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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
11月の土曜開庁日　10日・24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10月1日現在）

世帯数…92,972世帯人口…213,952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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健康アクションこうなん５
～ふだんのくらしをけんこうに～…
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まず大きな声で「火事だ！」と周りに知らせてから、消火に当たります
校庭に消防車両。はしごの操作も見せてくれました
消防団員の説明に聞き入ったり、「これ何？」「あれは？」と質問攻めにしたりの参加者たち
煙を発生させたテントを前に、少々ひるみながらも興味津々です
煙から安全に避難する方法、体得できましたか？
今日学んだことが、もしものときに命を守る行動につながるかもしれません
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写真の説明

　下永谷連合町内会と下永谷地区社会福祉協議会の夏休み最後の行事「こどもの
ための防災教室」。東日本大震災の後、地域防災の意識が高まる中で、子どもが
自分自身の命を守るための取組、言い換えれば「未来を守る」ための取組として、
4年前に始めました。
　今年はおよそ100人の小学生が、3つの班に分かれて学校の中を移動しながら、
煙体験コーナーと消防車両見学、水消火器訓練に参加しました。身をもって経験
することによって、いざというときに体が動くのではないかとの思いから、講話を
聴くよりも実践することに重きを置いています。訓練を終え、消防署による講評
で「これからは自分で消火器使える人～？」との問い掛けに、子どもたちからは、
元気よく手が挙がりました。
　9月には、同じ学校の体育館で、大人の地域防災拠点運営訓練も行われます。
連合町内会こども部の齋藤さんは、「今後は、こどものための防災教室でも、ここ
に避難したことを想定した訓練をやっていきたい。災害が起こったときのことを、
家族と一緒に想像してほしいと思います。子どもたちが、地域の防災を支えてい
く力になってくれることを期待しています」と話してくれました。

未来を守る

下永谷地区
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今月お知らせしたい情報を掲載しています

この秋、
すてきな本との出会い

11月は読書活動
推進月間

港南図書館（　841-5577 　841-5725）
区役所区民活動支援係（　847-8399 　842-8193）

問合せ

　住宅用火災警報器は、平成18年6月に全ての住宅に設置が義務付
けられました。設置率の上昇に伴い、住宅火災の件数は減少傾向に
あります。
　一方で、設置が義務化されてから10年以上が経過しており、部品
の寿命や電池切れの時期が来ています。住宅用火災警報器は、10年
を目安に交換しましょう。また、定期的に点検し、作動しているか確
認しましょう。

　区内で本を読むことができる施設や、お話し会
を行っている団体をまとめた「読書マップ」を区
役所・区民利用施設で配布しています。区ホーム
ページにも掲載しています。

11月9日と3月1日は住宅用火災
警報器の「市内一斉点検の日」です

正常に作動
しますか？

11月1日（木）～30日（金） ※19日（月）は休館

港南図書館2階　おとなの本の展示コーナー

日時

会場

港南消防署（　・　844-0119）問合せ

港南図書館へ行こう！

点検方法

本に親しめる場所はほかにもあります！ 
読書マップ配布中

● 図書展示「読書の秋にこの本を！ ～本を選ぶための本」
「面白い本が見つからない」という人のために、本を紹介する本を
展示します。

11月14日（水）10時30分～11時

港南図書館1階　子どもの本のコーナー

未就学児と保護者

日時

会場

対象

● 秋をたのしむおはなし会
秋を感じるわらべうたや絵本を一緒に楽しみましょう。 ● 区役所こども家庭係

　　847-8413　月～金曜日
　8時45分～17時（祝休日を除く）

①ボタンを押すか、ひもを
　引きます
②警報音（ブザーや音声）を
　確認してくださいテストボタン

引きひも

地域で子どもの成長を
見守りましょう

11月は児童虐待
防止月間

区役所こども家庭係（　847-8413 　842-0813）問合せ

● 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

　虐待から子どもを守るためには、周囲の皆さんの「気
付き」がとても大切です。子どもや保護者の気になる様
子を見掛けたら、すぐに相談・情報提供してください。

区制50周年記念
特設花壇が区内3駅に！

彩り豊かに
お祝いしよう

区役所企画調整係（　847-8327 　841-7030）問合せ

　2019年の区制50周年を記念して、
上大岡駅・上永谷駅・港南台駅に特
設花壇を造りました。区内を花と緑
で彩る花壇をフォトスポットとして楽
しんで、みんなでお祝いしましょう！

