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未来につなごう
ふるさと港南

開幕！ 区制50周年イヤー
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港南区役所 〒233-0003
港南区港南4-2-10 847-8484（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
1月の土曜開庁日　12日・26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12月1日現在）

世帯数…93,049世帯人口…213,899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 検索情報
発信中！（前月比 -41人） （前月比 ＋43世帯）

第1回は「上永谷駅」。語ってくれたのは、駅からほど近い貞昌院の住職、亀野哲也さんです。
ていしょういん

　上永谷は上大岡駅と戸塚駅の間に位置する横
浜市営地下鉄の駅で、乗降人数1日約37,000人
の地上駅です。駅前には幹線道路である環状2
号線があり、北側の上永谷エリアと南側の丸山台・
日限山・野庭エリアが広がっています。
　この地域は鎌倉時代から続く重要な交通路「か
まくらみち」が付近を通っていたため、古くから
の集落があり、造成前の丸山地区（上永谷駅周辺）
にもかやぶきの家屋が並び、田んぼや小麦畑、牛
小屋、豚小屋などが昭和40年代後半まで残され
ていました。
　丸山台の開発が始まったのは昭和40年代。山
が削られ、大規模な宅地造成が進行していた時代
でした。地下鉄車両基地の工事現場も子ども心
に近未来都市を冒険するようなワクワク感があり
ました。空き地もたくさんあったので、子どもの
頃はとにかく学年に関係なく大人数で遊んでいま
した。

　横浜近郊のベッドタウン開発が進んでいく中で、京急ニュータウンや港南台、
野庭団地などを契機とした大規模な街づくりが進められ、昭和48年には丸山
地区の造成工事が始まりました。昭和51年9月に上永谷駅が開業しますが、
駅南側の丸山台は造成中で、ブルドーザーや大型ダンプがまだ走り回っていま
した。造成により丸山や天神山も削られ平らにならされ、古い集落は新しい
住宅街へと変貌していったのです。

上永谷駅 野庭団地

昭和51年9月4日開業時の
記念式典の様子（交通局提供）

丸山の山頂から望む開発前の丸山地区と貞昌院の裏山・天神山
（昭和46年、現在のイトーヨーカドーの屋上駐車場あたりから撮影：亀野さん提供）

平成19年に完成したペデストリアン
デッキから見た現在の上永谷駅

造成工事終了後の丸山台方面（昭和54年11月に貞昌院裏山から撮影：亀野さん提供）

航空写真を指し示す
亀野哲也さん
（貞昌院にて）

　あけましておめでとうございます。いよいよ港南区制50周年イヤーがスタートします。
　今月号からの地域通信は、港南区の誕生とともに発展してきた“駅”にスポットを当て、
シリーズで紹介します。駅周辺の今昔を写真で振り返り、ゆかりの人からお話を伺います。
ぜひその魅力を知ってください。
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今月お知らせしたい情報を掲載しています

区役所で働く嘱託員を募集します平成31年
4月1日採用

問合せ

市立保育園のアルバイト登録も随時受け付けています
保育士、時間外保育（朝・夕）、調理員 おおむね20歳以上 ※保育士・幼稚園教諭など資格保持者優遇

区役所こども家庭係（　847-8410 　842-0813）

● 募集案内（申込書）は、下記期間に区役所各窓口、区内行政サービスコーナーで配布、または区ホームページからダウンロードできます
● 雇用期間は平成31年4月1日～翌年3月31日 ※勤務成績が良好な場合、年度単位で更新可（年齢制限あり）

業務内容 応募要件

募集職種（業務） 勤務時間等 賃金等（月給） 問合せ応募資格
（平成31年4月1日現在）

募集案内配布・応募期間
（土・日曜日、祝休日を除く）

6時間／日
（週30時間）

163,900円 45歳～64歳 1月10日（木）～21日（月） 区役所庶務係
（　847-8306　 841-7030）

※勤務時間等・賃金等はいずれも30年度実績。月給のほかに、通勤手当相当分及び期末手当相当分を支給

区役所窓口サービス員
（窓口案内、記載指導など）

6時間／日
（週30時間）

163,900円 45歳～64歳 1月7日（月）～18日（金） 区役所保険係
（　847-8425　 845-8413）

保険年金課事務嘱託員
（保険係の業務に関する事務補助）

高校生の部昨年度優勝チーム「W.U.P.」

　「KOUNAN STREET DANCE CONTEST」は、高校生が実行委員として準備から運営まで行う、ハイレベルなパフォーマンスが
繰り広げられているダンスコンテストです。プロダンサーの審査により順位を決定！ 優勝チームには賞状とトロフィー、記念品が贈呈
されます。今年も出場チームを募集します。

