
10 2019（令和元）年 10月号 ／ 港北区版

■区太極拳大会　
演武発表。11月2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(副島)　  421-8033

■区民剣道大会　
11月4日(月・休)9時～17時、県立武道館、区
剣道連盟登録者、有料　※詳細は要問合せ

 電話かファクス(10月25日まで)[必要事
項]と年齢(学年)、級・段位、所属支部を記
入し、区剣道連盟(金子)へ　

 533-0865　  533-0867
■港北駅伝大会
2020年1月19日(日)9時30分～、日産フィール
ド小机(周回コース)、一般男子(5人)・女子(6
人)：7,000円、中学校(6人)：3,000円、区内所
在の高校(6人)：4,000円、区外所在の高校(6
人)・連合町内会(9人)：5,000円　※詳細は要
項・ホームページ参照　※荒天中止
※代表者説明会あり(12月6日、区役所、要出席)

 専用エントリーサイト(10月31日まで)
か所定の用紙(10月25日必着)を郵送で、
スポーツエントリーへ(中学・高校の部は
学校長承諾書を添付)　  0570-039-846 

 区役所生涯学習支援係
 540-2238 　  540-2245

 Eメールかホームページかファクスか
はがき(11月15日必着)[必要事項]と書道道
具の持参可否を記入し、区役所生涯学習
支援係へ  540-2239　  540-2245

 ko-bunka@city.yokohama.jp

■港北三
さ ん

曲
き ょ く

会演奏会
11月9日(土)12時～、港北公会堂、当日先着450人

 区役所生涯学習支援係
 540-2239 　  540-2245

■交通安全教室
11月11日(月)：日吉自動車学校、25日(月)：菊名
ドライビングスクール、①シルバードライビ
ングスクール：9時～11時、65歳以上の免許
保有者、抽選各10人、②サポートカー体験：
10時30分～12時、抽選各20人　※荒天中止

 Eメールかはがき(10月31日必着)[必要事
項]と年齢、希望日、①②の別(複数可)を記入
し、区役所地域活動係へ　  540-2235　

 540-2245　  ko-chishin@city.yokohama.jp
■かしこくやさしいヒトの育て方
11月11日(月)10時～11時30分、区役所、
区内在住で未就学児の保護者、先着60
人　※保育あり、2歳以上の未就学児、先
着10人、要予約

 ホームページ(10月15日～)区役所こども家
庭支援担当へ　  540-2320 　  540-2426 
■膠原病交流会
11月13日(水)13時30分～15時30分、区
役所、膠原病患者と家族、先着15人

 電話かファクス(10月15日～)[必要事項]と
疾患名を記入し、区役所障害者支援担当へ

 540-2218　  540-2396
■菊名から獅

し

子
し

ヶ
が

谷
や

を巡る歴史散策
11月20日(水)9時30分～12時30分、東急線
菊名駅集合、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8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

■神経系難病交流会
11月20日(水)13時30分～15時30分、区
役所、神経系難病患者と家族、先着20人

 電話かファクス(10月15日～)[必要事項]
と疾患名を記入し、区役所障害者支援担
当へ　  540-2218　  540-2396
■こどもの救急医療講座
子どもの病気への対応を学ぶ。11月27日
(水)14時～16時、区役所、第1子が0歳児
の保護者(子の同伴可)、抽選80人

 ホームページ(11月15日まで)区役所こ
ども家庭支援担当へ

 540-2365　  540-2426
■シニアボランティアポイント研修
11月29日(金)13時30分～15時30分、特
別養護老人ホームニューバード(新羽町
2530-4)、65歳以上の区民、先着40人　
※介護保険被保険者証と筆記用具持参

 電話かEメールかファクス(10月15日～)
[必要事項]を記入し、区社会福祉協議会へ  

 547-2324　  531-9561
 hokuhoku@kouhoku-shakyo.jp

■重要文化財｢関家住宅｣特別公開
11月30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10日消印有効)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（〒231-0017中区港町1-1 ）へ 

 671-3238 　  224-5863
■筆文字で遊ぼう(書道体験教室)
12月14日(土)10時～12時、港北公会堂、
5歳～小学6年生、抽選20人、500円

