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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
6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
（令和元年5月1日現在）

世帯数…93,797世帯人口…214,049人
https://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 +313人） （前月比 ＋344世帯）
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　 日限山音頭
　1番から4番まで、日限山から見た富士山
を表す振り付けから始まり、春・夏・秋・冬
の日限山と人々の様子がうたわれます

　 シイの木音頭
　県指定天然記念物の日野のシイの木を元
気づけようと作られ、昭和53年に「かながわ
のうた50選」に選ばれました

　 東芹が谷音頭
　横浜開港150周年の年に、近所の友人同
士、星野一郎さんと上原繁さんが、バスの中
で「わが町の歌を作ろうじゃないか」と話した
ことからできたのが、この音頭です

もうすぐ夏。
地域で祭りが開催される季節です。
今月は、区内で踊り継がれている音頭を紹介します。

子どもも大人も「港南ひまわり音頭」　昭和60年に港南区民まつり実行委員会
が中心となって作り、区内各地の祭りの演目になっています。
　笹下地区で踊りを教えている石橋ヲリ子さんと塚田礼子さんによると、この音頭の
振り付けの特徴は、カモメや波、ひまわりなど、一つひとつの動作の意味がはっきりし
ていること。毎年運動会で、児童が港南ひまわり音頭を披露することになっている小
学校もあり、シルバークラブの人たちが運動会前に教えに行き、運動会当日も一緒に
輪に入って踊ります。

　 笹下地区では、連合町内会のメンバーが「みんなの健康のために」と1か月に1回
集まって踊るようになってから、20年近くになります。地域に伝わる「笹下よいとこ」
には、少し難しい足の運びがありますが、「ベテランさんは、メロディーが流れれば自
然に体が動きますよ」と石橋さんと塚田さん。歌詞の中には、多くの地名が登場します。

　月1回の笹下地区「いきいきサークル」。毎回40人前後が
参加し、夏には50人ほどに。それぞれが地元の町の祭りで
踊ったり、お互いの町の祭りに踊りに行ったりもしています

　石橋さんが踊りを始めたのは連合町内会の役員に
なってから。塚田さんは、夫の母が港南ひまわり音頭
の振り付けもした踊りの先生で、レコード係として一緒
にシルバークラブに通ったのがきっかけでした。「みんな
がどんな格好でも、輪に入って踊れるのが音頭の良い
ところ。長く続いていってほしいですね」

（左から塚田さん、石橋さん）

いろんな音頭が集合！今年で
10回目！

8月27日（火）15時～20時
港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車）　
※雨天の場合は8月28日（水）に順延

主催：区シルバークラブ連合会

区制50周年特別企画
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こうなん子どもゆめワールド実行委員会事務局
（区役所青少年育成担当内、　847-8396 　842-8193）

問合せ

11月2日（土）10時～15時
港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車） ほか 
6月25日までに、募集内容ごとに　に  　　、
①は出店内容・食品の提供の有無、②は出演内容・
出演時間を書いて区役所青少年育成担当
（〒233-0003 港南4-2-10）へ 

日　時

会　場
問合せ

6月13日（木）～19日（水）
9時～17時
※最終日は14時30分まで

区役所1階
区役所学校連携・こども担当
（　847-8393 　842-0813）

日　時

会　場

7月10日(水)・12日(金)・17日(水)・24日(水)・26日(金)・
31日(水)、8月7日(水)・14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
況により中止となる場
合があります
区役所1階

区制50th
記念 出店団体・ステージ出演団体募集！

こうなん子どもゆめワールド

区制50周年記念カウントダウン
ボードが港南中央駅に

彩り豊かにお祝いしよう区制50th
記念

　区制50周年記念式典と「ひまわり
フェスタ」が開催される11月2日に
向けて、200日前となる4月16日に
設置しました。

区役所企画調整係（　847-8328 　841-7030）問合せ

日　時

会　場

申込み

11月1日（金）まで
地下鉄港南中央駅構内

期 間

場 所

毎月19日は食育の日6月は
食育月間

　食育とは、健全な食生活を実践できる力を育むことです。「食育月
間」の6月、食に関するイベントにぜひお立ち寄りください。

　毎年好評の野菜たっぷりパン＆弁当。今年
も6月に区役所1階で販売します。販売日は、
区ホームページをご覧ください。

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

① 出店団体（営利を目的としない団体）
 子ども向けの模擬店・ゲームなど
 ※区内の団体優先。テント代など出店経費がかかります
② ステージ出演団体
 楽器演奏・ダンス・合唱など
 対象： 区内在住・在学の高校生以下の団体
 ※出演時間は、準備・片付けを含めて10分以内です

