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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

5月の土曜開庁日　12日・26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4月1日現在）

世帯数…92,576世帯人口…214,002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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祝！ 宮城県大崎市との
「ひまわり交流」30周年 ……

特 集

・

（前月比 ＋125人） （前月比 ＋343世帯）
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　みんなの居場所「なごみのば」。「地域の人が憩える場をつくりたい」という、
野庭団地地区社会福祉協議会会長の林さんや、野庭住宅連合自治会会長の木村
さんたちの願いがかない、野庭団地ショッピングセンターの空き店舗にオープン
してから、5月でちょうど2年がたちます。
　これまで、「なごみのば」ができたことを知った人からの提案で、ストレッチ体
操や折り紙の教室、フルートコンサートなどを開催し、身近な所で楽しめると喜
ばれてきました。この日は、月1回の歌声カフェ。20人余りの人が、歌集を手に、
アコーディオンの演奏に合わせて、1時間に14曲を歌い上げました。一つの催
物に参加した人が、ほかの行事にも来るようになったり、知り合いを誘ったりと、
「口コミ」で居心地の良さが広まっています。以前は中学校で開いていた手話教
室も、場所を「なごみのば」に移したところ、参加者が倍になりました。
　最初の2年間を終え、運営に携わる皆さんは「これからが本当のスタート」と
口をそろえます。「少しずつ変わってもいい、より良くしていきたい」と林さん。
ボランティアに新メンバーも加わり、「のぼり旗を作ろう」「参加者の希望を聞い
てみよう」と、「なごみのば」の新たな1ページを刻んでいます。
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これからが本当のスタート
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腹話術人形「くりちゃん」と「さくらちゃん」の司会で歌声カフェの始まり
「なごみのば」があるショッピングセンターの2階。歌声が響きます
曲の合間に歌詞にまつわるエピソードを語り合うなど、味わいながら歌います
お互いの美声をほめ合う場面も
毎週水曜日には、おしゃべりしながら手話を勉強しています
中学校の先生の提案で、本格的なフルート演奏が聴けるコンサートも開かれています
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写真の説明

野庭団地地区
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6月7日（木）は、
歯と口の健康週間イベントへ

健康づくりを
応援

今年も開催！ ふるさと港南ビタミン満菜市旬の野菜を
食べよう

「見守り協力事業者」
のステッカーが
できました！

安心して
暮らせる

地域のために

蚊を増やさないためにこれから
シーズンです

植木鉢の受け皿 古タイヤ湿った落ち葉

ハチの巣は早期発見・早期駆除今の
うちに

直径約7㎝ 直径20～30㎝
（これ以上は大きくなりません）

今月お知らせしたい情報を掲載しています

　活動初期（6月頃まで）は、巣を作るのが女王バチだけなので、比較
的安全に、安く駆除ができます。早めに巣が作られやすい場所を点検
しましょう。

　家の周りによく巣を作るのは、アシナガバチとスズメバチです。
区では、相談や駆除業者の案内をしています。また、アシナガバ
チの巣を自分で駆除する場合の器具や防護服の貸出しもしてい
ます。事前にご連絡ください。スズメバチは攻撃性が高く、駆除
は危険が伴うので、専門業者に依頼することをお勧めします。
※ハチの巣は、土地や建物の管理者が駆除することが原則です

　5月から10月頃まで活動し、デング熱やジカ熱の原因ウイルスを媒
介するヒトスジシマカ。発生源を減らすことが有効です。

　区内で採れた新鮮な野菜を農家の皆さんから直接購入できます。完熟してから収穫しているため、
一味違うと評判です。ぜひご来場ください。

● 卵・幼虫（ボウフラ）・サナギの間（計1～2週間）は水中で生活。わずか
な水でも発生します
  週1回、水がたまりやすい所を掃除したり、水をこぼしたり
しましょう。

こんな所をチェッ
ク

● 成虫は、寿命が約1か月、活動範囲は半径100～150ｍ程度。
 やぶや草むらなどに潜んでいます
  定期的にせん定や草刈りを
  しましょう。

区役所環境衛生係（　847-8445 　846-5981）問合せ

区役所企画調整係（　847-8328 　841-7030）問合せ

区では、駆除業者の案内、薬剤の紹介をしています

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

日　時

会　場

6月7日（木）14時～16時（口腔がん検診は13時30分～16時） 
※受付は15時40分まで
区役所3階 健診・検査フロア

対　象

申込み

区内在住の小学生以下

インターネットの電子申請フォームまたは　に   
　　  と年齢を書いて区役所健康づくり係
フッ素塗布担当（〒233-0003 港南4-2-10）へ
※はがき1枚につき1世帯
※応募多数により参加できないときのみ連絡します

