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月～金曜（祝日・年末年始を除く）… 8 時 45 分 ～17 時、第 2・4 土曜 … 9 時 ～12 時 ▼  戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課（一部業務）の窓口のみ 11 月は10日・24日です

●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、 …E メール、
…ホームページ、 …申込、 …問合せ

区役所窓口の
受付時間

ミズキーの
　　一言メモ
この欄（8〜10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。

新治恵みの里コンニャク作り教室
掘りたてのコンニャク芋をすりつ
ぶして作る生コンニャクの製法
を、農家と一緒に体験します。試
食と材料セットの土産付きです。

オーケストラ体験教室
曲目はワーグナー作曲の、ニュ
ルンベルクのマイスタージン
ガー 第1幕への前奏曲です。募
集パートはバイオリン、ビオラ、
チェロ、コントラバス、フルート
(ピッコロ)、オーボエ、クラリネッ
ト、ファゴット、ホルン、トラン
ペット、トロンボーン、チューバ、
打楽器です。コントラバスと打楽
器は楽団の物を貸与できます。

講演会　在宅医療・介護とは何か
がん末期でも在宅で過ごす人
が増えています。医師や歯科医
師、薬剤師、看護師、ケアマネ
ジャーなどが、安心して過ごせ
る在宅医療・介護について、事
例に沿って解説します。

再発見　小机をぶらり歴史探訪
続日本100名城に選ばれた小
机城

じ ょ う し

址を巡るツアーです。坂
道や階段がある約6.5キロメー
トルのコースです。港北ボラン
ティアガイドが案内します。

区人権啓発・防災講演会
「減災と男女共同参画研修推進
センター」共同代表の浅

あ さ

野
の

幸
さ ち

子
こ

氏が講演します。

源泉徴収義務者向け説明会。11月13日
(火)、①10時～12時15分、②13時45分～
16時、港北公会堂

 神奈川税務署源泉所得税担当
 544-0141(内線431～434)

 年末調整等説明会

貸出・返却・予約した本の受取。●綱島
東三丁目公園：11月21日、12月5日(水)、
14時10分～15時30分、●南日吉団地管
理事務所前：11月23日（金・祝）、12月7日
(金)、14時～15時30分　※荒天中止

 中央図書館サービス課
 262-0050　  231-8299

 移動図書館巡回日程

11月20日(火)9時30分～12時、区役所駐
車場　※荒天中止　※献血の基準は日
本赤十字社ホームページを要確認

 http://www.jrc.or.jp/donation/about/
 区役所事業企画担当
 540-2360　  540-2368

 献血

南関東に現存する最古級の民家を見
学。12月1日(土)10時～16時、関家住宅
(都筑区)、中学生以上、抽選200人

 往復はがき(11月19日必着)参加者全
員の[必要事項] と午前・午後の希望を記入
し、教育委員会事務局生涯学習文化財
課へ　〒231-0017 中区港町1-1

 671-3284　  224-5863

 国重文「関家住宅」特別公開

12月5日(水)14時15分～15時45分、港北
公会堂、当日先着600人　※保育あり、2
歳以上の未就学児、抽選10人、ファクス
かEメールかはがき(11月26日必着) [必要
事項]と子の氏名(ふりがな)・年齢を記入

