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●参加費の記載がない場合は無料、表示金額は総額（テキスト代など含む）
●申込の記載がない場合は当日直接会場へ ●所定の用紙は申込先の窓口にあります
●区役所への郵便は「〒 222-0032 大豆戸町 26-1 港北区役所 ○ ○ 係」へ
●住所などの個人情報は催しの開催・申込者への連絡以外の目的には使用しません
●［必要事項］は行事名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
（往復はがきは返信先）を記入してください

当月11日からの予定

マークの説明

…電話、 …ファクス、
…申込、 …問合せ

感染拡大を防止する観点
から、中止または延期とな
る場合があります。参加の
際には、事前に紙面に記
載のある問合せ先に確認
してください。

港北芸術祭

中止のお知らせ

掲載されているイベントな
どは、新型コロナウイルス

…E メール、

狂言 ～日本伝統の笑劇～

この欄（10〜12ページの端）
では、本文中
マークの催
しの補足情報などを掲載し
ています。

保護者、当日先着15組、①～③15時～15
時30分、④11時～11時30分

■大人のための朗読会
た に ざ き じゅん い ち ろ う

■朗読の部屋

ね

お知らせ

旧小机領三十三所子 歳観音霊
じょう

場でご開帳の3つの寺など、坂
道や階段がある約3.5キロメー
トル のコースを、港 北 ボラン
ティアガイドが案内します。

■移動図書館巡回日程

540-2245

〒222-0032 大豆戸町26-1 休 4月8日・13日・14日・
540-2400 540-2399 20日・23日・29日・30日

■港北公会堂 室内楽シリーズ
4月16日(木)19時～21時、2,000円

■よこはま北部のつどい

5月17日(日)11時～15時、中山地域ケア
プラザ(緑区)、若年性認知症の人と家
族、希望者は弁当あり(有料)

綱島東三丁目公園：4月15日(水)・29日

電話かファクス(5月17日まで)[必要事項]

(水・祝)、14時10分～15時30分、南日吉
団 地 管 理 事 務 所 前：4月1 7日、5月1日

を記入し、認知症の人と家族の会神奈川
県支部へ ・ 044-522-6801(月・水・

(金)、14時～15時30分

金曜、10時～16時)

※荒天中止

た つ ろ う

港北公会堂

なります。詳細は、区ホームページをご覧ください。

どし かん のん れい

ね

日(土)15時～16時、成人

天一書房大倉山店・綱島店、東急トラベルサロン日吉駅)により異

区役所からの

く

出 久 根 達 郎「半分コ」ほかを朗読。5月9

【払戻し期間】2020年5月8日(金)まで
【払戻し方法】払戻し方法は、チケットを発券した場所
(①コンビニエンスストア、チケットぴあ店舗、②区役所3階売店、

540-2240

中央図書館サービス課
262-0050

出演者の皆さん

231-8299

■休館のお知らせ

■生ごみを土にかえそう説明会

5月～2021年3月の間、天井脱落対策工

初心者向け。4月23日(木)10時30分～11
もっと知りたい わがまち港北
港北ボランティアガイドによる
講座です。区の歴史について、
さまざまな視点で学ぶ連続講

時10分、区役所中庭

※荒天中止

り、楽しく深く学べます。

東神奈川駅(神奈川区)集合、抽選40人、

ラリーやゲームが中心の経験者向け。①

①5月5日(火・祝)：県立武道館、②5月24

5月23日～6月13日の土曜(予備日：6月20

日(日)：港北スポーツセンター、①②9時

日・27日)、②7月の土曜(予備日：8月1日・

き(4月21日必着)参加者全員の[必要事項]

