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目指そう！犯罪に強いまち

もっと 愛あふれる♥
ふるさと港南に

……

2019年

・

月号

今回は、港南台駅。お話を聞かせてくれたのは、根本健一さん、寺田宏子さん、髙橋ツタさんの 3人です。

子どもの頃は、日野峰の自宅から日野小学校まで、毎日片道
4キロ歩いたという根本さん。その道のりは、水田の脇の砂利
道でした。屋根のふき替えや道路の普請などを「結い」
（互いに
力を貸し合う習慣）によって行う集落があり、
「良いあんばいで
すね」
「ご精が出ますね」などの挨拶が交わされていました。昭
和40年代に開発が始まり、根本さんは、風景を残しておこうと、
もともと好きだったカメラで多くの写真を撮影してきました。
かやぶき屋根の集落があった開発前。
冠婚葬祭も「結い仕事」でした

造成中の写真を見ながら、
「この頃は、雨が降ると泥んこでし
た」と寺田さん。初めてこの地を訪れたのは結婚前の昭和46
年、当時は崖の下にあった、夫の先祖の墓参りをした時でした。
地域に散在していた墓は、後に四ッ切（港南台二丁目）に集め
られました。48 年 4 月9日、国鉄根岸線開通に伴い、港南台駅
が開業。その 10 年余り後に転居してきた時には、港南台高校
（現在横浜明朋高校がある場所）と山手学院の間の一帯には新
しい家々が立ち並んでいました。
し

っ きり

開発で風景は大きく変わりました

▲ 昭和 40 年前後
（円海山へ続く長野の丘からの眺め）

◀ 宅地造成が完了する頃
（港南台五〜七丁目となる一帯）

開業当時の港南台駅と現在の港南台駅

港南台駅開業の翌年、入居が始まっためじろ団地に越してき
たのが髙橋さんです。当時は、駅のほかは「寺田酒店」と横浜
銀行があるくらいで「駅と団地が近く感じた」といいます。
「港
南台バーズ」前身の「港南台マート」が団地の近くにオープン
したので、必要な物はそこで買いそろえていました。港南台
第一小学校もできたばかり。児童はたくさんいましたが学童
保育はまだなく、保護者が模索しながら、子どもたちを見ても
らえる場所をつくっていきました。
寺田さんと髙橋さんは、退職後に民生委員・児童委員など
のつながりから、仲間を誘って歴史を学ぶグループを発足。
近くの榎戸遺跡から出土した土器を港南台地区センターまつ
りで展示するなどして、歴史への関心を深めてきました。そし
て、写真を通してまちの移り変わりを記録してきた根本さん。
港南区制 50 周年について、皆さんは「50 年、早いですね」。
「ぜ
ひ歴史を語り継いで、これからの暮らしに生かしていってほし
い」と話してくれました。

人口と世帯数

（平成31年1月1日現在）

港南区役所

人口…213,891人

世帯数… 93,071世帯

（前月比 -8人）

〒233-0003

港南区港南4 -2 -10

（前月比 ＋22世帯）

847-8484（代表電話）

【開庁時間】月〜金曜日 8時45分〜17時 ※祝休日・年末年始を除く

編集・発行

港南区役所広報相談係（

847-8321

846-2483）

現在のめじろ団地周辺

同じ記憶をたどりながら、
お互いの話で新たな発見も
（左から寺田さん、
髙橋さん、根本さん）

情報
発信中！

港南区ホームページ

港南区役所

検索

http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/

2 月の 土曜開庁日 9 日・23 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
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今月お知らせしたい情報を掲載しています

地域活動の
ヒントがいっぱい！

元気な地域づくり
フォーラム

春の火災予防運動
3月1日〜7日

「第 3 期港南ひまわりプラン（地域福祉保健計画）」をテーマに、地
域の取組をパネルディスカッションなどで紹介します。工夫した点や
苦労したこと、熱い思いなどを交えた他の地域の事例発表をヒントに、
自分たちの活動の幅を広げるチャンスです。

「火まわり」に気を付けて！

港南消防署では、区の花ひまわりにかけて「火まわり」の確認を呼
び掛けています。

火災を防ぐポイント
●

家の周りに燃えやすいものを置かない、ごみは指定された日時・
場所に出すなど、放火されない環境をつくる。

日

時

3月2日（土）13時30分〜15時30分 ※13時開場

会

場

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）

●

寝たばこは絶対しない。

内

容

・地域活動事例の発表
・ 中学生による取組発表
・「協働による地域づくり」の取組方針の共有 など

●

ストーブの周りは整理整頓。お休みの時はスイッチOFF！

●

電気コードは、束ねたままで使わない。コンセントやプラグにほこ
りがたまったままにしない。コードの上に家具を置かない。

当日直接会場へ

●

こんろなど、火を使っている時はその場を離れない。

申込み

3月1日と11月9日は住宅用火災警報器の「市内一斉点検の日」です

ひまわりの郷で
会いましょう！

住宅用火災警報器は、設置するだけ
でなく、定期的にテストし、正常に作動
しなければ交換しましょう。

港南消防署「火まわり」マスコット ラブちゃん
イラスト：安藤とねり子

問合せ

区役所地域力推進担当（

847-8383

841-7030）

問合せ

食べ物の「もったいない」を考えよう

港南消防署（ ・ 844-0119）

減らそう食品ロス

日本では
「本来食べられるのに廃棄される食品」
＝
「食品ロス」が年間約646万トン発生しています（平成27年度推計）。
これを1人当たりに換算すると、
毎日茶わん1杯のご飯の量（約139グラム）を捨てていることになります。食べ物を無駄なく消費し、食品ロスを減らす工夫をしましょう。