 ・保育の  区役所庶務係
 540-2206　  540-2209
 ko-somuhoiku@city.yokohama.jp

 区人権啓発・防災講演会

31年3月16日(土)13時～17時、港北公会
堂、楽器を所有し事前に個人練習ができ

 オーケストラ体験教室

11月29日(木)9時30分～12時30分、JR小
机駅集合、抽選60人、300円　※荒天中止

 Eメールかホームページか往復はが
き(11月19日必着)参加者全員の[必要事
項] を記入し、区役所生涯学習支援係へ

 540-2240 　  540-2245
 ko-kouza@city.yokohama.jp

 再発見  小机をぶらり歴史探訪

「所定の用紙」は区ホームページや区役
所生涯学習支援係（ 540-2238 540-
2245）、地区センターにあります。

12月2日(日)13時30分～15時、にいはる里山
交流センター(緑区)、市内在住の個人かグ
ループ(1組2人まで)、先着15組、1組1,500円

 ホームページ(11月15日～)新治恵み
の里へ

 環境創造局北部農政事務所
 948-2480　  948-2488

 新
に い

治
は る

恵みの里コンニャク作り教室

11月15日(木)14時～16時、港北公会堂、
当日先着150人

 区在宅医療相談室
 438-3420　  438-3421

 講演会  在宅医療・介護とは何か

11月19日(月)～31年1月25日(金)、10時
～15時、日時は申込時に調整、港北公会
堂、保育園や幼稚園などで視聴覚検診を
受けられない25年4月2日～26年4月1日
生まれの子

 電話かファクス(12月28日まで)[必要事
項] を記入し、小児療育相談センターへ

 321-1773　  321-3037

 視聴覚検診(4～5歳児)

11月17日(土)10時～13時、新横浜公園草
地広場　※雨天中止

 区さわやかスポーツ普及委員会(仲
本)　  080-4654-5030

 さわやかスポーツD
デ ー

AY 

演武発表。11月17日(土)、①グループ発
表：11時20分～、②アジア大会金メダリ
スト増

ま す

田
だ

勝
まさる

氏：15時30分～、港北スポー
ツセンター

 区太極拳協会(沼澤)　  933-0984

 区太極拳大会 

12月12日(水)9時～17時、港北スポーツ
センター、協会登録者でペアのうち1人
が区内在住か在勤か在学の高校生以
上、1組2,500円

 所定の用紙(12月1日必着)に参加費の
振込領収書の写しを添えて郵送で、区バ
ドミントン協会(津田)へ

・  541-6860

 区レディースバドミントン大会 

31年1月2日(水)～4日(金)、志賀高原一の
瀬スキー場(長野県)、先着40人、43,800
円、中学生36,800円、小学生以下34,300円

 所定の用紙(11月15日～)をファクス
で、区スキー協会(笠倉)へ

 090-1853-9691　  271-1388

 区民お正月スキー教室 

1ワンデーミックスダブルス
初・中級者向け。12月23日(日・祝)9時～
17時、新横浜公園、区内在住か在勤か協
会加盟の男女ペア(高校生以下不可)、抽
選24組、1組3,500円　※雨天中止

 ホームページ(12月6日まで)区テニス
協会へ
2ミックスダブルス
31年1月13日・20日・27日(日)、全3回、9時
～17時、三ツ沢公園（神奈川区）ほか、区
内在住か在勤か協会加盟の男女ペア(高
校生以下不可)、①一般の部：先着64組、
②100歳以上の部：先着32組、1組3,500円
※②はペアの年齢を足して100歳以上

 ホームページ(11月15日14時～)区テ
ニス協会へ
1・2の 　区テニス協会(石崎)

 kohokutennisa@dream.ocn.ne.jp

 区テニス大会

認知症の症状や予防、治療。11月30日(金)
14時～16時、港北公会堂、当日先着300人

 区役所高齢者支援担当
 540-2218　  540-2396

 区認知症講演会

家族も元気になるコミュニケーション。
11月30日(金)13時30分～15時30分、区
役所1階予防接種室、精神障害者の家
族、当日先着40人

 区役所障害者支援担当
 540-2377　  540-2396

 精神障害者の家族教室
①メンタルヘルスセミナー：11月16日
(金)14時30分～17時、②海外勤務者の健
康管理セミナー：12月3日(月)15時～17
時、①②新横浜ウエルネスセンター(新横
浜2-15-10 YSビル5階)、管理監督者か企
業経営者か人事担当者、先着各40人