～17時、区剣道連盟登録者、有料

8日)、各全4回、17時10分～18時40分、

を記入し、生涯学習支援係へ

細は要問合せ

Eメールかホームページか往復はが

540-2240

540-2245

ko-kouza@city.yokohama.jp

穫・脱穀・地 粉を使った調理を
体験しませんか。新治産小麦粉
のお土産付きです。

■もっと知りたい わがまち港北

mk.kaneko65@kna.biglobe.ne.jp

区センター、9月9日(水)：綱島地区セン
ター、10月7日(水)：興禅寺、全5回、13時
30分～16時(6月10日：13時15分～16時

き(4月30日必着)参加者全員の[必要事項]
を記入し、生涯学習支援係へ
540-2240

すぎやまたかひろ

ができるほか、杉山孝博医師か
らの助言も得られます。本人も
散歩やゲーム、歌などで楽しく
過ごします。

と年齢(学年)、級・段位、所属支部を記入

540-2245

ko-kouza@city.yokohama.jp
に い は る

■新治恵みの里 小麦体験教室

5月23日、6月13日、7月4日・18日(土)、全4
回、10時30分～12時30分(6月13日、7月4

※雨

天延期
電話か来館(4月21日～)

し、区剣道連盟(金子)へ

川流域センター、7月13日(月)：篠原地

Eメールかホームページか往復はが

同士の交流や相談、情報交換

16歳以上、先着各14人、7,200円

電話かEメール(4月18日まで)[必要事項]

090-1403-7264

時)、抽選50人、1,500円

若年性認知症といいます。家族

※詳

5月14日(木)：区役所、6月10日(水)：鶴見

30分、7月13日・10月7日：13時15分～16

よこはま北部のつどい
64歳以下で発症した認知症を

■サマーテニス教室

■区剣道大会

300円 ※荒天中止

ごな

〒222-0032 大豆戸町518-1
544-2636
544-1859 休 第3月曜

■幕末の神奈川宿と浦島太郎伝説

5月1日(金)9時30分～12時30分、京急

じ

港北スポーツセンター

540-2245

座です。講演や見学などがあ

新治恵みの里 小麦体験教室
農家に教わりながら、小麦の収

事のため休館します。

資源化推進担当
540-2244

た い は く

月25日(土)15時～16時、成人
で

生涯学習支援係

り

谷崎潤一郎「魚の李太白」ほかを朗読。4

わ

幕末の神奈川宿と浦島太郎伝説

歳、③紙芝居の日：4月18日(土)、④ひよこ
のおはなし会：4月23日(木)、1～3歳児と

4月19日(日)、港北公会堂にて開催を予定していました、｢港
北芸術祭 狂言～日本伝統の笑劇～｣については、新型コロナ
ウイルス感染拡大を防止する観点から開催中止といたします。
つきましては、すでにチケットを購入された方には、次のと
おりチケット代金の払戻しを行います。
楽しみにされていた皆さまには、多大なご迷惑をお掛けしま
すことを、心よりお詫び申し上げます。

チケット代金の払戻しについて

ミズキーの
一言メモ

ひろばおはなし会：4月15日(水)、3～6

■太極拳交流大会

5月9日(土)11時15分～12時30分、港北
スポーツセンター ※上履き持参
区太極拳協会(副島)
・ 421-8033

菊名地区センター
〒222-0011 菊名6-18-10
421-1214
431-4101 休 第3月曜

■おはなしたんぽぽ
絵本の読み聞かせや折り紙、手遊びな
ど。5月8日(金)11時～11時30分、未就学
児と保護者、当日先着20組

■レディースダブルステニス大会

①一般の部：5月14日(木)、②ひよこの部

■菊名・おもちゃの病院
おもちゃの修理。5月9日(土)10時～13

(初心者)：5月21日(木)、①②9時～、三ツ

時、未就学児と保護者、先着20点(1人2点

沢公園(神奈川区)、区内在住か在勤か協

まで)、人を傷つける恐れのある物やテレ

会登録済みの女性ペア(高校生以下不

ビゲームなど除く、部品代実費

可)、先着各32組、3,500円

※雨天中止

ホームページ(4月15日～)区テニス協
会へ

電話か来館(4月15日9時～)

