
この特集に関する問合せ：企画調整係 750-2331  750-2533

心はなやぐ季節がやってまいりました。区内の花のみどころを散策したり、花を育てたり、春を満喫しませんか。
磯子区では、ガーデンネックレス横浜2019と連携して、区内に花壇の設置をしたり、
区民の皆さまが花を育てるきっかけとなるよう花の種を配布したりするなど、地域の魅力づくりに取り組みます。

みなさんも
花を育ててください。花の種を配布します。

特集 1

　はまぎん こども宇宙科学館の入口にフォトジェ
ニックな（写真映えする）スポットが期間限定で登場！ 
高さ３ｍの花の壁・立体花壇をぜひご覧ください。

【設置期間】４月18日～７月（予定）
【アクセス】JＲ京浜東北・根岸線  洋光台駅から徒歩３分

はまぎん
こども宇宙科学館▶
立体花壇

企画調整係（６階⑤番窓口）　 750-2331  750-2533　 is-kikaku@city.yokohama.jp

磯子のまちを花でいっぱいにするため、花を育てる区民の皆さんに種を無料配布します。ぜひご応募ください。

©ITOON/GN

応募方法  申込書と添付書類（育てる場所がわかる地図または写真）をメー
ル、ＦＡＸ、郵送または窓口で提出。なお、申込書は区役所や地区
センター、地域ケアプラザなどで配布のほか、区役所ホームページ
で公開しています。

応募期間  5月13日（月）から2020年3月31日（火）まで（なくなり次第終了）
受取方法  区役所６階⑤番企画調整係にてお渡し。

対象者  区内在住または在勤の人　　　　　　
要　件  ❶区内の土地（民有地）で人目に付きやすい場所で育てられる人

❷育てた花の写真を区役所に提供できる人
春まき…ヒャクニチソウ・ヒマワリ・コスモス
秋まき…スイートピー・キンギョソウ・ナデシコ
　　　  ※秋まきの種は7月1日以降にお渡しします。

申込上限  期間中２回まで（1回につき20袋まで）

種　類

▼杉田臨海緑地
　 トピアリー

磯子区役所前花時計▶
　磯子区役所前の花時計を、今年も季
節に合わせた花で彩ります！ 区役所に
お越しの際は、ぜひご覧ください。

【アクセス】JR京浜東北・根岸線
磯子駅から徒歩５分

　杉田臨海緑地のかわいらしい動
物のトピアリー（植栽）です。うさぎ、
イルカ、ペンギンの３体あります。
どこにいるか探してみてください。

【アクセス】JR京浜東北・根岸線
新杉田駅から徒歩11分

磯子区長就任のご挨拶

磯子区長　猪俣  宏幸

無料

じめ、防犯・防災活動、地域での支え合い活動な
どに、熱心に取り組まれていることも、磯子区の魅
力であると思います。このような磯子区で仕事がで
きることを、とてもうれしく思います。
　区民の皆さまとご一緒に、全力で区政運営に取
り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。　

　磯子区民の皆さま、４月１日に磯子区長に就任い
たしました  猪俣  宏幸（いのまた  ひろゆき）です。
　磯子区は、昭和２年の区制施行で誕生した、横
浜市で最も歴史ある5 区の一つです。住宅地、工業
地帯のほか、自然豊かな丘陵地や公園、遺跡など
の見どころも多く、懐深い魅力を感じます。
　さらに、区民の皆さまが、自治会・町内会活動をは
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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. 259

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） 5月の区役所土曜開庁日：11日・25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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区の魅力創出・発信
区政推進課　 750-2331
■「磯子の逸品」の追加募集・認定
■磯子区の企業と連携した魅力
　発信事業
■堀割川の魅力づくり活動支援

環境にやさしいまちいそご推進
区政推進課　 750-2331

■磯子のまち花いっぱい事業
■節電・省エネなど環境にやさしい
　行動の普及・啓発

特集 2

〜令和元年度磯子区予算の編成について〜
　令和元年度は、「地域の皆さまとともにつくる笑顔あふれるまち・いそご」を基本
目標に施策を推進します。区民の皆さまのニーズや区を取り巻く情勢などを踏ま
え、将来を見据えた幅広い視点で、新たに取り組むべき事業の検討を進めました。
そこで、商店街振興や“緑花”によるにぎわいづくりを行う「Ⅰ 魅力にあふれた住み
続けたいまち」、子育て応援、高齢者の健康づくり、地域の居場所づくりを行う「Ⅱ と
もに支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち」、地域と一緒につくる安全安心まち
づくり、「女性の視点」をいかした地域防災拠点の運営支援を行う「Ⅲ 安全・安心
ですみやすいまち」の３つの柱に基づいて予算を編成しました。

子育て応援
　妊娠期から子育て期にわたり支
援を行います。また、地域の子育て
支援団体・機関と連携し、地域での
子育てを支援します。
■新米パパの育児教室、授乳
　教室、赤ちゃん教室の実施
■出生を祝う事業

地域と一緒につくる安全安心まちづくり

　地域が主体となって行う防災訓練など、自助・共助の意
識を高める取組みを支援します。また、地域防災活動の担
い手となるボランティア団体の活動を支援します。
■地域防災拠点・地域防災訓練の支援
■子育て世代向け防災講座・啓発リーフレットの配布
■小中学生を対象とした防災学習

「女性の視点」をいかした
地域防災拠点の運営支援

総務課　 750-2312
　女性のニーズに配慮したスペースの確
保、ベビーベッドや離乳食セットなどの生
活用品、備蓄物資の充実により、誰もが安
心して避難できる地域防災拠点づくりを
支援します。

災害時要援護者支援
　災害時に自力での避難などが困難な高齢者や
障害者の人を地域で支える取組みを支援します。
■安否確認用バンダナの配布
■救急医療情報キット（もしもの時に必要
　な情報を備えておくもの）の配布
■福祉避難所の支援

親子の笑顔サポート
　子どもへの関わり方に悩む保護者
を支えるための実践講座を開催しま
す。また、地域全体で親子を見守り
支えるために連絡会を開催します。
■怒らない子育て方法の普及
■「ほのぼの子育て」、「愛の鞭

