
港南区役所 〒233-0003
港南区港南4-2-10 　847-8484（総合案内）

港南区版　／ 　　　　　　　 2018（平成30）年 10 月号　　

【開庁時間】 月～金曜日 8時45分～17時　※祝休日・年末年始を除く

10月の土曜開庁日　13日・27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9月1日現在）

世帯数…92,942世帯人口…213,989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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楽しもう★港南区
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歌いながら手話体操。今日の曲は「見上げてごらん夜の星を」です
「笑いは健康の源。さあ、笑って」の呼び掛けに、会場中が大きな声に包まれます
夏祭りに向けての盆踊りの練習で、もうひと汗かきました
椅子に座ったままの足踏み。簡単そうですが、本気を出すと息が切れそうになります
秋恒例の民謡やクリスマス会での楽器演奏はみんなが楽しみにしているプログラムです
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写真の説明

上大岡地区

　上大岡駅近くの上大岡第二町内会館で、月に2回行われている「シニアいき
いきスクール」。12年前に地区の支え合い活動の一環で、健康づくりのための
体操教室として立ち上げ、現在は40人ほどの会員により自主運営しています。
　トレーナー経験のある先生のリードで、手話体操からスタートします。体を
動かすだけでなく朗読やクイズの時間もあり、和気あいあいとした雰囲気の
中、笑顔の絶えることがありません。「昔は体が痛くなるようなハードな運動も
していましたが、最近は易しい体操ばかりで、私たちの年齢にはちょうど良い
ですね」「家にいても一人なので、ほかのメンバーに会えるのが何よりの気分
転換です」と、参加者の皆さん。
　代表の岩角さんは、「元々は健康づくりが目的ですが、近所付き合いが減っ
てきている高齢者の居場所づくりにもなっています。区役所や地域ケアプラザ
の職員に医療や福祉の話をしてもらったり、クリスマス会や新年会を行ったり、
体操以外のプログラムもいろいろ取り入れています。教室とはいっても、おしゃ
べりも途中の出入りも自由。気軽に参加できるのが、長く続いている理由かも
しれませんね」と話してくれました。

心と体のリフレッシュ

いわ かど
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今月お知らせしたい情報を掲載しています

　新鮮な採れたての野菜を、区内の農家の皆さんから
直接購入できる、またとない機会です。秋は夏とは違っ
た野菜が販売されるので、お楽しみに！

ふるさと港南
ビタミン満菜市

秋もやります！

区役所地域運営推進係（　847-8391 　842-8193）問合せ

　地元商店街でプロの技を楽しく学べるおトクな講座「港南区まちゼミ」！
　港南区商店街連合会が後援し、実行委員会が中心になって開催しています。

講座の内容・日程を記載したチラシは、10月上旬から区役所などで配布します。
気になる講座は要チェック！ 定員は先着順で埋まってしまいます。

●昨年の様子

10月26日（金）・31日（水）、
11月9日（金）・14日（水）・28日（水）、
12月5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

区役所1階

日時

会場

区役所企画調整係
（　847-8328 　841-7030）

問合せ

大好評！ 港南区まちゼミ11月に開催

港南中央駅

港南
警察署 区役所

港南
ふれあい
公園
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横浜少年鑑別所、
横浜刑務所

地下鉄ブルーライン

鎌倉街道

ひまわりフェスタ201811月3日（祝・土）10時～15時
当日直接会場へお越しください。
※公共交通機関をご利用ください（区役所地下駐車場の利用は関係車両のみ）

港南ふれあい公園、区役所
区役所青少年育成担当（　847-8396 　842-8193）
※当日は、横浜市コールセンター
　（　664-2525 　664-2828）へ

　 こうなん子どもゆめワールド
子どもたちのステージ発表（ダンス・歌・演奏など）、模擬店などの出店、ゲーム

会　場

問合せ
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会　場

　 横浜矯正展
刑務所作業製品の販売や施設見学など
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11月3日（祝）・4日（日）
9時30分～15時
横浜刑務所、横浜少年鑑別所
（　842-0040　 846-9162）

