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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

3月の土曜開庁日　10日・24日・31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2月1日現在）

世帯数…92,170世帯人口…213,876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）
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情報
発信中！

港南区を誰もが住みたいまちに

地域で活躍する子どもたち…

特 集

・

（前月比 -80人） （前月比 ＋11世帯）

　野庭住宅第六自治会では、東日本大震災をきっかけに、「自分たちの身を自分たち
で守るために勉強していこう」と、「防災を考える会」を立ち上げました。ふだんの
生活で扱うことの少ない三角巾やＡＥＤの使い方をはじめ、水の浄化やポリ袋での
調理、段ボールトイレの組み立て方など、災害時に役立つ実践的な内容を学べる場
です。「使い方ややり方を忘れてしまわないように」と毎月1回活動し、時には過去
に行った内容を繰り返します。一方、ポリ袋での調理は、「今日は何を作るんだろう？」
と興味を持って参加できるよう、毎回メニューを変えるなどの工夫を重ねています。
　「大きな地震があった直後は防災への関心も高まりますが、年数が経つと、揺れた
ときの怖さや不安はどうしても薄れてしまいます。でも、次に災害が起こるのは明
日かもしれないし、１か月後、１年後かもしれません」と語る、メンバーの伊藤さん。
また、木村会長は「楽しみながらもいざというときの行動が身に付くように、月１回
この会を続けています。防災は身近なものだと意識することが大事ですね」と話し
てくれました。
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「常に備えること」の大切さをみんなで学ぶ
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タオルやペットボトルなど、身近にあるものを使った水の浄化方法を学びます
火災が発生したときすぐに行動できるよう、実際に水消火器を使って消火訓練
ポリ袋調理で、こんなに本格的な蒸しケーキができます。
「カセットコンロを用意しておかなくちゃ」と気付いて、家庭に備えた人もいます
みんなで手順を確認しながら、段ボールトイレを組み立てます
新しくなった市防災センターを見学。
もし自分が被災したら…と考えながら、地震シミュレーターなどを体験しました
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写真の説明

野庭住宅地区
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区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ 区役所資源化推進担当（　847-8398 　842-8193）

安全な食材にこだわった手作り弁当で
お腹は満足 気分はほっこり 第11回

　市では、「都市鉱山からつくる！ みんなのメダルプロジェクト」
に参加しています。家庭で使わなくなったデジタルカメラや携
帯電話はありませんか？ 区役所などに設置されている小型家電
回収ボックスに、ぜひお持ちください。集めた小型家電は、
2020年の東京オリンピック入賞メダルに生まれ変わります。

3月は申込みが大変混雑します。早めに受付を済ませましょう。

小型家電が
メダルの材料に

捨てる前に
ちょっと待って！

問合せ

今月お知らせしたい情報を掲載しています

　「パステル」では、地域の皆さんに温かく支
援していただきながら、旬の食材で愛情たっ
ぷりのお弁当を作っています。試作を重ねて
お弁当の新メニューを開発したり、お客さん
からの「おいしい」という言葉に感動したり
と、日々楽しく活動しています。

　蓬莱荘・上大岡駅・区役所などでの販売をはじめ、
最近は値段や内容の希望に応じた注文弁当も、地域
の人から好評です。お気軽にご連絡ください！

回収ボックスの投入口（30㎝×15㎝）に入り、
長さが30㎝未満の電気・電池で動く製品

回収
できるもの

区役所、資源循環局港南事務所、
港南資源回収センター、東永谷地区センター、
イトーヨーカドー上永谷店地下1階

区内の
回収ボックス
設置場所

 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！

　1986年から30年以上にわたって、精神に障害のある人が、地域の中
で自分らしく暮らせるように応援し続けています。
　「パステル」では、利用者が安定した生活を送るために、生活リズムや
コミュニケーションスキルを身に付けられるよう、自立への道を一緒に
歩んでいます。

粗大ごみ受付センター（事前申込制）
①　 0570-200-530（一般加入電話）
 　 【受付時間】 月～土曜日 8時30分～17時
②　 045-330-3953（携帯・IP電話で通話割引を受けている場合）
③　 https://www.sodai.city.yokohama.lg.jp（インターネット受付）

申込先

粗大ごみの申込みはお早めに！

ほう らい

人気の炊き込みご飯・
赤飯・中華おこわ

一つひとつ心を込めて作っています

パステル（港南6-27-12、　843-5837）問合せ

魅力再発見！ 商店街に行ってみよう 最終回

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

区役所環境衛生係（　847-8445 　846-5981）問合せ

月日

4月 4 日 午前
受付時間 出張会場 所在地

関町内会館

4月17日
午前 日限地蔵尊(駐車場)

午後 大久保公園

4月19日
午前 上永谷高速道下子どもの遊び場

午後 西洗・港南プラザ自治会館

4月23日

4月26日

午前
港南ふれあい公園

午前 大北町内会館

午後

午後 榎戸公園

4月10日

（水）

（火）

（木）

（月）

（木）

（火）
午前 貞昌院（駐車場）

午後 日野中央公園（駐車場側 正面入口）
※駐車場は有料です

笹下2-4-9

日限山1-67-30

大久保1-16
上永谷3-1

日限山4-10-2

港南4-2

日野5-22-1

港南台6-25

上永谷5-1-3

日野中央2-2

　生後91日以上の飼い犬には、狂犬病予防法で生涯1回の登録と毎年1回
の狂犬病予防注射が義務付けられています。
　予防注射は、出張注射会場か動物病院で必ず受けてください。

