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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

8月の土曜開庁日　11日・25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7月1日現在）

世帯数…92,931世帯人口…214,135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！

ひろげよう  こどもをまもる    
みまもりのわ  つながりのわ

笑顔になる子育てのヒント

…

特 集

・

（前月比 -101人） （前月比 ＋29世帯）

2018年2018年

月号

No. 2502019年は

区制50周
年

8

外での用事は小学生の登下校時間帯（朝8時と
午後3時頃）に！ 「港南ひまわり83（ハチサン）
運動」にも協力してね

83（ハチサン）太郎

　街角で、通学路で、地域の行事で…。みんなが安心して暮ら
せるように、地元の人たちがアイデアを出し合って、さまざま
な活動をしています。
　「活動にはなかなか参加できない」という人も、毎日近所の
人と交わしている挨拶や何げない会話が、ちょっとした変化に
気付くことができる、ゆるやかな見守りにつながっています。
　支えあいの輪、隣の人への優しいひと声から。

元気に登下校する小学生を見送っていると
元気をもらえます

港南福祉ホームの2人の作品がス
テッカーに！“あいさつからつなが
る”ゆるやかな見守りのシンボル
として、お店などに貼っています

商店や事業所などが地域の人を
見守る「ひのみなみ見守りネット」
には、現在41店舗が登録。さらに
地域全体に広がっています

地域のボランティア「認知症キャラバン・メ
イト」が中心となって、認知症への理解と協
力を広めるための「認知症サポーター
養成講座」を開催しています

身近な福祉の相談役、民生委員・児童委
員。必要な情報を提供するなど、問題の
解決に向けて一緒に考えます。専門機
関への「つなぎ役」も担っています

犯罪防止には人の目が一番効果がある
と警察から聞いているので、やりがい
があります

「ありがとうの会」に集まったシルバークラブと
校外委員の代表の皆さん
（南台小学校）

庭の手入れを大勢のボランティアがお手伝い。
支えあいの輪が広がっています

講座での寸劇の様子
（日野地区キャラバン・メイト）

防犯パトロール（吉原中町内会）

地域の家々を訪問
（日野第一地区） 集会所で紙芝居

（芹が谷地区）

登録店へ感謝状贈呈
（日野南地区）

商店街の皆さん
（丸山台いちょう坂商店街）

港南区障害者団体連絡会の皆さん
（港南区自立支援協議会）

前村さん（絵）・岩本さん（刺しゅう）

依頼人と「ピープル日下」の皆さん
（日下地区福祉ネットワーク）

消費生活推進員は、研修を受けて、地域の
皆さんを対象に、楽しくてためになる、
悪質商法未然防止の講演会を開いています

障害からくる、さまざまな行動を知り、温かく
見守ってもらえるように、ポスターを作りました
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私がご案内

します

港南区ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

今月お知らせしたい情報を掲載しています

区役所事業企画担当（　847-8441 　846-5981）問合せ

地域の身近な相談窓口！ 気軽に相談してみよう地域ケアプラザ
活用術

最終回
悩み相談編

横浜市　地域ケアプラザ 検索

介護保険について
相談したい

夫が認知症
かもしれない
いきなり病院には
行きにくい

お盆で
帰ってきたけど
一人暮らしの
母が心配

子育てで心配なこと
どこに相談したら
いいだろう

子どもを遊ばせる所や
子どもが参加できる
イベントを知りたい

保育園ってどんなところ？見学会の
お知らせ

区役所こども家庭係（　847-8410 　842-0813）問合せ

開館時間 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

区役所や関係機関と
協力して支援します

　区内市立保育園の見学会を開催します。園内の様子や園児の生活
などを見て確かめることができます。ぜひご参加ください。

申込み

対　象

9月20日（木）、
10月3日（水）
10時～11時

10月1日（月）
10時～11時

8月21日（火）

9月3日（月）

大久保保育園（大久保2-28-27）
　842-0399 　842-0245

上大岡東保育園（上大岡東1-18-18）
　846-3938 　846-3992

10月2日（火）
10時～11時

9月3日（月）笹下南保育園（笹下6-28-9）
　841-4284 　841-4268

10月4日（木）
10時～11時

9月4日（火）野庭第二保育園（野庭町601）
　849-1700 　842-9546

10月4日（木）
10時～11時

9月4日（火）上永谷西保育園（上永谷6-8-3）
　845-0620 　845-0967

日時 保育園 受付開始日

※このほかの市立保育園については、次号以降でお知らせします

未就学児と保護者（保護者のみの参加も可）

受付開始日以降に電話で各保育園へ
（10時～16時） ※土・日曜日、祝休日を除く

会　場

日　時

申込み

対　象

8月29日（水）9時30分～12時

区役所3階 健診・検査フロア

区内在住の65歳以上で、1年間胸部Ｘ線
検査を受けていない人20人（先着）
※肺の疾患で通院中の人は受診できません

8月20日から電話で区役所健康づくり係へ

高齢者向け結核検診
（胸部Ｘ線検査）

結核は今も
「警戒すべき」感染症です

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

　市内の結核患者の約半数が、70歳以上です。高齢者は、結核を発症
しても咳などの呼吸器症状がはっきりと現れない場合があります。
早期発見のために、年に1回は胸部Ｘ線検査を受けましょう。