■母の日のフラワーアレンジメント
5月9日(土)13時～14時30分、小・中学生

日は13時30分～15時30分)、にいはる里

(小学3年生以下は保護者同伴)、先着10

山交流センター(緑区)、市内在住の個人か

人、700円

グループ(1組4人まで)、先着15組、6,000

電話か来館(4月18日9時～)

円 ※作物の状況や天候による延期あり
ホームページ(4月15日～)新治恵みの

問合せや申込は各施設へ。

㊡ は通常の休館日

里へ
北部農政事務所
948-2480

948-2488

港北図書館
〒222-0011 菊名6-18-10 休 4月20日、
421-1211
431-5212 5月7日

■おはなし会
デ

①えいごdeおはなし会：4月11日(土)、②

作品例
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往復はがき(4月25日必着)参加者全員

■夜のリラックスストレッチ

16人、1,000円

港北公会堂 室内楽シリーズ

筋肉をほぐして血流改善。5月19日・26

の[必要事項]と子の生年月日・性別を記入

日、6月2日(火)、全3回、19時～20時、成人

■ゼロ歳児教室

先着15人、1,000円

5月26日、6月23日、7月28日、8月25日

チェリーパイを作る。5月16日(土)9時45

(火)、9月26日(土)、10月27日、11月24日、

分～12時45分、18歳以上、先着12人、

12月22日、2021年1月26日、2月16日(火)、

2,000円

電話か来館(4月22日9時～)

■親子学級かんがるー
5月25日、6月8日・22日、7月6日、8月31日

全10回、10時～11時30分、開始時8か月

(月)、9月5日(土)・14日(月)、全7回、10時～

未満の子と母親(きょうだい児の同伴不

11時30分、2018年4月2日～9月30日生ま

可)、抽選20組、3,000円

れの子と保護者、抽選25組、3,000円
※6月22日が雨天時は6月25日
電話かホームページか来館(4月22日
20時まで)

お

い

■時短で美味しく・圧力鍋講座

電話か来館(4月16日10時～)

■大人のスイーツ作り

電話か来館(4月16日10時～)

重奏曲第14番｣ほかです。出演
たか はし むね よし

なか ざわ

さ

お

り

は高橋宗芳氏、中澤沙央里氏、
友田俊氏、西條貴登氏です。
と も だ しゅん

に し じょう た か と

親子学級かんがるー

■親子学級うさぎちゃん

リズム体操や工作、ジャガイモ

親子が楽しく遊び、友達づくり。6月8日、7

掘り、家族で参加できる運動会

往復はがき(4月25日必着)参加者全員

月13日、9月14日、10月12日・19日、11月16

の[必要事項]と子の生年月日・性別を記入

日・30日、12月14日(月)、全8回、10時～11

■ママのボディメイク

時30分、2018年4月2日～2019年4月1日

心身のリフレッシュ。6月4日(木)10時～

生まれの子と保護者、抽選28組、2,500円

11時30分、開始時10か月未満の子と母

曲目は、シューベルト｢弦楽四

往復はがき(5月10日必着)参加者全員

など盛りだくさんです。

時短で美味しく・圧力鍋講座
献立は、｢大豆のチリコンカン｣、

圧力鍋を使う。5月28日(木)10時30分～

親(きょうだい児の同伴不可)、抽選15組、

の[必要事項] と子の生年月日・開始時の月

｢フレッシュトマトのブルスケッ

13時30分、成人先着16人、1,400円

500円

齢を記入

タ｣、｢黒ごま入りペペロンチー

電話か来館(4月22日9時～)