日　時

会　場

2日間開催

　 ふれあいバザー
パンケーキや手作り品の販売など
4

港南中央地域ケアプラザ
（　845-4100　 845-4155）

会　場

　 保育園で遊ぼう！ 
いろいろなブロックや絵の具遊びなど
5

港南つくしんぼ保育園
（　882-2940　 882-2941）

会　場

　 障害福祉テーマパーク  子ども縁日など3 そよかぜの家（　847-0230　 845-5610）会　場

区役所健康づくり係（　847-8438　 846-5981）区役所1階・6階 問合せ

ひまわり健康フェア2018 血管年齢測定など健康チェックができます。
港南区医師会の無料健康相談など、一部は13時から開催です。

▶ 希望する園へ直接願書を提出してください。入園が内定した後、園から「子ど
も・子育て支援制度支給認定申請書兼利用施設届出書」を受け取り、手続を
してください。

利用案内・申請書の配布と申込みを開始
平成31年4月から保育所等の入所を希望する皆さんへ

区役所保育担当（　847-8498 　842-0813）問合せ

10月12日（金）10時～、14時～

区役所6階　　　　　各100人（先着） ※公共交通機関をご利用ください

日時

会場 定員

10月12日（金） ※就業証明書様式のみ区役所で10月1日（月）から

区役所4階40番窓口、行政サービスコーナー、認可保育所ほか
※こども青少年局ホームページからダウンロードできます

配布開始日

配布場所

■利用案内・支給認定申請書等の配布

10月12日（金）～11月5日（月）（消印有効）
※市外保育所を希望する場合や障害児の入所は、居住区の区役所にご相談ください

申請期間

■申込（申請）方法　専用封筒（申請書に添付）で郵送してください。

■説明会・個別相談会　当日直接会場へお越しください。

▶横浜市認定・利用調整事務センターへの申請が必要です

認可保育所や認定こども園（保育所部分）、家庭的保育事業、小規模保育事業
等を利用する場合

幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の利用を希望する場合

焼き方で違う！
おいしいホルモンを食べよう

手作りリースで
一足先にクリスマス気分♪

あなたに合わせた
眉の描き方講座

すぐに着られる!
「男のきもの」着付け講座

昨年は58講座が
開催され、

約400人が参加。
満足度97%と
大好評でした！

参加者の声
・ 説明も分かりやすく、とても勉強になりました。大満足です
・ プロの技をありがとうございました。自宅でも試してみます 詳しくはこちらへ
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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

　10月11日（木）・24日（水）、11月6日（火）・8日（木）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

10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

　10月29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

　10月26日（金）14時～17時
　区役所4階　　市内在住の15～39歳の人と家族

10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

　10月17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

10月12日～25日に電話で区役所
健康づくり係（　847-8438、8時45
分～17時）へ

　11月8日（木）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

　10月11日（木）9時15分～11時、10月24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

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

■社会参加に困難を抱える
　若者について考えるセミナー
不登校・不就労の若者とどう向き合うか
　11月13日（火）14時～15時30分 　
区役所6階 　市内在住の人50人（先
着） 　当日直接会場へ ※手話通訳希
望の場合は10月23日までに　かファ
クスに  　　を書いてよこはま南部
ユースプラザ（〒235-0016 磯子区磯
子3-4-23 浜田ビル2階、　761-4323
　761-4023）へ
■移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　10月11日～11月8日の隔週木曜日
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）

■犬の飼い方・しつけ方セミナー
　11月6日（火）14時～15時45分 　
区役所6階 　11月2日までに電話か
ファクスに  　　と参加人数、犬種、飼
育数、月齢を書いて区役所環境衛生係
（　847-8445 　846-5981）へ
■落語家さんのヘルパー修行日記
　「認知症介護は十人十色」
　11月7日（水）14時～15時30分 　
区民文化センターひまわりの郷 　250
人（先着）　10月12日8時45分から電
話か直接、またはファクスに  　　と年
齢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
　11月29日（木）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） 　11月5日10
時から電話で港南台第二保育園（　83
2-3309 　832-3198）へ ※土・日曜
日を除く10時～16時

■しかけカードを作ろう・
　絵本読み聞かせ
　11月17日（土）10時～11時30分 
　港南図書館 　小学生15人（小学1・
2年生は保護者同伴）（抽選） 　10月
31日までに申込書（区役所ほかで配
布）を郵送か直接、またはファクスかＥ
メールに  　　と年齢を書いて区役所
区民活動支援係（〒233-0003 港南
4-2-10、　847-8394 　842-8193 
　kn-dokusyo@city.yokohama.jp）へ
■あそびにおいでよ！
　こどもフェスティバル秋
　11月7日（水）10時15分～11時30
分（受付は10時から）※雨天の場合は
11月9日（金） 両日雨天の場合は中止
　野庭中央公園（バス停野庭中央公園
下車） 　未就学児と保護者 　当日直
接会場へ 　野庭第二保育園（　849-
1700 　842-9546）

■特設行政相談のお知らせ
国の仕事に関する相談など
　①10月11日（木）13時～16時②10
月17日（水）12時30分～16時30分 　
①区役所1階②日野南地域ケアプラザ  
　当日直接会場へ 　総務省神奈川行
政評価事務所行政相談課（　0570-0
90-110） 、区役所広報相談係（　847-
8321 　846-2483）
■冷蔵庫の大そうじ術
食品ロスの出ない冷蔵庫へ大変身！
　12月4日（火）10時～11時30分 　
消費生活総合センター（京急・地下鉄上
大岡駅下車） 　市内在住・在勤・在学の
人80人（先着） 　10月11日9時から
電話、またはファクスかＥメールに  　　
を書いて消費生活総合センター（　84
5-5640 　845-7720 　info@yoko
hama-consumer.or.jp）へ 　2～6
歳の子20人 ※10月31日までに申込
みを