会　場

日　時

内　容

9月7日（金）10時～12時　　

区役所1階及び港南消防署ガレージ

 ・心肺蘇生法とＡＥＤの使い方
 ・間違い探しゲーム
 ・港南区防災5箇条と救急あんしん講話
 ・消防車見学 など

安全・安心
「救急フェア」開催

こんなとき、
どうすればいいの？

港南消防署（　・　844-0119）問合せ

　誤飲で呼吸が止まってしまった！ 子どもが高熱でけいれんしている！
　救急救命士がいろいろな応急手当を教えます。

すくすく健港南だ！
マスコットキャラクター
こなんちゃん

けんこうなん

　家庭から出される燃やすごみの中には、手を付けずに捨てられる
食品や食べ残し食品が、年間約8万7千ｔ※も含まれています。
※市家庭系ごみ組成調査から推計

食品ロスを減らすために
● 手付かずのまま捨ててしまう食品をなくしましょう

● 賞味期限・消費期限をしっかりチェックしましょう
● 食べ切れる量を作りましょう

食品ロスを減らそう冷蔵庫の中身
大丈夫？

区役所資源化推進担当（　847-8398 　842-8193）
資源循環局港南事務所（　832-0135 　832-5204）

問合せ

「ヨコハマ３R夢！」マスコット イーオ
スリ ム

こうやって保存すると長持ちするよ

泥付きのもの▶新聞紙に包んで冷暗所で保存

シイタケ▶いしづきを上にして、乾いたペーパー
タオルを敷いた保存容器に入れて保存

区のごみと資源の総排出量目標決定
年間総排出量47，112ｔ以下、区民1人1日あたり606ｇ以下
※29年度実績（推計）は総排出量47,986ｔ、区民1人1日あたり614ｇでした

1日8g減
（割り箸2膳分）

　地域ケアプラザ活用術も今回で最終回。これからも、誰もが地域で安心して暮らせるようお手伝いします。

近くの地域ケアプラザへお越しください
福祉保健の専門のスタッフが無料で相談をお受けします
電話でも構いません。平日の夜や、土・日曜日、祝休日も開館しています。

か

せき
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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

　8月22日（水）、9月4日（火）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

8月13日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（　847-8438 　846-5981）へ

　8月30日（木）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

　8月13日（月）・24日（金）、9月10日（月）14時～17時
　区役所4階　　市内在住の15～39歳の人と家族

8月21日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（　847-8438 　846-5981）へ

　8月29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

　8月20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

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

　9月12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

8月20日～30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

①8月13日～24日②9月6日～20日
に電話で区役所健康づくり係
（　847-8438）へ

　①9月7日（金）②10月4日（木）9時～10時45分
　区役所3階（健診・検査フロア）
　40歳以上各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

■こどものアレルギー疾患講座 アトピー
　性皮膚炎を中心に～予防と生活の工夫
こども医療センター医師による講話
　9月21日（金）10時～11時30分 　区
役所3階（健診・検査フロア） 　区内在住
の人40人（先着） 　8月27日9時から電
話で区役所こども家庭係（　847-8412 
　842-0813）へ 　2歳以上の未就学児
10人（先着）、申込時に予約を
■こうなんファジーバレーボール大会
柔らかいボールを使う港南区発祥のバ
レーボール
　10月8日（祝）9時20分～13時30分 
　港南スポーツセンター 　【6人制】小学
生の部・シニア（50歳以上）の部【4人制】
一般の部・ミドル（40歳以上）の部 全60
チーム（抽選） 　1チーム1,500円、小学
生チーム500円 　9月10日までに申込書
（区役所・地区センターなどで配布）に書
いて郵送か直接、またはファクスで区役
所区民活動支援係（〒233-0003 港南4-
2-10、　847-8395 　842-8193）へ

■ 港南ひまわりプラン“しゃべっciao”
「こんな街になったらいいな」「こんな取
組があったらいいな」の思いをみんなで
しゃべっちゃおう
　9月30日（日）10時～12時 　区役所6
階 　区内在住の人100人（先着） 　8月
13日9時からＥメールかファクスに   　　
を書いて区役所事業企画担当（　kn-ti
fukuplan@city.yokohama.jp、　847
-8441 　846-5981）へ 　1歳以上の
未就学児5人（先着）、申込時に予約を
■メンタルヘルス講演会「今日から
　あなたも眠りスペシャリスト」
精神科主任看護師の話
　9月8日（土）13時30分～15時 　区役
所6階 　90人（先着） 　8月13日8時45
分から電話で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
　8月16日（木）・30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）