 電話かファクスかEメールかホームペー
ジ(受付中)[必要事項] と①②の別、人数を
記入し、バイオコミュニケーションズ(株)
へ　  470-8001　  470-8200

 ask@ii-bio.com

 健康セミナー

シニアの働き方紹介。11月29日(木)10時
～12時、シルバー人材センター神奈川事
務所(神奈川区)、60歳以上、先着20人

 電話かファクス(11月15日～)[必要事項]
を記入し、シルバー人材センター神奈川
事務所へ　  402-4832　  402-4835

 セカンドライフセミナー

不登校やひきこもりの現状、支援方法。
11月23日(金・祝)14時～16時30分、港北
公会堂、当事者や家族か理解を深めた
い人、先着50人

 電話かファクスかEメール(受付中)参
加者全員の[必要事項] と相談希望の有無
を記入し、よこはま北部ユースプラザへ

 若者支援セミナー・相談会

・  948-5505 　  mail@kitapla.jp る人(当日まで全体練習なし)、抽選(募集
人数はパートにより異なる)、1,000円

 ホームページかはがき(12月14日必
着) [必要事項]と希望パート、経験年数を
記入し、区役所生涯学習支援係へ

 540-2239 　  540-2245

港北区産の食材を使っ
た食育講座です。簡単な
料理を作って、おいしくい
ただきます。今年度の食
材はジャガイモです。

日程：12月〜
会場：区内の保育園
対象：子育て世帯
(詳細は会場により異なる)

　詳細は

  区役所こども家庭係
 540-2340    540-2426

検 索保育園で港北野菜を
　　　  いただきます



29港北区版　／　 　2018（平成30）年 11 月号

区役所の駐車場は有料です。なるべく電車・バスをご利用ください。

港北図書館
〒222-0011 菊名6-18-10

    421-1211   431-5212　休 11月19日

■おはなし会
①紙芝居の日：11月17日(土)、②ひろばお
はなし会：11月21日(水)、3～6歳、③ひよ
このおはなし会：11月22日(木)、1～3歳児
と保護者、当日先着15組、④一

い ち ど

土のおは
なし会：12月1日(土)、小学生以上、⑤えい
ごd

で

eおはなし会：12月8日(土)、①②④⑤
15時～15時30分、③11時～11時30分
■大人のための朗読会
芥
あくた

川
が わ

龍
りゅう

之
の

介
す け

「捨
す て

児
ご

」ほかを朗読。11月24
日(土)15時～16時、成人　
■港北ふるさと映像上映会
横浜の民俗芸能「虫送り」を上映。11月25
日(日)11時～12時　
■朗読マラソン　観客募集
12月2日(日)13時～16時、成人
■パネル展「かながわと温泉」
県立図書館が作成。12月5日(水)～25日
(火)
■司法書士の相続・遺言セミナー
12月5日(水)14時～15時30分、先着35人

 電話か来館(11月15日～)

小さな丘のメリークリスマス
コンサートや木工教室、ハンドベ
ル、クリスマスグッズ作りなど、子
どものためのプログラムや体験
コーナーを楽しめます。12月5日
からギャラリーで展示もします。

和モダンお正月しめ縄作り
アートフラワーを使ったしめ縄
を作ります。

 　　作品の見本　　

手ごねで作るシュトーレン
シュトーレンを1人1本作って持
ち帰ります。ドイツの焼き菓子、
キプフェルンも作ります。

クリスマス親子エコ工作教室
LEDを使ったクリスマスツリー
作りと省エネの学習・実験をし
ます。

クリスマスプレート作り
転写紙を貼り付けるポーセリン
アートで作ります。作品の受け
渡しは約1週間後です。

問合せや申込は各施設へ。
㊡ は通常の休館日

■小さな丘のメリークリスマス
12月9日(日)10時～15時30分、一部有料

大倉山記念館
　〒222-0037 大倉山2-10-1

　  544-1881　  544-1084 　休第2月曜

港北国際交流ラウンジ
〒222-0032 大豆戸町316-1

　  430-5670　  430-5671 　休第3月曜

■世界のティータイム
外国人スタッフとおしゃべり、茶菓子付
き。12月13日(木)13時～14時30分、先着
15人、300円

 電話か来館(11月28日～)

■クリスマスの花アレンジメント
12月3日(月)9時30分～11時30分、成人
抽選10人、2,500円

 往復はがき(11月18日必着) [必要事項] 
を記入
■料理教室　クリスマスメニュー
12月15日(土)9時30分～13時、小学4～6
年生、抽選10人、1,000円　