必要な物を必要な分だけ買おう！
●

買い物リストの作成

●

買い物前に冷蔵庫をチェックし、計画的に
買いましょう。
●

食材を無駄なく使い切ろう！
冷蔵庫の整理整頓
食材を詰め込まず、整理しておけば、冷蔵庫内が見や
すくなって、食べ忘れも防げます。
●「賞味期限が切れた」
⇒「捨てる」ではありません

食べ切れる量を買う

「ばら売り」や「食べ切りサイズ」などを
活用し、必要な分だけ買いましょう。

「賞味期限」は、書かれている方法で未開封のまま保存
していた場合に、おいしく食べられる期限です。賞味期
限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありま
せん。なお、「消費期限」は、書かれている方法で未開
封のまま保存していた場合に、安全に食べられる期限の

燃やすごみの中から見つかった手付かず食品

ことです。
問合せ

区役所資源化推進担当（

ペットと仲良く快適に
暮らすために

847-8398

842-8193） 資源循環局港南事務所（

832-0135

832-5204）

災害時に大切なペットを守るために

第4回

東日本大震災などの災害では多くの人命が失われるとともに、犬や猫など、たくさんの動物たちも被害に遭いました。
災害時にペットを守れるのは、飼い主だけです。大切なペットのために、対策を考えましょう。

ペットの防災用品を準備しておこう

災害時に困らないために日頃から心掛けよう

家で生活が続けられる場合も避難場所に行く場合も必要です。
最低でも5日分のペット用品を備えましょう。

●

食
住

医

□ フード、水（5日分以上）
□ フードや水を与える食器
□ ケージ
□ ケージを覆うタオル類、慣れた敷物
□ トイレ用品（ペットシーツ、新聞紙、
トイレット
ペーパー、猫用トイレ（箱）、猫用トイレの砂）

鑑札や注射済票（犬）、迷子札、マイクロチップを着ける
● 人に慣らす（家族以外の人にも）
ケージに慣らす
● トイレトレーニングをする
● 不妊去勢手術をする
● 基本的な健康チェック（必要なワクチン接種やノミ・ダニ駆除）
● 災害時に預けられる場所を確保する
●

□ 処方薬（1か月分あると安心）
□ ペットの記録（ワクチン接種・治療経過など）

その他 □ 首輪、
リード（引き綱）、ハーネス（胴輪）
□ 災害時ペット手帳
問合せ

港南区動物病院マップ
区内地域防災拠点と動物
病院の一覧が載っています

犬・猫 優良飼い主
災害対策編（地震）

区役所環境衛生係（

847-8445

846-5981）

リーフレットは区役所51番窓口で配布しています
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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
※特に記載のない場合は無料、
自由参加、締切日必着
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

みんなでつくる
ふるさと港南

都市マスタープラン港南区プラン改定原案にご意見を

昨年7月に作成した「横浜市都市計画マスタープラン港南区プラン改定素案」に対し、たくさんのご意見・ご提案をいただき、ありがとうござい
ました。
「横浜市都市計画マスタープラン港南区プラン改定原案」をとりまとめましたので、あらためてご意見を募集します。
平成30年８〜９月
改定素案への意見募集

今回！
改定原案への意見募集

港南区プランとは

意見募集期間

おおむね 20 年後の港南区の将来像を描き、それを実現するための
方針を示したもので、区のまちづくりを円滑に進めていくための 道し
るべ の役割を担います。
平成 17 年に策定されてから、10 年以上が経過した現在の港南区プ
ラン。市のさまざまな計画や社会情勢の変化、まちづくりの進展などに
対応するため、改定することとなりました。

2月4日〜 20日（消印有効）

意見募集方法
郵送、ファクス、または Eメール（様式は問いません）で区役所企画
調整係（〒233-0003 港南 4-2-10、 841-7030、 kn-kusei@city.
yokohama.jp）へ
※いただいたご意見は、個別に回答はしませんが、意見集としてまとめ
て公表します
※ご意見の提出に伴い取得した個人情報は「横浜市個人情報の保護に
関する条例」の規定に従い適正に管理し、内容に不明な点があった場
合などの連絡の目的に限って利用します

「改定原案」及び「改定素案に対する意見募集結果」の閲覧
2月4日から区ホームページ、区役所55番窓口、市庁舎（1階・6階）
ほかでご覧になれます。
港南区プラン

検索

問合せ

■区民企画運営講座 運営団体募集
身の回りや地域の課題を解決するた
めの連続講座を企画・運営する団体を
募集
区内在住・在勤・在学の人を含む3人
以上の団体8団体程度（選考） 事前
連絡の上、3月15日17時までに申込書
（区役所ほかで配布）を直接区役所54
番窓口へ
区役所区民活動支援係
（ 847-8399 842-8193）

