洋光台二丁目1-35）

投票
時間 8時30分〜

20時
投票
時間 9時30分〜

20時

不在者投票 　出張先・旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票ができます。�また、身体に重度の障害のある人や要介護5の人で
「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、郵便による不在者投票ができます。�詳しくは、区選挙管理委員会にお問い合わせください。

「区役所」と「はまぎん こども宇宙科学館」の2か所で期日前投票ができます。 日時が異なりますのでご注意ください。

（市会・県会・知事）
4月7日 日 は統一地方選挙です
当日の投票の時間▶7時〜20時
「投票のご案内」を、世帯ごとに、ひとつの封筒に同封して郵送しますので、ご自分の「投票のご案内」
をお持ちください。受付時間が短縮されます。（「投票のご案内」がなくても投票できます。）

❻　 　2019（平成31）年 3月号　／　磯子区版



粗大ごみ受付センター

　市では、「出生」・「結婚」などをお祝いして、記念
の苗木を差し上げています。記念樹を庭や植木鉢
に植えて、喜びを大きく育ててみませんか。

【申 込 期 間】 記念の日から前後１年以内
【苗 木 の 種 類 】 区の木「梅※」をはじめ、「サツキ」「アジサイ」「キンモクセイ」

「ドウダンツツジ」「ベニカナメモチ」「ヤマザクラ」
「ハナミズキ」「モッコウバラ」「ウツギ」(写真：左上から時計
まわり)※配布する梅は観賞用の「ハナウメ」

【配布する場所】 ご希望の区役所
【配 布 時 期】 4月～8月申込み▶11月上旬頃

9月～3月申込み▶6月上旬頃
※配布は原則として土・日曜の2日間

地震火災対策今月のテーマ

今日からはじめる防災のヒント

連載
11

燃えにくいまちづくりのために1

横浜市コールセンター　 664-2525　 664-2828
環境創造局みどりアップ推進課　 671-3447　 224-6627

申込専用はがき（区役所1階 広報相談係で配布）に必要事項を記
入し、広報相談係の窓口へ持参または、環境創造局みどりアップ
推進課 人生記念樹担当へ郵送 ※往信返信両方に切手を貼って
ください。広報相談係の窓口に持参される場合は返信はがきだけ
に切手を貼ってください。

（〒231-0017 横浜市中区港町1-1関内中央ビル6階）
ホームページから申込み

次のいずれかの方法でお申し込みください。

次の記念を迎える横浜市民対象

人生記念樹

申込方法

出生、保育園・幼稚園入園、小学校入学、成人（20歳の誕生日）、就職、
結婚、金婚（50年）、銀婚（25年）、賀寿、新市民（市外からの転入）、
住宅の新築・購入・増改築

木造住宅が多い地域で火災が発生すると、近くの建物に次々と燃え
広がり、大きな被害をもたらします。建物の建て替えや改修の際、「耐火
性のある建物」にすることでまち全体が燃えにくくなり、地震火災による
被害を小さくすることができます。

❶

❷

▲横浜みどりアップの
マスコットキャラクター

「横浜みどりアップ葉っぴー」

一番長い辺が、金属製品で30ｃｍ以上のもの、
それ以外（プラスチック製品、木製品など）で50ｃｍ
以上のもの。

【粗大ごみの出し方】
❶申し込む……………… 電話またはインターネットで申込む
❷手数料を納める……… …市内の金融機関やコンビニエンスストアなどで、

手数料を納めて収集シールを受け取る
❸粗大ごみを出す……… …収集日の朝８時までにそれぞれの品物の見やすい位

置に収集シールを貼り付けて、申込み時に確認した
場所に出す

粗大ごみを処分するには、事前の申込みと手数料の納付が必要です。
引っ越しや部屋の片づけ、模様替えをされる機会の多いこれからの季節は、
粗大ごみの申込みが多く寄せられるため、早めの手続きをお願いします。
※電話がつながりにくくなるため、インターネットもご利用ください。

