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この特集に関する問合せ：危機管理担当 750-2312  750-2530災害時の避難

豪雨に伴う土砂災害時の避難行動のイメージ

※注意：上記の表はイメージです。災害の状況によって、大雨警報などの気象警報と警戒レベルが対応しない場合があります。

降　雨 大雨
特別警報

土砂災害
警戒情報

大雨警報 記録的
短時間
大雨情報

災害時はいち早く正確な情報を入手することが不可欠です。
テレビやラジオに加え、以下の手段でも情報収集することができます。災害情報の収集 事

前
登
録
で
情
報
が
届
く
！

Yahoo!
防災速報アプリ

横浜市
防災情報Ｅメール

　防災情報の意味を直感的に理解してもらうため、今年６月より防災情報に警戒レベル（５段階）を表示しています。
即時避難勧告対象区域にお住まいの人はレベル3、4で避難を開始してください。
　また、その他の地域にお住まいの人でも、防災情報や周囲の状況をこまめに確認し、必要に応じて避難してください。
　避難勧告などが出されなくても「自らの命は自らで守る」という考えのもと、危険がせまる前に避難してください。

大雨
注意報

※即時避難勧告対象区域について、詳しくはホームページを確認してください。 横浜市 即時避難勧告対象区域

警戒レベル5

横浜市ホームページ
横浜市  防災情報緊急速報メール

土砂災害
ハザードマップ
区役所６階①番、
１階①番窓口で配布

対象エリアに一斉配信 いろいろな防災情報を集約

避難指示（緊急）災害への心構えを高める 災害発生情報避難準備・高齢者等避難開始
まだ避難行動をとっ
ていない人は、直ち
に避難を開始してく
ださい。

安全な場所へ
避難を開始して
ください。

避難勧告
ハザードマップなどを活
用して、あらかじめ自宅
周辺の危険な場所などを
確認。

高齢者、子ども、障害のある
人、病気の人など、避難に時
間を要する人は、避難行動を
開始してください。

既に災害が発生してい
る状況です。命を守る
ための最善の行動をと
りましょう。

生命に関わる緊急性
の高い情報を、特定
のエリア内のスマー
トフォン・携帯電話
あてに、各携帯事業
者が一斉に配信する
メールです。

区内の
危険箇所を
事前にチェック！

登録不要

横浜市土砂災害
ハザードマップ

気象情報や避難勧告などの避難情報をもとに、危険が迫る前に、周りの状況に応じて次のような避難行動をとりましょう。避難行動

安全な場所へ避難
（指定された避難所などの避難
場所、近くの高台、土砂災害警
戒区域外の親せきの家など）

水平避難 垂直避難 屋内避難（斜面と反対側）
丈夫な建物の
2階以上、
または近隣の
高い建物へ避難

建物内の
安全な場所へ退避
（斜面など危険な場所の
反対側の2階以上）
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区の人口

166,541人

区のデータ
2019年 7月1日現在

区の世帯数
77,014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. 262

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） 8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。

磯子区マスコット
キャラクター

「いそっぴ」
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サンモール洋光台
JR洋光台駅から徒歩1分

