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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

9月の土曜開庁日　8日・22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8月1日現在）

世帯数…92,941世帯人口…214,051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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　6月に開催された「日野南カレー屋＆そうだ！ なにしよう会」。異なる年齢層に交流
が少ないことを何とかしたいと5人のボランティアの皆さんが立ち上がりました。どう
したら地域のみんなに集ってもらえるか相談した結果、世代を問わず愛されている「カ
レーパーティー」が選ばれました。昨年度スタートした時には、たくさんの人たちに
集まってもらえるか不安もありました。しかし、回を重ねるごとにリピーターも増え、
5回目となる今回は開店とともに続々とお客さんが訪れ、途中でご飯がなくなるほど
の盛況となりました。
　同時開催の「そうだ！ なにしよう会」は、地域の子どもたちによるお楽しみコーナー
です。毎回趣向を凝らし、今回はところてんの実演販売と工作教室を行いました。会
場にはコーヒーショップもあり、さまざまなイベントを一緒に行うことで、交流の輪が
広がっています。
　行事を盛り上げているボランティアの皆さんが口にするのは「これからも続けてい
きたい」「次の世代にも引き継いでほしい」という熱い思い。世代にとらわれない活動
が地域に根付いていくことが感じられました。
　中心メンバーの一人で民生委員としても活躍している杉山さんは「誰かから与えら
れた仕事ではなく、志のあるボランティアによる自主的な活動なので、楽しく続けられ
ています。これからも世代間の交流の場になっていってほしい」と語ってくれました。
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みんなで交流
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今回初登場ののぼり旗。おいしいカレーとご来店をお待ちしています
受付も厨房もボランティアの皆さんは準備万端です
席はあっという間に満席に。異なる世代で食卓を囲みます
「おいしそう。いただきます」と笑顔で食べ始めます
ところてん販売と七夕の笹づくりでは、子どもたちが大活躍！ 
満員の会場にコーヒーの良い香りが漂います
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写真の説明

日野南地区
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今月お知らせしたい情報を掲載しています

区役所環境衛生係（　847-8445 　846-5981）問合せ

港南区　ペットイベント 検索

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

　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
などをご覧いただけます。ぜひご参加ください。

飼い猫は屋内で飼育しましょうペットと仲良く快適に
暮らすために

　猫にとって、屋外は交通事故や感染症など危険が多くあります。また、他人の敷地での排泄や発情時の鳴き声などで、近隣に
迷惑を掛けている場合もあります。猫が満足できる環境を用意することで、屋内でも快適に過ごすことができます。

申込み

対　象

10月18日（木）
9時45分～11時

9月18日（火）

10月24日（水）
10時～11時

9月25日（火）野庭保育園（野庭町635）
　844-9419 　844-9421

日時 保育園 受付開始日

港南台第二保育園（港南台7-25-28）
　832-3309 　832-3198

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

　使用済みや期限切れの植物性食用油（廃食油）を回収し、重油の
代替燃料などに再生することで二酸化炭素の排出量やごみの量を減
らす取組を進めています。

使い終わった植物性
食用油を再利用しよう！

「もったいない」の気持ちが、
環境に優しいエネルギーに

内　容

日　時

問合せ

10月27日(土)10時～14時

利用者の作業作品とパン工房シーダの手作り
パン販売や軽食各種、ミニバザーなど

シーダひのき工房
（日野中央2-25-1、　849-2633 　849-2634）

皆さんの
お越しを心から
お待ちしています

区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）問合せ

今年も開催！ ビッグイベント「シーダ祭バザー」 最終回

　「シーダひのき工房」は、平成19年に緑豊かな日野中央公園、高校や特別支援
学校に隣接した、閑静な住宅街の中でスタートしました。生活介護事業所として
木工、陶芸、機織り、天然石研磨加工、製パンなどの作業、音楽・美術などの表現、
体力作りや余暇支援などの日中活動を行っています。また、同一敷地内に「シー
ダ日野学園」（施設入所支援）もあり、合わせて100人以上が利用しています。

社会福祉法人 聖坂学園運営しているのはココ！

　私立聖坂養護学校の保護者と学校関係者による、任意団体「聖坂子どもた
ちの将来をつくる会」から始まり、法人認可を受け、オリブ工房を開設しました。
現在、市内各所で生活介護事業所、障害者支援施設、グループホーム、地域ケ
アプラザなど12か所の事業所を運営しています。福祉ニ－ズに応じた生涯教
育・生涯福祉の実現に向けて、知的障害者と高齢者を支援します。

シーダ祭バザー

　幼稚園・保育園などの施設紹介や子育て情報
をご案内します。幼稚園の先生や保育士による
子ども向けのミニイベントも実施します。当日
直接会場へお越しください。

9月6日(木)・7日(金)10時30分～14時30分

京急百貨店5階 ハグ・クミ・パーク（京急・地下鉄上大岡駅下車）

未就学児と保護者

区役所保育担当（　847-8498 　842-0813）

あそびにおいでよ！ 港南区京急百貨店で開催！

会　場

日　時

対　象

問合せ

9月29日（土）10時～11時30分（受付は9時30分から）

区役所6階

9月21日17時15分までに電話またはファクスに
氏名、連絡先、参加人数、猫の飼育数を記入し、
区役所環境衛生係へ
※区ホームページから電子申請フォーム
　でも申込可

