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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

ミズキーの
一言メモ
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。

…電話、 …ファクス、
…申込、 …問合せ

…E メール、

6月6日、7月4日、10月17日(土)、全3回、10

掲載されているイベントなどは、

時～12時、にいはる里山交流センター

新型コロナウイルス感染拡大を防

(緑区)、市内在住のグループ(1組4人ま

止する観点から、中止または延期

で)、先着15組、1組2,600円 ※荒天延期

となる場合があります。参加の際

ホームページ(5月15日～)新治恵みの

には、事前に紙面に記載のある問

里へ

合せ先に確認してください。

北部農政事務所
948-2480

もり

る、2歳児のいやいや期の子育

■シニアボランティアポイント研修

6月30日(火)13時30分～15時30分、城郷
小机地区センター、65歳以上の区民、先
着40人

農家に教わりながら、苗の植え
付けから収穫までを体験しま
す。サツマイモ8株の土産付き
です。

と筆記用具持参

貸出・返却・予約した本の受取。綱島東

電話かEメールかファクス(5月15日～)

三丁目公園：5月13日・27日、6月10日

[必要事項]を記入し、区社会福祉協議会へ

管理事務所前：5月15日・29日(金)、14時
～15時30分

※荒天中止

中央図書館サービス課
262-0050

547-2324

前回の様子

hokuhoku@kouhoku-shakyo.jp

■蛍を求めて夕暮れの四季の森公園

区)集合、抽選50人、300円 ※荒天中止

231-8299

往復はがき(5月28日必着)参加者全員

■2歳児の子育て講座

の[必要事項]を記入し、区民活動支援セン

2歳児の特徴や育て方、関わり方を学ぶ。

問合せや申込は各施設へ。
㊡ は通常の休館日
港北公会堂は休館中
（2021年3月ごろまで）

ターへ
・ 540-2246

歳～2歳6か月の子の保護者、抽選40人
※保育あり、2歳～2歳6か月児、抽選25
港北ボランティアガイドの案内
の下、最近見かけなくなったホ
タルと、ハナショウブなど初夏
の草花を鑑賞します。

人、要予約

港北図書館

ホームページ(5月22日まで)こども家

〒222-0011 菊名6-18-10
421-1211
431-5212 休 5月7日

庭支援担当へ
540-2365

531-9561

6月12日(金)17時～20時、JR中山駅(緑

6月3日(水)13時30分～15時、区役所、2

蛍を求めて夕暮れの四季の森公園

※介護保険被保険者証の写し

■移動図書館巡回日程

(水)、14時10分～15時30分、南日吉団地
新治恵みの里 サツマイモ作り教室

前回の様子

お知らせ

臨床心理士の森あずさ氏によ
て講座です。

948-2488

区役所からの

2歳児の子育て講座

948-2488

948-2480

■新治恵みの里 サツマイモ作り教室

540-2426

■おはなし会
①ひよこのおはなし会：5月14日・28日
(木)、1～3歳児と保護者、当日先着各15
組、②紙芝居の日：5月16日(土)、③ひろ
ばおはなし会：5月20日(水)、3～6歳、④
い ち

ど

一土のおはなし会：6月6日(土) 、小学生
ハナショウブ

新治恵みの里 ジャガイモ収穫体験
農家の案内で新治市民の森を
散策した後、新ジャガを収穫し
ます。
ジャガイモ3キログラムの
土産付きです。

前回の様子

■新治恵みの里 ジャガイモ収穫体験

以上、①11時～11時30分、②～④15時
～15時30分

新治市民の森の散策と新ジャガの収穫。

■大人のための朗読会

6月20日(土)10時30分～12時30分、にい

泡坂妻夫「匂い梅」ほかを朗読。5月23日

はる里山交流センター(緑区)、市内在住

(土)15時～16時、成人

のグループ(1組4人まで)、先着15組、1組

■港北ふるさと映像上映会

1,200円 ※荒天時6月21日

｢飯田家住宅の屋根葺き｣を上映。5月24

ホームページ(5月15日～)新治恵みの

あ わ さ か つ ま

お

ふ

日(日)11時～12時

里へ
北部農政事務所

やめよう ポイ捨て！
きれいなまちへの第一歩
ポイ捨てされているごみのほとんど
は、たばこの吸い殻や飲み終わった
ペットボトル、かみ終わったガムな
ど、身近にあるものばかりです。ご
みはごみ箱に捨てる、家に持ち帰る
など、一人一人のちょっとした心掛
けでまちはきれいになります。

