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人口と世帯数
（令和元年6月1日現在）

編集・発行　港南区役所広報相談係（ 847-8321 846-2483）

港南区役所
【開庁時間】 月～金曜日 8時45分～17時　※祝休日・年末年始を除く

港南区ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/konan/

847-8484（代表電話）〒233-0003
港南区港南4-2-10

人口…214,015人
（前月比 -34人）

世帯数…93,863世帯
（前月比 ＋66世帯）

2019年

活動を始めたい 広げたい
そんなあなたを応援！　 ・・・・・・・・ 8・9
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7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

情報
発信中！

検索港南区役所

　港南区には、歴史を伝える数々の文化財があります。今月号からの地域通信では、歴史の専
門家や地元の人などが文化財を訪ね、史実やエピソードを紹介します。文化財を通してまちの
歴史に触れる、そんな散歩に出掛けてみましょう。
　今月号の案内人は、横浜市歴史博物館学芸員の羽毛田智幸さんと芹が谷町内会会長の若
林諭さん。訪ねたのは、昭和63年に横浜市登録文化財に指定された武相国境の道標です。
　寛延元年（1748年）の銘があるこの石塔、正面に仏像が彫られ、「奉
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 弘
明寺道」と刻まれています。「そもそもは、念仏講の供養塔として建てられたものです。念仏講は自
身の極楽往生や故人の慰霊などのために、輪番で決めた家に集まり念仏を唱えることで、この周
辺でも行っていたのでしょう」と羽毛田さん。「そういえば昔、近所の人が家に来て、大きな数珠を
回していました」と若林さんも記憶をたどります。
　そして、側面に「右 武
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州
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境道」、「左 戸塚道」とあるように、道標の役目も果たしていました。
この武州相州が「武

むさしのくに

蔵国」と「相
さがみのくに

模国」で、その国境の道が現在の港南区の中央をほぼ南北に貫
いていました。市内18区の中でも区の中央部に「武相国境」があるのは港南区だけ。昔は区の
東側と西側は違う「国」だったのです。
　「弘明寺道」が示すように、武相国境を北に向かって行くと弘明寺方面に分かれる道があります。
「南区側になりますが、勘九郎地蔵というのがありますよ」と若林さんに教えられ、行ってみるこ
とに。この辺りは久保村（現在の大久保）の自
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の寺領で、元々あった地蔵尊が寺に移された
後、村民の有志が新たに道標を兼ねた地蔵尊を建てた、と説明文にあります。最後に、すぐ近く
の昔の生活の様子などを展示している南区別所小学校の「別所村郷土館」を訪れ、散策を終え
ました。港南区でも、日下小学校と日野小学校の2校が、歴史資料室を公開しています。
　「何げなく通っていた道標だけど、いろいろ分かると面白いですね」と若林さん。いつの時代も
人々の暮らしとともにあった道標。その傍らに立ち、古代の旅人たちに思いをはせてみませんか。

尾根伝いに続く武相国境は、武蔵の文化と
相模の文化が交流する重要な交通路でした

左から羽毛田さん、若林さん。
羽毛田さん側の道が戸塚道、若林さん側が武相国境
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勘九郎地蔵（南区六ツ川四丁目）

道標から200ｍほど北にある芹が
谷一丁目公園。晴れた日には富士
山が望めることも 武相国境の道標

下永谷の念仏講
（港南の歴史研究会〈現 港南区歴史協
議会〉著「ふるさと港南の石仏たち」平
成3年2月1日発行から転写）

別所村郷土館。見学は事前に
予約を（ 715-2972）

歴史資料室がある港南区の小学校
※見学の申込みは各小学校へ
●日下小学校「郷土資料館」
　（ 843-7838）
●日野小学校「歴史資料室」
　（ 842-1118）
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問合せ
 
区役所環境衛生係（ 847-8445 846-5981）問合せ

 
区役所企画調整係（ 847-8319 841-7030）

未来の自分にメッセージを送ろう！ トコジラミに注意！

区の花ひまわりがいっぱい！

見つけたら
すぐに駆除

いよいよ
夏本番

　区制50周年を、未来を担う子どもたち一人ひとりが夢や志を持
ち、これからの自分について考えるきっかけにしてほしい。そんな思
いから区内の小・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。

トコジラミってどんな虫
 ・ 羽がなく、扁

へん

平
ぺい

・楕円形で赤褐色、成虫の
 大きさは5～8㎜
 ・ 餌は人や動物の血液で、活動は主に夜間
 ・ オス・メス、幼虫・成虫、全て吸血

トコジラミの潜む場所
●畳（裏・隙間） ●家具の隙間 ●カーテン ●布団・枕
●マットレス ●カーペットやじゅうたんの裏 ●ベッドの裏
●電化製品 ●コンセント

トコジラミの見つけ方
　狭くて暗い場所を好むので、夜になり部屋が暗くなると吸血のた
め活動します。潜んでいる場所には黒いゴマのような血

けっ

糞
ぷん

や卵や脱
皮殻、死骸があるので注意して探してみましょう。

トコジラミを持ち込まないために
 ・ ホテル等（特に海外）での宿泊時には部屋にトコジラミがいないか
確認し、荷物を直接床などに置かない

 ・ 海外への旅行や出張などで使ったバッグは内部を調べ、血糞や
脱皮殻がないか確認する

 ・ 家具（中古品）を購入した時は、中にいないか調べる

ひまわりを描こう！ ひまわりの花 絵画コンクール
　小学校の低・中・高学年の各部門から入賞作品を選定・表
彰します。入賞作品は、区内商店街などに展示する予定です。
（主催：区商店街連合会・区役所）