会場の変更▶ 上永谷町内会館は、貞昌院(駐車場)に変更しました。
会場の廃止▶ 玉興町内会館、日野大多良公園、
 上野庭町内会館（浄念寺境内）は廃止しました。

※ 初めて登録する人、他の市区町村や市内他区から転入した人は、係員に申し
出てください

※ 当日の気象状況等により、中止することがあります。実施の有無は、市動物愛
護センターのホームページで確認するか、区役所環境衛生係にお問い合わせ
ください

※ 委託動物病院（「お知らせ」に一覧を同封）では、注射当日に狂犬病予防注射
済票の交付が受けられます

※ 動物病院で受ける場合は、費用が病院ごとに異なります

午前：10時～12時　午後：13時30分～15時

 ・ 3,600円
 （注射料金3,050円、狂犬病予防注射済票交付手数料550円）
 ・ 初めての登録は、別に登録手数料3,000円

 ・ 狂犬病予防注射済票交付申請書
 （区役所から郵送の「お知らせ」に同封）
 ・ 他の市区町村から転入した人は、登録時に交付された鑑札

費　用

受付時間

持ち物

出張会場について

区役所地域運営推進係（　847-8391 　842-8193）問合せ

　上永谷駅の近く、環状2号線沿いのマン
ション1階に連なる「いずみプラザ上永谷商
店会」。ブティックや美容室、電気店など、暮
らしに密着したサービスを提供するお店が並
んでいます。近年は、弁当屋や焼き肉店、ラー
メン店なども加わり、ますますにぎやかにな
りました。
　近隣住民が出店できるフリーマーケット
や、12月の歳末大売出しに合わせて開かれる福引大会は、商店会の人気イベン
トです。また、高齢者がかかりつけ医や連絡先を書いて持ち歩ける黄色いハン
カチを配布するなど、地域に溶け込み、暮らしにつながる企画を実行しています。

　ガラクタ市？と侮るなかれ。商店会に軒を連ねる各店が出
品します。思わぬ掘り出し物が見つかるかも。

4月14日（土）10時～15時 ※雨天・強風中止

いずみプラザ上永谷商店会
（上永谷2-11-1、地下鉄上永谷駅下車）

日時

会場

4月にはガラクタ市も！

いずみプラザ上永谷商店会
会長  佐藤さん

恒例の福引は当選率の
高さが評判で、毎年心
待ちにしている人がた
くさんいるんですよ

毎月連載してきた「商店街見どころめぐり」も、今月で最終回。区内には、お客
さんに楽しんでもらおうと日々工夫を重ねている、たくさんのすてきな商店街が
あります。あなたも、まずは家の近くの商店街に足を運んでみませんか？
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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

　3月28日（水）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

3月12日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（　847-8438 　846-5981）へ

　3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

相
談

赤
ち
ゃ
ん
・
子
ど
も

予約制

予約制

　3月19日（月）13時15分～15時　　区役所3階（健診・検査フロア）
　未就学児

乳幼児歯科相談
（歯科健診あり）

予約制

　3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

■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　3月22日（木）、4月5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）

1 5 7 9 11

6

2 13

3 12

8 10

4

　3月下旬から4月上旬は、引っ越し（住所異動）に伴う届出などが集中し、窓口が大変混雑します。長時間お待ちいただく場合もありますので、
時間に余裕を持ってお越しください。なお、本人または同一世帯以外の人が届出を行う場合は、委任状が必要です。

区役所での手続をお忘れなく引っ越し・就職・
退職する人は

区役所登録担当（　847-8335 　841-1281）問合せ

内容 届出期間 手続 手続に必要なもの

転出
市外へ

引っ越し予定日
の14日前から

窓口に来る人の本人確認書類
（①か②のいずれか）

港南区役所に転出届を提出し、「転出証明書」を受け取る
（引っ越し後、新住所地の市区町村役場に「転出証明書」を提出）

港南区役所に転入届と前住所地の市区町村役場で受け取った
「転出証明書」、マイナンバーカードまたは通知カードを提出

港南区役所に転入届とマイナンバーカードまたは通知カードを提出

港南区役所に転居届とマイナンバーカードまたは通知カードを提出

引っ越し日から
14日以内

港南区役所での手続は不要です

港南区内で転居

市内他区へ

市外から

市内他区から

転入

転居

住民票の異動届　手続は 区役所2階21番窓口 へ

① 運転免許証・旅券など官公署が発行した
本人の顔写真付きの証明書…1点

② 健康保険証など官公署が発行した顔写
真がない証明書や、社員証など官公署以
外の機関が発行した証明書…2点

※小・中学生のいる世帯は、事前にお問い合わせください
※マイナンバーカード利用による異動の手続については、市ホームページをご覧ください 横浜市　マイナンバーカード　転出入 検索

月～金曜日 7時30分～19時、 土・日曜日 9時～17時 ※休所日：祝休日・年末年始開所時間

横浜市  コンビニ交付 検索

・火・水・木曜日の午前中早い時間帯は、待ち時間が比較的短くなっています。
・住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書などは行政サービスコーナーで取得できます。