洋光台駅前にあり、広場を囲むように広がる
商店街。年間を通してさまざまなイベントを
開催している元気な商店街です。

洋光台ハンバーガーPassTime
（ハンバーガー）

サフロン
（インドカレー）

志ん多く
（居酒屋）

angelique(アンジェリック）
（宝石・貴金属）

洋光台電化センター
（家電販売・修理）

岸時計店
（時計・眼鏡・貴金属）

富貴
（日中料理）

洋光台ショップ27店会
JR洋光台駅から徒歩1分

毎年11月3日には地
域への感謝を込めて
「創業祭」を開催。学
生による和太鼓演
奏やふれあい縁日な
どが人気です。

お茶とのり㊄いしだ園
（お茶・海苔・菓子）

うまいもんや竹葉（ちくは） 
（和食・蕎麦・うどん）

結café
（コミュニティカフェ）

モンシェリー
（洋菓子）

HASK 
（親子カフェ）

からサポ！洋光台駅前店
（リラクゼーションサロン）

洋光台駅前の個性豊かな商店が集
まっている商店街です。地元に密着し
て元気にお店を開けています。

杉田駅前商店会
京急杉田駅から徒歩1分  JR新杉田駅から
徒歩5分、バス停「杉田小学校前」すぐ

創業60年以上。飲食・物販はもちろん健康・
美容など暮らしに役立つ店舗が充実。

小俣理容館
（理容）

理容いのうえ
（理容）

理容＆かつら  イブカ
（理容）

洋南協栄会
JR洋光台駅から徒歩2分

趣味の呉服  藤井
（呉服・小物）

青果・呉服・理容・電器など専門店の特色満載！
子どもの見守りにも
力を入れています。

白旗商店街
京急屏風浦駅から徒歩1分
バス停「白旗」から1分

いのまた接骨院
（接骨院）

汐見台中央商店会
京急屏風浦駅から徒歩20分
バス停「汐見台ストアー前」すぐ

大きなケヤキの木
や噴水のある広場
に面した商店街。グ
リーンカーテンな
ど、気持ちの良い環境づくりに力を入れて
います。

①宝くじ、②ダブルチャンス宝くじの当せん番号は
店頭やホームぺージで発表します。

９月18日（水）店頭発表
９月20日（金）ホームぺージに掲載

宝くじ企画参加店舗を利用する
と、お会計500円（税込）ごとに
宝くじが１枚もらえます。

◀参加店舗は
このマークの
ポスターが目印！

※１回のお会計でもらえる宝くじは上限20枚

宝くじをゲットしよう！

宝くじ当せん者には素敵なプレゼント！宝くじの楽しみ方

宝くじで当たるお店からのプレゼントや、涼しい
メニュー・サービスの詳細は、店頭で配布してい
るチラシまたはホームぺージをご確認ください。

または商店街振興　磯子区

宝くじ
□□□□□
□□□□□

0000番

①でもらった宝くじを持って、別
の参加店舗をお会計500円（税
込）以上利用すると、そのお店の
宝くじに加え、さらに豪華なプレ
ゼントがあたる「ダブルチャンス
宝くじ」が１枚もらえます。

ダブルチャンス宝くじ
をゲットしよう！

◀

９月20日（金）ホームぺージに掲載

●箱根湯本温泉  ホテルおかだ  宿泊ご招待
（１組２名様）
●ホテル横浜ガーデン  シェフの厳選ディナー
コースご招待（2組4名様）

●バルミューダ ザ・トースター（2名様）
●JCBギフトカード１万円分（３名様）

【景品】ダブルチャンス宝くじ【景品】宝くじ

お店からの
素敵な

プレゼント

当せん番号
発表日

宝くじ
□□□□□
□□□□□

0000番
ダブルチャンス
宝くじ

□□□□□
□□□□□

0000番

磯子の商店街には、個性豊かなお店がたくさんあります。専門店だからこその品ぞろえやサービス、こだわり 　のおいしさ、そして何よりお客さんとの近さは、地元密着のお店ならでは！地域のふれあいの場と
しても活躍しています。この夏は、宝くじ企画を実施中！宝くじ企画参加店舗では、季節限定の冷たいメニュー　 の提供やうちわのプレゼントなど、「涼しい」をテーマにしたサービスも実施しています。