こどもの歯科健診＆フッ素塗布

対　象

申込み

問合せ

区内在住の40歳以上の人20人（抽選）

5月26日　までに　に    　 と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）へ

浅川歯科医院（　845-1474）

口腔がん検診

こう くう

日　時 6月6日（水）・20日（水）、7月13日（金）・18日（水）・27日（金）、8月1日（水） 9時30分～12時頃 
※売り切れ次第終了　※天候や農作物の収穫状況により中止になる場合があります

会　場 区役所1階

対　象

健康チェック
区内在住の小学生以下の子の保護者

食育体験
野菜の手ばかり（重さ当て）や時短レシピ紹介

　区内の障害者作業所「港南福祉ホーム」の協力で、障害のある人の
作品を取り入れたステッカーができました。
　ふだんの暮らしの中で「あいさつ」や「声掛け」をきっかけにした、
ゆるやかな見守りに協力してくれている、お店や配達・配送業者（見
守り協力事業者）の皆さんに貼ってもらっています。

※ZOKUZOKUプロジェクトとは？
港南福祉ホームで日々生まれる魅力的な作品や表現を、日常に取り入れ
られるアート作品として作り上げているプロジェクト

　港南福祉ホームでは、「ZOKU
ZOKUプロジェクト」※を通じて、
“誰かの日常にそっと寄り添う小
さなアート”を届けています。
　今回は、ホームに通う前村朋生
さんの絵と、岩本紘子さんのハー
トの刺しゅうでステッカーをデザ
インしました。私たちの活動を一
人でも多くの人に知っていただけ
ると幸いです。

とも   み

区役所事業企画担当（　847-8441 　846-5981）問合せ

4～6月頃 7～10月頃

●軒下　　●天井裏・壁の中　　●床下・戸袋の中
●垣根・植え込みの中　　●木のうろの中

スーパーではあまり見掛けない珍しい種類も。
生産者がおいしい料理法を教えてくれます

港南福祉ホームの想い

地域ケアプラザ、区社会福祉協議会と連携して取り組んでいます
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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
　5月23日（水）、6月5日（火）・7日（木）14時～17時
　区役所4階一般精神保健相談

5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

　5月29日（火）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

　5月14日（月）・25日（金）14時～17時　　区役所4階
　市内在住の15～39歳の人と家族

　5月14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

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談 予約制

5月22日～6月5日に電話で区役所
健康づくり係（　847-8438、8時
45分～17時）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
※28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

が
ん
検
診

　6月19日（火）9時～10時45分　　区役所3階（健診・検査フロア）
　40歳以上55人（先着）　    胸部Ｘ線撮影：680円肺がん検診

音声による通話が難しい人は、ファクス申込みも可。氏名、ファクス番号、生年月日、直近の肺がん検診受診時期を書いて区役所健康づくり係（　846-5981）へ

予約制

5月11日～31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
　6月12日（火）9時～11時15分
　百合ヶ丘ハイツ管理センター（下永谷4-1-5） 
　40歳以上40人（先着）　   胃部Ｘ線撮影：1,570円

予約制

住宅・土地統計調査調査員募集

みのりの里 検索

■ あそびにおいでよ！
 こどもフェスティバル 春
地域の保育園児と一緒に遊ぼう
　5月15日（火）10時～11時30分 ※
雨天の場合は16日（水）、両日雨天の
場合は中止 　港南ふれあい公園（地
下鉄港南中央駅下車） 　未就学児と
保護者 　当日直接会場へ 　大久保保
育園（　842-0399 　842-0245）
■ いきいき元気教室（全３回）
足腰の鍛え方や口腔ケア、食事のポイ
ントなど
　6月21日～7月5日の毎週木曜日 
13時30分～15時30分 　区役所6階
　35人（先着） 　5月11日8時45分
から電話またはファクスに  　　を書
いて区役所高齢者支援担当（　847-
8419 　845-9809）へ

■ 親子でエクササイズ
　6月29日（金）10時～11時30分 　
港南スポーツセンター 　1～3歳の子
と保護者30組（先着） 　6月4日から
電話（10時～16時）で野庭第二保育
園（　849-1700 　842-9546）へ
■ 精神保健福祉講座 家族教室
訪問看護ステーションの看護師の話
　5月21日（月）14時45分～16時 　
港南区福祉保健活動拠点（そよかぜの
家の3階、地下鉄港南中央駅下車） 　
精神疾患のある人の家族、支援者40
人（先着） 　当日直接会場へ 　区役
所障害者支援担当（　847-8446 　
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
　5月17日（木）・31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（　262-00
50 　231-8299）

区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ

いなほ（港南中央通14-11、　374-4572）

自分らしく地域で豊かに暮らす 第13回

　居心地のいいカフェでホッと一息。
自家製ジンジャーエールなどの季節
のドリンクや、かわいいパンはいか
がですか？ 地域清掃や草刈りなどの
美化作業にも力を入れています。 