　匿名でも構いません。連絡した人が特定されないよう、秘密
は守ります。

ノロウイルスに注意！感染を予防しよう

区役所食品衛生係（　847-8444　 846-5981）問合せ

お父さん、お母さん、地域の皆さん、
ひとりで抱え込まないで、話してみませんか？

オレンジリボン

ひろげよう  こどもをまもる  みまもりのわ  つながりのわ

ノロウイルスに感染、またはその疑い（おう吐や下
痢の症状）があるときに調理するのはやめましょ
う。感染を広げる可能性があります。

重要

1 石けんで手を洗おう
 …ウイルスを洗い流そう
 □ 帰宅した時 □ トイレの後　□ 調理の前
 □ 食事の前　□ 吐物やおむつの片付けをした後
 など

2 食品を十分に加熱しよう
 … 85～90℃で90秒以上
 特に、カキ、シジミなどの二枚貝
 などは、中心部までしっかり加熱！

3 次亜塩素酸ナトリウム（台所用の塩素系漂白剤など）または加熱で消毒しよう
 ※ノロウイルスには、逆性石けんやアルコール系の
 　消毒（殺菌）剤は効果がほとんどありません！

映像で確認しよう！ 「実践で学ぶ嘔吐物処理」（保土ケ谷区作成）
おう　と

吐物処理 横浜市 検索

消毒液は、必要なときに作りましょう。作り置きすると、効果が弱まるだけでなく、誤って
飲んでしまう事故にもつながります。注意

 ● ふだんの掃除用
調理器具やドアノブ、手すりなどの消毒

トイレの消毒や、便や吐物で汚れた
床などの消毒

水2Lに、
＋

水500mLに、

10mL

台所用
塩素系漂白剤

ペットボトルの
キャップに2杯

濃度
約5～6％

 ● 汚染がひどい場所用

港南区　ガーデンネックレス 検索

×

12月26日（水）まで期間

●京急上大岡駅 西口
●地下鉄上永谷駅 駅前広場
●JR港南台駅 港南台バーズ横

場所

詳しくは

　これからの季節、ノロウイルスによる胃腸炎が流行しやすくなります。感染を防ぐとともに、対処法を知っておきましょう。

横浜消防マスコットキャラクター
ハマくん



港南区版　／ 2018（平成30）年 11 月号　

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

　11月21日（水）、12月4日（火）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

11月12日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（　847-8438 　846-5981）へ

　11月30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

予約制

　11月12日（月）・30日（金）、12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

11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

　11月21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

11月14日～27日に電話で区役所
健康づくり係（　847-8438、8時45
分～17時）へ

　12月11日（火）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

　11月19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

区役所高齢者支援担当
（　847-8418 　845-9809）へ

　11月14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

　12月5日（水）9時～11時15分                                                      
　40歳以上40人（先着）　   胃部Ｘ線撮影：1,570円

11月12日～22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

■ 港南のみんなで「エコ活。」 
使用済み・期限切れの植物性てんぷら
油の回収。ペットボトルに入れて持参を
　11月28日（水）14時～15時30分 
イオンフードスタイル港南台店 ※

旧ダイエー港南台店（ＪＲ港南台駅下
車） 　当日直接会場へ 　区役所企画
調整係（　847-8328 　841-7030）
■ 食品衛生責任者等講習会
食中毒予防など食品衛生の講習
①11月28日（水）②12月14日（金）

14時～15時30分 　区役所6階 　区
内飲食店等に勤務している食品衛生
責任者など各30人（先着） 　11月12
日8時45分から電話で区役所食品衛
生係（　847-8444 　846-5981）へ
■ こうなん活動フォーラム 活動紹介展
11月26日（月）～30日（金）8時45

分～17時 ※初日は10時から、最終日
は15時まで 　区役所1階 　当日直接
会場へ 　区民活動支援センター（
841-9361 　841-9362）

■ 港南区 学校給食展
パネル展、給食の実物展示など
　12月6日（木）～12日（水）10時～
20時 ※最終日は14時まで 　京急百
貨店5階（京急・地下鉄上大岡駅下車） 
　当日直接会場へ 　区役所学校連
携・こども担当（　847-8393 　842-
0813）
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　11月22日（木）、12月6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）
■ グループトーク
「みんなで話そう！ 横浜での子育て」
31年1月16日（水）10時～12時 ※9
時30分開場 　区役所6階 　子育て中
の人など30人（先着） 　11月12日から
こども青少年局ホームページで 　こど
も青少年局企画調整課（　671-3722
663-8061） 　1歳以上の未就学児

5人（先着）、申込時に予約を

　犬がほえる原因を考え、取り除く工夫をしましょう。
専門家のアドバイスを受けるのもお勧めです。

　本来、犬の散歩は運動のためのもので、
排せつが目的ではありません。“排せつは
家で済ませてから”を習慣付けましょう。

横浜市  子ども・子育て支援事業計画 検索

　AIDS（エイズ）は、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に
感染することによって起こる病気です。

HIVと同時に、梅毒の検査も匿名で受けられます。ここ数年、20
～40歳代の梅毒感染者が増えています。感染しても自覚症状が
ないため、ぜひパートナーと一緒に検査を受けましょう。

