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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

4月の土曜開庁日　14日・28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3月1日現在）

世帯数…92,233世帯人口…213,877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. 246

港南区役所 検索

    ～　ページは港南区版です
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ふだんのくらしをけんこうに

健康アクションこうなん 5 ……

特 集

・

（前月比 ＋1人） （前月比 ＋63世帯）
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　春のように暖かな2月の土曜日、8回目となる芹が谷連合自治会の「クリーンスポーツ
大会」が開催されました。「ごみを拾う」ことを競技にしたこの大会は、自治会町内会のほ
か、小・中学校、地域ケアプラザ、区役所など、300人もの人が参加する地区の一大イベ
ントです。今年は、港南区に仮移転中のやまゆり園の皆さんも初めての参加となりました。
　制限時間は45分間。5人ほどでつくる総勢50チームは、分別しながらごみを拾い集め、
芹が谷南小学校に移動し、計量と成績発表を行います。重さだけを競うのではなく、
種類ごとに定めた点数と重量を掛けた総ポイントで順位が決まります。どのチームも1
位を目指し、気合十分。中でも、小・中学生たちは、スポーツ大会の名にふさわしく、チー
ムワークを発揮して走り回っていました。
　「地域の交流が深まり、社会貢献にもなる。さらに、子どもから大人まで楽しめるように
と、このイベントを考えました。たくさんの人や団体に支えられて、続けられています。
やまゆり園の皆さんには、今後もさまざまな活動に参加を呼び掛けていきたいです」と、
連合自治会の藤田会長。会長が参加者に伝えた、「ごみを拾うと街がきれいになる。街が
きれいになると心がきれいになる。心がきれいになると人が優しくなる。人が優しくなる
と住みたい街になる」というメッセージが心に響き、次世代へとつながっていきます。
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きれいな街・人にやさしい街は、住みたい街
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ふれあい会館に集合した皆さん。勝利に向けてここからスタートします
「何かあるよ」早速ごみを見つけてうれしそうな小学生たち
「負けちゃうけどごみが減っているのは良いことね」と成績にはこだわりません
成果を手に小学校へ向かう坂道を上ります
「いっぱい集めたね」ごみは種類別に計量します。会場にはイーオも登場
並み居る中学生を抑えて1位に輝いた芹が谷南小チーム
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写真の説明

芹が谷地区
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こうなんタネットちゃん

　港南区は2019年10月に区制50周年を迎えます。
　「愛あふれる♥ふるさと港南に」をテーマに、50周年を
お祝いするロゴマークをみんなで選びましょう。

みんなで選んでみんなで使って盛り上げましょう！

今月お知らせしたい情報を掲載しています

ご投票ください！港南区制50周年
ロゴマーク

5月1日（火）17時

● 区役所1階設置の用紙に記入し、専用投票箱に投函

● はがきに番号を記入し、区役所50周年ロゴマーク係（〒233-0003 港南4-2-10）へ

● 区ホームページから電子申請フォームで投票

※区役所1階投票箱は、区役所開庁時間内のみです　※得票状況などの問合せには応じません

投票締切り 区内在住・在勤・在学の人。1人1回まで投票資格

投票方法

上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー5階（　841-9361 　841-9362）

月～金曜日 8時45分～17時15分　第2・4土曜日 9時～12時 ※祝休日・年末年始を除く

所在地

開館時間

港南区制50周年記念事業実行委員会 ロゴマーク担当（区役所広報相談係内、　847-8321 　846-2483）問合せ

　港南区区民活動支援センターは、活動を始めたい人から今の活動を広げたい人まで、生涯学習や市民活動
のサポートをしています。退職後に何をしようか迷っている人、子育てが一段落して自分の時間を楽しみた
い人、趣味などを一緒に楽しむ仲間が欲しい人もぜひお立ち寄りください。

●区内の情報が集まります
　区内で活動している団体の情報や、イベントの開催情報のチラ
シを扱う情報コーナーがあるほか、ウェブサイト「ひまわりタネッ
ト」でも活動情報を紹介しています。ここで同じ趣味の活動団体
を探すこともできます。

港南区民活動支援センターに行ってみよう！人と出会える
地域とつながる

区役所区民活動支援係（　847-8397 　842-8193）問合せ

3つの候補から1つ選んで投票してください。最も多くの票を集めたロゴマークに決定します。
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チラシラックに情報がいっぱい！

ミーティングスペース

ひまわりタネット 　 検索

港南区50周年　 検索

ポータルサイトは、

●  活動にあたっての
 相談に応じています
　相談内容に応じて、活動に必要な
資料や機材、講師などの情報提供や、
コーディネートをしています。活動
で困っていることがあれば、ご利用
ください。
　また、さまざまな知識や技術を地
域活動に役立てたい人に「街のアド
バイザー登録制度」の案内もしてい
ます。
※ 個人への街のアドバイザーの紹介
は行っていません

●  機材や会議室の貸出しをして
 います
　会議室やチラシを作るための印刷
機などを利用できます。貸出機材に
はスクリーンやプロジェクター、おも
ちゃ（パネルシアター、パラバルーン
等）などもあります。
※ 機材・会議室の使用には事前に団
体登録が必要です