対　象  区内在住・在学の小学生（近隣区在住可）
応募作品  四つ切画用紙
応募方法  9月4日までに作品の裏面に、 と学校名・学年を書い

て、直接または郵送で区役所地域運営推進係（〒233-0003
 港南4-2-10、5階54番窓口）
 または区商店街連合会の早川
 （〒233-0006 芹が谷4-1-4）へ

前回区長賞作品昨年度の展示の様子

ひまわりを撮ろう！ ひまわり写真館
　皆さんが撮ったひまわりの写真を
区のホームページや地下鉄の駅、商
店街で展示します。応募者全員に、
ひまわりグッズをプレゼントします。
対　象  今年区内で撮影した未発表のもの（1人何点でも可）
応募作品  L判（8.9×12.7ｃｍ）程度　データの場合はJPEG、GIF、

PNGのいずれかで2MB（メガバイト）以下 ※個人が特定でき
る写真を応募する場合は、必ず本人の承諾を受けてください

応募方法  9月2日までに と撮影場所・写真のタイトルを書いて、
Ｅメール、直接または郵送で区役所企画調整係（ kn-
kikaku@city.yokohama.jp 〒233-0003港南4-2-10、
5階55番窓口）へ

※応募後の写真の著作権は、区に帰属し、写真は返却しません　

緑のカーテンの写真も同時募集！
　皆さん自慢の緑のカーテンを撮って送って
ください。区のホームページに掲載します。 
※応募方法などは、ひまわり写真館と同じです

上大岡駅東口商店会を中心とした実行委員会による、毎年大人気の恒例行事です。
今年で9回目の開催となります。3万本のひまわり畑の中を歩いてみませんか？

日　時
 
7月20日（土）9時30分～12時30分 ※雨天の場合は21日（日）

 ※ひまわり畑の一般開放　7月18日（木）～28日（日）10時～17時
会　場

 
上大岡東1-34（京急・地下鉄上大岡駅下車） ※駐車場はありません

問合せ
 
ひまわりフェスタ実行委員会（ 846-1187）

問合せ
 
区役所地域運営推進係（ 847-8391 842-8193） 問合せ

 
区役所企画調整係（ 847-8328  841-7030）

大賀の郷 3万本のひまわりフェスタ

　最盛期の7月は、いろいろな場所にたくさんのひまわりが咲いています。写真を撮ったり、絵を描いたり、思い切りひまわりを
楽しんでみませんか。 ※写真・絵画の応募作品は、区商店街連合会・区役所の事業で使用することがあります

区制50th
記念

区制50th
記念

募集期間  6月下旬から2年2月まで

※ メッセージを記入する専用シートは小・中学校を通じて配布・取り
まとめを行います

※ 区内在住で区外の小・中学校に通う人はお問い合わせください

メッセージテーマは将来の夢や目標
 ・ どのような自分になりたいか
 ・ どのような仕事に就きたいか
 ・ どのようなことを成し遂げたいか  など

サポーター
募集中
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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」　 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

問合せ
 
区選挙管理委員会（ 847-8308 841-7030）

問合せ
 
区役所区民活動支援係（ 847-8397 842-8193）

問合せ
 
区役所地域運営推進係（ 847-8391 842-8193）

今年の夏は参議院議員
選挙が行われます 区民企画運営講座のお知らせ投票時間

朝7時～夜8時
仲間に
出会える

■ ♥50th♥ こうなん子ども
 ゆめワールド子どもスタッフ募集
ブースやステージのお手伝い
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） 小学4～6年生60人（抽選） 
7月31日までに に と学校名・
学年、保護者氏名を書いて実行委員
会事務局（区役所青少年育成担当内 
〒233-0003 港南4-2-10、 847-
8396 842-8193）へ

土砂災害“特別”警戒区域指定のための現地調査のお知らせ
神奈川県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害“特別”警戒区域（通称：
レッドゾーン）の指定に向けて、がけ地の現地調査を行っています。
※敷地内に立ち入る場合は、県の委託した調査員が趣旨を説明します
※調査員は身分証明書を携帯し、腕章を着用しています
調査結果の公表▶2年1月以降にホームページ等でお知らせ予定

横浜川崎治水事務所急傾斜地第二課（ 411-2522 411-2602）

　投票日は、選挙の公示後に郵送する「投票のご案内」、ポスター
掲示板、テレビ・ラジオ・新聞などの広報でご確認ください。

●「投票のご案内」をお持ちください（なくても投票できます）
　世帯ごとに、1つの封筒に同封して郵送しますので、ご自身の「投
票のご案内」をお持ちください。窓口での受付が早くなります。

