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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

6月の土曜開庁日　9日・23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5月1日現在）

世帯数…92,857世帯人口…214,259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）

港南区役所 検索

    ～　ページは港南区版です
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　今日は、ひぎり地区の「ゆめツアー」。一人での外出が難しい高齢者が、ボラ
ンティアと一緒に出掛け、楽しい時間を共有しながら地域とのつながりをつく
るこのツアーは、昨年の秋に続き２回目の開催です。
　今回は５人が参加し、港南台駅前の百貨店へ買い物に行きました。参加者１
人につきボランティア３人が付き添い、催会場や服飾雑貨コーナー、惣菜売場
など、およそ１時間３０分、思い思いに店内を回ります。
　参加した皆さんからは、「買い物をしながらおしゃべりもたくさんできてうれ
しかった」「一人でも外出できるかもしれないという気持ちになり、自信がつい
た」といった声が上がりました。
　ひぎり地区連合自治会高齢者部会の尾﨑さんは、「受け入れてくれるお店や、
移動のためのワゴン車を貸してくれる福祉施設など、たくさんの方々が快く協
力してくれてこのツアーを行うことができています。参加した皆さんの感想や
笑顔を糧に、ゆめツアーをはじめ、一人で頑張って暮らしている年配の人がお
互いに顔見知りになれるような、“横のつながり”をつくる活動を今後も続けて
いけたらと思います」と話してくれました。
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こっちがいい？ それともこっち？ 気に入った帽子が見つかるといいな
「どれどれ、まずは試食してみよう」お店の人との会話も弾みます
参加者もボランティアも、一緒に楽しみます
たくさん買って、ひと休み。次はどこを見に行きますか？
皆さん、満足のいく買い物ができました！
買い物の後は、日限山地域ケアプラザへ。「お帰りなさい」と温かく迎えてもらい、
みんなでお昼ご飯を食べながら、今回の感想や次にやりたいことを話しました
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写真の説明

ひぎり地区

お    さき

そう ざい
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6月は食育月間毎月19日は
食育の日

食生活等改善推進員
養成セミナー（全8回）

受講者
募集

今月お知らせしたい情報を掲載しています

区役所健康づくり係（　847-8437 　846-5981）問合せ

日時 8月1日（水）14時～15時30分
会場 髙島屋 港南台店前 ※雨天等で中止する場合があります

日　時

会　場

問合せ

6月14日（木）～20日（水）
9時～17時 ※最終日は14時まで

区役所1階

区役所学校連携・こども担当（　847-8393 　842-0813）

区役所食品衛生係（　847-8444 　846-5981）問合せ

　これからの季節は、細菌による食中毒が発生しやすくなります。
抵抗力の弱い子どもや妊婦、高齢者は特に気を付けてください。

・ 焼肉やバーベキューなどで加熱していない生肉を扱うときは、生肉用の箸
 やトングを使い、食べる箸と使い分けましょう。
・ 鶏刺し、鶏のたたきなどの生の肉や加熱不十分な肉を食べるのはやめましょう。

①購入 ・ 肉や魚などは、買い物の最後に購入し、すぐに持ち帰る
②保管 ・ 肉や魚は、汁がほかの食品に触れないようラップなどで包む
③調理 ・ 調理の前後にはきちんと手を洗う
 ・ 肉や魚を切った後、包丁やまな板はよく洗ってから、ほかの食品に使う
 ・ 肉は中心部までしっかり加熱する（75℃で1分間以上）
④洗浄 ・ 肉や魚に使用したまな板・包丁は、洗浄後、薬剤や熱湯などで消毒する

食中毒を予防しよう！梅雨から夏にかけて
要注意！

食中毒予防キャンペーンを開催します

食中毒を予防するヒント

食育イベント開催
「港南区学校給食展」今年も開催します！

区役所事業企画担当（　847-8441 　846-5981）問合せ

地域ケアプラザってどんなところ？地域ケアプラザ
活用術

その 1
入門編

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

　熱中症は、急に暑くなった日に、特に注意が必要です。ポイ
ントをしっかり押さえ、体調管理をしましょう。

 ・ 喉が渇く前に、こまめに水分を取りましょう。適度な塩分
補給も忘れずに！

 ・ 室内にいるときはエアコンなどで、室温28℃以下、湿度
70％以下になるよう調節しましょう。

 ・ 外出するときは、できるだけ暑
い時間帯を避け、日傘や帽子を
使いましょう。

 ・ 日頃から栄養バランスの良い
 食事と運動を心掛けましょう。

 ・ 調子が悪いときは、無理せず
 休養しましょう。

熱中症を予防しよう！梅雨明けの時期
から急増します

ポイント

昨年度好評の野菜たっぷりパン。今年度は
野菜たっぷり弁当も販売します！

「野菜たっぷりパン」販売

誰もが地域で安心して暮らすための身近な福祉・保健の拠点です。区内には地域ケアプラザが9か所あります。
今月号から３か月連続で紹介します。

ホームページで地域ケアプラザのPR動画を公開中です！ ぜひご覧ください♪ 横浜市　地域ケアプラザ 検索

港南区 野菜たっぷりパン＆弁当 検索

　食生活等改善推進員（ヘルスメイト）は、
地域で食や運動を中心とした健康づくりを
実践しているボランティアです。
セミナーを受講して、あなたもヘルスメイト
として活動しませんか。