引っ越しシーズン到来！粗大ごみの申込みはお早めに。

粗大ごみとは？

へら星人ミーオ
ヨコハマ3

　スリム　
R夢！

マスコット イーオ

都市整備局防災まちづくり推進課　 671-3664　 663-5225

●建物の安全性について相談をしたい場合
→木造建築物安全相談事業

古い木造建築物の安全性などを調査し助言する建築士を無料で派遣します。

あなたのご自宅は大丈夫ですか？2

市では古い建築物の取り壊しや燃えにくい建物への建て替え、改修
に対して補助金を交付しています。補助率など詳細についてはお問い
合わせください。
●建物を取り壊したい・新築したい場合

→建築物不燃化推進事業補助（最大300万円）
●建物の不燃化・耐震改修を行いたい場合

→木造建築物不燃化・耐震改修事業補助（最大250万円）

堀
割

川

磯 子 区

N

岡村二

滝頭二
岡村三

丸山二滝頭一

岡村四

岡村五 岡村六 磯子八

磯子一

磯子二

岡村一

久木町

中浜町

広地町 滝頭三

国
道

16号

JR根岸線

補助対象地区

横浜市建築士事務所協会　 662-2711
詳しくは

詳しくは

横浜市 安全相談事業

横浜市 不燃化推進補助

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534

受付： 月～土曜日（年末年始以外は祝日も受付）８時30分～17時
※ 月・火曜や祝日の翌日は、電話が大変混み合います。
（ 混雑時でも話し中になりません。長く呼び出していただいている電

話から順におつなぎします。）

【電話での申込み・問合せ】
◎一般加入電話などからは

０５７０-２００-５３０（ナビダイヤル）

◎ 携帯電話やＩＰ電話などの定額制や、
無料通話などの通話料割引サービスを
利用している人は ３３０-３９５３

◎言語・聴覚に障害のある人は ６６２-１２２５
※平成31年4月1日から、FAX番号が下記に変更になります。

550-3599
【インターネットでの申込み（年中無休）】

横浜市　粗大ごみ受付センター
携帯電話・スマートフォンでもお申込みできます。※ 収集シールを貼り付けただけでは収集されません。必ず申込みをしてください。
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お知らせ

区民ホール

 ●地域猫活動パネル展 
３月１2日（火）～19日（火）
環境衛生係
750-2452　 750-2548

 ●若者自立就労支援×石巻進化躍進応援 
 　 うんめぇもん市 

３月20日（水）10時～16時
NPO法人ヒューマンフェローシップ
762-1435　 751-9460

 ●こすもすショップ 
3月20日（水）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

区民ホールギャラリー

3月16日（土）～21日（祝）木彫り
3月23日（土）～28日（木）パネル展示

活動支援係
750-2393　 750-2534

磯子公会堂 3月休館日

3月25日（月）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

募集
「いそご地域活動フォーラム
2019」参加者募集

①活動紹介パネル
②体験コーナーを実施する個人、団体
③パフォーマンス披露
④ボランティア募集

6月15日（土）10時～15時
区民ホール、磯子公会堂集会室
区内を拠点に活動しているグルー

プ・団体、ボランティア講師、施設
①100団体（先着）②10組（抽選）
③8組（抽選）④20人（抽選）

①3月11日から②③④3月20日ま
でに申込用紙（区役所、区内公共施
設などで配布）で

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

スポーツ

平成31年春季区民テニス教室
（全８回）

4月5日～6月14日の間で８回（金
曜）①9時～11時②11時～13時のい
ずれかの時間帯※詳細な日程は磯子
区テニス協会まで

岡村公園　 60人 （抽選）
8,000円　 3月31日までに

磯子区テニス協会 大録
753-7361

isogo.tennis@gmail.com
  磯子区テニス協会

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。

4月9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

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】 会場の記載がないものは、 区役所4階で実施

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）

4月5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 3月15日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、4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 3月29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 3月20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