●当日行けない人は期日前投票をご利用ください
　投票日に用事がある人は、期日前投票をご利用ください。「投票
のご案内」の裏面に記入してお持ちになるとスムーズに受付ができ
ます。

区の期日前投票所
※2か所で投票ができます。期間・時間が異なりますのでご注意ください

①区役所1階区民ホール（地下鉄港南中央駅下車）
投票期間  公示日の翌日～
 投票日の前日
投票時間  8時30分～
 20時

②港南台214ビル (JR港南台駅下車、港南台バーズ3階から連絡通路で直結)
投票期間  投票日の8日前（土曜日）～投票日の前日
投票時間  9時30分～20時

●不在者投票制度もあります
　出張先・旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票ができ
ます。また、身体に重度の障害のある人、要介護5で「郵便等投票
証明書」を持っている人は、郵便による不在者投票ができます。

　日常生活の疑問や悩みを解消するために、区民の皆さんが講座
を企画しました。申込方法などの詳細は、区役所などで配布してい
るチラシをご覧になるか、お問い合わせください。

開講時期 講座名・内容 申込み

9～12月 子どもの本の教室
本を通して、仲間づくりの機会を提供

7月11日から
先着順60人

9～11月 港南ぶらりぶらり
史跡巡りを通して、地域とつながる

8月13日から
先着順30人

9～12月 思春期の子どもと親の大丈夫
心配事や不安と上手に付き合う

8月13日から
先着順20人程度

開講時期 講座名・内容

5月～2年2月 こうなんの歴史探訪
港南の歴史を知り、街歩きで確かめる

これから始まる講座

こんな講座も企画されました（開講中）

■一般精神保健相談
7月11日（木）・24日（水）、8月6日（火）・8日（木）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
8月7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
7月26日（金）、8月6日（火）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）
7月18日（木）13時15分～15時、8月6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
7月30日（火）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
7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）
7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
8月21日（水）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
8月8日～14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

■しかけカードを作ろう
8月21日（水）14時～15時30分 
港南図書館 小学生15人（1・2

年生は保護者同伴）（抽選） 7月31
日までに直接、または申込書（区民利
用施設で配布）かファクスに と
学年、保護者氏名を書いて区役所区
民活動支援係（ 847-8394 842-
8193）へ
■移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
7月18日（木）、8月1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）

検索横浜川崎治水事務所

鎌倉街道

商業施設

区役所

港南区総合庁舎前
至上大岡至鎌倉

港南中央駅
港南
警察署

出入口 駐車場
出入口

JR港南台駅

駐
車
場 港南台214ビル

港南台
バーズ

至横浜至大船

港南台214ビル5階502号室

イオン
フードスタイル
港南台店

　横浜の商店街“ナンバー1”の
ハンバーグを投票で決定します。

ビストロ ラトゥール
上大岡東1-9-13
842-9683

検索ガチハンバーグ

ガチハンバーグ！

デミグラスハンバーグ
1,080円（ランチタイムのみ）

投票期間
7月31日まで
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活動を始めたい 広げたい

　「地域活動を始めたいけれど、どうしたらいいの？」「マンネリ化した活動を何とかしたい」、そんなときの
強い味方が区民活動支援センター。やりたいことの種まきと、その芽を一緒に育てます。

問合せ  区役所区民活動支援係（ 847-8397 842-8193）

 
消しゴムハンコでオリジナル
 トートバッグを作ろう
子どもも大人も一緒に楽しく作りましょう。
※数に限りがあります
時間  ①10時～11時30分
 ②12時30分～14時30分
費用  500円

 笑いの体操
誰でも無理なく楽しい笑いの体操で脳
活性化！ 椅子に座ったままでもできます。
時間  ①10時～12時
 ②12時30分～14時
 
君も今日からマジシャンだ！
 入門講座  予約制
マジックで友達を驚かしちゃおう！ 自分だ
けのマジック道具も作ります。
時間  ①10時～11時
 ②11時30分～12時30分
 ③13時～14時
 ④14時30分～15時30分
費用  500円

 クールで爽やかな夏のアロマ 予約制
汗をかいて不快な夏を快適に過ごす方法
を紹介。夏におすすめの清涼感のあるバ
スソルトを作ります。
時間  13時～14時
費用  500円

 げんき絵手紙サロン  予約制
墨筆で画仙紙はがきに描いてみよう！ 自
分だけの印を作ってみよう！
時間  13時30分～15時30分
費用  500円
 
香りのイメージング＆
 ミニフレグランス作り  予約制
好きな香りを選んでミニフレグランス・ス
プレーを作ります。香りの持つメッセージ
で意外な自分を発見してみませんか。
時間  14時30分～15時30分
費用  500円

 カリグラフィーでカード作り 予約制
イタリック体でサマーカードを作ろう。
時間  14時30分～15時30分
費用  500円

 
カラーサンドにエアプランツを
 飾ろう  予約制
グラスの中に好きな色の砂を重ねて層を
作り、エアプランツを飾ります。
時間 10時～10時30分
費用  500円