ポイ捨てされたごみは、雨や風で川に
流れついた後、海まで流れ、魚や鳥、
鯨などを苦しめます
市内全域

ポイ捨て禁止 です。
たばこの 吸 い 殻 や 空き缶、
紙くずなどのポイ捨てが条例
で禁止されています。違反す
ると、2 万 円 以 下 の 罰 金 が
科せられる場合もあります。
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希望クラス、性別、年齢(学年)を記入

■パーソナルカラー講座

城郷小机地区センター
〒222-0036 小机町2484-4
472-1332 休 第4月曜
472-1331

6月10日(水)10時～13時、18歳以上、先

シニアボランティアポイント研修
区生活支援コーディネーター

自分 に似 合う色を見 つ ける。6月2 6日

連絡会による研修会です。ボラ

(金)15時30分～17時、成人先着10人、

ンティアポイントに登録し、介

500円

■中華スイーツ教室

11

護施設などでボランティア活

電話か来館(6月12日10時～)

動をするとポイントがもらえま

着16人、1,000円

す。ポイントは、寄付や換金が

電話か来館(5月18日10時～)

できます。

■網戸の張替え方講座
6月12日(金)10時～12時、18歳以上、先
着15人、300円
電話か来館(5月15日10時～)

■初めてのスマホ教室

前回の様子

実際に触りながら基本操作を学ぶ。6月
16日(火)13時～14時、18歳以上、先着20
人、100円

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

電話か来館(5月15日10時～)

し

座ったまま歌いながら、軽い運動を行
う。6月17日・24日、7月8日・15日・29日
(水)、全5回、13時15分～14時15分、18歳
以上、先着35人、1,500円

しゅう

■イギリス刺繍にチャレンジ

綱島地区センター

■うたってえがおで健康作り

父の日のおくりもの

日吉地区センター

講座の様子

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

■はぐはぐ体操

ルバーブを使ってタルトを作る。6月20日
(土)9時45分～12時45分、18歳以上、先
着12人、2,000円

往復はがき(5月18日必着)[必要事項] を

親子で触れ合いながら楽しく体を動か

記入
寄せ植えを楽しもう
7月は観葉植物、9月は秋をイ

往復はがき(5月23日必着)参加者全員

メージした寄せ植えを楽しみ

の[必要事項]と子の性別・生年月日を記入

ます。

■ペットボトルでエコランタン作り
SDGs(持続可能な開発目標)啓発プログ

電話か来館(5月15日10時～)

ラム。7月12日(日)10時～11時30分、6歳
～小学3年生の子と保護者(きょうだい児

篠原地区センター

の同伴不可)、抽選12組、500円

〒222-0022 篠原東2-15-27
423-9030
423-9032 休 第3月曜

往復はがき(5月27日必着)参加者全員
の[必要事項]と子の性別・年齢(学年)を記入

■パパの赤ちゃん会

作品例

子育て相談やパパ同士の交流、情報交

イギリス刺繍にチャレンジ

換。6月6日(土)10時30分～11時30分、1
歳6か月までの子と父親、当日先着15組

師岡コミュニティハウス

※水筒・ねんねの赤ちゃんはバスタオル

〒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

持参

■包丁研ぎのコツ

■師岡おはなしの部屋

自分の包丁を大切に、
より使いやすくす

絵本の読み聞かせや紙芝居、歌、折り紙な

る。6月19日(金)10時～12時、成人先着12
人、300円
い し

作り、父の日に贈りましょう。

時30分、抽選15人、1,800円

～1歳児と母親、抽選15組、500円

■大人のスイーツ作り

飾りのタイピンをUVレジンで

6月4日・18日(木)、全2回、12時30分～14

す。7月2日(木)10時～11時30分、10か月

電話か来館(5月18日10時～)

