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【開庁時間】 月～金曜日 8時45分～17時　※祝休日・年末年始を除く

1月の土曜開庁日　13日・27日　9時～12時
※取扱業務は、戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部業務です。
　取扱いのできない業務もありますので、事前に各窓口にお問い合わせください

人口と世帯数
（平成29年12月1日現在）

世帯数…92,137世帯人口…214,038人

http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/
港南区ホームページ

編集・発行　港南区役所広報相談係（　847-8321 　846-2483）

No. 243

港南区役所 検索

    ～　ページは港南区版です

情報
発信中！

健康アクションこうなん５
  ～ふだんのくらしをけんこうに～…

特 集

・

（前月比 －65人） （前月比 －20世帯）

今年の目標は、「健康」で決まり！
ファイブ

　クイズに正解した人の中から、
抽選でお年玉をプレゼントします。
　ぜひ、チャレンジしてください。
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区の花 ひまわり

区の木 クロガネモチ

Ａ賞

このページのクイズと8・9ページのクイズ（Ｑ1～ 6）の両方に答えてください。正解した人の中から、抽選でお年玉を
プレゼントします。お年玉は、こうなん来夢※の3商品の中から選べます。
※区内にある障害がある人のための活動ホームや地域作業所の集まりです

【申込み】 1月26日までに はがき に答えと広報よこはま港南区版の感想、〒・住所・氏名・年代・性別・希望商品（Ａ・Ｂ・Ｃ賞）を
一つ書いて区役所広報相談係（〒233-0003 港南4-2-10、　847-8321 　846-2483）へ

 ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます（希望以外の賞品になる場合もあります）

クイズ

B賞

洋菓子セット 7人
クッキー・焼菓子の詰め合わせ 布巾・アクリルたわし・ストラップなど 昨年の6月号7ページで紹介しています

雑貨セット 5人 ひょうたんランプ 5人

外れた人の中からさらに抽選
で、ひまわりくんグッズを10
人にプレゼントします。

Ｗチャンス

らい　む

C賞

マスコット人形と簡易
ライトのセットだよ！

◀港南区ウォーキング推進
　キャラクターひまわりくん

区の花。太陽に向かって元気に成長する港南区のシンボルです
○○○○花火、○○○○エンジン、下町○○○○
早期発見・早期治療のために定期的に受けましょう（ヒント：特集を見てね！）
○○○がかなう、○○○が通じる、一生のお○○○
愛を英語で言うと？
建物の出入り口。大手○○、羅生○○
一審の判決に不服があるとき、上級の裁判所に再審査を求めること
ブリテンの国王が主人公のシェークスピア四大悲劇の一つ
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区制25周年に制定した区の木。赤い実がなります
忘れたら大変！ 海外旅行にパスポートは○○○○
ジンギスカン鍋の肉といえば？
言い負かされないように、反論・反証を用意しておくこと
視力を検査すること
2～4月が旬の細くとがった小魚。○○○○のような指
物の中心部・核。「熱心なファン」のことを「○○なファン」とも

1
2
3
4
6
8
12

クロスワードパズルの赤枠のマスに入った文字を
左から並べてできる言葉は何でしょう？
〈ヒント〉今月号の特集のテーマ。8・9ページをぜひご覧ください！

答え （4文字）
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冬は餅つき！ 野庭団地でつきたてのお餅を食べよう 第9回

区役所地域運営推進係（　847-8391 　842-8193）問合せ

高校生の部 
昨年度優勝チーム「ViA」

　「KOUNAN STREET DANCE CONTEST」は、高校生が自ら
企画・運営し、毎年ハイレベルなパフォーマンスが繰り広げられて
いるダンスコンテストです。プロダンサーの審査により順位を決定。
優勝チームには賞状・トロフィーと記念品を贈呈します。今年も出
場チームを募集します。

KOUNAN STREET DANCE
CONTEST（KSDC） 2018

出場チーム
募集！

　小・中学生とその家族向けのウォーキングイベントです。全3コー
スから好きなコースを選んで、青少年指導員と一緒にゴールの港南
ふれあい公園を目指しましょう。

Ａコース：元気に歩こう！
かながわ平和祈念館
（京急・地下鉄上大岡駅下車） 8時45分集合

Ｂコース：緑の中を歩こう！
地下鉄上永谷駅北側コンビニ前広場　8時45分集合

Ｃコース：日下フォトラリーウォーク
港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車） 9時30分集合

港南ひまわりウォーク
参加者募集

子どもも大人も
みんなで楽しく！

区役所青少年育成担当（　847-8396 　842-8193）問合せ

今月お知らせしたい情報を掲載しています

KSDC事務局（　848-0800 　848-0801）
区役所青少年育成担当（　847-8396 　842-8193）

問合せ

2月4日（日）10時～14時 ※雨天決行

野庭団地ショッピングセンター（バス停 野庭中央公園下車）

野庭団地ショッピングセンター センター会（　843-5515）

●子ども向け餅つき体験イベント
　野庭団地ショッピングセンターで、子ども向け餅つき体験イベントが開催されます。
　餅つきのほかに、子どもたちが楽しめる輪投げコーナーなどもあり、9月に開催さ
れた商店街プロレスに引き続いて、プロレスラーも来場します。
　餅つき体験に参加した先着100人の子どもには、つきたてのお餅をプレゼントし
ます。

日　時

会　場

問合せ

日　時

対　象

費　用

申込み

市内在学・在住の人を1人以上含む、小学生・中学生・高校
生チーム ※1チーム2～8人

1月15日までにKSDC2018公式ホームページから申込
み（エントリー料無料）の上、動画を提出
※演技時間は3分以内。ビデオ審査による予選会を実施
※本選出場チームは、1月28日ホームページ上で発表予定

