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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（テキスト代等含む）
●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
●住所等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
…電話、 …ファクス、
…申込、 …問合せ

マークの説明

区役所からの
お知らせ

ミズキーの
一言メモ
この欄（10〜12ページの端）
では、本文中

…E メール、

①②港北スポーツセンター、先着各5人
※室内履き持参

～、14時30分～、15時30分～(各50分)、区

います。

役所、15～39歳の若者と家族、先着各1組
電話かファクス(受付中)[必要事項]を記
入し、
よこはま北部ユースプラザへ
・ 948-5505

春に美しく咲き誇る花にちなん
だコンサートです。生花の香り
に包まれた会場で音楽を楽し
む、㈱日比谷花壇ならではのコ
ンサートです。今回は人気ギタ
リストの宮下祥子氏がすてき

こ

さ つ

さ

とう ひろ

き

クラリネット

わきざか き ょ う

■無料上映会「雨に唄えば」
4月25日(月)13時30分～15時20分、先着
200人
電話か来館(4月18日～)

ラリーやゲームを楽しむ経験者向け。

■ランチタイムコンサート

①前半クラス：5月21日～6月18日の土

4月26日(火)12時15分～12時45分、先

曜、②後半クラス：7月2日～30日の土曜、

着100人

①②各全5回、17時10分～18時40分、港
北スポーツセンター、16歳以上のテニス

歩く。5月14日(土)9時30分～12時30分、

経験者、先着各14人、9,000円 ※前半ク

高田駅(市営地下鉄)集合、抽選50人、

ラスのみ雨天時6月25日(土)、詳細はウェ

500円 ※荒天中止

ブサイトへ

を記入し、区民活動支援センターへ

ランチタイムコンサート

・ 421-8033

■サマーテニス教室

花と木のウォーキングマップAコースを

消印有効)参加者全員の[必要事項]、年代

港北公会堂
〒222-0032 大豆戸町26-1
540-2400
540-2399 休 第2月曜

懐かしい名作映画を大画面で楽しむ。

電話(4月20日～)区太極拳協会へ

■高田から新緑の古刹と緑道を巡る

区ウェブサイトか往復はがき(4月25日

な演奏を届けます。

30分、②講習会：13時～16時、4,000円、

ひきこもり等の困難を抱える若者の専門

しの補足情報等を掲載して

春の花音コンサート

5月14日(土)、①無料講習会：11時～12時

■若者のための専門相談
相談。4月19日、5月10日(火)、13時30分

マークの催

■区太極拳交流大会

電話か来館(4月15日～)

電話か来館(4月20日～)港北スポーツ
センターへ
544-2636

544-1859

・ 540-2246

こ

佐藤宏樹氏(Cl)、脇坂今日子 氏

演奏者の皆さん

■まゆ玉でこいのぼりをつくろう

ピアノ

(P f)によるクラシックコンサー

4月29日(金・祝)、13時～14時、14時30分

トです。
ブラームス作曲「クラリ

～15時30分、小学生以上(2年生以下は

ネットソナタ第2番 Op.120-2」

問合せや申込は各施設へ。

等、魅力あふれる作品を楽しん
でください。

㊡ は通常の休館日
えんこく

塩谷寺

まゆ玉でこいのぼりをつくろう
手のひらサイズのかわいいこ

保護者同伴)、先着各10人、700円
電話か来館(4月20日～)

大倉山記念館
〒222-0037 大倉山2-10-1
544-1881
544-1084 休 第2月曜
は な お と

■春の花音コンサート

いのぼりの工作です。世界に一
つだけのこいのぼりを記念に

5月2 2日(日) 1 4 時 ～

作りませんか。

15時30分、先着60人、
2,500円

作品例

電話か来館(4月12

こども将棋教室 春～夏

日10時～)

