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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

7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6月1日現在）

世帯数…92,902世帯人口…214,236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

情報
発信中！

身近な施設でも、
いろいろ楽しめるよ～！……

特 集
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（前月比 -23人） （前月比 ＋45世帯）
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　夏の日差しを思わせる5月の午後、建て替えを終えた真新しい丸山台第一自
治会館に次々と人が集まってきます。1年余りお休みしていた丸山台自治会主
催の「丸山台サロン 結び」がいよいよ再開。44人という予想を超える参加者に、
追加のテーブルをセッティングしたり、ひっきりなしにお茶とお菓子を配ったり
と、スタッフがうれしい悲鳴を上げるほどの大盛況でした。
　サロンでは、お茶を飲みお菓子を食べながらおしゃべりを楽しむだけでなく、
毎回プログラムを用意します。この日は、港南区在宅医療相談室の看護師さん
による在宅医療のお話。サロンのイメージとは異なる固いテーマでしたが、参
加者は時折うなずきながら、熱心に耳を傾けていました。「今日はこの話が聞
きたくて来ました」「医療はとても身近な問題。参考になりました」など好評で、
地域を知り尽くした主催者ならではのプログラム選択、と言えるものでした。
　阿曽会長は、「皆さん、待ち望んでいてくださいました。リピーターばかりか
と思ったら、初めての方も多く、幸先の良い再スタートになりました。『結び』
という名前のとおり、地域の皆さんとのつながりや結び付きをより強くしてい
く場になればと思います」と話してくれました。
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みんなが心待ちにしていた再開
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8割が女性という参加者の中にあって、男性陣は少し遠慮気味（？）の様子
サロンも楽しみだったけど、新しくなった自治会館も見学したくて参加しました
コーヒーカップが足りなくなって、飲み物の提供は紙コップに
「皆さん、どこで最期を迎えたいですか？」きわどい質問にも、真剣に答えます
大忙しだったスタッフの皆さん。やっと一段落してほっとひと息
リニューアルした自治会館。高齢者などに配慮して、何とエレベーター付きです
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写真の説明

永野地区
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今月お知らせしたい情報を掲載しています

対　象

応募作品

応募方法

区役所地域運営推進係（　847-8391 　842-8193）　区役所企画調整係（　847-8328 　841-7030）問合せ

区の花ひまわりがいっぱい！いよいよ夏本番

ひまわりを描こう！ ひまわりの花 絵画コンクール

●アタマジラミって？
 ・ 清潔・不潔に関係なく頭部に寄生し、幼虫・成虫
ともに吸血します。

 吸血された部分はかゆくなります。

 ・ 卵は耳の後ろや後頭部の、特に毛の根元近くに多
く見られます。ふけと違い、卵は簡単には取れま
せん。

●アタマジラミを見つけたら？
 ・ 専用の駆除薬（粉末タイプ、シャンプータイプなど）
の使用と、目の細かいくしで丁寧にすくことが有
効です。駆除薬を使ったら、しっかり洗い流しましょう。駆除には、
しばらく期間がかかります。

 ※駆除薬の購入や使用方法は、薬局で相談してください

●予防方法は？
 ・ 毎日丁寧に髪を洗いましょう。

 ・ 枕カバーやシーツはこまめに取り替え、
 布団などは日光に当てましょう。
 アイロンがけも効果的です。

 ・ 帽子やタオルなどの共用はやめましょう。

 ・ 部屋や脱衣所などは、よく清掃しましょう。

アタマジラミに注意しよう見つけたら
すぐに対処！

区役所環境衛生係（　847-8445 　846-5981）問合せ 区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ

成虫（約3.0㎜）

卵（約0.8㎜）

家事代行もお任せください 第15回

大賀の郷 3万本のひまわりフェスタ

問合せ シャローム港南（下永谷4-3-5 ホワイトシャイニー202・203、
　・　443-6505）

NPO法人 「さざなみ会」運営しているのはココ！

　精神保健を考える市民団体として発足し、磯子区・港南区で
事業所を運営しています。心の健康を考えるための研修や啓発
活動を通じて、障害者の自立と社会参加を目指しています。

　2年前の8月に開所した「シャローム港南」は、
主に精神障害のある人を対象とし、6人の職員
のうち4人が精神障害当事者というピアスタッ
フ中心の事業所です。「いずれ就労したい」「生
活リズムを整えたい」など、それぞれの目的や
ペースに合わせ、約30人が利用しています。