 ・ 上大岡駅行政サービスコーナー（地下鉄上大岡駅構内「バスターミナル方面改札口」前）
 ・ 港南台行政サービスコーナー（ＪＲ港南台駅そば「港南台214ビル」3階）

混雑を避けるには？

＜区内の行政サービスコーナー＞

国民健康保険に加入している人が、
新しい健康保険に加入した場合

今までの健康保険をやめ、
国民健康保険に加入する場合

国民健康保険
の資格喪失

国民健康保険
の加入

●本人の名前が記載されている新しい健康保険証または健康保険資格取得証明書
●今までの国民健康保険証　●印鑑（朱肉を使うもの）

●健康保険資格喪失証明書（勤めていた職場などから発行される証明書）
●本人確認書類（「住民票の異動届」の表の、「手続に必要なもの」欄をご覧ください）
●印鑑（朱肉を使うもの）

就職・転職

退職

内容 手続 手続に必要なもの

国民年金加入者が厚生年金に加入する場合

厚生年金加入者が、退職してから１日も空けずに再就職する場合

厚生年金をやめ、国民年金に加入する場合

厚生年金加入者で、退職から再就職まで1日以上空いている場合

港南区役所での手続は不要です

国民年金の加入
●年金手帳
●離職票など退職日が分かる書類
●印鑑（朱肉を使うもの）

転職

就職

退職

内容 手続 手続に必要なもの

区役所保険係（　847-8425 　845-8413）問合せ健康保険の切替　手続は 区役所2階24番窓口 へ

区役所国民年金係（　８４７-８４２１ 　８４５-８４１３）問合せ年金の切替　手続は 区役所2階26番窓口 へ

　3月31日（土）9時～ 12時
取扱業務：戸籍課・保険年金課・
こども家庭支援課の一部業務

※ 他都市や他機関に問合せが必
要な業務や、出生届に伴うマ
イナンバーの付番など、一部
取扱いのできない業務もあり
ますので、事前に各窓口にご
確認ください

臨時開庁のお知らせ

1月号特集「健康アクション
こうなん5クイズ」の答え

1．Ｂ　2．Ｄ　3．○　4．Ｃ　5．○　6．Ｂ
でした。皆さん、何問正解できましたか？

1月号「お年玉クロスワード
パズル」の答え

ケ ン コ ウ

ク ロ

ケ

ガ ネ モ

ン ガ ン

チ

ヒ ッ ケ イ リ

マ ト ン コ ア

ワ シ ラ ウ オ

リ ロ ン ブ ソ ウ

マイナンバーカードを持っている人は、コンビニエン
スストアでも取得できます。取得できる証明書・店
舗・時間、手数料など、詳しくは市ホームページをご
覧ください。
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ひさ  お

授業の様子

名前入りストラップ作りのワークショップ

　港南区の花を広げるために、ひまわりの種を入れた「ひまわりセット」を作り、ゆめワール
ドで子どもやお年寄り、障害のある人に、手作りのチラシと一緒に配り楽しんでもらいました。

　初めて顔を合わせた仲間が、課題を一つずつ解決
していくたびに距離が縮まり、お互いの考えが分かり
合えるくらいまで一体感ができていきました。私自身、
子どもたちと真剣に向き合って
作り上げたことで達成感を感じ、
新しいことを始める勇気が湧い
てきました。子どもたちに感謝
です。

協力者の佐々木 幸雄さん（青少年指導員）

左から運営委員の成田さんと鏑木さん（笹下中2年）

港南区青少年健全育成を推進する会　藤田 誠治 会長

　港南区青少年健全育成を推進する会では、自治会町内会、学校、青少
年関係団体などが連携を密にし、青少年健全育成を進めています。この
会が主催する「港南区こどもフォーラム」は、港南区を誰もが住みたいと
思うまちにするために、先生や地域の大人が見守りながら、小学生と中
学生が主体的に取り組んでいます。
　20年の歴史の中で延べ2,250人もの子どもたちが、大切な経験を積
み重ねてきました。今後も子どもたちの将来のために、力を尽くしたい
と思います。

愛たくさん ひまわりタウン ～支えあい・あいさつ・知りあいの輪～
笹下中学校区グループ（笹下中・上大岡小・日下小・南台小）

　地域の大人と中学生が顔見知りの関係になる地区懇談会に参加し、地域に貢献できることを
考えました。平戸永谷川の清掃活動では、地域の人と交流を深めることができました。

地域の人とのふれあいを大切にしよう
上永谷中学校区グループ（上永谷中・永野小・永谷小）

　港南ひまわり83運動を知っていますか。
　犬の散歩や買い物、家の周りの清掃など、外に出る用
事を、できるだけ小学生の登下校時間帯である午前8時
と午後3時に行うようにすることで、地域全体で子ども
を見守る環境づくりを行う運動です。
　港南区青少年健全育成を推進する会・安全安心まち
づくり推進協議会・区役所の三者が協働で推進しています。
　昨年からは港南警察署も加わり、警察官が通学路に立ち、子どもの登下校の安全を見
守るなど、運動の輪は今どんどん広がっています。皆さんのご協力をぜひお願いします。

港南ひまわり83運動 ～地域全体で子どもを見守ろう～港南ひまわり83運動 ～地域全体で子どもを見守ろう～
ハチサンハチサン 日野中央高等特別支援学校 ～地域の人の笑顔が生徒の力に～