チャオ

レジオネラ症を防ごう家庭でも
注意

区役所環境衛生係（　847-8445 　846-5981）問合せ

　レジオネラ症は、レジオネラ属菌を含んだ水滴（しぶき）を吸い込む
ことで起こります。家庭では、追い炊き機能付きのお風呂や非加熱式
の加湿器などから検出されることがあります。

感染するとどんな症状が出るの？
　主な症状は、発熱・筋肉痛・吐き気・下痢などです。重症化すると肺
炎や意識障害を引き起こして死亡することもあり、高齢者など免疫力
が低下している人は特に注意が必要です。人から人への感染はありま
せん。
　疑わしい症状があるときは、早めに医療機関を受診しましょう。

予防するには？
 ● 浴槽は洗剤やスポンジで丁寧に洗いましょう
 お風呂の水は毎日交換し、配管内も洗浄剤など
 で定期的に掃除しましょう。
 ● 加湿器の水は毎日交換しましょう
　タンクの内部に汚れやぬめりがないように掃除しましょう。

区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ

花苗、梅もぎ、牛の世話　得意分野は農業です 第16回

　住宅街を抜けると東京ドーム2個分の農園が広がり、訪れる人は必ず感嘆の声を上げます。ここ笠原農
園で、現在9人の利用者が職業訓練をしています。農作業のほか、30頭近い横浜牛の世話もしています。
2・3月には上永谷駅周辺の清掃、6月には梅林で梅もぎ、年に2回は町内への花苗の配達など、地元でさま
ざまな仕事をしています。花苗植込みや梅の実のご用命はお気軽にどうぞ。

チャレンジフィールド（上永谷町4835、　・　847-1290）問合せ

公益財団法人 横浜市知的障害者育成会運営しているのはココ！

　市の委託事業「横浜市障害者農業就労援助事業」のもと、訓練生の多くを農家へ送り出してきました。平成19年には、就労移行支援・就労
継続支援Ｂ型を併せ持つ事業所として「チャレンジフィールド」をスタートし、社会生活に必要なルールや就労に必要な体力・集中力を身に付
けることに重点を置いたプログラムを行っています。30年近く培ってきたノウハウで、皆さんの「働きたい」をサポートします。
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　自分の気持ちを言葉で上手に伝えられない子どもは、いろいろな場所でさまざまな表現や主張をして、お母さん
やお父さんを困らせることがあります。そんなとき、温かい見守りや声掛けが子育て中の人の気持ちを楽にしたり、
力になったりします。地域全体で子どもの健やかな育ちを支えていきませんか。

 ・ おやつをねだり寝転がって泣く
 ・ 暴れて歯磨きできない
 ・ 親の顔色を見ながら、泣いて要求してくる

　同じ場面でも「うまくいくとき」「うまくいかないとき」があります。
その違いは何でしょう？
　「ガミガミしないコツや関わり方、考え方をもっと知りたい」 と思った
らぜひ参加してください。

　幼稚園の放課後などの時間帯に、地域の親子が遊べるよう、園庭・園舎の開放を行っています。
子育て中の親同士が交流でき、情報交流の場にもなっています。そのほか、育児講座や親子教室
などを開催している園もあります。詳しくは各園にお問い合わせください。

9月6日（木）10時～11時30分

区役所6階

3歳以上の未就学児と保護者50組（先着） ※保育有　

8月13日8時45分から電話で区役所こども家庭係（　847-8412）へ

　831-6666

　832-0248

　842-3370

　831-7074

　844-1203

 ・ 自分の要求が通ると学習させないためにかんしゃくを起
こした直後は、子どもの要求をかなえたり、喜ぶことを
したりしない

 ・ 人通りが多く刺激が多い
 場所から静かな場所へ
 移動する

 ・ 少し落ち着いたときに
次にやることを伝える
など切り替えるきっか
けをつくってあげる

区役所こども家庭係（　847-8410 　842‐0813）問合せ

特 集

どんな対応ができるのでしょうか？ ～困ったときの場面別ヒント

かんしゃくを起こす

　スーパーや公園、電車やバスなど子ども
と出会う機会はたくさんあります。子ども
は自分の気持ちを言葉で上手に伝えること
ができないので、泣いたり、叫んだりするこ
とがあります。
　そんなとき、周りの人たちに優しく見守っ
てもらえると、子育て中の人たちはとても
励まされます。
　大変そうなときは「大丈夫？」と声を掛け
てあげてください。