港南区 ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

みんなで歩こう「港南ふれあいウォーキング」11月18日（日）開催

スタート▶笹野橋公園▶最戸橋▶ゴール （約1時間）
大岡川プロムナードを歩く比較的平たんなコースです。
最戸橋で折り返し、対岸コースを戻ります。

● 久良岐コース（約6km）
スタート▶最戸橋▶久良岐公園▶上大岡小学校前▶上大岡公園▶ゴール （約2時間） 
最戸橋までは大岡川コースと同じ。坂道や階段がある、歩きがいのあるコースです。

申込み不要！ 当日気軽に参加したい人はこちら 事前申込必要！ 引率ありで安心

く ら き

8時45分
100人（抽選）
11月1日（消印有効）までに はがき かファクス
か Eメール に住所・氏名・電話番号を書いて、
港南ふれあいウォーキング実行委員会事務局
（〒233-0003 港南4-2-10、　845-9809、
　kn-fureaiwalk@city.yokohama.jp）へ

対　象

集合時間

申込み

引率者やほかの参加者と話し
ながら、楽しく一緒に歩きま
しょう。

●ふれあいコース（約3km）● 大岡川コース（約3km）

8時45分～9時15分 ※スタートは9時25分、ゴール受付は12時30分まで
計400人（先着）
当日直接受付へ ※荒天中止。 開催の有無は当日8時から問合せを
横浜市コールセンター（　664-2525 　664-2828）

受付時間

集合・受付（スタート・ゴール）

対　象

申込み

問合せ

港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車）

※ルートは大岡川コースと同じ

家族や友人と区内を楽しく歩いてみませんか？ ぜひご参加ください。

※手話通訳などが必要な人は11月1日までにご連絡ください。ふれあいコース希望の場合は申込み時に併記してください

今年もスタンプラリーを行います。お楽しみに！
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港南区健康ランニング大会

いろどり

区役所区民活動支援係（　847-8395　　842-8193）
区役所障害者支援担当（　847-8459　　845-9809）

12月8日（土）13時～16時
港南スポーツセンター ※室内履きをお持ちください
区役所障害者支援担当（　847-8459 　845-9809）

問合せ

芸術の秋・スポーツの秋、港南区内でさまざまなイベントが開催されます。
いろんな秋を楽しみましょう。

区内で活動するスポーツ文化団体も紹介します！

充実のラインアップ！ 

グラウンドゴルフ

　港南区で文化活動を行う「こうなん文化交流協会」をはじめ、たくさんの
区民の皆さんが日頃の活動の成果を発表する場です。ステージ発表や作品
展示、お茶席など、さまざまなジャンルを楽しめます。
　文化の秋、すてきな発表や作品を見に行きませんか。
　ステージプログラムは、10月から区役所・区民利用施設で配布します。

　毎年1月に開催している「港南区健康ランニング大会」が、またやって来ます！
　区役所や区内の行政サービスコーナー、地区センターなどで配布している開催要項をご覧ください。

　区障害者団体連絡会主催のスポーツイベント。
毎年、地元の中学生や区内で活動している団体
など、多くのボランティアの皆さんに支えられて、
さまざまな競技が行われます。
　今年は誰もが気軽に楽しめるスポーツとして
注目のグラウンドゴルフや、東京パラリンピック
の正式種目でもあるボッチャが体験できるコー
ナーもあります。あなたも参加してみませんか？

グラウンドゴルフって？
　ゴルフのようにボールをクラブで打ち、ホールポストにホールインする
までの打数を競います。ルールがとても簡単で、難しい技を使わず、コー
スも自由に作れるため、その名のとおり地域のグラウンドで「いつでも」
「どこでも」「誰でも」できるスポーツです。

地域の仲間と楽しんでいます！
　日野地区では、障害者作業所「ジャンプ」とシル
バークラブ「日野第三やまゆり会」が、毎週月曜日、
日野中央公園でグラウンドゴルフを行っています。
　ジャンプのメンバーは、初めてのグラウンドゴルフに興味津々。日野
第三やまゆり会のメンバーから手ほどきを受け、楽しんでいます。

　障害者作業所利用者の皆さんの作品展示や活動紹介、作業体験
などを行います。また、障害者作業所の手作りのおいしいパンや、
かわいい雑貨なども販売予定です。
　この機会にぜひ、元気に活動する皆さんに会いに来てください。

ダンス・小学生俳句表彰・吟剣詩舞・
民謡舞踊・楽器演奏

11月3日（祝）
12時30分～18時40分
区民文化センター ひまわりの郷
ホール

Dance Dance Dance@YOKOHAMA2018
特別プログラムも！

民謡舞踊部会
　「日本の民謡と彩の舞」

吟剣詩舞部会
　NHK大河ドラマ「西郷どん」
をテーマにした構成吟の発表

8部会に分かれて練習や
イベントを行っています

もっと知りたい！ 
こうなん文化交流協会

入りませんか？ こうなん文化交流協会

音楽部会　美術部会　華道部会　茶道部会
民謡舞踊部会　吟剣詩舞部会　ダンス部会　文芸部会

所属団体
野球部　ソフトボール部　陸上競技部　サッカー部　ゲートボール部　硬式テニス部
ソフトテニス部　レクリエーション部　オリエンテーリング部　バレーボール部
バドミントン部　卓球部　剣道部　なぎなた部　相撲部　バスケットボール部