　食育とは、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識とバランスの
良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を
育むことです。あなたの体は、「あなたが食べたもの」でできています。
自分の食生活を振り返ってみませんか？ 

どんなことをしているの？

地域の身近な総合相談窓口です
　介護や子育てのこと、ご家族・ご近所のちょっとした心配事など、
さまざまな相談を受け付け、解決できるようお手伝いします。

地域の皆さんの活動を応援します
　いろいろなイベントを開催したり、活動の場として部屋を貸し出
したり、皆さんの活動・やりたいことを応援します。
※各地域ケアプラザの講座やイベントは10・11ページをご覧ください

どんな人が利用できるの？

　小さな子どもから高齢者まで、どなたでも利用できます。

福祉・保健の専門職が
連携して支援します！

ぜひ一度ご来館ください！

6月中の販売です。販売日は区ホームペー
ジをご覧ください。野菜たっぷりパンを販
売していない日もあります。

日　時

内　容

対　象

費　用

申込み

会　場

9月3日（月）、10月1日（月）・24日
（水）、11月5日（月）・19日（月）、12
月12日（水）、31年1月21日（月）、
2月4日（月）13時30分～16時

オリエンテーション、講話、体操、
調理実習など 

区役所6階 ほか

区内在住で、全ての回に参加できる人30人（先着） 

1,200円程度（テキスト代）

7月27日までに、電話、またはファクスに住所・氏名・電話番
号を書いて区役所健康づくり係へ
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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
区役所高齢者支援担当
（　847-8418 　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

　6月27日（水）、7月3日（火）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

6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

　6月29日（金）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

離乳食教室 予約制

予約制

　6月13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

　6月11日（月）・22日（金）、7月9日（月）14時～17時　　区役所4階
　市内在住の15～39歳の人と家族

①6月12日8時45分から②6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

　①6月20日（水）②7月4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）

　6月12日（火）9時15分～11時・27日（水）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

6月22日～7月6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

　7月20日（金）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

6月26日～7月17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 　7月26日（木）9時～11時15分　　港南台地区センター
　40歳以上40人（先着）　   胃部Ｘ線撮影：1,570円

予約制

■ あそびにおいでよ！ 七夕まつり
　7月4日（水）9時40分～11時40分 
　港南台中央公園（JR港南台駅下車） 
※雨天時は港南台地域ケアプラザ 　
未就学児と保護者 　当日直接会場へ 
　港南台第二保育園（　 832-3309 
　832-3198）
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　6月14日（木）、7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（　262-00
50 　231-8299）

■ 絵本をかたろう
お気に入りの絵本を持って集まろう
　7月8日（日）10時～12時 　港南図
書館 　30人（未就学児は保護者同伴）
（先着） 　当日直接会場へ 　区役所
区民活動支援係（　847-8394 　842
-8193）
■ 十年介護～車椅子の母と過ごした
 奇跡の時間
フリーアナウンサー町亞聖氏の講演会
　7月7日（土）13時30分～15時30
分 　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） 　300
人（先着） 　6月11日10時から電話
またはファクスに  　　を書いて区在
宅医療相談室（　350-7008 　847-
4152）へ

区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ

働きたい障害者の就労を支援します 第14回

　神奈川社会福祉支援パスセンターが運営している事業所は、18歳から64歳までの障害や難病のある人の就職活動を
コミュニケーション能力の向上や資格取得の面からサポートしています。

神奈川社会福祉支援パスセンター運営しているのはココ！

　利用者・事業所・就職企業という三者を結び付け、互いに向上し、
より良い社会づくりを目指しています。就職に向けての悩みや不
安、期待や希望などに対してアドバイスやサポートをします。

区役所保険係給付担当（　847-8423 　845-8413）問合せ

対象

　新しい後期高齢者医療被保険者証（だいだい色）を、7月中に書留
で送付します。届いたら、記載内容が正しいかを確認してください。
8月1日以降に医療機関を受診するときには、新しい被保険者証を使
用してください。