12月1日は世界AIDSデー正しく
理解

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

レッドリボン

区役所環境衛生係（　847-8445 　846-5981）問合せ

犬の飼育は周囲への気配りを忘れずにペットと仲良く快適に
暮らすために 第2回

散歩のマナー

◆ 感染源は、主に3つ　性感染　血液感染　母子感染

◆ 無料検査を受けませんか？

◆ パネル展のお知らせ

エイズ抗体検査・梅毒検査（無料・匿名）

鳴いている理由は何ですか？

犬のふん放置防止の
プレート
無料で配布しています

◀

HIVは感染力が弱く、日常生活で、これら以外で感染することは
ありません。

申込み

毎週金曜日（祝休日を除く）13時30分～14時

区役所 前日12時までに区役所健康づくり係へ

日時

12月11日（火）～14日（金）期間 区役所1階会場

会場

退屈だよ
遊んでー

おなか
空いたよ

リードを短く持ち、人に危害
を加えないよう犬を制御。
広場などでも放さない

迷子札やマイクロチップ
で連絡先が分かるように。
「犬鑑札」と「注射済票」
を必ず着ける

散歩中にしてしまったふんを
持ち帰る袋や、尿を流すため
の水を入れたペットボトル

チャイムが鳴ったぞ。
誰か来たって知らせたら
褒められるかも

知らない人が見える。
追い払わなくちゃ

　                                                   区役所3階（健診・検査フロア）
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～ふだんのくらしをけんこうに～

あるこう！
毎日

なくそう！
たばこの煙

そして受けよう！
がん検診と健康診断

たべよう！
野菜

まもろう！
歯

18歳以上の市民が対象。歩数計の申込み
やアプリのダウンロードで参加できます。

どのくらい歩くと効果的？
子どもの成長のためにも大切な睡眠

詳しくは、

0
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港南ひまわり83運動

毎年恒例のウォーキングイベント。

港南区では、一人ひとりが健康づくりを実践できるよう、気軽に
できる行動を合言葉にした「健康アクションこうなん5」を広めています。

11月号では、健康な体づくりに重要な “あるこう！ 毎日”と
“やすもう！ しっかり”について紹介します。

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

港南区ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

（平成29年度 港南区区民意識調査より）

「なるべく体を動かしたり、運動をしている」
と答えた人の割合

　40歳代は、運動習慣のある人が半数程度にとどまって
います。ふだんの生活で、歩くことを心掛けてみましょう。

　運動することの大切さを分かっていても、時間をつくることができないと諦
めていませんか。毎日「歩く」ことを基本に、ちょっと意識を変えるだけで、
簡単に運動量を増やすことができます。今日から早速、実践してみませんか？

　毎日ぐっすり眠り、すっきり起きていますか。心と体の疲労回復に欠かせない質の良い睡
眠をとるために、今日から早速、実践してみませんか？

規則正しい生活リズム
　起床後、太陽の光を浴びることで、体内時計が調整されます。また、自然な
眠気は、朝、太陽の光を浴びてから、14～16時間後に起こるといわれています。
休日もなるべく平日と同じ時間に起きるよう心掛けましょう。

日中の活動
　日中、体を動かす
ことにより、睡眠を
深くすることができ
ます。ぐっすり眠る
ためにも、運動習慣
を付けましょう。

上手な昼寝
　日中、眠くなったときには、短
時間の昼寝が有効です。午後2
時くらいまでに眠り、30分くらい
で起きるのがお勧めです。それ
以降の時間や、長い時間寝てし
まうと、夜の睡眠に影響します。

　東京都健康長寿医療センター研究所 青柳幸利氏の研究によると、成人の場合、健康の維持・
病気の予防には、1日平均8,000歩（うち速歩き20分）が最も効果的といわれています。また、
75歳未満の人のメタボ予防には、1日平均10,000歩（うち速歩き30分）です！

　夜、寝ている間に成長ホルモンが分泌され、成長発達が促されます。健やか
な成長のために、早寝・早起きの習慣を付けるようにしましょう。
　子どもは、大人の生活リズムに影響されやすいので、家族全員で生活リズム
を見直してみませんか？

「休養や睡眠を十分にとっている」
と答えた人の割合

　40歳代は、ほかの年代と比べると休養がとれていない
という調査結果が出ています。熟睡感がない、眠れない
日が続いていたら、かかりつけ医に相談してみましょう。
　また、自分では気付きにくいこともあるため、周りの人
がふだんの会話からきちんと眠れているか、気に掛けて
あげることも大切です。

特 集

小学生の登下校時間
（朝8時頃と午後3時頃）を
目安に出掛けよう！

公園の遊具を使った全身運動
により、大人の脳の活性化や
子どもの脳の発達促進にも！歩数計を持つだけで、

歩数を意識するようになり、
約2,000歩増えるという
研究結果があります

いつもより少し遠回りして買い物に行く

歩数計を持とう！ 数字の「見える化」

手前のバス停や駅で
降りて歩く

家族や近所の人と
公園で体を動かす

エレベーターやエスカレーターを
なるべく使わない

83(ハチサン)太郎

横浜市　健康スタイル 検索

よこはまウォーキングポイント事業事務局
（　0570-080-130／681-4655
　  0120-580-376）
月～金曜日、9時30分～17時30分
※祝休日・年末年始を除く