日　時

申込み

会　場

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）

日時

会場

昨年のゆめワールドでは550ℓも回収
されたよ！ CO2削減効果は約1,490kg。
植林換算で約106本分に相当するよ

ごみになるはずのものも工夫次第で再利用
できるんだね。「もったいない」の気持ちが、
ごみの削減につながるよ

スリ ム

「ヨコハマ３Ｒ夢！」マスコットキャラクター イーオ

昨年のゆめワールドで回収した廃食油

横浜市地球温暖化対策推進協議会 台所油田プロジェクト
（　681-9910 　681-3934）
区役所企画調整係（　847-8327 　841-7030）

問合せ

横浜市環境行動マスコットキャラクター「エコぽん」

今年も「こうなん子どもゆめワールド」で廃食油を回収します。
廃食油をペットボトルに入れ、当日
会場へお持ちください。

第1回

外に出さないで飼育するために ◆ 猫セミナー開催します  こんなことできるの！？ 
 猫だってすごいのだ ～猫との暮らしをより楽しくする方法～

パンフレットを区役所で配布中

参加者に
迷子札を
プレゼント！

※公共交通機関をご利用ください　※動物は参加できません

壁紙や家具、畳などで爪を研
ぐのは、生理的な欲求です。
猫が好む場所に爪研ぎを設
置しましょう

たんすや棚など室内
を見下ろせる場所を
用意しましょう。
キャットタワーや壁
に設置できる棚板も
有効です

トイレの数は「猫の飼育数＋１」が理想です

はい せつ
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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

　9月13日（木）・26日（水）、10月2日（火）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

9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

　9月25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

　9月28日（金）、10月9日（火）14時～17時
　区役所4階　　市内在住の15～39歳の人と家族

9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

　9月19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

　9月18日（火）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

区役所高齢者支援担当
（　847-8418 　845-9809）へ

　9月12日（水）、10月10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

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

　①10月23日（火） ②10月30日（火）9時～11時15分
　①区役所3階（健診・検査フロア） ②野庭地域ケアプラザ
　40歳以上各40人（先着）　   胃部Ｘ線撮影：1,570円

①9月20日～10月11日②9月28日
～10月23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

おなかの
下に少し力を
いれる

腕は「まっすぐ
後ろに引く」
ように振る

ひも・マジックテープ等
調整ができる

かかと部は
フィット

この位置で
靴が曲がる

■男性の介護教室（全3回）
　10月の第2～4木曜日 10時～12時 
　区役所6階 　区内在住の男性20人
（先着） 　9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（　847-84
18 　845-9809）へ
■災害時の小児救急
　10月4日（木）14時～15時30分 　
ウィリング横浜5階（京急・地下鉄上大
岡駅下車） 　0・1歳の子と保護者70
組（先着）※同室保育 　9月11日8時
45分から電話、またはファクスに  　　
を書いて区役所こども家庭係（　847-
8412 　842-0813）へ

■地域デビュー講座
　～港南区の魅力再発見！ 好きを
　見つけて地域に出よう（全4回）
　10月5日・19日、11月2日、12月14
日いずれも金曜日 9時30分～11時
30分 　区役所6階、10月19日はバス
で区内見学 　区内在住の人25人（抽
選） 　9月25日までに　かファクスに
  　　を書いて区役所区民活動支援係
（〒233-0003 港南4-2-10、　847-83
99 　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
　9月13日（木）・27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）

　港南区は、あいさつ、たすけあい、みまもりあい、「愛」のあふれる
地域づくりに皆さまと一緒に取り組んでいます。
　今年度、区内で満100歳をお迎えになられる
方は33人、満101歳以上の方は80人いらっしゃ
います。
　皆さまのご長寿に心からお祝い申し上げ、こ
れからもお元気でお過ごしいただくよう願ってお
ります。
　また、ご近所の方からご長寿の方にお祝いの
言葉をかけていただき、見守り・支えあいの輪が
広がっていきますように。