一般10.61kmに参加した区内在住・在勤・在学の希望者のうち男女上位入賞
者に、2019年開催の横浜マラソン（フルマラソン）出走権が付与されます！

連合町内会から選出された８人ずつのチームが、野庭の町を走ります。

初心者集まれ！ 港南区グラウンドゴルフ体験会
　道具の貸出しもあります。気軽に参加してください。

主なイベント
●スポーツ・エンジョイ・フェスティバル（10月）　●こども体操教室（1月）
●スポーツ指導者講習会（6月）　●小学生陸上教室（7月）　●少年野球大会（7月）
このほか各部が多くのイベントを開催しています。ぜひ参加してください。

スポーツ・エンジョイ・フェスティバルでお待ちしています！
　区体育協会の16の部のスポーツ体験コーナーのほか、
軽食などの屋台も出て、たくさんの人でにぎわいます。

もっと知りたい！ 港南区体育協会
　スポーツ情報誌「レ・スポールこうなん」（年1回発行）を
ご覧ください。区役所や区民利用施設で配布しています。

日 時

会 場

31年1月13日（日）8時45分から（受付8時から） ※荒天中止
野庭中学校（スタート・ゴール）～野庭団地・丸山台・日限山周回コース
ファミリー（小学1～3年生と保護者） 1．5km／
小学4～6年生 2km／中学生 3km／一般 5．36km／一般 10．61km

日 時

３１年１月１３日（日）12時から

港南区健康ランニング大会と同コース

日 時

場 所

場 所

種 目

港南区ART展

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
ギャラリー

日 時

会 場

こうなん華道展

11月9日（金）～12日（月）10時～18時
京急百貨店・ウィング上大岡 3階連絡通路
（京急・地下鉄上大岡駅下車）

日 時

会 場

日 時

問合せ

こうなん文化交流協会
（　・　844-9447）

問合せ

会 場

呈茶（300円）・
小学生俳句入賞作品展示

てい ちゃ

11月3日（祝） 呈茶 11時～16時
 展示 12時～17時
区民文化センター ひまわりの郷
ロビー・会議室

日 時

会 場

こうなん文化交流協会（　・　844-9447）問合せ 区体育協会（　840-3085 　840-3086）問合せ

11月1日10時から受付（先着）
電話（　0570-039-846）、
Famiポート、インターネットで

申込み

ファミリー 1,200円／小・中・高校生 800円／一般 1,800円
※申込みには別途手数料がかかります

参加料

区役所区民活動支援係（　847-8395 　842-8193）問合せ

こうなん文化交流協会は、文化振興と区民の相互交流を目的として、さまざまな文化活動をしています。

　「会報 ひまわり」（年1回
発行）最新号を10月から
区役所や区民利用施設で
配布します。

第40回港南区 ランニング 検索

スポーツエントリー 検索

　区ホームページにも掲載しています。

横浜マラソン2019チャレンジ枠あり（予定）

同日開催 応援しよう！ 区制５０周年記念 連合交流駅伝

10月14日（日）9時30分～14時

区社会福祉協議会（　841-0256 　846-4117）

日 時

問合せ

港南中学校グラウンド（地下鉄港南中央駅下車） ※雨天時は体育館会 場

11月11日（日）9時～11時45分
港南台第一中学校第2グランド
（港南台第二小学校隣、ＪＲ港南台駅下車）
グラウンドゴルフ初心者
各地区のスポーツ推進委員へ
区役所区民活動支援係（　847-8395 　842-8193）

日 時

問合せ

申込み

会 場

10月27日（土）10時～14時
横浜明朋高等学校（ＪＲ港南台駅下車）
※室内履きをお持ちください

日 時

会 場

対 象

こんにちは、港南区体育協会です

特

集

　お互いに刺激を受けたり、活動の成果を一緒に発表する
仲間を募集しています。「こうなん文化交流協会 入会のご
案内」（区役所・区民利用施設で配布）に付いている「払込
取扱票」に記入し、年会費を納入してください。
　個人会員 1,500円　団体会員(5人以上) 800円×人数

　昭和44年に港南区と同時に設立され、来年、区と一緒に50周年を迎える港南区体育協会。
区民のスポーツ振興と地域の発展・親睦を目的として活動しています。
　これからもどうぞよろしくお願いします！