問合せ

11月25日（日） よこはまウォーキングポイント
ご利用感謝キャンペーン
→詳しくは、11ページをご覧ください

探してみよう！

よこはまウォーキングポイント 港南ふれあいウォーキング

ふだんより
10分多く歩く
ことを意識！ 

歩数が約1,000歩
増えます 階段の昇降は

骨粗しょう症
予防にも！

ほかにもあるよ！ 大事なポイント

静かな環境に
　寝る前に穏やかな音楽を聞くなど、心身と
もにリラックスできる環境を整えましょう。

部屋の明かりを落として
　明るい照明は、交感神経が活発になり、眠
りを妨げる要因となります。寝床に入る1時
間前には、部屋の明かりを少し落としましょ
う。寝室の明かりは白色ではなく、電球色（だ
いだい色の光）にするのも効果的です。

室温・湿度を上手に調整
　季節に応じて暖房機やエアコン、加湿器な
どを上手に使って、心地よく感じる室温や湿
度に保ちましょう。

寝る前のスマートフォンや
テレビは控えよう
　特に、寝る1時間前は、スマートフォンやテ
レビ、パソコンなどの光を浴びないよう心掛
けましょう。ゲームも目がさえる要因になる
ので控えましょう。

お酒やカフェインは控えよう
　アルコールは睡眠を浅くし、利尿作用もあ
るので、睡眠中に目が覚めてしまうことが多
くなります。カフェインの覚醒作用は、摂取
してから約30分で起こり、4～ 5時間続くた
め、夕方以降はカフェインを多く含む飲み物
は避けましょう。また、たばこに含まれるニ
コチンもカフェインと同様、覚醒作用があり
ます。

寝る直前のひまわりくん。良い睡眠を
とるために、どこを見直したらよいで
しょう？ 5つあります。

やすもう！
しっかり

あるこう！
毎日

やすもう！
しっかり

意識して体を動かそう！ 睡眠は疲労回復の源！

40歳代が心配!?

自分の体調や体力
に合わせてコース
が選べます。
詳しくは、区役所
などで配布してい
るチラシをご覧く
ださい。



凡 

例
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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

■テーマはお楽しみ、東京外国語大学
名誉教授との横須賀歴史・文学散歩
　12月7日（金）9時45分～12時 　
京急横須賀中央駅東口改札前集合 　
20人（先着） 　500円 　11月22日13
時から電話か直接施設へ
■大人の習い事「おりがみ教室」（全3回）
　11月26日、12月10日・17日いずれ
も月曜日 13時～16時 　20人（先着）  
　2,000円 　11月11日13時から電
話か直接施設へ
■聖夜のおもてなしメニュー
　12月4日（火）10時～13時30分 　
16人（抽選） 　2,000円 　11月20日
までに　に  　　と年齢を書いて施設へ
■迎春の寄せ植え
　12月14日（金）10時～12時 　20
人（抽選） 　1,700円 　11月26日ま
でに　に  　　と年齢を書いて施設へ

■ダンスフェスタ in 野庭
　11月25日（日）13時～16時 　200
人（先着） 　当日直接施設へ ※上履
き持参
■「包丁の研ぎ方」講座
　12月5日（水）10時～12時 　20歳
以上12人（抽選） 　500円 　11月
20日までに　に  　　と年齢を書い
て施設へ
■「輝く迎春の寄せ植え」講座
　12月7日（金）10時～11時30分 　
20歳以上30人（抽選） 　1,700円 　
11月22日までに　に  　　と年齢を
書いて施設へ
■冬だ！ 男の料理教室
　12月12日（水）10時～13時 　20
歳以上の男性12人（抽選） 　800円 
　11月26日までに　に  　　と年齢
を書いて施設へ
■話題の映画を観よう！
上映作品：「家族はつらいよ2」
　12月13日（木）12時30分～15時 
　18歳以上50人（先着） 　11月24
日10時から電話か直接施設へ

■ダンスフェスタ
　12月9日（日）13時30分～15時30
分 　200人（先着） 　当日直接施設へ 
※室内履き持参
■①逆上がり教室 ②かけっこ教室
　12月22日（土）①9時20分～10時
20分②10時35分～11時35分 　①
小学1～3年生②5歳～小学3年生各
30人（小学2年生以下は保護者同伴）
（先着） 　500円 　11月19日13時か
ら電話か直接施設へ
■がやがやフェスタ
ワークショップやコンサート
　12月1日（土）14時～18時 　100
人（先着） 　当日直接施設へ
■パーティープレート作り教室
　12月16日（日）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） 　1枚900円ま
たは1,400円 　11月19日13時から
電話か直接施設へ
■薬膳料理教室
　12月4日（火）10時～13時 　18歳
以上20人（先着） 　1,000円 　11月
19日13時から電話か直接施設へ