　公園清掃やメール
便配達、箱折り、領収書の仕訳などから、自
分で仕事を選び、頑張っています。珍しい
仕事では一般家庭の家事代行を請け負って
おり、窓ふきや庭の草取りなどを行います。
町内会の一員として芸能大会に参加した
り、地域ケアプラザなどでマジックや歌を披
露したり、障害のある人が地域で元気にリ
カバリーできることを目指しています。

　最盛期の7月は、いろいろな場所にたくさんのひまわりが咲いています。写真を撮ったり、絵を描いたり、思い切りひまわりを楽しんでみませんか。
　※写真・絵画の応募作品は、区商店街連合会・区役所の事業で使用することがあります

　小学校の低・中・高学年の部、各10点を表彰します。
　（主催：区商店街連合会・区役所）

　上大岡駅東口商店会を中心とした
実行委員会による、毎年大人気の恒
例行事が、今年で8回目の開催とな
ります。3万本のひまわり畑の中を歩
いてみませんか？

区内在住・在学の小学生（近隣区在住可）

四つ切画用紙

9月5日までに作品の裏面に、住所・氏名・電話番号・学校名・
学年を書いて、直接または郵送で区役所地域運営推進係
（〒233-0003 港南4‐2‐10）または区商店街連合会の早川
（〒233-0006 芹が谷4-1-4）へ

昨年度の区長賞作品

対　象

応募作品

応募方法

ひまわりを撮ろう！ ひまわり写真館

緑のカーテンの写真も同時募集！

　皆さんが撮ったひまわりの写真を区
のホームページや地下鉄の駅、商店街
で展示します。応募者全員に、ひまわり
グッズをプレゼントします。

皆さん自慢の緑のカーテンを撮って送って
ください。区のホームページに掲載します。
※ 応募方法などは、ひまわり写真館と同じです

今年区内で撮影した未発表のもの（1人何点でも可）

L判（8.9×12.7cm）程度。データの場合はJPEG、GIF、
PNGのいずれかで2MB（メガバイト）以下 ※個人が特定で
きる写真を応募する場合は、必ず本人の承諾を受けてください

9月3日までに住所・氏名・電話番号・撮影場所・写真のタイ
トルを書いて、Eメール、直接または郵送で区役所企画調
整係（　kn-kikaku@city.yokohama.jp 〒233-0003
港南4-2-10）へ ※応募後の写真の著作権は、区に帰属し、写真
は返却しません

7月21日（土）9時30分～12時 ※雨天の場合は22日（日）
※ひまわり畑の一般開放 7月19日（木）～29日（日）10時～17時
※天候や開花状況により入場できない場合があります

上大岡東1-34（京急・地下鉄上大岡駅下車） ※駐車場はありません

ひまわりフェスタ実行委員会（　846-1187）

日　時

会　場

問合せ

おお　が さと

昨年度の展示の様子

エコグッズ
プレゼント

公園清掃

コミュニティケアフェスタ
にも出展



港南区版　／ 　　　　　　　 2018（平成30）年 7 月号　　
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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

区民企画運営講座のお知らせまちを知ろう！
仲間をつくろう！

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

　7月12日（木）・25日（水）、8月7日（火）・9日（木）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

7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

　7月30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

　7月11日（水）、8月8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

　7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

　7月12日（木）9時15分～11時、8月3日（金）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

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

　8月1日（水）9時～11時15分　　区役所3階（健診・検査フロア）
　40歳以上40人（先着）　   胃部Ｘ線撮影：1,570円

7月11日～19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 予約制

■ こうなん子どもゆめワールド 子どもスタッフ募集
ブースやステージのお手伝い
　11月3日（祝）10時～15時 　港南ふれあい公園（地下
鉄港南中央駅下車） 　小学4～6年生50人（抽選） 　7月
31日　までに　に  　　と学校名・学年を書いて実行委
員会事務局（区役所青少年育成担当内　 847-8396 　
842-8193）へ
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　7月19日（木）、8月2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）
■ 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！
　8月30日（木）13時30分～15時30分 　区役所6階 　
区内在住の人80人（先着） 　7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

区役所区民活動支援係（　847-8397 　842-8193）問合せ

区役所事業企画担当（　847-8441 　846-5981）問合せ

皆さんのやりたい気持ちを応援します地域ケアプラザ
活用術

その 2
活動応援編

　日常生活の疑問や悩みを解消するために、区民の皆さんが講座を企画しました。
申込方法などの詳細は、区役所などで配布しているチラシをご覧になるか、お問い合
わせください。