募集内容  ※いずれも応募多数の場合は抽選

港南区学校給食展
栄養バランスバッチリ！
当日注文もできるように
なりました

「野菜たっぷりパン＆弁当」販売

港南区が誕生した50年前の給食の
献立も紹介

港南区制50周年記念事業実行委員会の
藤田委員長と今冨区長

問合せ
教育委員会事務局健康教育課
（　671-3277 　681-1456）

港南区 野菜たっぷりパン＆弁当 検索

日　時

会　場

内　容

対　象

費　用

申込み

8月28日、9月11日・25日、
10月9日・23日、11月6日、
12月11日、2年1月8日
いずれも水曜日
13時30分～16時
区役所3階
オリエンテーション、講話（食生活、生活習慣病予防、
歯周疾患予防、食品衛生等）、体操、調理実習 など
区内在住でヘルスメイトとして活動を希望する、
全ての回を受講できる人30人（抽選）
テキスト代1,200円程度
7月19日までに電話（9時～17時）または
ファクスに  　　を書いて区役所健康づくり係へ

食生活等改善推進員
養成セミナー（全8回）

受講者
募集

　食生活等改善推進員（愛称 ヘルスメイト）は、「私たちの健康は
私たちの手で！」をスローガンに、食や運動を中心とした健康づくり
を実践しているボランティアです。あなたも「食生活等改善推進員
養成セミナー」を受講して、ヘルスメイトとして活動しませんか。

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

熱中症を予防しよう！油断
しないで！

　熱中症は、真夏に限らず、梅雨が明ける前でも急に暑くなった日
などは特に注意が必要です。予防のポイントをしっかり押さえてお
きましょう。

● のどが渇く前に、こまめに水分を取り
 ましょう。適度な塩分補給も忘れずに
● エアコンなどで、室温28℃以下、
 湿度70％以下に調節しましょう
● 外出は暑い時間帯を避けましょう。
 出掛けるときは、日傘や帽子、
 涼しい服装で
● 日頃から栄養バランスの良い食事と
 運動で暑さに負けない体づくりを
● 調子が悪いときは、無理をせず
 休養しましょう

区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）問合せ

今年も開催！
ふるさと港南ビタミン満菜市

旬の野菜を
食べよう

　港南区産野菜の直売会。採れたて新鮮な野菜を農家の皆さんか
ら直接購入することができます。ぜひご来場ください。

区役所企画調整係（　847-8328 　841-7030）問合せ

中学生にはハマ弁
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蚊の発生を予防しましょう！今から
チェック

　ヒトスジシマカは、屋外に放置された植木鉢の皿、空き缶などに
できた小さな水たまりのほか、湿った落ち葉やコケなどにも産卵し
ます。水たまりの原因となるものを片付けるか、週に1回水を捨て
ましょう。

　また、雑草や草刈りなどを
定期的に行い、成虫が潜みや
すい場所をなくしましょう。

区役所環境衛生係（　847-8445 　846-5981）問合せ

■ 遊びにおいでよ！ 七夕まつり
　7月3日（水）9時40分～11時40分  
　港南台中央公園（ＪＲ港南台駅下車）
※雨天時は港南台地域ケアプラザ 　
未就学児と保護者 　当日直接会場へ  
　港南台第二保育園（　832-3309 
　832-3198）
■ 映画「エンディングノート」上映会
　7月13日（土）14時～16時30分 ※
13時30分開場 　区民文化センター 
ひまわりの郷 　300人（抽選） 　6月
30日　までに　に  　　を書いて区役
所高齢者支援担当（〒233-0003 港南
4-2-10、　847-8418 　845-9809）へ
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
　6月13日（木）、7月4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）

■ 講演会「死は人生で一番大切な
 ことを教えてくれる」
　7月6日（土）14時～16時 　区民文
化センター ひまわりの郷 　300人
（先着） 　6月11日10時から電話、ま
たはファクスに  　　を書いて区在宅
医療相談室（　350-7008 　847-41
52）へ
■ 血糖値をコントロールする
 ポイント講座（全2回）
体組成測定、健診結果の見方、専門家
による運動療法の講話・実技
　7月31日（水）、9月19日（木）14時
～15時30分 　区役所6階 　区内在
住のおおむね75歳未満で平成30年4
月以降の健診でHbA1c値が5.6～
6.9％の人25人（抽選） ※6.5％以上
の人は医師の許可が必要 　7月11日
までに電話、またはファクスに  　　と
年齢、HbA1c値、6.5％以上の人は医
師の許可済みであることを書いて区役
所健康づくり係（　847-8438 　846
-5981）へ

■ 一般精神保健相談
　6月13日（木）・26日（水）、7月2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
　6月12日（水）、7月10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
■ ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談
　6月28日（金）、7月8日（月）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
■ 乳幼児歯科相談（歯科健診あり）
　6月25日（火）9時15分～11時  　区役所3階（健診・検査フロア）
　未就学児  　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
　6月24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
　電話で区役所健康づくり係（　847-8438 　846-5981）へ
■ 離乳食教室
　6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） 　 6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
■ 肺がん検診
　7月2日（火）9時～10時45分  　区役所3階（健診・検査フロア）
　2年4月1日時点で40歳以上55人（先着）  　胸部Ｘ線撮影：680円
　6月20日～25日に電話で区役所健康づくり係（　847-8438）へ
※音声による通話が難しい人は、ファクス可。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