む ち

　ゼロ作戦」リーフレットの
　配布による啓発

令和元年度

磯子区予算概要
■自主企画事業費

9,631万円（全３４事業）
※自主企画事業費とは、区が独自に企画し実施する事業　

商店街にぎわいづくり
地域振興課　 750-2391　
　磯子区商店街連合会と連携し、磯子
区の商店街の魅力を発信します。
■商店街朝市の実施
■商店街魅力発信イベントの実施

こども家庭支援課　 750-2449 こども家庭支援課　 750-2449

地域の居場所づくり支援
　空き家や空き店舗、住居の空き
部屋などを活用した地域交流の
場や居場所づくりを進める事業に
対して補助金を交付します。
■補助対象経費
　・設計・改装・修繕などの
　 工事経費
　・事業の運営・活動経費
　・予備調査（簡易耐震診断）に係る経費
　 ※詳細はP.10参照

区政推進課　 750-2331高齢者みんなで支える
まちづくり
　高齢者が住み慣れた地域で安心
して暮らすことができるまちを目
指します。
■認知症への理解促進
■ロコモティブシンドローム
　（運動器の機能低下）予防
■エンディングノートの普及

高齢・障害支援課　 750-2417

●未来を担う子どもたちを健やかに育むため、多様化する育児支援ニーズに応じ
た施策を拡充し、地域での子育て支援を行います。
●さまざまな課題を抱える親子への啓発や支援を行い児童虐待予防につなげます。
●住み慣れた地域でいつまでも暮らせるよう、支えあいや健康づくりの取組みを
充実させます。

●住民が気軽に集い交流できる居場所づくりの支援を行います。2,772万円（11事業）

●災害時の避難所において、女性が必要とするスペースや生活用品を確保します。
●妊産婦や乳幼児が安心して避難生活を送れるようにします。
●要援護者への支援体制を整え、より災害に強い地域づくりを進めます。
●地域・学校・警察などと連携して防犯や交通安全など、地域を守る取組みを進めます。2,110万円（8事業）

商店街朝市

磯子の逸品 夏祭りでの打ち水

磯子駅前花壇

新米パパの育児教室

住居の空き部屋を
活用したカフェ介護予防講演会

子育て支援講座

地
域
防
災
拠
点
訓
練

福祉避難所訓練

●地域コミュニティの中心である商店街を活性化します。
●ガーデンネックレス横浜2019と連携し、駅前や区内各地を“緑花”します。
●スポーツや文化を通じて交流を図ります。
●国際交流コーナーを充実させます。
●地元名産品の発掘や親子の工場見学会を実施し、区民の皆さんの地元
　への愛着を高めていきます。4,749万円（15事業）

総務課　 750-2312

福祉保健課　 750-2441
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この特集に関する問合せ：予算調整係 750-2313 750-2530



　ティンカーベル活動とは磯子区の主任
児童委員が乳幼児施設や親子の集まる
子育て支援イベントなどに伺い、手作り
の小道具を使って手遊びをしたり歌った
りしながら各地域で顔の見える関係づく
りを目指す活動です。
　また、主任児童委員が主体となって毎
年磯子まつりに参加しています。ビニー
ルひもでわらじを作ったり、スタンプラ
リーを実施するなど、毎回盛況です。　民生委員・児童委員は、地域住民の立場にたって地域の福祉を担うボランティアです。

地域の身近な相談相手として、福祉に関するさまざまな相談に応じ、
利用できるサービスなどの情報提供を行ったり、区役所や、地域ケアプラザなどの
関係機関を紹介したりする「つなぎ役」となります。
　また、主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。
　磯子区では男女合わせて225人の民生委員・児童委員（そのうち、20人が主任児童委員）が
活動しています（2018年12月１日時点）。

民生委員・
児童委員の活動

この特集に関する問合せ：運営企画係 750-2411  750-2547

運営企画係（区役所４階⑯番）　 750-2411  750-2547

主任児童委員の活動

民生委員・児童委員
についてもっと詳しく
知りたい場合は

磯子区の民生委員・児童委員と
主任児童委員の活動や、
委員の声をもっと知りたい場合は
　磯子区民生委員児童委員協議会では年
２回、広報誌を発行しています。この広報
誌では、各地区の活動紹介や委員の声を
掲載しています。区役所４階⑯番窓口で配
架していますのでぜひご覧ください！

　民生委員・児童委員は担当
する地域にお住まいの高齢
者などを訪問し、困りごとが
ないかなど確認します。そし
て相談を受けた内容を区役
所や地域ケアプラザなどの地
域の専門機関へつなぎます。

会議・研修への
出席

　自治会町内会主催の、高齢者や子どもを対象と
したお食事会・お茶会・サロンなどに参加し、仲間づ
くり・居場所づくりのお手伝いをします。
　また、磯子区民生委員児童委員協議会として主
任児童委員と共に磯子まつりにも参加しています。
毎年多くの子どもたちの笑顔に会えます。

　同じ地区内の民生委員・児童委
員が集まり、おおむね月一回、定例
会議を開催します。ここでは情報
や課題の共有を行ったり、活動を
する中で困った事例などの検討を
行ったりします。ひとりで悩まず、
地区の仲間に相談できます。
　また、活動に必要な知識を身に
つけられるさまざまな研修が用意
されています。内容も高齢者に関
するものから地域活動に関するも
のまで多岐にわたります。こうした
研修は民生委員同士の交流の場
にもなるので、研修を通して他地
区の民生委員の仲間もできます。

特集 3

　区域を担当する民生委員・児童委員
や行政、学校などと連携しながら子育
て支援や児童健全育成活動などをし
ています。
　また、おおむね月一回、主任児童委
員20人全員で定例会議を開催し、各
地区の課題や情報の共有を行います。
　その他、主任児童委員を対象とした
研修も各種あり、活動に必要な知識を
身につけることができます。

子どもや
子育ての支援

民生委員・児童委員
一斉改選の年になります!!

