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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

2月の土曜開庁日　10日・24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30年1月1日現在）

世帯数…92,159世帯人口…213,956人

http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/
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踏み出そう 豊かなセカンドライフ
育もう 地域の新しいチカラ…
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　港南台社会福祉協議会（地区社協）が主催し、地域の人やグループが出店する「チャリ
ティ蚤の市」。手作り雑貨や古本、服、クッキーなどが所狭しと並び、屋外にも野菜や魚、
花苗、アジア料理の市が立ちました。
　この日の売り上げの一部は、一人暮らしの高齢者を招いた手料理の食事会や、障害者施
設への助成などに役立てられています。開場前から行列ができるほどの盛況ぶりですが、
一方で、物を少なくシンプルに暮らす生活様式の登場など、人々の価値観の変化が、運営
に影響しているようです。「昔はどの家にも、結婚式の引出物やお中元・お歳暮でもらっ
たけれど使っていないものがあったでしょう。今は、冠婚葬祭や贈り物の習慣が変わって、
品物は集まりにくくなりました」と話すのは、同地区社協の田中会長。そんな中で、チャリ
ティを支えているのは「人と人とのつながり」だといいます。その言葉どおり、出店者の中
にも、知り合いから誘われて参加するようになったと言う人がいました。
　田中会長は「日頃から、いろいろな所に顔を出すようにして、地域の団体や学校、企業
などと『持ちつ持たれつ』の関係を築いています。でも、福祉は人の厚意に頼るばかりで
なく、みんなで支えることが大切だと思います。自治会町内会や子ども会の活動に参加
する人が減っていますが、チャリティ蚤の市が、身近な福祉に関心を持つきっかけになれ
ばと願っています」と話してくれました。
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魚釣りゲームでプレゼントをゲット
一つひとつ丁寧に手作りされた小物が、新しい持ち主に出会えるのを待っています
掘り出し物が見つかりましたか？
季節の品が並ぶ青空市も見逃せません
出店者の賄いカレーライス。好評につき、今年は来場した人にも販売されました
店の人とおしゃべりしながら古本を選ぶのも、蚤の市ならでは
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写真の説明

港南台地区
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区役所企画調整係（　847-8328 　841-7030）問合せ

　区内の小学生が「みんなでつくる環境未来都市・横浜」をテーマ
に描いた「環境絵日記」。応募総数2,012点から選ばれたリサイクル
デザイン賞受賞作品66点を一堂に展示します。

環境絵日記とは
　小学生が夏休みの自由課題として、絵日記形式（絵と文章の組み
合わせ）で環境問題について考えていることを自由に表現する取組
です。毎年、横浜市資源リサイクル事業協同組合が実施しています。

火災を防ぐポイント
● 家の周りに燃えやすい物を置かない、ごみは指定された日時・場所
に出すなど、放火させない環境をつくる。

● たばこの投げ捨て、寝たばこはしない。
● ストーブの周りは常に整理整とんする。
● 電気コードは、上に家具を置かない、
束ねたままで使わない、古いものを
使わない。コンセントやプラグにほこ
りがたまったままにしない。

● 火のそばを離れるときは、こんろの火
を消す。

● 住宅用火災警報器を設置し、定期的に
点検する。

「環境絵日記」作品展 in
京急百貨店を開催します

今年も
力作ぞろい！

区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ

● 区役所：月～金曜日 11時～ 14時
● 野庭地域ケアプラザ：6 ～10月、12月の第1水曜日 11時～14時

こうなん来夢 第10回

　空気が乾燥し、風の強い日が多い、火災の起こりやすい時季です。
港南消防署では、区の花ひまわりにかけて「火まわり」の確認を呼び
掛けています。

「住み続けたい」「やや住
み続けたい」と回答した人
が、全体の8割と高い割合
を占めました。引き続き、
「住んで良かった」と思え
るように取組を進めます。

　昨年6月に、無作為に抽出した18歳以上4，000人を対象に行った調査
の結果がまとまりました。皆さんの生活環境に対する意識や区に取り組
んでほしいことなどを把握し、区政運営に役立てていきます。

「火まわり」に気を付けよう
春の火災予防運動
 3月1～7日

港南消防署予防課（　・　844-0119）問合せ区役所企画調整係（　847-8328 　841-7030）問合せ

今月お知らせしたい情報を掲載しています

　区役所へ行ったとき、入り口近くから｢いらっしゃいませ！｣
｢ありがとうございました！｣と元気な声がしたら、それは私たち
「こうなん来夢」です。
　「こうなん来夢」は、学齢期を終えた障害のある人が通う活
動ホーム・地域作業所(事業所)の集まりです。事業所に通う仲
間たちが作る雑貨や食品の販売などを通じて、地域の皆さん
と交流を深めています。製品を見て｢すてきですね｣｢また来ま
すね｣などと言ってもらうこともあります。そのような自然な
関わりを通して、相互理解の輪が広がっていくことが願いの
一つです。
　発足して15年。これからも住み慣れた街で、私たちのこと