の[必要事項]と子の生年月日・性別を記入

篠原地区センター
〒222-0022 篠原東2-15-27
423-9030
423-9032 休 第3月曜

5月10日(日)10時～11時30分、小学生、先

日吉地区センター

■おし花でたのしもう

〒223-0062 日吉本町1-11-13
561-6767
561-5841 休 第4月曜

6月14日・21日(日)、全2回、9時30分～11
時30分、開始時4歳～小学3年生の子と
保護者、抽選12組、1,000円

■母の日のおくりもの

ノ｣、｢タピオカドリンク｣です。

往復はがき(4月30日必着)参加者全員

む

さ し や ま

■日吉の英雄 横綱武藏山
パネル展示。4月2日(木)～23日(木)

往復はがき(4月30日必着)参加者全員

母の日のおくりもの
花を積んだかわいい自転車の
置き物を作ります。感謝の言葉
を添えてプレゼントしましょう。

の[必要事項]と子の生年月日・性別を記入

着16人、500円
電話か来館(4月18日10時～)

幼児教室
室内遊びや工作、近隣公園へ
の遠足、屋外での豚汁作りなど
をします。
作品例
作品例

横綱武藏山

■パーソナルカラー講座
自分 に似 合う色を見 つ ける。5月1 3日
(水)15時30分～17時、成人先着10人、
500円
電話か来館(4月22日10時～)

ゼロ歳児教室

城郷小机地区センター

■日吉おはなし会

〒222-0036 小机町2484-4
472-1332 休 第4月曜
472-1331

(木)11時～11時30分、未就学児と保護

園への遠足など、楽しい企画が

■純銀ペンダント作り

者、当日先着15組

いっぱいです。

銀粘土を使う。5月2日・9日(土)、全2回、

■イギリス料理教室

10時～12時、小学3年生以上(小学3・4年
生は保護者同伴)、先着12人、3,000円
電話か来館(4月15日10時～)

読 み 聞 か せ や 紙 芝 居 など。4 月 2 3 日

室内遊びや工作のほか、7・8月
はプール遊び、秋には綱島公

5月10日(日)10時～12時30分、成人抽選
16人、1,500円
往復はがき(4月18日必着)[必要事項] を
記入

おし花でたのしもう
しおりやポストカードを作る、
はないく

子ども花育講座です。

■韓国文化を楽しむ
5月13日・27日、6
講座の様子

綱島地区センター

｢フィッシュパイ｣とデザートを

～ 1 5 時 、抽 選 2 0

作ります。

往復はがき(4
作品例

おもちゃの修理。4月11日(土)10時～13

■ベビー体操&ストレッチ

時、人を傷つける恐れのある物やテレビ

脳や五感を育てる赤ちゃん体操。5月7

ゲームなど除く、部品代実費

日・21日、6月4日・18日、7月2日(木)、全5

■幼児教室

回、10時～11時、開始時6か月～1歳児と

5月20日、6月3日、7月1日、9月2日、10月7

保護者、先着10組、2,000円

日、11月4日、12月2日(水)、2021年1月9日

イギリス料理教室

全4回、13時15分
人、2,500円

〒223-0053 綱島西1-14-26
545-4578
531-5771 休 第3月曜

■おもちゃの病院

月10日・24日(水)、

電話か来館(4月15日10時～)

(土)、2月3日、3月3日(水)、全10回、10時～

■野菜ソムリエ季節の料理教室 春

11時30分、開始時1歳6か月～2歳0か月

夏野菜のグラタンとフリッターを作る。5

の第1子と保護者、抽選20組、3,000円

月11日(月)10時～13時、18歳以上、先着

月18日必着)[必要
事項] を記入

韓国文化を楽しむ
韓国語講座(2回)や韓国料理教
室(ナムル・トックク)、数種類の

料理の見本

韓国茶でのお茶会をします。

■和菓子作りを楽しむ
5月20日、7月15日(水)、全2回、9時30分～
12時30分、抽選16人、1,600円
往復はがき(4月18日必着)[必要事項] を
記入