「やってみよう！ ペアレントトレーニング」
～こどもとより良い関係をつくるコツ～

もっと
知りたい！

幼稚園に遊びに行ってみよう！ ～幼稚園は地域の子育てを応援します

区内の「はまっこ広場」実施幼稚園一覧

美し野幼稚園

港南台幼稚園

金井幼稚園

宝島幼稚園

認定こども園 野庭聖佳幼稚園

港南台4-12-1（JR港南台駅下車）

港南台5-17-1（JR港南台駅下車）

日野9-40-6（バス停 みやのくぼ下車）

港南台1-43-34（バス停 港南台第一中学校前下車）

野庭町626（バス停 深田橋下車）

日　時

会　場

対　象

申込み

幼稚園 所在地 問合せ

一人で抱え込まないで！ 話してみませんか？

　出産や子ども・子育てに関することなど、気軽にご相談ください。
匿名でも構いません。連絡をした人が特定されないように秘密は
守ります。

● 区役所子ども・家庭支援相談 　847-8439
 月～金曜日　8時45分～ 17時 ※祝休日を除く
● 南部児童相談所 　831-4735
 月～金曜日　8時45分～ 17時15分 ※祝休日を除く
● よこはま子ども虐待ホットライン 　0120-805-240
 24時間365日フリーダイヤル

連
絡
窓
口

対 日常から意識して子どもと関わりを 自我の芽生える時期の
コミュニケーション

集中できる環境に応

 ・ 靴を履くとき
 ・ おもちゃで遊ぶとき
 ・ 片付けるとき

 ・ 伝えたいことは何なのか、どんな意思表示なのか考えて
みる

 ・ 「イヤイヤ」の代わりに「やらない」「ほしい」「手伝って」
など気持ちを表す易しい言葉を教えてあげる

 ・ 頭で分かっていてもすぐに
はできないもの。
 日常から伝える練習
 をしてみよう

 ・ 少しでもできたら褒める！

何を言っても「イヤイヤ」

対 応

 ・ ご飯を食べ切るまでに時間がかかる
 ・ 食事の途中で立ち歩く
 ・ 食器を投げる

 ・ 達成感を得られるよう食べ切れる量を出す

 ・ 椅子の向きや座る場所を変えてみる

 ・ みんなで一緒に食べて
 楽しい雰囲気にする

きちんと食事をしない

対 応

笑顔にな
る

子育ての

ヒント



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

横浜カレンダー　港南区　お届け便 検索

2018（平成30）年 8 月号　／　港南区版　　　

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

～あなたの声をまちづくりに～
都市マスタープラン港南区プランの改定素案への意見募集

※詳細については区ホームページをご覧ください

●素案の閲覧 区ホームページ、区役所5階55番窓口、地区センター、
コミュニティハウス ほか

●説明会 ①8月25日（土）13時から ②9月6日（木）19時から

●意見募集 8月13日（月）～9月14日（金）に郵便かファクス、Ｅメールで
区役所企画調整係（〒233-0003 港南4-2-10、　847-83
19 　841-7030、 　kn-kusei@city.yokohama.jp）へ
※ 個別回答はしませんが、意見集としてまとめて公表します
日時

①港南台地区センター ②区役所6階会場

■子どもおもしろ工作
　～空き缶と100円ショップで手に
　入るモノで綿あめ製造機を作ろう
　9月8日（土）10時～12時 　小学3
～6年生12人（抽選） 　300円 　8月
25日までに　に  　　と学年を書い
て施設へ
■接骨院の先生による
　「生涯現役ストレッチ体操」（全6回）
　9月14日・28日、10月12日・26日、
11月2日・16日いずれも金曜日 13時
～14時30分 　50歳以上15人（抽選） 
　1,500円 　8月31日までに　に
  　　と年齢を書いて施設へ
■シニアのための
　「初めてのスマートフォン体験教室」
　9月5日（水）10時～12時 　60歳
以上20人（抽選） 　8月22日までに　
に  　　と年齢を書いて施設へ

■1歳児親子学級「ありんこクラブ」
　（全9回）
　9月25日～11月27日の10月9日と
11月20日を除く毎週火曜日、11月3
日（祝） 10時～11時30分 　開講日時
点で1歳の子と保護者24組（抽選） 　
1,800円 　9月3日までに直接または
　に  　　と子の氏名（ふりがな）・生
年月日、兄弟姉妹の有無・月齢を書い
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

■ダンスフェスタ出演者募集！
　11月18日（日）14時～16時 　10
組（抽選） 　9月17日までに申込用紙
（施設で配布）に  　　を書いて施設へ
■認知症サポーター養成講座
　9月29日（土）10時～11時30分 　
40人（先着） 　8月13日13時から電
話か直接施設へ
■劉先生の月餅教室
　9月20日（木）13時30分～16時 　
18歳以上15人（先着） 　1,000円 　
8月13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）
　9～11月の毎月第3水曜日 9時30
分～12時40分 　18歳以上12人（先
着） 　4,500円 　8月13日13時から
電話か直接施設へ