松の川緑道

将棋を始めたい、強くなりたい

菊名地区センター

■もの忘れ相談

児童を募集します。将棋の楽し

〒222-0011 菊名6-18-10
421-1214
431-4101 休 第3月曜

専門医が認知症等の相談に応じる。5月

さやルールを一緒に学びませ
んか。初心者から棋力5級程度

19日(木)、14時～、15時～(各50分)、区役

まで、未就学児は駒の動かし方

所、先着各1人

が分かる人が対象です。

みやしたさち こ

こうじ

地元の麹 会社による出張味噌作り講習

電話かファクス(4月15日～)[必要事項]
を記入し、高齢者支援担当へ
540-2327

■職人から学ぶ味噌づくり

宮下祥子氏

540-2396

会。4月27日(水)11時～13時、成人抽選

港北図書館
〒222-0011 菊名6-18-10
421-1211
431-5212

休

4月18日、
5月6日

20人、1,400円
電話かウェブサイト(4月18日まで)

■おはなし会

■母におくるオシャレハンガー作り

①ひよこのおはなし会：4月14日・28日

デコパージュで母に贈るハンガーを作

(木)、1～3歳児と保護者、②紙芝居の日：

る。5月1日(日)13時～15時、小学5年生〜

4月16日(土)、③ひろばおはなし会：4月

中学生、抽選10人、500円

いち

ど

20日(水)、3～6歳児、④一 土 のおはなし

電話か

5月12日・26日(木)、9時～17時、三ツ沢

会：5月7日(土)、小学生以上、①11時～11

ウェブ サ

公園(神奈川区)、区内在住か在勤か団体

時30分、当日先着各10組、②～④15時～

イト ( 4 月

登録済みの女性ペア(高校生以下不可)、

15時30分、当日先着各20人

18日まで)

①一般の部：先着32組、②ひよこ(初心

■大人のための朗読会

者)の部：先着24組、①②1組3,500円

芥 川 龍 之 介「雛 」ほかを朗読。4月23日

■テニスレディースダブルス大会

ウェブサイト(4月15日～)区テニス協会へ

あくた が わ りゅう

の

すけ

ひな

(土)15時～16時、成人、当日先着40人
作品例

■食品分析テスト講座
ウ オ ー タ ー プ ロ ジ ェ ク ト

師岡 WaterProject

自宅にある米の鮮度や餅の成分を分析。
5月12日(木)10時30分～12時、成人抽選

～災 害 時 地 域に役 立つ井 戸を作りたい！～

12人、600円
電話かウェブサイト(4月23日まで)

■おはなしたんぽぽ

私たち師岡小学校2021年度5年3組では、学校の敷地内に災害

絵本の読み聞かせや折り紙、手遊び等。

用の井戸を掘る
「師岡WaterProject No.53」
に取り組んでいま

5月13日(金)11時～11時30分、未就学児

す。このプロジェクトは、
「 地域のために役立つことを」
という大きな

と保護者、当日先着5組

テーマの下、自分たちで考え、発案しました。
私たちの
「井戸を作って地域の役に立ちたい！」
という思いを形にす
るために、
「 師岡小学校50周年実行委員会」
が主体となり、クラウド
ファンディングを実施しています。
師岡小学校

542-5805

541-0974

■菊名おもちゃの病院
師岡 WaterProject メンバー

プロジェクトの
詳細や支援はこちら

おもちゃの修理。5月14日(土)10時～12
時、小学生以下の子と保護者、先着15点
(1家族2点まで)、人を傷つける恐れのあ
る物やテレビゲーム等除く、部品代実費
電話か来館(4月15日～)
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組)、先着10組、1組2,000円

篠原地区センター
〒222-0022 篠原東2-15-27 休 4月1〜３日
423-9032 ・18日
423-9030

来館(4月15日9時～、10時から電話可)

新田地区センター
〒223-0056 新吉田町3236
591-0777
591-0045 休 第2月曜

■しのはらおはなしの会

■集まれおはなしキラキラぽっけ

絵本や紙芝居の読み聞かせ。4月14日・

季節に合った読み聞かせ。4月28日(木)10

21日・28日(木)、①11時～11時30分、

時30分～11時、未就学児と保護者、当日

②15時30分～16時、①未就学児と保

先着10組

日吉地区センター

過去の様子

■パパの赤ちゃん会

■はじめての第九合唱教室

支援者への相談、情報交換や友達づく

5月21日・28日、6月11日・25日(土)、全4

り。5月7日(土)10時30分～11時30分、

回、12時20分～13時20分、成人先着20

■日吉おはなし会

1歳7か月未満の子と父親

人、3,000円

読み聞かせや紙芝居等。4月14日・28日

来館(4月15日9時～、10時から電話可)