 似顔絵の楽しみ方  予約制
楽しく基礎から学びましょう。
持ち物：筆記用具（鉛筆・消しゴム）
時間  10時30分～11時

 アロマストーン作り  予約制
香りを付けて楽しむアロマストーンは
インテリアやプチギフトにピッタリ。石
こうで型取りして作ります。
時間  11時～12時10分
費用  500円
 
「旅のことばカード」で
 お話会 予約制
より良く生きるためのヒントが詰まった
旅のことばカードを使って、身近なことを
ちょっとお話してみませんか？
時間  12時～12時30分

10：40～ 港南区中途失聴難聴者協会

11：00～ 子どもの本の教室
12：00～ 港南ぶらりぶらり
12：20～ 東海道ウォークガイドの会

13：20～ 港南台タウンカフェ

14：20～ 区民企画運営講座

14：40～ さわやか港南
15：20～ ふるさと港南の歴史かるたを作る会

15：35～ こうなんの歴史探訪の会

10：00～ 大正琴
10：20～ 南京玉すだれ
11：20～ 朗読
11：40～ ギター
13：00～ 居合道演武
13：40～ フラダンス
14：00～ 剣道による演武
15：00～ パソコン

新しいもの
4 4

・ひと
4 4

との出会いを見つけに来ませんか。

日時  7月29日（月）～8月2日（金）8時45分～17時

 ※初日は10時から、最終日は16時まで　

会場  区役所1階ちらし展示会

　地域活動のグループや団体、自治会町内会や子ども会、学校PTAなどが開く講習
会やイベントで、知識や技術、経験を生かし、お手伝いをしてくれるボランティアの
皆さん。とても頼りになる存在です。
※グループ・団体、各施設に紹介しています

主に港南区で活動するさ
まざまな分野のグループ・
団体を紹介しています。
※区内施設にあります

時間ができたので
何かを始めたい

グループで打合せが
できる場所は
ないかな？

自分の特技を生かして
ボランティア
活動したい

自治会のイベントで
何か披露してくれる人は
いないかな？

こうなんグループガイドでの
仲間探しや、区民利用施設での
講座紹介などセンタースタッフが
コーディネートします

活動に必要な情報の提供やコーディネートをし
ます。センター会議室は、打合せや情報交換に
利用でき、機材の貸出しもあります。

街のアドバイザーに登録
しませんか？

街のアドバイザーを
紹介します

遊びを通して子どもの心や体の成
長と、親子や友達とのより良い関係
づくりを目指します。音楽に合わせ
て体を動かしたり、歌ったり、楽器演
奏をしたり、個々のペースに合わせ
た活動を行っています。

自治会の60歳以上の人を対象に、毎月1
回生き生き講座を開催しています。参加者
が元気と生きがいを感じられるような講座
にしたいと思い、センターに相談したところ、
「落語」の街のアドバイザーを紹介してもら
い、大変好評でした。「笑い」が参加者の健
康と会の活性化につながり助かりました。

※ 予約制 のあるものは、事前予約が必要です。申込みは7月11日から区民活動支援センターへ（先着順、空きがある場合は当日参加可）

特  

集

区内で活動している　街のアドバイザーやグループ・
団体の紹介チラシを展示します。興味のあるチラシ
はぜひ手に取って持ち帰ってください。知りたいこと、
やってみたいことが見つかるかも。

詳しくは、区内施設にある「街のアドバイザーガイド」をご覧ください▶

演芸・演技 音楽 絵画 園芸 ほか手工芸スポーツ・ダンス 茶道・華道・書道登録ジャンル例

街のアドバイザーや
活動グループ・団体を
知るチャンス！
サマーフェスティバルに
行ってみよう！

「こうなんグループ

ガイド」が新しく
なります

街のアドバイザーって
なに？

所在地  上大岡西1-6-1 ゆめおおおか
 オフィスタワー5階
 （京急・地下鉄上大岡駅下車）

開館時間  月～金曜日
 8時45分～17時15分
 第2・4土曜日
 9時～12時
 ※祝日・年末年始を除く

問合せ  区民活動支援センター（ 841-9361 841-9362）

情報満載！ こうなん地域ポータルサイト

区民活動支援センター

検索ひまわりタネット

地下鉄上大岡駅

京急百貨店ウィング
上大岡

鎌倉街道

至戸塚

至横須賀

至横浜

至横浜

京急
上大岡駅

港南区民活動支援センター
ゆめおおおかオフィスタワー5階

親子リトミック教室（芹が谷地域ケアプラザ）
恋
こい
南
なん
亭
てい
真
ま
っ
っ
平
ぴら
さん（落語）

こうなん
タネットちゃん

8月2日（金）10時～16時日時 区役所 6階会場

活動を
紹介

利用者
の声

宮下 千登勢さん
（音楽療法、親子リトミック）

福山 祐太郎さん
（南平台シルバー交友会）

※機材・会議室使用には団体登録が必要です。会議室では講座や勉強会はできません

そんなあなたを応援！

（発表5分・質疑応答5分）  　　 （披露15分）
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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。