横浜市　地域ケアプラザ 検索

“楽しい”が見つかる！ “得意”が見つかる！ 生かせる！

自分の経験
や知識

コーラス･ヨガ・
料理など気に
なっていたことが
体験できる！

健康や認知症に
関する講座など
知りたかったこ
とが学べる！

ちょっとした
時間でできること

サークルやボランティアなど
生かせる場所がたくさんあります！

講座で覚えた
趣味・学んだもの

開館時間

男性向け コーヒーの入れ方講座 特技を生かしてパン教室

月曜日～土曜日：9時～21時　日曜日・祝休日：9時～17時
※年末年始・施設点検日は休館。詳しくは各施設へ問合せを

※実施する講座やイベントは、施設により異なります。詳細は各地域ケア
　プラザへお問い合わせください

地域ケアプラザには
地域の情報がいっぱい！ 
まずはふらっと立ち寄って

気軽にスタッフに声を掛けてください。
あなたに合った情報をお届けします。

特技を生かしてパン教室

これから始まる講座

こんな講座も企画されました（開講中）

参加することで新しい
つながりも生まれます！

開講時期

9～11月

9～11月

11～12月

子どもの本の教室
100冊の絵本でツナグ 今のあなたが感じる出会い

7月17日から
先着順 60人

8月11日から
先着順 30人

9月18日から
先着順 20人程度

港南ぶらりぶらり
素敵（すてき）な出会いと発見を求めて

思春期の子どもと親の大丈夫！
心配事や不安と上手に付き合い、子どもと向き合うために

講座名・内容 申込み

・おとなの外遊び講座（6～11月）：達人から学ぶ！ ディープに遊ぼう！ 久良岐公園
・こうなんの歴史探訪（6月～31年2月）：港南の歴史を知り、街歩きで確かめる
・ふるさと永谷の昔（7月～31年3月）：若い世代に伝える、ふるさと永谷の昔
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　地区センターやコミュニティハウスなどに行ったことがありますか？ 生涯学習や
スポーツを楽しめる場として、地域の皆さんが利用できる施設です。
　夏休みは、子ども向けのイベントがたくさん！ 気軽に参加してください。
※各施設の所在地や連絡先、このほかのイベントは、10～12ページをご覧ください
※公共交通機関をご利用ください

区役所区民活動支援係（　847-8394 　842-8193）問合せ

特 集

東永谷地区センター

夏休み 親子でタイル絵画に挑戦してみよう！
さまざまな色や形の「タイルのかけら」
を組み合わせて、お気に入りの動物や
不思議なデザイン画を作ろう
8月5日（日）9時30分～11時30分
小学生と保護者12組（抽選）
500円
7月22日までに　に  　　を書いて
施設へ

　「街のアドバイザー」は、さまざまな知識や技術を生かして、生涯学習や地域の活動に協力することを目的としたボランティア人材です。
自治会町内会や子ども会、学校ＰＴＡ、地域活動のグループが開く講習会やイベントに呼ぶことができます。区民活動支援センターで紹介して
いますので、お気軽にお問い合わせください。 ※個人への紹介は行っていません

区民活動支援センター、区役所、
区民利用施設などでご覧になれます。

身近な物を再利用して、楽しみな
がら風力発電のしくみを作ろう！
経験豊富なエンジニアがみんな
の「なぜだろう？」「不思議だな？」
をサポートします   （内田副館長）

グループでイベントを企画している人注目！ 街のアドバイザーを呼んで、もっと楽しく

こうなんタネットちゃん

こんなジャンルが
あります

演芸・演技　　音楽　　子育て・青少年育成　　セカンドライフ・高齢者支援　　スポーツ・ダンス　　絵画

手工芸　　園芸　　茶道・華道・書道　　教養　　語学・国際交流　　パソコン　　まちづくり

港南地区センター

こども実験室「人工イクラを作ろう」
科学の面白さを体験し、「食」に
ついて考える機会にも
7月28日（土）10時～12時
小学生と保護者12組（先着）
300円
7月11日10時から直接、または
同日13時から電話で施設へ

港南台地区センター

サマーファミリーコンサート
～＃0（シャープゼロ）
7月22日(日）
13時30分～14時30分
無料
当日直接施設へ

上大岡コミュニティハウス

夏休み体験教室
～不思議な万華鏡を作ろう
自分だけのオリジナル万華鏡を作ろう
8月10日(金)13時～15時
小学生以上15人（抽選）
300円
7月31日までに電話か直接施設へ

永谷地区センター

夏休みの思い出を飾ろう
卓上フレーム作り教室
自然素材の珪藻粘土とビーズや
貝殻などを使って、自分だけの
思い出を飾る卓上フレームを作
ろう
8月26日（日）13時～15時
5歳以上15人（小学2年生以下は保護者同伴）（先着）
800円
7月12日13時から電話か直接施設へ