■港南台ダンスフェスタ
　11月18日（日）14時～16時 　当日
直接施設へ
■手打ちうどんで年越し！
　12月27日（木）10時30分～13時
30分 　小学生と保護者8組（先着） 
　500円 　11月12日13時から電話
か直接施設へ
■大人のクリスマスケーキ
　12月19日（水）10時～13時30分 
　18歳以上12人（先着） 　1,500円 
　11月12日13時から電話か直接施
設へ
■クリスマスリースを作ろう
　12月12日（水）10時～11時30分 
　15人（先着） 　1,000円 　11月12
日13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

■クリスマスコンサート in 東永谷
　12月8日（土）13時30分から ※13
時開場 　200人（小学2年生以下は保
護者同伴）（先着） 　11月12日10時
から電話か直接施設へ
■生活を彩る季節の植物とハーブ講座
　～クリスマスのハーバリウムとエッグ
　ポマンダー作り（全2回）
　12月3日（月）、31年2月4日（月）9
時30分～11時30分 　20歳以上16
人（抽選） 　2,500円 　11月20日ま
でに　に  　　と年齢を書いて施設へ
■クリスマスケーキ作りにチャレンジ！
　12月9日（日）10時～12時 　小・中
学生12人（小学1・2年生は保護者同
伴）（抽選） 　500円 　11月26日ま
でに　に  　　と学年、保護者氏名を
書いて施設へ
■子ども書道教室
　「干支の書カレンダー」を作ろう
　12月22日（土）①11時～12時②
13時～14時③14時15分～15時15
分 　①1歳6か月以上の未就学児と保
護者10組②1歳6か月以上の未就学
児と保護者、小学1～3年生10組③小・
中学生10人（小学1・2年生は保護者
同伴）（抽選） 　300円 　12月10日
までに　に  　　と年齢、保護者氏名、
①②③の別を書いて施設へ

■横浜シニアボランティアポイント
　登録研修会
　12月7日（金）10時～11時30分 　
介護認定を受けていない65歳以上30
人（先着） 　11月12日10時から電話
か直接施設へ

■もちつき大会＆バザー
お餅の配布（1人1パック。無くなり次
第終了）やバザー、豚汁の販売など
　12月2日（日）11時～13時30分 　
当日直接施設へ

〒233-0006　芹が谷5-47-5
　823-7789　　823-7847
 休館：11月12日（月）・13日（火）

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〒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

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

日下地域ケアプラザ
〒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

■パパが主役の育児講座
　～父親を楽しもう（全2回）
①いざというときの子どもの守り方②
ほめる子育て、夫婦のパートナーシップ
　①12月1日（土）②12月8日（土）10
時～11時30分 　0～3歳の子と①父
親②両親15組（先着） 　11月12日9
時から電話か直接施設へ
■おもちゃの病院
壊れたおもちゃの修理。1人3点まで
　12月16日（日）10時～14時 　14
点（先着） 　部品代実費 　11月11日
9時から電話で施設へ
■冬のおはなし会
　12月11日（火）10時30分～11時
30分 　未就学児と保護者30組（先着） 
　100円 　11月13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
　31年1月18日（金）10時～11時30
分 　40人（先着） 　12月1日9時から
電話か直接施設へ
■なごみの会
介護者同士の情報交換
　11月15日（木）10時～11時30分 
　介護している人・これから介護をす
る人 　当日直接施設へ
■ママと子のおしゃべりサロン
マフラー作り
　11月27日（火）10時～11時30分 
　1～3歳の子と保護者 　100円 　
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
　11月22日（木）13時30分～15時 
　100円 　当日直接施設へ

■イチゴパフェ クリスマスコンサート
　12月16日（日）11時～12時 　80
人（先着） 　11月12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

え　 と

み
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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

よこはまウォーキングポイント ご利用感謝キャンペーン
歩数計を紛失・故障した人への販売、付属品の無償交換、各種相談や歩数計
アプリの新規登録サポートなどを行います。当日直接会場へお越しください。
11月25日（日）12時～17時 ※雨天実施
横浜橋通商店街協同組合事務所（地下鉄阪東橋駅1A出口下車）
ストラップ交換：100人（先着）、電池交換：200人（先着） ※要歩数計持参
歩数計販売：赤黒各25人（先着、既に参加登録している人限定）
よこはまウォーキングポイント事業事務局
（　0570-080-130 　0120-580-376）