を知ってもらえるように活動していきたいと思います。気軽に立ち寄って、声を掛けてください。そのひと声が、
私たちにとって何よりの喜びです。

2月15日（木）～21日（水）10時～22時
※初日は11時から、最終日は17時まで

京急百貨店10階
（京急・地下鉄上大岡駅下車）

日時

会場

区民意識調査の結果がまとまりました区政に
生かします

▲ 手作り雑貨もお薦めです

▶

▲ 人気の焼きたてパン

Ｑ あなたは、これからも港南区に住み続けたいと思いますか？

　住環境に関する回答が多く寄せられ、区民の
皆さんが港南区に「住」のイメージを持っていることが分かりました。

調査結果は「区民意識調査結果報告書」で
　このほか、地域活動や隣近所の付き合い、防災・減災対策、健康づ
くりなどについても報告書にまとめています。区役所1階や区内地区
センター・地域ケアプラザ・コミュニティハウスで閲覧できます。 区
ホームページにも掲載しています。

港南区のイメージ

Ｑ あなたが抱く港南区のイメージはどのようなものですか？
1 住みやすい・住み続けたい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222件
2 自然が豊富・緑が多い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119件
3 自然と都会（利便性）のバランスが取れている・・・・・  88件

主催：横浜市資源リサイクル事業協同組合
共催：区役所
協力：株式会社京急百貨店

期間中は直接会場へ。
ぜひ見に来てね！

住宅用火災警報器、
１年に１回は点検しよう。
取扱説明書を確認してね

横浜消防
マスコット
キャラクター
ハマくん

りくみちゃん

らい　 む

販売
情報

区役所1階のショーケース。
気になる物があったら、こう
なん来夢のスタッフへ

住み
続けたい
67％

14％

14％
やや住み
続けたい

どちらとも
言えない

あまり
住み続けたくない

2％

住み続けたくない
1％

その他 1％
無回答 1％
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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

　3月6日（火）・8日（木）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

2月13日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（　847-8438 　846-5981）へ

①2月13日8時45分から②2月26日8
時45分から電話で区役所健康づくり
係（　847-8438 　846-5981）へ

　2月26日（月）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

①2月21日（水）②3月7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

予約制

予約制

予約制

　2月22日（木）9時15分～11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
（歯科健診あり）

予約制

区役所広報相談係（　847-8321 　846-2483）問合せ

　2月14日（水）13時30分～17時
　区役所4階

高齢者
精神保健相談

予約制

大好評のまちゼミを、ほんのちょっぴりご紹介！ 第10回

区役所地域運営推進係（　847-8391 　842-8193）問合せ

■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　2月22日（木）、3月8日（木）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）

■ 区民企画運営講座 運営団体募集
身の回りや地域の課題を解決するため
の連続講座を企画・運営する団体を募集
　区内在住・在勤・在学の人を含む3
人以上の団体10団体程度（選考） 　3
月16日17時までに申込書（区役所ほ
かで配布）を郵送、または事前連絡の
上、直接区役所区民活動支援係（〒233
-0003 港南4-2-10、　847-8394
842-8193）へ

■ 精神疾患を抱えるご家族を
支えているみなさまへ
～心がほっこり軽くなる話

精神保健福祉士による講演会
　2月13日（火）14時～15時30分 　区
役所6階 　精神疾患のある人の家族
や支援している人50人（先着） 　電話
かファクスで区役所障害者支援担当
（　847-8446 　845-9809）へ

■ 乳幼児のアレルギー
～食事と正しいスキンケア
  3月1日（木）10時～11時30分 
ば  こども家庭支援センター（バス停み
やのくぼ下車） 3歳以下の子と保護
者15組（先着） 　2月13日9時から電話
で、のば こども家庭支援センター（　
840-5092 　847-1008）へ

栄養バランスを考えておかずを組み合わせてみよう

　このほか、簡単自転車メンテナン
ス講座（丸山台いちょう坂商店街）、
おいしい煮物のつくり方（上大岡駅
東口商店会）など、楽しい全58講
座が開催されました。

○ 今日から生かせる知識、あり
がたいです

○ 自己流では分からないこと
があるので、専門の人に教
えてもらえて良かった

　東日本大震災の後「人と人がつながる下永谷づくり」を目標に発足した「絆塾 ♥下
永谷」。地域ケアプラザを拠点に活動し、特に「避難生活サバイバル体験会」は、地域
の人から役に立つと好評です。「ぬくもりトーク」では、活動の紹介や「ポリ袋クッキング」
のデモンストレーションが行われました。

メンバーからは「活動に参加して、隣近所だけでなく、
より広い地域の人と知り合い、さまざまなことを教わっ
ています」「みんなのフットワークと斬新なアイデア、そ
して『食』が、人をつなげたのだと思います」との話が
ありました。
　市長は「災害に対して、地域の自助・共助の輪を広げ
ていただくことは大変重要です。『活動を通じて大切な仲間に出会い、お互いに高め合っている』という皆さん共通の
思いに、とても感銘を受けました。防災・減災から、さらに膨らんで、生き方まで豊かにされているのですね。皆さん
とお話しして、人肌で伝えていくことが大事だと改めて思いました」と感想を語りました。

「絆塾♥下永谷」の皆さんと林市長の「ぬくもりトーク」大切な仲間と
出会って

まちゼミとは…

親子で参加！ お弁当バイキング
（野庭団地ショッピングセンター）

プロにこつを習おう

時短若返りメイク講座
（横浜港南台商店会）

お店の人がプロの技や専門知識を無料（材料費実費）で教える、少人数制・短時間のミニ講座です。
昨年11月、区内の各商店街で「第2回港南区まちゼミ」が開催されました。