港南区長
齊藤 貴子

区役所高齢者支援担当（　847-8419 　845-9809）問合せ

ウォーキングの効果とコツ今すぐ
歩きたくなる！

ウォーキングで 港南だ！

気軽にできる「ウォーキング」。筋力アップやストレス解消など多くの効果が期待できます。

今日から実践！ ウォーキングのポイント

歩くペース

＜靴の選び方＞

歩くフォーム

ウォーキングの8つの効果

※ ロコモ…ロコモティブシンドローム
 筋力低下や骨・関節の病気により、「立つ・座る・歩く」
 能力が低下する状態をいいます。

・いつも歩いているより速め
・5分程度で汗ばむ
・ちょっと息が弾むが、笑顔を保てる

筋力・体力
アップ

心肺機能が
高まる

体脂肪を
燃焼させる

骨の強度が
高まる

ストレスが
解消される よく眠れる

脳が活性化
される

ロコモ※予防
になる

ウォーキングの
際は水分補給を
忘れずに

10月30日（火）に「知って得する！ ウォーキング教室」を開催します。詳細は10月号でお知らせします。

こう なん健
けん
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診 

療 

中
横浜市

開
局
中
横浜市

診 

療 

中
横浜市重症

中等症

軽症

極めて軽度の
けがなど

災害拠点病院へ※ 赤色の
「診療中」の
旗が目印

災害時に薬が必要なとき
黄色の「開局中」の旗が
調剤可能な薬局の目印

港南区では、「診療中」「開局中」の
のぼり旗の掲出訓練を行っています。
（30年度は4月11日､9月1日､31年3月11日）

災害によるけがなどで
歩行できない 生命に危険がある＋

災害時救急病院へ※

黄色の
「診療中」の
旗が目印

災害によるけがなどで
歩行できない（生命に危険がない）

診療所へ※

歩行できる が、医師の診察が必要

市民の自助・共助による応急手当

地域防災拠点 日程
10月28日（日）
9月30日（日）
10月14日（日）
11月25日（日）
11月24日（土）
9月29日（土）
10月27日（土）
10月20日（土）
10月28日（日）
10月20日（土）
10月28日（日）
10月27日（土）
9月30日（日）
9月2日（日）
9月2日（日）
10月13日（土）
11月17日（土）
10月14日（日）
10月13日（土）

31年１月26日（土）

10月14日（日）
9月8日（土）
9月30日（日）
9月30日（日）
9月30日（日）
9月30日（日）
11月10日（土）
10月14日（日）
10月20日（土）
11月10日（土）
9月2日（日）
31年１月19日（土）

上大岡小学校
港南台第一小学校

港南台第二小学校

港南台第三小学校
小坪小学校
桜岡小学校
下永谷小学校
下野庭小学校
芹が谷小学校
芹が谷南小学校
相武山小学校
永野小学校
永谷小学校
野庭すずかけ小学校
日限山小学校
日下小学校
日野小学校
日野南小学校
丸山台小学校
丸山台中学校
南台小学校
吉原小学校
上永谷中学校
港南中学校
港南台第一中学校
笹下中学校
芹が谷中学校
野庭中学校
東永谷中学校
日限山中学校
日野南中学校
洋光台第三小学校

各地域防災拠点の訓練日

※気象警報等により訓練日が変更になる可能性が
　あります
※時間等の詳細は自治会町内会の回覧板や掲示板、
　区役所ホームページなどで確認してください

（平成31年3月に改訂予定）※医療機関情報はこちらから

けがの応急手当が
記載されたバンダナを

作成しました

▶

区役所危機管理担当
（　847-8315 　841-7030）

　震災時にどのような手段で連絡を
取り合うのか確認しておきましょう。
　連絡手段として、災害用伝言ダイヤル、通信各社の災害用伝言板、
ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）などの使用方法
を確かめておきましょう。

話し合おう！
…家族の連絡どうするの？

30年度 自宅で避難生活 災害への備え
どうする？ 避難生活は状況に応じて…

横浜市防災メール 検索

横浜市　災害医療 検索

水、包帯・滅菌ガーゼ・バンダナなどの布、湿布、常備薬・持病の薬 など例えば

特  

集

粘着マット・
粘着ベルト

防 災    箇 条

いっとき避難場所
この地域の地域防災拠点は

ひまわり中学校
（避難場所）です

ひまわり町内会
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　地震発生後にお互いの安否や災害状況を確認するため、まずは情報をいっとき避難場所に集めましょう！
いっとき避難場所は、区内の全ての自治会町内会で決まっています。

地震だ！
…となり近所に声かけて、まずは「いっとき避難場所」5

か

● 冷蔵庫は食料品備蓄庫
 冷蔵庫の中やそのほかの買い置き食料品を、
 どれから消費していくかを順序だてていけば、
 数日間は食べつなぐことができます。
● オール電化住宅の必需品
 カセットコンロ・ガスボンベを用意すれば、
 いざというときにお湯を沸かせます。
● 一人暮らし世帯は
 カップ麺やレトルト食品、スナック菓子や清涼飲料水など、
 好きなものを多めに買い置きしておきましょう。
● 使用期限を忘れずに
 食料だけでなく、電池や薬などの使用期限も
 定期的に確認しましょう。

備えよう！
…最低でも、食料・飲み水3日分

□ 飲料水（目安：3日分で1人当たり9ℓ）
□ 食料品
□ トイレパック（目安：3日分で1人当たり15パック）
 水洗トイレが使えないときのための凝固剤と袋の
 セットです。ホームセンターなどで売っています。
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知っておきたいポイント！

転倒防止器具の一例

金具（L字金具
やチェーン）

ポール式器具
（突っ張り棒）

　家具の転倒防止器具は、ホームセンター
などで各種販売されていますので、背の
高い家具やテレビなどの動きやすいもの
を中心に取り付けるようにしましょう。

　地域の中には、障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児、外国人など、避難誘導や避難生活などで支援
を必要とする人がいます。自治会町内会が中心となり、支援を必要とする人の名簿を作って日頃か
ら見守り活動を行ったり、障害のある人が防災訓練に参加する機会を増やすなど、「災害時要援護者
支援」の取組が広がっています。みんなの命を守るために、できることから始めていきましょう。