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

(木)、11時～11時30分、未就学児と保護
者、当日先着各10組

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

出し用のスマホを触りながら
学びます。

テーマに、ふれあい遊びや簡
単な工作、パネルシアター等を
実施します。

包丁の研ぎ方講座
本格的な砥石を使って、家庭で
と

いし

使う包丁をしっかりと研ぎ直し
ましょう。

菊名コミュニティハウス

■こども将棋教室 春～夏

〒222-0011 菊名4-4-1
401-4964
401-4968 休 第3月曜

5月13日・27日、6月3日・17日、7月1日・15
日・29日、8月19日、9月2日・16日(金)、全

■ママにエールきくなこみっこ

10回、16時15分～17時45分、5歳～小学

過去の様子

子どもを遊ばせながらの楽しいおしゃべ

■ゼロ歳児教室

り。4月22日(金)10時～12時、4歳未満の

5月〜9月の第4火曜、全5回、10時～11時

子と保護者、先着5組

者申込)

30分、開始時8か月未満の子と母親(2人

■はじめての簡単スマホ講座

1組)、先着10組、1組2,000円

5月16日(月)10時～12時、18歳以上、先着

い初心者向けの講座です。貸し

「親子で楽しく遊びましょう」を

者同伴)

電話か来館(4月15日10時～、要保護

スマホの基本操作が分からな

ぽかぽかひろば

護者、②小学生以下(未就学児は保護

生、先着14人、3,600円

はじめての簡単スマホ講座

来館(4月16日9時～、10時から電話可)

14人

電話(4月15日10時～)

■本格派の迫力ひげじいの紙芝居
5月14日(土)11時～11時30分、
先着13人

紙遊びや歌、ピクニック等を通
じて、楽しみながらママ友づく
り、情報交換、悩み相談等がで
きます。

はじめての第九合唱教室
港北の第九合唱の歌い手を発
掘・育成するための初心者向
けの合唱教室です。講座終了

電話(4月30日

電話か来館(4月15日10時～)

幼児教室

後、既存の合唱団メンバーと一

10時～)

緒に練習するクラス(別料金)も

■ぽかぽかひろば

あります。

5月18日(水)10時～11時、1～3歳児と保
護者(2人1組)、先着10組、1組300円(追加
1人300円、0歳児除く)

ゼロ歳児教室

電話か来館(4月16日10時～)

過去の様子

■包丁の研ぎ方講座
5月28日(土)10時～12時、18歳以上、先
着15人、700円 ※包丁持参(2本まで)
電話か来館(4月16日10時～)

楽しみながらママ友づくり、情

5月29日(日)10時～12時30分、4～6歳
児と保護者(2人

■師岡おはなしの部屋

1組1,500円
〒223-0053 綱島西1-14-26
545-4578
531-5771 休 第3月曜

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

1組)、先着9組、

綱島地区センター

手遊びや歌、散歩等を通じて、

過去の様子

■親子でクッキング

来館(4月19日

絵本の読み聞かせや紙芝居等。4月21日

9時～、10時から

(木)11時～11時20分、未就学児と保護

電話可)

者、当日先着15組

■つなしま絵本読み聞かせの会

■おもちゃの病院

■ママのためのビーズアクセサリー

絵本や紙芝居の読み聞かせと親子交

おもちゃの修理。6月11日(土)10時～12

ビーズでネックレス作り。5月7日(土)14

流。4月13日・27日(水)、10時45分～11時

時、人を傷つける恐れのある物やテレ

時～16時、小学3～6年生と保護者(2人1

15分、未就学児と保護者(2人1組)、当日

ビゲーム等除く、先着16点(1家族2点ま

組)、先着10組、1組500円

先着各12組

で)、部品代実費
電話か来館(4月20日10時～)

