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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

マークの説明 …電話、 …ファクス、 …E メール、
…申込、 …問合せ

篠原地区センター
〒222-0022 篠原東2-15-27　

 423-9030　  423-9032　休 9月21日

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  

■イタリア料理教室
フィレンツェ出身の講師から学ぶ。10月2
日(土)10時～13時、18歳以上、先着9人、
2,300円

 電話か来館(9月18日10時～) 
■土曜の朝の体操教室 秋
音楽に合わせて楽しく体を動かす。10
月2日～12月25日の土曜(10月9日、11月
20日除く)、各全11回、9時15分～10時15
分、10時35分～11時35分、18歳以上、先
着各32人、3,300円

 電話か来館(9月17日10時～)
■背骨コンディショニングG体操
肩こりや腰痛予防の体操を学ぶ。10月4
日～12月20日の月曜(10月25日、11月22
日除く)、全10回、13時30分～14時30分、
18歳以上、先着12人、5,000円

 電話か来館(9月15日10時～)

菊名地区センター
〒222-0011 菊名6-18-10　

 421-1214　  431- 4101　休 9月21日

問合せや申込は各施設へ。
㊡ は通常の休館日

港北図書館
〒222-0011 菊名6-18-10

 421-1211　  431-5212   休 9月21日

■朗読の部屋
浅
あ さ

田
だ

次
じ

郎
ろ う

「うたかた」(『見知らぬ妻へ』
より)ほかを朗読。9月11日(土)15時～16
時、成人、当日先着20人
■おはなし会
①ひろばおはなし会：9月15日(水)、3～
6歳児、②紙芝居の日：9月18日(土)、③
一
い ち

土
ど

のおはなし会：10月2日(土)、小学生

■大倉山記念館オープンデイ
全館を自由に見学。9月12日(日)10時～
17時
■秋の花

は な お と

音コンサート　
10月15日(金)18
時30分～19時30
分、成 人 先 着 4 0
人、2,000円

 電話か来館(9
月15日10時～)

中
な か が わ

川彩
あ や

氏

大倉山記念館
　〒222-0037 大倉山2-10-1

　  544-1881　  544-1084 　休第2月曜

■ハロウィーンフォトスポット　
作り方配布：9月30日(木)まで、飾り受付：
9月18日(土)～30日(木)、フォトスポット設
置：10月1日(金)～31日(日)

作品例

■秋の星空めぐり
季節の夜空の話と星座柄のペン立て作
り。10月16日(土)10時～11時30分、小学
生(2年生以下は保護者同伴)、先着10人、
350円

 電話か来館(9月18日10時～、要保護
者申込)
■親子学級このゆびとまれ　
11月4日～12月16日の木曜、全7回、10時
～11時30分、開始時2歳の子と保護者、
抽選15組、1組2,500円

 往復はがき(10月9日必着)参加者全員
の［必要事項］と子の月齢、性別を記入

■おはなしたんぽぽ
絵本の読み聞かせや折り紙、手遊び等。
10月8日(金)10時30分～11時、未就学児
と保護者、抽選10組　

 電話かウェブサイト(9月30日まで)
■生ごみブレン土

ド

とミニ寄せ植え
土壌混合法の説明と多肉植物のミニ寄
せ植え。10月11日(月)10時～11時30分、
先着8人、500円

 電話か来館(9月15日～)

以上、④えいごd
デ

eおはなし会：10月9日
(土)、①～④15時～15時30分、当日先着
各20人

■グラウンドゴルフ交流大会
10月24日(日)9時～13時、新横浜公園、
区内在住か在勤か在学者のチーム(6人
1組)、抽選24組、1組3,000円　※雨天時
10月30日(土)　※説明会あり(10月16日
(土)17時30分～、要出席)

 所定の用紙(9月30日必着、ウェブサイ
トからも入手可)を郵送で、区さわやかス
ポーツ普及委員会へ

 080-4654-5030(遠藤)
■区民剣道大会
10月31日(日)9時～17時、県立武道館、区
剣道連盟登録者、先着150人、1,000円(小
学生500円)

 ウェブサイト(9月15日～)区剣道連盟へ
■区ペタンク大会
11月14日(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年生以上のチーム(3人1組)、抽選
48組、1組1,000円　※雨天時11月28日(日)