区役所企画調整係（

■区民企画運営講座 発表会
「やった できた こんなこと」
2月15日（金）10時〜11時30分
区役所6階 区内在住・在勤・在学の
人90人（先着） 当日直接会場へ
区役所区民活動支援係（ 847-8399
842-8193）
■移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
2月21日（木）、3月7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（ 262-00
50 231-8299）

検診名など

平成31年度
港南区プラン改定

847-8319

841-7030）

■精神保健福祉講座 家族教室
家計相談支援員によるお金の心配事
の話
2月13日（水）14時〜15時30分
区役所6階 精神疾患のある人の家
族・支援者
前日までに電話または
ファクスに
を書いて区役所障害
者支援担当（ 847-8446 845-98
09）へ

日時・会場など

■健康講話
「毎日の生活から始める健康づくり」
がんとたばこの関係や認知症の話
2月23日（土）13時30分〜15時30
分
区役所6階
120人（先着）
当日直接会場へ 区役所健康づくり
係（ 847-8438 846-5981）

申込み

相談

一般精神保健相談

予約制

2月14日（木）
・27日（水）、3月5日（火）14時〜17時
区役所 4階

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

高齢者
精神保健相談

予約制

2月13日（水）13時30分〜17時
区役所 4階

区役所高齢者支援担当
（ 847-8418 845-9809）へ

2月12日（火）
・22日（金）14時〜17時
区役所 4階
市内在住の15〜39歳の人と家族

電話で区役所学校連携・こども担当
（ 847-8439 842-0813）へ

予約制

2月21日（木）9時15分〜11時
区役所3階（健診・検査フロア）

電話で区役所こども家庭係
（ 847-8410 842-0813）へ

なかよし
ブラッシング

予約制

2月12日8時45分から電話で
2月26日（火）10時〜11時30分
区役所3階（健診・検査フロア）
区役所健康づくり係
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）
（ 847-8438 846-5981）へ

離乳食教室

予約制

3月6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）

予約制

①3月12日（火）②3月15日（金）9時〜11時15分
①区役所3階
（健診・検査フロア）②西洗・港南プラザ自治会館（日限山4 -10-2）
40歳以上各40人（先着） 胃部Ｘ線撮影：1, 570円

ひきこもり等の困難を抱える
予約制
若者の専門相談
赤ちゃん・子ども

乳幼児歯科相談
（歯科健診あり）

がん検診

胃がん検診

未就学児

2月26日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（ 847-8438 846-5981）へ
①2月12日〜28日②2月13日〜3月
5日に電話で結核予防会（ 251-23
63、9時〜12時 ※土・日曜日、祝休
日を除く）へ

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
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犯罪件数が激減！

もっと

愛あふれる

「防犯パトロール」は、地域をみんなで
見回る防犯活動です。犯罪者を捕まえる
ことが目的ではなく、防犯意識の高い地
域であることをアピールし、人目を嫌う
犯罪者を寄せ付けず、犯罪を未然に防ぐ
ためのものです。

ふるさと港南に

区内では、自分たちが暮らすまちを自分たちの力で犯罪から守るため、自主的な防犯活動が活発に行われています。
中でも自治会町内会やシルバークラブなど100を超える団体が取り組んでいる「防犯パトロール」について紹介します。
問合せ 区役所地域運営推進係
（

847-8391

区内の窃盗犯※ 発生状況

さつき台自治会

※空き巣、ひったくり、オートバイ盗、自転車盗、車上ねらい

（件数）

4,000

3,624

犯罪発生件数が過去最多だった
平成 16 年以降、地域での防犯活動が
活発になりました

3,000
2,000
1,829

500

1,854

1,403

1,060

1,061

平成 16 年

18 年

20 年

22 年

24 年

26 年

みや

672

28 年

29 年

防犯

宮谷町内会
吉原西町内会
清掃活動もしながらパトロール！
まちの美化にも貢献

上大岡第一町内会

ごみ拾いしながらパトロール！
区制 50 周年の PRも

792

がや

女性も率先してパトロール！

たかのす自治会

合同パトロールでは
警察・区役所との意見交換も

パトロール中に
消火栓の点検も実施

およそ
8 割減

しき

雑色南自治会

青木町内会

2019（平成31）年 2 月号

1,000

842-8193）
ぞう

／

広い範囲を班に分かれて
くまなくパトロール！

上大岡駅周辺も
しっかりパトロール！

昨年 10 月から11 月にかけて地域・警察署・区役所が合同で行ったパトロールには、64 の自治会町内会などから申込みがあり、
地域の皆さん延べ約 1,200 人が参加しました。防犯パトロールに参加した皆さんは、
「地域に顔見知りが増えて情報交換ができる」
「自分が暮らすまちの安全につながる」
「軽い運動ができて健康にも良い」など、いきいきと活動していました。
お住まいの地域の防犯パトロールについては、自治会町内会または区役所地域運営推進係にお問い合わせください。