新しい被保険者証の有効期間は2年ですが、有効期間内でも、一部負担金の割
合（自己負担割合）が変更となった場合には、新しい被保険者証を送付します。

後期高齢者医療被保険者証8月1日から
新しくなります

２つの事業所は上
大岡駅に近いビル
にあります。開放
的な空間で、利用
している人も、支
援員も、みんな明
るい人です

神奈川県在住で①または②のいずれかに該当する人
①75歳以上の人 ②65～74歳で一定の障害の状態にあること
により、神奈川県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人
※生活保護を受けている人などは、被保険者とはなりません

　明るく落ち着いた環境で、生活リズムの安定、体力向上、スキ
ルアップなど、働くための準備をしてみませんか？ 事業所では
「訓練」というイメージではなく、サロンで「楽しく学ぶ」雰囲気
を大切にしています。音楽サークルや地域活動にも参加できま
す。

パスセンター上大岡

パスセンター上大岡（上大岡西1-11-7
第10オーヴァルビル7階、　841-1130）

問合せ

　長く勤めるために必要な、障害に対する不安の解消やコミュニケーション
力を身につけるお手伝いをしています。演劇活動など一人ひとりに合わせた
独自のプログラムを用意。明るく開放的な事業所です。

パスセンター上大岡プラザ

パスセンター上大岡プラザ（上大岡西1-11-3 第3太蔵ビル6階、
　367-8666）

問合せ

事前連絡がなくて
も大歓迎です。１０
時～１７時に気軽に
お越しください
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金具（L字金具
やチェーン）

●背の高い家具やテレビなどの動きやすいものに取り付けましょう

ポール式器具
（突っ張り棒）

粘着マット・
粘着ベルト

港南ひまわりプラン　　 だんの 　　らしを 　　あわせにふ く し

　誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けられるように、
区の基本目標や施策をまとめた「運営方針」を策定しました。
主な事業・取組を、施策ごとに紹介します。

　地域の皆さまと策定した「第3期港南ひまわりプラン（地域福祉保健計画）」を推進し、
人とのつながりを通して、地域の中で見守り、支えあい、誰もが生き生きと暮らしていくこと
ができる地域づくりを区役所、学校、関係機関、地域、事業者と協働して進めます。

港南ひまわりプランを推進します しゃべっチャオ

「助け合いゲーム」体験中「助け合いゲーム」体験中

元気な地域づくりフォーラム 学び舎ひまわり 地域の意見交換会

　自分の身は自分で守る「自助」、隣近所の助け合いなどの「共助」への理解が進むよう、「防災5
箇条」のＰＲをはじめ、子どもや子育て世代を含めた防災・防犯・交通安全の啓発に取り組みます。

　地震の際に家の中で負傷した
人の多くは、家具類の転倒・落
下が原因です。家具の固定や配
置の工夫など、安全対策をしま
しょう。また、いざというときも
住み慣れた自宅での避難生活を
続けるために、必要な生活物品
を備蓄しましょう。

　子どもや高齢者、障害のある人などは、周囲のちょっとした気遣いやお手伝いで、安心して地域
の中で暮らすことができます。「あいさつ」をきっかけにした見守りやふだんと違う様子に気付いた
ときの「声かけ」など、向こう三軒両隣に「お互い様」の関係ができ、いざというときにも助け
合えるよう、さまざまな担い手による見守り・支えあいの輪を広げます。

　年齢や性別を問わず、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 」の取組を進めます。また、介護・医療・介護予防・生活支援
などが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めます。

　平成31年の区制50周年を区民の皆さ
まとお祝いするためのＰＲや記念事業を実
施するとともに、身近な温暖化対策、地
域の美化活動、歩行者の安全に配慮した
まちづくりなどを進めます。

　港南区は平成31年10月1
日に区制50周年を迎えます。
　基本テーマは、これまでみ
んなで育んできた「あいさつ」
「ささえあい」「たすけあい」
「みまもりあい」たくさんの「愛
（あい）」の輪を広げ、未来に
つないでいきたい、そのよう
な想いを込めて決定しました。
　このテーマを合言葉に、区制50周年のＰＲや記念事業を実施していきます。

　ロゴマークの投票の結果、総投票数15,298票
のうち、最も多い6,969票を集めた左のデザイ
ンが港南区制50周年ロゴマークに決定しました。
多数の投票ありがとうございました。
　多くの皆さまと一緒に区制50周年を盛り上げ、
お祝いするため、地域のイベントや学校行事など、
さまざまな場で積極的にご利用ください。

区役所企画調整係（　847-8327 　841-7030）問合せ

特 集 平成30年度
港南区
区政運営方針

つながり　はぐくむ　ふるさと港南
●地域の皆さまと協働でつくる「安全で誰もが安心して元気に暮らせるまち」
●区民生活の基本となる「行政サービスを正確・丁寧に提供する区役所」

