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（令和元年9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…213,988人
（前月比 -4人）

世帯数…93,971世帯
（前月比 ＋28世帯）

2019年

祝  区制50周年
愛あふれる♥ふるさと港南に ・・・ 8・9

No. 264

月号
10

10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

情報
発信中！

検索港南区役所

　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、永谷ふるさと村事務局
長の中本道生さん。訪ねたのは、横浜市登録文化財に平成18年指定の「旧馬洗橋庚申塔道標」
と、平成21年指定の「横浜道の堅牢地神塔」です。

　2つの石塔は、道路開発や宅地造成により移設されていますが、まず庚申塔が元々あった馬
洗橋に行ってみました。この橋は、鎌倉下

しも

の道が馬洗川を渡る地点にあり、尼将軍北条政子が
上流にあった滝つぼで、馬を洗ったことによりこの名が付いたと言い伝えられています。現在は、
馬洗橋歩道橋の下に橋の欄干があり、説明看板が立てられています。一方、堅牢地神塔は上
永谷駅近くのＪＡの辺りにあったようです。

　次に、石塔のある丸山台第2自治会館へ。旧馬洗橋庚申塔道標は、首部には右に日、左に月、
主尊の青

しょう

面
めん

金
こん

剛
ごう

像
ぞう

は邪鬼を踏まえた六
ろっ

臂
ぴ

の立像で、中両手を合掌し、左上手に輪宝、右上手
に矛、左下手に弓、右下手に矢を持ち、足下には2羽の鶏、邪鬼の下には三猿が彫られています。
「この庚申塔は四角い箱に入っているのが珍しいですね。人間には3匹の悪い虫がいて、庚申
の日に体から出てきて天にその人の悪口を告げるので寿命が縮まるといわれていたことから、
みんなで鶏が鳴くまで夜通し起きていました。申の夜から酉の朝を無事迎えて、安心したんで
すね。この庚申講を60日に1回行っていました」と中本さん。側面には「右とつかミち、享保七
壬
みずのえとら

寅天 相州鎌倉郡」、「左かまくらミち 上永谷村 庚申講中」とあり、道標の役割も果たしていた
ことが分かります。

　横浜道の堅牢地神塔も道標で、正面に「堅牢地神」、側面に「右加
か

満
ま

くら道」・「左横
濱道」と刻まれています。台座の右側面には「明治四年辛

かのとひつじ

未年正月吉祥日」、正面に「丸
山講中」とあります。「地神は地の神、つまり農業の神様です。農作業に取り掛かる春
と収穫を迎えた秋、年2回講が開かれていました」と羽毛田さん。鎌倉から戸塚（宿）
を経て当地に至り、弘明寺へ通じる街道があったことを示しています。開港間もない
横浜への道に「横濱道」の呼称が使われているのは、港南区ではここだけです。
　建てられた場所も時代も違う2つの石塔。場所は移っても、じっと見つめていると
昔の人たちの思いが伝わってくる気がします。
※石塔は住宅街の一角にありますので、見学の際は十分にご配慮ください

左から羽毛田さん、中本さん

鎌倉下の道の尾根から
日限山方面を望む景色。
季節によっては富士山が
見えることも

※鎌倉下の道の経路には
　諸説あります

4

馬洗川せせらぎ緑道

旧馬洗橋庚申塔道標 横浜道の堅牢地神塔

馬洗橋の説明看板

旧県道にあった馬洗橋
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廃食油を回収します！
　使用済みや期限切れの
植物性食用油（廃食油）を
ペットボトルに入れて、当
日会場へお持ちください。

11月17日（日）開催　みんなで歩こう「港南ふれあいウォーキング2019」

当日受付で申込み！ 

※大岡川コース・ふれあいコースの参加者のうち、希望する人（先着100人）は、歩きながらごみ拾いをして街をきれいにする
　クリーンウォーキングができます。希望者は当日受付まで。オリジナルハンドタオルプレゼント

事前に申込み！ 
引率あり● 大岡川コース（約3㎞）

スタート▶笹野橋公園▶最戸橋▶ゴール（約1時間）
多少坂はありますが、比較的平たんで歩きやすいコース
です。体力に自信のない人にもお勧め。

＜新コース＞
● 馬洗川コース（約8㎞）
スタート▶鎌倉街道▶環状2号▶天谷橋▶ゆりのき公園▶ゴール（約2時間30分）
坂道がある、歩きがいのあるコースです。馬洗川せせらぎ緑道も歩きます。