※市のがん検診や費用の減免制度に関することは横浜市けんしん専用ダイヤル
（　664-2606 　664-2828、日曜日・祝休日を除く8時30分～17時15分）へ

蚊を増やさないために

蚊の一生
１～２週間は水中で生活する

メスの成虫は
羽化から約３日で
吸血を始めます

卵

植木鉢や
プランターの受け皿

落ち葉 古タイヤ

空き缶など

鶏肉によるカンピロバクター
食中毒を予防しましょう注意！

　梅雨の時期から夏にかけて、食中毒の原因となる細菌の増殖が
活発になります。特に注意が必要なのが「カンピロバクター」。鶏肉
などの肉類に付いていて、少量の菌でも腹痛、下痢、発熱などの症
状を引き起こします。

① 鶏刺し、鶏のたたきなど、
 生や加熱不十分な鶏肉を食べない！
　鶏肉は、中心部までしっかり加熱することが
重要です。流通している鶏肉の約60％からカンピロバクターが検
出されています。肉の表面だけでなく中心部の色が変わるまで十分
に加熱してください。

② ほかの食材を汚染しないように！
　肉や魚を冷蔵庫で保管するときは、ビニー
ル袋などに入れて、汁がほかの食品に触れな
いようにしましょう。
　また、肉や野菜など食材によってまな板や
包丁を使い分ける、焼肉やバーベキューなど
で肉を扱う時は生肉用の箸やトングを使い、
食べる時に使用するものと使い分けることを
忘れずに。

③手洗いをしっかり！
　調理の前後、作業の区切りには手を洗いま
しょう。特に、肉を触った後は念入りに。

区役所食品衛生係（　847-8444 　846-5981）問合せ

食中毒を予防するには

そのお肉、ちゃんと焼けてる？
カンピロバクター食中毒予防のお話

蚊に関する相談は、環境衛生係へ
※蚊の駆除や、薬剤の配布は行っていません

　デング熱やジカ熱の原因となるウイルスを媒介するヒトスジシマ
カ（ヤブ蚊の一種）は、5月から10月頃まで活動します。成虫の寿
命は約1か月で、活動範囲は比較的狭く、半径100～150ｍ程度と
いわれています。これからの時期は、蚊の発生源を減らし蚊を増や
さない対策が重要です。

動画

幼虫(ボウフラ) さなぎ

水面に近い壁面などに卵を産む

成虫

ボウフラはわずかな
水たまりでも
発生します

蚊のすみかを
なくそう！
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　地域の皆さまと策定した「港南ひま
わりプラン（地域福祉保健計画）」を推
進し、人とのつながりを通して、地域の
中で見守り、支えあい、誰もが生き生
きと暮らしていくことができる地域づ
くりを区役所、学校、関係機関、地域、
事業者と協働して進めます。

　区民の皆さまを心を込めて温かくお迎えし、「来て良かった」と感じていただける
区役所づくりを進めます。また、区民生活の基本となる行政サービスを、一人ひとり
の気持ちに寄り添いながら正確・丁寧に提供します。

　自分の身は自分で守る「自助」、隣近所の助け合いなどの
「共助」への理解が進むよう、「防災5箇条」のＰＲをはじめ、
子どもや子育て世代を含めた防災・防犯・交通安全の啓発
に取り組みます。

　外出先で緊急搬送された時、認知症の人や障害のある人など
が警察に保護された時などに、病院や警察から地域ケアプラザ・
通所先事業所に連絡が入り、名前や緊急連絡先、かかりつけ医な
どの情報を確認することができる「いざというときの備え」として、
日頃から身に着けるお役立ちグッズです。

　港南区は10月1日に区制50周年を迎えます。
「あいさつ」「ささえあい」「たすけあい」「みまもりあい」
たくさんの「愛（あい）」の輪を広げ、未来につないで
いきたい、そのような思いを込めた基本テーマ「愛あ
ふれる ♥ ふるさと港南に」を合言葉に、地域のつな
がりを一層深め、未来を担う子どもたちに「ふるさと港
南」をつないでいく記念事業を地域・学校・事業者・
関係機関の皆さまと一緒に実施していきます。

つながり　はぐくむ　ふるさと港南

地域の皆さまと協働で進める地域づくり

● 地域の皆さまと協働でつくる「安全で誰もが安心して元気に暮らせるまち」
● 区民生活の基本となる「行政サービスを正確・丁寧に提供する区役所」

　誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けられるように、
区の基本目標や施策をまとめた「運営方針」を策定しました。
主な事業・取組を、施策ごとに紹介します。