　日野中央高等特別支援学校では、就労に必要な力を付ける目的で、
企業や地域とも関わりながら、作業学習を行っています。市営バスや
近隣施設の清掃、地域団体資料の印刷などは、生徒のコミュニケー
ションの機会になるだけでなく、地域からもとても喜ばれています。
　区役所では、農園芸の生徒が「こけ玉」を
窓口に置きに訪れていましたが、ほかの生

徒から「自分たちも何かやりたい」という声が上がり、昨年7月、１階の区民
ホールで、和紙や革などを使った手作り製品の販売とワークショップを行い
ました。これが大好評だったため、その後も月1回ほどのペースで実施して
います。3月14日（水）にも行いますので、ぜひお立ち寄りください。

　港南区では、多くの子どもたちが身近な地域で活躍しています。
　そんな子どもたちを、皆さんも応援してください。

区役所青少年育成担当（　847-8396 　842-8193）問合せ

特集 港南区を

　誰も
が住みたいまちに

あいさつたくさん笑顔の港南
保育園と地域ケアプラザを訪問し、
地域の人たちと触れ合いました

東永谷中学校区グループ
（東永谷中・下永谷小・相武山小）

防災について
3校共通でアンケートを取り、生活に
密着した内容を新聞にまとめました

芹が谷中学校区グループ
（芹が谷中・芹が谷小・芹が谷南小）

We love Konandai ～笑顔で美～

環境の美、心の美を意識して清掃活動と
挨拶をしました

港南台第一中学校区グループ
（港南台第一中・港南台第一小・
港南台第二小・港南台第三小）

地域の人とふれあおう
～馬洗川クリーンアップ大作戦！～

川の清掃を通じて、生き物やポイ捨
てなど多くのことに気付きました

丸山台中学校区グループ
（丸山台中・丸山台小・下野庭小）

花でふたつのまちをつなぐ
～景観まちづくり～

港南区と戸塚区にまたがる校区を花で
飾るため、互いの区で植栽をしました

日限山中学校区グループ
（日限山中・日限山小）

みんなでマナーの向上を考えよう！
～地域の清潔感のレベルアップをしよう～

町の中心にある公園で、地域の人と夏祭りの
後、清掃活動を行いました

野庭中学校区グループ
（野庭中・野庭すずかけ小）

お知らせします 安全マップ
～だれもが安心してくらせる町づくり～

危険な場所を調べてマップを作成し、地域ケア
プラザや自治会館などでお知らせしました

日野南中学校区グループ
（日野南中・日野小・日野南小・小坪小）

一人ひとりがマナーを守って
笑顔があふれる町にしよう
～安心安全なまちづくり～

町に危険が潜んでいることを知り、交通
マナーの改善について考えました

港南中学校区グループ
（港南中・桜岡小・吉原小）

　活動の過程では、うまくいかないこともあっ
たけれど、短い期間で子どもたちの成長を実感
することができ、とても感激しました。小・中
学生がみんなよく頑張っ
てくれました。横浜女子
短大の大きなホールでの
発表は、堂々としていて
素晴らしかったです。

協力者の丸山 尚雄さん（青少年指導員）

　災害時に中学生が期待されて
いると知り、ふだんから意識して、
行事に参加したり清掃活動をした
りしています。地域で挨拶を交わ
すとうれしくなります。
（小瀬村さん）

　最初に思い切って小学生に話し
掛けたら、だんだんスムーズに話
せるようになり、自信が付きまし
た。最近も公園で小さい子に声
を掛け、一緒に遊びました。
（太田さん）

　紙芝居で小さい子が笑ってくれ
たのが、うれしかったです。今で
は、自分から挨拶できるようにな
りました。挨拶が返ってくると気
持ちがいいです。
（楠野さん）

左から運営委員の小瀬村さん、太田さん、楠野さん（上永谷中２年）

　区内の各小・中学校から選ばれた運営委員が、より良い地域づくりのために何ができるのかを話し合い、それぞれの
特色を生かして地域の中で実践しています。青少年指導員・子ども会・PTA・少年補導員・主任児童委員などが協力
者として、活動の見守りや助言などのサポートをしています。
　半年間の活動を発表する12月の報告会では、頼もしい子どもたちの姿に、大きな拍手が送られました。

日野中央高等特別支援学校（　844-3015 　846-8448）問合せ

こ     せ  むら くす  の

　子どもでも地域の魅力を
つくり、広げていけることを
知りました。良いところを聞
かれたとき、即答できるよう
な魅力ある区になるといい
な。私も先輩の話を聞いて
参加したので、これからの人
たちにぜひ薦め
たいです。
（成田さん）

　小学生の意見を取り入れ
ながら、みんなで協力して、
本当に自分たちがやりたい
活動ができました。協力し
てくれた地域の大人の皆さ
んにありがとうと言いたい
です。（鏑木さん）
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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

　野庭地域ケアプラザ

■ にこにこのばサロン
　3月22日（木）13時30分～15時 　
100円 　当日直接施設へ

　港南中央地域ケアプラザ

■ 心の健康教室（全10回）
カウンセリングを学ぼう
　4月～31年3月の8・12月を除く毎月
第4木曜日 13時～14時30分 　40人
（先着） 　5,000円 　3月11日9時から
電話か直接施設へ
■ シルバーフラダンス（全12回）
　4月～31年3月の毎月第3月曜日 10
時～11時 　70歳以上35人（先着） 　
3,000円 　3月20日9時から電話か直
接施設へ
■ ゆらりん ころりん
触れ合い遊びやわらべ歌など
　4月17日（火）10時～11時30分 　0・
1歳の子と保護者30組（先着） 　330円 
　3月13日9時から電話か直接施設へ