■ サマーファミリーコンサート
中学・高校の和太鼓部の演奏
7月14日（日）13時～14時10分 

当日直接施設へ
■ ふしぎ発見理科ひろば
モーターを使って飛行機タワーを作ろう
8月10日（土）9時30分～11時30

分 小学生24人（1・2年生は保護者
同伴）（先着） 500円 7月11日13
時から電話か直接施設へ
■ けいそう粘土で
 夏の思い出を残そう
8月25日（日）10時～11時30分 

小学生16人（先着） 500円 7月
11日13時から電話か直接施設へ
■ 初めてのLINE（ライン）講座
   （全3回）
8月5日～19日の毎週月曜日 9時

～11時30分 16人（先着） 1,500
円 7月11日13時から電話か直接
施設へ

■ 夏休み毎日キッズスペース
7月22日（月）～8月26日（月）15時

～16時30分 ※8月12日を除く 小
学生以下（未就学児・障害児は保護者
同伴） 当日直接施設へ

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
7月18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
7月23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
7月25日（木）13時30分～15時 

100円 当日直接施設へ

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）

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

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

■ 自然歴史講座「遺跡を掘る」
 ～港南台地域の埋蔵文化財
どんな遺跡があるか学ぼう
7月30日（火）13時30分～15時30

分 50人（先着） 7月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■ よこはまシニアボランティア
 ポイント登録研修会
7月29日（月）13時30分～15時30

分 市内在住の65歳以上30人（先
着） 7月11日9時から電話か直接施
設へ
■ 昆虫展 ～夏休み特別企画
瀬上沢の生き物たちの標本展示など
7月30日（火）～8月5日（月）9時～

17時 当日直接施設へ
■ 認知症家族のつどい
   「杉山 孝博医師との座談会」
7月25日（木）10時30分～12時 

認知症の人と家族15人（先着） 7月
11日9時から電話か直接施設へ

■ 男のセカンドステージの生き方を
 探る＜公開講座＞
   「発酵食品に生かされたこの命」
8月24日（土）10時～12時 40人

（先着） 7月11日9時から電話か直
接施設へ
■みなみ・夏・まつり
工作やミニコンサートなど
8月1日（木）10時～15時 当日直

接施設へ

■ 夏のおはなし会
8月6日（火）10時30分～11時30

分 未就学児と保護者30組（先着） 
100円 7月11日9時から電話か

直接施設へ
■おもちゃの病院
8月18日（日）10時～12時 14点

（先着） ※1人3点まで 部品代実費 
7月11日9時から電話で施設へ

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

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

日下地域ケアプラザ
〒234-0052　笹下3-11-1
843-3555　　 843-2400

■ 夏休み子ども料理教室
   「絵本のごはんを親子で作ろう」
8月4日（日）10時～11時30分 3

歳～小学2年生12人（保護者同伴）（先
着） 500円 7月18日13時から電
話か直接施設へ
■紙芝居付き！
 ふるさとのとってもフジギな昔話
8月1日（木）10時～11時 小学生

以下20人（小学2年生以下は保護者
同伴）（先着） 当日直接施設へ
■夏休み 子ども木工教室
8月21日（水）9時30分～11時30

分 小学生20人（1・2年生は保護者
同伴）（先着） 300円 7月18日13
時から電話か直接施設へ
■有名店の元料理長から学ぶ！
 中華料理教室
8月30日（金）10時～13時 18歳

以上16人（先着） 1,000円 7月
18日13時から電話か直接施設へ
■夏休み プレート＆ボウル作り教室
8月2日（金）9時30分～11時30分 
小学生以上24人（小学1・2年生は

保護者同伴）（先着） 700円 7月
18日13時から電話か直接施設へ

■ 夏休みふしぎ発見科学工作教室
   「磁石の不思議な力」
8月3日（土）10時～12時 5歳～

小学生20人（先着） 200円 7月
11日10時から電話か直接施設へ
■ 夏休み子どもダンス教室
   「みんなで楽しくHip Hop」（全3回）
8月5日（月）～7日（水）10時～11

時30分 小学生30人（先着） 500
円 7月11日10時から電話か直接施
設へ
■ おひるねアート撮影会「夏の思い出」
 ママがカメラマン
8月22日（木）①10時～11時②11

時～12時 2か月～2歳の子と保護
者各6組（先着） 500円 7月22日
10時から電話か直接施設へ

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）

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）

■ Kids Dance（全5回）
8月31日～10月26日の隔週土曜

日 11時～12時 5歳～小学3年生
20人（保護者同伴）（先着） 1,500
円 8月10日13時から電話か直接
施設へ
■着物リメイク「帯をリュックに」
   （全3回）
9月3日～10月1日の隔週火曜日 

15時～18時 16人（抽選） 1,500
円 8月13日までに に を書
いて施設へ
■Ｌｅｔ’s Ｅnjoy Ｅnglish
 Conversation（初級）（全6回）
9月6日～10月11日の毎週金曜日 