KOUNAN STREET DANCE CONTEST（KSDC） 2019出場チーム
募集！

区役所青少年育成担当（　847-8396 　842-8193）問合せ

KSDC事務局（　848-0800 　848-0801）、区役所青少年育成担当（　847-8396 　842-8193）問合せ

市内在学・在住の人を1人以上含む
①小・中学生：1チーム2～8人
②高校生：1チーム1～16人

1月15日までにKSDC2019公式ホームページから申
込み（エントリー料無料）の上、動画を提出
※演技時間は3分以内。ビデオ審査による予選会を実施
※本選出場チームは、1月25日ホームページ上で発表

2月24日（日）8時45分～12時 ※小雨決行

中学生以下（小学3年生以下は保護者または引率者同伴）
※家族も一緒に参加できます

100円（保険料・軽食代含む）

1月21日までに申込書（区役所で配布）を郵送または直接、
区青少年指導員協議会事務局（〒233-0003 港南4-2-10　
区役所青少年育成担当内）へ

出場条件

日　時

対　象

費　用

申込み

集合場所

申込み

詳細・申込みはこちら
KSDC2019公式ホームページ
　http://www.himawari-sato.com/ksdc2019/

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
3月23日（土）13時30分～17時
②高校生の部
3月24日（日）13時30分～17時
※いずれも13時開場

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）

日時

1,000円、高校生以下500円
※全席自由（関係者席を除く）

入場料

会場

●迫力満点の本選ステージにぜひご来場ください

　小・中学生とその家族向けのウォーキングイベントです。全3コースから好きなコースを選んで、青少年指導員と楽しく
ゴールの港南ふれあい公園を目指しましょう。ゴールではちょっとした軽食を用意しています。

港南ひまわりウォーク参加者
募集！

Aコース（寺社めぐり）：港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車） 
Bコース（日下の古きを訪ねて）：港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車）
Cコース（武蔵の国を訪ねて）：港南台北公園（JR港南台駅下車）
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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

　1月23日（水）、2月5日（火）14時～17時
　区役所4階

一般精神保健相談

1月15日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（　847-8438 　846-5981）へ

　1月31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

　1月15日（火）・25日（金）14時～17時
　区役所4階　　市内在住の15～39歳の人と家族

1月29日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
（　847-8438 　846-5981）へ

　2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）離乳食教室 予約制

　1月15日（火）9時15分～11時、2月7日（木）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

区役所では猫よけの超音波発
生機器をお試しとして2週間
に限り、貸し出しています
（無料、1世帯1台）

区役所環境衛生係（　847-8445 　846-5981）問合せ

■予防が大切！ 脳卒中
　～早期発見・早期治療が決め手！
専門医による講話
　2月7日（木）14時～16時 　ウィリ
ング横浜12階（京急・地下鉄上大岡駅
下車） 　区内在住の人150人（先着） 
　1月11日9時から電話かファクスに
  　　を書いて区役所高齢者支援担当
（　847-8418 　845-9809）へ

■がんばりすぎちゃうママ・パパへ
　～自分を大切にするためのレッスン
　2月10日（日）13時～15時 　のば 
こども家庭支援センター（バス停みや
のくぼ下車） 　子育て中の人など50
人（先着） 　1月11日9時から電話で、
のば こども家庭支援センター（　
840-5092 　847-1008）へ 　2～6
歳の子5人（先着）
■移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　1月24日（木）、2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）

飼い主のいない猫について考えてみましょうペットと仲良く快適に
暮らすために

　飼い主のいない猫による近隣トラブルはありませんか。飼い主のいない「猫」の問題ではなく「地域の環境問題」と考え、
住民同士で地域の実情に合わせて対策をとりましょう。

● 餌の置きっぱなしはやめましょう
　餌の放置による悪臭や害虫の発生は、付近を不衛生にするだけでなく、近隣の人を
不快な思いにさせます。餌の時間を決め、猫の様子を見ながら
食べ切る量を与えましょう。