 ウェブサイトか所定の用紙(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

「所 定 の 用 紙」は生 涯 学 習 支 援 係（
540-2238 540-2245）や地区センター
にあります。

センターへ
 区民活動支援センター

・  540-2246

区役所からの
　お知らせ

■民生委員による高齢者訪問　
9月15日(水)～10月31日(日)

 運営企画係
 540-2338　  540-2368

■もの忘れ相談
専門医が認知症等の相談に応じる。9月
16日(木)、14時～、15時～(各1時間)、区
役所、先着各1人

 電話(受付中)高齢者支援担当へ
 540-2327　  540-2396

■ひきこもり等専門相談
ひきこもり等の困難を抱える若者の専門
相談。9月21日、10月5日(火)、13時30分～、
14時30分～、15時30分～(各50分)、区役
所、15～39歳の若者と家族、先着各1組

 電話(受付中)こども家庭支援課へ
 540-2388　  540-2426

■移動図書館巡回日程
貸出・返却・予約した本の受取。●綱島
東三丁目公園：9月22日、10月6日(水)、14
時10分～15時30分、●南日吉団地管理
事務所前：9月24日、10月8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

■こども「紙芝居づくり」教室　
10月2日・9日(土)、全2回、10時～12時30
分、港北図書館、区内在住か在学の小学
生、抽選10人　

 ウェブサイト(9月20日まで)生涯学習
支援係へ

 540-2238　  540-2245
■10分ラジオ体操リーダー養成講座　
①10月15日(金)10時～12時：下田地域ケ
アプラザ、②11月29日(月)14時～16時：
区役所、①先着15人、②先着20人　

 電話かファクス(9月15日～)高齢者支
援担当へ

 540-2328　  540-2396
■新

に い

治
は る

恵みの里 サツマイモ収穫体験
10月17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4人まで)、先着15組、1
組2,000円　※荒天時10月24日(日)

 ウェブサイト(9月15日0時～)新治恵み
の里へ 

 北部農政事務所
 948-2480　  948-2488

■横浜と川崎のはざまを歩く　
10月20日(水)9時30分～12時、日吉駅(東
急線)集合、抽選50人、500円　※荒天中止

 港北ボランティアガイドの会ウェブサ
イトか往復はがき(10月5日必着)参加者
全員の［必要事項］を記入し、区民活動支援

10 分ラジオ体操リーダー養成講座
ラジオ体操やレクリエーション
の効果的な方法を、講義と実践
で学びます。フォローアップ講
座(2022年3月3日(木)10時～12
時、区役所)の受講が必要です。

こども「紙芝居づくり」教室
自由な発想で自分だけのお話
の紙芝居を作ります。みんなの
前で完成した紙芝居を発表し
て、全員で楽しみましょう。

民生委員による高齢者訪問
居住地区を担当する民生委員・
児童委員が75歳以上の高齢者
世帯を訪問し、近況や日常の心
配事、緊急連絡先等を聞き取り
ます。　※全ての75歳以上の
高齢者世帯が対象となるわけ
ではありません

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。

ミズキーの
　　一言メモ

横浜と川崎のはざまを歩く
港北ボランティアガイドの案内
の下、市境を流れる矢上川付
近の神社等を巡ります。太

お お

田
た

道
ど う

灌
か ん

が見たであろう夢をたどる約
3.5キロメートルのコースです。

秋の花音コンサート
秋に美しく咲き誇るバラにちな
んだコンサートです。ピアノソ
ロや口笛とピアノのアンサンブ
ルで、さまざまなジャンルの作
品を楽しめます。

ハロウィーンフォトスポット
トイレットペーパーの芯を使っ
た飾りの作り方を書いた用紙を
配布します。家で作ってセンター
に飾り、すてきなフォトスポット
を一緒に作り上げませんか。
※飾りは持ち帰りできません

親子学級このゆびとまれ
親子の触れ合いを中心とした2
歳児学級です。子の集団生活体
験や親同士の情報交換の場と
しても活用できます。

8月2日～6日、9日～13日の10
日間、慶應義塾大学と区は連
携協定に基づき、「オンライン
ラジオ体操」を開催しました。
横 浜にゆかりのあるプロス
ポーツチームの選手やマス
コット、地域関係者、港北区ミ
ズキーも参加しました。各日
600人以上が参加し、幅広い
世代の人が夏の風物詩を楽し
みました。