3月15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 3月18日（月）、4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 3月19日・26日、4月2日・9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 3月19日（火）、4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

環境衛生係　 750-2452　 750-2548平成31年度　狂犬病予防注射出張会場のお知らせ

生後 91日以上の飼い犬は、法律で生涯１回の登録と
年 1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。磯子
区の会場は次の通りです。（雨天実施　荒天時は中止）

【実施時間】午前：10時〜12時/午後：13時30分〜15時/
全日：10時〜12時・13時30分〜15時

【費用】3,600円 内訳：注射料金（会場料金）3,050円+
注射済票交付手数料550円 ※飼い犬が未登録の場合
は、別途3,000円の登録手数料が必要です。

【持ち物】登録済の犬は３月に送付する「狂犬病予防注射
済票交付申請書（兼登録申請書）」を切り離さずに持参し
てください。

【その他】●市外からの転入や譲渡犬の場合は、犬鑑札を
お持ちください。●犬の体調により、獣医師の判断で注射
を受けられない場合があります。●一部の動物病院では会
場と同様に鑑札や注射済票の交付手続きができます。

（注射料金は病院ごとに異なります）

詳しくは、 横浜市動物愛護センター

実施日 実施時間 出張受付会場（所在地）

4月 3日（水）
午前 磯子腰越公園（磯子 8-12-3）

午後 丸山町公園（丸山 2-24）

4月10日（水） 午前 杉田大谷第二公園（杉田 7-25）

4月14日（日） 全日 磯子区総合庁舎（磯子 3-5-1）

4月16日（火）
午前 洋光台三丁目公園（洋光台 3-19）

午後 上中里地区センター（上中里町 397-2）

4月18日（木）
午前 仲久保公園（岡村 4-29）

午後 屏風ヶ浦町内会館（汐見台 2-10）

4月20日（土） 全日 磯子区総合庁舎（磯子 3-5-1）

3
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

❽　 　2019（平成31）年 3月号　／　磯子区版



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。

4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） 
3月12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。

4月19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)
4月1日から

健康づくり係
750-2446　 750-2547

講座・
イベント

セカンドライフセミナー
〜セカンドライフを楽しむ

ための働くという選択肢〜
3月13日（水）9時30分~11時
シルバー人材センター磯子事務所

 （磯子区洋光台5-7-5）
おおむね60歳以上の市内在住者

横浜市シルバー人材センター
磯子事務所

832-3511　 831-3281

第28回いそご芸術文化祭

●【演劇部】小さな人形劇場
3月16日（土）11時～12時

 （10時45分受付開始)
杉田地区センター
文化協会演劇部 古賀 

755‐1011

●【郷土芸能部】郷土芸能発表会
3月17日（日）14時～16時

 （13時受付開始)
磯子公会堂　
文化協会郷土芸能部 金子

753-0573

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：3月18日

 ●これから始める英会話（全10回） 
　若い人からシニアまで、簡単な英会
話を楽しみましょう！

4月11日～6月20日の毎週木曜
※5月2日を除く 10時～11時30分

10人（先着）
10,000円 
3月13日から

 ●端午の節句（ミニ兜
かぶと

、プレート作り） 
　ミニ兜または、兜・こいのぼりのプ
レートをポーセリンアートで作ります。

4月13日（土）10時～12時
15人（先着）※小学2年生以下は保

護者同伴　 2,000円／ミニ兜、
800円／プレート

はさみ、ハンカチ
3月13日から

 ●個性を引き出す! 
 　こども絵画教室（全10回） 
　「絵を描くのは好きだけど、うまく
描けなくて・・・」という子どもたち、
ぜひ参加してみてください!!