■ママとベビーエクササイズ
6月15日(水)10時～11時30分、8か月未満
の子と母親(2人1組)、先着8組、1組500円
来館(4月16日9時～、10時から電話可)
作品例

■楽しくハンドメイド教室

ぞう

り

■幼児教室 ー

着なくなったTシャツで布草履を作る。5月

5月18日、6月1日、7月6日、9月7日、10月5

24日・31日(火)、全2回、13時～16時、成
人先着6人、300円

日(水)、全5回、10時～11時30分、2020年
5月～10月生まれの第1子と母親(2人1

過去の様子

電話(4月19日10時～)

親子でクッキング
子ども向けの食育講座です。お
からパウダーを使った菓子を
作ります。料理は持ち帰ります。

ママとベビーエクササイズ
赤ちゃんとママのスキンシップ
を通じて、
くつろぎながらママ
友づくりができます。

電話(4月15日10時～)

過去の様子

報交換、
悩み相談等ができます。
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はぐピョン
親子で遊べるフリースペースで
す。滑り台や大きな車等のおも
ちゃを用意しています。ボラン
ティアによる季節のおはなし会
や、4月28日はこいのぼりイベン
トを行います。時間中は出入り
自由です。

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

り・計算等)を同時に行う脳のト
レーニング講座です。
ダブルケアカフェどんぐりの木
「ダブルケア」
とは、子育てと親
やパートナーの介護等が重な

と、同じ立場の人同士で自由に
話しながら、心の内を話してみ
ませんか。
男女共同参画事業 市民企画募集
「ジェンダー平等」をテーマとし
た市民グループとの協働企画
の募集・選考です。詳細はウェ
ブサイトを確認してください。

4 月〜 9 月

移動図書館
巡回日程

●綱島東三丁目公園

隔週水曜
14 時 10 分～15 時 30 分

4月13日・27日
5月11日・25日
6月 8日・29日
7月13日・27日
8月10日・24日
9月 7日・21日
(10月5日)

ウェブサイトか往復はがき(4月26日消
印有効)参加者全員の[必要事項]と子の年

～13時、未就学児と保護者、先着各50人

育児・沐 浴の講座。①日吉本町地域ケア

電話かウェブサイトか来館(①4月15

プラザ：5月21日(土)、②どろっぷサテライ

齢を記入

もくよく

アートフォーラムあざみ野

ト：5月28日(土)、③下田地域ケアプラザ：

男女共同参画センター横浜北

休 第 4月曜
〒 225-0012 青葉区あざみ野南1-17-3

6月4日(土)、①～③10時～12時、区内在
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

住の出産予定月が9月・10月で初出産の
夫婦(妊婦のみも可)、先着各15組

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

ウェブサイト(各開催日の1か月前～)

(

910-5724)

■脳寿命を延ばす
「すこやか体操」

■助産師とみんなの知恵袋

5月19日(木)10時～12時、60歳以上の市

授乳や離乳食、ママの体調の話。5月26

民、先着15人

日(木)10時30分～11時30分、
どろっぷ、

1男女共同参画事業 市民企画募集

未就学児と保護者、先着8組

募集期間：4月15日(金)～5月1日(日)、
ジェ

電話か来館(5月1日～)

男女共同参画センター横浜北 1〜3

ウェブサイト(4月15日～)
地域子育て支援拠点

どろっぷ

〒222-0037 大倉山3-57-3
540-7420
540-7421
休 日(4月17日除く)・月曜、
祝日、4月23日午前
地域子育て支援拠点 どろっぷサテライト

910-5700

910-5755

ンダー平等を推進する市民グループ
所定の用紙(ウェブサイトから入手可)
に[必要事項]を記入し、Eメールか郵送(5月

三ツ沢公園青少年野外活動センター

1日必着)

〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1
314-7726
311-6444 休 第2月曜

kkoza@women.city.yokohama.jp

■鉄板料理教室A・B

2シングルマザーのための就労相談

鉄板焼き料理と野外ゲームを楽しむ。A：

豊富な知識と親身なアドバイスが人気

5月7日(土)、B：5月8日(日)、A・B：10時～

の相談。5月13日(金)、13時30分～、14時

■ふたごちゃん・みつごちゃんの会

14時、抽選各16組(家族での参加のみ)、

30分～、15時30分～(各50分)、市内在住

多胎児家庭の交流会。4月25日(月)10時

1人2,400円(未就学児1,500円、3歳以下

のシングルマザーか離婚予定の母親、先

～12時、
どろっぷ、多胎児家庭ときょうだ

200円)