　日下地域ケアプラザ

■ おはなし会
日4～7月の毎月第2火曜日 10時30分
～11時 　未就学児と保護者 　当日直
接施設へ
■ おもちゃの病院
　4月15日（日）10時～14時 　20点
（先着） 　部品代実費 　3月11日9時
から電話で施設へ

　日限山地域ケアプラザ

■ ふらり～カフェ
プチお菓子付き。マジックやものまね
のミニイベントあり
　4月6日（金）12時～13時30分　 100
円 　当日直接施設へ

　港南台地区センター

■ ママの骨盤矯正とベビーヨガ（全3回）
　4～6月の毎月第2木曜日 9時30分～
10時30分 　お座りからハイハイがで
きる子と母親15組（先着） 　2,000円 
　3月12日13時から電話か直接施設へ
■ ママとベビーのヨガ＆リトミック（全3回）
　4～6月の毎月第2木曜日 10時40分
～11時40分 　1歳6か月以下の歩ける
子と母親15組（先着） 　2,000円 　3
月12日13時から電話か直接施設へ
■ 母の日に贈るプリザーブドフラワー
　4月22日（日）10時～11時30分 　小
学生16人（3年生以下は保護者同伴）
（先着） 　1,000円 　3月12日13時か
ら電話か直接施設へ
■ 歴史探訪ウォーキング（全3回）
市内や東京都文京区内を散策
　4～6月の毎月第4木曜日 　18歳以
上40人（先着） 　1,500円、交通費自己
負担 　3月12日13時から電話か直接
施設へ

　港南台地域ケアプラザ

■ 港南台支えあいネットワーク
　「ふれあいデー」
作業所製品の販売やミニコンサートなど
　3月18日（日）13時30分～15時30分 　
横浜医療福祉センター港南（JR港南台駅
下車） 　100人（先着） 　当日直接施設へ
■ 赤ちゃんのタッチケア講習会
　4月10日（火）10時～11時30分 　3
～12か月の子と保護者20組（先着） 　
300円 　3月12日9時から電話か直接
施設へ
■ 南部病院健康教室
　「医療にまつわるお金の話」
医療ソーシャルワーカーによる講話
　4月7日（土）14時～15時30分 　50
人（先着） 　3月12日9時から電話か直
接施設へ
■ 絵葉書の中のヨコハマ
都市社会学と歴史学の視点で見てみよう
　3月17日（土）14時～16時 　40人（先
着） 　3月12日9時から電話か直接施設へ

　永谷地区センター

■ ハイチを知ろう！ ハイチ料理教室
　4月22日（日）10時～13時30分 　18
歳以上16人（先着） 　1,000円 　3月
13日13時から電話か直接施設へ
■ 本物のケント紙やトーンを使うよ！
　少女マンガ教室
　4月1日（日）13時～14時30分 　小・
中学生10人（小学1・2年生は保護者同
伴）（先着） 　500円 　3月13日13時か
ら電話か直接施設へ
■ 旅をもっと楽しめる！
　旅行英会話教室（全4回）
　4月の毎週土曜日 10時～11時 　18
歳以上20人（先着） 　2,000円 　3月
13日13時から電話か直接施設へ

　野庭地区センター

■ 太極拳で健康な体づくり！（全4回）
　4・5月の第2・4水曜日 10時～11時
30分 　20歳以上20人（先着） 　1,500
円 　3月13日10時から電話か直接施
設へ
■ 懐かしの歌声喫茶（春）
　4月13日（金）13時30分～15時30分 
　60歳以上100人（先着） 　300円 　
3月15日10時から電話か直接施設へ
■ 健康マージャン教室（中級編）
　（各全10回）
　4～9月の毎月第2・4月曜日 ※4月は
第4のみ、9月は第2のみ①9時30分～
12時②13時～15時30分 　①20歳以
上の女性16人②20歳以上の男女16人
（抽選） 　4,000円 　3月31日までに　
に　　  と年齢、①②の別を書いて施
設へ

　港南地区センター

■ 古文書に学ぶ「東南海トラフ
　巨大地震と富士噴火」（全6回）
　4～6月の毎月第2・4日曜日 13時～
15時 　30人（抽選） 　2,500円 　3月
25日までに　に　　  と年齢を書いて
施設へ
■ 初夏の剪定「月ごとのお手入れ」
　（全3回）
　4月18日、5月16日、6月6日いずれも
水曜日 13時30分～16時30分 　20人
（抽選） 　1,500円 　4月4日までに　
に　　  と年齢を書いて施設へ
■ 夏ミカンのママレードを作ろう
　4月19日（木）13時～16時 　20人
（抽選） 　1,000円 　4月4日までに　
に　　  と年齢を書いて施設へ