一般社団法人
みのりの里

運営している
のはココ！

　港南区を中心に、知的障害や発達障害、自閉症スペクトラムの人が利用できる作業所を運営しています。一人ひとりの
個性や価値観を尊重し、社会参加できる機会と場所をつくることや、自己肯定感を感じられる支援を目指しています。

問合せ

　10月1日を期日として行われる住宅・
土地統計調査の調査員を募集します。

区役所統計選挙係（　847-8308 　841-7030）問合せ

期　間

仕事内容

資　格

報　酬

申込み

8月下旬～10月下旬。9月上旬に説明会があります。
区内の指定された調査区域の世帯を訪問し、調査票の配
布・回収などを行い、関係書類を作成します。
20歳以上の税務、警察、選挙活動などに直接関係のない人
約6万6,000円（交通費・写真代・電話料を含む）
※金額は、担当した区域数などにより変わります
5月11日～31日に電話か直接区役所5階56番窓口（8時
45分～17時 ※土・日曜日を除く）へ
※後日、面接を行い、採否を決定します

住宅・土地統計調査とは
　国内の住宅、世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把
握し、その現状と推移を明らかにする、5年ごとの調査です。

● 地域活動支援センター いなほ

　一人ひとりが落ち着ける居場所。テーマトークやミーティングで、安心して話
し合えます。オリジナル作品で、ハンドメイドマルシェに出店しています。

● 地域活動支援センター まなび

　みのりの里が運営する4つの事業所は、それぞれ特色のある活動をしています。 

まなび（笹下3-11-14 3階、　353-9744） 問合せ

　皆さんがふだん使っている国内製筆記具の組立てを中心に、
さまざまな仕事をしています。宿泊やバーベキューなど、心と
お腹を満たす面白いプログラムが充実しています。

● 地域活動支援センター おもろ

おもろ（上永谷2-22-22、　349-5655）問合せ

　お菓子メーカーの箱作りや、釣り具などの組立てのほか、
アート活動も行っています。温かくておいしい給食は利用者に
好評です。

● 地域活動支援センター ゆんた

ゆんた（日野1-1-1 2階、　349-5223）問合せ
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古川駅
石巻市

仙台市 仙台駅

仙台空港

大崎市

旧三本木町 東
北
新
幹
線

白石蔵王駅

気仙沼市

　平成15年までは区民まつり、16年以降はこうなん子ど
もゆめワールドへ毎年出店。写真やポスターで三本木を
ピーアールしたり、物産品の販売を行ったりしています。
来場の際は、ぜひ立ち寄ってみてください。

毎年、港南区・大崎市両交流協会が仲良く並んで出店

今年もひまわりの種を配布します。
たくさん咲かせて、まちを明るく元気にしましょう
配布場所：5階54番窓口
配布数：1人当たり1袋（35粒程度）、先着200人

交流のシンボルひまわりをたくさん咲かせよう！
　平成17年から毎年、大崎市から贈られるひまわりの種を区民の皆さんに
配布しています。まちで見掛けるひまわりの中には、大崎市の皆さんの思い
が込められた花もあるかもしれません。

三本木をもっと知ろう

　港南区と宮城県大崎市（旧三本木町）との交流が、今年度30周年を迎えました。

　交流の形はそのときどきで少しずつ変わっていますが、絆は長い年月を経て強くなり、

交流の輪が広がっています。

区役所青少年育成担当（　847-8396 　842-8193）問合せ

 宮城県大崎市との
　 「ひまわり交流」 周年30

～区の花 ひまわりが結んだ絆～

交流の始まりはひまわりから

大崎市ってどんなところ？

　辺り一面に42万本ものひまわりが咲き誇る、大崎
市三本木地域の「ひまわりの丘」。
　「港南区の花も“ひまわり”なんですよ」という、
横浜市から観光で訪れた人の一言が、交流のきっか
けでした。その言葉は旧三本木町の職員、そして港
南区の職員へと伝わり、交流が始まりました。
　当初は「港南区連合町内会長連絡協議会」と「三
本木町観光物産協会」が中心の交流でしたが、現在
は、つながりを一層深めるために立ち上げられた「港
南区ひまわり交流協会」と「大崎市三本木ひまわり
交流協会」が中心となっています。

　平成元年に子どもたちのホームステイから始まっ
た交流は、10周年を機に大人へバトンタッチ。各種
地域活動団体の皆さんによる「ひまわりふれあい交
流」に変わりました。その後、平成18年から再び子
どもの交流となり、現在は1年おきにお互いのまち
を訪ね合っています。

形を変えながら続く交流

　平成23年3月の「東日本大震災」で、大
崎市は大きな被害を受けました。区内の
さまざまな場所で復興を応援する活動が広
がり、区民の皆さんや区ひまわり交流協会、
自治会町内会などから、義援金や多くの支
援物資が集まりました。
集まった義援金や支援
物資は、当時の区長が
直接、大崎市三本木総
合支所や保育園などに
届けました。