民生委員・児童委員の
お仲間になりませんか？
磯子区民生委員児童委員協議会会長
遠藤　洋子

自治会町内会などを中心に構成される地区推薦準備会（主任児童委
員は連合地区推薦準備会）の推薦を受けて、市の推薦会などを経て、
厚生労働大臣から委嘱されます。

民生委員・児童委員、主任児童委員ってどんな人？

福祉に関するお困りごとがある人は、お住まいの地域の民生委員・児童委員にご相談ください。

磯子区民生委員児童委員協議会の正副会長。
左から荒井副会長、遠藤会長、髙松副会長

ティンカーベル活動

磯子まつりへ参加

公会堂で行われた研修の様子

今年は

現在の民生委員・児童委員の任期は2016年12月１日～2019年11月30日と
なっており、今年の12月１日に委員が一斉に改選されます！

についてもっと詳しく

民生委員・児童委員に
関する資料（パンフレット）を

区役所でお配りします。民生委員・児童委員に
ご興味のある人は、
運営企画係まで

お問い合わせください。
地域のサロン・お食事会に参加

このように
選ばれます

地域や区役所の
行事への参加

見守り・相談活動

ティンカーベル活動や
磯子まつりへの参加

訪問の様子

　私たちは磯子区で200人を超える仲間と共に、赤ちゃんから高

齢者までさまざまな人に向き合い地域福祉のつなぎ役として活動を

しています。想いを同じくするすてきな仲間たちとの出会いと交流。

寄り添う人から頂く感謝の笑顔や言葉そして信頼。研修を受けた

り講演を聞くことにより自分自身や大切な人の老後や病気への知

識が自然と身に付きます。そして何より人様のお役に立てている喜

びが、民生委員・児童委員を若く元気にしてくれています。

　もちろん一人ではわからない事もたくさんあります。そんなときは

区、地区の先輩、ケアプラザ、行政、社会福祉協議会が一丸となっ

て助けてくれます。ボランティアではありますが、やりがいのあるこの

活動へのご参加をお待ちしています。
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民生委員・児童委員は
福祉に関する身近な
 「つなぎ役」です！
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午前 10 時～午後５時
休館日
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開館時間
月曜日～金曜日
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わせください

横浜市磯子区馬場町１-４２

横浜市磯子区滝頭２-３０-１

横浜市磯子区磯子３-１-２２

横浜市磯子区森４-１-１７

横浜市磯子区新杉田町８-７

横浜市磯子区洋光台６-７-１

横浜市磯子区氷取沢町６０-１７

磯子区磯子３-１-４１
磯子センター５階

磯子区磯子３-５-１
磯子区総合庁舎７階

根岸地域ケアプラザ

滝頭地域ケアプラザ

磯子地域ケアプラザ

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

新杉田地域ケアプラザ

洋光台地域ケアプラザ

上笹下地域ケアプラザ

磯子区社会福祉協議会

いそご区民活動支援センター

お気軽にご相談ください

施設名・住所 電話番号 開館時間・休館日

横浜市磯子区役所  （区政推進課、地域振興課、福祉保健課、高齢・障害支援課、いそご区民活動支援センター）

横浜市磯子区社会福祉協議会

磯子区内地域ケアプラザ  （地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディネーター）

活 動 を 始 め た い 人 向 け

ガイドブック

発行・作成

地域で
の

横浜市磯子区役所

横浜市磯子区社会福祉協議会

磯子区内地域ケアプラザ

(2019 年 3 月発行 )

「自分にできること」を探しているあなたへ

エリア別にコース・
みどころなどの紹介

磯子の一年、磯子の工場見学、
区内施設ガイドほか
平成27年2月発行 B5判・全40ページ

特別相談（専門家による
無料相談 ）のご案内

「自分のしたいこと」が「誰かのありがとう」に
地域での活動を始めたい人向け
ガイドブックを発行しました。

地域の居場所づくり
支援補助金

区内で新たに空き家や空き店舗、住居の空き部屋などを活用した地域
交流の場や居場所づくりを進める団体に対して、施設改修や活動のため
の補助金を交付し支援を行います。

募集期間		５月13日（月）〜７月５日（金）
補助期間：最大３年間（単年度審査）
補助対象事業者：居場所づくりを進める区民を含む複数人で組織される団体
補助対象経費等：下表のとおり

補助対象経費・補助期間 補助上限額
（補助率）

①�施設改修に伴う、設計・改装・修繕、その他の工事経費
補助期間のうち１年※

150万円
（3/4）

②事業活動の実施に伴う運営・活動経費
補助期間最大３年※

50万円
（9/10）

③予備調査などの経費（簡易耐震診断に係る経費）
１回に限り申請可

10万円
（9/10）

※�同一年度に①と②に係る経費への補助を申請した場合、補助上限額は併せ
て150万円となります。

まずはご相談ください！
�補助条件など補助金の詳細については区役所区政推進課地域力推進担当
（6階⑤番窓口）または、区ホームページにてご案内しています。
お問合せは募集期間外でも受け付けています。お気軽にご連絡ください。

広報相談係（1階①番窓口）　 750-2335　 750-2532

「趣味や特技を生かして地域のために何かできないかな？」
「地域の人の居場所づくりをしたい」
「地域の人のちょっとした困りごとのお手伝いをしたい」
そんな思いをカタチにするためのヒントになるガイドブックが
できました！

高齢・障害支援課　 750-2417　 750-2540

地域力推進担当　 750-2398　 750-2533

磯子の名所・史跡のほか、おいしいもの、風景、ちょっとしたまち
の見どころなどを盛り込んだ、「磯子みどころガイド」を販売中！海
あり！丘あり！�歴史あり！の磯子の魅力を味わいながら、散策が楽し
める10コースのほか、磯子にまつわるいろいろなお話を紹介。ガ
イドブックを持って、磯子のまちを歩いてみませんか？

企画調整係　 750-2331　 750-2533

磯子区役所1階売店、市庁舎1階刊行物サービスコーナーで
販売中！（1部200円）
※�刊行物サービスコーナー（ 671-3600）では郵送での販売
も行っています。