※ 講座や勉強会を開催することはで
きません

打合せや情報交換にご利用ください

どんなことでも気軽にご相談ください

とう かん 〒・住所・氏名を書いて応募した人の
中から、抽選で50人に区制
50周年記念プレゼントが
当たります。
※ 当選者の発表は発送をもって
 代えさせていただきます

おわびと訂正　広報よこはま港南区版平成30年3月号「区役所からのお知らせ」の記事に記載漏れがありました。お詫びして訂正します。
６ページ 「捨てる前にちょっと待って！ 小型家電がメダルの材料に」 区内の回収ボックスの正しい設置場所は下記のとおりです。なお、東永谷地区センターは3月7日（水）から設置しています。

区役所、資源循環局港南事務所、港南資源回収センター、永谷地区センター、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
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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

電話で区役所学校連携・こども担当
（　847-8439 　842-0813）へ

検診名など 日時・会場など 申込み

　4月12日（木）・25日（水）、5月1日（火）・10日（木）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

4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

　4月25日（水）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

　4月27日（金）14時～17時　　区役所4階
　市内在住の15～39歳の人と家族

　4月20日（金）9時15分～11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

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談 予約制

　4月18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 予約制

子ども・家庭支援相談

■ 港南ひまわりプラン応援補助金
 申込受付のお知らせ
港南ひまわりプランに沿った取組に対
する支援を目的とした補助金。手引き・
申込書は4月2日から区内地域ケアプラ
ザ・区役所で配布、または区ホーム
ページからダウンロード
　4月2日（月）～5月31日（木）8時45分
～17時 　申込書を直接区役所5階50
番窓口へ 　区役所事業企画担当（　
847-8441 　846-5981）

■ 笑顔で脳を活性化！ 健康脳トレ講演会
 ～生き生き元気に暮らすコツ！
　5月29日（火）13時30分～15時30分 
　区役所6階 　区内在住の人60人
（先着） 　4月11日8時45分から電話か
直接、またはファクスに   　　を書いて
区役所高齢者支援担当（　847-8419 
　845-9809）へ
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　4月19日（木）、5月3日（木・祝）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）

　乳幼児期から学童・思春期の子どもに関する相談に、教育相談員・
学校カウンセラー・保育士・保健師が応じます。

子どものことで悩んだり
困ったりしたときは

月～金曜日 8時45分～12時、13時～17時
※祝休日・年末年始を除く

区役所4階

電話または面接（予約制）

日　時

場　所

相談方法

特別相談のご案内
弁護士による法律問題など専門相談を行っています。

※1： 相談日の2週間前の同じ曜日（祝休日の場合は翌開庁日）から電話
 か直接区役所1階1番窓口へ
※2： 当日までに電話か直接区役所1階1番窓口へ

種別 日時

法律相談（予約制 ※1）
司法書士相談（予約制 ※2）
行政書士相談（予約制 ※2）
公証相談（予約制 ※2）
交通事故相談
行政相談

毎週金曜日・第3水曜日 13時～16時
第1火曜日 13時～16時
第2水曜日 9時～12時
第3木曜日 13時～15時
第3火曜日 9時～12時、13時～16時
第2木曜日 13時～16時

　区役所広報相談係（　847-8321 　846-2483）

アサヒ飲料販売（株）、（株）イトーヨーカ堂上永谷店、（株）NTT東日本-南関東神奈
川支店、公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 横浜南部支部、（株）キクシ
マ、（株）京急百貨店、（株）ケイス、港南区子ども会連絡協議会、港南区連合町内会
長連絡協議会、コカ・コーラ ボトラーズジャパン（株）、（株）清水康益社、湘南交通
（株）、社会福祉法人 伸愛会、（株）相鉄ビルマネジメント港南営業所、（株）髙島屋、
（株）髙森、（株）ツクイ横浜港南営業所、（株）Ｔ＆Ｓ、東京ガスエコモ（株）、根本建設
（株）、認定こども園 野庭聖佳幼稚園、野村不動産ライフ＆スポーツ（株）メガロス
上永谷、（株）日ノ出屋石材店、（株）八千代ポートリー、（株）郵宣企画、横浜市資源
リサイクル事業協同組合、（株）ライフエンジン［からくりキング］、（株）ルネサンス 
スポーツクラブ＆スパ ルネサンス港南中央（50音順）

ひまわり応援団のご紹介

協力期間：29年7月1日～12月31日 　協賛金：1,120,000円
物品等：716,400円相当 　総計：1,836,400円相当

区の事業やイベントに、協賛金や物品の提供などで
ご支援いただいた皆さんを紹介します。ありがとうございました。

　区役所予算調整係（　847-8314 　841-7030）

区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ

ウェルビー上大岡センター（最戸1-6-5 松永ビル1階、　315-3273）

区役所学校連携・こども担当（　847-8439 　842-0813）問合せ

就労移行支援事業所ってどんなところ？ 第12回

　ウェルビー上大岡センターで
は、障害のある人のために、就
職支援や職場定着支援を行って
います。本気で就職を目指した
い人は、ウェルビーに連絡してく
ださい。
　6月には、利用者が企画から運
営までの全てを行うイベントを
開催します。興味のある人は、