地域の皆さまと協働で進める地域づくり施策1 安全・安心のまちづくり 施策3 誰もが元気で健やかに
暮らせるまちづくり

施策4 住み続けたいまちづくり

施策2 見守り・支えあいのまちづくり

区制50周年記念事業
～愛あふれる♥ふるさと港南に～

“在宅避難”のススメ まずは自らの身を守ろう！～家具転倒防止の取組をPRします～

区制50周年記念事業実行委員会の様子

※ロゴマークは区ホームページからダウンロードできます

 港南区50周年 検索

みんなで確認！ 防災 箇条
話し合おう！

備えよう！

圧死から身を守ろう！

避難時は！

地震だ！

家族の連絡どうするの？

最低でも、食料・飲み水3日分

家具の転倒防止と耐震対策

電気・ガスの元栓切って

となり近所に声かけて、まずは「いっとき避難場所」

あなたの家では、地震や火災に備えて、どのような対策をとっていますか？（複数回答）

か

高齢者の万が一のお守り
「ひまわりホルダー」

▼裏

◀表

「あいさつ」をきっかけにゆるやかに
見守る「見守り協力事業者」のステッカー

登下校時の子どもを見守る
港南ひまわり83運動

健康ふれあいウォーキング

0 20 40 60 80

食料や飲み水の備蓄
携帯ラジオ、懐中電灯、医薬品などの備蓄

家具や冷蔵庫などの転倒防止対策
非常用トイレの備蓄

67％
63％

36％
31％

健康アクションこうなん　
～ふだんのくらしをけんこうに～

受けよう！ がん検診と健康診断そして

ファイブ

このほかにもさまざまな事業・取組を進めます。詳しくは区ホームページをご覧ください。

トイレパックも
忘れずに！

転倒防止をしている人は、
約3人に1人にとどまって
いることが分かりました

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 明日の元気の源に睡眠と 気分転換で 明日の元気の源に

お い

うま み

エコ活イベントでの
ごみと資源の分別相談 河川のクリーンアップ 公道に設置した手すり

誰もが気軽に参加できるスポーツ
「ボッチャ」競技中！

これからも港南区に住み続けたいと思いますか？
※区民意識調査結果から抜粋

住み
続けたいやや住み続けたい

67％14％

どちらとも言えない

あまり住み続けたくない 2％
その他 1％
無回答 1％

14％

住み続けたくない 1％

か

そして

※区民意識調査結果から抜粋

地域活動の事例を紹介し、
取組を共有します

「区内の取組から学ぼう」
ポリ袋で作るサバイバルランチ

地域をより良くするため、
さまざまなテーマで
話し合います

港南区ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

「港南区に住み続けたい」と
思っている人が8割を

超えています



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

こうなん子どもゆめワールド
出店団体・ステージ出演団体募集！

こうなん子どもゆめワールド実行委員会事務局
（区役所青少年育成担当内、　847-8396 　842-8193）

問合せ

申込み 6月25日までに、募集内容ごとに　に団体名、代表者の住所・
氏名・電話番号・返信先のほか、①は出店内容、②は出演内容・
出演時間を書いて区役所青少年育成担当（〒233-0003 港南
4-2-10）へ

日　時 11月3日（祝）10時～15時

会　場 港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車） ほか

① 出店団体（営利を目的としない団体）
 子ども向けの模擬店・ゲームなど
 ※区内の団体優先。テント代など出店経費がかかります

② ステージ出演団体
 楽器演奏・ダンス・合唱など
 対象 ： 区内在住・在学の高校生以下の団体
　※出演時間は、準備・片付けを含めて10分以内です

募集内容　※いずれも応募多数の場合は抽選

■こども鑑識係
　「指紋とルミノール反応を調べよう」
　7月15日（日）10時～12時 　小学
生と保護者12組（抽選） 　200円 　
6月30日までに　に  　　と年齢を書
いて施設へ
■親子クッキング教室
乳製品メニューを作ろう
　7月21日（土）10時30分～13時30
分 　小学生と保護者12組（抽選） 　
1,000円  　7月5日までに　に 
と年齢を書いて施設へ
■星まつり「浴衣の着付け大作戦！」
　7月29日（日）10時～12時 　中学
生以上15人（抽選） 　500円 　7月
14日までに　に  　　と年齢を書い
て施設へ
■七夕祭り★星に願いを
　7月1日（日）～7日（土）9時～20時
30分 ※1日は16時30分まで 　当日
直接施設へ ※未就学児は保護者同伴