区役所企画調整係（　847-8327 　841-7030）問合せ

港南ひまわりプラン

元気な地域づくりフォーラム

しゃべっCiao♪協働による地域づくり推進協議会学び舎ひまわり

区制50周年記念事業 ～愛あふれる♥ふるさと港南に～

施策

1 安全・安心のまちづくり

正確・丁寧な
行政サービスの提供

在宅避難PRリーフレット 防災授業の様子

障害理解啓発ポスター

表 裏

　日常生活の中で「あいさつ」や「声かけ」を
きっかけに、ゆるやかな見守りに協力してくれ
るお店や配達・配送業者の皆さんです。障害
者地域活動ホーム「港南福祉ホーム」の皆さ
んの作品を取り入れたステッカーが目印です。

見守り協力事業者の皆さん

みんなで確認！ 防災 箇条

話し合おう！

備えよう！

圧死から身を守ろう！

避難時は！

地震だ！

家族の連絡どうするの？

最低でも、食料・飲み水3日分

家具の転倒防止と耐震対策

電気・ガスの元栓切って

となり近所に声かけて、まずは「いっとき避難場所」

か

トイレパックも
忘れずに！

このほかにもさまざまな事業・取組を進めます。詳しくは区ホームページをご覧ください。

港南区
区政運営方針

令和元年度 基本
目標

万が一のお守り“ひまわりホルダー”

見守り協力事業者

か

　向こう三軒両隣に「お互い様」の関係ができ、いざというとき
にも助け合えるよう、さまざまな担い手による見守り・支えあい
の輪が広がるような取組を進めます。

施策

2 見守り・支えあいのまちづくり

「見守り協力事業者」ステッカー

　「健康アクションこうなん5」の実践を呼び掛け、誰もが
健やかに、健康寿命を延ばす取組を進めます。
　また、医療・介護・介護予防・生活支援などが一体的に
提供される地域包括ケアシステムの構築を進めます。

施策

3 誰もが元気で健やかに暮らせるまちづくり

医療機関マップ・エンディングノート グラウンドゴルフの様子

　区制50周年を区民の皆さまと
お祝いするためのＰＲや記念事業
を実施するとともに、地域の美化
活動やごみの減量化、歩行者の
安全に配慮したまちづくりなどを
進めます。

施策

4 住み続けたいまちづくり

河川のクリーンアップ 通学路の安心カラーベルト公道に設置した手すり

健康アクションこうなん　
～ふだんのくらしをけんこうに～

受けよう！ がん検診と健康診断そして

ファイブ

あるこう！ 毎日 ご近所さんと あいさつ交わし 地域とつながり 介護予防ご近所さんと あいさつ交わし 地域とつながり 介護予防

たべよう！ 野菜 野菜たくさん 塩分ひかえめ だしの旨味をたっぷりと野菜たくさん 塩分ひかえめ だしの旨味をたっぷりと

まもろう！ 歯 口から美味しく食べるため 定期的に歯のチェック口から美味しく食べるため 定期的に歯のチェック

なくそう！ たばこの煙 一人ひとりが意識を高め たばこの害のない港南へ一人ひとりが意識を高め たばこの害のない港南へ

やすもう！ しっかり 睡眠と 気分転換で 明日の元気の源に睡眠と 気分転換で 明日の元気の源に

お い

うま み

港南区ウォーキング
推進キャラクター

ひまわりくん

　 だんの
　 らしを
　 あわせに
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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 検索横浜カレンダー　港南区　お届け便

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。

■ 着物リメイク「着物が洋服に」
   （全4回）
7・8月の第1・3火曜日 15時～18

時 16人（抽選） 2,000円 6月
20日までに に と年齢を書い
て施設へ
■ Mama ＆ Baby Dance（全3回）
①0～2歳コース②2～3歳コース
7月6日～20日の毎週土曜日①10

時～11時②11時～12時 ①0～2
歳の子と保護者②2～3歳の子と保護
者各10組（先着） 1,500円 6月
15日13時から電話か直接施設へ
■ 夏休み港南教室 美しい植物標本
   「ハーバリウムを作ろう」
7月27日（土）10時～12時 小学

生と保護者16組（抽選） 500円 
7月6日までに に と学年を書
いて施設へ
■ 夏休み港南教室 涼しげミニ水族館
   「アクアドームを作ろう」
8月3日（土）10時～12時 小学生

と保護者16組（抽選） 500円 7
月13日までに に と学年を書
いて施設へ

■ ボランティアスタート講座（全4回）
6月20日・27日、7月4日・18日い

ずれも木曜日 9時30分～11時30分 
20人（先着） 6月11日9時から電

話か直接施設へ
■ ドリームカフェ
懐かしい音楽や落語など
7月3日（水）13時30分～15時 

150円 当日直接施設へ
■ えんがわカフェ
相談も受けます
6月16日（日）13時30分～15時30

分 100円 当日直接施設へ

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）

港南中央地域ケアプラザ
〒233-0003　港南4-2-7
845-4100　　 845-4155

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」　 50th  50周年記念事業  ※特に記載のない場合は無料、自由参加、締切日必着

