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ミズキーの
　　一言メモ
この欄（6〜7ページの端）で
は、本文中　　マークの催し
の補足情報等を掲載してい
ます。

イベント等は、新型コロナウイル
ス感染拡大を防止する観点から、
中止または延期、定員が変更とな
る場合があるため、事前に問合せ
先に確認してください。イベント当
日は、検温や氏名・連絡先の記入
等をお願いする場合があります。

■移動図書館巡回日程
貸出・返却・予約した本の受取。●南日
吉団地バス停横広場(管理事務所隣)：12
月11日・25日(金)、14時～15時30分、●
綱島東三丁目公園：12月16日、2021年1
月6日(水)、14時10分～15時30分　※荒
天中止　※工事のため「南日吉」ステー
ションの場所を変更しています

 中央図書館サービス課
 262-0050 　  231-8299

■港北地域学講座　　
2021年1月20日(水)13時30分～15時30
分、綱島地区センター、抽選15人、500円

 Eメールかホームページか往復はがき
(2021年1月13日必着)参加者全員の[必要
事項]を記入し、区民活動支援センターへ

・  540-2246 
 ko-kouza@city.yokohama.jp

■歴史の町 鳥山の今昔を歩く
2021年1月23日(土)9時30分～12時、JR
横浜線 小机駅集合、抽選50人、300円　
※荒天中止

 Eメールかホームページか往復はが
き(2021年1月8日必着)参加者全員の[必
要事項]を記入し、区民活動支援センターへ 

・  540-2246 
 ko-kouza@city.yokohama.jp

区役所からの
   お知らせ

港北地域学講座
第2回のテーマは「綱島・池

いけのや

谷
家と日

じつ

月
げっ

桃
とう

の歴史～かつて日
本一だった日月桃～」です。希
望者には動画配信もします。

歴史の町 鳥山の今昔を歩く
港北ボランティアガイドの案内
の下、鎌倉時代に思いをはせ、
鳥山の歴史を感じながら歩きま
す。階段や坂道がある約 4.5 キ
ロメートルのコースです。

大倉山新春寄席
慶應義塾大学落語研究会が、
正月らしい演目で初笑いを届け
ます。

セカンドキャリア起業セミナー
さまざまな地域課題の解決のた
めのソーシャルビジネスの育成
と新たなワークスタイルの創出
を目指し、地域起業セミナーを
開催します。

令和2年分税理士無料申告相談
今年は予約が必要です。電話の
自動音声に従って「2」を選択し、

「税理士無料申告相談事前予
約の件」と伝えてください。申込
は1月15日までです。

カルトナージュ体験
厚紙に布を貼り、マスクケース
を作ります。色を選べます ( 黒
かベージュ )。

●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

マークの説明 …電話、 …ファクス、 …E メール、
…申込、 …問合せ

■ミックスダブルステニス大会
2021年1月9日(土)・11日(月・祝)・24日
(日)、全3回、9時～17時、三ツ沢公園(神
奈川区)、区内在住か在勤か協会登録済
みの男女ペア(高校生以下不可)、先着(一
般：66組、ペアで100歳以上：32組、ペア
で120歳以上：12組)、1組3,500円

 ホームページ(12月15日～)区テニス協会へ
■区民バドミントン大会
年代別ダブルス。2021年1月17日(日)9時
～17時、港北スポーツセンター、区内在

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)
A・Bは年末年始の休館日

A…12月29日(火)～1月3日(日)
B…12月28日(月)～1月4日(月)

■大倉山新春寄席 
2021年1月9日(土)13時～15時、成人先
着20人

 電話か来館(12月15日10時～)

　　　　　　　　　　　　　　　　　   昨年の様子

大倉山記念館
  〒222-0037 大倉山2-10-1  
    544-1881  544-1084  

休第2月曜
※12月28日、1月4
　日は17時閉館

A

■おはなし会
①えいごd

デ

eおはなし会:12月12日(土)、②
ひろばおはなし会:12月16日(水)、3～6歳
児、③紙芝居の日：12月19日(土)、④ひよ
このおはなし会：12月24日(木)、1～3歳
児と保護者、①～③15時～15時30分、当
日先着各25人、④11時～11時30分、当日
先着10組
■朗読の部屋
芥
あ く た が わ