ぜひお越しください。詳細はホームページで案内します。

就労移行支援事業所ウェルビー運営しているのはココ！

　「障害があっても自分らしく
仕事をしたい！｣　そんな18歳
から64歳までの障害のある人
や難病の人がウェルビーを利用
しています。
　一人ひとりに合わせた就労
訓練ができるよう、さまざまなカリキュラムを用意していま
す。就職後の定着率は非常に高く、みんな後に続けと毎日頑
張っています。まずは見学に来てみませんか。問合せ

※相談は無料です
※秘密は厳守します（匿名可）

障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つです。原則24か月の期間、利用できます。就労移行支援事
業所は、企業などで働きたい障害のある人に対して、働くために必要な知識と能力を高める場所です。

●就労移行支援とは
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「がん」のリスクを下げる
生活習慣

★：確実、●：ほぼ確実、▲：可能性あり

※ 「適量飲酒」は、1日の純アルコールで
23ｇまで。ビールなら500mL、日本酒
なら1合、ワインなら220mL

　港南区では、一人ひとりが健康づくりを実践できるよう、気軽にでき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。4月号では、日頃の生活習慣が大きな鍵を握る“なくそう！ たばこの煙”と“受けよう！ 
がん検診と健康診断”について紹介します。気持ちも新たに生活習慣を見直してみませんか？

　思い立ったら一歩を踏み出したも同然
です。適切なサポートを受けて、禁煙を
成功させましょう。

定期的にがん検診を受けて、早期発見・早期治療を
　「がん」を完全に防ぐことはできません。でも、治療できる「がん」は多いのです。
治療を成功させるには、早く見つけることが最も効果的です。

チェック（＝検診・健診）も大切！

「特定健診」で生活習慣をチェック！
　40歳以上の人が対象の、生活習慣病予防のための健診です。加入している健康保
険にお問い合わせください。職場の定期健康診断に含まれている場合もあります。

　企業が従業員の健康増進を投資と考え、経営の視点で実践するの
が「健康経営」です。市では、従業員の健診受診100％や健康づくり
研修、体操などに取り組む事業所を健康経営実践事業所として認証し
ています。 ※「健康経営」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です

　区では、出前講座や健康測定機器などの
貸出しを行い、区内事業所の健康経営を応
援しています。詳しくは、健康づくり係へ。

●  区役所の禁煙相談
 「港南福祉保健センターからのお知らせ 平成30年
度 保存版」の健康づくり相談の欄をご覧ください。

●  禁煙外来のある医療機関・禁煙支援薬局
 市ホームページに掲載しています。

～ふだんのくらしをけんこうに～

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

受けよう！

がん検診
と

健康診断

生
活
習
慣
で
予
防
で
き
る

　
　「
が
ん
」が
あ
り
ま
す
！

「がん」になった男性の

国立がん研究センター・社会と健康研究センター
「科学的根拠に基づくがん予防」より

　「
が
ん
」
の
原
因
に
は
、
遺
伝
や
生
活
習
慣
、
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
感
染
が
あ
り
ま
す
。