4月13日～9月28日の第2・4土曜
※8月を除く 10時～12時

小学生・10人（先着） 5,000円　
スケッチブック、消しゴム、水彩絵

の具、手拭きタオル　
3月13日から

市税の納付は口座振替で！

横浜市コールセンター　 664-2525　 664-2828

指定した金融機関の口座から、納期限の日に自動的に引き落として
納税する便利な制度です。 

【ご利用いただける市税】 市民税・県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市
計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）
※ただし、随時納付の随時月分は口座振替できません。

固定資産税・都市計画税 納税通知書の発送と縦覧制度

土地担当 750-2361 750-2536 ／家屋担当 750-2365 750-2536

納税通知書と課税明細書を4月に発送します。
第１期納期限は5月7日（火）です。  固定資産税には「縦覧」という制度

があります。官公署発行の顔写真付き本人確認書類（運転免許証、マイナン
バーカードなど）をご持参ください。※代理人の場合は、委任状も必要です。

【縦覧期間】 ４月1日（月）～５月7日（火）※土・日曜、祝日を除く

【時間】 8時45分～17時　【会場】 区役所３階⑥番窓口

市・県民税申告期限のお知らせ

市民税担当　 750-2351 　 750-2536

【市民税・県民税の申告書の提出期限】 3月15日（金） ※土・日曜・祝日を除く
【時間】 8時45分～17時　【場所】 区役所3階⑤番窓口 

期限間近は、大変混み合いますので、お早めの申告をお願いします。

軽自動車の廃車・名義変更手続きはお済みですか？

軽自動車税担当　 750-2354 　 750-2536

軽自動車税は、毎年、4月1日現在における原付バイク・軽自動車などの
所有者に課税されます。車両そのものを廃車・譲渡しても、4月1日までに
廃車・名義変更の手続きをされない場合は、引き続き課税されますので
ご注意ください。なお、税額の月割りはありません。

納税通知書は5月上旬に発送します。

●4月1日に取得した場合 ▶課税されます。
●4月1日に廃車した場合 ▶廃車の手続きをすれば課税されません。
●4月1日に名義変更した場合 ▶新所有者に課税されます。

３月31日（日）
10時～14時30分（雨天中止）

農林水産省動物検疫所
（原町11－１）
※八幡橋そば。駐車場はありません。

堀割川魅力づくり実行委員会
浦﨑

080-6512-8068

堀割川魅力づくり実行委員会の恒例行事！動物検疫所構内を公開します。
構内には立派な桜がありますのでぜひこの機会にご覧ください！

昨年度の様子

堀割川　花見会

戸籍課　 750-2345　 750-2535

この期間は、区役所戸籍課窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を
持ってお越しください。午前中の早い時間が比較的空いています。

【持ち物】
●�本人確認資料（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本
台帳カードなど官公署発行の写真付きのものは１点、それ以外の健康
保険証、年金手帳、社員証などの場合は複数提示）
●マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード
●同一世帯の人以外が届け出る場合は委任状
【開庁日時】
●平日：８時45分～17時　●第２・第４土曜日：９時～12時
☆�土曜開庁時は、他都市・他機関に問い合わせが必要な業務や、休日のシ
ステム処理ができない業務など、一部取扱いができないものがあります。

引っ越しに伴う
手続きはお早めに！

３月22日（金）～４月１日（月）は窓口が混雑します

引越し先 手続き先 届出の目安

市内
磯子区内 磯子区戸籍課

引越し後 14日以内
他区 転入する区の戸籍課

市外 磯子区戸籍課
（郵送対応が可能な場合があります）

引越し予定日の
14日前から
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申込の注意（各記事共通）については
8ページをご覧ください。

 ●折り紙で蛇の目傘に挑戦!（全5回） 
　折り紙で大小の蛇の目傘を作り、
いろいろアレンジしましょう!

4月22日～6月24日の第2・4月曜
10時～12時

10人（先着） 1,500円 
3月22日から

 ●親子で体操（3～4歳クラス） 
  （全8回） 
　幼児と保護者、一緒に体操をしま
す。お友達をつくりましょう!