10時～11時30分 15歳以上14人
（抽選） 5,000円 8月16日までに
に と年齢を書いて施設へ

■ 夏休み物づくり教室「ジャム瓶で
 つくるオリジナル☆アクアドーム」
家にある雑貨や小物を使って作ろう
7月30日（火）9時30分～11時30

分 小学生16人（1・2年生は保護者
同伴）(抽選） 500円 7月25日ま
でに に を書いて施設へ
■ 夏休み物づくり教室「おしゃれな
 植物標本 オリジナルハーバリウム」
8月6日（火）9時30分～11時30分 
小学生16人（1・2年生は保護者同

伴）(抽選） 500円 7月25日まで
に に を書いて施設へ
■ 子ども科学実験
   「人工イクラを作ろう」
8月2日（金）10時～12時 小学生

12人（1・2年生は保護者同伴）(抽選） 
300円 7月22日までに に
を書いて施設へ
■ 懇親 卓球大会
8月4日（日）9時～16時 40歳以

上の男女各48人(先着） 500円 
7月11日10時から費用を添えて直接
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）

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。

■ 鎌倉歴史講座シリーズ（全3回）
9～11月の毎月第3火曜日 13時

30分～15時 15人（抽選） 800
円 8月19日までに に と年
齢を書いて施設へ

■ 桜道サイエンスひろば
 風に向かって走る車を作ろう！
7月30日（火）13時～14時30分 

小学生20人（1・2年生は保護者同伴）
（先着） 300円 7月11日10時か
ら電話か直接施設へ
■ ふしぎ発見理科クラブ
 リモコンカーを作ってみよう！
8月6日（火）9時30分～11時30分 
小学生20人（1・2年生は保護者同

伴）（先着） 500円 7月12日10時
から電話か直接施設へ

■ おはなしの会
7月17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
■歌おう会
7月18日（木）14時～16時 50人

（先着） 200円 当日直接施設へ

■ おはなし会
7月17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
7月24日（水）11時～14時 ※時間

内出入り自由 当日直接施設へ

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

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）

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）

■ 夏休み こどもプログラミング教室
①スクラッチで簡単なプログラミング
②スクラッチで正五・六角形のプログ
ラミング
①8月1日（木）②8月8日（木）10時

30分～12時 ①小学3年生以上②
小学4年生以上各10人（先着） 1,000
円 7月11日9時から電話か直接施
設へ
■ 夏休み こども体験教室
   「おもしろ科学工作」
8月2日（金）10時～12時30分 

小学3年生以上30人（先着） 600円 
7月11日10時から費用を添えて直

接施設へ
■ Bogoカフェにきませんか
浴衣で盆踊り
8月7日（水）13時～15時 300円 
当日直接施設へ

■ ひまわりサマーフェスタ
地域作業所製品販売、コンサートなど
8月10日（土）10時～16時 当日

直接施設へ
■ 福

ふく

川
かわ

 伸
のぶ

陽
あき

ホルンコンサート
10月12日（土）14時から 小学生

以上320人（先着） 2,500円 7月
12日10時から直接、同日14時から電
話で施設へ
■宇宙からの贈り物
 魔法のホルンを聴こう！
10月12日（土）11時から 320人

（先着） 2歳以上500円 8月8日
10時から直接、同日14時から電話で
施設へ

■ 港南区産野菜直売会
7月27日（土）・28日（日）9時～12時 
当日直接会場へ

■「パークヨガ」
 屋外で行うやさしいヨガ教室
8月10日（土）13時30分～14時30

分 小学4年生以上20人（先着） 
500円 7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

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

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

■ 発達が気になる子どもへの
 対応について
9月19日（木）10時～11時30分 

30人（先着） 7月11日9時から電話
か直接施設へ 2～5歳5人、500円
■ すくすく健港南だ！
   「乳幼児向け心肺蘇生法」
8月7日（水）10時30分～11時30

分 0・1歳の子と保護者20組（先着） 
7月11日9時から電話か直接施設へ

■ 歌声喫茶
7月28日（日）13時～14時45分 

65歳以上40人（先着） 200円 7
月12日9時から電話か直接施設へ

■夏休みの宿題ルーム
7月22日～8月26日の月・水・木曜

日 9時30分～11時45分 ※7月24
日、8月12日を除く 小・中学生 
当日直接施設へ

■ おはなしの部屋
8月7日（水）10時30分～11時 4

歳以下の子と保護者 当日直接施
設へ
■「リサイクルで夏休み工作」
 町工場の廃材を利用
8月20日（火）①10時～12時②13

時～15時 小学生各10人（3年生以
下は保護者同伴）（抽選） 300円 
8月5日21時までに電話か直接施設へ
■夏休み「子ども科学捜査体験」
8月23日（金）10時～12時 小・中

学生12人（小学3年生以下は保護者
同伴）（抽選） 500円 8月5日21
時までに電話か直接施設へ

■おはなしひろば
   （わらべうた読み聞かせ）
7月25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