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。

港北図書館
〒222-0011 菊名6-18-10　休 10月15日

 421-1211   431-5212　　11月5日

■おはなし会
①えいごd

デ

eおはなし会：10月12日(土)、
②ひろばおはなし会：10月16日(水)、3～
6歳、③ひよこのおはなし会：10月24日

在宅医療・介護とは何か
認知症の人と家族がどのように
自宅で最期まで過ごすのかを、
医師やケアマネジャーなどが寸
劇と講話で伝えます。

フラワーアレンジメント教室
リースやスワッグを作り、楽しく
クリスマスを演出しましょう。

新横浜周辺　秋の裏道散歩
港北ボランティアガイドの案内
の下、古

こ

刹
さ つ

や公園などを巡る約6
キロメートルのコースです。

新横浜公園で生きもの観察しよう
ネイチャービンゴで野鳥や木の
実などを楽しみながら観察しま
す。普段見過ごしてしまう足元
の生きものを見つけましょう。

港北三曲会演奏会
区内を中心に活動する箏

こ と

・尺八・
三味線の団体による演奏会です。

交通安全教室
事故の防止をサポートする乗
車体験を通して、運転技術や注
意点を再確認します。シミュレー
ターで、横断に必要な歩行・判
断能力もチェックできます。

かしこくやさしいヒトの育て方
言語聴覚士が、子どもの言葉の
発達の仕組みを解説します。

菊名から獅子ヶ谷を巡る歴史散策
港北ボランティアガイドの案内
の下、川崎坂や獅子ヶ谷市民の
森(鶴見区)を通り、横溝屋敷(鶴
見区)で名主の暮らしを見学し
ます。坂道や階段がある約4キロ
メートルのコースです。

ウォーキングポイントブース出展
歩数計の新規受付や、紛失・故
障した人への販売や再登録、ス
トラップの販売などを行います。

筆文字で遊ぼう(書道体験教室)
好きな文字を書くことで自己表現
や創作活動、筆の楽しさに触れま
す。講師は鎌

か ま

田
た

悠
ゆ

紀
き

子
こ

氏です。

区民交響楽団コンサート
室内楽コンサートです。13時30
分に開場します。

港北駅伝大会
大会当日の受付は8時30分か
ら9時までです。横浜マラソン
2020チャレンジ枠対象予定事
業です。

■移動図書館巡回日程
南日吉団地管理事務所前：10月11日・25
日、11月8日(金)、14時～15時30分、綱島
東三丁目公園：10月23日、11月6日(水)、
14時10分～15時30分　※荒天中止　

 中央図書館サービス課
 262-0050　  231-8299

■在宅医療・介護とは何か
10月17日(木)14時～15時45分、港北公
会堂、当日先着200人

 区在宅医療相談室
 438-3420　  438-3421

■生ごみを土にかえそう説明会
初めての人向け。10月24日(木)10時30分
～11時10分、区役所中庭　※荒天中止

 区役所資源化推進担当
 540-2244　  540-2245

■ウォーキングポイントブース出展
10月26日(土)10時～16時、鶴見銀座商店
街(鶴見区)　※数に限りあり

 よこはまウォーキングポイント事業事務局 
 0570-080-130　  0120-580-376

■シェーグレン症候群講演会
10月29日(火)14時～16時、港北公会堂、
シェーグレン症候群患者と家族、先着40人

 電話かファクス(10月15日～)[必要事項]
を記入し、区役所障害者支援担当へ
  540-2218　  540-2396
■区老連シルバー芸能大会観客募集
10月30日(水)9時30分～16時、港北公会堂

区老人クラブ連合会　 ・  547-6506
■脳卒中予防講演会
10月31日(木)14時～16時、港北公会堂

 区役所高齢者支援担当
 540-2218　  540-2396

■区学童保育合同入所説明会
11月2日(土)10時～12時、港北公会堂、
2020年4月に入学する未就学児の保護者

 篠原学童クラブ 　 ・  401-1320
■新

に い

治
は る

恵みの里　里芋料理教室
11月2日(土)10時～13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、先着15組(1組4人まで)、1,800円

 ホームページ(10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

■新横浜周辺　秋の裏道散歩　
11月5日(火)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(10月25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