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

横浜カレンダー　港南区　お届け便 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

横浜南税務署からのお知らせ

　横浜南税務署（　789-3731）

日　時

会　場

申込み

消費税軽減税率制度説明会

日　時

会　場

申込み

平成30年分年末調整等説明会
11月7日（水）
13時30分～16時
※13時受付開始
磯子公会堂
（JR磯子駅下車）
当日直接会場へ

10月23日（火）・24日（水）
14時～15時30分
※13時30分受付開始
横浜南税務署（シーサイド
ライン幸浦駅下車）
当日直接会場へ

■ふれあいまつり
　（東永谷地域ケアプラザ共催）
　フリーマーケット出店募集
　11月10日（土）10時～14時 　代
表者が20歳以上のグループまたは個
人16区画（抽選） 　1,000円 　10月
20日までに　に  　　と年齢、参加人
数、主な販売品を書いて施設へ
■「ふれあいまつり」
　漆塗ひょうたんストラップ作り
　11月10日（土）①10時30分～11
時30分②13時～14時 　小学生以上
各10人（小学1・2年生は保護者同伴）
（抽選） 　200円 　10月27日までに
　に  　　と学年または年齢、①②の
別を書いて施設へ
■おはなしの森
　「ふれあいまつり」スペシャル
　11月10日（土）①11時～11時30
分②12時30分～13時 　未就学児と
保護者各20組 　当日直接施設へ
■≪上永谷コミュニティハウス合同事業≫
わがまち港南 歴史ウォーキング
　（全3回）
　11月～31年1月の毎月第2水曜日 9
時30分～12時 　18歳以上16人（抽
選） 　1,500円 　10月31日までに　
に  　　と年齢を書いて施設へ

■港南地区センターまつり
　10月13日（土）・14日（日）10時～
17時 ※14日は15時まで 　当日直接
施設へ
■聞いてなるほど！
　「マヨネーズのお話し」
メーカーによる健康な食生活のための
講演
　10月30日（火）13時～15時 　20
歳以上20人（先着） 　10月11日13
時から電話か直接施設へ
■お・も・て・な・し英会話～2020
　（初級）（全6回）
　11月6日～12月11日の毎週火曜日
10時～11時15分 　15歳以上14人
（抽選） 　5,000円 　10月20日まで
に　に  　　と年齢を書いて施設へ
■音楽と落語の宅配便
　11月10日（土）14時～15時30分 
　50人（先着） 　10月20日13時から
電話か直接施設へ

■ゆるめて楽ちんストレッチ（全6回）
　10月22日～12月3日の11月19日
を除く毎週月曜日 13時～14時30分  
　50歳以上15人（先着）　1,800円 　
10月11日10時から電話か直接施設へ
■親子ふれあい・わくわく教室（秋）
　11月8日（木）10時30分～11時30
分 　1歳～2歳6か月の子と保護者12
組（先着） 　300円 　10月12日10時
から電話か直接施設へ
■「水回りのお手入れ方法」講座
　11月14日（水）10時～11時30分  
　20歳以上12人（先着） 　500円 　
10月17日10時から電話か直接施設へ
■秋の料理教室
　11月30日（金）10時～13時 　20
歳以上12人（抽選） 　800円 　11月
12日までに　に  　　と年齢を書い
て施設へ

〒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

■オータムジャズコンサート
　10月21日（日）14時～15時 ※13時
30分開場 　当日直接施設へ
■成年後見制度について
　11月4日（日）13時～14時 　20人
（先着） 　10月11日13時から電話か
直接施設へ
■ハーバリウムと過ごすクリスマス
　11月10日（土）9時～11時30分 　
20人（先着） 　2,700円 　10月11日
13時から電話か直接施設へ
■スマホを使いこなそう ～基本から
暮らしに役立つ使い方（全3回）
　11月7日～21日の毎週水曜日 9時
～11時30分 　スマートフォンを持っ
ている人15人（抽選） 　1,500円 　
10月22日までに　に  　　と年齢を
書いて施設へ

■永谷地区センターまつり
　10月13日（土）・14日（日）10時～
16時 ※14日は15時30分まで 　当
日直接施設へ
■オータムブラスフェスティバル
　11月4日（日）13時30分～15時30
分 　200人（先着） 　当日直接施設へ
■フリーマーケット出店者募集
　11月18日（日）10時～15時 　18
歳以上の個人・団体30区画（先着） 　
300円 　10月18日13時から電話か
直接施設へ
■キッズダンス教室（全5回）
　11月3日（祝）と11月11日～12月2
日の毎週日曜日 13時～14時 　5歳～
小学生20人（小学2年生以下は保護者
同伴）（先着） 　3,500円 　10月18
日13時から電話か直接施設へ

■芹が谷地域ケアプラザ団体発表会
歌や読み聞かせ、フラダンス発表など
　10月27日（土）9時30分～13時 　
当日直接施設へ

〒233-0006　芹が谷5-47-5
　823-7789　　823-7847

 休館：第2月曜日（10月のみ10月15日（月））

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

港南台地域ケアプラザ

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

日野南地域ケアプラザ

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

日限山地域ケアプラザ

〒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

〒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

■南部病院健康教室
　「白内障手術について」
眼科医師による講話
　11月17日（土）14時～15時30分  
　50人（先着） 　10月11日9時から
電話か直接施設へ
■ケアプラフェスタ
活動団体の発表やパネル展など
　10月17日（水）11時～18時 　港南
台バーズ（JR港南台駅下車） 　当日直
接会場へ
■歯のほのぼの相談室 特別版
　「嚥下体操」って知っていますか？
口腔外科歯科衛生士による講話
　10月27日（土）14時～16時 　15
人（先着） 　10月11日9時から電話か
直接施設へ
■港南台防災を考える会
医療・福祉施設、防災拠点についての
情報交換
　11月6日（火）18時～19時30分 　
30人（先着） 　当日直接施設へ