和菓子作りを楽しむ
5月は藤の花と新緑、7月は青梅
とひまわりを作ります。
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室内で快適 布草履
着なくなったTシャツで布草履
を作ります。

師岡コミュニティハウス
〒222-0002 師岡町700 トレッサ横浜南棟3階
534-2439
546-4568 休 第3月曜

■師岡おはなしの部屋
絵本の読み聞かせや紙芝居、歌、折り紙な
ど。4月14日(火)・16日(木)、11時～11時30

作品例

日、7月5日(日)、全3回、9時30分～15時30

の市民、先着15人
電話か来館(4月25日～)

ホームページか往復はがき(4月20日
老人福祉センター

菊名寿楽荘

〒222-0011 菊名3-10-20
433-1255
433-2895 休 第4火曜

分、未就学児と保護者、当日先着各20組

■シニアスポーツ ボッチャ体験

■0歳児ママのスマイル広場

4月12日(日)10時～11時30分、60歳以上

マ マ たちの おしゃべり広 場。4月2 8日

の市民

(火)10時30分～11時30分、10か月未満

■映画上映会

の子と母親(きょうだい児の同伴不可)、

①幕末太陽傳：4月12日(日)、②上を向い

当日先着15組

て歩こう：5月10日(日)、①②13時15分～

■チャレンジパーク
5月23日(土)13時～24日(日)15時(1泊2
日)、小学3～6年生、抽選50人、7,200円
ホームページか往復はがき(4月29日

で ん

■ヨガ&太極拳教室
6月23日～7月14日の火曜、9月8日・15日・
29日(火)、全7回、13時15分～14時45分、
16歳以上の初心者、先着16人、4,200円

はぐピョン

5月22日(金)13時～16時、成人先着10

13日はおはなし会(テーマ「は

人、800円

トです。

消印有効)［必要事項］と年齢・学年を記入

消印有効)［必要事項］と年齢・学年を記入

■室内で快適 布草履

る」)、23日はこいのぼりイベン

分、小学1～3年生、抽選48人、9,300円

電話か来館(4月15日10時～)

地域子育て支援拠点

どろっぷ

〒222-0037 大倉山3-57-3 休 日（4月12日除く）
・
540-7420
540-7421 月曜・祝日・4月14日

■手形の日

菊名コミュニティハウス
〒222-0011 菊名4-4-1
401-4964
401-4968 休 第3月曜

専用冊子に手形を押す。5月7日(木)14時

電話(4月15日～)

アートフォーラムあざみ野
男女共同参画センター横浜北
横浜市民ギャラリーあざみ野

休 第 4月曜

〒 225-0012 青葉区あざみ野南 1-17-3

~15時30分、0歳児と保護者
育児・沐浴の講座と先輩家庭との交流。5

※ 1～ 3は保育あり、1歳6か月以上( 3
は2か月以上)の未就学児、有料、要予約

ボランティアから学び、気軽に勉強。4月

月9日(土)：どろっぷサテライト、23日(土)：

男女共同参画センター横浜北1～3

ンティア活動の見学や体験が

12日・26日(日)、13時～16時、小・中学生

どろっぷ、30日(土)：日吉本町地域ケアプ

できます。

■おはなしのへや

ラザ、10時～12時、区内在住の出産予定

絵本の読み聞かせや手遊びなど。4月18

月が2020年9月で初出産の夫婦(妊婦の

手形や足形でこいのぼりを作る。4月11

日(土)11時～11時40分

みも可)、抽選各15組

日(土)10時30分～12時、未就学児と保護

ボランティアポイント登録研修会
よこはまシニアボランティアポ
イントの登録会です。後日、ボラ

■土曜日両親教室
も く よ く

■港北こども学習会

ホームページ(4月19日まで)