助け合いの絆

　大崎市三本木ひまわり交流協会の手代木会長と佐藤副会長、大田さん
（3月まで大崎市三本木総合支所長）は、当初から交流に関わっている皆
さんです。子どもたちの交流の場面にも、常に3人の笑顔があります。

　30年…どれだけ多くの皆さんが交流に関わり、支えてくださったのかと思う
と、感謝の極みです。お互いのまちを訪れる相互交流は、現在、子どもたちに限
られていますが、“ひまわり”を通して、より多くの皆さんが、港南区への愛着を
深めると同時に、大崎市を身近に感じ、絆を深めていただければと思います。

　平成27年9月に起きた関東・東
北豪雨災害でも、いち早く募金活
動が行われました。このときも、
齊藤区長と区ひまわり交流協会髙
森会長が大崎市を訪れ、伊藤市長
に義援金を渡しました。

　平成18年３月、三本木町を含む１市６町が合併して
誕生。市内には「大崎耕土」と呼ばれる実り豊かな
平野が広がり、米の生産が盛んです。平成29年12
月には、大崎地域の農業が「世界農業遺産」に認定
されました。また、ひまわりをはじめ、桜や藤、コス
モスなど、さまざまな花が季節ごとに咲き誇る地域

でもあります。
　皆さんも、港南区と30年も
交流を続けている大崎市を
一度訪ねてみませんか。

「大崎耳よりガイドブック」を
区役所1階1番窓口、5階54
番窓口で配布しています。
ぜひご覧ください

春には菜の花、夏はひまわりで見渡す限り埋め尽くされます

「ひまわりの丘」

平成14年の「ひまわりふれあい交流」で行われた交流試合

左から髙森会長、齊藤区長、伊藤市長、
三本木ひまわり交流協会の手代木会長、佐藤副会長

毎回恒例！ お楽しみの沢登り

平成29年は、大崎市の皆さんを
港南区の子どもたちがお迎え

中華街でお別れ会。また会おうね！

地域イベントで、募金の
呼び掛けや支援物資の受付

8月8日（水）～10日（金）（2泊3日）

国立花山青少年自然の家

区内在住・在学の小学4～6年生

30人（応募者多数時は抽選）
※例年20人のところ、30周年に
　ちなんで30人

15,000円

「ひまわりの丘」見学、沢登り、
野外炊飯など

　大崎市のイメージキャラクター
「パタ崎さん」が、お祝いに駆け付
けてくれました。パタ崎さんは、
大崎市の親善大使として日本中を
飛び回っています。

港南区ひまわり交流協会　髙森 政雄 会長

大崎市の詳細情報はこちら

　30年の年月を数え、私自身、交流当初からの関わ
りを誇りに思っています。これまで多くの皆様にご支
援ご協力いただいたことに心から感謝し、これからも、
さまざまな分野で交流を深めていきたいと思います

　関わる人が“楽しい”と思え
なければ長続きしません。これ
からも、自分も、みんなも楽し
い交流にしたいと思います

　交流初めの頃の子どもたちが、今は父、
母となり、その子どもたちが交流に参加する
…すごいことです。体が続く限り頑張ります

日　時

宿泊先

対　象

定　員

参加費

内　容

特 集

6月20日までに、往復はがきに、行事名「ひまわり生活体験交流」・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・性別・生年月日・学校名・学年・
保護者氏名を書いて、区役所青少年育成担当（〒233-0003 港南
4-2-10、　847-8396 　842-8193）へ ※はがき1枚につき1人

申込み・問合せ

　楽しい夏休み♪大崎市の子どもたちとお友だちになって、
もっと楽しい夏休みにしちゃおう。
　今年は、大崎市を訪問する年です。
新幹線に乗ってレッツゴー！

て　しろ　ぎ

大崎市 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

■大人の習い事「はじめての俳句」
　（全３回）
　6月13日～27日の毎週水曜日 13
時～15時 　20歳以上20人（抽選） 
　1,500円 　5月31日までに　に　
　　　と年齢を書いて施設へ
■鎌倉～紫陽花散歩
　6月21日（木）9時30分～13時10
分 　JR北鎌倉駅円覚寺側改札口集
合 　20人（抽選） 　500円 　6月7
日までに　に　　　と年齢を書いて
施設へ
■プロに習う「網戸の張り替え」
　6月29日（金）10時～12時 　15人
（抽選） 　500円 　6月15日までに
　に　　　と年齢を書いて施設へ

〒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

■カラフル染講座（全3回）
　6～8月の毎月第2水曜日 13時～
14時30分 　10人（先着） 　3,000
円 　5月11日13時から電話か直接
施設へ
■笑いの体操教室（全4回）
　6月の毎週火曜日 10時～11時30
分 　20人（先着） 　2,000円 　5月
11日13時から電話か直接施設へ
■陰陽 重ね煮クッキング
　6月22日（金）9時30分～12時30
分 　18歳以上16人（先着）   1,000
円 　5月11日13時から電話か直接
施設へ
■脳が喜ぶ！ 心が笑う！ 
　おもしろアート塾
アナログフロッタージュ（タコ糸とガーゼ
で下地を作りオイルパステルで描く）など
　6～8月の毎月第1水曜日 13時～14
時30分 　各12人（先着） 　2,000円 
　5月11日13時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