日野南地域安全・
安心まちづくり協議会

合同パトロールには日野南小
3・4 年生も参加！

パトロールで健康づくり！
？

一人から始められる！ 小学生の登下校時間に合わせた見守り活動

パトロールに参加すると、軽いウォーキングになる
という話をよく聞きます。体を動かすことの大切さ
を分かっていても、継続するのは難しいと感じている
皆さん、健康のためにパトロールを始めませんか？

港南ひまわり83 運動は、犬の散歩や買い物、家の周りの掃除など、外での用事を小学生
が登下校する時間帯（朝 8 時頃と午後 3 時頃）にしようというものです。

ハチサン

動 反射材」を
「港南ひまわり 83 運
ント！
先着 50 人にプレゼ

平日毎日実施！合同パトロール
では地域ケアプラザも一緒に

黄金苑自治会･
芹が谷台自治会･
三井団地自治会

3自治会が合同でパトロール！

皆さんと一緒に取り組みます 〜港南警察署〜
日頃から地域での防犯活動にご尽力いただき、ありがとうございます。皆さん
の協力なくして「安全・安心なまち港南」を実現することはできません。83運
動をはじめ、防犯パトロール、防犯サミットなどの活動が顔の見える関係づくりへ
とつながり、それが地域全体に広がることで、犯罪の起こりにくいまちづくりへと
発展していきます。小学校の登下校時間に、自宅前で子どもたちに声を掛ける
だけでも、防犯になります。一人ひとりの防犯意識を高めるためにも、より多く
の皆さんに身近なところから防犯活動に参加していただきたいと思います。
港南警察署も、皆さんと一緒に各種防犯活動に取り組んでいきます。

港南警察署 生活安全課の皆さん

港南ひまわり83 運動に協力してくれる人に、
83 太郎の反射材をプレゼントします！
※1 人 1 個、無くなり次第終了

桜台自治会
自主防犯パトロール隊

西港南台自治会

ハチサン

83 太郎

野庭住宅第六自治会
ふだんの見回り活動にも
力を入れています！

平成 17 年から続けて
パトロール回数 700 回を達成！

天気が良ければパトロール中に
富士山が見えることも！

港南ひまわり83 運動
推進キャラクター

受渡し期間：2 月12日（火）から ※土・日曜日、祝休日を除く
受渡し場所：区役所 5 階 54 番窓口

港南区ウォーキング推進キャラクター
ひまわりくん

日限山歩こうクラブ

上永谷富士見台自治会

野庭団地第八自治会
合同パトロール後は
警察・区役所と意見交換

空き巣への注意喚起など
声掛けしながらパトロール！

自治会町内会・郵便局・警察が協力！
詐欺犯罪にも強いまちづくり 〜シルバーサミット〜
地域の防犯活動の一つに、詐欺の防止を目的に、自治会町内会・区
内郵便局・港南警察署が共同で開催するシルバーサミットがあります。
東芹が谷町内会でのシルバーサミットは、ビデオ鑑賞、寸劇などを
通して詐欺の手口を知るほか、グループに分かれて、
「一人ひとりが詐
欺に遭わないためにはどのように気を付けたらいいか」意見を出し合
います。参加者の皆さんが、それをご近所に伝えていくことで、地域
全体で詐欺の抑止効果を高めています。

港南区安全・安心情報メール配信サービス
区内で発生した犯罪情報、災害情報、
台風接近に伴う避難勧告などの情報を
区役所から配信するサービスです。バー
コード認 識 機 能 の つ いた携 帯 電 話を
持っている人は、右
のコードを読み取り
空メール送信してく
ださい。

きます！
こんなメールが届

本日、区内で振り込め詐欺
の電話が多数かかっていま
す。犯人は、息子を名乗り
「かばんを失くして見つか
らない」と電話してきます。
不審な電話はすぐに切り、
警察に連絡しましょう。
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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

凡 例

日時
会場
対象・定員
費用
申込み
往復はがき
はがき
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」

港南台地区センター

港南地区センター
〒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）

■わたしにご褒美「春のフレンチ」
3月18日（月）10時〜13時30分
20歳以上16人（先着） 2,500円
2月25日13時から電話か直接施設へ
■身近な美の相談会
「5歳若返るフェイス・アップ」
3月7日（木）10時〜11時
30人
（先着） 500円 2月14日13時か
ら電話か直接施設へ
■庭造り剪定講座のために
〜夢窓疎石の庭を観る
（全2回）
①座学②瑞泉寺庭園見学
①3月13日（水）13時〜15時②3月
20日（水）9時30分〜12時 ②ＪＲ鎌
倉駅東口集合
20歳以上15人（先
着） 1,000円 2月20日13時から
電話か直接施設へ
■プロに習う
「包丁研ぎ」
3月6日（水）10時〜12時
20歳
以上16人（先着） 500円 2月13
日13時から電話か直接施設へ
せん てい