● 不妊去勢手術をしましょう
　猫は1度の出産で2～6頭の子猫を産みます。手術
をすることで猫が増えず、発情期の鳴き声やけん
か、尿の臭いの軽減にも効果があります。

● 猫用トイレを設置しましょう
　猫のふん尿が原因のトラブルが起こっています。餌場周辺
の排せつしやすい場所に猫用トイレを設置し、トイレで排せつするよう誘導しましょう。

耳カットは
不妊去勢手術
実施済みの
目印

園芸用の
柵で…

アイデア次第で
さまざまな猫トイレ

最初にマタタビなどをまくと、猫を誘導しやすくなります！

砂利などを
ほんの少し盛って…

お花の
プランターを利用して…

地域猫活動って？　
　飼い主のいない猫を原因とするトラブル解決策のひとつに、地域住民が協力して、飼い主のいない猫に不妊去勢手術をし、継続して
飼育管理していく「地域猫活動」があります。地域の中で話し合って活動のルールを決め、住民の理解を得ることが大切です。

第3回

猫の世話をしている皆さん

　猫が庭や花壇などに入り込み、ふんや尿をするのは
そこが快適な場所だからです。猫が来ないように、猫に
とって居づらい環境を作りましょう。

● 猫の苦手はこんなこと
 ・ お酢や木酢液を染み込ませた
 スポンジなどを通路に置く

 ・ ミカンなどのかんきつ類の皮を目の
 細かい網の袋に入れてつるす

 ・ 猫よけの超音波発生機器を通路に置く

庭に猫が来て困っている皆さん

　区内の医療機関情報を4エリア（区
全域・上大岡・港南台・上永谷）のマッ
プから、診療科目ごとに探せる冊子
を作成しました。
　在宅医療などお役立ち情報も満載！ 
ぜひご活用ください。

港南区医療機関マップ
ができました

区役所高齢者支援担当（　847-8415 　845-9809）問合せ

◀区役所4階41番窓口、
　区内地域ケアプラザで無料配布中
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港南区制50周年記念事業実行委員会事務局
（区役所区政推進課内、　847-8327 　841-7030）

問合せ

特集 開幕！ 区制50周年イヤー
未来につなごう　ふるさと港南

　港南区が誕生したのは、昭和44年（1969年）10月1日。
「あいさつ」「ささえあい」「みまもりあい」…たくさんの「愛」が、このまちで育まれてきました。

　今年は区制50周年です。みんなで記念の年をお祝いし、子どもたちの未来にも
「愛あふれる ふるさと港南」をつないでいきましょう。

8 ～ 9ページにあるクイズ6問に全問正解した区内在住の人の中から、抽選でお年玉をプレゼント！
お年玉は、次の3種類から選べます。

　1月25日までに、はがきにＱ1～6の答えと〒・住所・氏名・電話番号・希望するお年玉（Ａ賞・Ｂ賞・Ｃ賞のいずれか一つ）・
Ａ賞を希望する場合はＴシャツのサイズ（Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ）を書いて、区役所広報相談係（〒233-0003 港南4-2-10、　847-8321 
　846-2483）へ。当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
※Ｃ賞の賞品は、水道局から当選者へ直接発送します。このため、当選者の〒・住所・氏名・電話番号の情報を水道局へ提供します

こうなん来夢
洋菓子セット 20人

応募方法

Ａ賞 B賞 C賞

区制50周年記念Ｔシャツと
ピンバッジのセット 5人

「はまっ子どうしThe Water」TICAD7ボトル
（2019年の第7回アフリカ開発会議 横浜開催限定ボトル）
500mLペットボトル24本入りケース 10人