オンラインラジオ体操
夏休みの朝、港北を元気に！
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■師岡おはなしの部屋
絵本の読み聞かせや紙芝居等。9月16日
(木)11時～11時20分、未就学児と保護
者、当日先着10組
■クロスステッチ講座
刺しゅうを楽しみながら、脳のトレーニン
グ。10月22日(金)13時～15時、成人先着
15人、1,400円　

 電話(9月22日10時～)   
■ひねって笑って川柳講座
課題は「醍

だ い

醐
ご

味
み

」で、句会にも挑戦。10
月23日(土)13時～15時30分、成人先着8
人、300円

 電話(9月16日10時～)
■エンディングノート講座
区版エンディングノート(医療)の書き方
講座。10月27日(水)13時30分～15時、区
内在住の成人、先着15人

 電話(9月15日10時～)

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7日

■ママにエールきくなこみっこ
子どもを遊ばせながらの楽しいおしゃべ
り。9月24日(金)10時～12時、4歳未満の
子と保護者、先着5組

 電話(9月17日10時～)
■親子アウトドアグッズ手作り講座　
9月26日(日)10時～11時30分、小学生以
上の子と保護者、先着6組、1組300円

 電話(9月15日10時～)   

作品例

■秋の園芸ほっこりこけ玉作り　
10月12日(火)14時
～16時、成人先着10
人、1,600円

 電話(9月22日10時
～)

作品例

■親子でゆったりおはなしのへや
絵本の読み聞かせや手遊び等。10月16
日(土)11時～11時40分、先着12人

 電話(9月25日10時～)   
■優しいスマホ・タブレット教室　
10月30日(土)10時～11時30分、60歳以
上、先着10人、300円　※スマホかタブ
レット、充電器持参

 電話(9月22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21日

■日吉おはなし会
読み聞かせや紙芝居等。9月23日(木・
祝)11時～11時30分、未就学児と保護
者、当日先着10組
■親子のびのび体操教室
10月14日・28日、11月11日・25日、12月9日
(木)、全5回、9時30分～11時、開始時2～3
歳の子と保護者、抽選15組、1組700円

 来館か往復はがき(9月18日必着)参加者
全員の［必要事項］と子の月齢、性別を記入

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

■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｡9月23日(木・
祝)10時30分～11時､未就学児と保護者､
当日先着10組
■秋のチョークアート
コスモスを描く。10月19日(火)13時～15
時、18歳以上、先着8人、1,500円

 電話(9月28日～)

作品例

新田地区センター
〒223-0056 新吉田町3236

 591-0777　  591-0045　休第2月曜■つなしま絵本読み聞かせの会
絵本や紙芝居の読み聞かせと親子交流。
9月22日(水)10時45分～11時15分、未就
学児と保護者(2人1組)、当日先着12組　
■ケークサレで簡単朝食作り　
10月17日(日)10時～12時30分、成人先着
9人、2,000円　

 来館(9月15日9時～、10時から電話可) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  作品例

■ママとベビーエクササイズ　
10月20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(9月16日9時～、10時から電話可)
■親子体操教室
親子で楽しく、仲良く、元気よく体操。10
月21日、11月4日・18日、12月2日・16日
(木)、各全5回、9時20分～10時20分、10
時35分～11時35分、開始時2～4歳児と
保護者(2人1組)、先着各25組、1組2,000円

 来館(9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 9月21日

■城郷小机落語会
10月20日(水)13時～14時30分、先着12人、
600円(2人以上の申込は1人500円)

 電話か来館(9
月22日10時～)

恋
こ い な ん て い

南亭真
ま

っ平
ぴ ら

氏

■木曜午後の健康ヨガ
午 後 の ひととき、ヨガで 心身リフレッ
シュ。10月21日～12月23日の木曜(11月4
日、12月2日除く)、全8回、13時30分～14
時30分、18歳以上、先着12人、4,000円　

 電話か来館(9月22日10時～)
■こども将棋教室 秋～冬
駒の動かし方から学び楽しくレベルアップ。
10月22日、11月5日・12日・26日、12月10
日・17日、2022年1月14日・28日、2月4日・
18日(金)、全10回、16時15分～17時45
分、5歳～小学生(2年生以下は保護者同
伴)、先着12人、3,000円