日野南コミュニティハウス

夏休みクラフト講座
食品サンプルを作ろう！
「かき氷のメモスタンド」作り
8月2日(木)
①9時30分～10時30分
②10時40分～11時40分
小学生以上各10人（小学1・
2年生は保護者同伴）（先着）
300円
7月11日9時から電話か直接施設へ

桜道コミュニティハウス

夏休み工作教室
風力発電のしくみを作ってみよう！
8月1日（水）
9時30分～11時30分
小学生20人（1・2年生は
保護者同伴）（先着）
500円
7月12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

夏休み！ ものづくり 木の本立てを作ろう
金づちを使ったくぎ打ち体
験や本立てのデコレーション
8月26日（日）
10時～12時
4歳～小学生と保護者
15組（先着）
500円
7月12日9時から電話か直接施設へ

日限山コミュニティハウス

「親子で手型を作ろう！」
～自然素材 100％
消臭と湿度調整の機能のある自然素材
で作ろう
8月25日（土）10時～12時
5歳～小学生と保護者20組（先着）
400円
7月25日9時から電話か直接施設へ

港南国際交流ラウンジ

おもしろ科学工作
「くねくねヘビ」を作る
8月2日(木）10時～12時30分
小学3年生～中学生30人（先着）
800円
7月11日9時から電話か直接施設へ

下野庭スポーツ会館

夏休み親子アロマ教室
ハーブ石けんを作ろう
楽しみながら、夏休みの宿題完成！
7月27日（金）13時30分～15時30分
小学生と保護者10組（先着）
600円
7月13日10時から電話か直接施設へ

けい  そう数あるバンドの中で、♯0のステージは、
ほかとはちょっと違うと思います。「あな
たがいなけりゃ始まらない！」を合言葉に
した「何でもあり」のコンサートをお送り
します。ぜひ一度体感してみてください

（安藤副館長）

港南区民文化センター ひまわりの郷

ひまわり サマーフェスタ
コンサートあり、工作教室
あり、地域作業所製品紹介・
販売ありの盛りだくさんの
恒例イベント
8月4日（土）10時～16時
一部有料
当日直接施設へ
（一部前売りチケットあり）

野庭地区センター

親子de料理！
親子で会話をしながら、共同作
業で料理を完成
8月10日（金）10時～13時
小学1～4年生と保護者
9組（抽選）
800円
7月23日までに　に  　　と学年を書いて施設へ

港南スポーツセンター

こども夏休みスペシャル教室
「走跳投小学生体力向上教室」（全 2回）
9の基本動作で運動能力を
ぐーんと伸ばそう
8月13日（月）・14日（火）
11時～12時15分
小学生40人（先着）
1,000円
7月18日9時から電話か
直接施設へ

港南台北公園こどもログハウス

夜のログハウス探検
8月4日（土）18時30分～20時30分
小学生20人（先着）
無料
7月18日9時から電話か直接施設へ

暗闇のログハウスで、こうなんの
昔話を聴いたり、懐中電灯を持っ
て館内探検をしてお宝ゲット！ ワク
ワクドキドキするイベントです

（スタッフの桑村さん）

街のアドバイザー活動レポート
～上大岡コミュニティハウスまつり～

街のアドバイザー「夢ふうせん」が、バルーンで剣や動物、
お花などの作り方を教えてくれました。

街のアドバイザーの作品が見られます「街のアドバイザーガイド」が
新しくなりました 区民活動

支援センター
入って左側の
飾り棚に作品を
展示しています。

港南中央駅
アートショーケース
「がれりあ」に年に2回、
1か月間、作品が展示
されます。

区民活動支援センター
（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）

問合せ

マ
ー
ク
の
意
味

　日時　　対象・定員　　費用
　申込み　　往復はがき
　　  行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・
　　  電話番号・往復はがきは返信先

最初は割れそうで

怖かったけど、うまく

作れるようになった

と、大人も子どももみんな大喜びでした。

バルーンを

作るのは初めて！



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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※8・9ページにイベントを掲載してい
ます

■介護予防講座「パワースポット港南
　中央」認知症予防コース（全2回）
　8月6日（月）10時～11時30分、8
月30日（木）13時30分～15時 　お
おむね65歳以上30人（先着） 　7月
11日9時から電話か直接施設へ
■発達が気になる子どもへの対応
ソーシャルワーカーから学ぼう
　9月20日（木）10時～11時30分 　
30人（先着） 　7月11日9時から電話
か直接施設へ 　2～5歳5人、500円
■すくすく健港南だ！
　「乳幼児向け心肺蘇生法」
熱中症対策・誤飲対策を学ぼう
　8月1日（水）10時30分～11時30分 
　0・1歳児と保護者20組（先着） 　7
月11日9時から電話か直接施設へ