■健康ウォーキング！ 「浦賀の海と
　史跡を巡り、幕末の歴史を知る」
　9月14日（金）9時30分～13時 ※雨
天の場合は21日（金） 　京急浦賀駅
集合 　20歳以上15人（先着） 　500
円 　8月11日10時から電話か直接施
設へ
■懐かしの歌声喫茶（秋）
　10月12日（金）13時30分～15時30
分 　60歳以上100人（先着） 　300円 
　9月1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

■大人の習い事「着物リメイク」（全3回）
　9月1日・8日・22日いずれも土曜日 
13時～15時30分 　16人（抽選）　
1,500円 　8月18日までに　に  　　
と年齢を書いて施設へ
■月イチで学ぶ「秋の剪定」（全3回）
　9～11月の毎月第3水曜日 13時30分
～16時30分 　20人（抽選） 　1,500
円 　9月5日までに　に  　　と年齢
を書いて施設へ
■ママとベビーの「ストレッチヨガ」
　（全3回）
　9月4日～18日の毎週火曜日 11時
～12時 　1歳6か月以下の子と保護
者10組（先着） 　1,000円 　8月11
日13時から電話か直接施設へ
■イザという時に備えて
　「防災センター見学・体験」
　9月15日（土）11時～12時 ※10時
45分集合 　横浜市民防災センター（横
浜駅下車） 　小学生以上20人（小学生
は保護者同伴）（抽選） 　9月1日まで
に　に  　　と年齢を書いて施設へ

■思い出バスに乗りませんか
激動の昭和を歌と資料で語ろう
　9月11日（火）13時～15時 　20人
（小学2年生以下は保護者同伴）（先着） 
　800円（お寿司付き） 　8月16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）
　9月13日（木）、10月11日（木）9時30
分～12時 　20人（先着） 　600円 　
8月16日13時から電話か直接施設へ
■魅惑のフラダンス教室
　9月4日（火）10時～11時 　18歳
以上20人（先着） 　800円 　8月16
日13時から電話か直接施設へ
■地域の達人に教わる 卓球教室
　（全3回）
　9月29日、10月6日・20日いずれも
土曜日 9時30分～11時30分 　18歳
以上20人（先着） 　900円 　8月16
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

■はじめて学ぶ 成年後見と家族信託
ファイナンシャルプランナーの話
　9月27日（木）13時30分～15時 　
30人（先着） 　8月13日9時から電話
か直接施設へ
■子育てまなび隊☆「はぐはぐ」
　（全6回）
　9月21日～11月30日の隔週金曜日 
10時～12時 　3歳以下の子と保護者
15組（先着） 　1,500円  　8月13日
9時から電話か直接施設へ
■「男のセカンドステージの
　生き方を探る」
　公開講座「音楽と落語の宅配便」
　9月22日（土）9時30分～12時 　
40人（先着） 　400円 　8月20日9
時から電話か直接施設へ

■ちゅーりっぷファミリーコンサート
まりこ☆みゅーじあむの言葉遊びや演奏
　9月29日（土）13時～14時30分 　
西公会堂（横浜駅下車） 　区内在住の
未就学児と家族10組（先着）※全市で
550人 　8月15日9時から電話か直
接施設へ
■カンガルーヨーガ
産後の骨盤体操
　9月27日（木）10時30分～11時30
分 　0歳の子と母親15組（抽選） 　
400円 　8月31日17時までに電話か
直接施設へ

■1歳児子育て学級「ひよこ・くらぶ」
　秋（全5回）
　10月16日（火）・27日（土）・30日
（火）、11月6日（火）・20日（火）10時～
11時30分 　9月30日時点で1歳の子
と保護者20組（先着） 　500円 　8月
13日10時から電話か直接施設へ
■子育て支援ボランティア講座（全3回）
　9月4日・11日・25日いずれも火曜日 
10時～11時30分 ※最終日は9時30
分～12時 　10人（先着） 　8月13日
10時から電話か直接施設へ

〒233-0003　港南4-2-7
　845-4100　　845-4155

港南中央地域ケアプラザ

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

東永谷地域ケアプラザ

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

日下地域ケアプラザ

せん てい

て　 ご

りゅう
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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