 電話か来館(9月15日10時～、要保護
者申込) 

■ゼロ歳児教室　
10月26日、11月16日、12月21日、2022年1
月25日、2月22日(火)、全5回、10時～11時
30分、開始時8か月未満の子と母親(2人1
組)、先着10組、1組2,000円　

 来館(9月17日9時～、10時から電話可)
■親子で簡単水族館づくり　
11月7日(日)10時～11時30分、6歳～小
学3年生の子と保護者(2人1組)、先着7
組、1組500円

 来館(9月18日9時～、10時から電話可)

作品例

■幼児教室　
11月17日、12月15日、2022年1月12日、2月
2日、3月2日(水)、全5回、10時～11時30分、
2019年11月～2020年4月生まれの第1子
と母親(2人1組)、先着10組、1組2,000円

 来館(9月19日9時～、10時から電話可)

ケークサレで簡単朝食作り
野菜を使ったケークサレ(塩味
のケーキ)やマフィンを作りま
す。料理は持ち帰ります。地産
地消の啓発講座です。

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。

ゼロ歳児教室
手遊びや歌、散歩等を通じて、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。

幼児教室
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。

親子で簡単水族館づくり
魚を操る水族館をペットボトル
で作ります。SDGs啓発講座です。

親子アウトドアグッズ手作り講座
キャンプ等で使える「ロマンチッ
クランプ」と「ペットボトル水道」
を作ります。防災グッズとしても
役立ちます。

秋の園芸ほっこりこけ玉作り
手の平に乗る大きさのこけ玉に
数種類の草花や枝ものを植え
て、季節を楽しみましょう。自然
と触れ合うことで心にゆとりが
生まれます。

優しいスマホ・タブレット教室
個々の悩みに答えます。コロ
ナ禍

か

でなかなか会えない家族
や友人とビデオ通話をしませ
んか。Z

ズ ー ム

oomで開催される企画
に参加したい人向けに、優しく
ゆっくり進める教室です。最後に
Zoomの体験をします(予定)。
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本紙の情報は区ウェブサイトに掲載しています

アイデアいっぱいのオリジナルロケットをデザイ
ンしてみませんか。入賞したロケットは大会終了
後、区役所内に展示します。

・  生涯学習支援係　 540-2239 540-2245

前回の作品

⃝今年度はデザイン部門のみの募集
となります。

⃝募集要項及びペットボトルロケット
の作り方は、ウェブサイトに掲載し
ています。

⃝大会当日は、デザインしたペットボトルロケットを持参してください。
※飛ばすことはできません

日時

申込

場所

11月3日(水・祝) 9時〜12時
受付：8時30分〜8時50分

鶴見川樽町公園

ウェブサイトかファクス(10月
17日まで)［必要事項］と学年、E
メールアドレスを記入し、生涯
学習支援係へ

注意事項

ウェブサイト
はこちら

綱島駅東口駅前地区
第一種市街地再開発事業の都市計画決定等について

市素案説明会と市素案縦覧(閲覧)を実施し、公聴会における公述申出を受け付けます。
※ウェブサイトが閲覧できない場合は、問合せ先まで連絡してください

 都市計画手続について　：建築局都市計画課　  671-2657　 550-4913
　  都市計画の内容について：都市整備局綱島駅東口周辺開発事務所　 531-9601 531-9605

２. 市素案縦覧(閲覧)、公聴会における公述の申出

３. 公聴会
日 時 11月16日(火) 9 時公開開始

10 月 5日(火) ～19日(火) ※土・日曜除く

企画調整係(区役所4階42番窓口)へ

9月17日(金)～9月27日(月) ［回答：10月4日(月)公表予定］

9月17日(金)～10月19日(火)

市ウェブサイト上での書面による意見の公開

  横浜市公聴会　検索

１. 市素案説明会

横浜市 市素案説明会 検索
市ウェブサイト上での動画配信

方 法

日 時 方 法

期 間

縦 覧

閲 覧

質問書の受付
【1 次】
【2 次】

※公述申出があった場合に開催します。
開催の有無は、10月21日(木)以降にウェブサイトか
建築局都市計画課に電話で確認してください

※10人以上の公述申出があった場合は抽選

 ウェブサイトか公述申出書※(10月19日17時15分
必着)を郵送か直接、 建築局都市計画課へ
※［必要事項］と案件名(綱島駅東口駅前地区)、

意見の要旨を記入(様式自由)