着各1人

〒223-0052 綱島東3-1-7
633-1078
633-1072
休 日・月曜、
祝日、4月9日午前

い児(出産予定の人も可)

電話かウェブサイト(4月15日～)

ウェブサイトか往復はがき(4月26日必

ワン

■あっぷっぷ

着)参加者全員の[必要事項]と子の学年、

触れ合い遊びやママトーク。①どろっぷ：

参加希望日(A・Bの別)を記入

赤ちゃんと一緒にヨガとオイルマッサー

■家族でデイキャンプ Ⅰ期

ジ。5月20日(金)10時～11時30分、生後

5月11日・25日(水)、②どろっぷサテライ
ト：5月11日・25日(水)、①②10時30分～

貸出・返却・予約した
本の受取 ※荒天中止

可)、先着各15組

■土曜日両親教室

り、両方を担う状況となること
です。当事者でもある主催者

円、2歳以下600円)

①4月28日(木)、②5月9日(月)、①②10時

脳寿命を延ばす
「すこやか体操」
トレスのある課 題 ( 歌・しりと

抽選16組、1組7,800円(追加1人3,600

定月が9月で初出産の夫婦(妊婦のみも
ウェブサイト(各開催日の1か月前～)

■はぐピョン

日～、②4月28日～)
軽く息が弾む運動と適度なス

時30分～12時、①②区内在住の出産予

3ベビーヨガ1デイワークショップ

5月14日～6月11日の土曜、全5回、10時～

2 ～ 7 か月の 子と母 親、先 着 1 5 組、1 組

11時40分、2～4か月の第1子と保護者、

12時、小学生以上の子と保護者(2人1組)、

1,000円

先着各8組 ※おくるみかバスタオル持参

抽選12組、1組7,000円(追加1人3,500円、

ウェブサイト(4月15日～)

ウェブサイト(4月16日～)

未就学児800円、2歳以下600円)

■ダブルケアカフェどんぐりの木

ウェブサイトか往復はがき(4月26日消

5月13日(金)10時～11時30分、
どろっぷ、

印有効)参加者全員の[必要事項]と子の年

当日先着5人、300円

齢を記入

※保育あり、未就

学児、先着2人、750円、要予約

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)

■ふれあい親子クラブ 夏みっけ隊

■両親教室(オンライン)

6月8日～7月13日の水曜、全6回、14時

出産・育児のオンライン講座。①5月20日

30分～16時、2023・2024年度に小学校

(金)19時～20時30分、②5月28日(土)10

に入学する未就学児と保護者(2人1組)、

匿名個人
［敬称略］
ありがとうございました

●南日吉団地管理事務所前
隔週金曜
14 時～15 時 30 分

4月15日・29日
5月13日・27日
6月10日・24日
7月 8日・22日
8月 5日・19日
9月 2日・16日・30日
※10月〜2023年3月分は
本紙10月号に掲載予定
中央図書館サービス課
262-0050
231-8299

豪華ソリストと弦楽五重奏で、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を楽しむコンサート
市民先行 ▶ 4 月 12 日( 火 ) 11 時 ～ 電話かウェブサイト

7 月 21 日 (木)15 時 ～ 16 時

ウェブ先行▶︎ 4 月 14 日( 木 ) 10 時 ～ ウェブサイト

先着 240 人 ( 未就学児は入場不可 )

一般発売 ▶ 4 月 18 日( 月 ) 11 時 ～ 電話かウェブサイト

藤原洋記念ホール

(慶應義塾大学日吉キャンパス協生館)

3,000 円 (全席指定)

・

横浜みなとみらいホール仮事務所チケットセンター

682-2000

682-2023

本紙の情報は区ウェブサイトに掲載しています

詳細はこちら