このうち、

禁煙
★肺がん ★胃がん ★食道がん
★肝臓がん ★膵臓がん ★膀胱がん
★子宮頸がん ▲大腸がん ▲乳がん

喫煙する人が「がん」にかかる確率は、
喫煙しない人の1.5倍！

節酒
★食道がん　 ★肝臓がん　 ★大腸がん

減塩
●胃がん

身体を動かす
●大腸がん　▲乳がん

野菜・果物を取る（適量）
●食道がん　▲胃がん

熱い飲食物は
冷ましてから
●食道がん

適正体重を維持する
★乳がん（閉経後）
●肝臓がん　　●大腸がん
▲子宮体がん　▲乳がん（閉経前）

●  禁煙補助剤

ニコチンガム ニコチンパッチ 内服薬

禁煙NOTE 検索

毎
年
受
診

早
期
発
見

早
期
治
療

治
療
が
成
功
し
や
す
い

精
密
検
査

子
宮
が
ん
と
乳
が
ん
は

2
年
に
1
回

精
密
検
査
（
2
次
検
査
）
が

必
要
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
も

し
っ
か
り
受
け
ま
し
ょ
う

時間や費用、身体への
負担が少なくて済む

早期発見・早期治療のメリット

つまり
生活への影響が
少なくて済む

※市のがん検診については「港南福祉保健センターからのお知らせ 
　平成30年度 保存版」をご覧ください

港南 禁煙・
受動喫煙防止をすすめる会会長・
港南区医師会副会長 田口 博基 さん

港南区医師会会長
池袋 信義 さん

ひろ   き のぶよし

区内の認証事業所

クラスAAA：株式会社 キクシマ
クラスAA：株式会社 T&S
クラスA： 有限会社 一建テック
 株式会社 新世
 株式会社 ダイエー 港南台店

健
康
ア
ク
シ
ョ
ン
こ
う
な
ん
5
と
共
通
！

あるこう！ 毎日 ご近所さんと あいさつ交わし 地域とつながり 介護予防

たべよう！ 野菜 野菜たくさん 塩分ひかえめ だしの旨味をたっぷりと

まもろう！ 歯 口から美味しく食べるため 定期的に歯のチェック

なくそう！ たばこの煙 一人ひとりが意識を高め たばこの害のない港南へ

やすもう！ しっかり 睡眠と 気分転換で 明日の元気の源に

お い

うま み そして

53.3％

「がん」になった女性の

27.8％

 ● たばこの葉を電気で加熱して、蒸気を発生さ
せます。

 ● たばこの葉を使用しているので、たばことし
て販売されています。

 ● 燃焼させないので、副流煙（たばこから立ち
上る煙）は少ないですが、主流煙（たばこか
ら直接吸い込む煙）には、紙巻きたばこと同
様の有害物質が含まれています。

※ 発生する有害物質の量については、現在研究
機関での調査が進められています

加熱式でも

たばこっていう

ことだね

働く人が
健康だと、まちも
元気になるね

最近よく聞く
「加熱式たばこ」ってなぁに？ 　　喫煙している人の９８％が、２５歳までに最初の１本を吸っています。

たばこには依存性が高い「ニコチン」が含まれているため、最初の１本を
吸わないことが大切です。区では、小学校で喫煙防止教室を行っています。

子どもたちの声　喫煙防止教室アンケートより
 ● たばこは、身体に害を与えるし絶対に良くないよ
 ● 脳がもうやめられないと判断してしまうから、1本も
 吸いたくない
 ● お父さんが吸っているから、やめるように言ってみる

　　平成15年に「子どもたちにたばこの害を与えない地域づくり連絡会」
として発足したボランティア団体。講演会や子どもゆめワールドでの医師
による禁煙相談、たばこクイズなど、さまざまなイベントを通じて活動し
ています。

5月31日は世界禁煙デー
　禁煙相談や肺のきれい度チェック
を行います。

最初の1本を吸わせない！ 小学校で喫煙防止教室実施中

ニコチンもタールも含まれています

禁煙しませんか？
なくそう！ たばこの煙

そして受けよう！ がん検診と健康診断

「港南 禁煙・受動喫煙防止をすすめる会」活動中

健康アクションこうなん特

集

港南区ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

たばこを吸わない
ことで防げる「がん」は
いろいろあるね

生活習慣が原因で
「がん」になった人の割合

予防可能な「がん」の割合

生活習慣をどう変えたら
いいんだろう？と思ったら、

健康づくり係に
相談してください

すい ぞう ぼう こう

けい

禁煙に役立つ情報が
詰まっています

予約制

5月31日（木）13時～15時30分日時

ダイエー港南台店会場



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

　港南中央地域ケアプラザ

■ どれみの森のお友達 どんぐり（全10回）
親子で音楽遊び
　①6月～31年3月の毎月第1金曜日 ※
1月のみ第2②5月～31年3月の8月を除
く毎月第2金曜日 10時30分～11時30
分 　4月1日時点で1歳の子と保護者各
20組（抽選） 　4,000円 　4月20日まで
に　に　　  と子の氏名（ふりがな）・
生年月日、①②の別を書いて施設へ
■ どれみの森のお友達 くれよん（全10回）
親子で音楽遊び
　5月～31年3月の9月を除く毎月第4
月曜日 10時30分～11時30分 　4月1
日時点で2・3歳の子と保護者20組（抽
選） 　4,000円 　4月20日までに　に
　　  と子の氏名（ふりがな）・生年月
日を書いて施設へ
■ はじめての囲碁教室（全10回）
　5～9月の毎月第2・4土曜日 9時30
分～11時 　初めて囲碁をする70歳以
上・小学生12人（先着） 　4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
宮沢賢治の童話を楽しむティーサロン
　4月24日（火）10時30分～11時30分 
　20人（先着） ※子の同伴可 　200円 
　4月11日9時から電話か直接施設へ

　日野南地域ケアプラザ

■ 徹底解説
　よくわかる有料老人ホーム講座
　4月26日（木）13時30分～15時 　30人（先
着） 　4月11日9時から電話か直接施設へ

　日下地域ケアプラザ

■ 子育てサロン「おひさまクラブ」
　4～9月の毎月第3月曜日 ※7・9月は
第2 10時～11時45分 　おおむね1～
3歳の子と保護者 　当日直接施設へ
■ 公園であそびましょう
　4～8月の毎月第4月曜日 10時～11時
30分 ※当日9時に雨天の場合は中止 
　笹下中央公園（バス停打越下車） 　
未就学児と保護者 　当日直接会場へ

　港南台地区センター

■ 親子・夫婦で参加する
　「遺言・相続」セミナー
行政書士による遺言書の話
　5月13日（日）10時～11時30分 　20
人（先着） 　4月11日13時から電話か
直接施設へ
■ 家庭で楽しむ手捏ねパン（全3回）
　5～7月の毎月第3水曜日 9時30分～
12時30分 　18歳以上12人（先着） 　
4,500円 　4月11日13時から電話か直
接施設へ

　野庭地域ケアプラザ

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
　4月12日（木）10時～11時30分 　介
護している人・関心のある人 　当日直
接施設へ
■ ママと子のおしゃべりサロン
子育てについて話し合い、ママ友を作ろう
　4月24日（火）10時～11時30分 　1
～3歳の子と保護者 　100円 　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
　4月26日（木）13時30分～15時 　
100円 　当日直接施設へ