Facebookもどうぞ

災害時でも温かいものが食べられる
ポリ袋クッキングに「これは感動」と
市長

市長の提案で「絆」を結ぶポーズ

参加者の声

ヘルシーな印象の鶏むね肉も、から揚げだと
カロリーはもも肉とあまり変わらないんですよ

コンシーラーは、しみ消しだけでなく、目尻
などの影を消すことで若返って見えます

の
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学び舎ひまわり　藤田校長
（区連合町内会長連絡協議会 会長）

　港南区では、仕事を定年退職した人に、住んでいる地域で生きがいを持って毎日を過ごすきっかけやヒントを見つ
けてもらうための「男のセカンドライフ大学校」、防災・減災や見守り・支えあい、健康づくりなど、さまざまな活動を
している人同士が地域づくりについて学び合う「学び舎ひまわり」を開校しています。
　今回は、2つの学びの場の内容と魅力を紹介します。

　定年退職後の男性が、これまで多くの時間を過ごし
た会社という組織を離れて地元に戻ったとき、セカン
ドライフを豊かで楽しく過ごせるように開校しました。
仲間づくりや生きがいづくりのきっかけ・ヒントとなる、
さまざまな講座やイベントに参加できる場です。
　これまでの卒業生は延べ104名。ここで知り合った
みんなでグループを作って毎月ウォーキングをしたり、
地域の行事などでボランティアとして活躍している人
もいます。

　自治会町内会、地区社会福祉協議会、各種委嘱団体で活動してい
る人と区の職員などが「協働による地域づくり」をさらに進めていけ
るよう、さまざまな方面から地域づくりについて考えていく場です。
※平成29年度現在、受講には各地区連合町内会長からの推薦が必要です

　いつまでも若々しく元気に過ごせるよう、
正しいラジオ体操のやり方やスポーツジムで
の運動教室を体験します。

　多くの知り合い
を地元につくるこ
とができたのが一
番です。地元への

関心も深まり、役に立ちたいという思
いが出てきて、少しずつですが地域の
活動に参加しています。

　今回は「災害時に支援が必要な人へ
の地域の取組」を中心に紹介します。
地域で活動している皆さんの熱い思
いや工夫、苦労した点などについて、
パネルディスカッションや事例発表を
行います。ほかの地域の取組をヒント
にして、自分たちの活動の幅を広げる
チャンスです。ぜひ、ご来場ください。

区役所地域力推進担当（　847-8383 　841-7030）　区社会福祉協議会（　841-0256 　846-4117）問合せ
を応援します！
頑張る人

地域で
楽しむ

人

地域での仲間や楽しいこと
を探している人にオススメ

！

主催：区社会福祉協議会
、区内地域ケアプラザ、区

役所

まだまだあります 大好評企画

メタボ撃退！ スポーツジム体験
　受講生がそれぞれ案内役となり、わ
がまちのお薦めスポットや課題となっ
ている場所を巡ります。
　仲間と一緒にまちを見つめ直すこ
とで、自分では今まで気付かなかった
魅力や課題の発見につながります。

まちを歩こう

　一味違うおいしい
コーヒーの淹れ方や、
コーヒーにまつわる
話を聞きます。

プロから学ぶ
コーヒーの
淹れ方

　港南区の歴史や成り立ちを学び、住んで
いるまちの魅力を再発見します。

我が町発見！ 港南区の魅力

自分のとっておきの場所を

交えて自己紹介

関係者から生の声
を聞く貴重な機会
となりました

セカンドライフ大学校

～60代からは“地元”で

　  楽しく仲間づくり・未
来づくり

地域の活動を頑張っているあ
なたにオススメ！

主催：区連合町内会長連絡協
議会、区社会福祉協議会、区役

所

学び舎ひまわり
 ～協働による地域づくりの

　　ための学び合いの場

卒業生が語る

3月3日（土）13時30分～16時 ※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）
 ● 地域活動事例の発表
 ● 小・中学生の取組（こどもフォーラム2017）の
　グループ発表
 ● 「協働による地域づくり」の取組方針の共有
 ● 地域活動のパネル展示

当日直接会場へお越しください

い

かがやき

　自分の地域でいつか実践して
みたい計画「マイプラン」。作り
上げたプランを受講生同士持ち
寄って発表し、お互いにアドバ
イスすることで、さらにすてき
な企画に仕上げていきます。

地域で実現させたい
「マイプラン」を作ろう

区内の取組から
ヒントをもらおう

男のセカンドライフ大学校
の魅力

このほか、今年度は
 ● あなたは何タイプ？
 楽しいセカンドライフへのヒント
 ● 上手なお金の使い方とビールの学校
 ● 災害発生！ あなたはどうしますか？
といった幅広い分野の充実した講座が開かれ
ました。