■ママとベビーのヨガ教室（全3回）
　7～9月の毎月第2木曜日①9時30
分～10時30分②10時40分～11時
40分 　①お座りからハイハイができ
る子と母親②1歳6か月以下の歩ける
子と母親各15組（先着） 　2,000円  
　6月11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）
市内や東御苑などを散策
　7～9月の毎月第4木曜日 　18歳
以上40人（先着） 　1,500円 　6月
11日13時から電話か直接施設へ
■ふしぎ発見理科ひろば
電子オルゴールを作ろう
　7月21日（土）9時30分～11時30
分 　小学生24人（先着） 　500円 　
6月11日13時から電話か直接施設へ
■夏のコーヒー講座（全2回）
アイスコーヒーとコーヒーゼリー作り
　7月11日（水）・25日（水）13時30分
～15時30分 　15人（先着） 　1,500
円 　6月11日13時から電話か直接施
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

■夏休み楽々親子クッキング
　7月23日（月）10時～13時 　小学
生と保護者12組（抽選） 　1,000円  
　7月9日までに　に  　　と子の氏
名（ふりがな）・学年を書いて施設へ
■親子で南高校プラネタリウム体験
皆既月食と火星大接近、ペルセウス座
流星群
　7月25日（水）9時30分～12時 　
小学3～6年生と保護者20組（抽選）  
　7月11日までに　に  　　と子の氏
名（ふりがな）・学年を書いて施設へ
■夏休みふしぎ発見科学工作教室
ペットボトル万華鏡と消える貯金箱
　7月28日（土）10時～12時 　5歳
～小学6年生25人（小学2年生以下は
保護者同伴）（抽選） 　200円 　7月
14日までに　に  　　と年齢を書いて
施設へ
■みんなで楽しくHipHop！
　夏休み子どもダンス教室（全3回）
　7月30日（月）～8月1日（水）10時
～11時30分 　小学生30人（抽選） 　
500円 　7月18日までに　に  
と学年を書いて施設へ

〒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

〒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

■七夕コンサート
銀河鉄道999、ディズニーなどを木管
五重奏で
　7月1日（日）14時～15時 　50人
（先着） 　当日直接施設へ
■夏休みふしぎ発見理科ひろば
　～ＦＭラジオを作ろう
　7月30日（月）9時30分～11時30
分 　小・中学生24人（小学1・2年生は
保護者同伴）（先着） 　500円 　6月
13日13時から電話か直接施設へ
■プラネタリウムナビゲーターが
　教える！ 星と夜空と星座のお話
　7月26日（木）10時～11時30分 　
5歳以上28人（小学2年生以下は保護
者同伴）（先着） 　300円 　6月13日
13時から電話か直接施設へ
■思い出バスに乗りませんか？ 
　すいとん付き
昭和の歌で思い出を振り返ろう
　7月10日（火）13時～15時 　800
円 　6月13日13時から電話か直接施
設へ ※小学2年生以下は保護者同伴

〒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
〒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

■七夕飾り
　7月1日（日）～7日（土）9時～20時
30分 ※1日は16時30分まで 　中学
生以下（未就学児は保護者同伴） 　当
日直接施設へ
■港南・野庭地区センター共催 親子ふれあい
「牧場で乳しぼりとバター作り体験」
　7月27日（金）10時～12時 　こども
の国（東急こどもの国駅下車）集合 　
小学生と保護者15組（抽選） 　800円  
　6月29日までに　に  　　と子の氏
名（ふりがな）・学年を書いて施設へ ※7
月20日～26日に海外渡航歴ある人は不可

■絆塾♥下永谷 ケアプラザ文化祭
ステージや展示、体験コーナーなど
　6月30日（土）9時50分～14時 　
当日直接施設へ ※上履き持参

■ボランティアスタート講座（全4回）
ボランティアに必要なスキルの習得と
シニアボランティアポイント登録
　7月の毎週木曜日 9時30分～11時
30分 　30人（先着） 　6月11日9時
から電話か直接施設へ
■ゆらりん ころりん
触れ合い遊びとわらべうた
　7月3日（火）10時～11時30分 　
0・1歳の子と保護者30組（先着） 　
330円 　6月19日9時から電話か直
接施設へ
■えんがわカフェ
　6月17日（日）13時30分～15時30
分 　100円 　当日直接施設へ

■ドレミファ倶楽部
音楽療法で認知症予防
　毎月第1木曜日 10時～11時30分 
　20人（先着） 　500円（初回無料） 
　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

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

芹が谷地域ケアプラザ

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

下永谷地域ケアプラザ

ク　 ラ     ブ
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〒234-0054　港南台3-3-1
　834-3141　　834-3145