乗り物のキーホルダーと丸い

作品例

と

※使用している包丁1本、砥

■寄せ植えを楽しもう

石(あれば)持参

7月15日、9月16日(水)、全2回、9時30分～

電話か来館(6月5日10時～)

11時30分、成人抽選15人、3,000円

■父の日のおくりもの
6月20日(土)10時～11時30分、小・中学

往復はがき(5月27日必着)[必要事項] を
記入

生、先着16人、500円

ど。5月12日(火)・21日(木)、11時～11時30
分、未就学児と保護者、当日先着各10組

■親子で作るハーバリウム
親子で楽しみながら、ハーバリウムを作る。
6月21日(日)13時～14時30分、小学生と
保護者(2人1組)、先着12組、1,000円
電話か来館(5月15日10時～)

■キッズ・ジュニア体操教室

電話か来館(5月30日10時～)

短期集中でマット運動と鉄棒を克服。7
月29日(水)～31日(金)、各全3回、①キッ
ズクラス：9時15分～10時15分、5～6歳、
2,000円、②ジュニアクラス：10時30分～
11時40分、小学1～3年生、3,000円、①②
抽選各20人(保護者同伴可)
往復はがき(5月30日必着)[必要事項] と
作品例
作品例

イギリスの立体刺繍スタンプ
ワークの技法を用いて、ティー
マットとティッシュケースを作り
ます。
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ビーズでつくろうバッグチャーム
ほっと菊名サロン第1弾です。
かわいいイチゴがモチーフの
アクセサリーを作ります。

フェルトのお弁当であそぼう
カラフルでかわいい手作りおも

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

■丘の上の音楽会

24日、7月1日・8日・15日(水)、全5回、14時

6月7日(日)13時30分～14時30分

45分～16時45分、2021年か2022年に小
学校に入学する子と保護者、抽選16組(2

■おはなしのへや

人1組)、6,500円(追加1人3,000円、2歳以

絵本の読み聞かせや手遊びなど。5月16

下700円)

日(土)11時～11時40分

ホームページか往復はがき(5月29日

■きくなこみっこ

消印有効)参加者全員の［必要事項］と子の

子どもを遊ばせながらの楽しいおしゃべ

年齢を記入

けのお弁当を作りましょう。絵

り。5月22日(金)10時～12時、未就学児と

■鉄板料理教室

本の読み聞かせもあります。

保護者

鉄板焼きやダッチオーブン料理。A：6月

■港北こども学習会

20日(土)、B：6月21日(日)、10時～14時、

5月24日(日)13時～16時、小・中学生

抽選各80人、2,400円、小学生2,000円、4

ちゃのおかずを選んで、自分だ

歳以上の未就学児700円、3歳以下200円
超絶美味しいコーヒー講座

出演者の皆さん

目からうろこのコーヒー豆知識

消印有効)参加者全員の［必要事項］とA・B

やおいしいコーヒーの入れ方

地域子育て支援拠点

を学び、味わいます。コロンビ
土産付きです。申込開始は5月

前回の様子

■ビーズでつくろうバッグチャーム
5月30日(土)10時～12時、小・中学生、先
着15人、300円

はぐピョン

作品例

■フェルトのお弁当であそぼう
6月13日(土)10時30分～11時30分、3歳

ヴァー・ザ・レインボー」、
「テネ

以上の未就学児と保護者、先着10組、

なか

の わたり あ き

ギター

か

こ

とう じん

ベース

佐 久 間 和 氏(G t)、加 藤 人 氏(B a)

500円
電話か来館(5月19日10時～)