4月22日～7月1日の毎週月曜
※4月29日、5月20日、6月17日を除く 
9時45分～10時45分

幼児と保護者・20組（先着）
3,200円　
飲み物、着替え、タオル

※幼児の胸に名前を書いたゼッケン
をつけてください。

3月22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：3月25日

磯子地区センター・・・・・・・・・・・
 ●ぴよぴよ（全22回） 
　幼稚園入園前に遊びを通して集団
に慣れておきましょう。

4月1日～2020年3月9日の毎月2
回月曜 9時45分～12時　

2020年に入園予定の子どもと保
護者・20組（先着） 

毎月3,000円(材料費・保険代など)　
3月11日から

 ●植物を学ぶ「さ・ん・ぽ」（全8回） 
　散歩しながら周りの植物を観察し
ます。座学もあります。

4月4日～12月5日の第1木曜
※８月は除く　9時～13時　

20人（抽選）
3,000円　
3月20日までに または往

復はがきで

 ●パソコン入門（全4回） 
　パソコン初心者のための入門講座。

4月20日～5月18日の毎週土曜
※5月4日を除く 14時～17時　

15人（抽選）
4,000円　 3月20日までに

または往復はがきで
 ●春の寄せ植え講座 
　プロの園芸士からすてきな寄せ植
えを教わります。

4月17日（水）10時～12時　
15人（抽選） 1,500円　
3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・・・・・・
 ●ビーズでアクセサリー 
　春らしいネックレスを作ります。

4月21日（日）14時～16時
60歳以上・10人（抽選） 
1,500円
3月20日までに または往

復はがきで 　
 ●日本茶のイロハ 
　日本茶を飲み比べて、お茶の世界
を堪能しましょう。

4月26日（金）10時～11時30分
60歳以上・12人（抽選） 500円
3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

3月22日（金）

 ●親子わくわくタイム 
　 ～春の人形劇スペシャル～ 　
　複数の人形劇団による公演です。

3月16日（土）11時～12時
乳幼児と保護者・30人（当日先着）

 ●思い出を残そう!　～今のいちばん 
 　美しい時の自分を記念に残そう～ 
  （全２回） 
　初回はメイクを習います。今の輝き
に磨きをかけましょう。2回目は、メイ
クのおさらいをしながら、プロのカメ
ラマンに写真を撮ってもらいます。写
真は、データでもお渡しします。

4月11日・25日の木曜
9時～13時

15人（先着） 1,500円　
3月14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：3月25日
※蔵書点検のため、4月4日（木）〜6日（土）は

臨時休館

 ●はじめてのピラティス入門（全3回） 
　ゆったりした動きのピラティスで
無理なく体幹を鍛えられます。

4月9日・16日・23日の火曜
9時30分～10時15分

12人（先着） 1,500円
汗拭きタオル※動きやすい服装
3月11日から

 ●肩腰膝痛予防体操講座 
　ストレッチや体操で肩・腰・膝の痛
みの予防につなげます。

4月24日（水）14時～15時30分
15人（先着） 300円
汗拭きタオル※動きやすい服装
3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