「こうなん来夢」は、
区内の障害がある人
の活動ホームや地域
作業所の集まりです

50周年イヤーのスタートを地域の皆
さんと一緒に祝います

～祝 港南区制50周年の幕開け
「愛あふれる♥ふるさと港南に」～

1月5日（土）賀詞交換会
（港南スポーツセンター）

区内の小・中学生に
自分宛ての手紙を書
いてもらい、大切に
保管して、10年後に
お届けします。将来
の夢や目標を書きま
しょう

区の歴史を振り返り、区民の皆さんと50年を
語り、未来へ思いをつなぐ一冊に

50周年イヤーに撮影した、区民の皆さんの
笑顔の写真をたくさん載せて、記念のアル
バムを作ります

未来の自分にメッセージを送ろう

こんな企画が進行中！

1969年　港南区誕生。
この年の国内の出来事は？

① 1万円札発行開始
② 東名高速道路全線開通
③ 横浜大洋ホエールズの専用球場
　が横浜スタジアムに

みんなの近くに！ 区制50周年ロゴマーク

2019年　港南区制50周年基本テーマは
「（　）あふれる♥ふるさと港南に」。かっこの中に入るのは？

①緑　②元気　③愛

2020年2月 元気な地域づくり
フォーラム
（横浜女子短期大学）

1976年　上大岡～上永谷間で
地下鉄が開通。このとき、反対側は
伊勢佐木長者町からどこまで延びた
でしょう？

①横浜駅
②新横浜駅
③あざみ野駅

 11月2日（土） 区制50周年記念式典（区役所1階）

ひまわりフェスタ2019
（区役所・港南ふれあい公園・横浜刑務所・港南中学校 
  ほか 港南中央周辺施設）

港南区健康ランニング大会・
連合町内会交流駅伝（野庭中学校周辺）

1月 13日（日）

港南台地区センターまつり
（港南台地区センター）

2月 23日（土）・
 24日（日）

区食生活等改善推進員会　講演会
「延ばそう健康寿命 ～食の50年をふりかえり
未来へ」（区民文化センター ひまわりの郷）

3月  5 日（火）

区女性団体連絡協議会 チャリティ
芸能大会（横浜にぎわい座）

3月 18日（月）

港南区区民文化祭
（区民文化センター ひまわりの郷）

港南区ボランティアフェスティバル
（港南中学校）

11月

11月

ふれあいまつり
（東永谷地域ケアプラザ・東永谷地区センター）

11月

おはなしの森スペシャル
（東永谷地区センター）

12月

クリスマスコンサート（東永谷地区センター）12月

ひまわりミュージックフェスタ
（横浜女子短期大学）

12月

● 港南区ふれあいスポーツ交流会（港南中学校）
● 区女性団体連絡協議会　チャリティ作品展
 （区民文化センター ひまわりの郷）

10月または11月
　日野南スポーツフェスタ（日野南小学校）

この季節は、区内施設の文化祭などがめじろ押し！

美術・音楽鑑賞や模擬店巡りを楽しみましょう

2008年　港南区
地域子育て支援拠点
オープン。愛称は？

①まっち
②はっち
③こっち

1989年　宮城県三本木町
（現大崎市）との（　　　　）交流
が始まりました。
かっこの中に入るのは？

①桜
②ひまわり
③コスモス

港南区ウォーキング推進キャラクター
ひまわりくん

※イベントの名称や日程・会場は変更になる場合があります

港南区ひまわり交流協会マスコット
区の鳥シジュウカラ「ティットくん」

らい　む

区連合町内会長連絡協議会 みなとツアー
（横浜港）

8月

区シルバークラブ連合会 夏祭り（世代間交流）
盆踊り大会（港南ふれあい公園）

8月

下野庭スポーツ会館まつり
（下野庭スポーツ会館）

9月

日野連合町内会・日野地区社会福祉
協議会 日野ふれあい子ども祭り
（港南台北公園）

4月 27日（土）

2016年　一人ひとりが気軽に実践できる
行動を合言葉にした
「健康アクションこうなん5」スタート。
このうちの一つが、「（　　　　）！ 毎日」。
かっこの中に入るのは？

①あるこう　②わらおう　③うたおう

ファイブ

　区制10周年の年に制定した区の花ひまわり。50周年
のロゴマークは、ひまわりや、支えあいの心を表してい
ます。区民の皆さんの投票で、昨年5月に選ばれました。
　このロゴマークを、地域の行事などで、どうぞ使って
ください。区ホームページからダウンロードできます。

区内風景写真と「ひま
わり絵画コンクール」
入賞作品が切手に

欲しくなる・もらってうれしい・
使って楽しい
「愛あふれる♥ふるさと港南に」
オリジナル切手

保存版！ 区制50周年記念誌 みんなの「笑顔のアルバム」
作ります

このほかにも、いろいろな施設やグループ、商店街などが
記念イベントを計画しています。ぜひお出掛けください。

地域活動のヒントがいっぱい！ さま
ざまな取組を紹介します

港南区50周年 検索

こうなん子どもゆめワールド、ひまわり健康フェア、横浜矯正展に
加え、中学生による文化祭、各施設のお祭りなどが同時開催！ 

長年区政に貢献した人の表彰や、子どもたちによるパフォーマンスなど
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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