■新横浜公園で生きもの観察しよう
11月9日(土)(雨天時10日)、9時30分～12
時30分、新横浜公園等、小学生以上(小
学生は保護者同伴)、抽選40人　

 Eメールかファクス(10月31日まで)参
加者全員の[必要事項]と年齢、Eメールアド
レスを記入し、NPO法人TRネット事務所へ

 546-4337　  546-4344
 office@tr-net.gr.jp

「所定の用紙」は区役所生涯学習支援係
（ 540-2238 540-2245）や地 区セン
ターにあります。

問合せや申込は各施設へ。
休  は通常の休館日

日吉地区センターは本館のみ休館中
（2020年2月中旬ごろまで）

●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

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連
絡会による研修会です。登録し
介護施設などでボランティア活
動をすると、ポイントがもらえま
す。ポイントは寄付や換金でき
ます。希望者は、研修後に会場
の施設見学ができます。

大倉山秋の芸術祭
コンサートや読み聞かせ、ワー
クショップなどを行います。

■区民交響楽団コンサート
10月20日(日)14時～、当日先着80人
■大倉山秋の芸術祭
10月31日(木)～11月4日(月・休)、一部要
申込、詳細は要問合せ

大倉山秋の芸術祭実行委員会 
 akigei2017@gmail.com

■フラワーアレンジメント教室
11月30日(土)、①10時～12時、②13時30
分～15時30分、①②先着各12人、3,500円

 電話か来館(10月15日～)

大倉山記念館
　〒222-0037 大倉山2-10-1

　  544-1881　  544-1084 　休第3月曜
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■おもちゃの病院（修理）
10月12日(土)10時～13時、部品代実費
■綱島地区センター文化祭
10月26日(土)・27日(日)、9時～17時(27日
は15時まで)
■シュトーレンを作ろう
11月15日(金)10時～12時30分、成人抽
選12人、2,000円　

 往復はがき(10月25日必着) [必要事項] を記入   
■ママのボディメイク
11月21日(木)10時～11時30分、10か月
未満の子と母親、抽選15組、500円　

 往復はがき(10月30日必着) [必要事項] を記入      
■実践教室　樹木の剪

せ ん

定
て い

 
座学と実技で学ぶ。12月4日(水)9時30分
～11時30分、成人抽選20人、100円　

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

 電話か来館(10月17日9時～)   
■友禅和紙で作る姉

あ ね

様
さ ま

人形
箸袋を作る。11月19日(火)13時～16時、成
人先着10人、300円

 電話か来館(10月28日9時～) 
■心臓病や高血圧予防の食事作り
11月20日(水)11時～12時、成人先着20人　 

 電話か来館(10月16日9時～)

(木)、1～3歳児と保護者、当日先着15組、
④一

い ち

土
ど

のおはなし会：11月2日(土)、小学
生以上、①②④15時～15時30分、③11時
～11時30分
■大人のための朗読会
10月26日(土)15時～16時、成人
■港北ふるさと映像上映会
10月27日(日)11時～12時　
■朗読の部屋
11月9日(土)15時～16時、成人

■はまっこストリングオーケストラ
団員募集。金曜(月2回)、17時30分～19
時、高校生以下、月3，500円　

 所定の用紙(11月17日消印有効)
■ランチタイムロビーコンサート
10月21日(月)12時15分～12時45分　
■ピアチェーレ音楽会未来への船旅
10月21日(月)19時～、小学生以上、3,000
円、学生1,500円　※無料招待枠あり、詳
細は要問合せ

 電話かメール(10月21日まで)[必要事項]
を記入　  info@kohoku-kokaido.jp
■手形アートワークショップ
10月22日(火・祝)、①10時～10時30分、②10
時30分～11時、③11時～11時30分、未就学
児と保護者、先着①③各3組②4組、1,500円

 電話(10月16日～)  