3月4日（日）8時45分～13時
（Ｃコースは9時30分から）
※小雨決行

中学生以下（小学3年生以下は
保護者または引率者同伴）
※家族も一緒に参加できます

100円（保険料・軽食代含む）

1月31日までに申込書（区役所ほか
で配布）を郵送または直接、区青少年指導員協議会事務局
（〒233-0003 港南4-2-10 区役所青少年育成担当内）へ①Ｕ-15（小・中学生）の部：3月24日（土）13時30分～17時

②高校生の部：3月25日（日）13時30分～17時
※いずれも13時開場

区民文化センターひまわりの郷
（京急・地下鉄上大岡駅下車）

日時

会場

エントリー
条件

申込み

集合場所

詳細・申込みはこちら
KSDC2018公式ホームページ
　http://www.himawari-sato.com/
　ksdc2018/

こうなん ストリート ダンス コンテスト

●迫力満点の本選ステージにぜひご来場ください

区内の公共施設で働く嘱託員を募集します平成30年
4月1日採用

問合せ

市立保育園のアルバイト登録も随時受け付けています

保育士、時間外保育（朝・夕）、調理員 おおむね20歳以上 ※保育士・幼稚園教諭など資格保持者優遇

区役所運営担当（　847-8410 　842-0813）

●募集案内（申込書）は、下記期間に区役所窓口、区内行政サービスコーナーで配布、または区ホームページからダウンロードできます
●雇用期間は平成30年4月1日～平成31年3月31日 ※勤務成績が良好な場合、年度単位で更新可（年齢制限あり）
詳しくは募集案内をご覧いただくか、お問い合わせください

業務内容 応募要件

募集職種（業務） 勤務時間等 賃金等（月給） 問合せ応募資格
（平成30年4月1日現在）

募集案内配布・応募期間
（土・日曜日、祝休日を除く）

7時間30分／日（週30時間）
※ローテーション制

159，100円 65歳未満 1月11日（木）～25日（木） 区役所区民活動支援係
（　847-8394　 842-8193）

※勤務時間等・賃金等はいずれも29年度実績。月給のほかに、通勤手当相当分及び期末手当相当分を支給

市民活動・生涯学習
支援センター嘱託員
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凡  

例
　日時　　会場　　対象・定員　　費用　　申込み　　往復はがき　　はがき　　消印有効　　電話番号　　ファクス番号　　問合せ　　保育あり
　　  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」　　Eメールアドレス　　　※特に記載のない場合は無料、自由参加、締切日必着

区役所障害者支援担当
（　847-8446 　845-9809）へ

電話で区役所こども家庭係
（　847-8410 　842-0813）へ

検診名など 日時・会場など 申込み

　1月11日（木）・24日（水）、2月6日（火）・8日（木）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

1月11日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（　847-8438 　846-5981）へ

市のがん検診に関することは、横浜市けんしん専用ダイヤル（　664-2606 　664-2828、8時30分～17時15分 ※日曜日、祝休日を除く）へ
※市のがん検診は、区役所や地域会場のほか、市内の協力医療機関で受診できます。 胃がん（X線）・肺がん検診は年度内に1回受診できます
※70歳以上の人は保険証など年齢を確認できるもの、生活保護世帯の人は「休日・夜間等診療依頼証」の提示で無料になります
※27年中（1～12月）の所得による、市民税県民税が非課税か均等割のみ課税世帯の人は減免制度があります。事前に保険証を持参して区役所健康づくり係へ

　1月25日（木）10時～11時30分　　区役所3階（健診・検査フロア）
　おおむね1歳2か月以下で歯が2本以上生えた子と保護者22組（先着）

なかよしブラッシング

　1月31日（水）13時30分～15時　　区役所3階（健診・検査フロア）
　おおむね7・8か月児で1日2回食の子と保護者20組（先着）

離乳食教室

相
談

赤
ち
ゃ
ん
・
子
ど
も

が
ん
検
診

予約制

予約制

予約制

　1月12日（金）13時15分～15時　　区役所3階（健診・検査フロア）
　未就学児と保護者

乳幼児歯科相談 予約制

2月7日～27日に電話で結核予防会
（　251-2363、9時～12時 ※土・日
曜日、祝休日を除く）へ

胃がん検診
　3月16日（金）9時～11時15分
　西洗・港南プラザ自治会館（日限山4-10-2）
　40歳以上40人（先着） 　胃部Ｘ線撮影：1,570円

予約制

4月1日からの保育所等利用の
二次申請は2月9日（金）までです

4月1日から保育所等の利用を希望する場合で、一次申請に間に
合わなかった人などは、2月9日までに申請書を居住区の区役所
へ持参（17時まで）または郵送（必着）してください。

※ 申請書は区役所4階40番窓口や行政サービスコーナーで配布している
ほか、こども青少年局ホームページからもダウンロードできます

※ 郵送の場合には、宛名を「保育施設・事業（2号・3号認定用）二次申込」
とし、必ず居住区の区役所に送付してください

　区役所保育担当（　847-8498 　842-0813）

区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ

かるがもの家
（港南台9-28-3、
  　479-5572）

■ 里親制度説明会
親元で育つことのできない子どもを受
け入れ、愛情を持って育ててくれる里
親家庭を募集。短期間でも歓迎
　1月24日（水）10時～11時30分 　区
役所6階 　前日までに電話で南部児童
相談所（　831-4735 　833-9828）へ
■ 健康講話
 「毎日の生活から始める健康づくり」
　2月3日（土）13時30分～15時30分 
※13時受付開始 　区役所6階 　120
人（先着） 　当日直接会場へ 　区役所
健康づくり係（　847-8438  　846-5981）
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　1月11日・25日、2月8日いずれも木
曜日 10時～11時 ※荒天中止 　港南
台中央公園（JR港南台駅下車） 　当日
直接会場へ 　中央図書館サービス課
（　262-0050  　231-8299）

