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■大倉山記念館オープンデイ
9月13日(日)9時30分～17時
■日本伝統文化体験ワークショップ
①藍染め：11月29日(日)、②ちぎり絵：12
月12日(土)、①②10時～11時40分、13時
30分～15時10分、4歳以上(未就学児は
保護者同伴)、先着各12人、500円

 電話か来館(10月1日10時～)

■区交流太極拳大会
9月12日(土)11時～12時30分、港北ス
ポーツセンター　※室内履き持参

 区太極拳協会
 421-8033

■区後期ソフトテニス教室
10月2日～2021年3月19日の金曜(12月4
日、2021年1月1日除く)、全23回、11時～
15時、港北スポーツセンター、区内在住
か在勤 (高校生以下不可)、12,000円
※雨天中止(返金なし)　

 ファクス(9月30日まで)[必要事項]を記入
し、区ソフトテニス協会へ

 区ソフトテニス協会(今岡)
・  548-1772

■秋季ひよこテニス大会
10月12日(月)(雨天時26日)、9時～17時、
港北スポーツセンター、区内在住か在勤
か協会登録済みの女性ペア(高校生以下
不可)、抽選16組、1組3,500円

 ホームページ(9月30日まで)区テニス
協会へ 
■男子テニスダブルス大会
10月18日・25日(日)、11月3日(火・祝)・8日
(日)、9時～17時、新横浜公園ほか、区内
在住か在勤か協会登録済みの男性ペア
(高校生以下不可)、先着(一般64組、50歳
以上32組、60歳以上24組)、1組3,500円

 ホームページ(9月15日～)区テニス協
会へ
■グラウンドゴルフ交流大会
10月24日(土)(雨天時11月14日)、9時～
13時、新横浜公園、区内在住か在勤か在
学者を含む6人1組のチーム、抽選24組、
1組3,000円　※説明会あり(10月17日
17時30分～、要出席)

 所定の用紙 (9月30日必着、ホーム
ページでも入手可) を郵送で、区さわや
かスポーツ普及委員会へ

 080-4654-5030
■区ペタンク大会
11月15日(日)(予備日29日)、8時30分～13
時、鶴見川樽町公園、区内在住か在勤か
在学者を含む小学3年生以上の3人1組
のチーム、抽選48組、1組1,000円　※雨
天中止

 ホームページか所定の用紙(9月30日
必着)をEメールかファクスか郵送で、生
涯学習支援係へ  

 540-2238　  540-2245 
 ko-sports@city.yokohama.jp

■しのはらおはなしの会
絵本と紙芝居の読み聞かせ。9月の木曜、
①11時～11時30分、3歳以下の子と保護
者、②15時30分～16時、4歳～小学生(未就
学児は保護者同伴)、①②当日先着各9組
■パソコン相談室&ひろば
操作の相談と交流。10月3日(土)10時～
12時、当日先着5人、100円
■秋の星空めぐり
火星の話や暗闇で光る星空カード作り。10
月4日(日)10時～11時30分、小学生(3年生
以下は保護者同伴)、先着9人、300円

 電話か来館(9月19日10時～、要保護
者申込)  
■男性のための自

じ

彊
きょう

術教室
10月6日・13日(火)、全2回、15時15分～
16時45分、男性先着8人、1,000円

 電話か来館(9月15日10時～)   
■パーソナルカラー講座
自分 に 似 合う色を見 つ ける。1 0月9日
(金)10時～11時30分、成人先着8人、500円

 電話か来館(9月18日10時～) 
■包丁とハサミ研ぎのコツ
砥

と

石
い し

の扱い方と研ぎ方の実践。10月12
日(月)10時～12時、成人先着8人、300円

篠原地区センター
〒222-0022 篠原東2-15-27

 423-9030　  423-9032　休 9月23日

■地区担当の民生委員をお知らせ
75歳以上の1人暮らし高齢者向け。9月12
日～10月31日(土) 

 運営企画係 
 540-2338　  540-2368

■移動図書館巡回日程
貸出・返却・予約した本の受取。●南日
吉団地管理事務所前：9月18日、10月2日
(金)、14時～15時30分、●綱島東三丁目
公園：9月23日、10月7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

■生ごみを土にかえそう説明会
9月24日(木)10時～11時10分、区役所中
庭　※荒天中止

 資源化推進担当
 540-2244　  540-2245

■新
に い

治
は る

恵みの里サツマイモ収穫体験
10月18日(日)(荒天時25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、先着15
組(1組4人まで)、1組1,800円