2019年は区制50周年。みんなで選んだロゴマークを
デザインしたピンバッジを着けて、一緒に盛り上げましょう。

500円
※8時30分～17時（土・日曜日、祝休日を除く）

区役所1階売店販売価格 販売場所

区制50周年 “記念ピンバッジ” 販売中！

港南区制50周年記念事業実行委員会事務局
（区役所予算調整係内、　847-8307 　841-7030）

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

港南台地域ケアプラザ

■ゆらりんころりんin港南台 
パラバルーンや触れ合い遊びなど
　9月11日（火）10時～11時30分 　
0・1歳の子と保護者30組（先着） 　
300円 　8月13日9時から電話か直
接施設へ
■南部病院健康教室
脳神経外科医による脳卒中の講話
　9月1日（土）14時～15時30分 　
50人（先着） 　8月13日9時から電話
か直接施設へ
■ほっとセミナー
協力医による講話
　8月28日（火）13時30分～15時 　
30人（先着） 　8月13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
　9月7日（金）15時～20時 ※食事は
17時から。ラストオーダーは19時 　
40食（先着） 　保護者300円 　当日
直接施設へ

■夏休み毎日キッズスペースの囲碁・
将棋コラボレーション
囲碁将棋サロンへの交流参加
　8月18日（土）・24日（金）15時～16
時30分 　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

■夏休みこども自習室
　8月1日（水）～26日（日）9時～11時
45分 ※8月9日・20日・21日を除く  
　小・中学生 　当日直接施設へ

■あい碁で将！
囲碁将棋サロン
　毎月第1・3水曜日 13時～17時 　
当日直接施設へ

■転ばぬ先の杖
大人用おむつの選び方・使い方
　9月27日（木）10時～12時 　40人
（先着）　8月15日9時から電話か直接
施設へ
■いつまでも歩ける体づくり講座
　関節痛予防改善体操
　10月19日（金）10時～11時30分  
　40人（先着） 　9月1日9時から電話
か直接施設へ

■土曜健康体操（全9回）
講義とボールを使った実技
　9月8日～12月1日の9月15日・29
日、10月20日、11月17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 　8月25
日21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
　9月3日～11月26日の祝日と10月
22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 　8月20日21時までに電話か直接
施設へ
■遊び部屋！ 千枚の魔法の板で遊ぼう
　8～12月の毎月第3水曜日 15時～
17時 　小学生以下（未就学児は保護
者同伴） 　当日直接施設へ

■生活に役立つ初心者からの
　「美文字講座」（全3回）
　9～11月の毎月第4水曜日 13時30
分～14時30分 　20歳以上8人（先
着） 　1,000円 　8月22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
　8月22日（水）11時～14時 ※時間
内出入り自由 　当日直接施設へ

■考えましょう！
　ワクワク・ドキドキ お金の話
　9月20日（木）10時～11時30分 　
15人（先着） 　8月11日9時30分から
電話か直接施設へ

■元女子十二楽坊・中国国家一級
　演奏家による癒しの二胡コンサート
　9月30日（日）15時～15時30分 　
50人（先着） 　500円 　8月11日10
時から電話か直接施設へ
■nani（美しい）フラ・ハラウ
　フラダンスレッスン（全8回）
　9月20日～11月8日の毎週木曜日 
10時30分～12時 　10人（抽選） 　
3,000円 　9月5日までに　に  　　
と年齢を書いて施設へ

■笑顔で楽しく脳を活性化！
　「シナプソロジー」を体験しよう
　9月26日（水）13時～14時30分 　
18歳以上15人（先着） 　300円 　8
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
　9月10日（月）10時～11時30分 　
未就学児と保護者20組（先着） 　200
円 　8月11日10時から電話か直接施
設へ

■毎年恒例！ プロに学ぶ包丁研ぎ
　8月26日（日）10時～12時 　20歳
以上10人（先着） 　300円 　8月11
日9時から電話か直接施設へ

■血管年齢チェックと生活習慣病
　予防講座
　9月5日（水）10時～12時 　50歳以
上20人（先着） 　8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

■講演会「こうなんにもあった『たたら
の遺蹟』 ～深田遺跡について」

　9月15日（土）14時～16時 　45人
（抽選） 　500円 　8月31日までに　
に  　　を書いて施設へ

■クラフトワーク
　「1コインで楽しむレジン工作」
　8月25日（土）10時～12時 　10人
（先着） 　500円 　8月11日10時か
ら電話か直接施設へ
■プロが答える「木工なんでも相談」
　8月25日（土）10時～15時 　8月11日
10時から電話で施設へ ※詳細は問合せを
■「パークヨガ」屋外で行うヨガ教室
　8月25日（土）13時30分～14時30分 
　20人（先着） 　500円 　8月11日
10時から電話か直接施設へ
■「パークピラティス」屋外で行う
　やさしいエクササイズ
　9月8日（土）13時30分～14時30分 
　20人（先着） 　500円 　8月11日
10時から電話か直接施設へ

■パパも一緒に！
　～絵本の読み遊びとパラバルーン
　9月15日（土）10時～11時30分 　
1～3歳の子と保護者30組（抽選） 　
100円 　8月28日までに　に  　　
と子・保護者の各参加人数、子の月齢
を書いて施設へ 　区役所こども家庭
係（　847-8411 　842-0813）