圧死から身を守ろう！
…家具の転倒防止と耐震対策3

　電気が復旧したときに断線したコードなどから出火するのを防ぐ
ためです。地震の揺れを受けて自動的にブレーカーが落ちる「感震
ブレーカー」もあります。

西日本で起きた、大雨による洪水、土砂災害は皆さんも記憶に新しいと思います。災害は他人事ではなく
どこでも起こる可能性があります。記憶に新しい今だからこそ、“備え”や知識を確認しておきましょう！

避難時は！
…電気・ガスの元栓切って4

● 家具の転倒・落下・移動防止は「ネジ止め」が基本
● 難しい場合は、「突っ張り棒+ストッパー式」、「突っ張り棒
+粘着マット」で効果を高めましょう！

地域防災拠点などの
場所と一覧表は
防災マップや
区ホームページで
チェック！

知っておきたいポイント！

区では家具の転倒防止を
普及啓発するため、耐震
パッドを作成しました！

このような看板でいっとき避難場所を案内している自治会町内会もあります ▶

風水害から身を守ろう
避難勧告などが発令されたり、
こんな前兆現象があったら注意！
● 小石がバラバラ
 落下
● 斜面に湧水が
 発生
● 斜面に亀裂が
 発生

水平避難 垂
直
避
難

水平避難
　自宅から離れて、安全な場所に避難でき
る状況であれば水平避難を心掛けましょう。

垂直避難
浸水等で水平避難が困難な場
合、建物の2階以上に避難す
る垂直避難を心掛けましょう。
また、土砂災害の恐れがある
場合は、自宅の中でも斜面か
ら離れた部屋へ退避すること
も命を守る行動のひとつです。

※「土砂災害ハザードマップ」と「浸水（内水・洪水）ハザードマップ」を配布しています

登録して活用しましょう 防災啓発
ガイド集● 横浜市防災情報Eメール

 地震震度情報をはじめ、防災情報を配信するサービスです。

港南区安全・安心情報メール 検索● 港南区安全・安心情報メール
 区内の災害をはじめ、不審者情報などの身近な危機情報を配信するサービスです。

防災よこはま 土砂災害・浸水ハザードマップ

大きな火災が多発し、
火が燃え広がっている場合

「もしも」のために進めよう　地域の見守り・支え合い 地域防災拠点の訓練に
参加してみよう！

災害時の医療について知っておこう

いっとき避難場所

広域避難場所へ避難
大規模な火災による熱や煙から
身体を守るため、一時的に避難
する場所です。

地域防災拠点へ避難
自宅の倒壊などで生活拠点を失った人
が、避難する場所です。また、在宅避難
をしている人が、物資や情報を得られる
場所でもあります。どこの地域防災拠
点へ行くのか確認して
おきましょう。

自宅に戻る
自宅に被害がない場合は、在宅避難をしましょう。

福祉避難所（旧特別避難場所）
高齢者や障害者などで、地域防災拠点での避難生活
が難しいと判断された人を受け入れるための二次的
避難所です。
※特別な配慮を必要とする人が対象であり、発災直
後から必ず開設されるものではありません

災害時要援護者支援のてびき 港南区災害時要援護者支援パンフレット

障がい者編
「地震に備えて
私たちが
できること」

支援者編
「地震に備え
見守り支えあう
まちに」

災害時みんなで助け合うために

済生会横浜市南部病院

秋山脳神経外科病院 長田病院 港南台病院 横浜東邦病院

物
資
や
情
報
を

得
た
い
場
合

自宅に被害があって戻れない場合 自宅に被害がない場合

外にいる場合は…
自動販売機やブロック塀、電柱など
倒れやすいものからは離れるように
しましょう。また、看板や外壁など落
下の恐れがある建物から離れ、かば
んなどで頭を守りましょう。

問合せ

▲突っ張り棒+ストッパー
　正面からみた様子

突っ張り棒+ストッパー▶
横からみた様子

　災害時は、自分や家族の命と安全の確保が最優先。「自助」があってこそ、次の「共助」につながるのです。そして、自宅
での避難生活には、小さな備えが大きな助けになります。9月1日の防災の日を機に、もう一度確認しておきましょう。

軽いけがや発熱は自分や周りの人で手当をしましょう
けがや発熱などに備えて、薬や応急手当用品を用意しておきましょう。

“のぼり旗”は診療可能な医療機関の目印です
ふだんから地域の医療機関の場所を確認しておきましょう。
自分や周りの人で手当できないけがなどは状況に応じた医療機関を受診しましょう。
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●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 9 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

10月1日受付開始　区制50周年を盛り上げよう！
区民企画イベント募集！

対象イベント　スポーツ・文化・教育・子育てなど
 ・ 主な会場が港南区内で、広く区民を対象としたもの
 ・ 営利目的でないもの
 ・ 公序良俗に反せず、宗教活動、政治活動または選挙活動の目的でないもの
応援内容　※実行委員会で審査あり