2019（平成31）年 1 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

横浜南税務署からのお知らせ   税理士による無料申告相談

横浜南税務署（　789-3731）

①2月1日（金）～7日（木）9時30分～15時30分 ※土・日曜日を除く
②2月8日（金）9時30分～12時、13時～15時30分
※混雑状況により早めに受付を締め切る場合があります

ウィリング横浜5階（京急・地下鉄上大岡駅下車）

①小規模納税者・年金受給者・給与所得者 各日480人
②年金受給者・給与所得者

● 給与所得・公的年金等の源泉徴収票（原本）
● 事業・不動産所得のある人は、売上･仕入･経費（1年分を集計した
もの）が分かるもの

● 医療費・各種保険・寄附金等の所得控除の証明書、領収書等
※ 平成29年分の確定申告から、医療費控除を受けるためには「医
療費控除の明細書」の添付が必要となりました。領収書の添付は
不要ですが、5年間保存する必要があります

● 印鑑、納税者本人の受取口座の金融機関名・支店名等と口座番
号が分かるもの、前年分の確定申告書控等

● マイナンバーに係る本人確認書類
＜例＞ ・マイナンバーカード（番号確認書類 兼 身元確認書類）
 ・通知カード（番号確認書類）と運転免許証（身元確認書類）

日　時

会　場

対　象

持ち物

問合せ

税務署の申告書作成会場は、2月18日（月）から開設します

■「ゆず味噌づくり」教室
　1月27日（日）10時～12時 　20歳
以上12人（先着） 　500円 　1月11
日10時から電話か直接施設へ
■バレンタインのお菓子作り
　2月3日（日）10時～13時 　小学生
10人（3年生以下は保護者同伴）（抽
選） 　800円 　1月21日までに　に
  　　と学年を書いて施設へ
■親子ふれあい・わくわく教室（冬）
　「寒さに負けず、体を動かそう！」
　2月28日（木）10時15分～11時15
分 　1歳6か月～3歳の子と保護者15
組（先着） 　300円 　1月18日10時
から電話か直接施設へ

■囲碁大会
　2月17日（日）9時30分～15時30分  
　10級以上の人50人（小学2年生以
下は保護者同伴）（先着） 　1,000円
（弁当代込み） 　1月17日13時から電
話か直接施設へ
■人形劇
　「みみちゃんらびちゃん」ほか
　1月16日（水）11時～12時 　未就
学児と保護者20組（先着） 　当日直接
施設へ
■季節の家庭料理教室
　バレンタインケーキを作ろう
　2月11日（祝）14時～16時 　15歳
以上20人（先着） 　1,000円 　1月
17日13時から電話か直接施設へ
■中国家庭料理教室
　2月18日（月）10時～13時 　18歳
以上20人（先着） 　1,000円 　1月
17日13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

■あべ先生のダイエット講座（全3回）
　2月5日、3月12日、4月2日いずれも
火曜日 10時30分～12時30分 　20
人（先着） 　3,000円 　1月11日13
時から電話か直接施設へ
■プロが教える
　「美味しい珈琲の淹れ方」（全2回）
　2月27日（水）、3月13日（水）13時
30分～15時30分 　18歳以上15人
（先着） 　1,500円 　1月11日13時
から電話か直接施設へ
■ピアノレッスン生き甲斐教室
　（全6回）
楽譜の読めないシニア歓迎
　2～4月の毎月第1・3月曜日 9時30
分～10時30分 　10人（先着） 　
3,000円 　1月11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

■頑張らないストレッチ（全4回）
　2月の毎週土曜日 10時～12時 　
20歳以上15人（先着） 　1,000円 　
1月11日13時から電話か直接施設へ
■わが家の味「うちの味噌」
　2月7日（木）13時～16時30分 　
20人（先着） 　2,000円 　1月17日
13時から電話か直接施設へ
■世界の家庭から
　「おうちでできる中華」
　2月22日（金）10時～13時30分 　
20歳以上16人（先着） 　1,500円 　
2月1日13時から電話か直接施設へ
■教えて！ 「介護保険」
専門家が解説
　2月13日（水）10時～12時 　20歳
以上30人（先着） 　1月23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