■ 予防が大切！ 脳卒中
 ～早期発見・早期治療が決め手！
治療や予防についての専門医による講話
　2月1日（木）14時～16時 　区役所6
階 　区内在住の人100人（先着） 　1月
11日9時から電話かファクスに   　　
を書いて区役所高齢者支援担当（　847
-8418 　845-9809）へ
■ 重症心身障害児者の方への支援を
 考える～介護者のお話、支援者のお話
　2月10日（土）10時30分～12時 　区
役所6階 　当日直接会場へ 　区役所
障害者支援担当（　847-8459 　845-
9809）
■ 無料口腔がん検診
　2月1日（木）14時～16時 　区役所3
階（健診・検査フロア） 　区内在住の
40歳以上20人（抽選） 　1月20日　ま
でに　に   　　と性別・生年月日を書
いて区役所健康づくり係口腔がん検
診担当（〒233-0003 港南4-2-10、　
847-8438 　846-5981）へ 　浅川歯科
医院（　845-1474）

おいしいと評判の
クッキー＆パウンドケーキはいかがですか 第9回

　「かるがもの家」で作っているパウンドケーキ4種類とクッキー5種類
は、利用者の皆さんが計量から仕込み、形成、焼成、包装と、一つひと
つの工程を丁寧に行っています。
　安心できる素材を使い、オリジナルのレシピで作るお菓子は、たくさ
んの皆さんから「おいしい」とうれしい声をいただいています。
　駅や地区センターの定期販売以外に、地域のイベントにも参加して

います。ご注文に応じて詰
め合わせもできますので、
ご進物などにも、ぜひご利
用ください。

NPO法人
「こころの健康を考えるかるがも会」

運営している
のはココ！

　精神に障害のある人の自立と社会参加を援助するほか、精神
障害についての知識の普及啓発活動などを行っています。現在
「かるがもの家」・「パステ
ル」の2か所の事業所と、2つ
のグループホームを運営して
います。
　「かるがもの家」では、利
用者の皆さんが社会性やコ
ミュニケーションスキルなど
を身に付け、自立や就労がで
きるよう、日々活動に取り組
んでいます。

問合せ

上大岡駅での販売活動



港南区版　／ 　　　　　　　 2018（平成30）年 1 月号　　2018（平成30）年 1 月号　／　港南区版　　　

～ふだんのくらしをけんこうに～

あるこう！
毎日 なくそう！

たばこの煙

やすもう！
しっかり

そして受けよう！
がん検診と健康診断

たべよう！
野菜

まもろう！
歯

早産・低体重児
出産

1日当たりの野菜足りてますか？

　港南区では、一人ひとりが健康づくりを実践できるよう、気軽に起こ
せる行動を合言葉にした「健康アクションこうなん5」を広めています。
　1月号では、皆さんの生活に最も身近な“たべよう！ 野菜”と“まもろう！ 
歯”について紹介します。毎日の生活に「健康アクション」を少しずつ
取り入れてみませんか？

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

港南区ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

調味料だけでなく、食品や汁物に
含まれる塩分にも気を付けましょう

1皿で70gぐらいの野菜が取れます
　　1日5皿以上が目安

食塩1gって

どれくらい？

350gって
このくらい

薄味でもおいし
く

食べるには？

横浜市民 望ましい量

具だくさん
みそ汁

ぬかみそ漬け
（きゅうり）3切れ

ロースハム
薄切り2枚

はんぺん
大2/3枚

塩鮭（甘口）
1/2切れ

野菜の煮物
（1/2皿）

おひたし 野菜サラダ 野菜炒め
（1/2皿）

平成21～23年 国民健康・栄養調査
横浜市分集計結果より

港南区食生活等改善推進員
（愛称：ヘルスメイト）

　「私たちの健康は私たちの手で」をスロー
ガンに≪栄養・運動・休養≫の3本柱のもと、
健康づくりの普及活動を行う、全国的に組
織されたボランティアです。
　区役所で開催する養成講座を修了すると、
誰でも会員として活動できます！

口から美味しく食
べるため

定期的に歯のチェッ
ク

お い

歯周病セルフチェック

チェックが一つでも付いたら、
すぐに歯科受診を！

□ 歯を磨くと出血する

□ 歯肉が赤く腫れている

□ 口の中がネバネバしている

□ 歯垢（プラーク）が付いている

□ 口臭が気になる

□ 歯肉が下がってきた

□ 歯がグラグラ動く

平成23年　
歯科疾患実態調査より

健康アクションこうなん5クイズ
抽選でプレゼントあり！ 

応募方法は、5ページをご覧ください

歯周病は全身疾患のリスクになります

細菌の種類 500～1000種類
細菌の数 歯垢1mg（つまようじの先ぐらいの量）
 当たり10億個

そのままにしておくと…

虫歯や歯周病、高齢者では誤嚥性肺炎などの原因になる可能性があります

詳しくは

1 毎日の歯磨き

2 定期的なチェック

　歯垢は、うがいでは落とせません。歯ブラシに加え、歯間ブラシ・デンタルフ
ロスで落としましょう。自分に合った歯ブラシ、歯間ブラシ・デンタルフロスの
選び方と磨き方について、歯科医師・歯科衛生士のアドバイスを受けましょう。