 往復はがき(11月18日必着) [必要事項] 
と学年を記入   
■信州中野市交流そば打ち体験会
12月23日(日・祝)、①9時30分～12時、②
13時30分～16時、抽選各25人(小学生以
下は保護者同伴)、2,400円　

 往復はがき(11月18日必着) [必要事項] 
と希望時間を記入   
■お正月用生

い け

花
ば な

教室
12月27日(木)、①10時～11時30分、②13
時～14時30分、成人抽選各10人、2,500円

 往復はがき(11月18日必着) [必要事項] 
と希望時間を記入

綱島地区センター
〒223-0053 綱島西1-14-26

　  545-4578　  531-5771　休第3月曜

■大人のアイロンビーズ
クリスマス飾り作り。12月7日(金)10時～
11時30分、成人先着14人、500円　

 電話か来館(11月16日10時～)

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

■小机城イベント　秋の陣　
1 1月1 1日(日)、① 城まち劇 場・トーク
ショー・舞踏ショー：13時10分～15時、
小学2年生以下は保護者同伴、当日先着
200人、高校生以上500円、②チャンバラ
合戦：15時～16時、小学生(2年生以下は
保護者同伴)、先着100人
②の  電話(受付中)小机城のあるまち
を愛する会(木村)へ　  090-2738-0278
■文化祭
実技発表や作品展示、体験、軽食販売。
11月17日(土)・18日(日)、10時～16時(18
日は15時まで)
■季節の和菓子作り　クリスマス編
どら焼 きと練り切りを 作る。1 2月1日
(土)10時～13時、小学3年生以上、先着
16人、1,000円

 電話か来館(11月19日10時～)   
■クリスマスプレート作り
12月2日(日)10時～12時、小学2年生以下
は保護者同伴、先着30人、丸皿かモミの木
の皿：800円、パーティープレート：1,700円

 電話か来館(11月20日10時～)
■ソフト粘土教室
クリスマスリース作り。12月6日・20日
(木)、10時～11時40分、18歳以上、先着
各10人、2,000円

 電話か来館(11月20日10時～)
■クリスマスパン教室
シュトーレンを作る。12月19日(水)9時
30分～13時30分、18歳以上、先着10人、
1,500円　

 電話か来館(11月19日10時～)   
■小学生の書き初め教室
宿題の練習と添削。12月27日(木)、31年1
月5日(土)、全2回、10時～12時、小学3～
6年生、先着12人、400円

 電話か来館(11月19日10時～)

城郷小机地区センター
〒222-0036 小机町2484-4

　  472-1331　  472-1332　休第4月曜

菊名地区センター
〒222-0011 菊名6-18-10

 421-1214　  431-4101　休第3月曜

■和モダンお正月しめ縄作り
12月5日(水)10時～11時30分、成人先着
10人、1,500円

 電話か来館(11月15日9時～)　　　
■手ごねで作るシュトーレン
12月10日(月)13時～15時30分、成人先着
10人、1,100円　

 電話か来館(11月16日9時～)   
■クリスマス親子エコ工作教室
12月15日(土)13時～15時、小学生(3年生
以下は保護者同伴)、先着12人、300円　

 電話か来館(11月17日9時～)   

■オリンピックに向けて初級英会話
12月7日～31年2月8日の金曜(12月28
日、1月4日除く)、全8回、13時45分～14時
45分、成人先着15人、3,000円

 電話か来館(11月18日10時～)
■正月飾りを作ろう
水引を使用。12月22日(土)、①10時～11
時30分、②13時～14時30分、小・中学生
(小学3年生以下は保護者同伴)、先着各
10人、500円　

 電話か来館(11月17日10時～、要保護
者申込)
■子ども書道教室
冬休みの宿題を終わらせる。12月26日
(水)、①13時～14時45分、小学1～3年
生、②15時～16時45分、小学4～6年生、
先着各10人、300円

 電話か来館(12月1日10時～、要保護
者申込)
■いきいきボイストレーニング
腹式呼吸が基本の発声練習。31年2月6
日～27日の水曜、10時40分～12時、50
歳以上、先着各20人、300円

 電話か来館(11月28日10時～)