■えほんの読み聞かせ会
　9月4日（火）11時～11時30分 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ
■窓にお絵描き
　9月1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
■夏休み工作「ビー玉万華鏡」をつくろう！
　8月18日（土）・19日（日）10時～14
時 　小学生以下各25人（未就学児は
保護者同伴）（先着） 　100円 　8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

〒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

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

下永谷地域ケアプラザ

〒234-0056　野庭町612
　848-0111　　848-0106

野庭地域ケアプラザ

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

芹が谷地域ケアプラザ

〒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

〒234-0054　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

〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725

休館：8月20日（月）

港南図書館

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

日野中央公園

 〒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

〒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
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■秋の事前受付教室
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、姿勢デザイン教室、バド
ミントン、フラダンス、健康マージャン、
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
　10～12月（一部3月まで） 　有料 
　8月25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
■夏の教室 臨時増刊号
フィットネス、お元気体操、男ヨガ ほか
　8月 　有料 　当日直接施設へ ※詳
細は問合せを
■ベビーマッサージ（全3回）
　9月7日～21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 
　8月20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）
　9月3日・10日、10月1日・15日・29
日いずれも月曜日 11時～11時50分  
　6か月～1歳11か月の子と保護者
15組（先着） 　3,000円 　8月13日
9時から電話か直接施設へ

■手打ちそば教室（全4回）
　9月の毎週木曜日 10時～12時30
分 　市内在住・在勤の人20人（抽選）  
　8,000円（材料費込み） 　8月24日
までに　に  　　を書いて施設へ

■趣味の教室 受講生募集
英会話、韓国語、ヨガ、フラダンス、社
交ダンス、太極拳、体操、リンパストレッ
チ、アロマセラピー、健康マージャン、
絵手紙、水彩画、水墨画、鉛筆スケッ
チ、俳句、生け花、コーラス
　10月～31年3月 　市内在住の60
歳以上（抽選） 　教材費 　8月27日
16時までに本人を確認できるもの、は
がき1枚を持って直接または同日まで
に　に  　　を書いて施設へ ※1人1
教室、過去に受講した教室は参加不
可。詳細は問合せを
■趣味の教室 短期講座 受講生募集
①港南台の遺跡と古道を歩く（全3回）
②ぶらっと歴史散歩・鎌倉（全4回）③ノ
ルディックウォーク（全4回）④干支凧を
作ろう（全2回）⑤パソコン持ち込み講
座（全4回）
　①10～12月の毎月第1火曜日 9時
30分～12時②10・11月の第2・4木
曜日 9時30分～12時30分③11月の
毎週火曜日 9時30分～12時30分④
11月14日（水）・28日（水）10時～15
時⑤11月28日～12月19日の毎週水
曜日 13時～15時 　市内在住の60
歳以上①②③④各15人⑤10人（抽選） 
　教材費 　8月27日16時までに本人
を確認できるもの、はがき1枚を持って
直接または同日までに　に  　　を書
いて施設へ

■パパday「papa'sくらぶ」 
　8月18日（土）13時30分～14時30分 
　未就学児と父親 　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
　8月14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
■はじめての水あそび
　8月15日（水）～17日（金）・21日
（火）・22日（水）・24日（金）・29日
（水）・30日（木）、9月1日（土）10時～
11時15分 ※雨天中止 　未就学児と
保護者 　当日直接施設へ ※タオル・
着替え持参
■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
　8月24日（金）、9月1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

■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。
9月6日（木）13時30分～14時に説明会
　9月13日～10月18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 　8月21日9時
から電話か直接施設へ

〒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

■マジックボランティア養成講座
　（全5回）
　9月6日～10月4日の毎週木曜日 
13時～14時30分 　20人（抽選） 　
1,000円 　8月25日17時までに電話
で施設へ
■男のセカンドライフ大学校（全7回）
　10月5日（金）・19日（金）・31日
（水）、11月9日（金）・20日（火）、12月
4日（火）・14日（金）9時30分～14時 
　ウィリング横浜（京急・地下鉄上大岡
駅下車）、地域ケアプラザほか 　区内
在住の70歳以下の男性50人（抽選） 
　4,800円 　9月7日15時までに電
話で施設へ

■そば打ち教室
　9月10日（月）14時～17時 　20歳
以上12人（抽選） 　2,000円 　8月21
日までに　に  　　を書いて施設へ
■水彩画教室（全4回）
　9月22日・29日、10月6日・27日い
ずれも土曜日 9時30分～11時30分 
　20歳以上20人（先着） 　2,400円 
　8月11日9時から電話で施設へ