■新たな趣味にチャレンジ！
　大人の鉛筆デッサン教室（全3回）
　2月5日～3月5日の隔週火曜日 10
時～12時 　18歳以上10人（抽選） 　
1,000円 　1月22日までに　に  　　
と年齢を書いて施設へ
■ハッピー・バレンタイン
　「チョコレート菓子を作ろう」
　2月10日（日）10時～12時30分 　
小・中学生12人（小学1・2年生は保護
者同伴）（抽選） 　500円 　1月28日
までに　に  　　と学年、保護者氏名
を書いて施設へ
■夢をふくらまそう！
　バルーンアート教室
　2月17日（日）13時30分～15時30
分 　3歳～中学生16人（小学2年生以
下は保護者同伴）（抽選） 　200円 　
2月4日までに　に  　　と年齢、保護
者氏名を書いて施設へ
■ひなまつり！
　親子でわくわく和菓子作り
　3月3日（日）10時～12時30分 　小
学生と保護者12組（抽選） 　800円 
　2月19日までに　に  　　と子の氏
名（ふりがな）・学年を書いて施設へ
■おはなしの森
　1月17日（木）11時～11時30分 　
未就学児と保護者15組（先着） 　当日
直接施設へ

■囲碁・将棋サロン
　毎月第1・3土曜日 13時～17時 　
当日直接施設へ

■子育て中のママ・パパの
　ほっとたいむサロン
子どもたちは隣の部屋でボランティア
と遊ぼう
　1月19日（土）10時30分～13時 ※
時間内出入り自由 　当日直接施設へ

〒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

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

下永谷地域ケアプラザ

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

東永谷地域ケアプラザ

〒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

お　 い コーヒー い

が　 い

み　 そ
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〒233-0003　港南4-2-7
　845-4100　　845-4155

港南中央地域ケアプラザ

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

日限山地域ケアプラザ

〒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

〒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

〒233-0006　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

■南部病院健康教室
　「眼瞼の病気とその手術」
形成外科医による講話
　2月2日（土）14時～15時30分 　
50人（先着） 　1月11日9時から電話
か直接施設へ
■認知症家族のつどい
　1月24日（木）10時30分～12時 　
15人（先着） 　1月11日9時から電話
か直接施設へ
■ほっとセミナー「寝たきり防止！
　そのためにできること」
協力医による健康応援セミナー
　1月22日（火）13時30分～15時 　
30人（先着） 　1月11日9時から電話
か直接施設へ
■やきいも会
　1月24日（木）11時～12時 ※雨天
中止 　港南台中央公園くじら広場（JR
港南台駅下車） 　未就学児と保護者  
　当日直接会場へ

■認知症サポーター養成講座
　2月21日（木）13時30分～15時 　
35人（先着） 　1月11日9時から電話
か直接施設へ
■大人のための絵本たいむ
　1月29日（火）10時～11時30分 　
200円 　当日直接施設へ ※子ども同
伴可

■ママと子のおしゃべりサロン
パラバルーンで遊ぼう
　1月22日（火）10時～11時30分 　
1～4歳の子と保護者 　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
　1月24日（木）13時30分～15時 　
100円 　当日直接施設へ

■ケアプラザ祭り
食品販売や子ども向け模擬店など
　2月2日（土）10時～13時30分 　
当日直接施設へ

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

港南台地域ケアプラザ

〒234-0056　野庭町612
　848-0111　　848-0106

野庭地域ケアプラザ

■おもちゃの病院
　2月17日（日）10時～12時 　14点
（先着） ※1人3点まで 　部品代実費 
　1月11日9時から電話で施設へ

■PapaCoスクール
　パパが子どもを守る防災講座
　2月16日（土）10時30分～12時 　
未就学児の父親10人（子ども同伴可）
（先着） 　1月12日9時から電話また
はファクスに  　　と子の年齢を書い
て施設へ
■ふらり～カフェ
プチお菓子付き。落語のミニイベント
あり
　1月11日（金）12時～13時30分 　
60人（先着） 　100円 　当日直接施
設へ

■ママカフェ
子育ての悩みなどを話そう
　1月12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
■ひまわりひろば「にこにこ」
お面を作って豆まき
　1月28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

■おはなし会
　1月16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
　1月23日（水）11時～14時 ※時間
内出入り自由 　当日直接施設へ

■上永谷サロン 歌声広場
　ピアノ演奏で歌いましょう
　2月21日（木）10時30分～11時30
分 　30人（先着） 　1月12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」
　1月24日（木）10時30分～11時30
分 　3歳以下の子と保護者15組（先
着） 　当日直接施設へ