 ホームページ(9月15日～)新治恵みの
里へ

 北部農政事務所 
 948-2480　  948-2488

■ボランティアポイント登録研修会
10月22日(木)13時～15時30分、新田地
区センター、65歳以上で横浜市の介護保
険証をお持ちの人、先着50人

 電話かファクス(9月15日～)[必要事項]
を記入し、よこはまシニアボランティアポ
イント事務局へ  

 671-0296　  671-0295

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
しの補足情報等を掲載して
います。

男性のための自彊術教室・
自彊術で体を整えよう
日本古来の健康体操で、続ける
ことで生活習慣病の予防や改
善につながります。
ヨガマット・タオル・飲み物・靴
下を持参し、動きやすい服装で
参加してください。

しのはらおはなしの会
読み慣れた物語でも、人に読ん
でもらうことで気付ける発見が
あるかもしれません。交流の場
としても楽しめます。

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）

●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

区役所からの
   お知らせ

地区担当の民生委員をお知らせ
居住地区を担当する民生委員
を書類でお知らせします。体調
や日常生活の心配事を民生委
員に相談してください。区内の
75歳以上の1人暮らし高齢者全
員が対象というわけではありま
せん。

秋季ひよこテニス大会
初心者向けのダブルス大会で
す。申込開始は9月18日～です。

■朗読の部屋
重
し げ ま つ

松清
きよし

「砲丸ママ」ほかを朗読。9月12日
(土)15時～16時、成人、当日先着10人
■おはなし会
①ひろばおはなし会：9月16日(水)、3～6
歳、当日先着12人、②紙芝居の日：9月19
日(土)、当日先着12人、③ひよこのおはな
し会：9月24日、10月8日(木)、1～3歳児と
保護者、当日先着各6組、④一

い ち

土
ど

のおは
なし会：10月3日(土)、小学生以上、当日
先着12人、⑤えいごd

デ

eおはなし会：10月
10日(土) 、当日先着12人、①②④⑤15時
～15時30分、③11時～11時30分  
■大人のための朗読会
泡
あ わ

坂
さ か

妻
つ ま

夫
お

「匂い梅」ほかを朗読。9月26日
(土)15時～16時、成人、当日先着10人

港北図書館
〒222-0011 菊名6-18-10

  421-1211　  431-5212　 休 9月23日

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。

ボランティアポイント登録研修会
よこはまシニアボランティアポ
イントの登録研修会です。介護
施設や地域ケアプラザ等でボ
ランティア活動するとポイント
がたまり、たまったポイントを
寄付・換金できます。

大倉山記念館オープンデイ
ホールや集会室等を見学でき
ます。普段入ることのできない
塔屋(屋上)ツアーも開催します
(予約不要)。

日本伝統文化体験ワークショップ
藍染めでは藍特有の香りを楽
しみながらオリジナルハンカチ
作りを体験し、ちぎり絵では日
本独特の繊細な表現方法や折
り紙との違いを体験できます。

「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。

大倉山記念館
　〒222-0037 大倉山2-10-1

　  544-1881　  544-1084 　休第2月曜

毎年10月に開催している「菊名ウォーター
プラザまつり」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します。ご理
解のほどよろしくお願いします。

 水道局お客さまサービスセンター　  8
はちよんなな

47-6262　  848-4281

菊名ウォーター菊名ウォーター
プラザまつりプラザまつり
の中止中止について
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 電話か来館(9月16日10時～)
■自彊術で体を整えよう
10月21日・28日(水)、全2回、13時15分～
14時45分、先着8人、1,000円　

 電話か来館(9月30日10時～) 

■日吉おはなし会
読み聞かせや紙芝居等。9月24日、10月8
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3B体操教室
手具を使って楽しく遊びながら体操。10
月8日・22日、11月12日・26日、12月10日
(木)、全5回、①9時15分～10時15分、②
10時30分～11時30分、①②3歳以下の
歩ける子と保護者、抽選各12組、800円

 往復はがき(9月18日必着)参加者全員
の[必要事項] と希望時間(第2希望まで)、
子の性別・月齢を記入
■つまみ細工にチャレンジ
つまみ細工の基本を学び、髪飾りを作
る。10月15日・29日(木)、全2回、9時30分
～11時、抽選10人、1,300円　