川龍
り ゅ う の す け

之介「魔術」ほかを朗読。2021年1月
9日(土)15時～16時、成人、当日先着25人

港北図書館
  〒222-0011 菊名6-18-10　休 12月21日
     421-1211   431-5212  ※1月4日は12時開館

A

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

■癒しのアロマクリームを作ろう
自分好みの香りを手作り。2021年1月17
日(日)13時～14時30分、中学生以上、先
着15人、200円～300円　※未就学児同
伴不可

 電話か来館(12月15日～)  

A

菊名地区センター
〒222-0011 菊名6-18-10

 421-1214　  431-4101　休第3月曜

B

■おもちゃの病院
おもちゃの修理。2021年1月9日(土)10時
～12時、未就学児と保護者、先着20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(12月15日～)
■冬のテニス教室
ルールを学び、ゲームを楽しむ。2021年
1月～3月の第3月曜、各全3回、初級女

■土曜の朝の体操教室
無理なく楽しく有酸素運動。2021年1月
9日～3月27日の土曜、各全12回、①9時
15分～10時15分、②10時35分～11時35
分、①②18歳以上、先着各32人、3,600円

 電話か来館(12月17日10時～) 
■背骨コンディショニングG体操
自分でできる肩こり腰痛改善体操を習
う。2021年1月11日～3月29日の月曜(1月
25日、2月22日、3月22日除く)、全9回、13
時30分～14時30分、18歳以上、先着12
人、4,500円

 電話か来館(12月18日10時～)
■おもちゃの病院
おもちゃの修理。2021年1月16日(土)10
時～13時、先着15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
等除く、部品代実費

 電話(12月18日10時～)
■イタリア家庭料理教室
フィレンツェ出身の講師から学ぶ。2021
年1月30日(土)10時～13時、成人先着9
人、1,900円

 電話か来館(12月18日10時～)

城郷小机地区センター
〒222-0036 小机町2484-4

 472-1331　  472-1332

B

性：10時～11時30分、中級女性：12時～
13時30分、60歳以上の男性：14時～15
時30分、成人、抽選各14人、3,000円

 電話かホームページ(12月20日まで)
■カルトナージュ体験  
2021年1月20日(水)13時～15時、抽選10
人、500円

 電話かホームページ(12月20日まで)

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
作品例

港北美術展港北美術展
作品募集作品募集

2020 年度は オンライン開催！

掲載期間
2021年3月15日(月)～28日(日)
対象

区内在住か在勤か在学か
区内を拠点に活動する人
応募点数

抽選300点(1人１点まで)
申込 

・ホームページ
・所定の用紙 (区役所・地区
センター等で入手可)をファ
クスか郵送か直接、生涯学
習支援係(区役所4階45番
窓口)へ
締切 2021年1月８日必着

絵画・書・写真・工芸作
品を募集します。作品
は、区ホームページで公
開します。

 生涯学習支援係
 540-2239　  540-2245

詳細はこちら

■セカンドキャリア起業セミナー
2021年1月23日、2月13日・27日(土)、全3
回、14時～16時30分、区役所ほか、セカン
ドキャリアとして市内で起業を考えてい
る人や社会起業を学びたい人、先着30人

 ホームページ(12月15日～)
 関内イノベーションイニシアティブ(株)
 274-8701 　  226-4755

■令和2年分税理士無料申告相談
2021年2月4日（木）・5日（金）、9時30分～
16時、日吉本町西町会いきいき会館

 電話(2021年1月12日～) 
 神奈川税務署
 544-0141

住か在勤か在学か協会登録済みの男女
ペア(中学生以上)、1組2,500円　※要協
会登録

 ホームページ(12月30日まで)区バドミ
ントン協会へ

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

B

■ロビーコンサート
武相高校吹奏楽部が出演。12月20日
(日)13時30分～14時
■星空イルミネーション工作教室
12月27日(日)10時～
12時、小学生と保護
者 ( 2 人 1 組 ) 、先 着 8
組、700円

 電話か来館(12月
15日10時～、要保護者申込)　　　

作品例

■冬の星空めぐり
冬の星座や宇宙の話と光るカード作り。
2021年1月16日(土)10時～11時30分、小
学生先着8人(3年生以下は保護者同伴)、
300円

 電話か来館(12月18日10時～、要保護
者申込)
■子ども絵手紙 寒中見舞を書こう
2021年1月16日(土)13時～14時30分、小
学生先着8人(2年生以下は保護者同伴)、
300円