内容

実施日時
※相談時間は30分 相談申込方法

●法律相談
弁護士による
法律問題全般

毎週火曜、
第1・3金曜
13時～16時

予約制
2週間前の同じ曜日（休
日の場合は翌日以降の平
日）の8時45分から予約
申込み。※利用は1人につ
き1年度（4月～翌年3月）
に1回です。

●交通事故相談
交通事故相談員による
示談の方法、
保険金請求、
賠償額の計算など

毎月第１木曜
９時～16時

（12時～13時を除く）

当日先着順
（8時45分から受付）
※�終了30分前までにお越
しください（混雑状況に
よりご相談いただけな
い場合があります）。

●行政相談
行政相談委員による
国の施策への苦情・相談

毎月第２水曜
13時～16時
（11月を除く）

予約制
平日の8時45分から前営
業日までに予約申込み。

●税務相談
税理士による所得税、
相続税、贈与税など
税に関する相談

奇数月第２金曜
13時～16時
（3月を除く）

予約制
平日の8時45分から予約
申込み。●行政書士相談

行政書士による
相続手続、遺言書や
各種契約書作成に
関する相談

毎月第４木曜
13時～16時

※土・日曜、祝日、年末年始はお休みです。

募集
開始

ガイドブックは区役所7階区民活動支援センター・磯子区社会
福祉協議会・区内の地域ケアプラザで配布しています。

　～お気軽にご相談ください！～
地域活動を始めたい人の相談先

あなたも活動へ
の第一歩を踏み出
してみませんか !

いそご区民活動支援センター（区役所７階） ７５４-２３９０
磯子区社会福祉協議会（磯子センター５階） ７５１-０７３９
区内の各地域ケアプラザ
根岸 ７５１-４８０１ 新杉田 ７７１-３３３２
滝頭 ７５０-５１５１ 洋光台 ８３２-５１９１
磯子 ７５８-０１８０ 上笹下 ７６９-０２４０
屏風ヶ浦 ７５０-５４１１

いつ？どこで？
お金はどうする？

　活動を
スムーズに進める
ポイントは？

どこに相談
したらいいの？

� � �磯子区役所　地域の居場所づくり支援補助金
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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

違法薬物は、買わない、使わない、かかわらない！

６月15日開催！フリーマーケット

覚醒剤 シャブ／エス／スピード／アイス／氷
大麻 ハッパ／クサ／チョコ／野菜
MDMA エクスタシー／バツ（「×」、「罰」）
ヘロイン ペー／チャイナホワイト／ジャンク
コカイン コーク／スノウ／クラック
LSD エル／アシッド
厚生労働省　薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」健康に生きようパート32

違法な薬物はこんな隠語で呼ばれていることがあります。

日当たりのよい窓の外側を、ゴーヤなど、つる性の植物でカーテン
のように覆うと、建物への日ざしを遮ったり、葉から出る水蒸気で涼し
い風を室内に呼び込んだりすることができます。冷房の使用を抑制で
きるグリーンカーテンは、地球温暖化対策に有効です。

※�昨年、区内の学校や公共施設で育てたグリーンカーテンの写真です。

薬物乱用は、「ダメ。ゼッタイ。」

食品衛生係　 750-2451　 750-2548

企画調整係　 750-2331　 750-2533

磯子区 グリーンカーテン育成マニュアル

「３Ｒマーケット」
店主募集（抽選50ブース）

【申込方法】
下記２点を封筒に入れ、〒235-0016�磯子区磯子3-5-1�磯子区役
所地域振興課資源化推進担当まで郵送または持参してください。
①�出店者住所、氏名を記入済みの返信用封筒（８２円分の切手を必
ず貼ってください）
②�出店者住所、氏名、電話番号、主な出店品、希望ブース数（1人
2ブースまで）を明記した用紙（区外在住の人は「在学」「在勤」も
明記してください）

【注意】
・�応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。また、２ブー
スを希望されていても１ブースのみとなることもありますので、
予めご了承ください。
・�食品の販売はご遠慮ください。
・�出店者駐車場はありません。
・�商業的な目的での出品はお断りいたします。

【日　　時】�６月15日（土） 10時～14時30分�※�雨天中止
【会　　場】 区総合庁舎前駐車場
【ブース数】 50ブース（2ｍ×2ｍ）
【出店参加料】 1,000円（1ブース）
【対　　象】 区内在住・在勤・在学の人
【募集期限】 ５月22日（水）必着

家庭で使わずに眠っているもの！
ごみに出してしまうのはもったいない！

3Rマーケットでリユース（再利用）を実践しましょう！

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534

磯子区3R応援隊による

区役所（1 階①番窓口、6 階⑤番窓口）
で「グリーンカーテン育成マニュアル」
を配布しています。
ホームページでも見ることができます。

薬物乱用とは？
薬物乱用とは、覚醒剤などの違法薬物を使用することをいいます。1回使用しただけでも乱用です。
また、医療に使われる医薬品を本来の目的から逸脱した目的や方法で使用することも、薬物乱用です。

薬物乱用のおそろしさ
薬物乱用はなぜ「ダメ」なのでしょうか。それは、人間が生活していく上で最も大切な脳を侵してしまうからです。
一度、ダメージを受けた脳は、決して元の状態には戻らず、その障害は一生ついて回ることになります。薬物を乱用し
続けると、精神障害を発症したり、脳以外の臓器にも広く悪影響が現れます。さらに、薬物乱用は、薬物を手に入るた
めに窃盗、強盗、売春、殺人などの犯罪を誘発し、家庭の崩壊、社会秩序の破壊の要因にもなっています。

１回だけでもダメ。ゼッタイ。
乱用される薬物の共通の特徴は、何度もくり返して使いたくなる「依存」を引き起こす性質

をもっていることです。いったん依存になってしまうと、イライラや不安、身体的苦痛から逃れ
るために薬物を使わざるを得なくなり、「薬物依存」の悪循環にはまってしまうのです。
「１回くらいなら…」という心の隙が、将来を台無しにします。
誘いの言葉にだまされず、しっかりと断る勇気を持ちましょう！
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お知らせ