加参 44店舗

ま
で

8月1日（木）〜
8月31日（土）
※なくなり次第終了

　宝くじ配布期間 特集 2夏休みは
磯子の商店街で

涼もう
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マヤ化粧品店
（化粧品）

アルバートコーヒー
（コーヒー専門店）

日高電機商会
（家電販売・修理）

金喜屋
（パン・菓子）

マルイヤ
（衣料品）

昭和初期より専門
店が集まり、創 意
工夫している個性
的な商店街。

JR根岸駅から徒歩25分
バス停「仲之町」徒歩1分

岡村共栄会

近江屋米店
（米穀販売）

プララ杉田専門店会
京急杉田駅からすぐ  JR新杉田駅から
徒歩5分、バス停「杉田駅前」すぐ

京急杉田駅に隣接する商業ビル内にあり、
地元に根ざした、人情味ある商店街。

フローリスト花だより
（花屋）

ジーパンのトップ
（ジーパン屋）

大吉青果
（青果）

らびすた新杉田テナント会
JR新杉田駅からすぐ 京急杉田駅徒歩５分
バス停「聖天橋」徒歩1分
バス停「新杉田駅前」徒歩2分

新杉田駅の歩道橋を渡った複合施設内
の商店街。季節ごとにさまざまなイベン
トを実施しています。

ワークショップTAMURA
（作業服・用品）

Hobby Lobby
（雑貨）

佐々木輪業
（自転車販売・修理）

杉田商店街
京急杉田駅から徒歩1分  JR新杉田駅
から徒歩3分、バス停「杉田駅前」すぐ

創業71年、下町の温かい商店街です。
「ぷらむろーど杉田」の愛称で親しまれ、
昼夜ともにぎわっています。

野本園茶舗
（お茶・海苔）

深野力蔵商店
（日用品、雑貨）

ＨＵＧ＆ＬＵＧ
（美容院（ヘアー、ネイル、エステ、アイラッシュ））

菓子一
（和菓子）

ながら
（軽食販売）

ヘアーサロン Be-one
（理容）

聖天橋センター
JR新杉田駅から徒歩2分、京急杉田駅から
徒歩５分、バス停「聖天橋」徒歩1分

杉田商店街の入口
（16号線側）にある
商店街です。衣料品・
日用品・食品など、個
性的な商店が元気に
営業しています。

靴修理専門人 アルフォンソ
（靴・鞄修理）

ツツミデンキ
（家電販売・修理）

マルフク
（衣料品）

根岸橋通り商和会
“ いつも何かをして
いる商店街”。街お
こしイベントに力を
入れています。

JR根岸駅 徒歩15分、バス停「根岸橋」徒歩１分

浜マーケット（磯子商店街商業協同組合）
JR磯子・根岸駅からバスで10分、
バス停「浜」すぐ

レトロ感たっぷりのアーケードに品質
豊かな専門店が集合 ! 「安全・安心」を
モットーに、手づくりの伝統の味やこだ
わりの逸品をお届けしています。

原商店
（日用品、雑貨）

小島家
（うなぎ・焼鳥・唐揚げ）

はまや高木食品店
（惣菜　他）

杉田十日会商店街
JR新杉田駅から徒歩2分  京急杉田駅から
徒歩５分、バス停「聖天橋」徒歩1分

畳屋さんやお米屋さんなどがあり、趣のある通りが500mほど続
きます。60年以上の歴史がある商店街です。

黒煙
（居酒屋）

八瀬川商店
（米穀販売）

岩瀬商店街
JR根岸駅から徒歩20
分、バス停「滝頭地域
ケアプラザ前」または

「仲之町」徒歩1分
四間道路沿いに250ｍ
ほど続く、昭和初期か
ら地域に愛されている商店街。

JR根岸駅から徒歩25分
岡村共栄会

磯子の商店街には、個性豊かなお店がたくさんあります。専門店だからこその品ぞろえやサービス、こだわり 　のおいしさ、そして何よりお客さんとの近さは、地元密着のお店ならでは！地域のふれあいの場と
しても活躍しています。この夏は、宝くじ企画を実施中！宝くじ企画参加店舗では、季節限定の冷たいメニュー　 の提供やうちわのプレゼントなど、「涼しい」をテーマにしたサービスも実施しています。

【商店街宝くじに関するお問合せは】
磯子区商店街連合会
洋光台ハンバーガー Pass Time
367-8081

【お問合せ時間】
月・水・木・金の9時～11時・14時～17時
※可能な限り、お問合せは電話でお願いします。

この特集に関する問合せ
地域振興係

750-2391  750-2534
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ヨコハマ3
　スリム　

R夢！
マスコット イーオ

水分を減らす工夫をしましょう
◉水分を減らすには

生ごみの約８０パーセントが水分です。
暑い夏には、腐敗や悪臭の原因になります。

いそごエコスクール
の参加者を募集！！

磯子区では、小学生とその保護者を対象とした、「夏休みいそごエコ
スクール」を開催します。地球環境について「聞いて・見て・体験して」を
テーマに楽しく学ぶことができます。ぜひご参加ください。

８月28日～30日に横浜で開催される「第７回アフリカ開発会議」に併せ
て、今年の「杉田劇場夏まつり」は、アフリカ一色に染まります。ジャンベ演
奏、手づくり楽器体験、アフリカ写真展などさまざまなイベントを用意して
います。ぜひ、ご来場ください。

【開催日】 ８月24日（土）10時～15時
【会　場】 横浜市磯子区民文化センター杉田劇場

 磯子区杉田1-1-1らびすた新杉田４F
 771-1212
 （交通）
 JR根岸線・シーサイドライン「新杉田駅」下車徒歩３分
 京浜急行「杉田駅」下車徒歩５分

【主　催】 磯子区民文化センター杉田劇場
【共　催】 磯子区

イベント概要

⃝動物写真家 渡
わたかべ

壁 大
だい

さんによるアフリカ動物写真展
⃝国際協力のお仕事紹介　

宮川佳子さん（JICA、外務省など歴任）によるお話
「ケニアのくらしと子ども」（午前・午後各1回）
⃝アフリカ動物絵本「くいしんぼうのシマウマ」

読み聞かせ（午前・午後各1回）
⃝手づくり楽器体験
⃝どうぶつぬり絵体験
⃝アフリカの太鼓 ジャンベ演奏＆ワークショップ（午前・午後各1回）
⃝夏まつりだよ！ひよこ♪コンサートVol.39（有料、詳細は12ページ）