　かかりつけの歯科医院で定期的に
検診を受けましょう。 　市内在住の40・50・60歳の人は500円、70歳の人

は無料で、市内の実施医療機関で受診できます。
※市民税・県民税非課税の人などは事前の手続で無料

気管から
肺へ

骨がもろくなる

血行を通じて
全身へ

お互いの
原因に

動脈硬化症

心臓病

糖尿病

骨粗しょう症

肺炎

これが歯垢

（プラーク
）です

歯周病菌（顕微鏡画像）

答えは3月号に掲載します

港南区食生活等改善推進員会

会長　守分 光代さん

港南歯科医師会

会長　田川 攻さん

皆さんがふだんから実践していることや体験談を
紹介するウェブサイト。思わずにっこりするコメントに、

すてきな笑顔を添えてお届けしています。
笑顔が詰まった小箱のふたを、そっと開けてみましょう！

歯周病あなたは大丈夫？

おいしく食べて健康づくりに役立てましょう

5皿なんて
無理？

薄味はだんだん

慣れていきます
よ！

悪くなってから
治療するのではなく、

悪くならないように

ケアすることが大切です

まずはプラス1皿！

肥満の予防、生活習慣病の予防に効果的
腸内環境を改善する
抗酸化作用で老化・がん・動脈硬化などの予防に効果的

キャベツと紅しょうがの和え物

ほかにもあります
健康レシピ

横浜市民
（男性）

目標量

平成21 ～ 23年 国民健康・栄養調査 横浜市分集計結果より

横浜市民
（女性）

目標量

あ

短冊切りのキャベツと油揚
げをさっとゆでて、紅しょ
うが・しょうゆ・黒ごまと
和えるだけ！

クックパッド横浜市公式キッチン 検索

は

30歳以上の
約80％

し  こう

ご  えん

お口の中は細菌でいっぱい！

お口は、健康の入口。全身の健康のためにも、歯周病を予防・治療しましょう。

横浜市歯周病検診のご案内

横浜市　歯周病検診 検索

横浜市けんしん専用ダイヤル
　664-2606 　664-2828

問合せ

1日に5皿以上は食べたい野菜料理。ホ
ウレン草70ｇをゆでると、片手で1杯ぐ
らいになります。では、生のキャベツの
千切り両手1杯は何ｇぐらい？

Q1

Ａ 30ｇ　　Ｂ 70ｇ　　Ｃ 150ｇ

歯周病は30歳以上の人の何％ぐらいが
かかっている？

Q4

Ａ 10％　　Ｂ 40％　　Ｃ 80％

Q3
○ or ×

Q2
Ａ しょうゆ 小さじ1 Ｂ 顆粒調味料 小さじ1
Ｃ みそ 小さじ1と1/2 D 全部同じ

か  りゅう

歯ブラシで、歯の汚れ（歯垢＝プラーク）は、何％落と
すことができる？

Q6

Ａ 100％　　Ｂ 60％　　Ｃ 45％

食塩を一番多く含んでいるのはどれ？

血圧の高い人は、食塩を控えた方がよい？

Q5
○ or ×

歯周病は早産の原因になる？

もり わけ おさむ

たべよう！ 野菜 まもろう！ 歯

食塩取り過ぎていませんか？

歯をまもるために大切なこと！

ポットに
かつおぶし

湯を注ぐ簡単だしのとり方

★ 酢やかんきつ類の酸味、しょうがや柚子、わさ
びなどの香味を利かせる

★ しょうゆやソースは料理にかけるのではなく、
小皿に入れて少しずつ付ける

★ だしを使う

ゆ ず

煮干しと
水を入れて
一晩置く

特 集野菜たくさん　塩分ひかえめ
だしの旨味をたっぷりと

うま み

歯周病の
症状がある人

①歯ブラシ ②歯間ブラシ・デンタル
フロス

歯の面に
しっかりと当て、

表側 裏側

軽い力で動かす
150～200g

5～10㎜

45°

小刻みに
動かす

　実は多くの人がかかっ
ている歯周病。さまざま
な影響があることが分
かっています。

歯周病



凡  

例

●施設のイベントの申込み・問合せは各施設へ
●広報紙に掲載していない情報もあるので、詳細は

　日時　　会場　　対象・定員　　費用　　申込み　　往復はがき　　はがき　　消印有効　　電話番号　　ファクス番号　　問合せ　　保育あり
　　  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」　　Eメールアドレス　　　※特に記載のない場合は無料、自由参加、締切日必着

横浜カレンダー　港南区　お届け便 検索
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以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

広 告

　港南中央地域ケアプラザ

■ 認知症サポーター養成講座
　2月24日（土）13時30分～15時 　35
人（先着） 　1月11日9時から電話か直
接施設へ

■ 老後応援寺子屋
　～備えあれば憂いなし！
遺言・相続の話
　2月10日（土）13時～15時 　35人
（先着） 　1月11日9時から電話か直接
施設へ

■ 大人のための絵本たいむ
お茶を飲みながら、読書や絵本の紹介
　1月23日（火）10時～12時 　200円 
　当日直接施設へ ※子どもの同伴可

　下永谷地域ケアプラザ

■ 地域ボランティア向け講座
高齢者疑似体験と車いす操作
　1月23日（火）13時30分～14時30分 
　中永谷町内会館（地下鉄下永谷駅
下車） 　18歳以上40人（先着） 　1月
11日9時から電話か直接施設へ

　日下地域ケアプラザ

■ おもちゃの病院
　2月18日（日）10時～14時 　20点
（先着） 　部品代実費 　1月11日9時
から電話で施設へ

　日野南地域ケアプラザ

■ 在宅医療ってなんだろう？
医療ソーシャルワーカーによる講話
　2月22日（木）13時30分～15時 　30
人（先着） 　1月11日9時から電話か直
接施設へ

　東永谷地区センター

■ バレンタイン・チョコレート・
　ケーキ作りにチャレンジ！
　2月4日（日）10時～12時30分 　小・
中学生12人（小学1・2年生は保護者同
伴）（抽選） 　500円 　1月21日までに
　に　　  と学年、同伴保護者の氏名
を書いて施設へ

■ バルーンアートに挑戦
　2月25日（日）13時30分～15時30分 
　3歳～中学生15人（小学2年生以下
は保護者同伴）（抽選） 　200円 　2月
12日までに　に　　  と学年、同伴保
護者の氏名を書いて施設へ

■ おはなしの森
　1月25日（木）11時～11時30分 　未
就学児と保護者15組（先着） 　当日直
接施設へ

　港南台地域ケアプラザ

■ 焼きいも会
　1月18日（木）11時～12時 　港南台
中央公園くじら広場（JR港南台駅下
車） 　当日直接会場へ

■ 「ふるさとを語る」港南台支えあい
ネットワーク・拡大定例会

港南台第一中学校の卒業生が思いを
語る
　1月24日（水）18時30分～19時30分 
　40人（先着） 　1月11日9時から電話
か直接施設へ

■ 南部病院健康教室
心臓血管・呼吸器外科医による講話
　2月3日（土）14時～15時30分 　50
人（先着） 　1月11日9時から電話か直
接施設へ

■ サンタこども食堂
温かい食事をみんなで楽しもう
　2月2日（金）15時～20時 ※食事は
17時から。ラストオーダーは19時 　
50食（先着） 　保護者300円 　当日直
接施設へ