区民ホール

 ●民生委員・児童委員パネル展 
５月11日（土）～17日（金）
運営企画係
750-2411　 750-2547

 ●こすもすショップ 
 （障害者施設の自主製品販売） 

5月15日（水）・16日（木）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

 ●食と暮らしのパネル展 
５月18日（土）～24日（金）
食品衛生係
750-2451　 750-2548

 ●世界禁煙デーパネル展 
５月27日（月）13時～

６月５日（水）12時まで
 【健康測定会】６月4日（火）
13時30分～15時30分（予約不要）

健康づくり係
750-2446　 750-2547

 ●いそご地域活動フォーラム2019 
 　パネル展 

６月8日（土）～15日（土）
いそご区民活動支援センター
754-2390　 759-4116

磯子公会堂 5月休館日

5月27日（月）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

磯子区国際交流コーナー
からのお知らせ

　利用者の利便性を高めるため4月 
1日から開館日が変更になりました。
・開館日：月～金曜 
             9時30分～13時
・休館日：土・日曜及び祝日

磯子区国際交流コーナー
750-2550

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。

5月14日、6月4日の火曜
10時～11時

子育て支援拠点「いそピヨ」
 （森1-7-10 トワイシア横濱磯子2階）

0歳～未就学児の保護者
健康づくり係
750-2446　 750-2547

新米パパの育児教室

　はじめてお父さんになる人の育児
教室。赤ちゃんのお風呂の入れ方を学
んだり、妊婦体験などを行います。

6月8日（土）9時30分～12時
区役所4階 研究室
妊娠中の人とそのパートナー・

25組（先着）
5月13日から

こども家庭支援課
750-2448　 750-2540

歯と口の健康週間
フッ素塗布、歯科相談

6月13日（木）14時30分～16時
（受付14時15分～15時45分）

区役所4階 健診フロア　
区内在住・在園3歳以上の未就学

児・50人（先着）
5月11日から

健康づくり係
750-2445
  磯子区役所 フッ素塗布

プレママ だしのとり方講座

　離乳食の基本「だしのとり方」実習。
バランスメニューの試食もあります。

6月14日（金）10時30分～12時
区役所4階 栄養相談室　
妊娠中の人と家族・25組（先着）

エプロン、三角巾
5月13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。

6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） 
5月14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。

6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)
6月3日から

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

５
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

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

肺がん検診 6月12日（水）※検診時間は予約時にお知らせ　 40歳以上（2020年4月1日時点）・50人（先着）
胸部X線検査680円　 5月13日~6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）

5月24日、6月7日の金曜 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 5月24日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、6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 5月17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）。

乳幼児・
妊産婦歯科相談

5月17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 5月20日、６月３日の月曜 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。

妊産婦健康相談 5月21日・28日、6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。

授乳相談 5月10日（金）13時30分～15時
母乳やミルクなど授乳についての相談です。

ひきこもり専門相談 5月21日（火）、6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

こども家庭支援課
750-2448　 750-2540

健康づくり係
750-2445　 750-2547

検
査
・
各
種
相
談

検
診
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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
5月13日から各保育園へ

滝頭保育園
751-7879　 751-7889

 6月4日（火）
　　「手作りおもちゃとふれあいあそび」

 6月12日（水）
　　「泥んこ遊び」

 原則：毎週水曜10時～12時

東滝頭保育園
753-2201　 753-2247

 原則：毎週火・木曜10時～12時

洋光台第二保育園
831-3959　 831-3982

 5月30日（木）
　　「お話と歯磨き指導」
　　  6月14日（金）
　　「小児救急法」

 5月17日（金）
　　「誕生日会（5月生まれ）」
　　 6月7日（金）
　　「誕生日会（6月生まれ）」

 【園庭】原則：毎週月～金曜
　　  9時30分～12時30分、
　　  13時30分～15時30分
　　  【室内】原則：毎週水～金曜
　　  10時30分～12時30分

講座・
イベント

金沢工場リユース家具
市民提供(第２回)

　市内在住・在学・在勤の人を対象
に、粗大ごみの中で再利用できる品
を抽選で無料提供いたします。
 【展示・申込会場】資源循環局金沢工
場（金沢区幸浦2-7-1）
 【申込期間】5月27日（月）～6月8日（土）
※日曜は除く。申込みは一人1点、一世
帯3点まで【抽選】6月10日（月）10時 
金沢工場管理棟3階※抽選結果は抽
選後３日以内にホームページに掲載。

未申込品は一世帯1点に限り、先着引
取り可。
 【引渡期間】抽選後から6月22日（土）
まで※日曜は除く。期間中に引取り
がない場合取消
 【申込・引渡時間】10時～16時（12時
～13時を除く）

資源循環局金沢工場
784-9711　 784-9714
  資源循環局金沢工場

横浜音祭り2019
「山根一仁・ヴァイオリン」

10月10日（木）
14時開演（開場13時30分）

区民文化センター杉田劇場
2,500円　
5月11日から

横浜音祭りチケットセンター（神
奈川芸術協会内）

453-5080　 441-7949
  神奈川芸術協会

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：5月20日

 ●おかあさんといっしょのおはなし会 
　絵本の読み聞かせや手遊び歌など
一緒にお楽しみください!

5月24日（金） 
10時30分～11時
 ●ロビー de コンサート 
　バンド「Blue Bee」（ヴァイオリン・ギ
ター・ベース・ピアノ）の演奏をお楽しみ
ください！