■なごみの会
介護者同士の情報交換
　10月18日（木）10時～11時30分 
　介護している人、介護に関心のある
人 　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
　10月25日（木）13時30分～15時  
　100円 　当日直接施設へ

■ケアプラ the ギャラリー
　11月3日（祝）10時～16時、11月4
日（日）9時～14時 　当日直接施設へ

■ひのみなみ　秋のコンサート
　11月17日（土）13時～16時 　当
日直接施設へ

えん  げ

こう  くう

〒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
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広 告

ウォーキング教室
～日々の歩きを運動に～

知って
得する

！

■開館20周年記念
　～港南台コミュニティハウス文化祭
作品展や発表会、物品販売など
　10月27日（土）・28日（日）10時～
16時 ※28日は14時まで 　当日直接
施設へ
■クイリング手芸の素敵な
　クリスマスグッズ（全2回）
　11月27日（火）、12月4日（火）10時
～12時 　18歳以上10人（先着） 　
1,000円 　10月11日10時から電話
か直接施設へ

■日限山コミュニティまつり
模擬店やバザー、ゲームなど
　10月27日（土） 10時～15時 　当
日直接施設へ
■津軽三味線コンサート
　11月3日（祝）14時～15時 　60人
（抽選） 　10月27日までに　に
を書いて施設へ ※はがき1枚につき2
人まで
■人形劇団どろんこ公演
　「あまんじゃくとうりこひめ」
　11月11日（日）11時～11時45分  
　3歳～中学生60人（未就学児は保護
者同伴）（先着） 　10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文化祭
作品展や発表会、模擬店など
　10月21日（日）9時30分～15時 　
当日直接施設へ
■手作りおもちゃをつくってあ・そ・ぼ！
レーシングカーをつくろう
　11月10日（土）10時～11時30分  
　未就学児と保護者15組（先着） 　
300円 　10月11日10時から電話か
直接施設へ
■くらしの達人DIY！
　キレイな障子の張替え
　11月24日（土）10時～12時 　18
歳以上15人（先着） 　500円 　10月
11日10時から電話か直接施設へ
■桜道ブックブック交換
家庭で読み終えた本の交換会。持込み
は1人5冊まで、持ち帰りは制限なし
　11月1日（木）～12月22日（土） 　
当日直接施設へ

■「お医者さんに聞こう」
　血圧のおはなし
　11月21日（水）13時15分～14時
45分 　35人（先着） 　100円 　10
月11日9時から電話か直接施設へ
■はじめての囲碁教室（全10回）
　11月～31年3月の毎月第2・4土曜
日 9時30分～11時10分 　初めて囲
碁をする70歳以上、小学生12人（先
着） 　10月11日9時から電話か直接
施設へ
■楽しい押花アート（全5回）
　11月24日、12月15日、31年1月26
日、2月23日、3月30日いずれも土曜
日 13時～15時 　65歳以上と障害の
ある中学生以上12人（先着） 　4,000
円 　10月11日9時から電話か直接施
設へ

■よこはまシニアポイント登録研修会
　11月13日（火）13時30分～15時30
分 　65歳以上50人（先着） 　10月
11日9時30分から電話か直接施設へ
■ボランティア見学会
　11月5日（月）10時15分～11時45
分 　10人（先着） 　10月11日10時
から電話か直接施設へ

■子育てサロン「おひさまクラブ」
　10月～31年3月の毎月第3月曜日
10時～11時45分 　おおむね1～3歳
の子と保護者 　当日直接施設へ
■公園であそびましょう
　10月～31年3月の毎月第4月曜日 
※12月のみ第2月曜日 10時～11時
30分 　笹下中央公園（バス停打越下
車）　未就学児と保護者 　当日直接施
設へ ※当日9時に雨天の場合は中止

〒233-0003　港南4-2-7
　845-4100　　845-4155

港南中央地域ケアプラザ

■お茶と練り切り
　～練り切り作って抹茶といただく
　11月9日（金）13時30分～15時30
分 　18歳以上10人（抽選） 　1,800
円 　10月31日21時までに電話か直
接施設へ
■パッチワーク de クリスマスリース
作ろう！（全3回）

　11月5日～12月3日の隔週月曜日
13時30分～16時 　18歳以上10人
（抽選） 　1,800円 　10月25日21時
までに電話か直接施設へ
■はじめてのスマートホン講座
　（各全2回）
①基本の使い方！②もっと活用しよう！
③LINEの基礎④LINEの応用
　11月12日（月）・19日（月）①9時30
分～12時③13時30分～16時/11月
26日（月）、12月3日（月）②9時30分～
12時④13時30分～16時 　18歳以
上各10人（抽選） 　1,800円 　10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」
絵の具あそび
　10月22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