む

そう

そ

せき

み

横浜カレンダー

港南区 お届け便

検索

消印有効
電話番号
ファクス番号
問合せ
保育あり
※特に記載のない場合は無料、
自由参加、締切日必着
Eメールアドレス

東永谷地区センター

野庭地区センター

〒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）

〒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）

〒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）

■地区センターまつり
作品展示、舞台発表、模擬店など
2月23日（土）
・24日（日）10時〜17
時 ※24日は15時30分まで 当日直
接施設へ
■≪永谷地区センターとの合同開催≫
レディース麻雀大会
【予選】3月2日（土）①10時〜13時
②14時〜17時【決勝】3月29日（金）
10時〜15時 18歳以上の女性各16
人（先着） 500円 2月12日13時
から電話か直接施設へ
■劉先生のパンダまん教室
3月23日（土）10時〜13時 小学
生と保護者6組（先着） 1,000円
2月12日13時から電話か直接施設へ
■真冬のハワイアンキルト・がま口
3月6日（水）12時〜15時
18歳
以上15人（先着） 1,000円
2月
12日13時から電話か直接施設へ

■映画上映会「母べえ」
3月16日（土）9時30分〜12時
中学生以上50人（先着） 2月12日
10時から電話か直接施設へ
■子ども映画上映会「ピーターラビット」
3月16日（土）13時30分〜15時30
分 3歳以上50人（小学2年生以下は
保護者同伴）
（ 先着） 2月12日10時
から電話か直接施設へ
■おひるねアート撮影会
〜頑張るママへのご褒美は
赤ちゃんの可愛い笑顔です
3月21日（祝）①10時〜11時②13
時〜14時
2か月〜2歳の子と保護
者各6組（先着） 500円 2月21日
10時から電話か直接施設へ
■歌声サロン 〜春夏ソング（全6回）
4〜9月の毎月第1月曜日 13時〜
14時30分 60歳以上50人（抽選）
2,000円
3月19日までに に
と年齢を書いて施設へ

■＜野庭団地青少年指導員協議会・野
庭住宅青少年指導員協議会 共催＞
みんな集まれ！「ゲームとスポーツ
で楽しもう！」
3月9日（土）10時〜12時 小学生
以下（小学2年生以下は保護者同伴）
当日直接施設へ ※上履き持参

マージャン

りゅう

かわい

永谷地区センター
〒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）

横浜南税務署からのお知らせ
■税務署の申告書作成会場を2月18日（月）から開設
日 時 2月18日
（月）〜3月15日（金）9時15分〜17時（土・日曜日を除く。

ただし、2月24日と3月3日は開場）※受付は8時30分から16時まで

※混雑状況により早めに締め切ります。16時までにお越しください
※駐車場が満車の場合、入庫待ちはできません。公共交通機関をご利用ください
※確定申告書などを提出する際は、
マイナンバーの記載と本人確認書類の提示
または写しの添付が必要です

■医療費控除を受ける給与所得者は、区役所でも申告書の
作成・提出ができます
日 時 2月18日
（月）
〜3月15日
（金）9時〜11時30分、13時〜16時30分

※土・日曜日を除く

持ち物 ①平成30年分の給与所得の源泉徴収票
（原本）

②医療費控除の明細書（平成29年分の確定申告から、領収書の提
出の代わりに
「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください）
③健康保険や生命保険などで医療費が補てんされた場合は、その
金額が分かるもの
④印鑑と納税者本人の受取口座の金融機関名・支店名・口座番号
が分かるもの
⑤マイナンバーに係る本人確認書類の写しなど
問合せ 横浜南税務署
（

789-3731）

■≪港南台地区センターとの合同開催≫
レディース麻雀大会
【予選】3月1日（金）①10時〜13時
②14時〜17時【決勝】3月29日（金）
10時〜15時 決勝は港南台地区セ
ンター 18歳以上の女性各16人（先
着） 500円 2月14日13時から電
話か直接施設へ
■ 大人のアクセサリー教室 〜キラキ
ラペンダントや指輪を作ろう
3月14日（木）10時〜11時30分
小学生以上12人（先着） 2,100円
2月14日13時から電話か直接施設
へ
■絵画教室
3月28日（木）13時30分〜15時
18歳以上12人（先着） 1,000円
2月14日13時から電話か直接施設へ
■光るスライムを作ろう
3月31日（日）10時〜11時30分
小学生12人（先着） 500円
2月
14日13時から電話か直接施設へ
マージャン

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

日限山地域ケアプラザ
〒233-0015 日限山1-66-55
827-1870
827-1872

■よこはまシニアボランティアポイン
ト登録研修会
3月28日（木）10時〜12時 市内
在住の65歳以上40人（先着） 2月
12日9時から電話か直接施設へ

港南台地域ケアプラザ
〒234-0054
834-3141

港南台3-3-1
834-3145

■ 南部病院健康教室 〜「がん」
と診断
されたとき、
あなたは…
とう つう
がん性疼痛看護認定看護師による講話
3月2日（土）14時〜15時30分
50人（先着） 2月12日9時から電話
か直接施設へ
■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
3月5日
（火）
10時〜11時30分 0・
1歳の子と保護者30組（先着） 300
円 2月12日9時から電話か直接施
設へ
■認知症家族のつどい
3月14日（木）10時30分〜12時
認知症の人、介護をしている男性15人
（先着） 2月12日9時から電話か直
接施設へ
■ボランティア交流会
3月13日（水）14時〜16時 50人
（先着） 2月12日9時から電話か直
接施設へ