　永谷地区センター

■ 囲碁大会
　2月18日（日）9時30分～15時30分 
　10級以上50人（先着） 　1,000円 　
1月11日13時から電話か直接施設へ

■ 重ね煮料理教室
　2月23日（金）10時～13時 　18歳以
上16人（先着） 　900円 　1月11日13
時から電話か直接施設へ

■ 親子・夫婦で備えておきたい
　「お父さんの万が一」
①相続教室②個別相談会
　2月24日（土）①10時～11時15分②
11時30分から 　18歳以上①20人②
20組（先着） 　1月11日13時から電話
か直接施設へ

■ ひな祭り プレート作り教室
　2月10日（土）9時30分～11時30分 
　小学生以上15人（小学1・2年生は保
護者同伴）（先着） 　700円 　1月11日
13時から電話か直接施設へ

■ かんたん時短クッキング
　2月14日（水）10時～13時 　18歳以
上16人（先着） 　800円 　1月11日13
時から電話か直接施設へ

　港南台地区センター

■ バレンタインの贈り物
チョコレートケーキを焼いてみよう
　2月10日（土）9時30分～12時30分 
　小学生と保護者12組（先着） 　1,500
円 　1月11日13時から電話か直接施
設へ

■ 重ね煮料理を極める・冬
　2月14日（水）9時30分～12時30分 
　18歳以上16人（先着） 　1,000円 　
1月11日13時から電話か直接施設へ

　野庭地区センター

■ 《ひまわりの郷アウトリーチ事業》
　熱響！ 寒さも吹き飛ぶ
　「津軽三味線ライブ in 野庭」
　2月3日（土）14時～14時45分 　200
人（先着） 　1月11日10時から電話か
直接施設へ

■ バレンタインのお菓子作り
　2月11日（祝）10時～13時 　小学生
12人（小学3年生以下は保護者同伴）
（抽選） 　700円 　1月26日までに　
に　　   と学年を書いて施設へ

■ そば打ち講座（全2回）
　2月24日（土）、3月3日（土）10時～12
時30分 　20歳以上12人（抽選） 　
1,500円 　2月8日までに　に　　  と
年齢を書いて施設へ

　港南地区センター

■ 日本の食卓「はじめての園児のお弁当」
　2月17日（土）10時～13時30分 　16
人（抽選） 　1,000円 　1月31日までに
　に　　  と年齢を書いて施設へ

■ 日本の食卓「手前味　を作ろう」
　2月8日（木）13時～16時30分 　20
人（抽選） 　2,000円 　1月27日までに
　に　　  と年齢を書いて施設へ

■ 大人の趣味「和の折り紙」
　2月6日（火）13時～16時 　15人（抽
選） 　500円 　1月25日までに　に
　　  と年齢を書いて施設へ

■ 知っててよかった！「金融講座」
　2月14日・28日、3月7日いずれも水
曜日 10時～12時 　各20人（先着） 　
1月15日13時30分から電話か直接施
設へ

〒234-0054　港南台5-3-1
　835-2811　　835-2812

 休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）

港南台地区センター

〒233-0003　港南4-2-7
　845-4100　　845-4155

港南中央地域ケアプラザ

〒233-0016　下永谷3-33-5
　826-2640　　826-2641

下永谷地域ケアプラザ

〒234-0052　笹下3-11-1
　843-3555　　843-2400

日下地域ケアプラザ

〒234-0051　日野1-2-31
　841-8411　　841-8424

 休館：第1月曜日（祝休日の場合は翌日）、
1月9日（火）

港南地区センター

〒233-0011　東永谷1-1-12
　826-3882　　826-3910

 休館：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）

東永谷地区センター
〒234-0056　野庭町612
　848-0100　　848-0101

 休館：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）

野庭地区センター

〒234-0055　日野南3-1-11
　836-1801　　836-1813

日野南地域ケアプラザ

〒234-0054　港南台3-3-1
　834-3141　　834-3145

港南台地域ケアプラザ

〒233-0006　芹が谷5-47-5
　823-7789　　823-7847

 休館：第2月曜日（祝休日の場合は翌日）

永谷地区センター

み　 そ
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以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

広 告

　野庭地域ケアプラザ

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
　2月8日（木）10時～11時30分 　介
護をしている人、介護に関心のある人 
　当日直接施設へ

■ にこにこのばサロン
　1月25日（木）13時30分～15時 　
100円 　当日直接施設へ

　芹が谷地域ケアプラザ

■ 芹が谷地域ケアプラザ祭り
食品販売や子ども向けイベントなど
　2月3日（土）10時～14時 　当日直接施設へ

　日限山地域ケアプラザ

■ わたしの【人生】計画講座
　モノと心の整理 断捨離・片づけのコツ
　3月14日（水）10時～11時30分 　60人
（先着） 　2月1日9時から電話か直接施設へ

　上大岡コミュニティハウス

■ スマートホン講座（各全2回）
①基本操作②アプリの基本的な使い方
③LINEを楽しむ④スマホで写真を楽しむ
　①2月7日（水）・14日（水）9時30分～
12時②2月21日（水）・28日（水）9時30
分～12時③2月7日（水）・14日（水）13
時30分～16時④2月21日（水）・28日
（水）13時30分～16時 　18歳以上各
10人（先着） 　1,800円 　1月11日10
時から電話か直接施設へ