〒234-0054　港南台3-3-1
834-3141　　834-3145

港南台地域ケアプラザ

■囲碁交流大会
12月2日（日）10時～15時30分

32人（先着） 　300円 　11月11日9
時30分から電話か直接施設へ
■クリスマスコンサート
12月9日（日）14時～15時 　50人

（先着） 　11月11日9時30分から電
話か直接施設へ
■0～3歳児 おやこであそぼ！
楽しいクリスマス会
12月6日（木）10時30分～11時30

分 　0～3歳の子と保護者15組（先着）  
　100円 　11月11日9時30分から
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）
　11月22日（木）10時30分～11時
30分 　0～3歳の子と保護者15組（先
着） 　当日直接施設へ

■おやこで簡単！ ブッシュドノエル
（切り株）のデコレーション
　12月16日（日）13時30分～15時 
　5歳～小学生と保護者10組（先着）  
　1,300円 　11月11日10時から電
話か直接施設へ
■クリスマススペシャル
おたのしみ人形劇
12月2日（日）11時～11時50分

50人（先着） 　11月11日10時から電
話か直接施設へ

■お正月に飾るシャドウボックス
（全2回）
12月4日（火）・11日（火）10時～12

時 　18歳以上10人（先着） 　2,000
円 　11月11日10時から電話か直接
施設へ
■初夏まで楽しむ！「お正月の寄せ植え」
12月5日（水）10時～11時30分

18歳以上12人（抽選） 　1,200円 　
11月24日までに　に  　　を書いて
施設へ
■さくらんぼひろば
クリスマス飾りを作ろう
12月10日（月）10時～11時30分
未就学児と保護者20組（先着） 

200円 　11月11日10時から電話か
直接施設へ

■南部病院健康教室
消化器内科医による胃がん治療の講話
　12月1日（土）14時～15時30分 　
50人（先着） 　11月12日9時から電
話か直接施設へ
■認知症家族のつどい
11月15日（木）10時30分～12時
認知症の家族を介護している人15

人（先着） 　11月12日9時から電話か
直接施設へ
■おひとりさまの会
お墓について考えてみませんか
　11月28日（水）10時～11時30分  
　一人暮らしの人30人（先着） 　11
月12日9時から電話か直接施設へ
■子育てサロン ぴょんぴょん
毎月第2水曜日 10時～11時30分
未就学児と保護者 　当日直接施設へ

■認知症予防 ～コグニサイズ講座
（全3回）
31年1月17日～31日の毎週木曜日

10時～11時30分 　おおむね50代
以上30人（先着） 　11月26日9時か
ら電話か直接施設へ
■クリスマス会
クリスマスのお菓子を作ろう
12月23日（祝）10時～12時 　小

学生以下10人（小学3年生以下は保護
者同伴）（抽選） 　300円 　11月22
日17時までに電話か直接施設へ

■排泄のトラブル困っていませんか？
恥ずかしがってはいられない、衛生用
品業者からの話を聞いて対策しよう
　12月11日（火）10時～11時30分 
　おおむね65歳以上30人（先着） 　
11月21日9時から電話か直接施設へ
■オレンジリボンたすきリレー応援
～秋の芋煮会他
11月11日（日）12時～15時 　一部

ブース有料 　当日直接施設へ
■お楽しみクリスマス会
12月13日（木）10時～11時30分
1～3歳の子と保護者30組（先着） 
300円 　11月11日9時から電話か

直接施設へ
■おはなしの風
11月16日（金）、12月7日（金）10時

30分～11時 　3歳以下の子と保護者 
　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

■おしゃれなクリスマスのインテリア
「ハーバリウム」作り
12月5日（水）10時～12時 　18歳

以上15人（先着） 　800円 　11月
12日9時から電話か直接施設へ
■無料法律相談
弁護士による相談会
　12月8日（土）13時30分～16時30
分 　12人（先着） 　11月15日9時か
ら電話か直接施設へ

■体験教室
来年の干支を和布で作る正月飾り
11月29日（木）13時30分～15時

30分 　30人（先着） 　1,000円 　
11月11日9時から電話か直接施設へ

■和太鼓コンサート「一心一打」
31年2月16日（土）16時～18時

小学生以上320人（先着） 　2,500円 
　11月16日10時から直接、同日14
時から電話で施設へ
■おどるアシ♪～オーボエ・クラリネッ
ト・ファゴットのかなでるハーモニー
31年2月9日（土）14時～15時

320人（先着） 　2歳以上500円 　
12月7日10時から直接、同日14時か
ら電話で施設へ
■ひまわりファミリーミュージカル
①一部「世界の歌」②二部「西遊記」
31年3月17日（日）①13時から②

16時30分から 　320人（先着） 　
2,500円 　12月7日10時から直接、
同日14時から電話で施設へ

〒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

■干支の折り紙で新年を飾ろう ～亥年
12月10日（月）13時30分～16時
18歳以上12人（抽選） 　500円

11月30日21時までに電話か直接施
設へ
■ママカフェ
子育ての悩みなどを話そう
　11月17日（土）10時～11時30分 
　小・中学生の保護者7人（先着） 　
100円 　当日直接施設へ
■ご近所お誘い講座 ～AED講習会
11月29日（木）10時～12時 　18