申請期間　相談はいつでも受け付けています

 あなたの大切な
「〇〇あい」を募集します

①共催事業 ※新規事業に限る  補助金最大10万円・PR協力
②後援事業　50周年ロゴマーク入りグッズの提供・PR協力

区内の団体や企業の皆さんが開催するイベントを、
港南区制50周年記念事業実行委員会が応援します。

2019年に区制50周年を迎える港南・旭・緑・瀬谷区がブース出展！
10月7日 秋の里山ガーデンフェスタ

区分

共催事業

後援事業

第1次 12月2019年1月1日～
3月31日

2018年10月1日～
11月30日

3月2019年4月1日～
2020年3月31日

2019年1月4日～
2月28日

随時2019年1月1日～
2020年3月31日

2018年10月1日～
2020年1月31日

第2次

イベント実施期間 申請期間 審査

港南区  補助事業 検索

里山ガーデン 検索

港南区制50周年記念事業実行委員会イベント部会事務局
（区役所区民活動支援係内、　847-8395 　842-8193）

問合せ

　区制50周年基本テーマの「愛あふ
れる♥ふるさと港南に」と関連付け、
「愛（あい）」のあふれる“コメント”と
“笑顔の写真”を紹介します。応募締
切は31年3月29日まで。申込方法な
どは区ホームページまたは区役所広
報相談係（　847-8323）へ

港南区制50周年企画

■大人の習い事
　「小筆のコツをマスターする」（全3回）
　10月24日、11月14日・28日いずれ
も水曜日 13時～15時 　20歳以上20
人（抽選） 　2,000円 　10月3日まで
に　に  　　と年齢を書いて施設へ
■お1人さまの「1コイン飯」（全3回）
安くて簡単、栄養バランスの取れた食事
　10月26日～11月9日の毎週金曜日 
10時～13時30分 　20歳以上16人
（抽選） 　1,500円 　10月5日までに
　に  　　と年齢を書いて施設へ
■どうしよう！？となる前に
　知っておきたい終活あれこれ
　「自分と家族を守る遺言・後見」
　10月20日（土）セミナー10時～11
時30分、相談会11時45分～15時 　
20歳以上30人（先着） 　9月11日13
時から電話か直接施設へ

■ひまわりのへや ～ミニ運動会
　9月21日（金）11時～12時 　未就
学児と保護者20組（先着） 　当日直接
施設へ
■かんたん時短クッキング
行楽弁当を作ろう
　10月30日（火）10時～13時 　18
歳以上16人（先着） 　1,000円 　9
月14日13時から電話か直接施設へ
■中国家庭料理教室
　10月1日（月）10時～13時 　18歳
以上20人（先着） 　1,000円 　9月
14日13時から電話か直接施設へ

■歌声サロン「秋」（全3回）
　10～12月の毎月第1月曜日 13時
～14時30分 　60歳以上30人（抽
選） 　1,000円 　9月20日までに　
に  　　と年齢を書いて施設へ
■もっとおいしい！
　コーヒーの淹れ方教室
　10月6日（土）10時～12時 　18歳
以上12人（抽選） 　500円 　9月25
日までに　に  　　を書いて施設へ
■骨太元気！ 健康料理教室
乳製品を使ったおいしい和食
　10月16日（火）10時30分～13時
30分 　24人（抽選） 　500円 　10月
2日までに　に  　　を書いて施設へ

■パワースポット港南中央
　口腔改善コース（全2回）
歯科医師に聞く歯の健康
　10月4日（木）・11月29日（木）13時
30分～15時 　おおむね65歳以上
30人（先着） 　9月11日9時から電話
か直接施設へ
■パパも遊ぼう
おいしいピザを作ろう
　10月27日（土）10時～12時30分 
　3歳～小学2年生と父親12組（先着） 
　500円 　9月11日9時から電話か
直接施設へ
■えんがわカフェ
　9月16日（日）13時30分～15時30
分 　100円 　当日直接施設へ

■認知症の理解を深めよう
①口腔ケア・音楽講座②講演「認知症
の人の気持ち」③認知症になりにくい
レシピとクッキング
　①9月14日（金）10時～12時②9月
21日（金）13時30分～15時③9月28
日（金）10時～13時 　③16人（先着） 
　③300円 　①②③とも9月11日9
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

■健康ウォーキング！ 「ふるさと港南
の歴史を歩く」（全5回）

　10月～31年2月の毎月第3水曜日 
9時30分～12時 ※初回は9時15分か
ら 　現地集合 　20歳以上15人（先
着） 　2,000円 　9月14日10時から
電話か直接施設へ
■放課後のキッズダンス（全6回）
　10月18日～11月22日の毎週木曜
日 16時30分～17時30分 　5歳～
小学3年生12人（小学2年生以下は保
護者同伴）（先着） 　1,500円 　9月
11日10時から電話か直接施設へ
■赤ちゃんと一緒にdance！（全6回）
　10月19日～11月23日の毎週金曜
日 10時30分～11時30分 　6か月～
1歳6か月の子と保護者10組（先着） 
　1,500円 　9月11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