1期生
大村 邦夫 さん

　地域の課題解決のヒント
やきっかけづくりを考える
ことができました。さまざ
まな地域・立場の人たちと
何度も意見交換できたの

で、多角的・客観的に地域活動を捉えるように
なりました。全6回、あっという間でした！

受講生と先生に聞く

学び舎ひまわりの魅力

29年度卒業生代表
武田 伸一 さん

　毎回、マイプラン作成では力作がそろいます。ベテ
ランか新人かを問わず、こういう地域づくりを学びたい、
実現したいという思いがあふれ、具体的、刺激的、チャ

レンジングな提案でした。多彩なテーマが取り上げられ、各地域の新しい
担い手同士の関係を築いていけることが魅力です。

学び舎
ひまわり
講師　内海 宏 先生

　区内で活動する
皆さんと知り合う
機会となりました。
卒業後は「あゆみ」

という同期会を結成し、毎月の定例会
でコミュニケーションも図っています。
「どうやったら一番楽しく生きられるか」
のヒントにつながると思います。

2期生
関 勝弘 さん

　参加したことで
新たな人間関係が
築け、3期生の会
「輝」をはじめ、自

宅以外に居心地の良い居場所を見つ
けられました。卒業後は地域活動など
に参加し、充実した日々を過ごしてい
ます。

3期生
中井 政男 さん

　地区全体の大きなイベントから町内
会単位の取組まで、受講生が知りたい
テーマの活動事例について、秘話を聞
きにいきます。現地見学では、楽しい
体験がたくさんできます！

うつ　み

※30年度の「学び舎ひまわり」講座内容は、4月以降に確定し、連合町内会などを通じてお知らせします

※30年度の「男のセカンドライフ大学校」講座内容は、4月以降に確定し、連合町内会などを通じてお知らせします

日時

会場

内容

地域活動のヒントがいっぱい！ 元気な地域づくりフォーラム

の
地域の方と区職員・関連施設
職員とが同じテーブルで一緒
に学びます。頼もしい仲間が
たくさん増えますよ！

自治会の行事を見直
し・工夫して、若い
人を担い手として取
り込んでいきたい！

隣近所の関係を強
化して、地域の見
守り・支えあいを
進めたい！

今年は40名の受講生が
“学び舎”を卒業しました

や



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
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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

　下永谷地域ケアプラザ

■ 子育てサロン「ポケットパーク」
　（全10回）
絵本の読み聞かせや手遊びなど
　4月～31年3月の8・11月を除く毎月
第4木曜日 10時30分～11時30分 　4
月1日時点で2・3歳の子と保護者30組
（抽選） 　3月10日　までにはがきを
持って直接または　に　　  と子の名
（ふりがな）・生年月日を書いて施設へ

　野庭地域ケアプラザ

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
　3月8日（木）10時～11時30分 　介
護している人、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
お茶を飲みながら楽しい時間を過ごそう
　2月22日（木）13時30分～15時 　
100円 　当日直接施設へ

　日限山地域ケアプラザ

■ GO！GO！ お花見Walking！
約7kmのウォーキングとカレー昼食会
　3月29日（木）10時～13時30分 　お
おむね60歳以上20人（先着） 　500円 
　2月12日9時から電話か直接施設へ
■ よこはまシニアボランティアポイント
登録研修会

　3月27日（火）10時～12時 　市内在
住の65歳以上40人（先着） 　2月13日
9時から電話か直接施設へ

　日野南コミュニティハウス

■ 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
　2月28日（水）11時～14時 ※時間内
出入り自由 　当日直接施設へ
■ おはなし会
　2月21日（水）10時30分～11時 　未
就学児と保護者 　当日直接施設へ

　港南台地域ケアプラザ

■ よこはまシニアボランティアポイント
　登録研修会
　3月5日（月）13時30分～15時30分 
　市内在住の65歳以上30人（先着） 
　2月13日9時から電話か直接施設へ
■ ゆらりんころりん in 港南台
　3月6日（火）10時～11時30分 　0・1
歳の子と保護者30組（先着） 　300円 
　2月13日9時から電話か直接施設へ
■ 南部病院健康教室「最近よく耳にする
“誤嚥性肺炎”ってな～に？」

看護師による講話
　3月3日（土）14時～15時30分 　50
人（先着） 　2月13日9時から電話か直
接施設へ

　港南中央地域ケアプラザ

■ 歌声喫茶
　2月25日（日）13時～14時45分 　55
歳以上40人（先着） 　200円 　2月11
日9時から電話か直接施設へ
■ 介護予防講座「春一番コンサート」
　3月18日（日）13時30分～15時30分 
　おおむね65歳以上40人（先着） 　2
月14日9時から電話か直接施設へ
■ ママといっしょ
　歌って遊んでスキンシップ
　3月22日（木）10時30分～11時30分 
　0歳児と保護者15組（先着） 　200円 
　2月13日9時から電話か直接施設へ

　日野南地域ケアプラザ

■ 教えて！ 中島先生 転倒予防の知恵袋
　3月12日（月）13時30分～14時30分 
　30人（先着） 　2月13日9時から電話
か直接施設へ

　芹が谷地域ケアプラザ

■ 高齢者・障害者の安心な暮らしの
 ために ～成年後見制度・遺言・相続
　3月3日（土）13時30分～15時 　25
人（先着） 　2月11日9時から電話か直
接施設へ