● ふれあいコース（約3㎞）
※ルートは大岡川コースと同じ
引率者やほかの参加者と話
しながら、楽しく一緒に歩き
ましょう。手話通訳、筆記通
訳が必要な人は申込時にそ
の旨を併記してください。
集合時間  8時45分
対　象

 
100人（抽選）

申込み  10月31日 までに かファクスかＥメールに
 を書いて、港南ふれあいウォーキング実

行委員会事務局（〒233-0003 港南4-2-10、
kn-fureaiwalk@city.yokohama.jp、

 845-9809）へ

　家族や友人と区内を楽しく歩いてみませんか？ ぜひご参加ください。

集合・受付（スタート・ゴール）  港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車）
受付時間  8時45分～9時15分
 ※スタートは9時25分から。ゴール受付は12時30分まで
対　象

 
計400人（先着）

申込み  当日直接受付へ ※荒天中止。開催の確認は当日8時から問合せを
問合せ  横浜市コールセンター（ 664-2525 664-2828）

区制50th
記念

ふれあいコースは
　 車いすでも
　　参加OKだよ

今年もスタンプラリーを行います。
お楽しみに！

昨年の廃食油回収の様子

港南区ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

 問合せ
 
横浜市地球温暖化対策推進協議会

 （ 681-9910 681-3934）
 区役所企画調整係（ 847-8328 841-7030）

 問合せ
 
区役所区民活動支援係（ 847-8395 842-8193）

港南区健康ランニング大会参加者募集

　種目などの詳細は、区役所や区内の行政
サービスコーナー、地区センターなどで配布
している大会リーフレットをご確認ください。
区ホームページにも掲載しています。

横浜マラソン2020チャレンジ枠あり（予定）
　10．61㎞に参加した区内在住・在勤・在学の希望者のうち男女各上位入賞者に、横浜
マラソン2020（フルマラソン）出走権（参加費自己負担）を付与します。

日　時
 
2年1月12日（日）8時45分～12時 ※雨天決行

会　場
 
野庭中学校（スタート・ゴール）

 ～野庭団地・丸山台・日限山周回コース
対　象

 
小学4年生以上、

 ファミリーの部は小学1～3年生と保護者
参加費

 
小・中・高校生800円、一般1,800円、

 ファミリー1,200円
申込み

 
11月1日10時から電話（ 0570-039-846）、

 区ホームページで ※申込みには別途手数料がかかります

検索第41回港南区健康ランニング大会

こうなん子どもゆめワールドにお持ちください「もったいない」を
「優しさ」へ

地域で走って
みんなで元気！

横浜市環境行動マスコットキャラクター
「エコぽん」

回収した廃食油を、重油の代替燃料
などに再生することで、二酸化炭素
（CO2）の排出やごみを減らす取組
を進めているよ

日時
 
11月2日（土）10時～15時

会場
 
港南ふれあい公園

 （地下鉄港南中央駅下車）

　区社会福祉協議会を通じて必要な人へ届けます。
余った食品をフードドライブへ！

対象食品  缶詰、レトルト食品、カップラーメン、野菜ジュース、
 ゼリー飲料、お菓子、お茶漬けのもと、ふりかけ、お米
 ※常温保存でき、破損していない未開封のもの
 ※賞味期限が明記され、かつ2か月以上あるもの
 ※商品の説明が外国語のみのものは受付できません

知ってる？ 食品ロス
　本来食べられるのに捨てられている、食べ残しや期限
切れなどの食べ物のことです。市でも、年間1人当たり約
28kg（平成30年度推計値）の食品ロスが発生しています。
地球からの恵みに感謝して、食品ロスを減らしましょう。

「ヨコハマ３
ス
Ｒ
リ
夢
ム
！」マスコット イーオ

※広報相談係からのお願い：一般家庭への間違い電話が発生しています。番号をご確認ください

食品ロスを減らそう！

 問合せ
 
資源循環局港南事務所（ 832-0135※ 832-5204）

 区役所資源化推進担当（ 847-8398 842-8193）
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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
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
 