■ママとベビーのヨガ教室（全3回）
　10～12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 　9
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）
市内を散策
　10～12月の毎月第4木曜日 9時～
12時 　現地集合 　18歳以上40人
（先着） 　1,500円 　9月11日13時
から電話か直接施設へ
■親子で作るプリザーブドフラワー
　ハロウィンバージョン
　10月13日（土）10時～11時30分 　
小学生と保護者16組（先着） 　1,000
円 　9月11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

〒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

めし い

こう  くう
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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

■みんなのひろば「ふらっと」
季節の味や工作、お誕生会など
　毎月第4木曜日 10時～12時 　200
円 　当日直接施設へ

■野庭ふれあいまつり
　（野庭地区センター共催）
模擬店や健康チェックコーナーなど
　10月7日（日）10時～15時 　当日
直接施設へ
■ママと子のおしゃべりサロン
ハロウィン大会
　10月23日（火）10時～12時 　1～3
歳の子と保護者20組（先着） 　300円 
　9月11日9時から電話か直接施設へ
■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
　9月27日（木）13時30分～15時 　
100円 　当日直接施設へ

■わたしの人生計画講座（全5回）
エンディングノートや整理術の話
　11月22日～12月20日の11月29
日を除く毎週木曜日と11月30日（金）
10時～11時30分 　ＪＡ横浜港南支
店（地下鉄上永谷駅下車） 　50人（先
着） 　エンディングノート代300円 　
10月1日9時から電話か直接施設へ

■大人のバレエ
　～姿勢美人をめざそう（全4回）
　10・11月の第1・3金曜日 10時～
11時 　18歳以上10人（抽選） 　
2,000円 　9月20日21時までに電話
か直接施設へ
■再発見！ 港南の歴史散策（全3回）
　9～11月の毎月第4金曜日 9時30
分～12時 　18歳以上15人（先着） 
　1,500円 　9月12日10時から電話
か直接施設へ

■知っておきたい心肺蘇生とAED体験
　9月15日（土）10時～12時 　20歳
以上20人（先着） 　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

■南部病院健康教室
　「健康寿命を延ばす秘訣
　～明日からできる身体の作り方」
理学療法士による講話
　10月6日（土）13時30分～15時 　
50人（先着） 　9月11日9時から電話
か直接施設へ
■郷土史講座「横浜市電の戦後」
　10月13日（土）14時～16時 　40
人（先着） 　9月11日9時から電話か
直接施設へ
■赤ちゃんのタッチケア講習会
　10月16日（火）10時～11時30分  
　3～12か月の子と保護者20組（先
着） 　300円 　9月11日9時から電話
か直接施設へ

■県立精神医療センター講座
うつ病の理解
　9月27日（木）13時30分～15時 　
60人（先着） 　当日直接施設へ
■輝く明日を目指して（全4回）
楽しく学んで健康づくり
　10月29日～11月19日の毎週月曜
日 10時～11時45分 　65歳以上で
介護保険の認定を受けていない人20
人（先着） 　9月11日10時から電話か
直接施設へ
■入園までのワン・ツー・スリー
保育所・幼稚園入園までの流れを知ろう
　9月11日（火）10時30分～11時30
分 　当日直接施設へ

■子育てママに贈る 簡単！
　野菜をつかったハロウィン手作り
　おやつの紹介と試食
　10月29日（月）10時～11時30分  
　離乳食終了後の未就学児の保護者
20人（子ども同伴可）（先着） 　9月12
日10時から電話か直接施設へ

■おもちゃの病院 
　10月21日（日）10時～12時 　20
点（先着） ※1人3点まで 　部品代実
費 　9月11日9時から電話で施設へ
■おはなし会
　9～11月の毎月第2火曜日 10時
30分～11時 　未就学児と保護者 　
当日直接施設へ

■筆ペン美文字レッスン
　～名前をキレイに書こう（全3回）
　10月31日～11月28日の隔週水曜
日 13時～14時30分 　18歳以上12
人（抽選） 　1,000円 　10月2日まで
に　に  　　を書いて施設へ
■さくらんぼひろば
新聞紙で遊ぼう
　10月15日（月）10時～11時30分  
　未就学児と保護者20組（先着） 　
200円 　9月11日10時から電話か直
接施設へ

■上永谷サロン おだしレッスン
　かつお節削りを体験しよう！
　10月4日（木）10時～11時30分 　
15人（未就学児は保護者同伴）（先着） 
　100円 　9月11日9時30分から電
話か直接施設へ
■体験！ 
　心臓マッサージとAEDの取扱い
　10月14日（日）10時～11時 　25
人（先着） 　9月11日9時30分から電
話か直接施設へ
■0～3歳 親子であそぼ
　「新聞紙あそび」
　9月27日（木）10時30分～11時30
分 　3歳以下の子と保護者15組（先
着） 　100円 　9月11日9時30分か
ら電話か直接施設へ