　下永谷地域ケアプラザ

■ 卓球サロン
　祝休日を除く毎週火・金曜日 17時
～19時 　当日直接施設へ（小学生以
下は保護者同伴） ※上履き持参。指導
者はいません

　日限山地域ケアプラザ

■ 廊下ギャラリー
写真や絵画などの展示
　4月11日（水）から最長2か月 　当日
直接施設へ

　港南地区センター

■ 超初心者の女性マージャン教室（全10回）
　5～9月の毎月第2・4金曜日 13時～
15時 　20歳以上の女性16人（抽選） 　
4,000円 　4月25日までに　に　　   と
年齢を書いて施設へ
■ 横浜野菜で作る「春のランチプレート」
　5月22日（火）10時～13時30分 　16
人（抽選） 　1,500円 　5月10日までに
　に　　   と年齢を書いて施設へ
■ 杉田梅で仕込む「梅酒作り」
　5月28日（月）10時～12時 　15人（抽
選） 　3,000円 　5月18日までに　に
　　   と年齢を書いて施設へ
■ ラッコちゃん劇場
絵本の読み聞かせ・手遊び・ランチ交流
　4月～31年3月の8月と1月を除く毎
月第2木曜日 11時～13時 　未就学児
と保護者20組（先着） 　当日直接施設
へ ※ランチ交流は弁当持参

　東永谷地区センター

■ 生活を彩る季節の植物とハーブ講座
　～苔テラリウム・ハーバリウム・
　壁掛け多肉植物を作ろう（全3回）
　5・7・9月の第2木曜日 9時30分～11
時30分 　20歳以上16人（抽選） 　
4,000円 　4月26日までに　に　　   と
年齢を書いて施設へ
■ 感謝を贈ろう！
　「母の日」フラワーアレンジメント
　5月12日（土）13時～15時 　小学生
16人（1・2年生は保護者同伴）（抽選） 
　800円 　4月28日までに　に　　   と
学年、同伴保護者氏名を書いて施設へ
■ 自分でできる住まいのお手入れ
　～風呂敷活用・壁紙貼り替え・大工道具の
使い方・鉢植えカバー作り（全3回）

　5～7月の毎月第3土曜日 10時～12
時 　20歳以上16人（抽選） 　1,000円 
　5月5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
　4月19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

　永谷地区センター

■ 春のコンサート 落語と津軽三味線を
主としたコンサート

　4月15日（日）13時30分～15時 　
200人（先着） 　当日直接施設へ ※室
内履き持参
■ 思い出バスに乗りませんか？
　駄菓子付き
昭和の歌で思い出を振り返ろう
　5月8日（火）13時～15時 　20人（小
学2年生以下は保護者同伴）（先着） 　
300円 　4月11日13時から電話か直
接施設へ
■ 歴史を知って永谷をもっと好きになろう！
　ふるさと永谷の昔を歩く（全2回）
　5月10日（木）、6月14日（木）9時30分
～12時 　20人（先着） 　600円 　4月
11日13時から電話か直接施設へ
■ 母の日にクッキーを作ろう
　子どもクッキー作り教室
　5月13日（日）10時～13時 　6歳～
中学生15人（小学2年生以下は保護者
同伴）（先着） 　600円 　4月11日13時
から電話か直接施設へ

　野庭地区センター

■ 歌って楽しい！ 音楽健康教室（全5回）
　5～7月の祝日を除く毎月第1・3木曜
日 13時～14時30分 　50歳以上15人
（先着） 　1,500円 　4月11日10時か
ら電話か直接施設へ
■ 春のカラオケ大会
　5月19日（土）13時～15時30分 　20
歳以上16人（先着） 　500円 　4月12
日10時から電話か直接施設へ
■ 「はじめての英会話」講座（初級編）
　（全6回）
　5月25日～6月29日の毎週金曜日 10
時～11時15分 　20歳以上10人（抽
選） 　5,000円 　5月2日までに　に
　　   と年齢を書いて施設へ
■ 春だ！ 男の料理教室
男性講師による、男性のための料理教室
　6月6日（水）10時～13時 　20歳以上
の男性12人（抽選） 　800円 　5月19日
までに　に　　   と年齢を書いて施設へ

〒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

〒234-0051　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

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

日下地域ケアプラザ

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

日野南地域ケアプラザ

て　  ご

コケ
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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

　港南台地域ケアプラザ

■ 南部病院健康教室
　前立腺がん～検診受けていますか？
泌尿器科医による講話
　5月5日（祝）14時～15時30分 　50
人（先着） 　4月11日9時から電話か直
接施設へ
■ 1歳児子育て学級 すずめ（全8回）
　5月15日（火）・22日（火）・29日（火）、
6月9日（土）・12日（火）・19日（火）・26
日（火）、7月10日（火）10時～11時30分 
　6月9日は港南台地区センター 　開
講日現在1歳の子と保護者24組（抽
選） 　1,600円 　4月25日までに　か
ファクスに　　  と子の氏名（ふりが
な）・性別・生年月日・月齢、きょうだい
の有無を書いて施設へ
■ 港南台防災を考える会
　5月1日（火）18時～19時30分 　30
人（先着） 　当日直接施設へ
■ うたカフェ
生伴奏に合わせて歌おう
　5月19日（土）①11時～12時30分②
14時～15時30分 　各35人（先着） 　
300円 　4月19日9時から電話か直接
施設へ