■ ママ・カフェ
子育ての悩みなどを話そう
　1月23日（火）10時～11時30分 　
小・中学生の保護者7人（先着） 　100
円 　当日直接施設へ

　日限山コミュニティハウス

■ おはなしの会
　1月17日（水）14時～15時30分 　小
学生以下の子と保護者15組（先着） 　
当日直接施設へ

　日野南コミュニティハウス

■ 終活セミナー
　「エンディングノートをかいてみよう！」
　1月29日（月）10時～11時30分 　40
歳以上20人（先着） 　1月11日9時から
電話か直接施設へ

■ おはなし会
　1月17日（水）10時30分～11時 　未
就学児と保護者 　当日直接施設へ

■ ふれあいカフェタイム
コーヒーを飲みながら楽しく話そう
　1月24日（水）11時～14時 ※時間内
出入り自由 　当日直接施設へ

　上永谷コミュニティハウス

■ 豆まきと恵方巻きを作ろう
　2月3日（土）10時～12時30分 　未就
学児と保護者15組（先着） 　200円 　1
月11日9時30分から電話か直接施設へ

■ おはなしひろば
　「わらべうた読み聞かせ」
　1月25日（木）10時30分～11時30分 
　0～3歳の子と保護者15組（先着） 　
当日直接施設へ

　＜区内施設＞
　港南スポーツセンター

■ 当日受付教室
ビートジャブ、バレエ、ヒップホップ、ズ
ンバ、ウェルビクス、ヨガ、お元気体操
　1～3月の月・火・土曜日 　500円 ※
お元気体操のみ350円 　当日直接施
設へ ※日時など詳細は問合せを

　＜区内施設＞
　ひまわりの郷

■ バンジョーギターコンサート
　4月14日（土）14時～15時 　320人
（先着） 　2歳以上500円 　2月9日10
時から直接、または同日14時から電話
で施設へ

　＜区内施設＞
　地域子育て支援拠点 はっち

■ プレパパ・プレママ・おじいさん・
　おばあさんのための初めての
　沐浴体験
　3月17日（土）13時～15時 　第1子
を妊娠中の人と家族20人（抽選） 　2
月17日までに　に　　  を書いて施設
へ

■ 話そう！ アラフォーの和
妊娠期や子育てについて話そう
　2月9日（金）10時30分～11時30分 
　妊娠中または未就学児を子育て中
の40歳前後の女性 　当日直接施設へ

■ パパday「papa’sくらぶ」
　2月10日（土）13時30分～14時30分 
　未就学児と父親 　当日直接施設へ

■ はっち10周年記念イベント
　「おやこでハッピータイム」
家族で楽しいコンサート
　3月5日（月）10時15分から ※開場９
時50分 　港南スポーツセンター 　未
就学児と保護者200組（先着） 　2月1
日10時から直接施設へ

■ 横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
子どもを預け預かり合う、会員制の有
償支え合い活動の説明会
　①1月16日（火）13時30分～14時30
分②1月27日（土）10時30分～11時30
分③2月3日（土）10時30分～11時30
分④2月7日（水）10時～11時 　①～
③はっち④日野南地域ケアプラザ 　
子育ての支援を受けたい人（生後57
日以上小学6年生までの保護者）・支援
したい人（20歳以上） 　前日までに専
用電話（　515-7306）へ

　＜区内施設＞
　子育ての居場所　あっぷっぷ

■ パパ・ママの“おんぶdeクッキング”
　2月3日（土）9時30分～13時 　野庭
地区センター 　0～2歳の子と保護者
10組（抽選） 　500円 　1月22日まで
に　に　　  と参加人数（大人・子ど
も）、子の月齢を書いて施設へ

　＜区内施設＞
　港南図書館
　休館：1月9日（火）

■ 港南区おはなしボランティア交流会
　2月13日（火）9時30分～12時 　区
内で絵本の読み聞かせボランティア
活動をしている人30人（先着） 　1月
16日9時30分から申込書（施設で配
布）を直接またはファクスで施設へ

■ 講演会「戦後『地形図』の歴史悲話」
　2月17日（土）14時～16時 　45人
（抽選） 　500円 　1月31日までに　
に　　  を書いて施設へ

■ おはなしくまさん
　1月12日～2月9日の隔週金曜日①
10時～10時20分②10時40分～11時 
　①4歳以下の子と保護者②2～4歳
の子と保護者 　当日直接施設へ

■ おはなし・にこっと
　1月28日（日）①14時30分～14時50
分②15時～15時30分 　①3歳以上②
5歳以上 　当日直接施設へ

■ おはなしひろばの会
　1月13日（土）、2月10日（土）①14時30
分～14時50分②15時～15時30分 　①
3歳以上②小学生 　当日直接施設へ

■ ママといっしょのおはなし会
　by金色ポケット
　2月1日（木）①10時～10時25分②
10時40分～11時5分 　4歳以下の子
と保護者 　当日直接施設へ

　＜区内施設＞
　下野庭スポーツ会館

■ シニア向けスマホ講座
　2月2日（金）10時～12時 　60歳以
上15人（先着） 　1月19日10時から電
話か直接施設へ

もく   よく

〒233-0006　芹が谷2-16-12
　828-5181　　828-5182

芹が谷地域ケアプラザ

〒234-0056　野庭町612
　848-0111　　848-0106

野庭地域ケアプラザ

〒233-0015　日限山1-66-55
　827-1870　　827-1872

日限山地域ケアプラザ

〒233-0001　上大岡東2-9-38
　352-7177　　352-7178

 休館：第2火曜日（祝休日の場合は翌日）

上大岡コミュニティハウス

〒234-0055　日野南6-14-1
　843-2092　　843-2093

 休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）

日野南コミュニティハウス

〒233-0012　上永谷4-12-14
　・　843-8950
 休館：水・金曜日

上永谷コミュニティハウス

〒233-0015　日限山2-16-1
　・　845-1155
 休館：火・金曜日

日限山コミュニティハウス

〒234-0051　日野2-4-6
　840-5882　　848-0688

休館：祝休日、日・月曜日、1月9日（火）

地域子育て支援拠点  はっち

〒234-0056　野庭町136-4
　・　842-9624

 休館：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）

下野庭スポーツ会館

〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725

休館：1月9日（火）

港南図書館

〒234-0051　日野1-2-30
　841-1188　　841-9417

 休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）

港南スポーツセンター

 〒234-0056  野庭町601（野庭第2保育園内）
開所日時：火・水・金曜日 10時～12時

※祝休日を除く

子育ての居場所  あっぷっぷ

歩数計をその場でお渡し！

　1月19日（金）11時～16時 ※なくな
り次第終了 　区民文化センターひ
まわりの郷4階ロビー 　市内在住の
18歳以上の新規申込者（先着） ※要
本人確認資料 　健康福祉局よこは
まウォーキングポイント担当（　
671-3892 　663-4469）