芹が谷地域ケアプラザ
〒233-0006 芹が谷2-16-12
828-5181
828-5182

■みんなのいこい場
毎月第1・3水曜日 11時〜14時
100円 当日直接施設へ

港南区版

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003
845-4100

港南4-2-7
845-4155

■介護予防講座「春一番コンサート」
3月17日（日）13時30分〜15時30
分 おおむね65歳以上40人（先着）
2月12日9時から電話か直接施設へ
■老後応援寺小屋 〜想いを伝えて
後見や信託の話
3月3日（日）13時〜14時30分
35人（先着） 2月13日9時から電話
か直接施設へ
■冬の文化祭
貸室登録団体による発表会
2月23日（土）13時〜16時 当日
直接施設へ
■ママといっしょ
歌って遊んでスキンシップ
3月4日
（月）10時30分〜11時30分
0歳の子と保護者15組（先着）
200円 2月12日9時から電話か直
接施設へ

下永谷地域ケアプラザ
〒233-0016 下永谷3-33-5
826-2640
826-2641

■絆塾♥下永谷 サバイバル体験会
謎解きウォーキングとクッキング
3月23日
（土）9時30分〜12時30分
50人（小学3年生以下は保護者同
伴）
（ 先着） 2月12日10時から電話
か直接施設へ
■子育てサロン
「ポケットパーク」
（全10回）
絵本の読み聞かせや手遊びなど
4月〜2020年3月の8・11月を除く
毎月第4木曜日 10時30分〜11時30
分 4月1日時点で2・3歳の子と保護
者30組（抽選） 3月10日 までには
がきを持って直接、または に
と子の名（ふりがな）
・生年月日を書い
て施設へ
■講演「認知症によるうつ状態と
うつ病の違い」
2月27日（水）15時〜17時 30人
（先着） 2月12日9時から電話か直
接施設へ

日野南地域ケアプラザ
〒234-0055 日野南3-1-11
836-1801
836-1813

■みんなで考えよう！やってみよう！
サバイバル体験
避難所運営ゲームとサバイバルクッキ
ング
3月10日（日）10時〜13時 50人
（先着） 100円 2月12日9時から
電話か直接施設へ

上大岡コミュニティハウス

野庭地域ケアプラザ
〒234-0056
848-0111

／

野庭町612
848-0106

■なごみの会
介護者同士の情報交換
2月21日（木）10時〜11時30分
介護をしている人、介護をする予定の
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
2月28日（木）13時30分〜15時
100円 当日直接施設へ
■ママと子のおしゃべりサロン
2月26日（火）10時〜11時30分
1〜3歳の子と保護者
当日直接施
設へ

上永谷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
ひな

■ちらし雛ケーキを作って食べよう
2月28日（木）10時〜12時30分
0〜3歳の子と保護者15組（先着）
100円 2月11日9時30分から電話
か直接施設へ
■上永谷サロン 歌声広場
ピアノ演奏で歌いましょう
3月14日（木）10時30分〜11時30
分 30人（先着） 2月11日9時30
分から電話か直接施設へ
■折り紙で雛飾りを作ろう
2月24日（日）10時〜12時
4歳
以上15人
（未就学児は保護者同伴）
（先
着） 300円 2月11日9時30分か
ら電話か直接施設へ
■上永谷サロン
介護保険サービスの使い方
3月26日（火）10時30分〜11時30
分 30人（先着） 2月11日9時30
分から電話か直接施設へ

桜道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）

■ すてきなハンドメイド！〜トラプント
キルトのティーマット
（全2回）
3月8日
（金）
・22日
（金）13時〜15時
18歳以上8人（先着） 1,000円
2月11日10時から電話か直接施設へ
■さくらんぼひろば
親子遊びとミニ運動会
3月11日（月）10時〜11時30分
未就学児と保護者20組（先着） 200
円 2月11日10時から電話か直接施
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）

■春休み体験教室
〜イチゴのショートケーキを作ろう
3月23日（土）13時30分〜15時30
分
小 学 3 年 生 以 上 7 人（ 抽 選 ）
500円 3月10日21時までに電話か
直接施設へ

日野南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）

■終活セミナー「エンディングノートを
書いてみよう！」
3月11日（月）10時30分〜12時
40歳以上20人（先着） 2月12日9
時から電話か直接施設へ
■楽しく学び、賢く備える防災講座
「災害時の対応＆保存食の試食会」
3月9日（土）10時〜11時30分
20歳以上20人（先着） 2月12日9
時から電話か直接施設へ
■おはなし会
2月20日（水）10時30分〜11時
未就学児と保護者 当日直接施設へ
■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
2月27日（水）11時〜14時 ※時間
内出入り自由 当日直接施設へ