 往復はがき(9月18日必着)[必要事項] を
記入
■イギリス刺

し

繍
しゅう

にチャレンジ
10月15日・29日(木)、全2回、12時30分～
14時30分、抽選10人、1,800円　

 往復はがき(9月18日必着)[必要事項] を
記入

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

■おはなしのへや
絵本の読み聞かせや手遊び等。9月19日
(土)11時～11時40分、先着12人

 電話(9月15日10時～)   
■マルセイユ石けんを作る
自然の恵みが詰まった石けん作り。10月6
日(火)10時～12時、成人先着10人、700円

 電話(9月17日10時～) 
■秋の園芸 こけ玉作り
手のひらサイズのこけ玉作り。10月13日
(火)14時～16時、成人先着13人、1,600円

 電話(9月19日10時～)   
■芭

ば

蕉
しょう

と俳諧「おくのほそ道」
10月15日・29日、11月5日・19日、12月3日
(木)、全5回、14時～15時30分、成人先着
13人、2,500円　

 電話(9月24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 9月23日

■おもちゃの病院
おもちゃの修理。10月10日(土)10時～13
時、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(9月20日10時～) 

綱島地区センター
〒223-0053 綱島西1-14-26

　  545-4578　  531-5771　休 9月23日

■土曜の朝の体操教室
音楽に合わせて楽しく体を動かす。10月
3日～12月19日の土曜(11月14日・21日除
く)、各全10回、①9時15分～10時15分、
②10時35分～11時35分、①②18歳以
上、先着各26人、3,000円

 電話か来館(9月16日10時～) 
■背骨コンディショニング体操
肩こりや腰痛予防の体操。10月5日～12
月14日の月曜(10月26日除く)、全10回、
13時30分～14時30分、18歳以上、先着
10人、5,700円(セラバンド代700円含む)

 電話か来館(9月16日10時～)
■おいもほりに行こう
親子でイモ掘りを体験。10月12日(月)(雨
天時21日)、10時～11時、堤農園、1～3歳
児と保護者、先着20組、300円　

 電話か来館(9月17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

イギリス刺繍にチャレンジ
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つく
ります。

芭蕉と俳諧「おくのほそ道」
俳諧について学び、芭蕉が俳諧
に与えた影響や、芭蕉の人生と
作品を「おくのほそ道」を中心
に解説します。講師は古典文学
研究家の山

や ま

田
だ

喜
き

美
み

子
こ

氏です。

 区生活支援センター
 475-0120  475-0121

区生活支援センター区生活支援センター
からのからのお知らせお知らせ

休館日
日曜、年末年始
(12月29日～1月3日)

居場所提供
10時30分～19時30分
(土曜は16時30分まで)

電話相談
10時～13時、14時～18時
(土曜は10時～17時)

10月1日から休館日等を
変更します。

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 9月23日

■師岡おはなしの部屋　
絵本の読み聞かせや紙芝居等。9月17日
(木)11時～11時20分、未就学児と保護
者、当日先着10組　
■室内で快適 布草履
着なくなったTシャツで布草履を作る。10
月6日(火)13時～16時、先着10人、500円

 電話(9月15日10時～)  

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
おはなし会ワークショップ参加者の発表
会。9月24日(木)10時～13時、先着20人、
未就学児と保護者

 電話(9月17日～) 

■土曜日両親教室
育児・沐

も く

浴
よ く

の講座。①10月3日(土)：どろっ

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　

※1～3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産後エクササイズ ねんねクラス
赤ちゃんと一緒に楽しむ運動。10月5日・
19日(月)、10時30分～11時30分、4～7か
月の子と母親、先着各13組、820円

 ホームページ(9月15日～)
2女性の労働サポート相談
労災や雇用保険、社会保険、年金等の相
談。10月5日(月)、①13時～13時50分、②
14時～14時50分、③15時～15時50分、
①②③女性先着各1人　

 電話か直接(9月15日～)
3映画上映『火

ひ

火
び

』
女性陶芸家の半生を描いた物語。10月
25日(日)、①10時～12時、②14時～16
時、①②先着各90人、900円　

 電話かホームページか直接(9月15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

■善意銀行(寄託6月1日～30日)
(株)スローハンド・リレイション、長谷川
ミワ子、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
〒222-0032 大豆戸町13-1吉田ビル206

 547-2324　  531-9561  休第1日曜

4ショーケースギャラリー
大
お お

野
の

陽
は る

生
き

展。9月26日(土)～12月13日(日)
5 W

ウ ェ ル カ ム

elcome! ロビーコンサート
9月27日(日)12時～12時40分

横浜市民ギャラリーあざみ野 4・5
 910-5656　  910-5674

ショーケースギャラリー
モデリングの手法で、人型の塑
像を制作する大野陽生氏の作
品を展示します。パテやワック
スなどの軽量な素材を用い、作
家の手の痕跡を残しながら制
作された小さな像は、軽やかで
ユーモラスでもあり、現代的な
フィギュアを思わせます。