　東永谷地域ケアプラザ

■ 1歳児子育て学級
　「ひよこくらぶ」春（全5回）
　5月8日（火）・19日（土）・29日（火）、6
月5日（火）・19日（火）10時～11時30分 
　4月30日時点で1歳の子と保護者20
組（抽選） 　500円 　4月26日17時ま
でにはがきを持って直接、または　に
　　  と子の氏名（ふりがな）・性別・生
年月日、きょうだいの有無・年齢を書い
て施設へ

　芹が谷地域ケアプラザ

■ 未就学児の遊び場 たんぽぽ
　毎週水曜日 9時30分～11時30分 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ

　野庭すずかけコミュニティハウス

■ 木目込の可愛い鯉のぼり作り
　4月23日（月）13時～15時 　20歳以
上10人（先着） 　1,500円 　4月12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

■ フラワーアレンジメント・
　ハーバリウムを楽しむ
　5月19日（土）13時30分～14時30
分 　18歳以上10人（抽選） 　1,800
円 　4月30日17時までに電話か直接
施設へ
■ 健康体操（全9回）
ロコモ体操やセラバンドを使った体操
　5月7日～7月9日の5月28日を除く毎
週月曜日 10時～11時30分 　50歳以
上28人（抽選） 　1,500円 　4月20日
21時までに電話か直接施設へ
■ 上大岡コミュニティハウスまつり
作品展示や発表会、即売など
　4月21日（土）10時～15時 　当日直
接施設へ

　桜道コミュニティハウス

■ 桜道わくわく劇場
　人形劇・パネルシアターを楽しもう！
　5月14日（月）10時～11時30分 　
未就学児と保護者20組（先着） 　300
円 　4月11日10時から電話か直接施
設へ
■ キッチンハーブの寄せ植え
　5月15日（火）10時～11時30分 　
18歳以上12人（抽選） 　1,000円 　4
月28日までに　に　　  を書いて施
設へ
■ ネイルはじめてレッスン！
　～お手入れ法とネイルアート
　5月24日（木）13時～15時 　18歳以
上12人（先着） 　500円 　4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

■ 親子でダンス！（全5回）
　5月9日～7月4日の隔週水曜日 10時
～11時 　2歳以上の未就学児と保護
者12組（先着） 　1,000円 　4月15日9
時から電話か直接施設へ
■ パラバルーンで遊ぼう～あそび・隊！
　5月24日（木）10時～11時30分 　未
就学児と保護者30組（先着） 　4月15
日9時から電話か直接施設へ

　港南台コミュニティハウス

■ 東京五輪種目となる
　「空手道」体験教室
　6月3日（日）10時～12時 　5歳～小
学生と保護者15組、13歳以上6人（先
着） 　500円 　4月12日10時から電話
か直接施設へ
■ Aloha（愛の）フラ・ハラウ フラダンス
入門（全8回）

　5月24日～7月12日の毎週木曜日 10
時30分～12時 　10人（抽選） 　3,000
円 　5月9日までに　に　　  と年齢
を書いて施設へ
■ わくわく老後らくらく介護相続教室
　～知らないと損するお金と自宅の話
　5月26日（土）【講座】10時～11時30
分、【個別相談】11時45分～15時 　30
人（先着） 　4月12日10時から電話か
直接施設へ

　日野南コミュニティハウス

■ やさしい短歌
　～日々の想いを31音に！（全5回）
　5～7月の毎月第1・3火曜日 ※5月は
第3のみ 13時30分～15時 　20歳以
上10人（先着） 　1,500円 　4月11日9
時から電話か直接施設へ
■ くらしのお役立ち講座「包丁の研ぎ方」
　5月12日（土）10時～12時 　20歳以
上10人（先着） 　400円 　4月11日9時
から電話か直接施設へ
■ 初夏から晩秋まで楽しめる寄せ植え
　5月14日（月）10時～11時30分 　20
歳以上16人（先着） 　1,500円 　4月
16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
　4月25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

■ ズパゲッティでポーチを作ろう
　5月27日（日）10時～12時 　20歳以
上10人（先着） 　600円 　4月12日9時
30分から電話か直接施設へ
■ スポーツ吹き矢にチャレンジ！（全2回）
　5月8日（火）・22日（火）13時～15時 
　20歳以上10人（先着） 　200円 　
4月12日9時30分から電話か直接施
設へ

　〈区内〉
　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
　5月19日（土）13時～15時 　第1子を
妊娠中の人と家族20人（抽選） ※詳細
は4月19日までに問合せを
■ 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
　4月17日（火）10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
■ プラレールのへや
　4月21日（土）10時～12時、13時～
15時 　未就学児と保護者 　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
　①4月12日（木）②4月28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〉
　港南図書館
　休館： 4月23日（月）

■ おはなしくまさん
　4月13日（金）・27日（金）①10時～10
時20分②10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
　4月14日（土）①14時30分～14時50
分②15時～15時30分 　①3歳以上の
未就学児②小学生 　当日直接施設へ
■ おはなし・にこっと
　4月22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