5月26日（日）11時～12時
 ●ベビーマッサージ（全2回） 

5月30日、6月6日の木曜
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・10組（先着）

500円
バスタオル、赤ちゃんの飲み物
5月11日から

 ●父の日プレゼント マイ茶碗
わ ん

作り 
6月2日（日）10時～12時
20人（先着）※小学2年生以下は保

護者同伴　 600円 
はさみ、ハンカチ
5月13日から

 ●浴衣にチャレンジ!（全2回） 
6月22日・29日の土曜

14時30分～16時30分
10人（先着） 1,000円 
浴衣、帯、肌襦

じ ゅ

袢
ば ん

、着付小物　
5月21日から

磯子センター

磯子3-1-41
753-2861　 753-2863
desk-8@isogo-sk.com
毎月第4月曜：5月27日

磯子地区センター・・・・・・・・・・・
 ●インターネットの便利帳（全3回） 
　これは便利! と思えるインターネッ
トの裏技を教えます。

5月25日、6月1日・8日の土曜
14時～17時　

15人（抽選） 3,000円　
5月20日までに または往

復はがきで
 ●初夏の極上スイーツ作り（全3回） 

5月30日、6月13日・27日の木曜
10時～13時　

12人（抽選） 3,000円　
5月20日までに または往

復はがきで
 ●はじめてのパステル画（全3回） 
　基礎から習い、夏の便りを描きます。

6月4日・18日、7月2日の火曜 
10時～11時30分　

12人（抽選） 1,500円　
5月20日までに または往

復はがきで
 ●夏のコーヒー講座（全3回） 

6月19日・26日、7月3日の水曜
13時～15時　

12人（抽選） 3,000円　
5月20日までに または往

復はがきで

 ●アロマの香りでベビーマッサージ   
  （全2回）  

6月27日、7月4日の木曜
10時～12時　 乳幼児と保護者・
10人（抽選） 500円　

5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・・・・・・
 ●ヨガリズム体操（全10回） 
　心と脳に心地良く響く音楽に合わ
せて体を動かしましょう。ヨガを取り
入れた、いきいき健康体操。

6月7日～10月18日の第1・3金曜
9時45分～10時45分

60歳以上・25人（抽選） 3,000円
5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：5月16日

 ●介護予防の豆知識１ 
　自立した生活を送るために大切な
知識を学びます。

6月6日（木）10時～11時30分
40人（先着）
5月11日から

 ●ママのためのフォト講座（全3回） 
　スマホカメラを使って、わが子の写
真をかわいく撮るコツを習います。

6月8日・22日、7月6日の土曜
10時～11時

乳幼児と保護者・12組（先着） 
900円
5月11日から

 ●本当に怖い熱中症!その予防方法 
　本格的な夏を迎える前から、しっか
り予防しましょう。

6月11日（火）10時～11時30分
40人（先着） 　
5月14日から

地域振興係　 750-2391　 750-2534

5月25日（土）
9時30分～12時30分
区総合庁舎前駐車場

※雨天時は区役所１階区民ホールで実施します。

区内商店街が
自慢の逸品を販売します！

横浜・八景島シーパラダイスからの出
張水族館やオリジナル缶バッジプレゼ
ント、苗木の無料配布など、イベントも
盛りだくさんです。みなさんぜひご来場
ください♪

ご持参いただいた写真やイラストで作成する
オリジナル缶バッジ（約３～５ｃｍ）をプレゼント！
※写真やイラストは、89×127mm以上のものをご持参

ください。素材により作成できない場合もあります。
※なくなり次第終了します。

サメやヒトデ、ナマコなど、
海の生き物をさわることができます。
ペンギンが遊びにくる時間もあります♪

※雨天時は区役所１階区民ホールで実施します。

  商店街振興　磯子区詳しくはホームページをご覧ください。

平成３１年度　市民税・県民税のお知らせ

市民税担当　 750-2351〜3 　 750-2536

◆市民税・県民税の税額決定・納税通知書を、６月３日（月）に発送します。
◆ 平成30年中の所得などを証明する平成31年度 市民税・県民税課税証

明書は、６月３日（月）から発行します。
なお、市民税・県民税の全額を勤務先で給与から納めている人と非課税
の人の課税（非課税）証明書の発行開始日は、5月17日（金）です。
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申込の注意（各記事共通）については
12ページをご覧ください。

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：5月27日

 ●語りで誘う日本の心～旅立ち～ 
　「旅立ち」を題材にした3冊の本に
ついてのお話。

6月8日（土）14時～16時
20人（抽選） 500円
5月26日までに往復はがきで

※1枚で2人まで申込み可
 ●季節の野菜レシピ 
 　～グリーンアスパラ～ 

6月11日（火）10時～12時30分
12人（先着） 1,000円
5月18日から

 ●やさしい手話Ⅱ ～いつか誰かの 
 　お役にたてたら嬉しい～（全2回） 

6月12日・26日の水曜
10時30分～12時

12人（先着） 1,000円
5月21日から

 ●おいしい出来たてパン 
 　～チョコオレンジパン～ 

6月6日（木）10時～12時30分
12人（先着） 1,000円
5月11日から

 ●夕食支援食堂 
 　～中華のメイン一品と副菜～ 

6月27日（木）15時～17時
12人（先着） 1,300円
マスク、三角巾、エプロン、ふきん、

持ち帰り容器（袋）　
6月1日から

根岸中学校コミュニティハウス
西町17-13　 754-2600

毎週火・金曜

 ●分かる・聞けるスマートフォン& 
 　タブレット教室（全5回） 
　楽しく学んで気づけばあなたもス
マホ上級者!

6月3日～8月5日の第1・3月曜
13時～15時30分

スマートフォンかタブレットをお持
ちの人・10人 （先着）　 2,000円　

5月12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：5月27日

 ●はじめてのポン酢作り講座 
　ゆず果汁がたっぷりのポン酢を秘
伝の割合で作ります。

6月1日（土）10時～12時
25人（先着） 1,000円
エプロン・三 角 巾・計 量カップ

（500cc）・ボールまたは鍋（1600cc）・
手拭きタオル・持ち帰り袋

5月11日から
 ●夏のスキンケア&メイク& 
 　食中毒予防講座 
　メイクのプロのレッスンとお腹（食中
毒）の講座。体の内側も外側も美しく。

6月14日（金）10時～11時30分
18人（先着） 300円
フェイスタオル、ターバンかヘアピン
5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