■子ども夏休み工作
　フラワーリースを作ろう
　8月11日（祝）14時～15時 　小学
生10人（小学3年生以下は保護者同
伴）（先着） 　500円 　7月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■夏休み宿題ルーム
　7月23日～8月23日の7月25日と8
月22日を除く月・水・木曜日 9時30分
～11時45分 　小・中学生 　当日直
接施設へ
■小学生夏休み クッキー作り教室
　8月19日（日）10時～12時 　小学
生10人（小学3年生以下は保護者同
伴）（抽選） 　500円 　7月20日21
時までに電話か直接施設へ

〒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

■君も捜査官だ！ 科学捜査教室
　～指紋検出とルミノール反応実験
　8月5日（日）10時～12時 　小学生
と保護者12組（先着） 　500円 　7月
11日13時から電話か直接施設へ
■ピアノレッスン生きがい教室
　（全6回）
楽譜の読めないシニア歓迎
　8～10月の毎月第1・3月曜日 9時
30分～10時30分 　5人（先着） 　
3,000円 　7月11日13時から電話か
直接施設へ
■カイロ健康講座＆体操体験会
　（全3回）
　8月9日（木）、9月6日（木）、10月11
日（木）12時30分～14時30分 　15
人（先着） 　2,000円 　7月11日13
時から電話か直接施設へ
■けいそう粘土で夏の思い出を残そう
　8月18日（土）10時～12時 　5歳
～小学生16人（保護者同伴可）（先着） 
　500円 　7月11日13時から電話か
直接施設へ

■夏休み物づくり教室
①エコを活用して「はがきとしおり作
り」②親子でエコバッグをつくろう！③
ジャム瓶でつくるオリジナル☆アクア
ドーム④ハギレで作るポンポンリース
　①7月30日（月）10時～11時30分
②8月2日（木）10時30分～12時30
分③8月6日（月）10時～11時30分④
8月6日（月）13時～14時30分 　①
小学1～3年生12人②小学生と保護者
10組③小学1～4年生16人④小学生
12人（①③④小学1・2年生は保護者
同伴）（先着） 　①③④500円、②800
円 　7月11日10時から電話か直接施
設へ
■懇親 卓球大会
　9月2日（日）9時～16時 　40歳以
上の男女各48人（先着） 　500円 　
7月20日10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

〒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

■世界の家庭から
　「おうちでできるタイ料理」
　8月27日（月）10時～13時30分 　
20歳以上16人（抽選） 　1,500円 　
8月13日までに　に  　　と年齢を書
いて施設へ
■わたしの終活
　「迷惑をかけない相続・遺言」
専門家から学ぼう
　8月29日（水）10時～12時 　20歳
以上20人（先着） 　8月8日10時から
直接、同日13時から電話で施設へ

■夏休みプレート＆ボウル作り教室
　8月3日（金）9時30分～11時30分 
　小学生以上15人（小学1・2年生は保
護者同伴）（先着） 　800円 　7月12
日13時から電話か直接施設へ
■夏休み子ども料理教室
　～いろどりそうめんを作ろう
　8月7日（火）10時～13時 　5歳～
小学生15人（小学2年生以下は保護者
同伴）（先着） 　800円 　7月12日13
時から電話か直接施設へ
■夏休み子ども木工教室
　8月22日（水）9時30分～11時30分 
　小学生20人（小学1・2年生は保護者
同伴）（先着） 　7月12日13時から電
話か直接施設へ
■夏休み子ども捜査班
指紋とルミノール反応実験
　8月4日（土）10時～11時30分 　小
学生12人（小学1・2年生は保護者同
伴）（先着） 　200円 　7月12日13時
から電話か直接施設へ
■薬膳料理教室
　8月21日（火）10時～13時 　18歳
以上20人（先着） 　1,000円 　7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

〒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

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

日野南地域ケアプラザ

■夏休み毎日キッズスペース
　7月21日（土）～8月26日（日）15時
～16時30分 ※8月13日を除く 　小
学生以下（未就学児・障害児は保護者
同伴） 　当日直接施設へ
■夏休み自習スペース
　7月23日（月）～27日（金）、8月20日
（月）～24日（金）9時30分～11時30
分 　小学生 　当日直接施設へ