よみがえ

■甦る着物のリメイク教室（全4回）
　6・7月の毎月第2・4木曜日 15時～
17時30分 　20歳以上15人（先着） 
　2,000円 　5月12日10時から電
話か直接施設へ
■野庭地区センター・港南地区センター
　2館合同事業（ひまわりの郷共催）
　「JAZZライブ in 野庭」
　6月16日（土）14時～14時45分 　
70人（小学生以下は保護者同伴）（先着） 
　5月15日10時から電話か直接施設へ
■「包丁の研ぎ方」講座
　6月20日（水）10時～12時 　20歳
以上12人（抽選） 　500円 　5月31
日までに　に　　　と年齢を書いて
施設へ
■「網戸の張り替え方」講座
　7月2日（月）10時～12時 　20歳
以上12人（先着） 　500円 　6月9日
10時から電話か直接施設へ

〒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

■朗読とボイストレーニング教室（全2回）
　6月6日（水）・22日（金）9時30分～
11時30分 　18歳以上25人（先着） 
　1,400円 　5月12日13時から電
話か直接施設へ
■ソフトエアロビクス教室
　6月18日（月）10時～11時 　18歳
以上20人（先着） 　800円 　5月12
日13時から電話か直接施設へ
■季節の家庭料理教室
　梅干を作ろう（色なし梅干）
　6月25日（月）10時～12時 　18歳
以上20人（先着） 　1,800円 　5月
12日13時から電話か直接施設へ
■中国家庭料理教室
　6月4日（月）10時～13時 　18歳
以上16人（先着） 　1,000円 　5月
12日13時から電話か直接施設へ

〒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

■初めての方でも楽しく！ 
　プチアートも取り入れたフラワー
　ハートセラピー体験（全3回）
　6～8月の毎月第1火曜日 10時～
12時 　12人（抽選） 　1,500円 　5
月22日までに　に　　　と年齢を書
いて施設へ
■初心者のための女性健康
　マージャン教室（全10回）
　6～10月の毎月第1・3金曜日 14
時～16時30分 　20歳以上の女性
16人（抽選） 　4,000円 　5月20日
までに　に　　　と年齢を書いて施
設へ
■（上永谷コミュニティハウス合同事業）
　写真・絵画 大募集！ ギャラリー
　「春・夏・秋・冬」
　展示期間：5月26日（土）～31年3
月26日（火） 　30点（先着） 　5月26
日10時から申込書を直接施設へ ※
額に入れた写真・絵画持参
■親子で楽しむ！ 「ふるさと永谷の昔」
昔の暮らしや出来事の話
　5～9月の毎月第1水曜日 15時30
分～16時30分 　小・中学生と保護者
各20人（先着） 　当日直接施設へ

〒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

■歯のほのぼの相談室特別版
　「大人の虫歯」ってなぁに？
　6月9日（土）14時～16時 　15人
（先着） 　5月11日9時から電話か直
接施設へ
■南部病院健康教室
整形外科医による講話
　6月2日（土）14時～15時30分 　
50人（先着） 　5月11日9時から電話
か直接施設へ
■認知症家族のつどい
　5月17日（木）10時30分～12時 　
15人（先着） 　5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
　6月1日（金）15時～20時※食事は
17時から。ラストオーダーは19時 　
30食（先着） 　保護者300円 　当日
直接施設へ

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

港南台地域ケアプラザ

■男のセカンドステージの
　生き方を探る（全7回）
地域での仲間づくり
　6月23日（土）10時～12時、7月28
日（土）9時30分～12時、8月25日
（土）10時～12時、9月22日（土）9時
30分～12時、10月27日（土）9時30
分～13時、11月24日（土）10時～12
時、12月11日（火）※内容は問合せを 
　男性30人（先着） 　2,500円 ※別
途陶芸代・拝観料 　5月11日9時から
電話か直接施設へ
■シニアのための断捨離講座
　5月31日（木）13時30分～15時30
分 　30人（先着） 　5月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■指圧の心 母ごころ おせば生命の泉湧く
指圧道師範が名人を語る
　6月23日（土）10時～12時 　40人
（先着） 　5月21日9時から電話か直
接施設へ
■親と子のカンガルーコンサート
　6月16日（土）11時～12時 　未就
学児と家族30組（先着） 　5月14日9
時から電話か直接施設へ

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

日野南地域ケアプラザ

■春のお気軽リサイクル市
子どもの玩具・衣服・靴・本など
　5月23日（水）10時～12時 　当日
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