港北公会堂
 〒222-0032 大豆戸町26-1

   540-2400    540-2399 　休 10月15日

手形アートワークショップ
子どもの手形と足形をかわい
いアートにします。秋のアート
とハロウィーンから、好きな
テーマを選べます。

港北ふるさと映像上映会
ラグビーワールドカップ2019TM

関連の映像を上映します。

はまっこストリングオーケストラ
実技やフォルマシオン・ミュジ
カルなどを取り入れ、集団練習
を通して豊かな心を育てます。

区制80周年記念 菊名文化祭
作品展示や実技発表、体験、軽
食販売などがあります。｢昔区
役所・今地区センターの写真展
｣は10月11日から行います。

■区制80周年記念 菊名文化祭
10月18日(金)～20日(日)、10時～16時
■顔ヨガ教室
11月1日(金)13時～14時30分、成人先着25
人、400円　

 電話か来館(10月15日9時～)   
■菊名・おもちゃの病院（修理）
11月9日(土)10時～14時、未就学児と保護
者、先着20点(1人2点まで)、部品代実費　

菊名地区センター
〒222-0011 菊名6-18-10

 421-1214　  431-4101　休第3月曜

顔ヨガ教室
むくみ・シワやほうれい線の解
消法を、顔ヨガ協会インターナ
ショナル認定インストラクター
の小

こ

林
ばやし

かおる氏から学びます。

心臓病や高血圧予防の食事作り
調理の実演と試食、管理栄養士
から食事作りのポイントなどを
学びます。自炊をする高齢者の
皆さんや、高齢者の食事を作る
人向けです。

韓国家庭料理教室
28日に浅漬け、29日にキムチ
漬けにします。

綱島地区センター文化祭
区制80周年記念文化祭。プレ
イベントとして、区民ダンスの
集い：10月13日13時～16時、健
康づくり体験広場：10月24日9
時～14時30分を開催します。

■小机城　秋の陣　
10月20日(日)、①チャンバラ合戦：10時30
分～11時40分、小学生(2年生以下は保
護者同伴)、先着100人、②小机小3年生の
発表：11時40分～12時、③城まち小劇場・
トークショー・舞踏ショー：13時～15時30
分、当日先着200人、高校生以上500円
①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
■手打ちうどん教室
11月6日(水)10時30分～13時30分、18歳
以上、先着16人、300円　

 電話か来館(10月15日10時～)   
■野菜ソムリエ季節の料理教室
ニンジンを使った料理。11月26日(火)10
時～13時、18歳以上、先着16人、1,000円

 電話か来館(10月16日10時～)   
■うたごえ喫茶
11月～2020年3月の第4木曜、全5回、13時
15分～14時30分、18歳以上、先着50人、
600円　  電話か来館(10月16日10時～)   
■韓国家庭料理教室　#ミズキー
11月28日(木)15時30分～17時30分、29
日(金)10時30分～14時30分、全2回、18
歳以上、先着16人、2,800円　

 電話か来館(10月15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

■パソコン相談室&ひろば
11月2日(土)10時～12時、先着10人、100円

 電話か来館(10月16日～)
■音楽と落語の宅配便
11月13日(水)13時30分～14時30分、先着30
人、100円　  電話か来館(10月16日10時～）
■折り紙と洋書で作るリース
11月30日(土)10時～11時30分、小学3年
生以上の子と保護者、先着12組、500円

 電話か来館(11月9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

■集まれおはなしキラキラぽっけ
10月24日(木)10時30分～11時　
■新田地区センター文化祭
作品展示や発表。11月8日(金)～10日
(日)、10時～17時(10日は15時まで)　
■おもちゃの修理病院
11月16日(土)10時～14時(12時～13時除く)、
先着16人(1人2点まで)、部品代実費

 電話か来館(10月28日～)   
■春まで楽しむ寄せ植え
11月26日(火)12時30分～14時30分、18
歳以上、先着12人、2,100円

 来館(10月18日～、翌開館日から電話可) 

新田地区センター
〒223-0056 新吉田町3236

   591-0777　  591-0045　休 10月15日

■ワクワクまつり
10月13日(日)10時～15時

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

港北スポーツセンター
〒222-0032 大豆戸町518-1 

 544-2636　  544-1859  　休第3月曜

■スポレク2019
11月3日(日・祝)9時30分～16時30分、一部先
着、詳細は要問合せ　※屋外のみ雨天中止

 電話か来館(10月15日14時～)