　〈区内〉
　港南国際交流ラウンジ

■ 外国人のためのパソコン教室（全6回）
基本操作やWord・Excelなどを学ぼう。
5月10日（木）13時30分～14時に説明会
　5月17日～6月21日の毎週木曜日 13
時30分～15時 　平仮名・片仮名が読
める外国人10人（先着） ※日本人枠あ
り 　3,500円 　4月21日9時から電話
か直接施設へ

〒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
〒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、5月1日（火）

地域子育て支援拠点  はっち

〒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

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

港南台地域ケアプラザ

〒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

〒234-0056　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

〒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

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

東永谷地域ケアプラザ 〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725
休館：4月23日（月）

港南図書館

〒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

こいかわい

もく　よく
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　〈区外〉
　こども植物園

■ カラーコーディネートで魅力的な
　コンテナガーデン
美しく見せる配色の講義と実演
　5月10日（木）13時30分～15時30分 
　20歳以上25人（抽選） 　300円 　4
月26日までに直接または　かファクス
に　　   を書いて施設へ
■ 変化朝顔の育て方（全3回）
　5月26日、6月30日、8月11日いずれ
も土曜日 13時30分～15時30分 ※8月
のみ10時～12時 　20歳以上20人（抽
選） 　2,000円 　5月12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

■ 「こども谷戸教室・親子自然教室」説明会
①こども谷戸教室②親子自然教室
　4月14日（土）①9時30分～11時②
11時～12時 　①小学1～3年生の子
と保護者②3～5歳の子と保護者 　当
日直接施設へ ※はがき1枚持参
■ 田植え体験
　5月27日（日）13時～15時 　200人
（小学生以下は保護者同伴）（抽選） 　
中学生以上300円 　5月7日までに　
に　　  と参加者全員の氏名（ふりが
な）・年齢を書いて施設へ ※はがき1
枚につき5人まで

　〈区外〉
　舞岡ふるさと村 虹の家

■ プロから学ぶデジタル一眼レフカメラ
教室（全4回）

　5月13日・20日、6月3日・24日いずれ
も日曜日 9時30分～11時30分 　20歳
以上15人（先着） 　2,400円 　4月11
日9時から電話で施設へ
■ クモの観察とあそび
ネコハエトリグモの観察とホンチ遊び
　4月29日（祝）9時30分～12時 　20
人（小学生以下は保護者同伴）（先着） 
　4月11日9時から電話で施設へ

　〈区内〉
　港南区社会福祉協議会

■ 傾聴ボランティア養成講座（全4回）
　6月の毎週木曜日 13時30分～15時
30分 　20人（抽選） 　1,500円 　4月
27日までに　に　　   と年齢・志望動
機を書いて施設へ
■ こうなんふれあい助成金受付期間の
　お知らせ
非営利の地域福祉推進事業の支援を
目的とした助成金。手引き・申込書は3
月28日から施設で配布
　①4月10日（火）～27日（金）②5月7
日（月）～17日（木）10時～16時 ※土・
日曜日を除く 　直接施設へ
■ 善意銀行寄付者
　（29年9月1日～30年1月31日の受付分）
温かいご寄付、ありがとうございました
下永谷地区社会福祉協議会、神奈川
フードバンクプラス、港南区民謡民舞
連合会 会長 西條和夫、港南区クリス
マスチャリティコンサート実行委員会、
横浜市女性団体連絡協議会 会長 松
井佑子、野庭住宅地区社会福祉協議
会、明るい社会づくり運動 港南区協議
会、司法書士 岩屋口智栄、上大岡ハロ
ウィン実行委員会（順不同、敬称略）ほ
か匿名希望3人

　〈区内〉
　港南台北公園 こどもログハウス

■ どんぐりハウスお誕生会
開館25周年を祝うイベント。室内ゲー
ムや子どものお店屋さんなど
　4月29日（祝）10時～14時 　中学生
以下（未就学児は保護者同伴） 　一部
有料 　当日直接施設へ
■ えほんの読み聞かせ会
　5月1日（火）11時～11時30分 　未
就学児と保護者 　当日直接施設へ
■ ふれあい広場
紙芝居やパネルシアターなど
　4月12日・19日、5月10日いずれも木
曜日 11時～11時30分 　未就学児と
保護者 　当日直接施設へ
■ こどもの日イベント
ダンボール遊びや紙飛行機など
　5月5日（祝）10時～12時 　小学生
以下（未就学児は保護者同伴） 　当日
直接施設へ

　〈区内〉
　下野庭スポーツ会館

■ リラックスヨガ（全3回）
　5月16日～30日の毎週水曜日 10時
～11時 　15人（先着） 　1,000円 　5
月1日10時から電話か直接施設へ

　〈区内〉
　日野中央公園

■ 子どもとワハハ健康トレーニング
かけっこが楽しくなるトレーニング
　4月28日（土）14時～15時 　小学3
年生以下20人（未就学児は保護者同
伴）（先着） 　4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
　5月19日（土）13時30分～14時30分 
　小学4年生以上20人（先着） 　500
円 　4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
■ つるして楽しむ「コケ玉作り」
　5月23日（水）10時～11時30分 　10
人（先着） 　1,500円 　4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〉
　港南スポーツセンター