■認知症・家族のつどい
　5月18日（金）13時30分～15時 　
認知症の家族がいる人 　5月11日9
時から電話か直接施設へ

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

日限山地域ケアプラザ

■キッズスペース
勉強や遊びに自由に使える場
　毎週水曜日 15時～16時30分 　
小学生以下（未就学児は保護者同伴） 
　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

あじさい

いのち
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つくろう！ 緑のカーテン
ゴーヤの苗を配布します
つくろう！ 緑のカーテン
ゴーヤの苗を配布します

緑のカーテンを作って、涼しい
夏を過ごしませんか。

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

日　時

会　場

5月17日（木）10時から
※なくなり次第終了

定　員 各50人（先着）

申込み 当日直接会場へ

区役所1階
港南台地域ケアプラザ

■介護予防講座 パワースポット
　港南中央 栄養改善コース（全2回）
脱水症予防・低栄養予防とバランスの
良い食事の話
　6月14日（木）、7月17日（火）10時
～11時30分 　おおむね65歳以上
30人（先着） 　5月11日9時から電話
か直接施設へ
■おはなしの風
　5月18日（金）、6月1日（金）10時
30分～11時 　3歳以下の子と保護
者 　当日直接施設へ

〒233-0003　港南4-2-7
　845-4100　　845-4155

港南中央地域ケアプラザ

■いつまでも歩ける体づくり講座
　関節痛予防改善体操
　6月15日（金）10時～11時30分 　
40人（先着） 　5月15日9時から電話
か直接施設へ
■ママと子のおしゃべりサロン
　5月22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
　5月24日（木）13時30分～15時 　
100円 　当日直接施設へ

〒234-0056　野庭町612
　848-0111　　848-0106

野庭地域ケアプラザ

■0～3歳 親子であそぼ
　「ミニミニ運動会」
　5月31日（木）10時30分～11時30
分 　0～3歳の子と保護者15組（先
着） 　100円 　5月12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）
　5月24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

■はじめての～フラダンス（全3回）
　6月4日・18日・25日いずれも月曜
日 12時30分～13時30分 　20歳以
上15人（抽選） 　1,500円 　5月25
日21時までに電話か直接施設へ
■スマートホン講座（各全2回）
①基本操作②アプリの基本的使い方③
LINEを楽しむ④スマホで写真を楽しむ
　①6月6日（水）・13日（水）9時30分
～12時②6月20日（水）・27日（水）9時
30分～12時③6月6日（水）・13日（水）
13時30分～16時④6月20日（水）・27
日（水）13時30分～16時 　18歳以上
各10人（抽選） 　1,800円 　5月31
日21時までに電話か直接施設へ
■ひまわりひろば「にこにこ」
パラバルーンで遊ぼう
　5月28日（月）10時～11時30分 　
4歳以下の子と保護者 　100円 　当
日直接施設へ

■おもちゃの病院
　6月17日（日）10時～14時 　20点
（先着） ※1人3点まで 　部品代実費  
　5月11日9時から電話か直接施設へ

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

日下地域ケアプラザ

〒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

■ちりめん細工を作る会（2作品）
　5月22日（火）9時30分～12時 　
10人（先着） 　1,500円 　5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
■「パークピラティス」屋外で行う
　やさしいエクササイズ
　6月2日（土）13時30分～14時30
分 　20人（先着） 　500円 　5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
■親子で作ろう！
　「子どもの足型アート」
　6月16日（土）10時～11時30分 　
10人（先着） 　500円 　5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
■「ハンギングバスケット」作り
　参加者募集
公園に飾るコンテスト用作品作り
　6月20日（水）10時～12時 　15人
（先着） 　500円 　5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

〒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

■初夏から秋口に咲く山野草の
　寄せ植えを楽しむ
　5月29日（火）10時～12時 　20歳
以上10人（先着） 　1,000円 　5月
12日9時から電話か直接施設へ
■折り紙で作るくす玉かざり
　5月29日（火）13時～16時 　20歳
以上10人（先着） 　300円 　5月12
日9時から電話か直接施設へ

■しょうゆの基礎知識と
　世界へのひろがり
　6月6日（水）13時30分～15時 　
18歳以上20人（先着） 　5月11日10
時から電話か直接施設へ
■血管年齢チェック
　生活習慣病予防講座
　6月20日（水）13時30分～14時45
分 　50歳以上15人（先着） 　5月12
日10時から電話か直接施設へ

〒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

〒234-0056　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

■「コグニサイズ」
　頭と体の体操で認知症予防！
　6月2日（土）13時30分～14時45
分 　60歳以上15人（先着） 　5月12
日9時から電話か直接施設へ
■自分でできる修繕教室
　～網戸の張り替え
　6月30日（土）10時～12時 　18歳
以上15人（先着） 　300円 　5月19
日9時から電話か直接施設へ