歳以上10人（先着） 　100円 　11月
12日10時から電話か直接施設へ

■歌と楽しむX’mas～みんなで歌おう
クリスマスと冬の歌
12月10日（月）10時30分～12時
20歳以上40人（先着） 　100円

11月11日9時から電話か直接施設へ
■ちびっこ集まれ！
人形劇やパネルシアター
11月26日（月）10時30分～11時

30分 　5歳以下の子と保護者100人
（先着） 　当日直接施設へ

■お正月を彩る寄せ植え
12月10日（月）10時～11時30分

20歳以上16人（先着） 　1,400円 　
11月12日9時から電話か直接施設へ
■おはなし会
11月21日（水）10時30分～11時

■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
11月28日（水）11時～14時 ※時

間内出入り自由 　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
〒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

〒234-0056　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

〒233-0002　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

〒233-0002　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

え　 と

はい せつ

未就学児と保護者 　当日直接施設へ
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■おはなしくまさん
　11月23日（祝）、12月7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
　11月25日（日）①14時30分～14時
50分②15時～15時30分 　①3歳以
上②5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
　12月6日（木）①10時～10時25分
②10時40分～11時5分 　4歳以下
の子と保護者 　当日直接施設へ
■おはなしひろばの会
　12月8日（土）①14時30分～14時
50分②15時～15時30分 　①3歳以
上②小学生 　当日直接施設へ

■セカンドライフセミナー
　11月29日（木）14時～16時 　市
内在住・在勤のおおむね60歳以上20
人（先着） 　11月12日8時30分から
電話でシルバー人材センター港南事
務所（　342-9600）へ

■リサイクル手芸教室
着物の端切れでネックレスを作ろう
　12月7日（金）9時30分～11時30
分 　15人（先着） 　500円 　11月
15日10時から電話か直接施設へ
■口笛ミニコンサート
　11月23日（祝）10時30分～11時
30分 　15人（先着） 　11月11日10
時から電話か直接施設へ

■パパday「papa'sくらぶ」
　12月8日（土）13時30分～14時30分 
　未就学児と父親 　当日直接施設へ
■はっちスポーツランド
　12月8日（土）10時15分～11時15
分 　2歳以上の未就学児と保護者 　
当日直接施設へ
■出張はっち in 京急ハグ・クミ・パーク
「わらべうたと“はりちゃん”工作で
カシャ！」
　11月14日（水）11時～12時 　京急
百貨店5階（京急・地下鉄上大岡駅下
車） 　未就学児と保護者 　当日直接
会場へ
■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
　①11月15日（木）10時～11時②11
月20日（火）13時30分～14時30分③
12月1日（土）10時30分～11時30分
④12月5日（水）10時～11時 　①日野
南地域ケアプラザ②③はっち④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

■どんぐり工作
ストラップを作ろう
　11月12日（月）～18日（日）10時～
16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
　12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
■ふれあい広場
紙芝居やパネルシアターなど
　11月15日（木）11時～11時30分 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ

■港南区ボランティアフェスティバル
ボランティア団体の活動紹介や展示、
物品販売など
　11月18日（日）12時～15時30分 
　港南中学校体育館（地下鉄港南中央
駅下車） 　当日直接会場へ
■善意銀行寄付者
　（30年2月1日～8月31日の受付分）
温かいご寄付をいただき、ありがとう
ございました
日野南連合自治会、上大岡芸能友の会 
会長 北見政喜、手作りおやつ工房とさ
か、港南区民謡民舞連合会、特別養護
老人ホーム野庭苑、港南区女性団体連
絡協議会、明るい社会づくり運動 港南
区協議会、株式会社 千歳観光、福祉保
健研修交流センター ウィリング横浜、
株式会社 清光社（順不同、敬称略）ほ
か匿名希望4人

■港南区産野菜直売会
　11月11日（日）9時～12時 　当日
直接施設へ
■フラワーアレンジメント教室
　「クリスマススワッグ（壁飾り）」作り
　11月22日（木）10時～11時30分 
　10人（先着） 　3,500円 　11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
　11月18日（日）11時～13時 　小学
4年生以下の子と保護者20組（先着） 
　2,000円 　11月11日10時から電
話か直接施設へ
■ラベンダーの
　フレッシュクリスマスリース作り
　12月4日（火）10時～11時30分 　
10人（先着） 　1,300円 　11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

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

日野中央公園

〒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
〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725