ワクワクまつり
外国人によるスピーチや国の
紹介、ファッションショーなど、
国際色あふれるイベントです。

■はぐピョン
10月14日(月・祝)・24日(木)、10時～13時、
未就学児と保護者
■丘の上の音楽会
10月27日(日)13時30分～14時30分

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

■ギターにあわせて歌いましょう　
幅広い世代の歌を歌う。10月26日(土)13
時～14時30分、アデニウム新横浜1階コ
ミュニティルーム(新横浜1-21-1)　
■こども食育教室
12月8日(日)10時～12時、小学生、先着20
人、100円　  電話か来館(11月8日～) 

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

高田地域ケアプラザ
〒223-0066 高田西2-14-6 

 594-3601　  594-3605　休第1月曜

■えがおカフェ
10月23日(水)13時～15時、100円　

はぐピョン
14日はミニ運動会、24日はハロ
ウィーンパーティー(仮装歓迎)
を行います。

えがおカフェ
横浜労災病院出張市民講座で
す。皮膚の構造とバリア機能、
バリアが壊れないようにする予
防・対処法を説明します。講座
後はアロマのミニ講座もありま
す(希望者のみ)。

丘の上の音楽会
細
ほ そ

田
だ

優
ゆ

花
か

氏(P
ピアノ

f)と勝
か つ

村
む ら

大
だ い

城
き

氏
(バリトン)が出演します。曲目は

「華麗なる大円舞曲」、「野ば
ら」、「菩

ぼ

提
だ い

樹
じ ゅ

」ほかです。

こども食育教室
簡単な朝食作りを楽しみ、栄養
士から栄養学の話を聞きます。

 往復はがき(10月30日必着) [必要事項] を記入   
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■手話講座はじめの一歩
11月10日(日)14時30分～16時、中学生以
上、先着20人

 電話かEメールかファクス(10月15日
～)［必要事項］と年齢を記入  

 hokuhoku@kouhoku-shakyo.jp
■人を集めるためのチラシ作り講座
11月30日(土)13時30分～15時30分、菊
名地区センター、先着50人

 電話かファクス(10月15日～)［必要事項］
を記入
■善意銀行(寄託7月1日～31日)　
(一社)青色申告会、匿名個人、港北すみ
れの会[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 10月20日

■あっぷっぷ
触れ合い遊びやママトーク。11月6日・20
日(水)、全2回、10時30分～11時50分、初
回開催日に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(10月15日～)   
■出産準備プログラム
11月16日(土)13時30分～14時50分、妊
婦とパートナー、先着10組　

 電話か来館(11月1日～)  

■手形の日
専用冊子に手形を押す。11月7日(木)14
時～15時30分、0歳児と保護者　
■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。
11月9日(土)：どろっぷサテライト、16日
(土)：城郷小机地域ケアプラザ、30日(土)：
日吉本町地域ケアプラザ、10時～12時、
区内在住の出産予定月が2020年3月で初
出産の夫婦(妊婦のみも可)、抽選各15組

 ホームページ(10月27日まで)   
■助産師さんとみんなの知恵袋　
11月26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(11月1日～)   
■出産準備プログラム　
12月7日(土)10時30分～11時50分、妊婦
とパートナー、先着10組

 電話か来館(11月1日～)   

秋桜まつり
模擬店や和太鼓演奏などのほ
か、日吉台中学校の吹奏楽部・
合唱部も出演予定です。

企画展 しかくのなかのリアリティ
美術の枠や社会的評価にとら
われず、幅広いジャンルのアー
トを紹介するシリーズ展です。
今回は、5人のアーティストによ
る絵画のグループ展です。

助産師さんとみんなの知恵袋
母乳やミルクの話をします。途
中参加・退出できます。

出産準備プログラム
妊娠中に気になることを質問
できます。（どろっぷ・どろっぷ
サテライト）

Welcomeロビーコンサート
横 浜 市 民 広 間 演 奏 会 のメン
バーや地域の皆さんによる、気
軽で楽しいコンサートです。

人を集めるためのチラシ作り講座
チラシ作りの基本や、具体的な
ブラッシュアップ法などを学びま
す(添削希望者は要事前提出)。

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

■モッキーの秋まつり
11月9日(土)10時30分～12時30分、4歳
～小学生(未就学児は保護者同伴)
※景品が無くなり次第終了　 

■映画上映会
①｢花咲く乙女たち｣：10月13日(日)、②｢陽の
あたる坂道｣：11月10日(日)、①②13時15分～
■続・横浜開港場ものがたり
11月8日・22日、12月6日・20日(金)、全4
回、10時～12時、60歳以上の市民、先着
15人　  電話か来館(10月15日～)
■スマホ(A