 ●春から始めるピラティス（全10回） 
　 体幹を鍛えて、美ボディに! 
　運動初心者も大歓迎！しなやかで
健康的な体をつくりましょう。

4月14日～9月22日の第2・4日曜
※4月28、8月11日を除く 
9時45分～10時45分/11時～12時

20人 （先着） 4,000円　
飲み物、タオル
3月13日から

 ●夏野菜を育てよう 
　専門家から夏野菜の育て方を習い
ましょう。3種類の苗をお持ち帰り。

4月25日（木）14時～16時
20人（先着） 500円 
3月27日から

浜小学校コミュニティハウス

磯子台23-1　 758-2540
毎週火・金曜

 
 ●みんなであそぼう 
　お花紙や新聞紙を使ってあそびます。

4月4日（木）10時～12時
歩けるお子さん～未就学児と保護

者・12組（先着）
200円（傷害保険込）
3月11日から

 ●夏野菜を育てよう 
　ピーマン・シシトウ・つるありイン
ゲンを苗から育てましょう。

4月20日（土）13時～15時
15人（先着） 500円（苗代金）
3月11日から

 ●ボイストレーニング教室（全10回） 
　専門講師の指導で童謡や愛唱歌を
歌いながら、腹式呼吸を学びます。

4月22日～9月9日の間で月曜10回
13時30分～15時　

15人（先着） 5,000円
4月1日から

 ●ポーセリンアートで食器作り 
　カップ・プレート・お茶わんのいず
れか1点を選び、好きなシールを貼り
電気炉で焼付けて食器を作ります。

4月27日（土）13時～15時
15人（先着）※小学2年生以下は保

護者同伴　 600円（材料代）
タオル、はさみ
4月6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

 ●劇団「横綱チュチュ」小笑SHOW公演 
　『大男 フィンとクク―リン』 

3月23日（土）11時～11時40分
30人（当日先着）

 ●美ボディ・ピラティス（全12回） 
　骨盤ストレッチでゆがみを矯正し、
インナーマッスルを鍛えましょう。

4月10日～9月25日の第2・4水曜
10時～11時

12人（先着）
6,000円（スポーツ保険料込）
3月25日から

�　 　2019（平成31）年 3月号　／　磯子区版



広告 広告

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

 ●アンドロイドスマホ入門（全3回） 
　 ～スマホのわからないこと教えます!～ 
　アンドロイドスマホの使い方をやさ
しく教えます。

4月14日・21日・28日の日曜
14時～16時

アンドロイドスマホ（らくらくフォ
ンなどのシニアスマホを除く）を持っ
ている人・8人（抽選）

3,000円
4月6日までに

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
3月22日まで休館

 ●花咲け  ログハウス 
　ログハウスの壁に桜をたくさん咲
かせよう!

3月23日（土）・24日（日）
10時～16時

小学生以下・各日50人（当日先着）
※未就学児は保護者同伴

磯子地域ケアプラザ
磯子3-1-22

758-0180　 758-0181
毎月第3月曜：3月18日

 ●来々館～憩いのひとときを～ 
　お子さんの遊び場、折紙、囲碁、お茶
のコーナーなどをお楽しみください。

3月20日（水）10時～11時30分
100円 

 ●わいわい広場 
　 ～親子で楽しく過ごしましょう～ 

3月13日（水）おもちゃで遊ぼう　
3月28日（木）おたのしみ会・バルーン
作り
 【共通】10時～11時30分

未就学児と保護者・各30人（当日
先着） 100円　※3月13日は無料

 ●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。

3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）

 ●親子体操ぐっぴい（全20回） 
　年齢別に2クラスあります。

5月～2020年3月の第1・3木曜
※8月を除く、1月は第２・３木曜 
10時～11時40分

1歳半～3歳児と保護者・各クラス
20人（先着）

4月にスポーツ保険代800円と5月
に前期参加費1,600円、10月に後期
参加費2,400円

3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：3月12日、4月9日

 ●至福の旬菜ごはん 
　春の訪れを感じられ、春野菜の香
りと味、食感を存分に楽しめる料理
を作ります。「春彩花ちらし寿司・春
爛
ら ん ま ん

漫お吸い物・春野菜の洋風白和
あ

え・いちごミルク白玉」を作ります。
4月4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　
3月11日から

 ●オヤジの台所～油
ユ ー リ ン チ ー

淋鶏に挑戦～ 
　男性のための簡単料理教室です。今
回は「油淋鶏・そら豆と海

え び

老の炒め物・
中華風コーンスープ」を実習します。

4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・手拭きタオル・ふきん　

3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：3月18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。