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

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）

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

■ 50th  港南区の花 ひまわりの
 花束ブーケ作り
7月30日（火）10時から 18歳以

上10人（先着） 1,500円 7月11
日9時から電話で施設へ

■ 夏休み短期教室「かけっこ・マット・
 ボール」子ども運動基礎（全2回）
8月12日（祝）・13日（火）9時30分

～10時30分 4歳～小学2年生45人
（先着） 1,000円 7月12日9時か
ら直接施設へ
■ 夏休み短期教室「走・跳・投」
 小学生体力向上教室（全2回）
8月12日（祝）・13日（火）11時～12時

15分 小学生45人（先着） 1,000
円 7月12日9時から直接施設へ
■ 当日受付教室
①ズンバ②ウェルビクス③のんびり
ヨーガ④月曜お元気体操⑤火曜お元
気体操
①7月16日～8月6日の毎週火曜日

9時～10時②7月29日（月）、8月5日
（月）12時15分～13時15分③7月13
日～8月3日の毎週土曜日12時～12
時50分④7月29日（月）、8月5日（月）
13時30分～14時45分⑤7月16日～
8月6日の毎週火曜日 11時30分～12
時40分 ①16歳以上100人②16歳
以上40人③中学生以上50人④55歳
以上50人⑤55歳以上80人（先着）  
①②③500円④⑤350円 当日

30分前（①は15分前）から直接施設へ

■ 夏休みお楽しみ会
   「夜のログハウス探検」
8月3日（土）18時30分～20時30

分 小学生20人（先着） 7月17日
9時から直接施設へ
■ えほんの読み聞かせ会
8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
7月11日（木）・18日（木）11時～11

時30分 未就学児と保護者 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

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）

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）
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■ でんしゃのへや
7月27日（土）①10時～12時②13

時～15時 未就学児と保護者 当
日直接施設へ
■ 1歳児さんあつまれ～
7月24日（水）13時30分～14時15

分 1歳児と保護者（1歳未満のきょ
うだいの参加可） 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
8月6日（火）10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
■ はっちサポート隊「親子工作」
7月25日（木）10時15分～11時15

分 1歳以上の未就学児と保護者 
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
7月25日（木）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

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、7月16日（火）

■ 図書館の仕事にチャレンジしよう！
   （小学生）
7月25日（木）①10時～11時30分

②13時～14時30分 ①小学3・4年
生②小学5・6年生各10人（先着） 7
月11日9時30分から電話で施設へ
■ 図書館でボランティア
   （中学生・高校生）
7月24日（水）10時～15時 中学

生・高校生5人（先着） 7月12日9時
30分から電話で施設へ
■ 夏休み！ たのしい本をしょうかいし
 ます！ ～ブックトークの会
7月31日（水）①10時～10時30分

②10時45分～11時15分③11時30
分～12時 ①小学1・2年生②小学
3・4年生③小学5・6年生 当日直接
施設へ
■ なつやすみ特別おはなし会
7月30日（火）10時30分～11時 

3歳～小学生 当日直接施設へ
■ 地域図書館deＹＥＳ
   「ソーラーバッタを作ろう！」
8月6日（火）10時～11時30分 

小学1～3年生15人（先着） 7月18
日9時30分から電話で施設へ

港南図書館
〒234-0056　野庭町125
841-5577　　 841-5725
休館：7月16日（火）

■ 親子パン教室
8月25日（日）13時～16時 小学

生以上の子と保護者12組（抽選） 
1,500円 7月24日までに に
を書いて施設へ
■ ハーブを使って
 虫除けスプレーを作ろう
7月28日（日）9時30分～11時30

分 20人（小学生以下は保護者同伴）
（先着） 700円 7月13日9時から
電話で施設へ
■ 夜の森たんけん（自然観察会）
8月3日（土）18時～20時30分 ※

雨天中止 15人（小学生以下は保護
者同伴）（先着） 7月13日9時から電
話で施設へ
■「夏休み親子工作教室」
 自然素材を使って万華鏡を作ろう
8月4日（日）9時30分～12時 小

学生以下の子と保護者15組（先着） 
7月13日9時から電話で施設へ

■ わら細工 ～わらぞうり作り
8月18日（日）9時30分～13時 

20人（小学生以下は保護者同伴）（先
着） 800円 7月23日9時から電
話か直接施設へ
■ 夜の里山 生きもの探検
7月27日（土）18時45分～20時30

分※雨天中止 15人（中学生以下は
保護者同伴）（先着） 中学生以上
500円、小学生200円 7月11日9
時から電話か直接施設へ
■ 自然観察会～盛夏の谷戸
7月28日（日）13時～15時 ※雨天

中止  当日直接施設へ
■「かかしまつり」のかかし募集
園内の田んぼに立てるかかしの募集
8月10日（土）～9月16日（祝） 7

月27日～9月1日に電話か直接施設へ

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）

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）

■ 女性のためのパソコン講座
   (各全2回)
①Word中級②即戦力up！ 実践Excel
③速習PowerPoint
①8月13日（火）・14日（水）②8月15