■夏のおはなし会
　8月7日（火）10時30分～11時30分 
　未就学児と保護者30組（先着） 　
100円 　7月11日9時から電話か直
接施設へ
■おもちゃの病院
　8月19日（日）10時～12時 　20点
（先着） ※1人3点まで 　部品代実費 
　7月11日9時から電話で施設へ

■みなみ・夏・まつり
読み聞かせ、ゲーム・工作コーナー、ミ
ニコンサートなど
　8月1日（水）10時～14時 　イベン
トにより有料 　当日直接施設へ

■なごみの会
介護者同士の情報交換
　7月19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
　7月24日（火）10時～11時30分 　1
～3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
　7月26日（木）13時30分～15時 　
100円 　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

〒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

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

下永谷地域ケアプラザ

けん こう なん

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

日下地域ケアプラザ
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　区役所学校連携・こども担当（　847-8393 　842-0813）

日にち

時  間

会  場

　日野中央高等特別支援学校の生徒が作業
学習で作った製品を、区役所で販売します。織
り布のコースター、革のパスケース、和紙の文
庫本カバーなど、真心を込めて作ったすてき
な製品は、プレゼントにも最適です。
　「新聞バッグ作り」のミニ作業体験も無料で
行いますので、お気軽にご参加ください。

体験も
できます

7月12日（木）、8月30日（木）、
9月26日（水）、10月23日（火）、
11月13日（火）、12月18日（火）、
31年1月8日（火）、2月15日（金）、
3月13日（水）

12時30分～15時
※3月は11時～13時30分

区役所1階

エコバッグにもなる新聞バッグ

伝わる手作りの温かさ

生徒たちの手作り
製品はいかがですか

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

港南台地域ケアプラザ

■芹が谷ステーション
電車のおもちゃで遊ぼう
　7月15日（日）9時30分～11時30
分 　小学3年生以下の子と保護者 　
当日直接施設へ

■夏休み特別企画 おもしろ工作教室
　8月4日（土）13時30分～15時 　4
歳～小学生30人（先着） 　100円 　
7月11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
ボランティア活動の紹介や研修、登録
　7月30日（月）14時～16時 　市内
在住の65歳以上30人（先着） 　7月
11日9時から電話か直接施設へ
■ホタルのふるさと港南台
円海山周辺の昆虫調査の体験談
　7月31日（火）13時30分～15時30
分 　50人（先着） 　7月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■港南区視覚障害者福祉協会の
　活動紹介と防災研修会
　7月29日（日）13時～15時 　視覚障
害のある人と家族、関心のある人30人
（先着） 　7月11日9時から電話か直接
施設へ

■老後の生活設計
　～相続・遺言・後見のお話
　9月8日（土）10時～11時15分 ※
個別相談は11時30分～15時 　30
人（先着） 　7月12日10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
　7月25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
絵本の読み聞かせ
　7月18日（水）10時30分～11時 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ

■桜道サイエンスひろば
　やじろべえのつなわたりを作ろう！
　7月31日（火）13時～14時30分 　
小学生20人（先着） 　300円 　7月
11日10時から電話か直接施設へ

※8・9ページにイベントを掲載してい
ます

※8・9ページにイベントを掲載してい
ます

〒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

■図書館の仕事にチャレンジしよう！
　（小学生）
　7月24日（火）①10時～11時30分②
13時～14時30分 　①小学3・4年生
②小学5・6年生各10人（先着） 　7月
11日9時30分から電話か直接施設へ
■図書館でボランティア（中学生）
　7月25日（水）10時～15時 　中学
生5人（先着） 　7月11日9時30分か
ら電話か直接施設へ
■図書館 de YES
　作って学んで見つかるエコ！
　なつやすみ工作・実験教室
　7月26日（木）10時～11時45分 　
小学1～3年生20人（先着） 　7月12
日9時30分から電話か直接施設へ
■夏のとくべつおはなし会
　8月8日（水）10時30分～11時 　3
歳～小学生 　当日直接施設へ

■アルゼンチンタンゴ コンサート
バンドネオンコンサート
　10月14日（日）14時～15時30分 
　小学生以上320人（先着） 　3,500
円（当日：4,000円） 　7月13日10時
から直接、同日14時から電話で施設へ
■フルートといっしょ♪ ～やさしい
　ハーモニーに包まれたなら
親子で楽しめるコンサート
　10月13日（土）14時～15時 　320
人（先着） 　2歳以上500円 　8月2
日10時から直接、同日14時から電話
で施設へ