区役所保育担当（ 847-8498 842-0813）

 問合せ
 
区役所障害者支援担当（ 847-8459 845-9809）  問合せ

 
区役所企画調整係（ 847-8328 841-7030）

■ 地域デビュー講座 
 ハンドメイドdeつながろう（全4回）
和布の飾り、ハーバリウム、手作りお
もちゃ、お茶の入れ方・楽しみ方
10月31日～12月12日の隔週木曜

日 9時30分～11時30分 区役所4
階 区内在住の15人（抽選） 10
月23日までに直接または かファク
スに を書いて区役所区民活動
支援係（ 847-8399 842-8193）
へ 2歳以上の未就学児5人（抽選）
■ 特設行政相談のお知らせ
国の仕事に関する相談など
10月21日（月）13時～16時 区

役所1階 当日直接会場へ 総務
省神奈川行政評価事務所行政相談課
（ 0570-090-110）、区役所広報相
談係（ 847-8321 846-2483）
■知って得する！ ウォーキング教室
 ～日々の「歩き」を運動に
10月29日（火）13時～15時30分 

区役所6階 区内在住でおおむね40
歳以上の人50人（先着） 10月11
日8時45分から電話またはファクスに

を書いて区役所高齢者支援担
当（ 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
10月24日（木）、11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（
262-0050 231-8299）

認可保育所や認定こども園（保育利用）、家庭的保育事業、
小規模保育事業等を利用する場合
▶ 横浜市認定・利用調整事務センターへの申請が必要です
■就労証明書様式の配布
配布開始日  10月1日（火）
配布場所  区役所4階40番窓口
 （こども青少年局ホームページからダウンロード可）

■利用案内・支給認定申請書等の配布
配布開始日  10月11日（金）
配布場所  区役所4階40番窓口、行政サービスコーナー、認可保育
 所ほか（こども青少年局ホームページからダウンロード可）
申込（申請）方法  11月1日（金） までに、専用封筒（申請書に添付）で郵送
■個別相談会（先着）
日時

 
10月11日（金）9時30分～11時30分、13時～16時30分

会場
 
区役所6階

※当日直接会場へお越しください。公共交通機関をご利用ください
※相談会の日以外は、区役所4階40番窓口へご相談ください

幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の利用を希望する場合
▶ 希望する園へ直接願書を提出してください。入園が内定した
後、園から認定申請に必要な申請書等の書類を受け取り、手
続をしてください。

■一般精神保健相談
10月23日（水）、11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

■ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談
10月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
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）
①10月15日（火）13時15分～15時 ②10月28日（月）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
10月24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
電話で区役所健康づくり係（ 847-8438 846-5981）へ

■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
①10月23日（水）10時～11時30

分②12月2日（月）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40人
（先着） 10月11日8時45分から電
話で区役所食品衛生係（ 847-84
44 846-5981）へ
■親子でわらおう！ ふれあおう！
運動や楽器遊びで楽しもう
11月20日（水）10時～11時30分 

※9時45分受付開始 港南台地域
ケアプラザ 0～2歳の子と保護者
20組（先着） 10月24日10時から
電話で港南台第二保育園（ 832-
3309 832-3198）へ 
■ 笑顔で脳活講演会
 ～生き生き元気に暮らすコツ！
認知症予防のポイントを生活に生かそう
11月22日（金）13時30分～15時

30分 区役所6階 区内在住の人
80人（先着） 10月11日8時45分か
ら電話か直接、またはファクスに
を書いて区役所高齢者支援担当（
847-8418 845-9809）へ
■ グラウンド･ゴルフ体験 交流会
11月24日（日）9時～11時45分 

港南台第一中学校第二グラウンド 
①【団体】小学生と中学生以上の3人グ
ループ②【個人】小学生以上の初心者 
計96人（抽選） 10月31日までに申込
書（区役所・地区センター等で配布）を
直接か郵送、またはファクスで区役所区
民活動支援係（〒233-0003 港南4-2-
10、 847-8395 842-8193）へ

区制50th
記念区制50th

記念

講演会　パラリンピックを10倍楽しむコツ
～スポーツを地域交流、
　障害理解のきっかけに！～

彩り豊かにお祝いしよう
区役所に特設花壇ができました！

　東京2020パラリンピックに向けて話題の障害者スポーツ。金メ
ダリストが、パラリンピックを楽しむ方法や、障害者スポーツの魅
力について語ります。また、会場ではパラリンピック競技の体験会
なども同時開催。ぜひご来場ください。