■お月見会
　9月22日（土）17時30分～19時30
分 ※小雨決行 　60人（中学生以下は
保護者同伴）（抽選） 　1,000円、5歳
～小学生700円 　8月24日までに　
に  　　と参加者全員の氏名・年齢を
書いて施設へ
■竹細工 ～花器作り
　9月23日（祝）9時30分～12時 　
20人（小学生以下は保護者同伴）（先
着） 　500円 　9月1日9時から電話
か直接施設へ

■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）②ファイル整理&OneDrive入
門③もっと使える！ Google便利活用
　①9月6日（木）・7日（金）・10日（月）
～12日（水）②9月13日（木）③9月14
日（金）10時～15時30分 　女性各12
人（先着） 　①19,500円②③5,500
円（免除制度あり） 　8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
■フォーラム南太田シネマ
　「ふたりの旅路」
　9月19日（水）①10時～11時45分
②13時30分～15時15分 　各60人
（先着） 　800円 　8月14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

■楽・楽家庭菜園 ～秋冬野菜編
　9月7日（金）13時30分～15時30分  
　20歳以上20人（抽選） 　500円 　
8月24日までに直接または　かファク
スに  　　を書いて施設へ
■どんぐりを食べよう！
　9月30日（日）10時～12時 　3歳～
小学生と保護者10組（抽選） 　500円  
　9月16日までに直接または　かファ
クスに  　　と子の年齢を書いて施設へ

■初級水泳教室（全8回）
　9月20日～10月16日の毎週火・木
曜日 ①9時30分～11時②11時～12
時30分 　各35人（抽選） 　6,100円  
　8月20日までに直接施設へ

〒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

〒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

〒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
〒234-0054　港南台6-22-38
　832-0811　　832-0813

  休館：第4火曜日

老人福祉センター  蓬莱荘

〒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

〒233-0003　港南4-2-8
　841-0256　　846-4117

港南区社会福祉協議会

〒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）
 9月3日（月）～5日（水）

清水ケ丘公園 屋内プール

〒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

たこえ　 と

■港南区卓球教室（全10回）　
　9月3日～12月10日の祝日と第4月
曜日を除く毎週月曜日 15時～17時
　港南スポーツセンター 　50人（抽
選） 　7,000円 　8月30日までに　
に  　　を書いて区体育協会卓球部事
務局の酒井（〒234-0054 港南台1-32
-23、　・　832-3737）へ
■港南区民卓球大会
男子シングルス、女子ダブルス、初級・
中級シングルス
　9月30日（日）9時～19時 　港南ス
ポーツセンター 　区内在住・在勤・在
学の高校生以上200人（先着） 　1,000
円 　8月11日から申込書（会場ほかで
配布）を直接国際卓球上大岡店（上大
岡西2-9-28、　844-2420）へ 　酒井
（　・　832-3737）

■社交ダンス ①秋の初級（基礎）教室
（全12回）②秋の中級教室（全12回）
　①10月4日～12月20日の毎週木曜
日②9月28日～12月21日の祝日を除
く毎週金曜日 19時～20時40分 　港
南スポーツセンター 　①②とも男女各
10人（抽選） 　6,000円 　9月3日まで
に　に  　　と年齢・性別・経験年数、
①②の別を書いてこうなん文化交流協
会事務局（〒234-0051 日野1-2-30）
へ 　こうなん文化交流協会ダンス部
会の吉浦（　080-3421-7744）
■港南区ART展作品募集
絵画・彫刻などの未発表作品を1人1点
まで、額装（ガラス装着不可。中学生以
下の作品は事前に相談）で。作品規格
（額装後）は65ｃｍ×65ｃｍ以内、台に
飾るものは縦・横・高さ各50ｃｍ以内
　11月1日（木）～7日（水）10時～18
時※初日は13時から、最終日は16時
まで 　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） 　区内在
住・在学・在勤の人 　1,000円（中学生
以下と美術部会員は無料） 　9月8日ま
でに　に  　　と作品の種別・題名を
書いてこうなん文化交流協会美術部
会（〒234-0051 日野1-2-30）へ 　長
栄（　・　833-9775）

■ 初心者対象 週末のフラ（全5回）
　9月15日・29日、10月6日・20日、11
月17日いずれも土曜日 13時～14時 
　港南スポーツセンター 　5人（小学生
以下は保護者同伴）（先着）　2,500円 
　9月10日10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 里山ハイキング倶楽部
　「特別企画」下部・身延＆富士山麓
　ハイキング
　10月12日（金）7時～13日（土）18時 
　港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅
下車）前集合 　25人（抽選） 　28,000
円 　8月27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
■港南区硬式テニス女子ダブルス大会
　9月29日（土）、10月13日（土）・28日
（日）9時～17時 　日野中央公園 　区
内在住・在勤・在クラブの人32組（抽
選） 　5,000円 　9月19日　までに
　に  　　と所属・生年月日・戦績を書
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）

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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