■楽しく踊ろう！ キッズ★ヒップホップ
ダンス（全4回）
　9月24日～10月15日の毎週月曜日 
16時～17時 　5歳～小学3年生8人
（先着） 　1,000円 　9月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■日野南ふれあい寄席
落語と手品
　10月27日（土）11時～12時 　70
人（先着） 　9月20日9時から電話か
直接施設へ
■体験！ ひょうたんアート
　「ひょうたんに色をつけよう」
漆で色付けしてみよう
　10月27日（土）13時～14時 　小学
生以上10人（小学1・2年生は保護者同
伴）（先着） 　200円 　9月20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

■鎌倉歴史講座シリーズ（全3回）
　10～12月の毎月第2木曜日 13時
30分～15時 　15人（抽選） 　500
円 　9月20日までに　に  　　と年
齢を書いて施設へ
■本格手打ちそば教室
　11月11日（日）9時30分～13時 　
10人（抽選） 　1,200円 　10月15日ま
でに　に  　　と年齢を書いて施設へ

■キッズのための
　「Hip Hop Dance!」（全4回）
　10月の第1～4月曜日 16時30分～
17時30分 　5歳～小学3年生15人
（未就学児は保護者同伴）（先着） 　
1,000円 　9月12日9時から電話か直
接施設へ

■パン作り教室（初級）（全10回）
　10月～31年2月の毎月第2・4火曜
日 ①10時～12時30分②13時30分
～16時 　市内在住・在勤の人各20人
（抽選） 　17,000円（材料費込み） 　
9月21日までに　に  　　と①②の別
を書いて施設へ

■Xmas HIMAWARI JAZZ NIGHT
　12月15日（土）16時～20時 　小
学生以上320人（先着） 　3,500円（1
ドリンクまたは1フード付き） 　9月14
日10時から直接、または同日14時か
ら電話で施設へ
■親子で楽しむ ひとり人形劇
　11月17日（土）①13時～13時45
分②14時30分～15時15分 　各40
人（先着） 　2歳以上500円 　9月14
日10時から直接、または同日14時か
ら電話で施設へ
■器楽ワークショップ発表会
ギター・フルート・三味線受講生の演奏
　9月29日（土）14時～17時 　320
人（先着） 　当日直接施設へ

〒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

〒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

〒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

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

東永谷地域ケアプラザ

〒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

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

日下地域ケアプラザ

〒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

〒234-0055　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

〒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

〒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
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■どんぐりハウスで遊ぼう！
①映画会②森の木で遊ぼう（ロープ遊
び）③ミニコンサート
　10月7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
　10月2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
　9月13日（木）・20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
　9月16日（日）11時～13時 　小学
4年生以下と保護者20組（先着） 　
2,000円 　9月11日10時から電話か
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の
　ティッシュボックス」
　9月27日（木）10時～11時30分 　
10人（先着） 　3,500円 　9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
　10月13日（土）13時30分～14時
30分 　小学4年生以上20人（先着） 
　500円 　9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

■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
　11月10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10月2日～11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
　9月12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
■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
　①9月13日（木）13時30分～14時
30分②9月19日（水）10時～11時③
9月26日（水）10時～11時④10月6日
（土）13時30分～14時30分 　①④
はっち②芹が谷地域ケアプラザ③東
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

■横浜元気！ スポーツ・
　レクリエーションフェスティバル
元オリンピック選手田中和仁さんの体
操教室など
　10月14日（日）9時～17時 　9月
19日9時から電話か直接施設へ ※各
教室の開始時間・定員などは問合せ
を。申込不要の教室もあり
■お試し教室週間
NOSS（日本舞踊エクササイズ）など
　9月25日（火）～29日（土） 　有料  
　当日直接施設へ ※日時や費用など
詳細は問合せを
■ベビーマッサージ（全3回）
　10月の第2～4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 　9
月21日9時から電話か直接施設へ

■知って安心！ 司法書士による
　相続・遺言講座
　10月6日（土）13時30分～15時 　
30人、個別相談3組（先着） 　9月19
日9時30分から電話か直接施設へ

■下野庭スポーツ会館まつり
　9月30日（日）10時～13時 　当日
直接施設へ
■骨盤調整ストレッチ教室（全3回）
　10月22日～11月5日の毎週月曜日 
10時～11時 　15人（先着） 　1,000円 
　10月2日10時から電話か直接施設へ
■認知症予防体操講座
　10月11日（木）10時～12時 　65
歳以上15人（先着） 　9月27日10時
から電話か直接施設へ

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

日野中央公園

〒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

■ドゥルセさんのニカラグア料理
　10月11日（木）9時30分～12時 　
30人（先着） 　1,300円 　9月11日9
時から費用を添えて直接施設へ
■初心者のためのパソコン講座
①写真の整理と修整②動画編集③
Windows10を使いこなす④年賀状
　①11月1日②11月8日③11月15日
④11月22日いずれも木曜日 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  
　9月21日9時から費用を添えて直接
施設へ