港南台地域ケアプラザ

■南部病院健康教室
皮膚科医師によるアトピー性皮膚炎の話
　7月7日（土）14時～15時30分 　
50人（先着） 　6月11日9時から電話
か直接施設へ
■香りを楽しむハーブ＆アロマ講座
夏のアロマスプレーとブーケガルニ作り
　7月2日（月）10時～11時30分 　未
就学児と保護者15組（先着） 　700円 
　6月11日9時から電話か直接施設へ
■ほっとカフェ港南台（認知症カフェ）
医師とコーヒーを飲みながら気軽に相談
　7月10日（火）13時～15時 　100
円 　当日直接施設へ
■やってみよう！ ノルディックウォーク
　6月12日（火）9時～11時30分 　
前日までに電話か直接施設へ

■なごみの会
介護者同士の情報交換
　6月21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
　6月26日（火）10時～11時30分 　
1～4歳の子と保護者 　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
　6月28日（木）13時30分～15時 　
100円 　当日直接施設へ

■障がい理解啓発講座「障がいのこと
　知ってみませんか？」（全3回）
　6月28日（木）、7月2日（月）・18日
（水）13時30分～15時30分 　30人
（先着） 　6月11日9時から電話か直
接施設へ
■ゆったりはじめてみよう
　女性のための初めてのヨガ（全3回）
　6月29日、7月20日、8月31日いず
れも金曜日 10時30分～12時 　30
～50代の女性10人（先着） 　1,500円  
　6月11日9時から電話か直接施設へ

■ケアプラtheフェスティバルin日限山
ステージ演奏、屋台、プラ板体験など
　6月16日（土）10時～15時 　当日
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

〒234-0056　野庭町612
　848-0111　　848-0106

野庭地域ケアプラザ

■仏花をアートフラワーで作ろう！
　7月4日（水）10時～12時 　18歳
以上12人（先着） 　1,500円 　6月
11日10時から電話か直接施設へ
■七夕かざり in 桜道
　6月30日（土）～7月7日（土） 　当
日直接施設へ

■ふしぎ発見理科ひろば
　「スイッチバックカーを作ろう」
　7月7日（土）10時～12時 　小学生
10人（1・2年生は保護者同伴）（先着） 
　500円 　6月11日9時から電話か
直接施設へ
■始めてみよう！ シニアのための
　楽しいフォークダンス（全2回）
　6月23日（土）・30日（土）13時30
分～15時30分 　50歳以上15人（先
着） 　500円 　6月11日9時から電
話か直接施設へ

■弁護士による「無料法律相談」
　7月7日（土）13時30分～16時30
分 　18歳以上12人（先着） 　6月11
日9時から電話か直接施設へ
■子ども工作教室「磁石で動く
　ダンシングドールを作ろう！」
　7月21日（土）10時～12時 　5歳
～小学生20人（小学1年生以下は保護
者同伴）（先着） 　200円 　6月20日
9時から電話か直接施設へ

■国際交流のひろば
　7月8日（日）10時～15時 　ウィン
グ上大岡2階ガーデンコート（京急・地
下鉄上大岡駅下車） 　当日直接会場
へ
■認知症サポーター養成講座
　7月4日（水）10時～11時30分 　
30人（先着） 　6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

〒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

■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
　7月21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6月12日～21日に問合せを
■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
　6月22日（金）14時から 　未就学児
と保護者、妊娠中の人と家族 　当日直
接施設へ
■はっちの日
手遊びや読み聞かせなど
　6月28日（木）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
　①6月12日（火）10時～11時②6月
23日（土）13時30分～14時30分③6
月28日（木）10時～11時④7月7日
（土）10時30分～11時30分 　①日
野南地域ケアプラザ②④はっち③野
庭地域ケアプラザ 　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

■図書修理ボランティア説明会
　6月20日（水）13時～15時 　ボラ
ンティア活動に参加できる区内在住・
在勤・在学の高校生以上 　当日直接
施設へ
■おはなしくまさん
　6月22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・にこっと
　6月24日（日）①14時30分～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
　7月5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

〒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

〒233-0003　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

〒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

■七夕飾り ～短冊に願いをこめて
　7月1日（日）～7日（土） 　当日直接
施設へ

■夏休み！
　万華鏡の未知なる魅力を楽しもう！
　7月28日（土）10時～11時30分 　
4歳～小学生と保護者15組（先着） 　
300円 　6月11日9時30分から電話
か直接施設へ
■上永谷サロン 初心者大歓迎！ 囲碁
　を一緒に楽しみませんか（全5回）
　7月5日～8月2日の毎週木曜日 13
時～16時 　20歳以上10人（先着） 
　1,000円 　6月11日9時30分から
電話か直接施設へ
■上永谷サロン 自分でできる！
　美しい浴衣の着付け
　6月24日（日）10時～12時 　中学
生以上10人（先着） 　6月11日9時
30分から電話か直接施設へ
■七夕飾りをみんなで作って飾ろう
　7月2日（月）10時～11時30分 　
15人（先着） 　6月11日9時30分か
ら電話か直接施設へ