Welcome!ロビーコンサート
地元企業のハイエンドオーディ
オ機器を使用した、気軽で楽し
いオーディオコンサートです。

ぷサテライト、②10日(土)：城郷小机地域
ケアプラザ、③17日(土)：どろっぷ、④31
日(土)：日吉本町地域ケアプラザ、①③10
時～11時15分、②④10時～11時、①②
③④区内在住の出産予定月が2021年2
月で初出産の夫婦(妊婦のみも可)、抽選
各8組

 ホームページ(9月20日まで)
■あっぷっぷ
触れ合い遊びやママトーク。①10月14
日・28日(水)：どろっぷ、②7日・21日(水)：
どろっぷサテライト、①②10時30分～11
時40分、2～4か月の第1子と保護者、先
着各6組　※おくるみかバスタオル持参

 ホームページ(9月16日～)
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区役所使用欄　(受付日　　　　)( 送付日　　　　)　自治会町内会名　(　　　　　　　　　　　　　　)

防犯カメラ

地域防災拠点訓練の様子

交通安全キャンペーンの様子

自治会町内会は、地域の安全を守り、
地域の皆さんが安心して生活できるよう活動をしているよ

キリトリセン

氏 名 住所 電話番号港北区

絆づくり に加入しましょう

自治会町内会　入会届

安全安心なまちづくり安全安心なまちづくり
積極的な防犯カメラの設置により地域
の安全を確保し、安心して暮らせるま
ちづくりを推進しています。区内には、
70 台以上の防犯カメラが設置されて
います。

災害発生時に開設される｢地域防災拠
点｣では、自治会町内会等地域の皆さ
んを中心とした運営委員会が、拠点の
運営を行います。平時には、訓練や防
災備蓄品等の管理をしています。

駅周辺等で実施する交通安全
キャンペーンにおいて、交通安
全関係団体等と一緒に啓発用
チラシなどを配布して交通安全
を呼び掛けています。

居住地域の自治会町内会の役員の方へ伝えるか、
「自治会町内会 入会届」に記入し、ファクスかホー

ムページか郵送で地域活動係へ

自治会町内会に加入したい方は･･･

※ご記入いただいた個人情報は、お住まいの地区の自治会町内会が、入会手続や自治会町内会活動に係る連絡にのみ使用します

地域の

 地域活動係  　 540-2234   　 540-2245

いざという時に備えて

交通安全活動

贈呈式の様子

寄贈された児童書

ごみと資源物についてごみと資源物についてのお願いのお願い

　台風や豪雨などの荒天時は、
道路状況や安全確保のため、ご
みと資源物の収集が遅れたり、
収集できない場合があります。
　その場合は、市ホームページ
や横浜環境情報のツイッターア
カウントでお知らせします。
　ご迷惑をおかけしますが、ご
理解くださいますようお願いし
ます。

横浜環境情報のツイッター

横浜市　ごみ・リサイクル   検索

市ホームページ
（ごみ・リサイクル）

荒天時は、強風により
転倒したり、排出され
た資源・ごみが飛ばさ
れる危険があります

｢ヨコハマ 3
スリム
R 夢！｣

マスコット　イーオ
へら星人　ミーオ

　社会貢献活動の一環として、第一生
命保険株式会社新横浜支社様から港
北図書館に児童書 16 冊を寄贈いただ
きました。ありがとうございました。
　この寄贈は、「長引く臨時休校の中で、
子どもたちに夢を与えることはできない
か」という考えから、実現されたものです。
　いただいた児童書は図書館に配架さ
れ、誰でも自由に借りることができます。

児童書を寄贈いただきました

ふるさと港北ふれあいまつり ふるさと港北ふれあいまつり oo
オ ン

nn--ll
ラ イ ン

ineine
　今年はインターネット上でふれあいま
つりを開催します。スマートフォンが1台
あれば参加できます。
　皆さんの活動を発表しませんか。

区内で活動している団体(任意団体も可)
※その他、公序良俗に反しない等の条件あり

詳細はこちら
 ホームぺージ（9月中旬～）

 資源化推進担当　  540-2244 　  540-2245

参加団体参加団体
募集！募集！

 地域活動係　  540-2234 　  540-2245

豪雨台風 など 荒天時の

20202020

応募資格
応募方法