　区役所に区制50周年を記念した特設花
壇を造りました。ぜひ見に来てください。み
んなで港南区の50歳をお祝いしましょう！

秋にも区の花ひまわりを咲かせる「秋のひまわりプロジェクト」も進行中！

日　時
 
10月26日（土）13時～15時30分

会　場
 
区民文化センター ひまわりの郷

講　師
 
大
お び な た

日方 邦子 さん
対　象

 
300人（先着）

申込み
 
当日直接会場へ

期間
 
12月25日（水）まで

場所
 
区役所正面玄関横

 詳しくは

令和2年4月から保育所等の利用を希望する皆さんへ
利用案内・申請書の配布と申込みを開始

検索港南区　ガーデンネックレス2019

検索港南　秋にもひまわり咲かせ隊

 問合せ
 
区役所環境衛生係（ 847-8445 846-5981）

役立つハウストレーニング
犬のしつけ方教えます

ほえる！ 甘がみ！
かじって壊す！

日　時
 
11月12日（火）14時～16時

会　場
 
区役所6階 ※ペットは入場できません

申込み
 
11月1日までに電話、またはファクスに

 と参加人数、犬の飼育数・種類・月齢を
 書いて区役所環境衛生係へ
 区ホームページからも申込可

　犬のよくある欲求や困ったときの対応を学びましょう。

検索港南区 犬のしつけ方
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スポーツセンター周辺エリア

港南中学校
エリア

区役所周辺エリア

港南スポーツセンター

1
港南地区
センター

港南区役所・消防署

商業施設 港南ふれあい公園

そよかぜの家 港南つくしんぼ
保育園

港南中央地域
ケアプラザ

港南中央駅

至戸塚

鎌倉街道
至上大岡

警察署

横浜刑務所

出口1「港南区総合庁舎前」バス停

「港南区総合庁舎前」バス停出口2
入口

2
3 4

5

6 7
8 9

14

13

体
育
館

10 11 12

地下鉄ブルーライン

11月2日（土）日時 区役所周辺・港南中学校・港南スポーツセンター周辺会場

区制50周年をお祝いする楽しいイベントが大集合する「ひまわりフェスタ」を開催します。
豪華賞品がもらえるスタンプラリーも実施。家族や友達を誘って、ぜひご来場ください。

※★の番号は、当日はつながりません　※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください（区役所地下駐車場の利用は関係車両のみ）
当日の開催確認は 横浜市コールセンター（　664-2525 　664-2828、8時～）へ

●詳しくはパンフレット・区ホームページをご覧ください。

イ ベ ン ト の 内 容

スポーツセンター周辺エリア
1

2

3

4

区役所周辺エリア
6

7

8

9

10港南中学校エリア
5

スポーツレクリエーションフェスティバル〔9時～17時〕
　港南スポーツセンター（　841-1188）
おとなの体力測定〔10時～15時〕
　港南区工業会（　844-7778）★
はっち祭〔10時～11時45分〕
　港南区地域子育て支援拠点はっち（　840-5882）★
港南地区センターまつり〔10時～17時〕
　港南地区センター（　841-8411）

ひまわり健康フェア〔12時～15時30分〕
　区役所健康づくり係（　847-8438）★
港南50th anniversary ひまわりfestival
～作品展示・お茶席～〔11時～15時30分〕
　区役所地域運営推進係（　847-8391）★
ボルダリング体験会〔10時～15時〕
　区役所区民活動支援係（　847-8394）★
はたらくくるま大集合！〔10時～15時〕
　港南消防署（　844-0119）
障害福祉テーマパーク〔10時～15時〕
　そよかぜの家（　847-0230）
ふれあいバザー＆パンケーキ販売〔10時～13時〕
　港南中央地域ケアプラザ（　845-4100）
保育園であそぼう〔10時～15時〕
　港南つくしんぼ保育園（　882-2940）
こうなん子どもゆめワールド〔10時～15時〕
　区役所青少年育成担当（　847-8396）★
横浜矯正展〔9時30分～15時〕
　横浜刑務所作業部門（　842-0040）