 電話か来館(12月19日10時～、要保護
者申込)
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■おはなしのへや
絵本の読み聞かせや手遊び等。①12月
19日(土)、②2021年1月16日(土)、①②11
時～11時40分、先着各12人
①の  電話(12月15日10時～)
②の  電話(2021年1月8日10時～)
■きくなこみっこ
子どもを遊ばせながらの楽しいおしゃべ
り。12月25日(金)10時～12時、4歳未満の
子と保護者、先着5組

 電話(12月17日10時～)
■迎春のフラワーアレンジメント
12月28日(月)14時～16時、成人先着13
人、3,500円

 電話(12月15日10時～) 

　　　　　　　　　　　      
                                                    作品例

■新春いきいき歩こう会
2021年1月5日(火)9時30分～12時、小学
生以下は保護者同伴、先着20人、300円
※小雨決行

 電話(12月   
17日10時～)

           過去の様子

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

A

■ひげじいの紙芝居
迫力満点。2021年1月9日(土)11時～11
時30分、先着13人

 電話(2021年1月5日10時～)

子ども絵手紙 寒中見舞を書こう
たんぽ ( 綿を丸めて布等で包
んだ物 ) を使って、スタンプを
押すように楽しく絵を描きます。
相手を思うメッセージに温かみ
のある絵を添えて、絵手紙なら
ではの交流を楽しみましょう。

星空イルミネーション工作教室
穴の大きさによって星の明るさ
の違いが分かる、7 色の光で輝
くイルミネーションを親子で作
って、自宅で楽しみませんか。

楽々家庭菜園
春夏野菜の育て方を学びます。
横浜の地産地消に関する情報
提供と、綱島地区の地域緑化
活動の紹介をします。

迎春のフラワーアレンジメント
正月のアレンジメントを作りま
す。花器付きなので、持ち帰っ
てそのまま飾れます。

新春いきいき歩こう会
港北ボランティアガイドが案内
します。菊名コミュニティハウ
スからスタートして 7 つの寺社
を巡り、妙蓮寺まで約 5 キロメ
ートルのコースを歩き、現地解
散します。この時期公開されて
いる横浜七福神の「毘

び

沙
しゃ

門
もん

天
てん

」
と「弁

べん

財
ざい

天
てん

」にも立ち寄ります。
よこはま健康スタンプラリー対
象事業です。

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。おは
なし会も開催しています。時間
中は出入り自由です。

体操ボランティア育成講座
高齢者や低体力者の体の特徴
を学び、指導体験もします。人
前で体操指導をすることに自信
がつく講座です。

介護者のつどい
介護の合間においしい紅茶を
入れて、心と体をリラックスさ
せましょう。茶話会もあります。

Welcome!ロビーコンサート
12月13日は栗

くり

田
た

妙
たえ

子
こ

氏(P
ピアノ

f・作
曲)、12月20日は加

か

藤
とう

裕
ひろ

子
こ

氏
(
メゾソプラノ 

Mez)、山
やま

中
なか

麻
ま

衣
い

子
こ

氏（Pf）、1月
10日は横浜都筑太鼓が出演し
ます。

ショーケースギャラリー
「米」をテーマに、インスタレ
ーションやパフォーマンスをす
る安部寿紗氏の作品を展示し
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等。12月17
日(木)11時～11時20分、未就学児と保護
者、当日先着10組
■ひねって笑って 川柳講座
五七五にユーモアや感動をのせる。2021
年2月13日(土)13時～15時30分、成人先
着8人、300円

 電話(12月15日10時～)

A

2・3・6は保育あり、1歳6か月以上の
未就学児、有料、要予約(  910-5724)
男女共同参画センター横浜北 1～3

 910-5700　  910-5755

1パパといっしょに作って遊ぼう
ペットボトルでおもちゃを作って遊ぶ。
2021年1月9日(土)10時30分～12時、未
就学児と父親、先着10組、300円

 電話か来館(2021年1月8日～)
 910-5724
2ベビーヨガ
赤ちゃんと一緒のヨガとオイルマッサー
ジ。2021年1月22日(金)10時～11時30
分、産後2～7か月の子と母親、先着15
組、1,020円

 ホームページ(12月25日～)
3マネー&ライフプラン相談
家計全般と働き方等の相談。2021年1月
22日(金)13時～、14時～、15時～、女性
先着各1人　

 電話か来館(12月21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 12 月 28 日  
       〜 1 月 3 日