港南図書館
〒234-0056 野庭町125
841-5577
841-5725
休館：2月12日
（火）

■港南区読書活動 推進事業
「親子で楽しむわらべうた」
（全2回）
2月27日（水）、3月6日（水）10時〜
11時 区内在住の1・2歳の子と保護
者15組（先着） 2月13日9時30分
から電話か直接施設へ

港南台北公園 こどもログハウス
〒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）

■えほんの読み聞かせ会
3月5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
2月14日（木）
・21日（木）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
3月2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

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（平成31）年 2 月号

地域子育て支援拠点 はっち
〒234-0051 日野2-4-6
840-5882
848-0688
休館：祝休日、日・月曜日、2月12日
（火）

■孫育て講座
〜知っておきたい今どきの子育て！
お孫さんとの時間を楽しむコツ
3月5日（火）13時30分〜15時30
分 これから孫を迎える人、孫のいる
人など15人（先着） 2月13日10時
から電話か直接施設へ
■プレパパ・プレママ・おじいさん
・
もく よく
おばあさんのための初めての沐浴
体験
3月16日（土）13時〜15時
第1
子を妊娠中の人と家族20人（抽選）
2月13日10時〜22日17時に電話か
直接施設へ
■横浜子育てサポートシステム
予定者研修会（全3回）
子どもを預かる提供会員になるための
研修
①3月13日（水）10時15分〜13時
55分②3月14日（木）10時15分〜15
時5分③3月15日（金）10時15分〜
15時30分 20歳以上 3月5日ま
でに専用電話（ 515-7306）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
①2月16日（土）13時30分〜14時
30分②2月22日（金）10時〜11時③
3月2日（土）10時30分〜11時30分
④3月6日（水）10時〜11時
①③
はっち②港南中央地域ケアプラザ④
日下地域ケアプラザ 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

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祭り
日本語で話そう、民族舞踊、文化体験
など
3月3日（日）10時〜15時 当日直
接施設へ
■ネイティブに学ぶ外国語教室
（全30回）
英語、
スペイン語、韓国語、中国語
4月〜2020年3月 5〜18人（抽
選） 21,600円（別途教科書代） 2
月24日までに に
と性別・年
齢、希望教室番号・教室名、広報よこは
まを見て申し込んだ旨を書いて施設
へ ※開催日時など詳細は問合せを

2019（平成31）
年 2 月号

老人福祉センター 蓬莱荘
〒234 -0054 港南台6-22-38
832-0811
832-0813
休館：第4火曜日

■趣味の教室 受講生募集
ペン毛筆習字、水彩画、水墨画、絵手
紙、鉛筆スケッチ、英会話、韓国語、
コー
ラス、社交ダンス、詩吟、健康マージャ
ン、
ヨガ、
フラダンス、太極拳、
うたいそ
う、ゆっくり体操、音楽で脳トレ
4〜9月 市内在住の60歳以上（抽
選） 教材費 2月15日から28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港南の歴史（全6回）②ぶらっと歴史
散歩・鎌倉（全4回）③楽しい似顔絵（全
4回）④ノルディックウォーク（全6回）
⑤60歳から始めるパソコン
（全4回）
①4〜9月の毎月第2火曜日 10時〜
12時②5・6月の第2・4木曜日 9時30
分〜12時30分③5月1日〜22日の毎
週水曜日 13時〜15時④4〜6月の毎
月第1・3水曜日 10時〜12時⑤4月の
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 2月15日から28
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

シルバー人材センター港南事務所
〒233-0002 上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー13階
342-9600
847-1716
休館：祝休日、土・日曜日

■中高年英語入門教室（全36回）
4月10日（水）〜2020年3月25日
（水） 松本ビル（JR・地下鉄戸塚駅下
車） 市内在住の40歳以上24人（抽
選） 1回1,400円、年会費1,200円
3月8日までに電話、
または かファ
クスに
と年齢を書いて事務所へ
※15人以上の参加で開催

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。

■ 少年の体験活動 ちゃれんじゃーず
春休み活動
野外活動、星座観察、野外ゲームなど
3月26日
（火）
〜28日
（木） 横浜市
青少年野島研修センター
小学2年
生〜中学生20人
（抽選） 9,500円
2月28日 までに かファクス、また
は申込書
（地区センターほかで配布）
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、 ・ 832-27
68）
へ

／

港南区版

港南スポーツセンター
〒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）

■春の事前受付教室
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、
トータルフィット
ネス、お元気体操
4〜6月
（一部は9月まで） 有料
2月23日までに に
と性別、生
年月日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
■ベビーマッサージ（全3回）
3月1日〜15日の毎週金曜日 11時
30分〜12時30分 2か月〜1歳6か
月の子と保護者10組（先着） 3,780
円
2月11日9時から電話か直接施
設へ