 ●楽しく上達するスマホ・タブレット 
 　教室（全5回） 
　買ったはいいけれど、うまく使えな
い。そんなシニアのための教室です。
スマホを使いこなしましょう。

5月27日～7月22日の第2・4月曜
13時～15時　

60歳以上・10人（先着） 
2,000円　
充電済のスマホ・タブレット
5月11日から

 ●ビニール袋で減塩梅干し作り 
　ビニール袋を使うと簡単で失敗し
らず。塩分控えめの梅干しに挑戦！

6月16日（日）13時～15時
15人（先着） 
2,000円 
筆記用具、エプロン、三角巾、ふき

んまたはタオル、持ち帰り用手提げ
5月20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

 
 ●ノルディックウォーキング教室 
  （全4回） 
　2本のポール（ストック）を使って体
に負荷をかけることなく歩きましょう。

5月18日、6月1日・15日・29日の
土曜 13時30分～15時

10人（先着）
2,000円（団体傷害保険込）
飲み物、動きやすい服装、タオル、

ウォーキングシューズ、ポール（ストッ
ク）お持ちでない人は500円で貸出

5月11日から
 ●熱中症対策 
　熱中症の予防、なってしまった時の
対処法を学びます。

5月30日（木）11時10分～12時　
30人（先着） 
5月11日から

 ●ママのためのバランスボール 
 　エクササイズ（全4回） 

6月6日・20日、7月4日・18日の木曜 
11時～12時　

12人（先着） 
2,000円（団体傷害保険込）
飲み物、タオル ※動きやすい服装

 （ジーパン不可）
5月12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

 ●おとなの書道教室（全10回） 
　漢字・かなの基本から、和歌、俳句、
現代詩文、行書など、ご希望にそった
指導が受けられます。初心者歓迎。

6月8日（土）・6月15日～10月19日
の第1・3土曜 10時～12時

10人（先着） 
8,000円
5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

 ●小倉百人一首を書こう（全6回） 
　 ～小筆で味わう雅

みやび

の世界～ 
　小倉百人一首を小筆で書き、みやび
な仮名文字の世界を味わいましょう。

6月10日～8月26日の第2・4月曜
10時～11時45分

10人（先着） 4,000円
5月11日から

根岸地域ケアプラザ
馬場町1-42

751-4801　 751-4821

 ●やさしい健康太極拳& 
 　セルフつぼマッサージ 

5月16日（木）セルフつぼマッサージ
6月6日（木）太極拳
 【共通】14時～15時
 ●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。

5月18日（土）10時～11時30分
 ●筋力アップ&柔軟な身体づくり講座 
　ストレッチや軽い運動だけでは物 
足りない人を対象に行います。

5月18日（土）13時30分～15時
室内履き ※動きやすい服装

 ●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。

5月21日（火）9時～13時、
28日（火）13時～17時

要事前連絡
 ●歌って健康ケセラセラ 
　歌を通して介護予防、頭の体操で
認知症予防を行います。

6月4日（火）10時30分～11時30分
 ●親子のためのおはなし会 
　絵本の読み聞かせ、季節のうた、手
遊びなどを行います。

6月7日（金）11時～11時30分
0～3歳児と保護者
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滝頭地域ケアプラザ
滝頭2-30-1

750-5151　 750-5155
毎月第3月曜：5月20日

 ●男さろん 
　麻雀・囲碁・将棋を楽しみながら仲
間づくりしませんか。

5月13日（月）
13時30分～16時30分

65歳以上の男性

磯子地域ケアプラザ
磯子3-1-22

758-0180　 758-0181
毎月第3月曜：5月20日

 ●来々館～憩いのひとときを～ 
　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。

5月15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～ 
　かわいい手作りの布おもちゃで遊
びましょう。

5月23日（木）10時～11時30分
未就学児と保護者・30人

 （当日先着）
 ●男のかんたん一品料理（全2回） 
　 ～初めてでも料理が作れます!～ 

6月18日・25日の火曜 10時～13時
8人（先着） 1,000円
5月20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：5月14日

 ●ゆかた帯結び講座 
6月3日（月）13時～15時
15人（先着） 500円　
ゆかた・半幅帯・タオル2枚・腰ひも

3本、(持っている人は、肌襦
じ ゅ

袢
ば ん

・裾よ
け・だて締め・コーリンベルト)　

5月11日から

 ●オヤジの台所 
　麺類のタレを手作りし、サラダそう
めんなどを作ります。

6月13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　
5月11日から

 ●至福の旬菜ごはん 
　夏野菜を使い「七夕そうめん・ご
ま汁・夏野菜の揚げ浸し・キラキラゼ
リー」を実習します。

7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　
6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：5月20日

 ●シニアライフ講座 
　遺言・相続・成年後見について、司
法書士がわかりやすく説明します。
個別相談会あり。（無料・要予約）

5月11日（土）
13時30分~15時30分
 ●親子の交流のスペース「ぷらっと」 
　0歳から自由に遊べる広場です。

5月13日～6月10日の毎週月曜
10時~15時 ※12時～13時はランチ
タイム（お弁当の持込み可）
 （5月27日、6月3日は12時30分から）

0歳~3歳児と保護者

たきがしら会館

滝頭3-1-68
752-4050　 752-4051

 ●当日受付教室 『バスケットボール・ 
 　フットサルタイム』 

5月16日・30日、6月6日の木曜
①バスケットボール
19時10分～20時30分
②フットサル 19時30分～20時50分

中学生以上・各25人（当日先着）
各600円（1回）　
運動のできる服装、タオル、飲み

物、室内履き

横浜市三殿台考古館

岡村4-11-22
761-4571　 761-4603

毎週月曜（祝日の場合は翌日）

 ●春の弓矢うち大会 
　的を狙って矢をはなち、的の難易度
と距離で点数を競います。

5月25日（土）10時30分～12時
 （10時受付開始）

20人 （当日先着）　
 ●開港記念日 火起こし体験教室 
 「まいぎり」という道具を使って自
分の力で火を起こす体験です。

6月2日（日）10時30分～12時
 （10時受付開始）

小学生以上・20人（当日先着）
※低学年は保護者同伴

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：6月3日

 ●2019年度保育ボランティア 
　 養成講座（全5回） 
　あなたの経験を生かして、磯子区
の子育てを応援しましょう! 受講後
は、保育ボランティアグループ「ダリ
ア」に登録して活動しませんか。