■弦楽ユニット「ラズベリー」の
　七夕コンサート
　7月7日（土）14時～15時 　50人
（先着） 　6月11日10時から電話か
直接施設へ
■七夕に願いを込めて笹飾り
　6月30日（土）～7月7日（土） 　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
　6月27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
　6月20日（水）10時30分～11時 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ
■七夕かざり
　7月1日（日）～7日（土） 　当日直接
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

〒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

もく  よく

〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725

休館：6月18日（月）、6月26日（火）～28日（木）

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
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■太極拳初心者教室（全3回）
　7月8日・22日・29日いずれも日曜
日 10時～11時30分 　20人（先着） 
　1,000円 　6月16日10時から電話
か直接施設へ

■日野中央公園ミニ文化祭
　～ワイワイフェスタ
愉快な似顔絵や作品展示、ハンギング
の人気投票など
　6月30日（土）～7月6日（金）9時～
18時、似顔絵は初日の11時～15時
　似顔絵500円 　当日直接施設へ
■フラワーアレンジメント
　「アーティフィシャルフラワーで作る
　多肉植物の額飾り」
　6月14日（木）10時～11時30分 　
10人（先着） 　3,500円 　6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
■「パークヨガ」
　屋外で行うやさしいヨガ教室
　7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 　6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
■親子で楽しむ野球教室
これから始める子に元プロ選手が指導
　6月24日（日）11時～13時 　小学
4年生以下と保護者20組（先着） 　
2,000円 　6月11日10時から電話か
直接施設へ

■はじめての手話講座（全10回）
　7月4日～9月12日の8月15日を除
く毎週水曜日 18時30分～20時30
分 　区内在住・在勤の人30人（先着） 
　2,000円 　6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

■営業再開のお知らせ
　6月1日（金）から（予定） ※変更の可
能性あり。詳細は問合せを　　高校生
以上400円、3歳～中学生100円

■窓にお絵描き
　7月7日（土）11時～14時 　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
　7月3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
　6月14日（木）・21日（木）11時～11
時30分 　未就学児と保護者 　当日
直接施設へ
■七夕かざり
　7月1日（日）～7日（土） 　中学生以
下（未就学児は保護者同伴） 　当日直
接施設へ

■マリノスふれあいサッカー教室
　7月27日（金）15時10分～16時40
分 　小学1～3年生45人（先着） 　
1,200円 　6月22日9時から電話か
直接施設へ
■夏休みスペシャルイベント
　「磁石で遊ぼう！ 小学生工作教室」
　①7月25日（水）13時30分～15時
30分②7月27日（金）10時～12時 　
小学1～4年生各20人（先着） 　700円 
　6月29日9時から電話か直接施設へ
■お試し教室週間
舞踊エクササイズ、ヨガ、美尻体操など
　6月18日（月）～29日（金） 　有料 
　当日直接施設へ ※日時や費用など
詳細は問合せを

〒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

■漬物教室
ぬか床・大根の調味漬けを作ろう
　7月8日（日）13時30分～15時 　
24人（先着） 　800円 　6月11日9
時から電話で施設へ

■親子で楽しむ夏の草木染
　7月28日（土）10時～12時 　3歳～
小学生と保護者10組（抽選） 　1,000
円 　7月14日までに直接または　か
ファクスに  　　を書いて施設へ

■アクアビクス教室（全8回）
　9・10月の毎週金曜日①9時30分
～10時30分②10時40分～11時40
分 　各35人（先着） 　6,100円 　7
月6日から費用を添えて直接施設へ

〒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
〒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

■昔のくらし体験
古民家に泊まって昔の暮らしを体験
　8月2日（木）13時～3日（金）11時 
※7月21日（土）13時から説明会 　小学
4～6年生の男女各5人（抽選）※初参
加優先 　1,800円（1泊2食） 　7月6日
までに　に  　　と学年・性別・保護者
氏名を書いて施設へ ※1枚につき1人

■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中級（全2回）
　①7月10日（火）～12日（木）・17日
（火）・18日（水）②7月14日（土）・15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） 　6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