〒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

■はじめてのKID'S 野球体験教室
　6月24日（日）10時～12時 　4歳
以上の未就学児と保護者15組（先着） 
　500円 　5月12日10時から電話
か直接施設へ
■緊急時のAED体験教室
　6月16日（土）13時～14時 　20人
（先着） 　5月12日10時から電話か
直接施設へ

〒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

■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
　5月23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
　5月16日（水）10時30分～11時 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ

〒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

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

日野中央公園

■ビバ！ パーカッション
親子で楽しめるコンサート
　8月4日（土）11時～12時、14時～
15時 　各320人（先着） 　2歳以上
500円 　6月8日10時から直接、同日
14時から電話で施設へ

〒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

■お元気めざまし体操（全3回）
　6月4日・11日・25日いずれも月曜
日 10時～11時15分 　15人（先着） 
　1,000円 　5月18日10時から電
話か直接施設へ

〒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

ひまわりボランティア
募集

小学部・中学部・高等部の
知的障害のある児童・生徒
の見守りボランティアを募集
します。 ※選考あり。詳細は
問合せを

港南台ひの特別支援学校
地域支援係（　830-5826
　830-5753、　yshimavo
@edu.city.yokohama.jp）

問合せ
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■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
　5月23日（水）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
　5月12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
■はっちの日
　5月18日（金）11時～11時30分 　
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
　5月11日（金）10時30分～11時30
分、5月22日（火）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

〒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

■学校ボランティア向け
　読み聞かせ講座～初心者向け
　6月6日（水）10時～12時30分 　
20人（先着） 　5月17日9時30分か
ら電話か直接施設へ
■講演会「上大岡・山野井家の
　古文書解読の報告」
　6月16日（土）14時～16時 　45人
（抽選） 　500円 　5月31日までに　
に  　　を書いて施設へ
■おはなしいっぱい
①金色ポケット②おはなしくまさん③お
はなし・にこっと④おはなしひろばの会
　5月13日（日）①10時～10時20分
②10時30分～10時50分③11時～
11時25分④11時35分～12時 　①
②0～4歳の子と保護者③④3歳以上
各50人（先着） 　当日直接施設へ

〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725

休館：5月21日（月）

港南図書館

■7月～9月 事前受付教室
ピラティス、ヨガ、背骨コンディショニ
ング、身体のメンテナンス、姿勢コン
ディショニング、歌声サロン、ベリーダ
ンス、卓球、太極拳、バドミントン、フラ
ダンス、健康マージャン（初級）、シェイ
プフィットネス、運動習慣実践塾、てん
コツ体操、ロコモ予防体操、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
　7～9月 　有料 　5月20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）
　6月15日～29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 　5月21日9時から電話か
直接施設へ
■赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全5回）
　6月4日～7月9日の6月25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 　5月14日9時から
電話か直接施設へ

〒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

■どんぐりハウスであそぼう！
①映画会②森の木で遊ぼう（ロープ遊
び）③森のミニコンサート
　6月3日（日）①10時～11時②11時～14時
③16時30分～17時15分 　小学生以下（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
　6月5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
　5月17日（木）11時～11時30分 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ

〒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

■初心者のためのパソコン講座
①Wordを使いこなす②Excelを使い
こなす③PowerPointを使いこなす
④ブログをはじめよう
　①7月5日（木）②7月12日（木）③7
月19日（木）④7月26日（木）13時30
分～16時 　マウス操作と文字入力が
できる人各16人（先着） 　1,500円 
　5月20日9時から費用を添えて直接
施設へ
■カルチャー交流サロン
　西アフリカ・ギニアってどんな国？
　7月1日（日）14時～16時 　30人
（先着） 　300円 　6月1日9時から
電話か直接施設へ

〒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

■舞岡産トマトと夏野菜の料理教室
　6月10日（日）10時～12時30分 　
18人（先着） 　1,800円 　5月11日
9時から電話で施設へ

■親子でふれあいリトミック
　5月26日（土）①10時～10時50分
②11時～11時50分 　①0歳の子と保
護者②1～3歳の子と保護者各20組
（抽選） 　100円 　5月21日までに　
に  　　 と参加人数（大人・子ども）、
月齢を書いて施設へ 　区役所こども
家庭係（　847-8411 　842-0813）

 〒234-0056  野庭町601（野庭第二保育園内）
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

■手打ちそば教室（全4回）
　①6月の毎週木曜日②7月の毎週木
曜日 10時～12時30分 　市内在住・
在勤の人各20人（抽選） 　8,000円
（材料費込み） 　5月25日までに　に
　　　と①②の別を書いて施設へ

〒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

〒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

■夜間観察会
　6月2日（土）・9日（土）18時45分～
20時※雨天中止 　各30人（中学生
以下は保護者同伴）（先着） 　200円、
小学生100円 　5月15日9時から電
話か直接施設へ

〒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

■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中級（全2回）
　①6月13日（水）～15日（金）・19日
（火）・20日（水）②6月23日（土）・24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） 　5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