　港南台地区センター

■ 地区センターまつり
作品展示、舞台発表、模擬店など
　2月24日（土）・25日（日）10時～17時 
※25日は15時30分まで 　当日直接施
設へ
■ 《永谷地区センターとの合同開催》
　レディース麻雀大会
　【予選】3月3日（土）①10時～13時②
14時～17時 【決勝】3月30日（金）10時
～15時 　決勝は永谷地区センター 　
18歳以上の女性32人（抽選） 　300円 
　2月20日までに　に　　  と年齢、①
②の別を書いて施設へ
■ 劉先生の肉まん教室
　3月13日（火）10時～13時 　18歳以
上16人（先着） 　800円 　2月13日13
時から電話か直接施設へ

　東永谷地区センター

■ 3億円集めて、ビンボー脱出！
　「殿、利息でござる！」上映会
　3月17日（土）9時30分～11時50分 
　中学生以上50人（先着） 　2月11日
10時から電話か直接施設へ
■ 子ども映画上映会
　「怪盗グルーのミニオン大脱走」
　3月17日（土）13時30分～15時10分 
　3歳以上50人（小学2年生以下は保
護者同伴）（先着） 　2月11日10時から
電話か直接施設へ
■ おはなしの森
　2月22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

　東永谷地域ケアプラザ

■ 子育て中の皆様向け
　認知症ってどんなもの？
　（認知症サポーター養成講座）
　3月1日（木）10時～11時30分 　子
育て中の人20人（先着） 　2月11日9
時から電話か直接施設へ 　0～4歳
（先着）、申込時に申出を

　港南地区センター

■ 世界の家庭から「フランス料理」
　3月19日（月）10時～13時30分 　16
人（先着） 　2,500円 　2月11日13時
30分から電話か直接施設へ
■ ストレッチ体操（全2回）
　3月3日（土）・10日（土）10時～12時 
　15人（先着） 　1,000円 　2月13日
13時30分から電話か直接施設へ

　永谷地区センター

■ 《港南台地区センターとの合同開催》
　レディース麻雀大会
　【予選】3月2日（金）①10時～13時②
14時～17時 【決勝】3月30日（金）10時
～15時 　①②18歳以上の女性各16
人（先着） 　300円 　2月12日13時か
ら電話か直接施設へ
■ かけっこ教室
　3月24日（土）10時～11時 　小学1
～4年生30人（小学1・2年生は保護者
同伴）（先着） 　300円 　2月12日13時
から電話か直接施設へ
■ 大人のアクセサリー教室
キラキラペンダントを作ろう
　3月21日（祝）10時～11時30分 　小
学生以上12人（先着） 　1,300円 　2
月12日13時から電話か直接施設へ
■ 薬膳料理教室
　3月15日（木）10時～13時 　18歳以
上16人（先着） 　900円 　2月12日13
時から電話か直接施設へ

　野庭地区センター

■ 〈野庭団地青少年指導員協議会・
　野庭住宅青少年指導員協議会 共催〉
　みんな集まれ！
　「ゲームとスポーツで楽しもう！」
　3月10日（土）10時～12時 　小学生
以下（小学2年生以下は保護者同伴） 
　当日直接施設へ ※上履き持参

〒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
〒234-0051　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）

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

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

芹が谷地域ケアプラザ

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

日野南地域ケアプラザ

〒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

〒233-0011　東永谷1-1-12
　826-1097　　826-1071

東永谷地域ケアプラザ

〒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

〒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

マージャン

マージャン

りゅう

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

港南台地域ケアプラザ

ご　えん
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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

　上大岡コミュニティハウス

■ 春休み体験教室
いちごのシュークリームを作ろう
　3月24日（土）13時30分～15時30分 
　小学3年生以上7人（抽選） 　500円 
　3月10日21時までに電話か直接施
設へ
■ 遊び部屋！カプラで遊ぼう
　2月21日（水）・3月21日（祝）15時～
17時 　小学生以下（未就学児は保護
者同伴） 　当日直接施設へ

　上永谷コミュニティハウス

■ 身体を動かして健康寿命をのばそう！
　2月25日（日）10時～11時30分 　20
歳以上15人（先着） 　2月11日9時30
分から電話か直接施設へ
■ 横浜港の歴史と景観の魅力を探ろう
　3月6日（火）13時30分～14時30分 
　20歳以上20人（先着） 　2月11日9
時30分から電話か直接施設へ
■ 横浜港の海風と乗船
　3月20日（火）13時30分～14時30分 
　20歳以上20人（先着） 　2月11日9
時30分から電話か直接施設へ
■ 私の終活 終活のススメ
　「エンディングノートの書き方」
　3月11日（日）10時～11時30分 　20
歳以上15人（先着） 　2月11日9時30
分から電話か直接施設へ

　桜道コミュニティハウス

■ さくらんぼひろば
親子遊びとミニ運動会
　3月12日（月）10時～11時30分 　未
就学児と保護者20組（先着） 　200円 
　2月11日10時から電話か直接施設へ

　日限山コミュニティハウス

■ 初心者向け シニアのスマートフォン
 講座（Android）～これから購入を
　検討されている方のために
　3月29日（木）13時～15時 　60歳以
上20人（先着） 　2月26日9時から電話
か直接施設へ