■きくなこみっこ

910-5700

910-5755

1パパといっしょに作って遊ぼう

者、当日先着30組、300円

※汚れても

子どもを遊ばせながらおしゃべり。4月24

■あっぷっぷ

よい服装で参加

野 外ゲームや 炊 事、キャンプ

日(金)10時～12時、未就学児と保護者

触れ合い遊びやママトーク。5月13日・27

2当日受付教室 さわやかストレッチ

ファイアなどをします。

■爽やか 木綿のぞうり作り

日(水)、全2回、10時30分～11時50分、開

4月17日・24日(金)、13時30分～14時30

素足に優しい布草履作り。5月11日(月)10

始時2～4か月の第1子と保護者、先着12

分、当日先着各25人、600円

時～15時、成人先着10人、500円

組 ※おくるみかバスタオル持参

すい服装で参加、
タオル・飲み物持参

チャレンジパーク

電話か来館(4月21日10時～)
せ っ け ん

4月26日は、あいはらカマーア

5月21日(木)10時～12時、成人先着10

ンサンブル、5月10日は、迫本章

人、700円

こ

チェロ

子氏（Vc）ほかが出演します。

3産後のセルフケア
産前産後の運動不足を解消。①ワーク

Welcome!ロビーコンサート

■マルセイユ石鹸を作る

さ こ も と しょう

電話か来館(4月15日～)

※動きや

電話か来館(4月26日10時～)

地域子育て支援拠点 どろっぷサテライト

〒223-0052 綱島東3-1-7
633-1078
633-1072 休 日・月曜・祝日

■あっぷっぷ

ショップ：5月15日(金)、②フォローアップ：
5月29日(金)、①②10時～11時30分、産後
2か月以降の女性、先着各18人、820円
ホームページ(4月17日～)

触れ合い遊びやママトーク。5月13日・27
日(水)、全2回、10時30分～11時50分、開
始時2～4か月の第1子と保護者、先着12
組 ※おくるみかバスタオル持参

個人市民税・県民税
の申告期限延長
申告期限を4月16日(木)
まで延長し、税務課（3階
で申告を受け
31番窓口）
付けています（郵送可）。
※3月17日以降に申告した場
合、市民税・県民税の課税
処理に間に合わない場合
があります
※所得税の確定申告書は、税
務署に提出してください

税務課
540-2264

540-2288

作品例

電話か来館(4月15日～)

横浜市民ギャラリーあざみ野 4・5
910-5656

ウ

ェ

ル

カ

910-5674

ム

4Welcome!ロビーコンサート

4月26日、5月10日(日)、12時～12時40分

5つくってあそぼう！釣りゲーム

新吉田地域ケアプラザ
〒223-0056 新吉田町6001-6
592-2151
592-0105 休 第4月曜

三ツ沢公園青少年野外活動センター
〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1
314-7726
311-6444 休 なし
バーベキュー

■はぐピョン

■BBQグリル料理教室

4月13日(月)・23日(木)、10時～13時、未

5月2日(土)・3日(日・祝)、10時～14時、家

就学児と保護者

族かグループ、抽選各13組(1組4～6人)、

23日の

2,400円、小学生2,000円、4歳以上の未就

電話か来館(4月22日まで)

学児1,000円、3歳以下200円

大豆戸地域ケアプラザ
〒222-0032 大豆戸町316-1
432-4911
432-4912 休 第3月曜

ホームページか往復はがき(4月20日
消印有効)参加者全員の［必要事項］と子の
年齢・学年、参加希望日を記入

■ボランティアポイント登録研修会

■くいしんぼう大作戦

5月25日(月)13時30分～15時、65歳以上

ピザ作りや野外遊びなど。5月10日、6月7

カラフルな紙コップで海の生き物を作
る。5月3日(日・祝)11時～15時、未就学児
は保護者同伴

港北区社会福祉協議会
〒222-0032 大豆戸町13-1吉田ビル206
547-2324
531-9561 休 第1日曜

■善意銀行(寄託1月1日～31日)
匿名個人、横浜北部読売会港北支部[敬
称略]ありがとうございました