〒232-0066　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

〒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）

清水ケ丘公園 屋内プール

〒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

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

日野中央公園

〒233-0003　港南4-2-8
　841-0256　　846-4117

港南区社会福祉協議会

〒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
　832-0801　　832-0803

 休館：第4火曜日（祝休日の場合は翌日）

港南プール

〒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

6月1日投票開始
港南区からは2商品！
6月1日投票開始
港南区からは2商品！

王家菜館
玉子レタスさっぱり炒飯
840円
上大岡東1-9-15 パルテノンビル2階
　846-1118

　区役所地域運営推進係（　847-8391 　842-8193）

ガチチャーハン 検索

横浜の商店街“ナンバー1”のチャーハンを投票で決定します。
7月31日まで

丸山飯店
五目チャーハン
1,000円
丸山台4-9-12
　845-1733

■港南区少年野球大会
　7月21日（土）～29日（日）の土・日曜
日（予備日8月4日（土）・5日（日））9時
～16時30分 　港南台南公園（バス停
港南台第一小学校前下車）・丸山台公
園（バス停丸山台中学校前下車） 　区
内在住・在学の小学生チーム（1チーム
選手20人以内） 　7,000円 　7月6日
までに申込書を富岡（〒234-0054 港
南台8-32-5、　090-4537-2126 　
353-5080）へ
■初夏のダンスパーティー
　6月18日（月）15時20分～18時15
分 　港南スポーツセンター 　150人
（先着） 　500円、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）

■秋季港南区民野球大会
　7月22日（日）～12月16日（日） 　日
野中央公園 ほか 　区内在住・在勤の
社会人軟式野球チーム（1チーム監督
含め30人以内） 　20,000円 　6月
21日～7月1日に申込書（港南区野球
協会のホームページでダウンロード）
に費用を添えて直接カトウスポーツ店
（港南台9-24-6、　832-3898）へ
■港南区小学生陸上運動教室
　7月8日（日）9時～12時 　港南台第
二小学校（ＪＲ港南台駅下車） 　区内在
住の小学4～6年生と指導者 　7月4
日までに申込書を直接またはファクス
で区体育協会（日野1-2-30 港南スポー
ツセンター内、　840-3086）へ 　戸
部（　080-6662-0779）
■港南区硬式テニス団体戦
　8月25日（土）、9月17日（祝）、10月
28日（日）9時～19時 　日野中央公園 
　区内在住・在勤・在クラブ12チーム
（各チーム男子ダブルス、女子ダブルス、
ミックスダブルス）（抽選） 　12,000円 
　7月19日　までに　に  　　とチー
ム名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）

■港南区ひまわり管弦楽団 定期演奏会
　7月8日（日）14時から ※13時30分
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） 　340
人（先着） 　1,000円 　当日直接会場
へ 　伊沢（　090-2532-4982 ※18
時以降 　832-4191）
■港南区陸上競技大会
　7月22日（日）8時30分～17時 　三
ツ沢公園陸上競技場（バス停三ツ沢総
合グランド入口下車） 　区内在住・在
勤・在学の小学5年生以上 　1種目
700円、高校生500円、小・中学生300
円。リレーは1チーム1,000円、小・中
学生500円 　6月25日までに申込書
を郵送で大会事務局の戸部（〒234-00
55 日野南4-10-11、　080-6662-07
79）へ
■区民企画運営講座
　こうなんの歴史探訪（全9回）
　6月～31年2月の毎月第4土曜日 ※
6月のみ第5土曜日 9時30分～12時 　
区社会福祉協議会ほか 　30人（抽選） 
　6月20日までに　に 　　を書いて
こうなん歴史探訪の会の石橋（〒234-
0052 笹下6-19-24）へ 　斎藤（　・　
823-6117） ※障害のある人は相談を

■大人のための英会話・韓国語
　入門講座（各全8回）
①韓国語②英語
　6月27日～8月15日の毎週水曜日
①18時～19時②19時30分～20時
30分 　消費生活総合センター（京急・
地下鉄上大岡駅下車） 　各15人（先
着） 　6,000円 　6月11日から電話で
国際文化交流協会の前田（　090-64
89-2803 ※10時～17時）へ
■区民企画運営講座 若い世代に伝える
　「ふるさと永谷の昔」（全6回）
　7月～31年3月の9・12・1月を除く
毎月第2土曜日 9時30分～11時30分  
　下永谷地域ケアプラザ 　小・中学生
の保護者30人（子ども同伴可）（先着） 
　1,000円 　6月11日9時から電話か
ファクスで永谷ふるさと村事務局の中
本（　080-5647-0912 　846-55
40）へ
■あそび・隊！ おたのしみ劇場（港南台）
パネルシアター、人形劇など
　7月18日（水）10時30分～11時30
分 　港南台地域ケアプラザ 　未就学
児と保護者30組（先着） 　300円 　6
月18日から電話であそび・隊！の橋本
（　090-5438-6035）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。