建築局都市計画課か都市整備局綱島駅東口
周辺開発事務所の窓口へ(8時45分～17時15分)

9月28日(火)～10月6日(水) ［回答：10月13日(水)公表予定］
 ウェブサイトか質問書(様式自由)を郵送か直接、建築局都市計画課(〒231-0005 中区本町6-50-10)へ

(c) 2020 LOTTE 
ENTERTAINMENT All Rights 

Reserved.

■善意銀行(寄託6月1日～30日)
港北三

さ ん

曲
きょく

会
か い

、(株)セレスポ 横浜支店、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

   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・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映画上映
「82年生まれ、キム・ジヨン」。10月23日

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
①9月23日(木・祝)、②10月11日(月)、①②
10時～13時、未就学児と保護者、先着各
20組
①の  電話か来館(9月15日～)
②の  電話か来館(9月23日～)

■介護のプロが勧める健康体操教室
毎日できる大きな動きのある簡単体操。
9月29日(水)10時～11時、60歳以上の市
民、先着20人

 電話か来館(9月15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

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(9月12日除く)・月曜、祝日、9月14日

■土曜日両親教室
育児・沐

も く

浴
よ く

の講座。①10月2日(土)：高田
地域ケアプラザ、②10月9日(土)：どろっ
ぷ、③10月16日(土)：どろっぷサテライト、
④10月30日(土)：日吉本町地域ケアプラ
ザ、①～④10時～12時、区内在住の出産
予定月が2022年2月で初出産の夫婦(妊

婦のみも可)、抽選各12組　
 ウェブサイト(9月19日まで)

■あっぷっぷ
触れ合い遊びやママトーク。①10月6日・
20日(水)：どろっぷ、②10月6日・20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8組　※おくるみかバスタオル持参

 ウェブサイト(9月15日～)
■助産師とみんなの知恵袋
授乳や離乳食、ママの体調の話。10月12
日(火)13時30分～14時30分、どろっぷサ
テライト、未就学児と保護者、先着8組

 ウェブサイト(10月1日～)
■両親教室(オンライン)
育児・沐浴のオンライン講座。①10月
16日(土)10時30分～12時、②10月22日
(金)19時～20時30分、①②区内在住の
出産予定月が2022年2月で初出産の夫
婦(妊婦のみも可)、抽選各12組

 ウェブサイト(9月19日まで)

(土)、14時～16時、17時
～19時、先着各90人、
1,000円

 電話かウェブサイト
か来館(9月15日～)

2ひろばdeアート
家族で思い出の写真を撮ろう。10月24日
(日)、10時～、10時30分～、11時～、11時
30分～、13時30分～、14時～、14時30分
～、15時～(各30分)、未就学児と保護者、
先着24組(各3組)、1組1,000円

 電話(10月1日～)　  910-5724
3ジェンダーとアート
わたしらしさを広げる絵本の世界。10月
24日(日)14時～16時、先着40人、1,200円

 電話かウェブサイトか来館(9月15日～)
 横浜市民ギャラリーあざみ野 4・5

910-5656 910-5674

4ショーケースギャラリー　
9月25日(土)～12月12日(日)
5W

ウ エ ル カ ム

elcome!ロビーコンサート　
9月26日(日)12時～12時40分

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も行います。
時間中は出入り自由です。

ショーケースギャラリー
黄金町バザールの時期に合わせ、
黄金町エリアで活動するアーティス
ト常

つ ね

木
ぎ

理
り

早
さ

のインスタレーション
作品を展示します。

Welcome!ロビーコンサート
地元企業アキュフェーズ製品をは
じめ、屈指のオーディオを結集させ
た特別コンサートです。

広報相談係
テキストボックス
※内容変更

広報相談係
テキストボックス
出演者:浅葉裕文(あさば ひろふみ)内容:ジャズ・ギター・ソロコンサートスウィングギターの魅力あふれる演奏をお楽しみください。(協力:横濱JAZZ PROMENADE実行委員会)

広報相談係
長方形