～アフリカからパラグアイまで♪いろんな音楽きいてみよう～
※イベントの詳細は、杉田劇場、区役所などで

配布するパンフレットをご参照ください。

生ごみの
「水切り」をお願いします！

【日　時】 ８月20日（火）10時～12時
【場　所】 磯子公会堂　集会室１、集会室２
【対　象】 ①小学４年生から６年生とその保護者

②小学１年生から３年生とその保護者
【定　員】 ①、②各25人
【申込み】 Eメールか往復はがきに9ページ上段の必要事項と学年を、保

護者同伴の場合は保護者を含め参加人数分記入の上、申込先
へ（8月13日必着）。子どものみ、保護者同伴どちらでも参加可。
申込み多数の場合は抽選の上、結果を全員にお知らせします。

杉田劇場夏まつり
～磯子でアフリカを楽しもう！！～

２０１９

強風や大雨などにもさらされる街路樹ですが、実は意外な
敵がいます。

それは、キノコです。キノコには木を腐らせてしまう腐朽
菌があります。キノコが生えている木は、見た目がしっかり
していても内部は腐っている場合があります。思わぬ倒木
被害を防止するため、木の伐採が必要となりますので、街
路樹にキノコを発見した場合はすぐ土木事務所にお知らせ
ください。

街路樹にキノコを
みつけたら…

磯子土木事務所　 761-0081　 753-3267

企画調整係　 750-2331　 750-2533
is-kikaku@city.yokohama.jp 活動支援係　 750-2396　 750-2534

夏休み

【ベッコウタケの特徴】
⃝オレンジ色
⃝根本近くに生えます
⃝ユリノキ、サクラ、ケヤキ

など、横浜市でもよく見か
ける広葉樹に生えます
⃝6月から８月にキノコを発

生させます

家の木も点検を！

台風などで倒木被害がでる
前に、ぜひご自宅の木も点
検をしてみてください。

磯子土木事務所では
「防災土のう講座」の参加自治会などを募集しています。
興味のある人は、ぜひお問い合わせください。

令和元年度磯子区ごみ減量目標
磯子区令和元年度の１人1日あたりのご
みの排出量（原単位）目標は、基準年度比

（平成29年度）▲2.6%の610グラムと
します。
みなさんのご家庭でも身近なところからで
きるごみの減量にご協力をお願いします。

 嫌なにおいが
減ります！ ごみが軽くなり、

ごみ出しが楽に！
効率よく焼却でき、
焼却工場の
発電量も
アップ！

しぼって乾かす！
お茶がらやティーバッグ
は、水気をしぼり、乾かし
てから出しましょう。

まずは水に濡らさない！
野菜をむいた皮などは濡
らさないようにあらかじ
め分けておきましょう。

ごみ出し前にひとしぼり！
たまった水分を

「ぎゅっ」としぼって
から出しましょう。

ごみと資源の原単位目標
内 訳

ごみと資源
の総量

燃やす
ごみ

資源ごみ
・その他

令和元年度
目標 610g 405g 205g

資源化推進担当　 750-2397　 750-2534

▲水がたまったごみ

水切りをすることで…

杉田劇場

参加
無料

【協力】
横浜磯子
ロータリークラブ

ソーラーオルゴール工作や手回
し発電実験などを通して、省エネや
節電の大切さを学びます。
講師：特定非営利活動法人 アース・エコ

「リサイクル工作で地球温暖化に
ついて考えよう」をテーマに、廃材
を利用したうちわや牛乳パックを
使った小物入れなどを作ります。
講師：美織会

① 工作や実験で
エネルギーについて学ぼう

② 夏休みリサイクル工作教室
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お知らせ

区民ホール

 ●こすもすショップ 
　障害者施設の自主製品（クッキー
や布製品など）を販売します。

8月21日（水）・22日（木）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

 ●防災パネル展 
　区内の防災ボランティア団体の活
動を紹介するパネル展を開催します。

８月26日（月）～９月1日（日）
危機管理担当
750-2312　 750-2530

 ●若者自立就労支援×石巻進化躍進応援 
 　 うんめぇもん市 
　自立することや働くことに悩みを
持つ若者の就労体験として、石巻の
特産品などの販売を行います。

９月４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

 ●自殺予防週間パネル展 
　自殺予防に関連するパネル展示や
リーフレット配付を行います。

９月7日（土）～９月13日（金）
高齢・障害支援課
750-2416　 750-2540

磯子公会堂 8月休館日

8月26日（月）※定期点検のため
磯子公会堂
750-2520　 750-2521

スポーツ

第43回磯子区MIXダブルス
卓球大会(中期)