　〈区内施設〉
　老人福祉センター　蓬莱荘

■ 趣味の教室 受講生募集
ペン毛筆習字、韓国語、ヨガ、フラダン
ス、健康マージャン、英会話、絵手紙、
港南の歴史、太極拳、社交ダンス、水墨
画、水彩画、男性料理、コーラス、鉛筆
スケッチ、ゆっくり体操、うたいそう
　4～9月 　市内在住の60歳以上（抽
選） 　教材費 　2月28日16時までに本
人を確認できるもの、はがきを持って
直接または同日までに　に　　  を書
いて施設へ ※1人1教室、過去に受講
した教室は参加不可。詳細は問合せを
■ 趣味の教室 短期講座 受講生募集
　（各全4回）
①パソコン持ち込み講座②楽しい似
顔絵③ぶらっと歴史散歩（鎌倉）
　①4月の毎週水曜日 13時～15時②
5月9日～30日の毎週水曜日 13時～
15時③5月10日～31日の毎週木曜日 
9時30分～12時30分 　③現地集合 
　市内在住の60歳以上①②各10人③
15人（抽選） 　教材費ほか 　2月28日
16時までに本人を確認できるもの、は
がきを持って直接または同日までに　
に　　  を書いて施設へ※1人1教室

　〈区内施設〉
　港南スポーツセンター

■ 春の事前受付教室
ヨガ、ピラティス、身体のメンテナン
ス、背骨コンディショニング、姿勢コン
ディショニング、歌声サロン、ベリーダ
ンス、トータルフィットネス、卓球、太極
拳、バドミントン、フラダンス、健康
マージャン、シェイプフィットネス、運
動習慣実践塾、てんコツ体操、お元気
体操、親子体操、幼児体操、体育苦手
克服教室、親子リトミック、子ども運動
基礎、小学生体力向上教室、ヒップ
ホップ
　4～6月（一部は9月まで） 　有料 　
2月24日までに　に　　  と性別、生年
月日、過去1年の希望教室の参加の有
無ほかを書いて施設へ ※詳細は問合
せを 　ピラティス・姿勢コンディショ
ニング・フラダンスの一部、親子体操、
親子リトミック。6か月以上の未就学
児、5,400円、抽選
■ ベビーマッサージ（全3回）
　3月2日～16日の毎週金曜日 11時
10分～12時10分 　2か月～1歳6か月
の子と保護者10組（先着） 　3,780円 
　2月13日9時から電話か直接施設へ

　〈区内施設〉
　地域子育て支援拠点 はっち

■ はっち10周年記念ウィーク
　2月27日（火）～3月3日（土） 　未就
学児と家族 　当日直接施設へ ※詳細
は問合せを
■ 集まれ～プレ保育園ママ
子育て経験者の体験談を聞こう
　2月17日（土）10時15分～11時15分 
　次年度保育園入園予定の子の母親 
　当日直接施設へ
■ なりきりおひなさま撮影会
　2月20日（火）～3月3日（土） 　未就
学児と保護者 　当日直接施設へ ※カ
メラ持参
■ はっち はじめてさんの日
初利用者への施設紹介と交流会
　2月16日（金）13時30分から 　未就
学児と保護者、妊娠中の人と家族 　
当日直接施設へ
■ 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
　2月17日（土）・23日（金）、3月3日
（土）13時30分～14時30分 　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〉
　下野庭スポーツ会館

■ 親子のふれあい遊び（全3回）
　3月1日～15日の毎週木曜日 11時～
12時 　1歳児と保護者10組（先着） 　
400円 　2月15日10時から電話か直
接施設へ

　〈区内施設〉
　日野中央公園

■ クラフトワーク「国産い草で作る
　和風テイストの一輪挿し」
　2月24日（土）10時30分～12時 　10
人（先着） 　900円 　2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
■ つるし飾り作品展
これまでに作った作品の展示
　2月11日（祝）～20日（火）9時～17時 
　当日直接施設へ
■ 季節の花あそび「春の寄せ植え教室」
　3月22日（木）10時～11時30分 　12
人（先着） 　1,800円 　2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〉
　港南図書館　

■ 生き物のつながり
　～知ろう！ 学ぼう！ ヨコハマの環境
生物多様性についてのパネル展示
　3月7日（水）～18日（日） 　当日直接
施設へ
■ おはなしくまさん
　2月23日（金）①10時～10時20分②
10時40分～11時 　①2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
　2月25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
■ ママといっしょのおはなし会
　by 金色ポケット
　3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〉
　区民文化センター ひまわりの郷

■ 水谷川優子 チェロリサイタル
　5月9日（水）14時～15時30分 　小
学生以上320人（先着） 　1,000円 　2
月16日10時から直接、または同日14
時から電話で施設へ
■ こうなんストリートダンスコンテスト
①U-15（小・中学生）の部②高校生の部
　①3月24日（土）②3月25日（日）13時
30分～17時 　各320人（先着） 　
1,000円、高校生以下500円 　2月16日
10時から電話か直接施設へ