■集まれおはなしキラキラぽっけ
季節に合った読み聞かせ。11月22日
(木)10時30分～11時
■クリスマスのシュトーレン作り
12月3日(月)9時30分～13時、18歳以上、
先着10人、1,500円　

 来館(11月15日～、翌開館日から電話可)
■冬を彩るクリスマスリース作り
モミの木で作る。12月6日(木)9時30分～
11時30分、18歳以上、先着15人、2,100円

 来館(11月15日～、翌開館日から電話可)
■ステキな新年を迎えるしめ縄作り
12月25日(火)12時30分～14時30分、成
人(子の同伴可)、抽選15組、1,100円　

 往復はがき(11月30日必着) [必要事項] 
を記入

新田地区センター
〒223-0056 新吉田町3236

   591-0777　  591-0045　休第2月曜　

 区役所健康づくり係　  540-2362　  540-2368

毛先が開いたら
歯ブラシを交換しましょう
毛先が開いたまま使用すると、汚れが
落ちにくくなります。2～3週間の使用で
毛先が開く場合、磨く力が強い可能性
があります

歯ブラシを当てるときは、1～2本を目安に、
前後に10回ほど動かしましょう
磨く歯の順番を決めると、磨き残しが
少なくなります

歯ブラシは鉛筆を持つように
握りましょう
磨く力が強いと、歯が摩耗し
て知覚過敏などの症状を引
き起こす場合があります

区内イベント情報
などを発信中

フロスや
歯間ブラシなども
併用しましょう

いつまでも健康で過ごすためには、毎日の口のケアが大切です。

＠yokohama_kohoku

 区役所広報相談係
540-2223   540-2227
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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）
●［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　

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

■助産師さんとみんなの知恵袋
母乳やミルクの話。12月11日(火)10時30
分～12時、未就学児と保護者、先着10組

 電話か来館(12月1日～)   
■あっぷっぷ
触れ合い遊びやママトーク。12月11日・
25日(火)、全2回、13時30分～14時50分、
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

 電話か来館(11月20日～)

■ふたごちゃん・みつごちゃんの会
多胎児家庭の交流。11月15日(木)10時～
12時、多胎児家庭(出産予定の人も可)
■土曜日両親教室
育児・沐

も く

浴
よ く

の講座と先輩家庭との交流。12
月8日(土)：どろっぷサテライト、15日(土)：
新横浜自治会館(新横浜1-9)、22日(土)：ど
ろっぷ、10時～12時、区内在住の出産予
定月が31年5月で初出産の夫婦(妊婦のみ

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・月曜・祝日

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。
11月13日(火)・15日(木)、11時～11時30
分、未就学児と保護者、当日先着各20組
■0歳児ママのスマイル広場
気分転換のおしゃべり広場。11月27日

…電話、 …ファクス、 …E メール、 …ホームページ、 …申込、 …問合せ

刺しゅう体験教室
ラグビーワールドカップ2019TM

応援企画です。立体刺しゅうで
ラグビーボールを作ります。

　作品の見本

菊名コミハ文化祭
17日はパンや軽食、木工製品
などを販売します。クッキーと
シフォンケーキは、両日販売し
ます。

映画上映会
11日は「錆

さ

びたナイフ」、9日は
「あいつと私」を上映します。

はぐピョン
絵本読み聞かせ講座参加者に
よる発表会です。

骨盤底筋力アップ講座
篠原地域ケアプラザと共催で
す。尿失禁の予防体操やセルフ
ケアを学びます。

成人水泳　初・中級
初心者から技術の向上まで、泳
力に応じた指導をします。

みんなで作るあったかクリスマス
ツリーにつるしたり、窓辺に置
いたりして楽しめる、クリスマス
飾りを作ります。

医者が教えるPPK生活の秘訣
寝たきりではなく、健康に生活
できる期間「健康寿命」を延ば
すPPKの秘訣を、高田中央病院
の医師が講演します。

にっぱらっぱフェスティバル
未就学児も乗れるミニトレイン
やステージ発表、ボランティアグ
ループや地域作業所による飲食
コーナー、地域の皆さんの作品
展示など盛りだくさんです。