　MIXダブルスリーグ戦。
9月28日（土）9時開始
磯子スポーツセンター　
168組（先着）  2,000円/1組
8月11日から

磯子区卓球協会 安斉
090-3502-3062　 751-2926

子育て

おいしいおはなし よみきかせ会

　おいしいお話のあと、お話の中に 
出てきた食べ物をいただきます。

8月27日（火）11時～11時30分
磯子図書館 会議室
未就学児と養育者・30組（当日先着）
健康づくり係
750-2446　 750-2547

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。

9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

プレママ だしのとり方講座

9月19日（木）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
8月13日から

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。

9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)
9月2日から

健康づくり係
750-2446　 750-2547

市立保育園の子育て支援

　【すくすく・もぐもぐ(給食体験と育児
相談)】・【プレパパ・プレママ(保育園
体験)】実施日・実施時間・費用は各
園へお問い合わせください。【育児相
談】子育てについての悩みなどの相
談を受け付けています。秘密厳守。
 

 交流保育　　  育児講座
 コスモス広場(園庭開放)

※園庭開放は雨天中止
8月13日から各保育園へ

滝頭保育園
751-7879　 751-7889

 8月28日（水）
　　「誕生日会（8月生まれ）」

 原則：毎週水曜10時～12時

東滝頭保育園
753-2201　 753-2247

 9月3日（火）「2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

 8月21日（水）
　　「誕生日会（8月生まれ）」
　　 9月4日（水）
　　「誕生日会（9月生まれ）」

 9月13日（金）「離乳食の進め方」
 【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

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 9月11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　 8月13日~9月4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）

8月30日、9月6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 8月30日（金）9時～11時、13時30分～15時30分、9月6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 8月23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 8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

女性の健康相談 8月19日、9月2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 8月20日・27日、9月3日・10日の火曜 9時30分～11時
妊娠・出産・母乳などについての相談です。

授乳相談 9月13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 8月20日（火）、9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

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

８
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
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講座・
イベント

イベント「堀割川の日」開催

　模擬店やイベントが盛りだくさん。
堀割川や根岸湾を巡るパワーボート
乗船も体験できます。※荒天中止

8月18日（日）10時～15時
農林水産省動物検疫所（原町

11-1）※八幡橋そば
パワーボート乗船体験（小学生以上）

小学生500円・中学生以上1,000円
定員72人（12人×６回）（当日先着）

堀割川魅力づくり実行委員会
浦﨑　 080-6512-8068

ペット防災セミナー
～同行避難と同伴避難～

　ペットとの同行避難・同伴避難とは？
災害時にペットに必要な備えの紹介
と、地域防災拠点へ同伴避難する身体
障害者補助犬についての紹介と実演。

9月8日（日）13時30分～15時
区役所7階 会議室
80人（先着）※ペットの同伴は

できません。
要・事前申込み
環境衛生係
750-2452　 750-2548
  磯子区役所  ペット

認知症普及啓発講演会 
「認知症の方の心にとどく
接し方」

　認知症の人と家族の会 神奈川県
支部世話人の講師によるお話です。

10月1日（火）14時30分～16時
（14時20分開場）

区役所 701・702会議室　
60人（先着）
8月13日から

高齢・障害支援課
750-2417　 750-2540

食品衛生責任者指定講習会
（ＨＡＣＣＰ導入研修会）開催

①10月3日（木）、②11月15日（金）、
③12月13日（金）14時～15時30分
 （13時30分受付開始）

①区役所 302会議室、
②③区役所4階 研究室　

市内食品取扱施設の食品衛生責
任者・30人（先着）

食品衛生責任者証、筆記用具
9月2日から

食品衛生係
750-2451　 750-2548
  磯子区  食品衛生責任者講習

施設から

磯子区生活支援センター
森4-1-17屏風ヶ浦地域ケアプラザ3階

750-5300　 750-5301
毎週日曜

 ●統合失調症の家族教室（全3回） 
　テーマは、「親亡き後の生活を考え
る」です。親亡き後に残った子どもの住
まいは？お金は？どういった生活になる
のか･･･？親の悩みは尽きません。各回
テーマにそってお話しをします。