■ 大人のバレエ de 姿勢美人（全5回）
　5月8日～6月5日の毎週火曜日 12時
～12時50分 　16歳以上15人（先着） 
　3,000円 　4月16日9時から電話か
直接施設へ
■ ベビーマッサージ（全3回）
　5月11日～25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 
　4月16日9時から電話か直接施設へ
■ 当日受付教室
ズンバ、ウェルビクス、ヨガ、お元気体操
　4月14日～5月8日の月・火・土曜日 
　有料 　当日直接施設へ ※日時や費
用、対象などの詳細は問合せを

　区民文化センター ひまわりの郷

■ サックス四重奏コンサート
　～世界の名曲からアニソン、
　ゲーム音楽まで
親子で楽しめるコンサート
　6月9日（土）14時～15時 　320人
（先着） 　2歳以上500円 　4月13日10
時から直接、または同日14時から電話
で施設へ

　〈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）②Word初級（全2回）
　①5月23日（水）～25日（金）・28日
（月）・29日（火）②5月17日（木）・18日
（金）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） 　4月17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
■ 1day アロマストレッチ
　5月30日（水）14時～15時15分 　女性
20人（先着） 　800円 　4月12日9時から
電話か直接施設へ 　1歳6か月以上の未
就学児、有料 ※申込時に問合せを

　〈区外〉
　清水ケ丘公園屋内プール

■ 初級水泳教室（全8回）
　5月24日～7月3日の6月5日・7日・12
日・14日を除く毎週火・木曜日①9時30
分～11時②11時～12時30分 　各35
人（抽選） 　6,100円 　4月26日までに
直接施設へ
■ こども水泳教室（全6回）
　5月12日～7月7日の6月2日・9日・16
日を除く毎週土曜日 9時～10時30分 
　小学生50人（抽選） 　5,600円 　4
月20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

〒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）

〒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

ご    らく

〒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

〒234-0051　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
〒234-0054　港南台1-3

　・　834-1169
 休館：第3火曜日（祝休日の場合は翌日）

港南台北公園 こどもログハウス

〒233-0003　港南4-2-8
　841-0256　　846-4117

港南区社会福祉協議会

〒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

港南区民文化センター ひまわりの郷

〒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

■ 港南区民バドミントン大会
男・女・混合ダブルス
　6月3日（日）9時～21時 　港南ス
ポーツセンター 　区内在住・在勤・在
クラブの高校生以上120組（先着） 　
男性組2,400円、女性組2,200円、混合
組2,300円 　5月2日10時から申込書
（会場で配布）をファクスで区バドミン
トン協会の永吉（〒233-0016下永谷
3-4-19-403、　090-4386-0846 　
821-6567）へ

■ 港南区民ソフトテニス教室
　4月15日（日）13時～17時 　日野中央
公園 　区内在住の中学生以上30人（先
着） 　500円 　当日直接会場へ 　区ソ
フトテニス協会の池邉（　090-3591-
0412）
■ こうなん里山ハイキング倶楽部
　真鶴周遊ウォーキング
　5月19日（土）7時～18時 　港南ふ
れあい公園（地下鉄港南中央駅下車）
集合 　40人（抽選） 　6,000円 　4月
23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
■ 囲碁の会「碁楽会」へのお誘い
　毎週木曜日 9時～12時 　野庭すず
かけコミュニティハウス 　入会金1,000
円、月1,000円 　電話で上谷（　070-
2687-1928）へ

■ 子供のためのフラダンス（全4回）
　4月12日～5月24日の隔週木曜日 17
時～18時 　港南スポーツセンター 　
4歳～小学生5人（先着） 　2,000円 　
4月11日9時から電話でこうなん文化
交流協会フラダンス部会の下里（　
090-8900-5002 　845-2799）へ
■ 達人と歩く町（全5回）
　5～10月の8月を除く毎月第2水曜日 
9時30分～12時30分 　上大岡周辺 　
区内在住の人60人（抽選） 　2,500円 
　4月20日までに　に　　  を書いて
わが住む町を愉しむ会の寺山（〒234-
0051 日野2-48-30、　090-6137-5357・
847-5938）へ
■ 港南区春季囲碁大会
　4月15日（日）10時～16時 ※9時30
分受付開始 　港南地区センター 　区
内在住・在勤・在学の人80人（先着） 　
2,000円、高校生以下1,500円 　当日
直接会場へ 　区囲碁連盟事務局の岩
本（　841-1089）

■ 初心者対象 週末のフラ（全5回）
　4月21日（土）、5・6月の毎月第2・4土
曜日 13時～14時 　港南スポーツセ
ンター 　5人（先着） 　2,500円 　4月
11日9時から電話でこうなん文化交流
協会フラダンス部会の下里（　090-
8900-5002 　845-2799）へ
■ こうなん綜合美術展開催・作品募集
　6月27日（水）～7月2日（月）10時～
17時 ※最終日は15時まで 　横浜市
民ギャラリー（JR・地下鉄桜木町駅下
車） 　当日直接会場へ 　こうなん文
化交流協会美術部会の井上（　・　
832-4486） ※出展は同美術部会員の
み（入会可）、4月28日まで。詳細は問
合せを
■ リンパ健康体操
　毎月第1・3・5土曜日 9時30分～11
時45分 　東永谷地区センターほか 　
1回800円 　当日直接会場へ 　前坂
（　090-1257-9869）

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。
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