　東永谷地区センター

■ からだスッキリ！
　エアロビクスでシェイプアップ（全5回）
　4月13日～6月8日の隔週金曜日 10
時～11時30分 　18歳以上の女性30
人（抽選） 　2,000円 　3月30日までに
　に　　  と保育希望者は子の名（ふ
りがな）・月齢・性別を書いて施設へ 　
1歳6か月以上の未就学児、2,000円
■ 歌声サロン「春」（全3回）
　4～6月の毎月第2月曜日 13時～14
時30分 　60歳以上30人（抽選） 　
1,000円 　3月26日までに　に　　  と
年齢を書いて施設へ
■ おはなしの森
手遊びや読み聞かせなど
　3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

〒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

〒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

〒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

〒233-0006　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

せん てい

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

日下地域ケアプラザ
〒234-0054　港南台3-3-1
　834-3141　　834-3145

港南台地域ケアプラザ
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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

　芹が谷地域ケアプラザ

■ 健康づくりフェスタ
パワリハ機器体験、リハビリ講座など
　3月17日（土）10時～13時 　当日直
接施設へ

　下永谷地域ケアプラザ

■ 絆塾♥下永谷 サバイバル体験会
HUG（避難所運営ゲーム）とサバイバ
ルクッキング
　4月28日（土）10時～12時30分 　50
人（小学3年生以下は保護者同伴）（先
着） 　3月11日10時から電話か直接施
設へ

　桜道コミュニティハウス

■ 港南桜まつり 桜道わくわくひろば
　4月7日（土）10時～14時 　当日直接
施設へ
■ こうなん路地裏さんぽ！
　～港南の歴史と桜を楽しもう
　4月4日（水）9時30分～12時 　18歳
以上12人（先着） 　500円 　3月11日
10時から電話か直接施設へ
■ さくらんぼひろば
パラバルーン遊び
　4月9日（月）10時～11時30分 　未就
学児と保護者20組（先着） 　200円 　
3月11日10時から電話か直接施設へ

　上永谷コミュニティハウス

■ 初級編 社交ダンスを楽しもう！（全3回）
　4月10日～5月8日の隔週火曜日 13
時～14時30分 　20歳以上の男女各5
人（先着） 　1,000円 　3月11日9時30
分から電話か直接施設へ
■ パラバルーンであそぼう
　4月26日（木）10時30分～11時30分 
　3歳以下の子と保護者20組（先着） 
　100円 　3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）
　3月22日（木）10時30分～11時30分 
　3歳以下の子と保護者15組（先着） 
　当日直接施設へ

　港南台コミュニティハウス

■ 鎌倉歴史講座シリーズ
　～鎌倉時代の男と女「吾妻鏡より」（全3回）
源頼朝の家庭の事情。政子・頼朝の女
たち・時政
　4～6月の毎月第3木曜日 13時30分
～15時 　18歳以上15人（抽選） 　
500円 　4月3日までに　に　　  と年
齢を書いて施設へ
■ 二胡（東洋のバイオリン）体験教室
　4月21日（土）14時～15時 　18歳以
上8人（抽選） 　500円 　4月6日まで
に　に　　  と年齢を書いて施設へ
■ 書道の古典「奥の細道」を小筆で
　書いてみましょう！（全2回）
　5月7日（月）・21日（月）10時～12時 
　18歳以上10人（抽選） 　1,000円 　
4月16日までに　に　　  と年齢を書
いて施設へ

　野庭すずかけコミュニティハウス

■ コグニサイズ
　～頭と体の体操で認知症予防（全4回）
　4月の毎週土曜日 13時～14時 　60
歳以上15人（先着） 　1,000円 　3月
11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

■ 土曜健康体操（全9回）
講義とボールやセラバンドを使った実技
　4月28日～7月7日の5月19日、6月16
日を除く毎週土曜日 10時～11時30分 
　50歳以上25人（抽選） 　1,500円 　
4月11日21時までに電話か直接施設へ

　日限山コミュニティハウス

■ おはなしの会
　3月14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
■ 歌おう会
　3月22日（木）14時～16時 　60人
（先着） 　200円 　当日直接施設へ

　日野南コミュニティハウス

■ アロマクラフト講座「香りを楽しむ！
ルームスプレーとクレンザーづくり」

　4月24日（火）13時～14時30分 　20
歳以上10人（先着） 　600円 　3月20
日9時から電話か直接施設へ
■ 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
　3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
　3月14日（水）10時30分～11時 　未
就学児と保護者 　当日直接施設へ

　《区内》
　港南スポーツセンター

■ 赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全5回）
　4月9日～5月21日の4月23日・30日
を除く毎週月曜日 11時～11時50分 
　6か月～1歳6か月の子と保護者15
組（先着） 　3,000円 　3月12日9時か
ら電話か直接施設へ
■ お試し教室週間
てんこつ体操、ヨガ、ピラティス、大人
のバレエde姿勢美人など
日3月20日（火）～31日（土） 　有料 　
当日直接施設へ ※開催日時・定員・料
金など詳細は問合せを

　《区内》
　下野庭スポーツ会館

■ グラウンド・ゴルフ大会
　4月18日（水）10時～12時 ※雨天の場
合は25日（水） 　20人（先着） 　300円 
　3月27日10時から電話か直接施設へ

　《区内》
　港南台北公園 こどもログハウス

■ リニューアルイベント
演奏会や手品、ジャグリング、駄菓子屋など
　3月24日（土）・25日（日）9時～12時 
　中学生以下（未就学児は保護者同
伴） 　当日直接施設へ
■ えほんの読み聞かせ会
　4月10日（火）11時～11時30分 　未
就学児と保護者 　当日直接施設へ