■おはなしの会
　1月16日（水）14時～15時30分 　
小学生以下15人（未就学児は保護者
同伴）（先着） 　当日直接施設へ

■港南区おはなしボランティア交流会
　1月30日（水）10時～12時 　区内
で絵本の読み聞かせボランティア活動
をしている人30人（先着） 　1月11日
9時30分から申込書（施設で配布）を
直接またはファクスで施設へ
■講演会「児童向け『港南の郷土史』の
発行へむけて」
　2月16日（土）14時～16時 　市内
在住の人40人（抽選） 　500円 　1月
31日までに　に  　　を書いて施設へ
■ママといっしょのおはなし会
　by 金色ポケット
　2月7日（木）①10時～10時25分②
10時40分～11時5分 　4歳以下の
子と保護者 　当日直接施設へ
■おはなしくまさん
　1月11日・25日、2月8日いずれも金
曜日①10時～10時20分②10時40
分～11時 　①4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
　1月27日（日）①14時30分～50分
②15時～15時30分 　①3歳以上②
5歳以上 　当日直接施設へ
■おはなしひろばの会
　1月12日（土）、2月9日（土）①14時
30分～50分②15時～15時30分 　
①3歳以上の未就学児②小学生 　当
日直接施設へ

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

日下地域ケアプラザ

〒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

■パパday「papa'sくらぶ」
家庭の防災をテーマに話そう
　2月9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
　1月24日（木）13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
■ピアノのしらべ
　1月12日（土）13時30分～14時 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ
■はっちの日
　1月18日（金）13時30分～14時 　
未就学児と保護者 　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
　①1月19日（土）10時～11時②1月
24日（木）10時～11時③2月2日（土）
10時30分～11時30分④2月6日（水）
10時～11時 　①下永谷地域ケアプ
ラザ②芹が谷地域ケアプラザ③はっ
ち④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

■親子のふれあい遊び（全3回）
　2月14日～3月14日の隔週木曜日 
10時30分～11時30分 　2歳の子と
保護者10組（先着） 　400円 　1月
31日10時から電話か直接施設へ

■初心者のためのパソコン講座
①YouTubeを使ってみる②ホーム
ページを作る③Excelの基本④Excel
を使いこなす 
　①3月7日②3月14日③3月21日④
3月28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 　1
月21日9時から費用を添えて直接施
設へ

〒234-0051　日野2-4-6
　840-5882　　848-0688

休館： 祝休日、日・月曜日、1月15日（火）

地域子育て支援拠点  はっち

〒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

〒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（祝休日の場合は翌日）

港南国際交流ラウンジ

〒234-0056　野庭町125
　841-5577　　841-5725

休館：1月15日（火）

港南図書館

まぶた
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■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）②Excelピボットテーブル・マ
クロ
　①2月13日（水）～15日（金）・19日
（火）・20日（水）②2月16日（土）10時
～15時30分 　女性各12人（先着） 　
①19,500円②5,500円（免除制度あ
り） 　1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
■予約のいらない当日受付教室
　やさしいストレッチ＆ヨガ
　1月22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

〒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

〒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

〒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

〒232-0006　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

■えほんの読み聞かせ会
　2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
　1月17日（木）11時～11時30分 　
未就学児と保護者 　当日直接施設へ
■どんぐりハウスの豆まき
　2月3日（日）11時から、15時30分
から 　小学生以下（未就学児は保護
者同伴） 　当日直接施設へ

■フラワーアレンジメント教室
　「バレンタインのフラワーアレンジ」
　1月31日（木）10時～11時30分 　
10人（先着） 　3,000円 　1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
　1月22日（火）9時30分～12時 　
10人（先着） 　1,600円 　1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
■クラフトワーク「たたみで作る和風
テイストのミニルームライト」
　2月16日（土）10時～12時 　8人
（先着） 　800円 　1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

照明設備更新工事のため、1月4
日（金）～31日（木）はホールを休
館します。ホール以外の施設は通
常どおり利用できます

■オーケストラの博物館 ～ルロット
秘蔵の名品・珍品がずらり！
　4月13日（土）14時から 　320人
（先着） 　2歳以上500円 　2月8日
10時から直接、または同日14時から
電話で施設へ