昨年の様子

大綱中学校コミュニティハウス
〒222-0037 大倉山3-40-2
・  547-2761　休火・金曜

■紙芝居の会
区に伝わる昔話の紙芝居を上演。11月
15日(木)13時30分～14時30分、当日先
着40人
■おはなしカフェ
読み聞かせなど。11月19日(月)10時30分
～11時30分、未就学児と保護者(保護者
のみも可)、当日先着30人
■刺しゅう体験教室
11月29日(木)9時30分～12時30分、先着
15人、800円　

 電話か来館(11月15日～)

生活困窮者自立支援制度のご案内 第２回第4回
社会参加や就労体験支援について案内するよ

日吉地区センター
〒223-0062 日吉本町1-11-13

 561-6767　  561-5841　休第4月曜

■日吉おはなし会
読み聞かせや紙芝居など。11月22日
(木)11時～11時30分、未就学児と保護
者、当日先着20組
■子どもまつり
餅つきなど。12月8日(土)10時～12時30
分、小学生以下と保護者、当日先着200人
■苺

いちご

のショートケーキにチャレンジ
12月16日(日)10時～12時、小学3年生～
中学生、抽選12人、500円　

 往復はがき(11
月18日必着) [必要
事項] と学年を記入

　　　　ケーキの見本

綱島公園こどもログハウスモッキー
  〒223-0054 綱島台1（綱島公園内）

　         ・  547-4556　休第3月曜

■モッキーのクリスマス会　
クリスマスのクイズや工作。12月1日(土)
11時～14時(景品がなくなり次第終了)、
小学生以下(未就学児は保護者同伴)　
※雨天決行

■映画上映会
11月11日、12月9日(日)、13時15分～

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

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

■はぐピョン
11月12日(月)・22日(木)、10時～13時、未
就学児と保護者
■医者が教えるP

ピンピンキラリ

PK生活の秘
ひ

訣
け つ

12月8日(土)10時30分～12時
 電話か来館(12月7日まで)

■港北こども学習会
11月11日・25日、12月9日(日)、13時～16
時、小・中学生
■菊名コミハ文化祭
作品展示や実技発表、体験コーナーな
ど。11月17日(土)・18日(日)、10時～16時
■おはなしのへや
絵本の読み聞かせや手遊びなど。11月
17日(土)11時～11時40分
■きくなこみっこ
子どもを遊ばせながらおしゃべり。11月23
日(金・祝)10時～12時、未就学児と保護者

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 

■にっぱらっぱフェスティバル
11月25日(日)9時30分～15時(ステージ
発表以外は10時～)

新羽地域ケアプラザ・コミュニティハウス
〒223-0057 新羽町1240-1

 542-7207　  531-7011　休第4月曜

Welcomeロビーコンサート
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あざみ野寄席
金
き ん

原
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亭
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ば

玉
ぎょく

氏と太
だ い か ぐ ら

神楽の翁
おきな

家
や

和
わ

助
す け

氏が出演します。

音声訳ボランティア初級者講座
目の不自由な人に、声で情報を
届けるボランティアを養成する
講座です。受講後、「港北録音グ
ループ」で活動できる人が受講
できます。

■骨盤底筋力アップ講座
11月14日(水)13時30分～15時、60歳以
上の市民、先着20人

 電話か来館(受付中)   
■演芸大会・チャリティーバザー
11月19日(月)、①演芸大会：9時40分～12
時、②チャリティーバザー：12時～14時

(火)10時30分～11時30分、7か月未満の
子と母親(きょうだい児の同伴不可)、当
日先着15組　
■おもちゃの病院
おもちゃの修理。12月1日(土)10時～13
時、先着20点(1人2点まで)、人を傷つけ
る恐れのある物やテレビゲームなど除
く、部品代実費

 電話か来館(11月15日10時～)
■オシャレなクリスマス飾り
モミの 木を使った 飾り作り。1 2月4日
(火)10時～12時30分、先着15人、1,500円

 電話か来館(11月15日10時～)
■子ども書き初め教室
12月16日・23日、31年1月6日(日)、全3回、
14時～16時、小学3～6年生、先着20人、
700円

 電話か来館(11月16日10時～)   

も可)、抽選各20組(15日は15組)
 ホームページ(11月24日まで)   