　《区内》
　地域子育て支援拠点 はっち
　（休館：○月○日（○））

■ はっちの2階研修室であそぼう！
　3月20日（火）・30日（金）13時～15時 
　2歳以上の未就学児と保護者（きょう
だいは2歳未満も可） 　当日直接施設へ
■ はっちママのおしゃべりタイム
　春だから公園に行ってみよう！
近くの公園の情報を交換しよう
　3月23日（金）10時30分～11時15分 
　未就学児と保護者 　当日直接施設へ
■ 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
　3月13日（火）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
■ 「子サポ」ってなに？
横浜子育てサポートシステム提供会員
の話
　3月16日（金）10時30分～11時30分 
　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
　①3月13日（火）10時30分～11時30
分②3月24日（土）10時30分～11時30
分③3月27日（火）10時～11時 　①②
はっち③港南中央地域ケアプラザ 　
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》
　港南図書館（休館3月19日（月））

■ 春休みとくべつおはなし会
　3月28日（水）10時30分～11時 　小
学生以下 　当日直接施設へ
■ おはなしくまさん
　3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
■ おはなしひろばの会
　3月24日（土）①14時30分～14時50
分②15時～15時30分 　①3歳以上②
小学生 　当日直接施設へ
■ おはなし・にこっと
　3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

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

下永谷地域ケアプラザ

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

芹が谷地域ケアプラザ

〒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

〒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

〒234-0054　港南台2-14-1
　・　832-2320
 休館：水・金曜日

港南台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
〒234-0051　日野2-4-6
　840-5882　　848-0688
休館：祝休日、日・月曜日

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：3月19日（月）

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

〒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

〒234-0056　野庭町346-2
　・　843-9765
 休館：水・金曜日

野庭すずかけコミュニティハウス

あづまかがみ

に　  こ

〒234-0054　港南台1-3
　・　834-1169

 休館：第3火曜日（祝休日の場合は翌日）
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
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　＜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）③Excel
中級（全2回）
　①4月11日（水）～13日（金）・17日
（火）・18日（水）②4月7日（土）・8日
（日）③4月14日（土）・15日（日）10時～
15時30分 　女性各12人（先着） 　①
19,500円②③10,800円 （免除制度あ
り） 　3月16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
■ ママの骨盤底筋エクササイズ（全6回）
　4～6月の毎月第1・3火曜日 ※5月の
み第3・5火曜日 10時30分～11時45分 
　産後2か月以降の女性18人（先着） 
　4,200円 　3月12日9時から電話か
直接施設へ 　2か月以上の未就学児、
有料 ※申込時に問合せを
■ 女性のためのシンプル・ヨガ（全6回）
　4月11日～6月20日の隔週水曜日 14
時～15時30分 　女性24人（先着） 　
7,800円 　3月11日9時から電話か直
接施設へ 　2か月以上の未就学児、有
料 ※申込時に問合せを
■ フォーラム南太田マルシェ
　～地モノ野菜市と手づくり市、古布回収
　3月16日（金）11時～14時 　当日直
接施設へ

　《区内》
　港南国際交流ラウンジ

■ 世界の赤ちゃんとママのひろば
　4月～31年3月の8・10・1月を除く毎
月第2月曜日 10時30分～12時 　100
円 　当日直接施設へ
■ Bogoカフェに来ませんか
いろいろな国の人とおしゃべりを楽し
もう
　4月～31年2月の隔月第1水曜日 13
時～15時 　200円 　当日直接施設へ

　《区内》
　日野中央公園

■ 親子で楽しむ野球教室
これから始める子に元プロ選手が指導
　3月18日（日）11時～13時 　小学4
年生以下の子と保護者20組（先着） 　
2,000円 　3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
■ 「パークヨガ」屋外で行う
　やさしいヨガ教室
　4月14日（土）13時30分～14時30分 
　小学4年生以上20人（先着） 　500
円 　3月11日10時から電話か直接、ま
たはファクスに　　  を書いて施設へ
■ 母の日のフラワーアレンジメント教室
　4月26日（木）10時～11時30分 　10
人（先着） 　3,000円 　3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
■ クラフトワーク「エッグアートの
　ロゼッタブローチ」（全2回）
卵の殻にペイント・飾り付けをする
エッグアートのブローチ作り
　4月21日（土）・28日（土）10時30分～
12時 　8人（先着） 　1,500円 　3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》
　文化センター ひまわりの郷

■ 器楽ワークショップ（各全10回）
①フルート②ギター③津軽三味線
9月29日（土）に発表会
　①5月12日～9月8日の土曜日 【初
級】18時～19時 【中級】19時15分～20
時15分 ②5月20日～9月16日の日曜日 
【クラス1】9時45分～10時45分 【クラ
ス2】11時～12時 ③6月2日～9月22日
の土曜日 【初級】9時30分～10時45分 
【中級】11時～12時15分 　①各16人
②各8人③各10人（先着） 　15,000円 
　3月16日10時から申込書を直接また
はファクスで施設へ

　《区内》
　シルバー人材センター

■ コカリナ教室（全10回）
ハンガリー伝統の木の笛を吹こう
　4～9月の毎月第1・3月曜日 ※4月は
第3のみ、9月は第1のみ 10時～12時 
　市内在住・在勤の人20人（抽選） 　
15,400円（笛代含む） 　3月28日まで
に　に　　  を書いて施設へ