4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。

4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

 ●2019年第1期定期教室の 
 　追加申込み受付中 
　運動の楽しさがわかる子どもの教
室や、健康な生活習慣を整える大人
の教室を開講。詳細はたきがしら会
館で配布している専用のチラシ、また
はホームページをご覧ください。

2019年4月～7月に実施の教室
4月10日までに
  たきがしら会館

横浜市社会教育コーナー

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

4月8日（月）

 ●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。

3月16日（土）11時～11時40分
 ●親子の広場 
　小麦粉の手作り粘土で工作します。
材料を持ち帰り、家でも遊べます。

3月25日（月）
10時30分～11時30分

未就学児と保護者・25組
（当日先着）

150円（1組）

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

 ●プチママの会 
　25歳くらいまでのママの会です。
子育てやご自身の悩みなど、みんな
でお話ししましょう。お子さんと一緒
に参加してください。

3月19日（火）
10時30分～11時30分

25歳くらいまでの子育て中の人
 ●ひとり親サロン@いそピヨ 
 　～ハーブを使った小物作り～ 
　ハーブインストラクターと小物を
作ります。こころを癒やしにきてく
ださい。ティータイムもお楽しみ！

3月23日（土）10時～13時
区内及び近隣区に在住のひとり

親・8人（先着）
3月11日から

磯子スポーツセンター

杉田5-32-25
771-8118　 771-8120

毎月第2月曜：3月11日、4月8日

 ● 親子バドミントン教室 
　親子で一緒に楽しめるバドミントン
教室です。初心者でも気軽に楽しむ
ことができます。

4月29日（祝）
9時20分～10時50分

小学3年生以上とその保護者・15
組 （先着）

800円/1組（子ども1人追加につき
プラス400円）

4月2日から
  磯子スポーツセンター
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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
8ページをご覧ください。

※広報よこはま磯子区版に掲載されている31年度の事業は、横浜市会における31年度予算の議決を経て確定します。

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
832-1166　 832-1161

3月19日（火）、4月8日（月）〜10日（水）
※原則、下記費用とは別に入館料がかかります
※毎週土曜は、高校生以下の入館料は無料

 ●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」 

①3月22日（金）～4月7日（日）、
②4月11日（木）～26日（金）
①11時15分/16時から②平日14時45
分から・土日祝11時15分/16時から
※各回約45分　

各回270人（当日先着）　
4歳～中学生300円、大人600円

 ●サイエンス・ショウ 
 「たまごでか・が・く」
　卵を使って実験をしながら、卵にま
つわるひみつも紹介します。

4月1日（月）～7日（日）・13日～21日
の毎週土日 14時から※各日約30分
 ●ミニ実験「カラフル実験 光のはこ」 
    「ならしてみよう 音のひみつ」  
    「形状記憶合金 はりがねジャンケン」  

4月1日（月）～7日（日）
 「カラフル実験 光のはこ」
10時30分から
 「ならしてみよう 音のひみつ」
15時15分から　※各回約15分

4月13日～21日の毎週土日、
27日（土）～30日（火）
 「形状記憶合金 はりがねジャンケン」
10時30分から
 「ならしてみよう 音のひみつ」
15時15分から　※各回約15分
 ●サイエンス・ミニトーク 
  「宇宙のきほん～宇宙って無重力なの?～」  
  「宇宙のきほん～空気のない世界って?～」  

4月1日（月）～7日（日）、
13日～21日の毎週土日
 「宇宙のきほん～
 宇宙って無重力なの?～」 

4月27日（土）～30日（火）
 「宇宙のきほん～
 空気のない世界って?～」 
 【共通】11時30分から※各日約15分

 ●ウィークエンドレクチャー 
 　「地球の気象とひまわり」 
　天気予報になくてはならない気象
衛星ひまわり。その打ち上げから、最
新の成果までを、地球の気象、天気の
変化と関連づけながら紹介します。