■ 南部病院健康教室
   「もっと知ってほしい乳がんのこと」
外科医師による講話
7月6日（土）14時～15時30分 

50人（先着） 6月11日9時から電話
か直接施設へ
■ チャレンジ1万歩！
   「ノルディックウォーク」
6月20日（木）9時～12時30分 ※

雨天中止 20人（先着） 6月11日
9時から電話か直接施設へ
■ 夏のアロマスプレー＆
 キッチンハーブ講座
7月1日（月）10時～11時30分 

未就学児と保護者15組（先着） 700
円 6月11日9時から電話か直接施
設へ
■ うたカフェ
7月20日（土）11時～12時30分、

14時～15時30分 各35人（先着） 
300円 6月20日9時から電話か

直接施設へ

■ 絆塾♡下永谷 ケアプラザ文化祭
ステージや展示、体験コーナーなど
7月7日（日）9時50分～14時 当

日直接施設へ ※室内履き持参

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
6月20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
■ ママと子のおしゃべりサロン
6月25日（火）10時～11時30分 

1～3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
6月27日（木）13時30分～15時 

100円 当日直接施設へ

港南台地域ケアプラザ
〒234-0054　港南台3-3-1
834-3141　　 834-3145

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

野庭地域ケアプラザ
〒234-0056　野庭町612
848-0111　　 848-0106

■ 親子で南高校プラネタリウム体験
7月24日（水）9時30分～12時 

小学3～6年生と保護者20組（抽選） 
7月17日までに に と子の

氏名（ふりがな）・学年を書いて施設へ
■ 夏休み親子でタイル絵画に
 挑戦してみよう
7月28日（日）9時30分～11時30

分 小学生と保護者12組（抽選） 
500円 7月14日までに に
と子の氏名（ふりがな）・学校名・学年
を書いて施設へ
■ 七夕の短冊を飾ろう
7月1日（月）～7日（日）9時～20時

30分 ※最終日は16時30分まで 当
日直接施設へ ※未就学児は保護者
同伴
■ おはなしの森
6月27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

■ 七夕コンサート ～ピアノとフルート
7月6日（土）14時～15時 50人

（先着） 当日直接施設へ
■ 夏休み ふしぎ発見理科ひろば
 ～リモコンカーを作ろう
7月25日（木）9時30分～11時30

分 小・中学生30人（小学1・2年生
は保護者同伴）（先着） 600円 6
月20日13時から電話か直接施設へ
■ あきカンでわたあめを作ろう
7月7日（日）10時～11時30分 

小学生24人（3年生以下は保護者同伴）
（先着） 500円 6月20日13時か
ら電話か直接施設へ
■ 季節の保存食教室
 ～トマトのジャム・梅のジャム・
 スコーン
7月29日（月）10時～13時 18歳

以上20人（先着） 1,200円 6月
20日13時から電話か直接施設へ

東永谷地区センター
〒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）

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）

■ 夏休みこども 木工教室
7月27日（土）12時30分～14時30

分 小学生20人（3年生以下は保護
者同伴）（先着） 1,000円 6月11
日13時から電話か直接施設へ
■ 遊びにきてね☆おはなしのへや
毎月第3木曜日 10時30分～11時

30分 3歳以下の子と保護者 当
日直接施設へ
■ ベビーヨガとママの産後リセットヨガ
   （全3回）
7～9月の毎月第2木曜日 10時40

分～11時40分 つかまり立ちから歩
き始めの子と母親10組（先着） 2,000
円 6月11日13時から電話か直接
施設へ
■ ベビーマッサージとママの産後
 リセットヨガ（全3回）
7～9月の毎月第2木曜日 9時30

分～10時30分 2か月からハイハイ
ができる子と母親10組（先着） 2,000
円 6月11日13時から電話か直接
施設へ

■ 七夕飾り
7月1日（月）～7日（日）9時～20時

30分 当日直接施設へ ※未就学児
は保護者同伴
■「網戸の張り替え方」講座
7月7日（日）10時～12時 20歳

以上12人（先着） 500円 6月11
日10時から電話か直接施設へ
■ 親子料理教室「夏だ！ 親子で作ろう
 うさぎさんカレー」
7月24日（水）10時～13時 小学

生と保護者10組（抽選） 800円 
7月14日までに に と子の氏名
（ふりがな）・学年を書いて施設へ
■ 科捜研の子ども
   「指紋とルミノール反応を調べよう」
7月26日（金）10時～12時 小学

生12人（1・2年生は保護者同伴）（抽
選） 200円 7月16日までに に

と年齢を書いて施設へ

港南台地区センター
〒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）

野庭地区センター
〒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）
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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。