■マタニティ&ベビーDAY
赤ちゃんとの触れ合いや子育て情報な
ど。31年1月5日(土)10時30分～11時50
分、妊婦か0歳児と保護者、先着10組　

 電話か来館(12月1日～)   
■あっぷっぷ　
触れ合い遊びやママトーク。31年1月9
日・16日(水)、全2回、10時30分～11時50
分、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

 電話か来館(12月11日～) 

31
息子は43歳だけど
長年働いておらず
心配・・・

区役所で相談
できるみたいだから

行ってみましょう

区役所生活支援課

働く体験をしな
がら生活リズム
をつくり、
働く自信が
つくよう
支援します

息子に
話してみます！

2

 区役所生活支援課(1階15番)    540-2329     540-2358

就労経験が少なく
自信が持てない
みたいです

生活リズムも崩れていて
社会に出ることが
不安なのかもしれません

私たちも年を取るし
ちゃんと仕事が
 できるように
  なってほしいです

区役所生活支援課

それは心配ですね
「就労準備支援事業」を
勧めてみてはいかがですか
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4か月児▶ 11月30日、12月7日(金)　9時～9時45分受付
1歳6か月児▶ 11月22日・29日、12月6日(木)　9時～9時45分受付

3歳児▶ 11月13日・27日、12月4日(火)　12時45分～13時30分受付

乳幼児健診　当日直接区役所へ

子どもの小食や偏食、大人の生活習慣病(高血圧・脂質異常・糖尿病など)の
個別相談、１時間程度
11月14日(水)・19日(月)・22日(木)、13時30分～、14時30分～、15時30分～、
区役所

生活習慣改善相談　 申込制（受付中）

離乳食の進め方や作り方、試食。離乳食が1日2回程度食べられる7～8か月
児、子ども用スプーン・エプロン・手拭きタオル・飲み物、離乳食手帳(4か月
健診で配布)持参　1人1回まで　受付：10時～
11月19日・26日(月)、12月5日(水)、区役所

7～8か月児の地域離乳食教室　当日直接会場へ 

乳幼児(未就学児)と妊産婦(妊娠中か産後1年未満)の歯科健診や相談、歯磨
きのアドバイス、区役所
11月19日、12月10日(月)
　 乳幼児：13時15分～14時30分受付　妊産婦：15時受付
12月4日(火)　乳幼児：9時15分～10時30分受付　妊産婦：11時受付

乳幼児・妊産婦歯科相談　 申込制（受付中）

 
個別相談と呼気中一酸化炭素濃度測定。申込時に日時調整、区役所
禁煙相談　 申込制（受付中）

＊詳細は、各家庭に配布している「福祉保健センターからのお知らせ」もご覧ください
＊基本健康診査は、各医療保険者が「特定健康診査」もしくは「健康診査」として実施します

申込制 は電話で申込が必要です健診などの日程

区役所こども家庭係  540-2340　  540-2426・

■インドアスポーツ&餅つき
親子で楽しむ。12月8日(土)9時～14時30
分、抽選50人、600円、3歳以上の未就学
児100円

 ホームページか往復はがき(11月28日
消印有効)参加者全員の ［必要事項］を記入
■餅つき体験とお正月用のし餅作り
12月22日(土)・23日(日・祝)、①10時～11
時30分、②12時30分～14時、家族かグ
ループ、抽選各12組(1組2人)、1組3,600円

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　休第2月曜

区役所健康づくり係  540-2362　  540-2368・

日産ウォーターパーク
〒222-0036  小机町3302-5

 477-5040　  473-3117　休第3火曜

■成人水泳　初・中級
月曜：9時30分～10時30分、水曜：①9時
30分～10時30分、②13時30分～14時30
分、木曜：12時30分～13時30分、金曜：
①9時30分～10時30分、②19時30分～
20時30分、土曜：9時15分～10時15分、
各全4回、18歳以上、先着各15人、2,500
円(入場料と事務手数料別)　※保育あ
り、1歳以上の未就学児、先着各6人、500
円、要予約

 電話か来館(受付中)