■ちりめん細工を作る会（2作品）
　7月20日（金）9時30分～12時30
分 　10人（先着） 　1,500円 　7月
11日10時から電話か直接施設へ
■港南区産野菜直売会
　①7月21日（土）9時～12時②7月
22日（日）11時～14時 　当日直接会
場へ
■スマイリングフェア ～防災イベント
防災ヘリコプターの離着陸訓練、消防車
展示、起震車体験、防災グッズ販売など
　7月22日（日）10時～12時 　当日
直接会場へ

〒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

〒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

■夏の便りを絵手紙で！
　8月7日（火）13時～15時 　10人
（先着） 　300円 　7月12日から電
話か直接施設へ
■歌声ひろば
　8月30日（木）10時～11時 　30人
（先着） 　100円 　7月12日から電
話か直接施設へ
■おはなしひろば
　～わらべうた読み聞かせ
　7月26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

■おはなしの会
手遊びや読み聞かせなど
　7月18日（水）14時～15時30分 　
未就学児と保護者、小学生15組（先着） 
　当日直接施設へ
■歌おう会
ピアノに合わせてみんなで歌おう
　7月19日（木）14時～16時 　50人
（先着） 　200円 　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

〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725

休館：7月17日（火）

港南図書館

〒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

港南区民文化センター ひまわりの郷

〒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
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■Bogoカフェに来ませんか
浴衣で盆踊り
　8月1日（水）13時～15時 　200円 
　当日直接施設へ
■「ボランティア育成研修会」
　外国人のためのパート・アルバイト
　に関する社会保険・労働保険
　9月9日（日）13時30分～15時30
分 　30人（先着） 　7月11日9時か
ら電話か直接施設へ

■こども☆ふれあいサマースクール
①親子カブトムシまつり②親子パンつ
くり教室③親子そばうち教室④小学
生おさらい教室（全6回）
　①8月3日（金）10時～12時②8月7
日（火）10時～13時、13時30分～16
時30分③8月9日（木）10時～12時30
分、13時30分～16時④8月6日（月）～
8日（水）・20日（月）～22日（水）14時
～16時20分 　小学生と保護者①20
組②各12組③各10組④小学生20人
（抽選） 　①500円②③1,000円④
8,400円 　7月20日までに　に  　　
と午前・午後の別（②③のみ）を書いて
施設へ

■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
　9月15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8月7日～16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
　7月20日（金）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
■はっちの日
手遊びや読み聞かせなど
　①7月18日（水）13時30分～14時
②8月8日（水）11時～11時30分 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ
■夏休み中学生1dayボランティア体験
　8月1日（水）～25日（土）の休館日
を除く1日 10時～16時30分のうち1
～2時間 　中学生 　7月11日9時か
ら電話で施設へ
■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
　①7月13日（金）10時～11時②7月
19日（木）13時30分～14時30分③7
月28日（土）10時～11時 　①日限山
地域ケアプラザ②はっち③下永谷地域
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

■夏休み短期教室「かけっこ・マット・
　ボール」子ども運動基礎（全2回）
　8月13日（月）・14日（火）9時30分
～10時30分  　4歳～小学2年生40
人（先着） 　1,000円  　7月18日9
時から直接施設へ
■当日受付教室
①ウェルビクス②月曜お元気体操③
ズンバ④火曜お元気体操⑤のんびり
ヨーガ
　7月30日（月）、8月6日（月）①12時
15分～13時15分②13時30分～14
時45分／7月17日～8月7日の毎週
火曜日③9時～10時④11時30分～
12時40分⑤7月14日～8月4日の毎
週土曜日12時～12時50分 　①16
歳以上40人②55歳以上50人③16歳
以上100人④55歳以上80人⑤中学
生以上50人 　①③⑤500円②④
350円 　当日30分前（③は15分前）
から直接施設へ

■えほんの読み聞かせ会
　8月7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
　7月12日（木）・19日（木）11時～11
時30分 　未就学児と保護者 　当日
直接施設へ

■親子パン教室
　8月19日（日）13時～16時 　小学
生以上の子と保護者12組（抽選） 　
1,500円 　7月24日までに　に  　　
を書いて施設へ
■夜の森たんけん（自然観察会）
　8月4日（土）18時～20時30分 ※雨
天中止 　15人（小学生以下は保護者
同伴）（先着） 　7月15日9時から電話
で施設へ
■夏の植物観察会
　7月28日（土）9時30分～12時 ※
雨天中止 　20人（先着） 　7月15日
9時から電話で施設へ