■ ふしぎ発見理科ひろば
   「作って体験『風力発電』」
7月6日（土）10時～12時 小学生

10人（1・2年生は保護者同伴）（先着） 
500円 6月11日9時から電話か

直接施設へ
■始めてみよう！ シニアのための
 楽しいフォークダンス（全2回）
6月22日（土）・29日（土）13時30分

～15時30分 50歳以上15人（先
着） 500円 6月11日9時から電
話か直接施設へ
■ 50th  写真展
   「残したい港南の風景」
6月～7月15日（祝）9時～21時 

当日直接施設へ

■ スマートフォンをお持ちでない方の
 ための「初心者向け シニアの
 スマートフォン講座」
7月4日（木）13時～15時 60歳

以上20人（先着） 6月12日9時から
電話か直接施設へ
■ 親子工作教室「リサイクル材料で
 走る！ 飛ぶ！ おもちゃ作り」
7月21日（日）10時～12時 5歳～

小学生と保護者15組（先着） 200円 
6月22日9時から電話か直接施設へ

■ 夏休みクラフト教室「レジンで
 つくるオリジナル・チャーム」
7月29日（月）10時～11時 小学

生以上10人（小学1・2年生は保護者
同伴）（先着） 300円 6月25日9
時から電話か直接施設へ
■ 暮らしのお役立ち講座
   「包丁の研ぎ方」
7月27日（土）10時～11時 20歳

以上10人（先着） 400円 6月25
日9時から電話か直接施設へ
■ おはなし会
6月19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
6月26日（水）11時～14時 ※時間

内出入り自由 当日直接施設へ

野庭すずかけコミュニティハウス
〒234-0056　野庭町346-2

・　 843-9765
休館：水・金曜日

日限山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）

■ 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

もく

浴
よく

体験
7月20日（土）13時～15時 第1

子を妊娠中の人と家族20人（抽選） 
6月11日10時～20日17時に電話か
直接施設へ
■プレママ・プレパパうぇるかむでぃ
   「体を動かそう」
6月15日（土）10時～11時30分 

初めての子を迎える母親・父親 前
日15時までに電話か直接施設へ
■ 親子の歯みがきピカピカ講座
7月2日（火）10時30分～11時30

分 歯が2本以上ある1歳以下の子
と保護者15組（先着） 6月11日10
時から電話か直接施設へ
■ 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
6月13日（木）・29日（土）13時30分

～14時30分 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

■ イタリアの家庭料理＆食文化
7月5日（金）13時30分～16時30分 
24人（先着） 1,500円 6月11日

10時から費用を添えて直接施設へ
■認知症サポーター養成講座
7月3日（水）13時～15時 30人

（先着） 6月11日9時から電話か直
接施設へ
■初心者のためのパソコン講座
①PowerPointの基本を学ぶ②Pow
erPointを使いこなす③Windows10
を使いこなす④デジカメ写真の整理
と修整 
①7月4日②7月11日③7月18日④

7月25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 各1,500円 6月11
日9時から費用を添えて直接施設へ
■国際交流のひろば
7月7日（日）10時～15時 ウィング

上大岡2階ガーデンコート（京急・地下
鉄上大岡駅下車） 当日直接会場へ

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

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

■ 障がい理解啓発講座「障がいのこと
 知ってみませんか？」（全2回）
7月8日（月）・22日（月）10時～12

時 30人（先着） 6月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■ 中島啓雅先生による
 地域の方向け相談会
協力医の健康相談
毎月第4月曜日 13時～14時 3人

（先着） 毎月11日9時から電話か直
接施設へ

■みんなのいこい場
コーヒーを飲みながら交流しよう
毎月第1・3水曜日 11時～14時 

100円 当日直接施設へ

■宿題ルーム
祝休日を除く月・水・木曜日 15時

～16時30分 ※中学生は17時まで 
小・中学生 当日直接施設へ

■ 世界の国から ～お国の話を
 聞かせて！（ポーランド）
7月11日（木）10時～11時30分 

15人（抽選） 300円 6月30日21
時までに電話か直接施設へ
■ 七夕かざり ～短冊に願いを込めて
7月1日（月）～7日（日） 当日直接

施設へ

■ 50th  向
ひ ま わ り

日葵の素
す

敵
てき

な
 はがき絵を描こう！
7月2日（火）13時30分～15時 

18歳以上10人（先着） 1,000円 
6月11日10時から電話か直接施設へ
■ 七夕に願いを込めて笹飾り
6月30日（日）～7月7日（日） 当日

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

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

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

上大岡コミュニティハウス
〒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）

港南台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

■夏休み工作！ 魚をモチーフにした立体
絵画を楽しもう《シャドーボックス》
7月28日（日）10時～12時 4歳

以上の子と保護者15組（先着） 600
円 6月11日9時30分から電話か直
接施設へ
■ 七夕飾りを作って遊ぼう
7月4日（木）10時30分～11時30

分 3歳以下の子と保護者20組（先
着） 100円 6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
 ピアノ伴奏で歌いましょう
7月18日（木）10時30分～11時30