4月6日～28日の毎週土日 
13時から　※各日約30分
 ●星空観察会「4月の星空をみよう! 
 　2重星をみよう!」 

①4月6日、②20日の土曜 20時～
21時

中学生以下は保護者同伴・
150人（抽選）  ①3月23日②4月6
日までに か往復はがきで
 ●わくわくワークショップ 
  「卓上電子顕微鏡を体験しよう!」 

4月12日、19日、26日の金曜 
10時30分/14時から※各回約45分
1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)

   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

 ●ジュニアトーナメントシングルス大会 
　テニスを始めたばかりのジュニアか
ら試合経験を積みたいジュニアまで
を対象に行う大会です。

3月27日（水）9時～15時
小学3年～6年生（試合経験なし）

／小学5年～中学1年生（試合経験あ
り）・各12人（先着） 3,000円

3月11日から
 ●パークヨガ教室 
 　～緑の下で行うヨガ教室～ 
　春の気配を感じながら今年最初の
パークヨガをやりましょう!

3月30日（土）10時～12時
20人（先着） 
500円（お菓子付き）
3月11日から

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：3月18日

 ●子育てママの、スッキリヨガ 
 　3か月コース（全6回） 

4月～6月の第1・3火曜
10時30分～11時45分

18人（先着）
4,200円
3月11日から

 ●ゆったり・シンプルヨガ 
 　3か月コース（全6回） 

4月10日・24日、5月8日・22日、
6月5日・19日の水曜
14時～15時30分

24人（先着）
7,800円
3月11日から

 ●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）
4月11日（木）・12日（金）・

16日（火）～18日（木） 
19,500円

②ワード初級（全2回）
4月13日（土）・14日（日）
10,800円

③エクセル初級（全2回）
4月27日（土）・28日（日）
10,800円

【共通】10時～15時30分
各12人（先着）
3月16日から

パソコン講座専用
862-4496

  フォーラム南太田

金沢区生きがい就労
支援スポット

金沢区泥亀1-21-5 
（いきいきセンター金沢1階）

370-8356　 370-8379
火・木・土・日曜・祝日

 ●60歳からのアンチエイジングセミナー 
 　～楽しく食べて健康に！～ 

3月22日（金）14時～15時30分
市内在住のおおむね60歳以上の

人・40人（先着）※参加者にお土産付き
3月11日から

［共催］横浜市シルバー人材センター

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 3 月1日です。

回答方法について
　3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：3月号」、郵便番号・住所・
電話番号・氏名（ふりがな）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）

3月

  磯子区 紙面アンケート 31 年 3 月 

「はまかぜ号」 3月14日・28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

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!

 「家と土地のことならこの１冊」
石原豊昭／監修
自由国民社／刊

　家の購入から賃貸・買換え・相続・税金など、
不動産に関するさまざまな法律と紛争解決に
ついて図解入りでわかりやすく解説した本で
す。各種書式の実例や、相談窓口なども載っ
ています。磯子図書館には、この他にも身近
な法律に関する本を集めた「暮らしの法律情
報コーナー」がありますのでご利用ください。

磯子図書館だより 磯子図書館
753-2864  750-2528休館日  3月18日（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>

『時が滲
に じ

む朝』/
楊 逸/著 （文春文庫）

3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

展示企画
■ポップアップ大作戦！
　汐見台中学校の生徒によるお薦
めの本の展示です。楽しいポップで
本を紹介します。

3月20日（水）～4月5日（金）

おはなし会
■春の特別おはなし会
　春をテーマに、絵本やおはなしを
楽しみます。参加者には、すてきな
プチプレゼントがあります。

3月27日（水）
①14時30分から②15時から

①3歳～小学1年生②小学生
 （当日直接会場へ）
■おとなが楽しむおはなし会
　昔話や創作の語りを耳で楽しむ
会です。

4月7日（日）13時30分～15時
20人（先着） 
3月12日から

■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。

3月14日（木）11時から
2・3歳児と保護者・15組

 （当日先着）
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