港南50th anniversary ひまわりfestival
～ステージ発表～〔10時～16時30分〕
　区役所学校連携・こども担当（　847-8393）★

11

12

13

14

港南区制50周年 ひまわりフェスタ2019 検索

こうなん子どもゆめワールド

　10月1日に港南区は50周年を迎えます。昭和44年に南区から分区して誕生した当時、人口は10万人に満たず、
ところどころにのどかな田園風景も見られました。その後の大規模な宅地開発や交通網の整備などにより、急速
な発展を遂げた港南区。その50年の歴史を振り返り、さらに、「愛あふれる♥ふるさと港南に」していきましょう。
問合せ  区役所広報相談係（ 847-8321 846-2483）

　1969年（昭和44年）10月1日に港南区が誕生してから50年が経ちました。この日を皆様と
一緒に迎えられることを大変うれしく思います。
　50周年記念事業を契機に、先人たちが創り上げてきたこれまでの歩みを振り返るとともに、
次の50年を見据えて未来を担う子どもたちに「ふるさと港南」をつないでいきましょう。
　11月2日（土）の「ひまわりフェスタ」では、たくさんの楽しいイベントが開催されます。みんなで
参加し、区制50周年記念事業を盛り上げ、お祝いしましょう。

港南区制50周年記念事業実行委員会委員長　藤田 誠
よし

治
はる

 さん

区制50周年おめでとうございます

区誕生時の上大岡。ひときわ目立つ7階建ての
上大岡センタービル（東光ストア）は昭和44年開店
（横浜市史資料室所蔵）

区の鳥 シジュウカラ区の花 ひまわり

区の
シンボル
マーク

区の木 クロガネモチ

かやぶき屋根が残る日野周辺
（昭和48年撮影：田野井一雄さん提供）

区誕生の2年後の昭和46年10月、
港南区総合庁舎が落成

昭和47年12月、市営地下鉄の上大岡から
伊勢佐木長者町までの間が開通

昭和48年に入居を開始した野庭団地
（昭和51年10月撮影：横浜市史資料室所蔵）

横浜南部地域の拠点に発展した平成26年の
上大岡駅周辺

開発が進み、区第2の繁華街となった昭和59
年の港南台駅周辺
（株式会社はまかぜ新聞社提供）

昭和51年9月、上永谷駅開設。平成5年のあ
ざみ野延伸まで、上永谷駅は唯一の地上駅
（昭和52年11月撮影：港南図書館提供）

平成29年3月、現港南区総合庁舎が落成し、
区役所・消防署が移転

ひまわり健康フェア

買い物客でにぎわうせりぎんタウン
（昭和57年5月撮影：横浜市史資料室所蔵）

昭和44年（1969） 南区から分区し、港南区誕生（世帯数:25,928戸、人口：95,545人）
昭和46 年（1971） 港南区総合庁舎落成、港南保健所・港南消防署・港南公会堂開設
昭和47 年（1972） 市営地下鉄（上大岡駅～伊勢佐木長者町駅）開通
昭和48 年（1973） 国鉄（現在のJR東日本）根岸線全線開通、港南台駅開設
昭和49 年（1974） 環境事業局（現資源循環局）港南事務所、港南プール、蓬莱荘開設
昭和51 年（1976） 市営地下鉄（上大岡駅～上永谷駅、伊勢佐木長者町駅～横浜駅）開通、

港南中央駅・上永谷駅開設
昭和54 年（1979） 区制10周年。区の花としてひまわり・ききょう・あじさいを制定

横浜横須賀道路の一部（日野インター～朝比奈インター）開通
昭和55 年（1980） 上大岡駅前にバスターミナルが完成

市内初、港南スポーツセンター開設
昭和59 年（1984） 区の人口が20万人突破
昭和60 年（1985） 市営地下鉄（上永谷駅～舞岡駅、横浜駅～新横浜駅）開通、下永谷駅開設

港南ひまわり音頭誕生
昭和62 年（1987） 港南図書館開館
平成 元 年（1989） 宮城県三本木町（現大崎市）とのひまわり交流開始
平成 6 年（1994） 区制25周年。区のシンボルマーク・鳥（シジュウカラ）・木（クロガネモチ）を制定
平成 9 年（1997） 上大岡駅前再開発事業竣工

港南国際交流ラウンジ開設
港南区民文化センター ひまわりの郷オープン

平成11 年（1999） 環状2号線の港南ひまわりトンネル全線開通
平成16 年（2004） 政令指定都市初、港南区役所土曜日開庁実施
平成20 年（2008） 港南区民活動支援センター開設