分 30人（先着） 100円 6月11
日9時30分から電話か直接施設へ

■ 仏花をアートフラワーで作ろう！
7月5日（金）13時～15時 18歳

以上12人（先着） 1,500円 6月
11日10時から電話か直接施設へ
■ 七夕かざり in 桜道
6月30日（日）～7月7日（日） 当日

直接施設へ

■ 50th  かけっこ教室＆
 いのちの教室
7月13日（土）13時20分～15時45分 
小学生と保護者50組（先着） 800円  
6月11日9時から電話か直接施設へ

■ お試し教室週間
ヨガ、燃焼ボクシングフィットネスなど
6月18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
■ マリノスふれあいサッカー教室
7月27日（土）13時10分～14時40

分 小学1～3年生45人（先着） 
1,200円 6月24日9時から電話か
直接施設へ
■ 夏休み小学生理科工作教室
動くおもちゃを作ろう
①7月31日（水）13時30分～15時

30分②8月2日（金）10時～12時 
小学1～4年生各20人（先着） 700
円 6月28日9時から電話か直接施
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

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）

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）
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■ 親子おはなし会
6月19日（水）10時30分～11時 3

歳以下の子と保護者 当日直接施設へ
■ おはなしくまさん
6月14日（金）・28日（金）①10時～

10時20分②10時40分～11時 ①
2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
6月23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
■ ママといっしょのおはなし会
 by 金色ポケット
7月4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

■ 日野中央公園ミニ文化祭
 ～ワイワイフェスタ
①愉快な似顔絵②はし置き作り③作
品展示やハンギング作品人気投票
①②6月29日（土）11時～15時③6月

29日（土）～7月7日（日）9時～18時 
①500円②200円 当日直接会場へ
■ フラワーアレンジメント
   「アーティフィシャルフラワーで作る
 爽やかリース」
7月4日（木）10時～11時30分 

11人（先着） 3,500円 6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
7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 6月11日10時から電話か直
接施設へ

港南図書館
〒234-0056　野庭町125
841-5577　　 841-5725

休館：6月17日（月）、6月25日（火）～27日（木）

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

■ 和楽器集団鳳
ほう

雛
すう

演奏会「明
みょうじゅたなごころにあり

珠在掌」
9月28日（土）16時から 320人（先

着） 3,000円 6月14日10時から
直接、同日14時から電話で施設へ
■ 手話ミュージカル「手話とらの星」
8月24日（土）11時から、15時から  
各320人（先着） 中学生以上：前

売り3,500円（当日4,000円）4歳～小
学生：前売り2,000円（当日2,500円）  
6月14日10時から直接、同日14時

から電話で施設へ
■ こども・ミーツ♡オーケストラ
 ＠ひまわりの郷
7月15日（祝）①13時から②15時

30分から 区内在住の小学生と同
伴者各350人（抽選） 6月30日
までに直接、または かファクスに

と参加者全員の氏名（ふりがな）、
学年・学校名、希望時間帯（①、②、どち
らでも）を書いて施設へ

■ 窓にお絵描き
7月6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
■ えほんの読み聞かせ会
7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
6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
■ 七夕かざり
7月1日（月）～7日（日） 中学生以

下（未就学児は保護者同伴） 当日直
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

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）

■ 里山のくらし体験
7月27日（土）9時15分～15時30分  
小学4～6年生20人（抽選） 1,000
円 7月1日までに に と学年、
保護者氏名を書いて施設へ ※はがき
1枚に1人
■ 谷戸 肝だめし
7月13日（土）19時20分～20時30

分 8組（中学生以下は保護者同伴）
（抽選） ※1組5人まで 中学生以上
500円、小学生300円 6月20日ま
でに に と参加者全員の氏名・
年齢を書いて施設へ
■ 夏休み竹細工
 ～水鉄砲と竹のけん玉
7月21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 6月22日9時から電
話か直接施設へ

■ ハーブで虫よけスプレーを作ろう
7月6日（土）10時～12時 小学生

と保護者10組（抽選） 500円 6
月22日までに直接、または かファク
スに を書いて施設へ
■ モミジを使った盆栽作り
7月15日（祝）13時30分～15時30

分 20歳以上20人（抽選） 2,500
円 7月1日までに直接、または か
ファクスに を書いて施設へ
■植物園の“むし”
園内にどんな虫がいるか観察しよう
7月27日（土）10時～12時 3歳～

小学生と保護者10組（抽選） 300円 
7月13日までに直接、または か

ファクスに 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）

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）

■ 女性のためのパソコン講座
①Excel中級（全2回）②再就職・転職
のためのパソコン講座（全5回）
①7月13日（土）・14日（日）②7月

24日（水）～26日（金）・29日（月）・30日
（火）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） 6月17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
■子育てママのすっきりヨガ（全6回）
7～9月の毎月第1・3火曜日 10時

30分～11時45分 産後2か月以上
の女性18人（先着） 4,200円（免除
制度あり） 6月11日9時から電話か
直接施設へ 2か月以上の未就学児、
有料 ※申込時に問合せを
■やさしいバレエ・エクササイズ
   （全6回）
7月6日・20日、8月3日・24日、9月