ア

n
ン

d
ド

r
ロ

o
イ

id
ド

)教室
11月14日～28日の木曜、全3回、10時～11
時30分、60歳以上の市民、先着10人、300円

 来館(10月23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

新横浜公園
〒222-0036 小机町3300

 477-5000　  477-5002　休火曜

■ピクニックパーク
10月22日(火・祝)10時～16時　※雨天中止

ふれんど祭(文化祭)
利用団体による作品展示や発
表を行い、日頃の成果を披露し
ます。期間中は、火・金曜も開館
します。

ピクニックパーク
バドミントンなどの用具貸出や
ドッグラン、オーガニックキッチ
ンカーが大集合。飼い犬のグッ
ズやオーガニック商品の販売
もあります。

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

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　

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

※1・2は保育あり、1歳6か月以上の未
就学児、有料、要予約

 男女共同参画センター横浜北 12
 910-5700　  910-5755

1 アートフォーラムフェスティバル　
作品やランチ販売、親子イベントなど。
10月27日(日)10時～16時、一部有料
2 ミシンでソーイング
入園準備。11月11日(月)10時30分～12時
30分、2か月～1歳5か月の子を持つ保育
園入園希望の女性、先着10人、3,500円

 電話(10月15日～)   
横浜市民ギャラリーあざみ野 3～5

 910-5656　  910-5674

3 企画展 しかくのなかのリアリティ
10月12日(土)～11月4日(月・休)、10時～18時
4 W

ウ ェ ル カ ム

elcomeロビーコンサート
10月13日・27日、11月10日(日)、12時～12
時40分(27日は11時～11時40分)
5 あざみ野アートワゴン＆マルシェ
10月27日(日)10時～※商品が無くなり次第終了

■手打ちそば体験教室
12月7日(土)・8日(日)、10時30分～14時、
抽選各16組、4,400円

 ホームページか往復はがき(10月29日消印
有効)参加者全員の［必要事項］と希望日を記入
■のし餅作り教室
12月21日(土)・22日(日)、①10時～11時30
分、②12時30分～14時、抽選各6組、3,900円

 ホームページか往復はがき(10月29日消印有
効)参加者全員の［必要事項］と希望日時を記入

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4月曜

■おはなしのへや
10月19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。10月25
日(金)10時～12時、未就学児と保護者
■ひげじいの紙芝居
11月9日(土)11時～11時30分
■切り絵で干

え

支
と

を楽しむ
11月10日(日)10時～12時、小学4年生以
上、先着15人、700円　※詳細は要問合せ

 電話か来館(10月15日10時～)

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

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

■ふれんど祭
さ い

(文化祭)
10月27日(日)～11月2日(土)、9時～17時
(2日は12時まで)
■紙芝居の会
区に伝わる昔話の紙芝居を上演。10月31日
(木)13時30分～14時30分、当日先着40人

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
10月17日(木)11時～11時30分、未就学
児と保護者、当日先着20組　
■0歳児ママのスマイル広場
話しながら気分転換。10月29日(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
■師岡コミュニティハウス文化祭
作品展示や発表。11月9日(土)・10日(日)、
10時～15時30分、コミハとトレッサ横浜北
棟2階リヨン広場(リヨン広場は9日のみ)
■ひねって笑って川柳講座
11月23日(土・祝)・30日(土)、全2回、13時
～14時30分、成人先着12人、500円　

 電話か来館(10月15日10時～) 

日吉本町地域ケアプラザ
　　　〒223-0062 日吉本町4-10-A  　　　

 566-0360　  566-0362　休第4月曜

■秋
コ ス モ ス

桜まつり
10月27日(日)10時～15時

会場の様子