〒233-0002　上大岡西1-6-1
ゆめおおおか中央棟4階
　848-0800　　848-0801

休館：第3水曜日
音響設備更新工事のため、

1月26日（金）までホールを休館します。
ホール以外の施設は通常どおり利用できます

港南区民文化センター ひまわりの郷

え　ほう
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　＜区外＞
　こども植物園

■ 楽・楽 家庭菜園～春夏野菜編
　3月4日（日）13時30分～15時30分 
　20歳以上20人（抽選） 　500円 　2
月18日までに直接または　かファクス
に　　  を書いて施設へ

■ ばらを愉しむ
　～ばら栽培12か月「春の剪定」
　2月22日（木）9時30分～11時30分 
　20歳以上25人（抽選） 　300円 　2
月8日までに直接または　かファクス
に　　  を書いて施設へ

■ 雪割草の育て方
　2月26日（月）13時30分～15時30分 
　20歳以上20人（抽選） 　2,000円 　
2月13日までに直接または　かファク
スに　　  を書いて施設へ

■ 親子で楽しむ春の草木染め
　3月3日（土）10時～12時 　3歳～小
学生と保護者10組（抽選） 　1,000円 
　2月17日までに直接または　かファ
クスに　　  と子の年齢を書いて施設
へ（子1人に保護者1人）

　＜区内施設＞
　日野中央公園

■ クラフトワーク
　「テラリウム風ソーラーライト」
ほんのり明かりがともる、テラリウム風
のインテリア小物作り
　1月20日（土）10時30分～12時 　小
学生以上10人（先着） 　800円 　1月
11日9時から電話か直接またはファク
スに　　  を書いて施設へ

■ バレンタインの
　フラワーアレンジメント教室
　2月1日（木）10時～11時30分 　10
人（先着） 　3,000円 　1月11日9時か
ら電話か直接またはファクスに　　            
を書いて施設へ

　＜区内施設＞
　港南国際交流ラウンジ

■ 初心者のためのパソコン講座
①Wordの基本②Excelの基本③Power
Pointの基本④YouTubeの使い方
　①3月8日②3月15日③3月22日④3月
29日いずれも木曜日 13時30分～16時 
　マウス操作及び文字入力ができる
人各16人（先着） 　1,300円 　1月21
日9時から費用を添えて直接施設へ

■ コミュニケーション講座
　みる・きく・ほめる技術講座
　3月7日（水）10時～11時30分 　30
人（先着） 　500円 　1月11日9時から
電話か直接施設へ

　＜区内施設＞
　港南区社会福祉協議会

■ わかる！ みつかる！ ふくしの仕事フェア
港南区・南区・磯子区内の高齢・障害・
児童福祉事業者のブース出展や現場
職員による体験談
　1月21日（日）10時～15時 　ウィリン
グ横浜12階（京急・地下鉄上大岡駅下
車） 　当日直接施設へ ※事前申込者
には特典あり

■ 障がい児・者ガイドボランティア研修会
外出支援についての研修
　2月14日（水）13時30分～16時 　18
歳以上20人（先着） 　1月11日9時から
電話またはファクスに　　  を書いて
施設へ

　＜区内施設＞
　港南台北公園 こどもログハウス

　＜区外＞
　フォーラム南太田

■ 女性のためのパソコン講座
①再就職・転職のためのパソコン講座
（全5回）②Excel初級（全2回）
　①2月21日（水）～23日（金）・26日
（月）・27日（火）②2月17日（土）・18日
（日）10時～15時30分 　女性各12人
（先着） 　①19,500円②10,800円（免
除制度あり） 　1月15日9時から専用電
話（　862-4496）へ 　1歳6か月以上の
未就学児、有料 ※申込時に問合せを

■ やさしいストレッチ＆ヨガ
　①1月12日（金）②1月23日（火）10時
30分～11時45分 　女性各20人（先
着） 　600円 　当日直接施設へ 　1歳
6か月以上の未就学児、有料 ※4日前
までに予約を

■ おしゃべりハンドメイドの会
おしゃべりしながら手仕事を楽しもう
　1月18日（木）13時～15時 　女性 　
300円 　当日直接施設へ

　＜区外＞
　舞岡公園 小谷戸の里

■ わら細工
①亀②鶴
　1月28日（日）①9時30分～12時②13時
～15時 　各20人（先着） 　①500円②400
円 　1月11日9時から電話か直接施設へ

■ バードウォッチング
　2月11日（祝）9時～11時 　20人（小
学生以下は保護者同伴）（先着） 　中
学生以上100円 　1月25日9時から電
話か直接施設へ ※雨天中止

■ 和紙作り体験（全2回）
　2月17日（土）・18日（日）9時30分～15
時 ※18日は13時まで 　15人（小学生
以下は保護者同伴）（先着） 　1,000円 
　1月29日9時から電話か直接施設へ

■ 自然観察会～冬の谷戸
　1月28日（日）13時～15時 　当日直接施設
へ ※小学生以下は保護者同伴 ※雨天中止

　＜区外＞
　舞岡ふるさと村 虹の家

■ そば打ち教室
　2月26日（月）14時～17時 　20歳以
上12人（抽選） 　2,000円 　1月30日
までに　に　　  を書いて施設へ

■ 漬物教室
　2月11日（祝）13時30分～15時 　24
人（先着） 　1,000円 　1月11日9時か
ら電話で施設へ

■ バードウォッチング入門
　1月28日（日）9時30分～12時30分 
　20人（小学生以下は保護者同伴）
（先着） 　1月11日9時から電話で施設
へ ※雨天中止