港南区民文化センター ひまわりの郷
〒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

■心に響く口笛の音色
〜クラシックからボサノバまで
5月27日（月）14時から 小学生以
上320人（先着） 1,000円
2月
15日10時から直接、同日14時から電
話で施設へ
■こうなんストリートダンスコンテスト
①Ｕ−15（小・中学生）の部②高校生の部
①3月23日（土）②3月24日（日）13
時30分〜17時 各200人（先着）
1,000円、高校生以下500円
2月
15日10時から直接、同日14時から電
話で施設へ

■ 春季港南区民野球大会
3月21日
（祝）
〜7月21日
（日） 清
水ケ丘公園野球場ほか
区内在住・
在勤の社会人チーム
（1チーム監督含
めて30人以内） 20，
000円 3月3
日までに費用を添えて申込書（区野球
協会ホームページからダウンロード）
を直接カトウスポーツ店
（港南台9-246、 832-3898）
へ
■シティ・ラインオリエンテーリング
地図上に表示されたコースを歩こう
3月16日
（土）10時30分から ※10
時受付開始
港南スポーツセンター
前広場集合
区内在住・在勤の人
300円、小・中学生100円
2月28日
までに に
を書いて区体育協会
オリエンテーリング部の髙柳（〒2340052 笹下4-8-1-404、 841-1022、
18時〜20時）
へ ※小学生以下は保護
者同伴
■ 笑いの体操（笑いヨガ）
脳活性化運動と笑いの体操で免疫力
アップ
毎週火曜日 10時〜11時30分 港
南台地区センター
500円ほどの寄
付制
当日直接会場へ
佐久間
（
090-6100-0725）

港南区社会福祉協議会
〒233-0003
841-0256

港南4-2-8
846-4117

■かたつむり会 視覚障害者サポート
講座 誘導ボランティア入門
3月17日（日）13時30分〜16時
区内在住・在勤の人20人（先着） 3
月4日9時から電話で施設へ

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

■ガーデンネックレス横浜 フラワーア
レンジメント教室「フラワーボックス」
3月27日（水）10時〜11時30分
10人（先着） 3,000円 2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
■ちりめん細工を作る会
3月20日（水）9時30分〜12時
10人（先着） 1,600円 2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

フォーラム南太田
〒232-0006 南区南太田1-7-20
714-5911
714-5912
休館：第3月曜日

■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）③ファ
イル整理＆OneDrive入門
①3月9日（土）
・10日（日）②3月11
日
（月）〜15日
（金）③3月21日
（祝）10
時〜15時30分 女性各12人（先着）
①10,800円②19,500円③5,500
円（免除制度あり） 2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

■港南区民卓球大会
3月24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
3月1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）
■一日いけばな教室
ひな祭りの花
2月19日
（火）10時〜12時
港南
地区センター
区内在住・在勤の人
10人
（子の同伴可）
（先着） 1,000円
2月11日から電話かファクスに
を書いてこうなん文化交流協会華道部
会の中島
（ ・ 833-5672）
へ
■港南区民硬式テニス教室（全8回）
4月3日〜5月29日の5月1日を除く
毎週水曜日 ①9時〜10時45分②11時
〜12時45分 ※予備日6月5日 日野
中央公園
区内在住・在勤・在クラブ
の人各25人
（抽選） 7,000円
3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 7945-9133）

舞岡ふるさと村 虹の家
〒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）

■親子パン教室
3月17日
（日）
13時〜16時 小学生
以上の子と保護者12組
（抽選） 1,500
円 2月20日までに に
を書
いて施設へ

舞岡公園 小谷戸の里
〒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）

■竹細工 〜竹の鳥笛・箸・しゃもじ
3月24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
2月27日9時から電
話か直接施設へ

こども植物園
〒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）

■ピンホールカメラ体験
植物園写真教室
3月24日（日）9時30分〜12時
小学生20人（3年生以下は保護者同
伴）
（ 抽選） 1,000円 3月10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

清水ケ丘公園 屋内プール
〒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）

■春休みこども水泳教室（全6回）
3月26日（火）〜31日（日）9時〜10
時30分 新年度小学生50人
（抽選）
5,600円 2月28日 までに に
と性別・新年度学年を書いて施
設へ ※はがき1枚につき1人

■社交ダンス 春の初級（基礎）教室
（全12回）
4月4日〜6月20日の毎週木曜日 19
時〜20時40分
港南スポーツセン
ター 男女各15人
（抽選） 6,000円
3月1日までに に
と年齢、性
別、経験年数を書いてこうなん文化交
流協会ダンス部会の吉浦
（〒234-0051
日野1-2-30、 080-3421-7744）
へ
■ 社交ダンス
春の初・中級教室（全12回）
4〜6月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 男女各10人
（抽選） 6,000円
3月1日までに に
と年齢、性
別、経験年数を書いてこうなん文化交
流協会ダンス部会の吉浦
（〒234-0051
日野1-2-30、 080-3421-7744）
へ
■あそび・隊！おたのしみ劇場
パネルシアター、人形劇、絵本など
3月7日
（木）
①10時〜11時②11時
30分〜12時30分
港南中央地域ケ
アプラザ 未就学児と保護者各30組
（先着） 300円 2月12日から電話
であそび・隊！の橋本
（ 090-5438-6
035）
へ