5月28日~6月25日の間の火曜で
5回 9時30分～11時30分

15人（先着）　
2,000円
5月11日から

 ●親子の広場 
 　～子どもと一緒に親子ヨガ～ 
　お子さんと一緒にゆったりと体をほ
ぐす、助産師さんによるヨガ体験です。

5月27日（月）
10時30分～11時30分

未就学児と保護者・20組（先着）
150円
5月11日から

 ●ミニ盆栽ワークショップ 
 　～多肉植物の寄せ植え～ 

6月2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
5月11日から

 ●おはなし会ボランティア養成講座 
  （全4回） 
　読み聞かせやおはなし会の活動を
始めて間もない人、これから始めたい
人のための入門講座です。

6月7日～28日の毎週金曜
10時～12時30分（6月21日は13時）

全4回参加できる人・30人（先着）
1,500円
5月13日から またははがき

で
 ●ママフィットネス 
　体をほぐすストレッチや子どもと一
緒に楽しめるダンスタイムもあります。

6月19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
5月25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

 ●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。

5月11日（土）
10時30分～11時30分

磯子区に転入後1年くらいの人
 ●横浜子育てサポートシステム 
 　提供・両方会員予定者研修会(全3回) 
　地域で子育て支援をする有償の支
え合い活動で、お子さんを預かる会員
になるための研修会です。

7月4日（木）9時30分～12時50分・
5日（金）9時30分～15時30分・
6日（土）9時30分～15時15分

子育て支援に熱意と理解があり、
安全に子どもを預かることのできる
20歳以上の健康な人・30人（先着）

1歳6か月以上・各日5人（先着）
※申込みの際お伝えください。

5月11日から
横浜子育てサポートシステム磯

子区支部
750-1405　 750-1406
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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
12ページをご覧ください。

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

5月14日（火）

 ●イマージュISOGO 
 　コンサート2019 in杉田劇場 
　昭和歌謡からロック、J-popまで!
磯子区を中心としたアマチュアミュー
ジシャンによるコンサート。

6月8日（土）14時～19時
 （13時30分開場）

310人（先着） 1,000円
チケット発売中
  杉田劇場

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：5月13日、6月10日

 ● 夏の事前受付教室 募集開始 
　教室の詳細は窓口またはホーム
ページでご確認ください。

7月1日（月）～9月30日（月）
3,780円～10,670円
あり・5,940円～8,910円
5月20日までに往復はがきで ま

たは （抽選）
  磯子スポーツセンター

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
832-1166　 832-1161
5月21日（火）、6月4日（火）

※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「6月の星空をみよう! 
 　2重星をみよう!」 

6月1日（土）20時～21時
中学生以下は保護者同伴・

150人（抽選）  5月18日までに
か往復はがきで

 ●わくわくワークショップ  
 　科学工作教室 
  「自分だけのオアシスボトル」 

6月1日～6月23日の毎週土日
※6月8日は除く 
10時15分/11時30分/13時30分/14
時45分から ※各回約45分

未就学児は保護者同伴・各回12人
（当日先着）  600円
 ●ミニ実験 

6月1日～30日の毎週土日
「酸とアルカリ いろみずマジック」
10時30分から
「NとSとで 磁石のちから」
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～どこからが宇宙なの?～」  

6月1日～30日の毎週土日
11時30分から ※各日約15分
 ●ウィークエンドレクチャー 
 　「カップめんができる前にロケットは」 

6月1日～30日の毎週土日
13時から ※各日約30分
 ●サイエンス・ショウ 
     「しゃぼん玉たいむ」 

6月1日～30日の毎週土日
14時から ※各日約30分
 ●ボランティアによる展示公開 
  「公開!ふりこのカーテン」 

6月1日・15日の土曜 
11時50分/13時40分から
※各回約20分

各回28人（当日先着）
 ●わくわくワークショップ 
  「卓上電子顕微鏡を体験しよう!」 

6月7日～28日の毎週金曜 
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)
 ●サイエンス・プラネタリウム 第3回 
 　「はるか地球をのぞむ」 

6月9日（日）16時～17時
小学生以下は保護者同伴・267人

（抽選） 大人600円、4歳～中学生
300円（入館料別途）

5月26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

 ●春の寄せ植え教室 
5月20日（月）10時～11時30分
10人（先着） 
1,500円
要事前連絡

 ●お一人様超ビギナー 
 　ダブルステニス大会 
　試合経験のない人もお気軽にご参
加ください。

5月21日、6月4日の火曜
11時～15時

各16人（先着） 2,500円
要事前連絡

 ●ゆずっこフェス 
　ゆずっこさん（ゆずのファン）や地元
の人とゲームなどを楽しみましょう。

5月28日（火）～30日（木）
10時～16時
 ●パークヨガ教室 
 　～緑の下で行うヨガ教室～ 

6月8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

新杉田公園
杉田5-32

776-3313　 355-0628

 ●第9回『スマイリングフェア2019』 
 　～防災・防犯でつなごう笑顔の輪～ 
　防犯・防災ゲームや模擬店の出店
があります。一緒に楽しい時間を過ご
しましょう!

5月18日（土）10時～13時30分
※雨天中止

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：5月20日

 ●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）
6月12日（水）・13日（木）・

14日（金）・18日（火）・19日（水） 
19,500円

②エクセル初級（全2回）
6月15日（土）・16日（日）
10,800円

【共通】10時～15時30分
各12人（先着）
5月16日から

パソコン講座専用
862-4496

  フォーラム南太田

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 5 月1日です。

回答方法について
　5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：5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）

5月

 磯子区 紙面アンケート 2019年5月 

「はまかぜ号」 5月23日、6月6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!

 「鯉
こい

のぼり図鑑」
日本鯉のぼり協会／編　林直輝／文
小学館

　初夏の空を元気に泳ぐ鯉のぼりは、江戸時代
に誕生しました。端午の節句に子どもの成長と
幸せを願う伝統的な風習がもとになっています。
　この本では、誕生の江戸期から平成までさま
ざまな鯉のぼりが紹介されています。職人の手
作業が中心の「鯉のぼりができるまで」も読み
応えがあります。
　浮世絵やお祭りもある鯉のぼりの世界をお楽しみください。

磯子図書館だより 磯子図書館
753-2864  
750-2528休館日  5月20日（月） ・28日（火）〜30日（木）

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>

『旅をする木』/
星野道夫/ 著 ( 文春文庫)

5月17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。

5月15日・22日の水曜
15時30分から

一人でおはなしを聞ける子
 （当日直接会場へ）
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