■ 冬の虫観察会
　2月18日（日）9時30分～12時 　15人
（小学生以下は保護者同伴）（先着） 　1
月11日9時から電話で施設へ ※雨天中止

　＜区外＞
　清水ケ丘公園屋内プール

■ 初級水泳教室（全8回）
　2月20日～3月15日の毎週火・木曜
日①9時30分～11時②11時～12時30
分 　各35人（抽選） 　6,100円 　1月
30日までに直接施設へ

〒244-0813　戸塚区舞岡町2832
　826-0700　　826-0749

 休館：火曜日（祝休日の場合は翌日）

舞岡ふるさと村  虹の家

〒232-0007　南区清水ケ丘87-2
　243-2131　　243-2206

清水ケ丘公園 屋内プール

休館： 第1月曜日（祝休日の場合は翌日）

〒244-0813　戸塚区舞岡町1764
　・　824-0107

 休館：第1・3月曜日（祝休日の場合は翌日）

舞岡公園  小谷戸の里

〒232-0066　南区六ツ川3-122
　741-1015　　742-7604

 休園：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）

こども植物園
〒234-0053　日野中央2-2-1
　846-4489　　349-5530

日野中央公園

〒232-0006　南区南太田1-7-20
　714-5911　　714-5912

 休館：第3月曜日

フォーラム南太田

〒233-0002　上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー13階
　848-0990　　848-3669

 休館：第3水曜日

港南国際交流ラウンジ

〒233-0003　港南4-2-8
　841-0256　　846-4117

港南区社会福祉協議会

たの

せん  てい

ユキ ワリ ソウ

横浜南税務署からのお知らせ   

　横浜南税務署（　789-3731）

2月1日（木）～8日（木）9時30分～12時、13時～15時30分 ※土・日曜日を除く
ウィリング横浜5階（京急・地下鉄上大岡駅下車）
小規模納税者などの所得税（復興特別所得税）と個人消費税
各日475人（7・8日は460人）
① 給与所得・公的年金等の源泉徴収票（原本）
② 営業・不動産収入のある人は、売上げ･仕入れ･経費（1年分を集計
したもの）が分かるもの

③ 医療費・各種保険・寄附金等の所得控除の証明書、領収書等
④ 印鑑、納税者本人の受取口座の金融機関名・支店名等と口座番号
の分かるもの、前年分の確定申告書控等

⑤ マイナンバーに係る本人確認書類の写し等
＜例＞ ・マイナンバーカード（番号確認書類 兼 身元確認書類）
 ・通知カード（番号確認書類）と運転免許証（身元確認書類）

※ 混雑状況により早めに受付を締め切る場合があります
※ 2月9日（金）は、「税理士記念日事業　年金受給者及び給与所得者に対する
無料申告相談会」を開催します（時間・会場は上記と同じ）

平成29年分の確定申告から、領収書に代わり「医療費控除の明細書」の添付が必要です
※ 領収書の添付は不要ですが、5年間保存する必要があります
※ 詳細は国税庁ホームページをご覧ください

日　時
会　場
対　象

持ち物

〒234-0054　港南台1-3
　・　834-1169

改修工事のため、1月9日（火）～
3月23日（金）は休館です

港南台北公園 こどもログハウス

医療費控除の手続が変わりました

税理士による無料申告相談

■港南健康ウォーキングと
　さわやかスポーツ体験
　2月3日（土）9時30分～12時 　港
南スポーツセンター集合 　小学生
以上50人（先着） 　100円 　1月11日
9時から直接会場、またはファクスに
　　  を書いて区さわやかスポーツ
普及委員会の小湊（　080-4654-5191 
　840-3086）へ

■港南区精神保健福祉・出前講座
①こころを病む人たちの支援を考え
る（全2回）②大人の発達障害③その
人らしさをサポートするために～精
神科訪問看護の実践より（全2回）
　①1月26日（金）、2月9日（金）②2月
3日（土）③2月17日（土）・24日（土）14
時～16時 　①②下永谷地域ケアプ
ラザ③東永谷地域ケアプラザ 　①
②各30人③60人（先着） 　1月11日
10時から申込書（区役所ほかで配布）
をファクスで区生活支援センター（　
842-6300 　840-0313）へ

■港南区硬式テニス
　ミックスダブルス大会
　2月24日（土）～3月4日（日）9時～21
時 　日野中央公園 　区内在住・在
勤・在クラブの32組（抽選） 　5,000円 
　2月10日までに　に　　  を書いて
大塚テニスクラブ（〒234-0054 港南台
7-49-37）へ 　柴田（　090-7945-91
33）

■立春のダンスパーティー
　2月5日（月）15時～19時 　港南ス
ポーツセンター 　150人（先着） 　
500円、協会員200円 　当日直接会
場へ 　こうなん文化交流協会ダンス
部会の吉浦（　080-3421-7744）

■ホット・ほっとスポーツデー
　ファジーバレーボール大会
①小学生の部②熟年の部
　2月25日（日）12時30分から 　港
南スポーツセンター 　①小学生②
60歳以上各10チーム （1チーム6人） 
※交代要員2人まで登録可。男女構
成は自由（先着） 　①500円②1,000
円 　1月11日9時から申込書（会場ほ
かで配布）を直接会場、またはファク
スか郵送で区さわやかスポーツ普及
委員会の小湊（〒234-0051 日野1-2-
30 港南スポーツセンター内、　080-
4654-5191 　840-3086）へ

区民の皆さんの自主的なイベント
情報などを掲載するコーナーです。
投稿の基準や方法は区ホームペー
ジか広報相談係へ。掲載内容につ
いては各問合せ先まで。

こ  みなと

こ   みなと