〒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

■人気の多肉植物でつくる
　ハンギングタブロー
　6月7日（木）13時30分～15時30
分 　20歳以上25人（抽選） 　2,500
円 　5月24日までに直接または　か
ファクスに　　  を書いて施設へ

〒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

■アクアビクス教室（全4回）
　6月22日～7月13日の毎週金曜日 
①9時30分～10時30分②10時40分
～11時40分 　各35人（先着） 　
3,100円 　5月25日から費用を添え
て直接施設へ

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

休館：第1月曜日（祝休日の場合は翌日）
6月4日（月）～6日（水）

清水ケ丘公園 屋内プール

■春のいけばな展
①いけばな展 ②いけばな体験教室
　①5月17日（木）～22日（火）10時～
17時※17日・20日は12時から②5月19
日（土）・21日（月）10時～12時、13時～
15時 　区民文化センターひまわりの郷 
　②各5人（先着） 　②500円 　①当日
直接会場へ ②5月11日10時から電話か
ファクスに　　　を書いてこうなん文化
交流協会の中島（　・　833-5672）へ
■シニア初心者のための
　やさしい英会話体験会
　5月23日（水）・30日（水）9時～10
時 　区民文化センターひまわりの郷 
　60歳以上各10人 　5月11日から電
話で岡本（　070-4516-7382）へ
■こうなん民謡舞踊祭～芸能を愛する集い
　5月27日（日）11時～16時 　南公
会堂みなみん（地下鉄阪東橋駅下車） 
　500人（先着） 　当日直接会場へ 　
こうなん文化交流協会民謡舞踊部会の
光里（　843-3071 　843-3008）
■川の学校～よみがえれ！ 笹下川（全7回）
釣りや生き物観察などの自然体験教室
　6月3日（日）・23日（土）、7月21日
（土）、8月25日（土）、9月8日（土）・22
日（土）、11月10日（土）10時～12時 
　日下地域ケアプラザ・笹下川 　35
人（未就学児は保護者同伴）（先着） 　
700円 　5月11日10時から電話、ま
たはファクスか申込書（会場で配布）に
　　　と小学生以下は年齢・学年を書
いて日下地域ケアプラザへ
■港南台ミュージックダルモニー
　吹奏楽コンサート
　6月9日（土）18時30分～21時 　区
民文化センターひまわりの郷 　200
人（先着） 　当日直接会場へ 　間嶋
（　050-5274-3646）
■おとなのための第25回
　こうなん童謡コンサート
　7月2日（月）14時～16時 　区民文
化センターひまわりの郷 　340人（先
着） 　S席3,000円、A席2,500円 　
5月14日10時からチケットを会場で
販売 　浅野（　・　893-9668）

■やさしい・オリエンテーリング
　6月2日（土）10時～11時30分※雨
天決行 　日野中央公園レストハウス前
集合 　300円、小・中学生200円 　5
月21日までに　に　　　を書いて区
体育協会オリエンテーリング部の髙柳
（〒234-0052 笹下4-8-1-404、　841
-1022、18時～20時）へ ※小学生以
下は保護者同伴
■あそび・隊！とあそぼう！拡大版
　～おやこで楽しむミニ運動会
　6月30日（土）10時～11時30分 　
ウィリング横浜9階（京急・地下鉄上大
岡駅下車） 　2歳以上の未就学児と保
護者35組（先着） 　600円 　5月17
日から電話であそび・隊！の橋本（　
090-5438-6035）へ　
■社交ダンス
　①夏の初級（基礎）教室（全12回）　
②夏の初・中級教室（全12回）
　①7月5日～9月20日の毎週木曜日
②7月6日～9月21日の毎週金曜日 
19時～20時40分 　港南スポーツセ
ンター 　①男女各15人②男女各10
人（抽選） 　6,000円 　6月1日までに
　に　　　と年齢、性別、経験年数、①
②の別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
■少年の学び場“Yokohama
　ちゃれんじゃーず夏休み活動”
野外活動、星座観察、森林ゲームなど
　6月24日（日）、7月8日（日）、8月5日
（日）、8月8日（水）～11日（祝）、8月26
日（日）、9月23日（祝） ※時間の詳細は
問合せを 　横浜市少年自然の家「赤城
林間学園」（群馬県）ほか 　小学3年生
～中学生30人（抽選） 　30,000円 　5
月25日　までに申込書（地区センター
ほかで配布）か　かファクスに 　 　  
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
■港南区民硬式テニス男子ダブルス大会
①一般②シニア（50歳以上の部、60
歳以上の部）
　①6月10日（日）・24日（日）②6月
30日（土）9時～17時 　日野中央公
園 　区内在住・在勤・在クラブの人①
32組②50歳以上、60歳以上各12組
（抽選） 　5,000円 　5月27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（　090-7945-9133）

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。

みさと