■パパも一緒に！ お芋ほり
　10月20日（土）10時～11時30分  
　野庭すずかけ公園（バス停すずかけ
通下車）集合 　1～3歳の子と家族15
組（抽選） 　500円 　9月28日までに
　に  　　と保護者・子の各人数、子の
月齢を書いて施設へ 　区役所こども家
庭係（　847-8410 　842-0813）

■やさしいストレッチ＆ヨガ
　～予約のいらない当日受付教室
　9月25日（火）10時30分～11時45
分 　女性20人（先着） 　600円 　当
日直接施設へ ※フェイスタオル・飲み
物持参 　1歳6か月以上の未就学児、
有料 ※事前に問合せを（　714-2665）

■舞岡ふるさと村さつまいも掘り
　（団体：30株以上）
　9月22日（土）～10月21日（日）9時
30分～11時 ※月・火曜日を除く 　入
園料200円、小学生以下100円。販売
5株700円 　9月14日9時から電話で
施設へ

■稲刈り体験
　10月7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、小学生200円  
　9月20日までに　に  　　と全員の
氏名・年齢を書いて施設へ

■エジソンのマダケで点灯実験
　10月21日（日）10時～12時 　小学
生と保護者10組（抽選） 　500円  　
10月7日までに　かファクスに  　　
と学年を書いて施設へ（子1人に保護
者1人）

■初級水泳教室（全8回）
　11月8日～12月4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 　
10月4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、改修工事のため10月
 1日（月）～11月5日（月）は休館です

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、9月18日（火）・
 25日（火）、10月9日（火）

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
　848-0990　　848-3669

 休館：第3水曜日

港南国際交流ラウンジ

〒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

〒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

〒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

〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725

休館：9月18日（火）

港南図書館

 〒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

〒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

もく  よく

■港南区民バドミントン大会
男・女・混合ダブルス
　11月4日（日）9時～21時 　港南ス
ポーツセンター 　区内在住・在勤・在
学・在クラブの高校生以上120組（先
着） 　男性1,200円、女性1,100円 　
10月3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（　090-4386-0846 　821-65
67）へ
■港南区秋季囲碁大会
　10月7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（昼食
付き） 　当日直接会場へ 　区囲碁連
盟事務局の岩本（　・　841-1089）
■こうなんの石仏探訪ツアー
　（港南・上大岡・最戸）
　10月11日（木）9時30分～12時 　
区役所前集合 　20人（抽選） 　300
円 　9月30日までに　に  　　を書い
て港南歴史協議会の茅野（〒234-00
55 日野南5-13-12、　841-6773）へ

■フラメンコ体験レッスン
　9月21日（金）・27日（木）、10月3日
（水）10時～11時 　東永谷地区セン
ター 　20歳以上の女性初心者各8人
（先着） 　800円 　9月11日9時から
電話で加藤（　080-5526-6667）へ 
■こうなん健康塾（全12回）
ウォーキングの基礎
　10月～31年3月の毎月第2・4土曜
日 ※10・1月は第1・4土曜日 10時～
12時 　港南台第三小学校（バス停公
園前下車）ほか 　40歳以上25人（抽
選） 　2,500円 　9月21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、　・　832-276
8）へ
■キャンドルナイト in 港南台
　9月15日（土）18時30分～20時 ※
雨天の場合は翌日 　港南台中央公園
（ＪＲ港南台駅下車） 　当日直接会場へ 
　港南台タウンカフェ（　832-3855）
■港南おやじ倶楽部（全8回）
料理・健康・介護など男性のセカンドス
テージ充実のための講座
　9月29日、10月27日、12月1日、31
年1月12日・26日、2月16日、3月9日・
30日いずれも土曜日 9時～13時ほか 
　野庭地区センター 　25人（先着） 　
3,500円 　9月11日8時から電話、ま
たはファクスに  　　を書いて小林（　
090-7827-8882 　844-3349）へ

■障がい者の親のための家族信託講習
弁護士による解説
　9月23日（祝）14時～16時30分 　
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） 　当日直
接会場へ 港南区精神保健家族会「あ
いの会」（　831-0079）
■港南区子育て連絡会 みんなで話そう！
　子育てワイワイ会議
　10月29日（月）10時～12時 　区内
在住の子育て中の人30人（先着） 　
10月2日から電話ではっち（　840-58
82）へ 　1歳6か月以上の子 ※申込時
に予約を
■港南区硬式テニス
　シニアミックスダブルス大会
　10月14日（日）9時～17時 　新杉
田公園（ＪＲ・金沢シーサイドライン新杉
田駅下車） 　区内在住・在勤・在クラブ
の①合計100歳以上（男子50歳以上）
②合計120歳以上（男子60歳以上）各
12組（抽選） 　5,000円 　10月4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）
■60代70代のための
　やさしい英会話体験会
　①9月19日（水）②9月26日（水）10
時～11時 　①ウィリング横浜（京急・
地下鉄上大岡駅下車）②区民文化セン
ター ひまわりの郷 　60歳以上の初心
者各10人 　5日前までに電話で辰巳
（　070-2155-5239 ※平日昼間）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。

ち　 の

ク　ラ 　ブ