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　　　　　

〒 225-0012 青葉区あざみ野南 1-17-3 

休第 4月曜

※2・3・6は保育あり、1歳6か月以上の
未就学児、有料、4日前までに要予約
 男女共同参画センター横浜北1～3

 910-5700　  910-5755

■音声訳ボランティア初級者講座
31年1月15日～3月26日(火)(2月19日、3
月5日除く)、全9回、10時～12時、抽選20
人、3,000円　※事前説明会あり(12月18
日10時～12時、要出席)

 電話かファクスかEメールか来館(12
月17日まで)［必要事項］を記入    

 hokuhoku@kouhoku-shakyo.jp
■善意銀行(寄託8月1日～31日)
匿名個人、太尾宮前町会〔敬称略〕ありが
とうございました

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

 
親子でむし歯予防の話や歯磨き実習、むし歯菌チェック
10時～、13時30分～、区役所
29年12月、30年1月、2月生まれ:31年1月23日(水)

歯つらつ1歳歯みがき教室　申込制(12月12日～)、 区ホームページでも申込可

念仏を唱和すること、わらを編ん
で大蛇を作ること、この2つの行
事で地域の無病息災を願う「注
連引き百

ひゃく

万
ま ん

遍
べ ん

」は、江戸時代、新
羽の中之久保地域で始まったと
伝えられています。この伝統行事
を基に、次の創作紙芝居が生ま
れました。

港北昔ばなし紙芝居

創作紙芝居49作品は、港北図
書館や大倉精神文化研究所
附属図書館、区役所区民活動
支援センターなどで閲覧・貸し
出ししています。上演の依頼も
受け付けています。

連
載

　城郷中学校ブロックでは、「地域に愛され、地域に
貢献する子どもを育成する」という目標の下、毎年6
月と11月に小学6年生や中学生、保護者、教職員が
小中合同クリーン活動(地域清掃)をしています。活
動を通じてまちの様子を知り、地域の皆さんとあい
さつなどのコミュニケーションが生まれています。
小学6年生は、中学生と一緒に活動する中で、1年後
の自分に思いをはせるきっかけになっています。

●●●●●● 次回は11月19日に実施予定 ●●●●●●

 区役所学校連携・こども担当     540-2212   540-2426 6月の地域清掃の様子

1 ナイトリラックスヨガ
11月20日・27日、12月4日・11日(火)、19時
～20時15分、当日先着各15人、820円　
※動きやすい服装、飲み物、タオル持参
2 パパといっしょに作って遊ぼう
ペットボトルで作る、雪だるまのランプ。
12月8日(土)10時30分～12時、未就学児
と保護者、当日先着30組、1組300円
3 女性のためのパソコン講座
再就職・転職に向けて。12月12日(水)～
18日(火)(15・16日除く)、全5回、10時～15
時30分、女性先着12人、19,500円　

 電話かホームページ(11月17日～)
 862-4496(9時～16時、第4木曜・日曜・

祝日除く)
 横浜市民ギャラリーあざみ野   4～6

 910-5656　  910-5674

4 W
ウ ェ ル カ ム

elcomeロビーコンサート
11月11日・25日、12月9日(日)、12時～12
時40分　
5 みんなで作るあったかクリスマス　
12月1日(土)・2日(日)、11時～15時、4歳以
上(未就学児は保護者同伴)、一部有料
6 あざみ野寄席　
31年1月13日(日)14時～16時、小学生以上、
先着80人、1,500円、中学生以下1,000円

 電話か来館(受付中)　  910-5723

城郷中学校　小机・城郷・東本郷小学校

子どもたちが
まちの美化に
取り組みました

新羽

𠮷
よし

野
の

久
ひさ

枝
え

「大蛇とはやりやまい」

 区役所区民活動支援センター　  540-2246　  540-2245

 ホームページか往復はがき(11月28日
消印有効)参加者全員の ［必要事項］と希望
日時、子の年齢、学年を記入

近隣の村で、はやり病が発生し
たときに、稲わらで作った大き
な蛇を村境の木に巻き付け、病
気が入ってこないようにしたお
話です。新羽の伝統行事「注連
引き」の由来が分かります。

作者コメント
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