①9月9日（月）親亡き後の当事者
の生活について ②10月7日（月）通
過型グループホームの取組みについ
て ③11月11日（月）法人による成年後
見について
 【共通】13時30分～15時30分

統合失調症の当事者のいるご家族
など・30人（先着）

開催日前日までに要・事前連絡

根岸地区センター

馬場町1-42
751-4777　 751-4798

毎月第3月曜：8月19日

 ●親子で体操（3～4歳クラス） 
  （全10回） 

9月2日～12月9日の間の月曜で
10回　9時45分～10時45分

幼児と保護者・20組（先着） 
4,000円　 飲み物、タオル、着

替え　※幼児の胸に名前を書いた
ゼッケンをつけてください。

8月12日から

 ●アロマワックスバー・キャンドル作り
　ロウに好きなアロマの香りを乗せ
てドライフルーツを飾り付けましょう! 

9月7日（土）10時～12時
10人（先着） 
1,000円　 はさみ　
8月12日から

磯子センター

磯子3-1-41
753-2861　 753-2863
desk-8@isogo-sk.com
毎月第4月曜：8月26日

磯子地区センター・・・・・・・・・・・
 ●本格的飲茶に挑戦! (全3回) 

9月9日・30日、10月21日の月曜
13時30分～15時30分

12人（抽選）　
3,000円
8月20日までに または往

復はがきで
 ●はじめての色鉛筆画（全3回) 

9月12日（木）・26日（木）、
10月1日（火）10時～11時30分

10人（抽選）　
3,000円
8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・・・・・・
 ●蕎麦打ち教室 （全2回） 

9月7日・28日の土曜 10時～13時
60歳以上・12人（抽選）
2,000円　※蕎麦は持ち帰ります。
8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：8月15日

 ●はじめての中国語講座（全6回） 
 ～中国語専任講師による初めの一歩～ 

9月4日・18日、10月2日・16日・
30日、11月13日の水曜
13時～14時30分

12人（先着）　 3,000円
8月14日から

 ●はじめてのボクシングエクササイズ 
  （全3回） 

9月13日・27日、10月11日の金曜
11時～12時

15人（先着） 1,500円
8月23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：8月26日

 ●親子あそびとリトミック（全7回） 
    ①ひよこ　②ペンギン 

9月2日・9日・30日、10月7日・21
日、11月11日・18日の月曜
①10時～11時　②11時～12時

①1歳6か月～2歳5か月児と保護者
②2歳6か月～4歳児と保護者・各20
組（先着）※子ども、保護者共にス
カートでの参加は不可。 3,500円

8月11日から
 ●幼児パンダ教室（全5回） 

10月～11月の第1・3・5金曜
10時～11時30分

1歳～2歳6か月児と保護者・
20組（先着） 2,500円

9月6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：8月26日

 ●はじめてのピラティス入門（全3回） 
    ～体幹を鍛えて美しい姿勢に～ 

9月3日・10日・17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。
8月11日から

 ●きれいな字を書こう！ 
    筆ペン入門講座 

9月7日（土）10時～11時
8人（先着）
500円
8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

 ●暑気笑い!おかむら寄席 
　秋風亭借金さん・恋南亭真っ平さ
んの落語で笑って、夏バテを解消しま
しょう!

8月21日（水）10時～12時
40人（先着）
200円
8月11日から

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。

広告 広告
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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