〒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

〒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

■わら細工 ～わらぞうり作り
　8月19日（日）9時30分～13時 　
20人（小学生以下は保護者同伴）（先
着） 　800円 　7月28日9時から電
話か直接施設へ
■夜の里山 生きもの探検
　8月4日（土）18時45分～20時30分 
※雨天中止 　15人（中学生以下は保
護者同伴）（先着）  　200円、小学生
100円  　7月16日9時から電話か直
接施設へ ※1組5人まで申込可
■自然観察会 ～盛夏の谷戸
　7月22日（日）13時～15時 ※雨天
中止 　当日直接施設へ

■女性のためのパソコン講座
①セキュリティの基本とパスワード管
理②Word初級（全2回）③Excel初級
（全2回）④速習PowerPoint（全2回）
　①8月11日（祝）②8月13日（月）・
14日（火）③8月15日（水）・16日（木）
④8月21日（火）・22日（水）10時～
15時30分 　女性各12人（先着） 　①
5,500円②③④10,800円（免除制度
あり） 　7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

■夏休み宿題お助け隊
葉脈標本作りとアイの葉のたたき染め
　8月9日（木）10時～15時 ※入場は
14時30分まで 　小学生 　当日直接
施設へ
■食虫植物の不思議
　8月5日（日）10時～11時 　小・中
学生10人（小学1～3年生は保護者同
伴）（抽選） 　500円 　7月22日まで
に直接または　かファクスに  　　と
学年を書いて施設へ
■たねを使ったクラフト作り
　8月18日（土）10時～12時 　小・
中学生10人（抽選） 　500円 　8月4
日までに直接または　かファクスに  
　　  と学年を書いて施設へ

〒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

〒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
〒234-0051　日野2-4-6
　840-5882　　848-0688

 休館：祝休日、日・月曜日、7月17日（火）

地域子育て支援拠点  はっち

もく  よく

野庭中央公園プール
7月14日（土）～9月2日（日）※期間中無休営 業 期 間

プールの種類

対　象

時　間

料　金

所在地

小学２年生以上
（小学1年生以下は、水着
着用の18歳以上の保護者
1人につき1人の利用可）

幼児～小学１年生
（未就学児は、水着着用の
18歳以上の保護者

１人につき2人まで利用可）

１時間１００円 １時間６０円

野庭町６１３（バス停深田橋下車）

９時～１８時
（水浴は１７時５０分まで）

９時～１６時
（水浴は１５時５０分まで）

25ｍプール 子ども用プール

※おむつが取れていない幼児は、専用のビニールプールをご利用ください

　野庭中央公園プール（　・　８４２-３６５３ ※期間中のみ）
　指定管理者　丸誠・フクシ・エンタープライズグループ
　（　６６４-１１０２ 　６６４-１１０５）

〒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

〒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

■土曜囲碁会 会員募集
　毎週土曜日 9時～12時 　桜道コ
ミュニティハウス 　5級から3段程度の
人 　1か月1,000円 　電話で明石（　
090-9800-7594）へ

■港南区ひまわりふれあい
　ボウリング大会
　7月16日（祝）9時30分～12時30
分 　アカフーボウル（京急・地下鉄上
大岡駅下車） 　2,500円 　7月11日
から電話かファクスで田川（　070-35
36-2388 　841-1102）へ
■大岡川リバースクール
　「大岡川の生きもの調べ」
　7月21日（土）9時～12時 　青木神
社（京急・地下鉄上大岡駅下車）集合 　
小学生以上30人（小学1・2年生は保護
者同伴）（先着） 　500円 　7月11日
9時から電話で大岡川流域まちかわ衆
の宮本（　・　783-7638）へ

■秋季（区長杯）区民ソフトボール大会
　9月2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 　8月10
日までに電話かファクスで区ソフトボー
ル協会の庄司（　・　843-5455）へ ※
電話・ファクス連絡により申込書を送付
■港南区ソフトテニス大会
　8月19日（日）9時から 　日野中央
公園 　高校生以上50組（抽選） 　
2,000円  　8月3日までにファクスに
  　　と年齢を書いて池邉（　090-35
91-0412　 840-0433）へ

■港南区民硬式テニス教室（全9回）
　9・10月の毎週水曜日①9時から10
時45分②11時から12時45分 　日野
中央公園 　区内在住・在勤・在クラブ
の人50人（抽選） 　7,000円 　8月19
日までに　に  　　と①②の別を書い
て大塚テニスクラブ（〒234-0054港
南台7-49-37）へ 　柴田（　090-79
45-9133）
■「あすなろ混声合唱団」
　第10回定期演奏会
　7月16日（祝）14時～16時30分 　
鎌倉芸術館大ホール（ＪＲ大船駅下車） 
　1,200人 　1,000円 　当日直接会
場へ 　広沢（　894-2846）

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。