横浜市民ギャラリーあざみ野 4～6
 910-5656　  910-5674

4W
ウ ェ ル カ ム

elcome!ロビーコンサート
12月13日・20日、2021年1月10日(日)12時
～12時40分
5ショーケースギャラリー
安

あ

部
べ

寿
か ず

紗
さ

展。2021年1月9日(土)～3月21
日(日)
6新春！ 金

き ん

原
げ ん

亭
て い

馬
ば

玉
ぎょく

独演会
2021年1月16日(土)14時～16時、先着90
人、1,500円、中学生以下1,000円（未就学
児不可）

 電話かホームページ(受付中)

■あっぷっぷ
触れ合い遊びやママトーク。2021年1月
13日・27日(水)、10時30分～11時40分、2
～4か月の第1子と保護者、先着各8組　
※おくるみかバスタオル持参

 ホームページ(12月15日～)

地域子育て支援拠点 どろっぷ B
〒222-0037 大倉山3-57-3 　

   540-7420   540-7421 休 日・月曜、祝日　

■善意銀行(寄託9月1日～30日)
匿名個人[敬称略]ありがとうございました

港北区社会福祉協議会A
〒222-0032 大豆戸町13-1吉田ビル206

 547-2324　  531-9561  休第1日曜

新吉田地域ケアプラザ
〒223-0056 新吉田町6001-6 

 592-2151  592-0105 休 12月28日〜1月3日

■はぐピョン
①12月24日(木)、②2021年1月11日(月・
祝)、①②10時～13時、未就学児と保護
者、先着各50人
①の  電話(12月15日～)
②の  電話(12月24日～)
■介護者のつどい
2021年1月14日(木)13時30分～15時30
分、介護をしている人か経験のある人、
先着10人

 電話(12月20日～)
■体操ボランティア育成講座
2021年1月22日～2月19日の金曜、全5
回、13時～15時、体操ボランティアや体
操指導に興味のある人、先着10人

 電話(12月15日～)

　　　　　　　　　　　　　　　　
昨年の様子

■分区園の利用者募集
野菜や花の栽培ができる分区園の貸
出。2021年4月～2022年3月、徒歩か自転
車で分区園を利用できる区内在住者、
家族・グループ(8人以下)：抽選46区画、
19,500円、団体用(9人以上)：抽選3区画、
75,000円

 往復はがき(2021年1月12日必着)[必
要事項]と家族・グループ用か団体用の別
(団体用は団体名)を記入し、横浜植木
(株)造園部 分区園担当へ(〒232-8587　
南区唐沢15)

師岡町梅の丘公園
〒222-0002 師岡町511-3 

 262-7410　  243-1701

■あっぷっぷ
触れ合い遊びやママトーク。2021年1月
13日・27日(水)、10時30分～11時40分、2
～4か月の第1子と保護者、先着各8組　
※おくるみかバスタオル持参

 ホームページ(12月15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

B

■楽々家庭菜園
2021年2月27日(土)9時30分～11時30
分、成人先着16人、500円

 来館(12月15日9時～、10時から電話可)

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

B

日吉地区センター
〒223-0062 日吉本町1-11-13

 561-6767　  561-5841

■韓国語にチャレンジ
初級韓国語講座。2021年1月20日、2月3
日・17日、3月3日(水)、全4回、10時～11時
30分、抽選15人、2,000円

 往復はがき(12月18日必着)[必要事項]
を記入

B

■集まれおはなしキラキラぽっけ
クリスマスの話。12月24日(木)10時30分
～11時、当日先着20人
■子ども書初め教室
書き初めのこつを教わる。12月26日(土)9時
30分～11時15分、小学2～6年生、先着10人

 来館(12月15日9時～、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　休第2月曜

B

港北区消防出初式の港北区消防出初式の
開催について開催について

2021年の「港北区消防出
初式」は、新型コロナウイ
ルス感染拡大を防止する
観点から、規模を縮小し、
屋内での表彰式のみ実
施します。関係者以外は
来場できません。ご理解
のほどよろしくお願いし
ます。

 港北消防署総務・予防課
・  546-0119

■土曜日両親教室
育児・沐

も く

浴
よ く

の講座。①2021年1月16日
(土)：城郷小机地域ケアプラザ、②23日
(土)：どろっぷサテライト、③30日(土)：日
吉本町地域ケアプラザ、①・③10時～11
時、②10時～11時15分、①～③区内在住
の出産予定月が2021年5月で初出産の
夫婦(妊婦のみも可)、抽選各12組

 ホームページ(12月20日まで) 
■助産師とみんなの知恵袋
授乳や離乳食、ママの体調の話。2021年
2月25日(木)10時30分～11時30分、未就
学児と保護者、先着8組

 ホームページ(2021年1月5日～)