　〈区内施設〉
　シルバー人材センター

■ 写真の撮り方教室（全12回）
　4月～31年3月の毎月原則第2金曜
日 13時30分～16時30分 　市内在
住・在勤の人24人（抽選） 　13,000円 
　2月28日までに　に　　  を書いて
施設へ
■ 中高年英語入門教室（全36回）
　4月～31年3月 　松本ビル（JR・地下
鉄戸塚駅下車） 　市内在住の40歳以
上24人（抽選） 　1回1,400円（別途年
会費） 　3月9日までに電話または　か
ファクスに　　  と年齢を書いてシル
バー人材センター港南事務所（宛先は
上記に同じ、　342‐9600 　847‐1716）
へ ※15人以上の参加で開催

〒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

〒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、2月13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

〒234-0054　港南台6-22-38
　832-0811　　832-0813

休館：第4火曜日

老人福祉センター  蓬莱荘
〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725
休館：2月13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

〒233-0003　港南6-2-3
　843-5406　　843-5109

 休館：第4月曜日（祝休日の場合は翌日）

桜道コミュニティハウス

〒234-0053　日野中央2-2-1
　846-4489　　349-5530

日野中央公園

〒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、2月20日（火）

港南区民文化センター ひまわりの郷

〒233-0002　上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー13階
　847-1800　　847-1716
休館：祝休日、土・日曜日

シルバー人材センター

み　や　がわ
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　〈区内施設〉
　こどもログハウス

　〈区内施設〉
　港南国際交流ラウンジ

■ ネイティブに学ぶ外国語教室（全30回）
英語、スペイン語、韓国語、中国語
　4月～31年3月 　5～18人（抽選） ※
学生不可 　21,600円（別途教科書代） 
　3月11日までに　に　　  と性別、年
齢、希望教室番号・名、広報よこはまを
見て申し込んだ旨を書いて施設へ ※
詳細は問合せを
■ ロシアの家庭料理
　3月15日（木）9時30分～12時 　30
人（先着） 　1,300円 　2月11日9時か
ら費用を添えて直接施設へ

　〈区外施設〉
　こども植物園

■ 自然遊び in 児童遊園地
五感を使ったネイチャーゲームなど
　3月21日（祝）10時～12時 　児童遊園
地（植物園向かい） 　小学生と保護者
10組（抽選） 　3月7日までに直接また
は　かファクスに　　  を書いて施設へ
■ フラワーアレンジメント
クリスマスローズの花束とラッピング
　3月26日（月）14時～16時 　20歳以
上15人（抽選） 　1,500円 　3月12日
までに直接または　かファクスに　　  
を書いて施設へ
■ ひな祭り
折り紙でおひなさまを作ろう
　2月24日（土）～3月3日（土） 　当日
直接施設へ

　〈区外施設〉
　舞岡ふるさと村 虹の家

■ 親子パン教室
　3月18日（日）13時～16時 　小学生
以上の子と保護者12組（抽選） 　1,500
円 　2月20日までに　に　　  を書い
て施設へ
■ そば打ち教室
　3月19日（月）14時～17時 　20歳以
上12人（抽選） 　2,000円 　2月20日
までに　に　　  を書いて施設へ
■ バードウォッチング
　3月4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） 　2月14日9時から電話で施設へ
■ 植物観察会
　3月17日（土）9時～11時 　20人（先
着） 　2月14日9時から電話で施設へ
■ ふるさとの森散策会
　3月10日（土）9時30分～11時30分 
　20人（先着） 　当日直接施設へ

　〈区外施設〉
　清水ケ丘公園屋内プール

■ 春休みこども水泳教室（全6回）
　3月26日（月）～31日（土）9時～10時
30分 　新年度時点で小学生30人（抽
選） 　5,600円 　2月28日　までに　
に　　  と性別・学年を書いて施設へ
※はがき1枚につき1人

　〈区外施設〉
　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）②ファイル整理＆OneDrive
入門
　①3月22日（木）・23日（金）・26日
（月）～28日（水）②3月21日（祝）10時
～15時30分 　女性各12人（先着） 　
①19,500円②5,500円（免除制度あり） 
　2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
■ 女性のがん手術後のリハビリ体操
　～予約のいらない当日受付教室
　3月13日（火）10時15分～11時45分 
　がん手術後おおむね8週間以上の
女性20人（先着） 　当日直接施設へ 
　1歳6か月以上の未就学児、有料（免
除制度あり） ※4日前までに予約を

　〈区外施設〉
　舞岡公園 小谷戸の里

■ 竹の鳥笛・箸・しゃもじ
　3月25日（日）9時30分～12時 　20
人（小学生以下は保護者同伴）（先着） 
　500円 　2月27日9時から電話か直
接施設へ
■ バードウォッチング
　3月11日（日）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 　2月17日9時から電
話か直接施設へ
■ 自然観察会～谷戸の目覚め
　2月25日（日）13時～15時 ※雨天中
止 　当日直接施設へ

横浜南税務署からのお知らせ

　横浜南税務署（　789-3731）

2月13日（火）～3月15日（木）9時15分～17時（土・日曜日を除く。ただ
し、2月18日と25日は開場） ※申告書受付は8時30分から

※混雑状況により早めに締め切ることがあります。16時までにお越しください
※混雑のため、長時間お待ちいただく場合があります
確定申告書などを提出する際は、マイナンバー確認書類と本人確認書類の提示
または写しの添付が必要です