　＜区外＞
　清水ケ丘公園屋内プール

■ アクアビクス教室（全8回）
　4月6日～6月1日の祝日を除く毎週
金曜日①9時30分～10時30分②10時
40分～11時40分 　各35人（先着） 　
6,100円 　3月16日から費用を添えて
直接施設へ

　＜区外＞
　舞岡ふるさと村 虹の家

■ 春野菜を使った料理教室
　4月15日（日）10時～12時30分 　18
人（先着） 　1,800円 　3月11日9時か
ら電話で施設へ
■ 吊るし雛を作ろう（全10回）
　4月～31年2月の8月を除く毎月第2
土曜日 9時30分～11時30分 　20歳以
上15人（先着） 　10,000円（材料費含
む） 　3月11日9時から電話で施設へ
■ 舞岡ふるさと村タケノコ掘り
　4月中の月・火曜日を除く 9時30分
～10時30分 ※詳細は問合せを 　中
学生以上200円、小学生100円、収穫し
たタケノコ代 　3月16日9時から電話
で施設へ
■ 春の虫観察会
　4月22日（日）13時30分～15時30分 
　15人（小学生以下は保護者同伴）（先
着） 　3月11日9時から電話で施設へ
■ そば打ち教室
　4月23日（月）14時～17時 　20歳以
上12人（抽選） 　2,000円 　3月20日
までに　に　　  を書いて施設へ
■ ヨガ教室（全2回）
　4月19日（木）、5月17日（木）10時～
11時30分 　20人（先着） 　800円 　3
月15日9時から電話で施設へ

　＜区外＞
　こども植物園

■ みどりの学校（全13回）
野菜の栽培や植物の観察など
　4月～31年3月の毎月1回（11月は2
回）日曜日 10時～12時15分 　市内在
住の新年度小学5・6年生25人（抽選） 
　3,000円 　4月13日までに直接、ま
たは　かファクスに　　  と学校名・学
年を書いて施設へ ※活動を手伝うボ
ランティアも募集（詳細は問合せを）
■ さつき盆栽作り（全3回）
　4月12日、6月21日、10月11日いずれ
も木曜日 13時～16時 　20歳以上20
人（抽選） 　2,000円 　3月29日までに
直接、または　かファクスに　　  を書
いて施設へ
■ 春のフラワーアレンジメント
　4月18日（水）14時～16時 　15人
（抽選） 　1,500円 　4月4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「新苗の育成」
講義とバラ園の見学
　4月25日（水）9時30分～11時30分 
　20歳以上25人（抽選） 　300円 　4
月11日までに直接、または　かファク
スに　　  を書いて施設へ

　＜区外＞
　舞岡公園 小谷戸の里

■ 「舞岡公園 谷戸学校」説明会
田んぼ作業を中心に、谷戸の保全を
学ぶ1年間の講座
　4月8日（日）10時～12時 　18歳以
上 　当日直接施設へ
■ 茶摘みと手もみ茶作り
　5月3日（祝）9時30分～12時 　小学
生以上30人（小学生は保護者同伴）
（抽選） 　700円 　4月10日までに　
に　　  と年齢を書いて施設へ ※は
がき1枚につき5人まで
■ わら細工～わら馬作り
　4月15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 　3月21日9時から電話か直
接施設へ
■ 自然観察会～早春の里山
　3月25日（日）13時～15時 ※雨天中
止 　当日直接施設へ

〒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
ゆめおおおか中央棟4階
　848-0800　　848-0801

休館：第3水曜日（3月のみ3月14日（水））

港南区民文化センター ひまわりの郷

つ びな

行政相談のお知らせ

年金や労働など、国の仕事に関す
る苦情や相談を、行政相談委員が
受け付けます

　毎月第2木曜日 13時～16時 
　当日直接区役所1階1番窓口へ
　総務省 神奈川行政相談センター
（　0570-090110（行政苦情110
番））、区役所広報相談係（　847-
8321 　846-2483）

〒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
〒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

ぼ　　ご

お気軽にどうぞ

たの

■ 港南台囲碁睦会 会員募集
　毎週月曜日 13時～17時 　港南台
コミュニティハウス 　年会費1,000円、
入会金1,000円 　電話で毛利（　832-
6031）へ
■ 初心者のための旅行英会話体験会
　①3月19日（月）②3月26日（月）12時
45分～13時45分 　①桜道コミュニ
ティハウス②港南地区センター 　60歳
以上各10人（先着） 　3月11日10時か
ら電話で刈屋（　070-2155-5239）へ

■ 区民バドミントン教室（全10回）
　5月～31年3月の8月を除く毎月第3
土曜日 11時～12時50分 　港南ス
ポーツセンター 　区内在住の小学3
年生以上60人（抽選） 　9,000円、小
学生6,000円 　4月19日までに　に
　　  と年齢、性別、新年度の学年を書
いて区バドミントン協会の永吉（〒233-
0016 下永谷3-4-19-403、　090-4386-
0846 　821-6567）へ

■ こうなん健康塾（全12回）
ウォーキングの基礎
　4～9月の毎月第2・4土曜日 10時～
12時 　港南台第三小学校（バス停公
園前下車）ほか 　40歳以上25人（抽
選） 　2,500円 　3月21日までに申込
書（地区センターほかで配布）を郵送、
または　かファクスに　　  と年齢を
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

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。