男女共同参画センター横浜北 1

作品例
い

■超絶美味しいコーヒー講座
6月20日(土)13時30分～15時30分、成人

を販売する1日限定のマルシェ
を開催します。

910-5700

※おくるみかバスタオル持参

910-5755

1産後のヨーガ

■助産師さんとみんなの知恵袋

初めての保育&ママのおしゃべりタイム。

母乳やミルクの話。6月25日(木)10時30

6月1日・8日・15日・29日(月)、全4回、12時

分～12時、未就学児と保護者、先着10組

30分～14時30分、2か月～1歳5か月児の
保護者(女性)、先着20人、10,000円

地域子育て支援拠点 どろっぷサテライト

・ 910-5724

〒223-0052 綱島東3-1-7 休 日（5月24日除く）
633-1078
633-1072 月曜・祝日・5月26日

横浜市民ギャラリーあざみ野 2・3

触れ合い遊びやママトーク。6月３日・17

お

障害者福祉団体による、
こだわ

着12組

■あっぷっぷ

します。

り食品やオリジナル雑貨など

〒 225-0012 青葉区あざみ野南 1-17-3

電話(5月15日～)

ピアノ

あざみ野フェローマルシェ

休 第 4月曜

回開催時2～4か月の第1子と保護者、先

電話か来館(6月2日～)

Welcome！ロビーコンサート
栗田妙子氏(Pf・作曲家)が出演
こ

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

日(水)、全2回、10時30分～11時50分、初

電話か来館(5月15日～)

です。

たえ

ホームページか往復はがき(5月29日
消印有効)[必要事項]と子の学年を記入

※1は保育あり、2か月以上の未就学児、
有料、要予約（ ・ 910-5724）

触れ合い遊びやママトーク。6月10日・24

ズ ライブ で す。曲 目 は「 オ ー

た

月6日(土)：どろっぷサテライト、20日(土)：

■あっぷっぷ

プロミュージシャンによるジャ

くり

人、3,500円

ホームページ(5月24日まで)

です。

ま なごめ

野外ゲームや自然観察。7月12日(日)10
時～15時30分、小学1～3年生、抽選48

も く よ く

婦のみも可)、抽選各15組

テーマは、5月11日
「はな」
、28日

く

夏探検

育児・沐浴の講座と先輩家庭との交流。6

定月が2020年10月で初出産の夫婦(妊

「どうぶつ」、6月8日「くだもの」

シーワルツ」、
「ケ・サラ」ほかで
す。出演は、中野渡章子氏(歌)、

■わんぱくおてんば探検隊

ろっぷ、10時～12時、区内在住の出産予

ミニおはなし会を開催します。

丘の上の音楽会

の別を記入

■土曜日両親教室

日吉本町地域ケアプラザ、27日(土)：ど

電話か来館(5月15日10時～)

さ

どろっぷ

〒222-0037 大倉山3-57-3
540-7420
540-7421 休 日・月曜・祝日

ア産クレオパトラ200グラムの
24日(日)10時～です。

ホームページか往復はがき(5月29日

抽選16人、500円
電話か来館(5月30日まで)

〒223-0056 新吉田町6001-6
592-2151
592-0105 休 第4月曜

■はぐピョン
5月11日(月)・28日(木)、6月8日(月)、10時
～13時、未就学児と保護者

ェ

ル

カ

910-5656
ム

910-5674

5月24日(日)12時～12時40分

日(水)、全2回、10時30分～11時50分、初

3あざみ野フェローマルシェ

回開催時2～4か月の第1子と保護者、先

6月10日(水)10時～15時

着12組 ※おくるみかバスタオル持参

なり次第終了

※商品がなく

電話か来館(5月15日～)

■助産師さんとみんなの知恵袋
母乳やミルクの話。6月9日(火)10時30分
～12時、未就学児と保護者、先着10組

新吉田地域ケアプラザ

ウ

2Welcome!ロビーコンサート

電話か来館(5月15日～)

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2月1日～29日)
イトーヨーカドー労働組合綱島支部、久

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 5月11日

■ふれあい親子クラブ自然みつけ隊Ⅱ
季節のお菓子作りや自然遊び。6月17日・

保寺豊子、匿名個人[敬称略]ありがとう
ございました