日（木）・16日（金）③8月24日（土）・25日
（日）10時～15時30分 女性各12人
（先着） 10,800円（免除制度あり） 
7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
■フォーラム南太田マルシェ
 ～地モノ野菜市と手づくり市、
 古布回収
7月19日（金）11時～14時 当日

直接施設へ 

■ 夏休み宿題お助け隊
 宿題やったるDAY！
葉脈標本作りとアイの生葉のたたき
染め
8月10日（土）10時～15時 ※入場

は14時30分まで 小学生 100円 
当日直接施設へ

■ 糸つむぎと機織り体験
 ワタからコースターを作ろう
8月24日（土）13時～16時30分 

小・中学生10人（小学生は保護者同伴）
（抽選） 1,500円 8月10日までに
直接、または かファクスに を
書いて施設へ
■ こども向けピンホールカメラ体験
 写真教室
レンズを使わないカメラを作ろう
8月4日（日）9時30分～12時 小・

中学生20人（小学3年生以下は保護
者同伴）（抽選） 1,000円 7月21
日までに直接、または かファクスに

を書いて施設へ
■ 横浜市こども植物園40周年記念展
木原博士の「小さい実験」などのパネ
ル展
7月～8月25日（日）9時～16時30

分 当日直接施設へ

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

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）

野庭中央公園プール
 営 期業 間  7月13日（土）～9月1日（日） ※期間中無休

プールの種類 25ｍプール 子ども用プール

対　象
小学2年生以上
（1年生以下は、水着着用の
18歳以上の保護者1人につ
き1人の利用可）

幼児～小学1年生
（未就学児は、水着着用の18
歳以上の保護者1人につき2
人まで利用可）

時　間 9時～18時
（水浴は17時50分まで）

9時～16時
（水浴は15時50分まで）

料　金 1時間100円 1時間60円
所在地 野庭町613（バス停深田橋下車）

※オムツが取れていない幼児は、水浴ができません。ビニールプールを
　ご利用ください
野庭中央公園プール　 ・ 842-3653 ※期間中のみ

＜指定管理者＞ 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ 
664-1102　 664-1105

■ ♥50th♥ 秋季（区長杯）
 区民ソフトボール大会
9月1日（日）9時～16時30分 区

内グラウンド 区内在住・在勤・在学
の高校生以上のチーム（1チーム監督
含めて28人以内） 13,000円 8月
10日までに電話かファクスで区ソフト
ボール協会の庄司（ ・ 843-5455）
へ ※電話・ファクス連絡により申込書
を送付

■港南区民硬式テニス教室（全8回）
9・10月の毎週水曜日 ①9時～10

時30分②11時～12時30分 ※予備
日10月30日 日野中央公園（バス停
日野中央公園入口下車） 7,000円 
区内在住・在勤・在クラブの人50人 
8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）
■ ♥50th♥ ふるさと港南の歴史を
   「かるた」にして、次の世代に伝えよう
港南区の歴史50選（会のホームペー
ジ参照）を題材にした、かるた文言（原
則五七五の17文字）を募集。応募後
審査あり
区内在住・在学・在勤の人 7月

11日～9月15日に に とかる
た文言を書いてふるさと港南の歴史
かるたを作る会の北見（〒234-0052　
笹下3-21-12）へ ※はがき1枚に3句
まで 齋藤（ ・ 823-6117）

■ 大岡川リバースクール
   「大岡川の生きもの調べ」
7月27日（土）9時～12時 青木神

社（京急・地下鉄上大岡駅下車）集合 
小学生以上30人（小学1・2年生は

保護者同伴）（先着） 500円 7月
11日9時から電話で大岡川流域まち
かわ衆の宮本（ ・ 783-7638）へ
■ 港南区ひまわりふれあい
 ボウリング大会
7月14日（日）10時～13時 アカ

フーボウル（京急・地下鉄上大岡駅下
車） 2,500円、中学生以下1,900円 
7月12日までに電話かファクスに
を書いて田川（ 070-3536-

2388 841-1102）へ
■ ♥50th♥ 楽しい
　バトントワーリング☆
7月22日（月）18時～19時 港南

地区センター 小学生15人（先着） 
7月11日から電話でNSバトントワー

リング KIDS of Sunflower（ 831-
6739）へ

■ ♥50th♥ 野庭町の魅力発見
 絵画・写真コンクール作品募集
①【絵画部門】野庭町の歴史・現在・未
来を描いた絵。四つ切画用紙 ※手書
き作品のみ ②【写真部門】野庭町の過
去や現在の写真。四つ切り写真サイズ
30.5cm×25.4cm ※①②とも、受賞
した作品は不可 ※入賞作品は表彰し、
賞品を贈呈
【展示】9月17日（火）から 野庭団
地ショッピングセンターほか 区内在
住・在勤・在学・在園の人 7月16日
～8月17日に と区外在住の場
合は勤務先・学校名・園名を書いて直
接または郵送で、野庭団地ショッピン
グセンターセンター会グッドフォー
チューン堀

ほり

部
べ

（〒234-0056 野庭町
611-1-104、 843-5515）へ ※木
曜定休

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。