休館：11月19日（月）

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

〒234-0054　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

〒233-0003　港南4-2-8
　841-0256　　846-4117

港南区社会福祉協議会

■冬の事前受付教室
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、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
　31年1～3月 　有料 　11月17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
■冬休み短期教室 ①鉄棒チャレンジ
　②跳び箱チャレンジ（各全2回）
　12月26日（水）・27日（木）①9時30
分～10時45分②11時15分～12時30
分 　小学生各30人（先着） 　1,000
円 　11月28日9時から電話か直接施
設へ
■親子・ちびっこサッカー教室
　12月22日（土）①13時15分～14時
30分②15時～16時30分 　①4・5歳
の子と保護者20組②6歳～小学2年生
40人（先着） 　①800円②600円 　
11月29日9時から電話か直接施設へ
■年末SP「ひばりエクササイズ」
　12月21日（金）10時～11時15分 　
16歳以上60人（先着） 　300円 　11
月30日9時から電話か直接施設へ

〒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

〒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

■ 港南台地域元気フォーラム
まちづくりについてみんなで考えよう
　11月23日（祝）13時30分～16時30
分 　港南台地区センター 　40人（先
着） 　当日直接会場へ 　港南台タウン
カフェ（　832-3855 　832-3864）
■ クリスマス チャリティ コンサート
 We are the SANTA
小学生の合唱とオーケストラの演奏
　12月9日（日）14時～16時 　区民
文化センターひまわりの郷 　区内在
住の人391人（未就学児は保護者同伴）
（先着）　1,200円、中学生以下500円 
　11月11日9時から会場でチケット
販売 　港南区クリスマスチャリティコ
ンサート実行委員会事務局の勘山（　
713-8865）

■ 港南健康ウォーキングと
 さわやかスポーツ体験
　12月8日（土）9時30分～12時 ※荒
天の場合は12月15日（土） 　港南ス
ポーツセンター集合 　小学生以上50
人（小学生は保護者同伴）（先着）　100
円 　11月15日9時から会場へ直接、
またはファクスに  　　を書いて区さわ
やかスポーツ普及委員会事務局の小湊
（　080-4654-5191 　840-3086）へ
■ あそび・隊！ とあそぼう！ 拡大版
 ～おやこで楽しむクリスマス
パラバルーンなど
　12月8日（土）10時～11時30分 　
ウィリング横浜9階（京急・地下鉄上大
岡駅下車） 　2歳以上の子と保護者35
組（先着） 　600円 　11月12日から
電話であそび・隊！ の橋本（　090-54
38-6035）へ
■港南区「街の先生」の会フェスタ
①ギャラリー展示 ②ステージ発表
　①11月23日（祝）～27日（火）11時
～17時②11月24日（土）13時から ※
12時30分開場 　区民文化センター
ひまわりの郷 　②381人（先着） 　当
日直接会場へ 　吉岡（　843-6540 
　843-6546）

■ 港南茶会 一服のお茶のいやしを
　11月23日（祝）10時～15時 　かな
がわ平和祈念館（京急・地下鉄上大岡
駅下車） 　1,500円 　当日直接会場
へ 　こうなん文化交流協会茶道部会
の御園生（　842-9500）
■ コミュニティケアフェスタ
障害者施設の活動紹介や作業体験、雑
貨・パンなどの手作り製品販売
　12月8日（土）13時～16時 　港南
スポーツセンター 　当日直接会場へ  
　港南福祉ホーム（　・　832-9337）
※室内履き持参
■ こうなんの石仏探訪ツアー（日野）
　12月13日（木）9時30分～12時 　
バス停金井集合 　区内在住・在勤・在
学の人20人（抽選） 　300円 　11月
20日までに　 に  　　を書いて港南
歴史協議会の茅野（〒234-0055 日野
南5-13-12、　・　841-6773）へ
■ クリスマス・フラワーアレンジ
　12月20日（木）9時30分～12時 　
港南地区センター 　10人 　2,500
円 　12月16日までに電話、または
ファクスに  　　を書いてマリンブルー
会の山本（　090-7822-3737　 843
-1431）へ

■ みんなどうしてる？
 家事のことお金のこと
　①11月17日（土）13時45分～15時
30分②11月19日（月）10時～11時
45分 　①消費生活総合センター（京
急・地下鉄上大岡駅下車）②あーすぷ
らざ（ＪＲ本郷台駅下車） 　各30人（先
着） 　400円 　11月11日9時から電
話、またはファクスに  　　と①②の別
を書いて横浜友の会南方面リーダー
の石田（　・　893-1932）へ 　1歳以
上の未就学児、300円 ※申込時に問合
せを
■ 少年の体験活動
 “ちゃれんじゃーず冬休み活動”
野外活動、星座観察、森林ゲームなど
　12月26日（水）～28日（金） 　横浜
市少年自然の家「赤城林間学園」（群馬
県） 　小学3年生～中学生20人（抽選） 
　中学生18,000円、小学生16,000円  
　11月30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
  　  と学年を書いて港南区レクリエー
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。

かん やま

ち 　の

こ みなと