　「確定申告書等作成コーナー」で作成・印刷して書面で提出、またはe-Taxを
利用して提出することができます。 ※e-Taxの利用には、事前の手続が必要です

日　時

〒234-0054　港南台1-3
　・　834-1169

改修工事のため、3月23日（金）まで休館です

港南台北公園 こどもログハウス

税務署の申告書作成会場を2月13日（火）から開設

国税庁ホームページで申告書の作成ができます

○所得税及び復興特別所得税、贈与税…3月15日（木）
○個人事業者の消費税及び地方消費税…4月2日（月）

平成29年分の申告期限・納期限

2月16日（金）～3月15日（木）9時～11時30分、13時～16時30分
※土・日曜日を除く
①平成29年分の給与所得の源泉徴収票（原本）
②医療費の明細書（平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代
わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。詳しくは、
国税庁ホームページをご覧ください）
③健康保険や生命保険などで医療費が補てんされた場合は、その金
額が分かるもの
④印鑑と納税者本人の受取口座の金融機関名・支店名・口座番号が分
かるもの
⑤マイナンバー確認書類と本人確認書類の写しなど

日　時

持ち物

医療費控除を受ける給与所得者は、
区役所でも申告書の作成・提出ができます

区人権啓発講演会「外からは見えないこどもの貧困」
　2月23日（金）14時～15時30分 ※13時30分開場
　200人（先着）　区民文化センター ひまわりの郷
　当日直接会場へ
　区役所庶務係（　847-8306 　841-7030）

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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）

■一日いけばな教室・ひなまつりの花
　2月26日（月）10時～12時 　港南
地区センター 　区内在住・在勤の人
10人（子の同伴可）（抽選）　 1,000
円 　2月21日までに　に　　  を書
いてこうなん文化交流協会の中島
（〒234-0055 日野南3-4-9、　・　
833-5672）へ
■社交ダンス中級教室（全12回）
　4～6月の祝日を除く毎週金曜日 
19時10分～20時30分 　港南スポー
ツセンター 　24人（先着） 　6,000
円 　2月11日から電話でこうなん文
化交流協会ダンス部会の金子（　090
-1793-9452）へ
■春季港南区民野球大会
　3月18日（日）～7月22日（日）9時～
19時 　日野中央公園（バス停日野中
央公園入口下車）ほか 　区内在住・
在勤の社会人チーム（1チーム監督含
めて30人以内） 　20,000円、新規登
録チームは入会金2,000円 　3月4日
までに申込書（申込先で配布）を直接
カトウスポーツ店（港南台9-24-6、　
832-3898）へ

■着付けサークル会員募集
　①毎月第1・3木曜日 9時45分～11
時45分②毎月第2・4金曜日 9時40分
～11時40分 　①港南地区センター 
②港南台地区センター 　女性 　月
1,000円 　電話で小川（　090-8298-
1430 　772-8520）または原田（　
832-2916）へ
■あそび・隊！ おたのしみ劇場
パネルシアター・人形劇・絵本など
　3月15日（木）①10時～11時②11
時30分～12時30分 　港南中央地域
ケアプラザ 　未就学児と保護者各
30組（先着） 　300円 　2月15日から
電話であそび・隊！ の橋本（　090-54
38-6035）へ
■少年の学び場“Yokohama
　ちゃれんじゃーず春休み活動”
野外活動、星座観察、森林ゲームなど
　3月26日（月）～28日（水） 　県立愛
川ふれあいの村 　小学3年生～中学
生30人（抽選） 　中学生17,000円、小
学生15,000円 　2月22日 　までに　
かファクス、または申込書（地区セン
ターほかで配布）に　　  と学年を書
いて区レクリエーション協会の安藤
（〒234-0054 港南台2-2-9-1008、
　・　832-2768）へ
■港南区民卓球大会
　3月25日（日）9時～19時 　港南ス
ポーツセンター 　区内在住・在勤・
在学の高校生以上200人（先着） 　
1,000円 　2月11日から申込書（会場
ほかで配布）を直接国際卓球上大岡
店（上大岡西2-9-28、　844-2420）へ 
　酒井（　・　832-3737）

■春季（ひまわり杯）
　区民ソフトボール大会
　4月1日（日）9時～16時30分 　区
内グラウンド 　区内在住・在勤・在学
の高校生以上のチーム（1チーム監
督含めて28人以内） 　13,000円 　2
月11日から電話かファクスで区ソフ
トボール協会の庄司（　・　843-54
55）へ ※電話・ファクス連絡により申
込書を送付
■港南区
　ひまわりふれあいボウリング大会
　3月4日（日）10時～12時30分 ※9
時30分集合 　アカフーボウル（京急・
地下鉄上大岡駅下車） 　45人（先着） 
　2,500円 　2月18日9時から電話で
田川（　070-3536-2388 　841-11
02）へ
■社交ダンス 春の初級（基礎）教室
　（全12回）
　4～6月の祝日を除く毎週木曜日 
19時～20時40分 　港南スポーツセ
ンター 　男女各15人（抽選） 　6,000
円 　3月2日までに　に　　   と年
齢、性別、経験年数を書いてこうなん
文化交流協会ダンス部会の吉浦（〒
234-0051 日野1-2-30、　080-3421-
7744）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。