■当日受付教室
ズンバ、ウェルビクス、ヨガ、お元気体操
　1～3月 　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

■パパ・ママの“おんぶdeクッキング”
　2月2日（土）9時30分～13時 　3歳
以下の子と家族10組（抽選） 　500円 
　1月21日までに　に  　　と大人・
子どもの人数、子の月齢を書いて施設へ

■バードウォッチング入門
　1月26日（土）9時30分～12時30
分 ※雨天中止 　20人（小学生以下は
保護者同伴）（先着） 　1月11日9時か
ら電話で施設へ
■そば打ち教室
　2月18日（月）14時～17時 　20歳
以上12人（抽選） 　2,000円 　1月25
日までに　に  　　を書いて施設へ

■楽・楽 家庭菜園 ～春夏野菜編
　3月1日（金）13時30分～15時30
分 　20歳以上20人（抽選） 　500円 
　2月15日までに直接、または　か
ファクスに  　　を書いて施設へ
■親子で楽しむ春の草木染め
　3月3日（日）10時～12時 　3歳～
小学生と保護者10組（抽選） 　1,000
円 　2月17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
■絵本の読み聞かせと自然遊び
　1月12日（土）10時～11時 　未就
学児と保護者 　当日直接施設へ

■わら細工
①亀②鶴
　1月27日（日）①9時30分～12時②
13時～15時 　各20人（小学生以下
は保護者同伴）（先着） 　①500円②
400円 　1月11日9時から電話か直
接施設へ
■バードウォッチング
　2月10日（日）9時～11時 　20人
（小学生以下は保護者同伴）（先着） 　
中学生以上200円 　1月26日9時か
ら電話か直接施設へ
■自然観察会～冬の谷戸
　1月27日（日）13時～15時 ※雨天
中止 　当日直接施設へ

■アクアビクス教室（全8回）
　1月25日～3月15日の毎週金曜日 
①9時30分～10時30分②10時40分
～11時40分 　各35人（先着） 　
6,100円 　1月11日から費用を添え
て直接施設へ
■初級水泳教室（全8回）
　2月14日～3月12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 　
1月24日までに直接施設へ

〒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

〒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

■港南区
　ひまわりふれあいボウリング大会
　2月24日（日）9時30分から 　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 　1月11日9時から電話
またはファクスに  　　と年齢を書い
て田川（　070-3536-2388 　841-
1102）へ

■こうなんの石仏探訪ツアー（永谷）
　2月14日（木）9時30分～12時 　地
下鉄上永谷駅集合 　区内在住・在勤・
在学の人20人（抽選） 　300円 　1月
21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

■大人のための
　英会話・韓国語入門講座（全8回）
①韓国語②英語
　1月30日～3月20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 　1月11日10時から電話
で国際文化交流協会の前田（　090-
6489-2803、平日10時～17時）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

■港南区硬式テニス
　ミックスダブルス大会
　3月2日（土）～10日（日）・30日（土）
9時～17時 　日野中央公園、新杉田公
園（ＪＲ・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32組
（抽選） 　5,000円 　2月15日までに
　に  　　と生年月日・所属クラブ・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（　
090-7945-9133）

■立春のダンスパーティー
　2月4日（月）15時～19時 　港南ス
ポーツセンター 　150人（先着） 　
500円、協会員200円 　当日直接会場
へ 　こうなん文化交流協会ダンス部会
の吉浦（　080-3421-7744）

■ホット・ほっとスポーツデー
　ファジーバレーボール交流大会
①小学生の部②熟年の部
　2月24日（日）12時30分から 　港南
スポーツセンター 　①小学生②60歳
以上 各10チーム（1チーム6人。交代
要員2人まで登録可）（先着） 　①500
円②1,000円 　1月11日9時から申
込書（会場ほかで配布）を会場へ直接、
またはファクスか郵送で区さわやかス
ポーツ普及委員会の小湊（〒234-0051
日野1-2-30 港南スポーツセンター内、
　080-4654-5191 　840-3086）へ

屋上・壁面の緑化に助成します
　市内民有地の建築物などに、基準以上の
緑化を行う市民・事業者を対象に、緑化費用
の一部を助成します。

※助成の条件など詳細は、

　環境創造局みどりアップ推進課（　671-3447 　224-6627）

横浜市民有地緑化助成 検索

1月31日まで申請期間

緑いっぱいの
　　魅力的なまちに！

こ みなと