 ●ドライ&アートフラワーアレンジ 
8月31日（土）10時～12時
12人（先着）　
1,000円
8月11日から

 ●フラダンス体験講座（全2回） 
9月12日・26日の木曜 10時～11時
12人（先着）　
1,000円
8月22日から

洋光台第四小学校コミュニティハウス

洋光台6-6-1　 833-6940
毎週火・金曜

 ●親子で一緒に産後整体（全6回） 
9月～11月の第1・3水曜

10時30分～11時30分
7か月～2歳未満児と保護者・10組

（先着）　 3,000円
8月11日から

 ●Yokodai Kids English（全6回） 
    ～えいごで遊ぼう!～ 
　外国人の英語を聞いて、話して、慣
れ親しんでもらう教室です。

9月～11月の第1・3土曜
10時30分～11時30分

小学1年～3年生・10人（先着）
2,500円
8月11日から

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体操を行い
ます。

8月17日（土）10時～11時30分
室内履き　※動きやすい服装。

 ●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。

8月17日（土）13時30分～15時
室内履き　※動きやすい服装。

滝頭地域ケアプラザ
滝頭2-30-1

750-5151　 750-5155
毎月第3月曜：8月19日

 ●たのしい子育て実践講座 
  「のびのび」（全5回） 

①9月7日（土）幼児安全法
②9月21日（土）食育講座
③10月5日（土）お口のお手入れ講座
④11月2日（土）親子体操
⑤11月16日（土）リラックスと睡眠講座

【共通】10時～11時30分
おおむね1歳～2歳半の幼児と保

護者・15組（先着）
500円/大人1人につき
8月13日から

 ●ふれあい介護サロン 
    ～体ほぐしの体操～ 

9月25日（水）13時30分~15時30分
現在介護をしている人、介護に関

心のある人・15人（先着）
100円
8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：8月13日、9月10日

 ●至福の旬菜ごはん 
10月3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
9月3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：8月19日

 ●外出・付き添いサポーター講座 
　高齢者の外出や移動について自分
にできることから始めてみませんか。

9月12日（木）13時～15時
15人（先着）
8月13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：8月19日

 ●楽々ヨガ 
8月17日（土）18時~19時
30人（当日先着）　 300円
汗拭きタオル、飲み物（炭酸飲料

以外）、ヨガマット（持っている人）
 ●ささっこ広場 
　お部屋を広げて自由遊び。

8月24日（土）10時~11時30分
乳幼児～小学生

※未就学児は保護者同伴

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』 

8月29日、9月5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、室内履きなど

横浜市三殿台考古館

岡村4-11-22
761-4571　 761-4603
santonodai@yokohama-history.org
毎週月曜（祝日の場合は翌日）

 ●秋の勾
ま が

玉
た ま

作り体験教室 
　原始・古代の装身具「勾玉」を、青
田石という石を材料にして作ります。

9月14日（土）9時30分～12時
 （9時受付開始）

小学生以上・12人  （抽選）
※低学年は保護者同伴

300円　 マスク
8月31日までに または往復はが

きで
 ●秋の土器作り教室（全4回） 

10月5日（土）粘土こね 
9時30分～12時
10月13日（日）土器成形 
9時30分～16時（昼食持参）
10月14日（祝）磨き 9時30分～12時 
11月9日（土）野焼き会 9時30分～16
時（昼食持参）

中学生以上で全4回参加できる人・
6人  （抽選）

2,000円（粘土代含む）
9月14日までに または往復はが

きで

横浜市社会教育コーナー

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

毎月第1月曜：9月2日

 ●おはなしの国 
　手遊び、絵本や紙芝居の読み語り、
赤ちゃんから大人まで、みんな一緒に
楽しめます。

8月17日（土）11時～11時40分
子育て支援拠点いそピヨ

 ●ミニ盆栽ワークショップ 
 　～松ぼっくりの苔玉～ 

9月1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 
エプロン（汚れてもいい服装）、花切

りばさみかキッチンばさみ、古新聞（一
日分）、作品持ち帰り用の袋、ビニール
手袋、ゴミ袋

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

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

8月24日（土）
10時30分～11時30分

外国出身で子育て中の養育者とマ
タニティママ・パパさん
 ●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しませんか。

8月31日（土）、9月5日（木）
10時30分～11時30分

要事前連絡
横浜子育てサポートシステム磯

子区支部
750-1405　 750-1406

広告 広告
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久良岐能舞台
岡村8-21-7

761-3854　 754-4050
8月19日、9月9日の月曜

 ●能装束展と茶の湯と謡・仕舞 
　自然と装束に囲まれながら日本文
化をお楽しみください！

9月8日（日）11時から
50人（先着） 
茶の湯500円（菓子付き）

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
8月13日、9月10日の火曜

 ●ひよこ♪コンサートvol.39 
  ～アフリカからパラグアイまで♪ 
   いろんな音楽きいてみよう～ 
　二台のアルパと歌、パーカッション
によるトリオ「カプマリ」が贈る、第39
回目のひよこ♪コンサート。