■港南区社会福祉大会 講演会
港南区で共に生きる地域をみんなの
「参加の力」で創る
　11月29日（木）14時45分～16時 
　区民文化センターひまわりの郷  　
380人（先着） 　10月11日9時から電
話で施設へ
■障がい児・者ガイドボランティア研修会
　11月7日（水）10時30分～12時 　
ホンダカーズ横浜 港南店（バス停金井
下車） 　18歳以上20人（先着） 　10
月11日9時から電話か直接施設へ

■手打ちそば教室（全4回）
初心者コース
　①11月1日～22日の毎週木曜日②
12月6日～27日の毎週木曜日 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） 
　10月23日までに　に  　　と①②
の別を書いて施設へ

〒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

■上永谷コミュニティまつり
作品展、発表会、落語、バザーなど
　10月27日（土）・28日（日）10時～
16時 　一部有料 　当日直接施設へ
■フラダンスにチャレンジ！（全2回）
　11月6日（火）・13日（火）13時～15
時 　15人（先着） 　1,000円 　10月
11日9時30分から電話か直接施設へ

■来年の干支（亥）を木目込人形で
　（全2回）
　10月29日（月）、11月12日（月）13
時～15時30分 　20歳以上10人（先
着） 　2,800円 　10月11日9時から
電話か直接施設へ
■子育て支援 学ぶ！ 遊ぶ！ やかまし村
　（全4回）
講座や親子遊び
　10月31日（水）、11月21日（水）、12
月19日（水）、31年1月19日（土）10時
15分～11時30分 　開催時1歳～2歳6
か月の子と保護者10組（先着）　500円 
　10月11日9時から電話か直接施設へ
■野庭すずかけコミュニティまつり
ゲーム、発表、販売など
　10月27日（土）10時～15時 　一
部有料 　当日直接施設へ

■日野南ふれあいまつり
作品展、発表会、模擬店など
　10月27日（土）9時30分～15時 　
当日直接施設へ
■リラックス＆リフレッシュ
　「アロマ・ストレッチ」
　11月5日（月）10時30分～11時45分 
　20歳以上10人（先着） 　500円 　
10月15日9時から電話か直接施設へ
■パソコン講座「触ってみよう！ はじめ
てのタブレット＆スマホ」（全2回）
　11月20日（火）・21日（水）9時30分
～12時 　20歳以上10人（先着） 　
1,000円 　10月26日9時から電話か
直接施設へ ※タブレットの貸出しあり
■健康ウォーキングと転倒予防体操
（全9回）
　11月19日～31年3月18日の第1・
3月曜日 10時～11時45分 　60歳以
上25人（先着） 　2,000円 　10月
15日9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

〒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

〒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

え　  と い

〒233-0003　港南4-2-8
　841-0256　　846-4117

港南区社会福祉協議会

　10月30日（火）13時～15時
30分 　区役所6階 　区内在住
のおおむね40歳以上50人（先着）
　10月11日8時45分から電話
かファクスに  　　を書いて区
役所高齢者支援担当（　847-84
19 　845-9809）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

まっ ちゃ

す　てき
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■はまっ子読書の日記念
ブックトークの会
　11月3日（祝）①10時30分～11時
②13時30分～14時 　小学生以上各
30人（先着） 　当日直接施設へ
■講演会「港南の地を治めた人々」
11月17日（土）14時～16時 　40

人（抽選） 　500円 　10月31日まで
に　に  　　を書いて施設へ
■おとなが楽しむおはなし会
10月25日（木）10時30分～12時
30人（先着） 　10月11日9時30分

から電話か直接施設へ

■ボランティア育成研修会 講座
　「違い」から始めよう
さまざまな文化の違いを理解しよう
　11月10日（土）13時30分～15時
30分 　30人（先着） 　10月11日9時
から電話か直接施設へ

■ハロウィンを楽しむ寄せ植え教室
10月25日（木）10時～11時30分
12人（先着） 　1,800円 　10月

11日10時から電話か直接施設へ
■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
　10月20日（土）11時～13時 　小学
4年生以下の子と保護者20組（先着） 
　2,000円 　10月11日10時から電
話か直接施設へ
■ハロウィンの仮装で公園へ行こう
10月31日（水）14時～16時 　100

人（先着） 　当日直接施設へ
■「パークヨガ」
　屋外で行うやさしいヨガ教室
　11月17日（土）13時30分～14時
30分 　小学4年生以上20人（先着） 
　500円 　10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

■はっち祭
　10月14日（日）10時～12時 　港
南スポーツセンター 　当日直接会場
へ ※室内履き持参
■パパday「papa’sくらぶ」
10月20日（土）13時30分～14時30

分 　未就学児と父親 　当日直接施設へ
■ハロウィン撮影会
10月16日（火）～31日（水） 　未就

学児と保護者 　当日直接施設へ ※カ
メラ持参
■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
①10月12日（金）10時～11時②10

月17日（水）13時30分～14時30分③
10月23日（火）10時～11時④11月2
日（金）13時30分～14時30分⑤11月
7日（水）10時～11時 　①港南中央地
域ケアプラザ②④はっち③日下地域ケ
アプラザ⑤港南台地域ケアプラザ
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

■ベビーマッサージ（全3回）
11月9日・16日・30日いずれも金曜

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 　10月15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）
11月5日～12月10日の11月26日