7日・21日いずれも土曜日 10時30分
～12時 女性20人（先着） 7,800
円（免除制度あり） 6月13日9時か
ら電話か直接施設へ 1歳6か月以
上の未就学児、有料 ※申込時に問合
せを

■子ども水泳教室
①幼児②小学生初級③小学生中・上級
毎週火～金曜日①15時45分～16

時30分②16時30分～17時30分③
17時30分～18時30分 ①3～6歳
15人②③小学生各20人（先着） 
3,200円 ※回数により変動 6月11
日から直接施設へ

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

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）

■ 英会話とシェークスピア講座
①②英会話③やさしいシェークスピア
④シェークスピア原典講座⑤シェーク
スピア及び英文学講座
①第1・3水曜日 10時～11時50分

②第1・3金曜日 10時～11時50分③
第1・3火曜日 13時～14時50分④第
1・3土曜日 10時～11時30分⑤第1・
3土曜日 13時～14時45分 老人福
祉センター 蓬莱荘（バス停港南環境セ
ンター前下車）ほか ①②③60歳以
上各20人④⑤各20人（先着） ①②
③月1,500円④⑤月3,000円 6月
11日から電話で①伊藤（ 090-2448
-8754）②佐藤（ 080-1269-9640）
③廣畑（ 832-1354）④⑤間

ま

世
せ

田
だ

（
894-0889）へ

■さわやかスポーツタイム
   「ボッチャの日」
7月6日（土）13時～15時 港南ス

ポーツセンター 当日直接会場へ 
さわやかスポーツ普及委員会の小

こ

湊
みなと

(
080-4654-5191） ※室内履き持参
■ 子ども自然体験サークル
 “港南ちゃれんじゃーず夏休み活動”
野外活動、星座観察、森林ゲームなど
6月30日（日）、7月14日（日）、8月8

日（木）～11日（日）、9月22日（日）※
時間の詳細は問合せを 横浜市少
年自然の家「赤城林間学園」（群馬県）
ほか 小・中学生30人（抽選） 
29,000円 6月20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 と学年を書いて区レ
クリエーション協会の安藤（〒234-
0054 港南台2-2-9-1008、 ・ 83
2-2768）へ
■ 秋季港南区民野球大会
7月28日（日）～12月7日（土） 清

水ケ丘公園野球場ほか 区内在住・
在勤の社会人軟式野球チーム（1チー
ム監督含め30人以内） 20,000円 
6月27日～7月7日に申込書（港南

区野球協会のホームページでダウン
ロード）に費用を添えて直接カトウス
ポーツ店（港南台9-24-6、 832-38
98）へ

■ あそび・隊！ とあそぼう！ 拡大版
 ～おやこで楽しむミニ運動会
7月13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歳以上の未就学児と
保護者35組（先着） 600円 6月
13日から電話であそび・隊！の橋本
（ 090-5438-6035）へ
■ あそび・隊！ おたのしみ劇場
パネルシアターや人形劇、絵本など
7月16日（火）10時30分～11時30

分 港南台地域ケアプラザ 未就
学児と保護者30組（先着） 300円  
6月12日から電話であそび・隊！の

橋本（ 090-5438-6035）へ
■ 外国人が教えるやさしい英会話
月3回水曜日 10時～11時 区民

文化センター ひまわりの郷ほか 60
歳以上の女性10人（先着） 月4,200
円、入会金1,000円 6月11日から
電話で岡本（ 070-4516-7382）へ
■ オリエンテーリング体験会
7月6日（土）10時～11時 日野中

央公園管理棟前集合 区内在住・在
勤の人（小学生以下は保護者同伴）  
300円、小・中学生100円 6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（〒
234-0052 笹下4-8-1-404、 841-
1022、18時～20時）へ

■ 港南区小学生陸上運動教室
7月7日（日）9時～12時 港南台

第二小学校（ＪＲ港南台駅下車） 区
内在住の小学4～6年生と指導者 7
月3日までに申込書を直接またはファ
クスで区体育協会（日野1-2-30 港南
スポーツセンター内、 840-3086）
へ 戸部（ 080-6662-0779）
■ 港南区陸上競技大会
7月28日（日）8時30分～17時 

三ツ沢公園陸上競技場（バス停三ツ沢
総合グランド入口下車） 区内在住・
在勤・在学の小学4年生以上 1種
目700円、高校生500円、小・中学生
300円。リレーは1チーム1,000円、
小・中学生500円 6月25日までに
申込書（連絡者に送付）を郵送で大会
事務局の戸部（〒234-0055 日野南
4-10-11、 080-6662-0779）へ
■大人のための韓国語・英会話
 市民講座（各全8回）
①韓国語②英語
6月26日～8月14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） 8,000円、テキスト代2,000円  
6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

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。