8月24日（土）11時開演（10時30
分開場）・13時30分開演（13時開場）

各310人（先着）
4歳まで500円、5歳から1,000円 

※膝上鑑賞の場合も要チケット
  杉田劇場

磯子スポーツセンター

杉田5-32-25
771-8118　 771-8120
8月13日（火）、9月9日（月）

 ●2019年度 秋の教室募集開始 
　すべての年代の人が楽しめるよう
さまざまな種目を用意しました。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。

10月1日（火）～12月28日（土）
3,780円～10,670円
あり・5,940円~8,910円
8月20日までに往復はがきで ま

たは
  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

9月2日（月）・3日（火）・4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

 ●夏休み特別企画 
  「自由研究ラボ～宿題だって楽しみたい!～」 
   わくわくワークショップ 科学工作教室 
   夏休みスペシャル「コインが消える貯金箱」 

8月11日（日）～9月1日（日）
10時15分/11時30分/13時30分/
14時45分から　※各回約45分

小学生以上・各回12人（当日先着）
※未就学児は保護者が作製

600円（入館料別途）
 ●夏休み特別企画 
  「自由研究ラボ～宿題だって楽しみたい!～」 
   ガラクタ工作教室「空き缶宇宙飛行士」 

8月27日（火）～9月1日（日）
10時15分/12時30分/14時30分から　
※各回約45分

小学生以上・各回15人（当日先着）
※未就学児は保護者が作製

600円（入館料別途）
  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

 ●親子野球教室 
　元プロ野球選手からボールやバッ
トの使い方などを学ぶ教室。

9月1日（日）11時～13時
未就学児～小学校低学年・20人

 （先着） 2,000円
要事前連絡

 ●パークヨガ教室 
 　～緑の下で行うヨガ教室～ 

9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

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：8月19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）
9月11日（水）・12日（木）・

13日（金）・17日（火）・18日（水）
19,500円

②ファイル整理術
9月21日（土）
5,500円

 【共通】10時～15時30分
各12人（先着）
あり（1歳半～未就学児）
8月16日から

パソコン講座専用
862-4496

 ●女性と仕事応援デスク 
①労働サポート相談

9月21日(土）13時/14時/15時か
ら　※各回約50分

各3人（先着）
②キャリア・カウンセリング

9月27日(金）10時/11時/13時/
14時から　※各回約50分

各4人（先着）
 【共通】

あり（2か月～未就学児）
8月11日から
  フォーラム南太田

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。

広報よこはま磯子区版はここまでです。

企画展示
■夏休み、読んでみようこんな本
　図書館の司書がおすすめする本
のリスト「読んでみようこんな本」
に掲載した本を展示します。

開催中～8月27日(火)
■市民協働展示
 「このぶたさん～～に!」
　いのしし年なので、いのししをご
先祖に持つブタの本の展示・貸出
を行います。

開催中～8月30日(金)
　協力/ いそご図書館サポーター
ズクラブ・ほびっと

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>
第80回『老人と海』/ ヘミングウェ
イ/ 著　福田恆存/ 訳（新潮文庫）

8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

■週末の読書会
　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。今回
は、夏休みですので、子どもから大
人まで、幅広い年代の方にご参加い
ただけます。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>

『自閉症の僕が跳びはねる理由』/
東田直樹/ 著（角川文庫）

8月25（日）13時～16時45分
小学生から大人まで
随時受付中
ilbs.extension@gmail.com

おはなし会
■夏休み特別おはなし会
　『水であそぼう!』
　今年は“水であそぼう!”をテーマ
に開催します。参加者には、すてき
なプチプレゼントがあります。

8月14日（水）
①14時30分から　②15時から

①3歳～小学1年生　②小学生
■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。

8月28日（水）15時30分から
一人でおはなしを聞ける子

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!

「しらべよう！たのしもう！かならずわかる
ラグビー入門１世界のラグビーの魅力」全3巻
稲葉茂勝／文・構成　こどもくらぶ／編集　
ベースボール・マガジン社／2016年刊

　4年に一度開催されるラグビーワールドカッ
プが本年9月から全国各地で行われます。横浜
市は決勝戦を含む7試合が予定されています。
本書は児童書ですが、ラグビーの歴史、ルール、
ワールドカップの15人制とオリンピックの7人
制の違いなど基本的な情報が網羅されていま
す。より楽しく観戦するために本書を手始めに
知識を深めてみてはいかがでしょうか。

磯子図書館だより 磯子図書館
753-2864  750-2528休館日  8月13日（火） 

「はまかぜ号」 8月22日、9月5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 8 月1日です。

回答方法について
　8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：8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）

8月

 磯子区 紙面アンケート 2019年8月 
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