を除く毎週月曜日 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 　10月15日9
時から電話か直接施設へ
■当日受付教室
ズンバ、ウェルビクス、ヨガ、お元気体操
　10月13日～12月22日の月・火・土
曜日 　有料 　当日直接施設へ ※日
時や費用、対象などの詳細は問合せを

■どやどや楽団のクリスマス
パーカッションコンサート
12月8日（土）①11時～12時②14

時～15時 　各320人（先着） 　2歳
以上500円 　10月12日10時から直
接、または同日14時から電話で施設へ
■新春 柳家一琴おもしろ落語講座
31年1月6日（日）①11時～12時②

14時～15時 　小学生以上各45人（先
着）　1,000円 　11月9日10時から直
接、または同日14時から電話で施設へ

■美文字をめざす筆ペン講座（全3回）
11月9日・16日・30日いずれも金曜

日 13時30分～15時30分 　15人
（先着） 　1,000円 　10月19日10時
から電話か直接施設へ

■窓にお絵描き
11月3日（祝）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
11月6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
　10月11日・18日、11月8日いずれ
も木曜日 11時～11時30分 　未就
学児と保護者 　当日直接施設へ

■わら細工 ～鍋敷き作り
11月25日（日）9時30分～12時

20人（小学生以下は保護者同伴）（先
着） 　500円 　11月1日9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

■舞岡ふるさと村さつまいも掘り
（個人）
10月20日（土）・21日（日）9時～11

時30分 　入園料200円、小学生以下
100円。販売5株700円 　10月12日
9時から電話で施設へ

■女性のためのパソコン講座
①Excel初級（全2回）②再就職・転職の
ためのパソコン講座（全5回）
①11月12日（月）・13日（火）②11月

21日（水）・22日（木）・26日（月）～28
日（水）10時～15時30分 　女性各12
人（先着） 　①10,800円②19,500円
（免除制度あり）  　10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

■マメ知識と豆腐作り体験
11月23日（祝）13時30分～15時

30分 　小・中学生と保護者12組（抽
選） 　500円 　11月9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

■アクアビクス教室（全8回）
11月2日～31年1月18日の11月

23日と12月21日～31年1月4日を除
く毎週金曜日  ①9時30分～10時30
分②10時40分～11時40分  　各35
人（先着） 　6,100円 　10月19日か
ら費用を添えて直接施設へ

〒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、
10月9日（火）・13日（土）

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

〒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
〒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

〒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

〒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：10月9日（火）

港南図書館

〒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

〒234-0051　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

■親子のためのフラダンス（全4回）
初心者コース
　11月8日～12月13日の11月15日、
12月6日を除く毎週木曜日 17時～18
時 　港南スポーツセンター 　5組（先
着） 　2,000円 　10月11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

■水彩画一日初心者教室
31年1月17日（木）9時30分～12時
区民文化センターひまわりの郷 　市
内在住の人15人（抽選）　300円  10
月31日までに　に  　　を書いて長栄
（〒234-0054 港南台4-5-10-505、
・ 833-9775）へ

■大人のための英会話・
韓国語入門講座（全8回）

①英語②韓国語
10月24日～12月12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） 　5,000円 　10月11日から
電話で国際文化交流協会の前田（
090-6489-2803、10時～17時）へ
■こども一日いけばな教室
（こうなん子どもゆめワールド）
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・中学生60人（先着） 　100円 　当
日直接会場へ 　こうなん文化交流協
会の中島（　・　833-5672）
■港南区ひまわりふれあい
ボウリング大会
11月4日（日）10時～12時30分

アカフーボウル（京急・地下鉄上大岡
駅下車） 　54人（先着） 　2,500円、
高校生以下1,900円 　10月11日9時
から電話かファクスで田川（　070-35
36-2388 　841-1102）へ

■区民企画運営講座 講演会
「なんのために生まれてくるの？」
　11月17日（土）18時30分～20時
30分 　ウィリング横浜（京急・地下鉄
上大岡駅下車） 　100人（先着）    800
円 　10月12日10時からファクスに
 　　  とメールアドレスを書いて廣瀬
（　090-8566-9870 　742-0644）へ
■バスで巡る「横浜の食と産業」
横浜醤油・崎陽軒工場見学
11月14日（水）8時50分～16時30

分 　区役所正面玄関前集合 　18歳
以上40人（抽選） 　10月25日までに
　に  　　と年代、性別を書いてこうな
ん区民利用施設協会（〒233-0003 港
南6-2-3 桜道コミュニティハウス内、　
847-5211 　847-5262）へ ※はがき
1枚につき2人まで
■はぁと交流会
バザーやステージ発表など
　10月27日（土）11時～15時 　港南
地域活動ホームひの（バス停公務員住
宅入口下車） 　当日直接会場へ 　港
南地域活動ホームひの（　・　846-57
84）

■こうなん 里山ハイキング倶楽部
碓氷峠遊歩道ハイキング
11月17日（土）7時～19時 　港南

ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車）
前集合 　40人（抽選）　6,500円 　10
月22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

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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