港南区地域子育て支援拠点はっちオープン
平成29 年（2017） 港南区新総合庁舎落成
令和元 年（2019） 区制50周年。ひまわりフェスタ2019開催
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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。

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

■ オータム ジャズコンサート
10月27日（日）14時～15時 ※13

時30分開場 当日直接施設へ
■ パパとヨガろう！
11月3日（祝）①12時30分～13時

30分②13時40分～14時40分 ①
お座りできる～よちよち歩きの子と保
護者②歩ける～3歳の子と保護者各
12組（先着） 500円 10月11日
13時から電話か直接施設へ
■カリグラフィー体験
 クリスマスカード！
11月20日（水）13時～15時 18

歳以上20人（先着） 800円 10月
11日13時から電話か直接施設へ

■ よこはまシニアポイント登録研修会
11月20日（水）13時30分～15時

30分 65歳以上50人（先着） 10月
11日9時30分から電話か直接施設へ

■あい碁
こ

で将
しょ

！
囲碁将棋サロン
毎月第1・3水曜日 13時～17時 

当日直接施設へ

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
10月17日（木）10時～11時30分 

介護している人、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
10月24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

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

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

■ 秋の芋煮会
10月27日（日）12時～14時30分 
一部有料 当日直接施設へ

■ お医者さんに聞こう「生活習慣病」
11月20日（水）13時15分～14時

45分 35人（先着） 100円 10
月11日9時から電話か直接施設へ
■ はじめての囲碁教室（全10回）
11月～2年3月の毎月第2・4土曜

日 9時30分～11時 初めて囲碁を
する70歳以上・小学生12人（先着） 
10月11日9時から電話か直接施設へ

■ 東永谷地域ケアプラザ・東永谷
 地区センター「ふれあいまつり」
模擬店やフリーマーケット、作品展など
11月9日（土）10時～14時 当日

直接施設へ
■1歳児子育て学級「ひよこ・くらぶ」
 秋 （全6回）
11月12日（火）・19日（火）・30日

（土）、12月3日（火）・10日（火）、2年1
月21日（火）10時～11時30分 11
月12日時点で1歳の子と保護者20組
（先着） 500円 10月11日10時
から電話か直接施設へ

■ 初めて学ぶ エンディングノート講座
11月28日（木）13時30分～15時  
30人（先着） 10月11日9時から

電話か直接施設へ

■ミドルリフレッシュ
夜間の体操教室
10～12月の毎月第2・4火曜日（10

月は第2・3火曜日） 18時30分～20
時 1,500円 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

東永谷地域ケアプラザ
〒233-0011　東永谷1-1-12
826-1097　　 826-1071

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

■健康ウォーキング！
   「かまくら古道探訪」（全5回）
11月～2年3月の毎月第3水曜日 

9時30分～12時 区内・保土ケ谷
区・鎌倉市周辺（現地集合・解散） 
20歳以上15人（抽選） 2,000円 
11月6日までに に と生年月日
を書いて施設へ
■「水回りのお手入れ」講座
11月6日（水）10時～12時 20歳

以上12人（抽選） 500円 10月
30日までに に と年齢を書いて
施設へ
■ 親子ふれあい・わくわく教室（秋）
 ～秋だ！ 子どもと一緒に絵本を
 楽しもう・体験しよう！
11月28日（木）10時30分～11時

30分 1歳～2歳6か月の子と保護
者12組（先着） 300円 10月28
日10時から電話か直接施設へ

■ 黒田式ケア・ウォーキングで正しい
 歩き方を身につけよう（全3回）
11月22日～12月6日の毎週金曜日 

10時～11時30分 30人（抽選） 
1,500円 11月8日までに に
と年代を書いて施設へ

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）

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）

■ 東京外国語大学 名誉教授 内海孝
先生と歩く「鎌倉歴史・文学散歩」
11月22日（金）9時45分～12時 

ＪＲ鎌倉駅東口集合 20歳以上20人
（先着） 500円 11月1日13時か
ら電話か直接施設へ
■ 港南ＴＣ「英会話教室」（初級）
 ～おもてなし基礎英会話（全6回）
11月6日～12月11日の毎週水曜日 

10時～11時30分 20歳以上14人
（先着） 3,000円、テキスト代2,000
円 10月16日13時から電話か直接
施設へ

■ ♥50th♥ 永谷地区センターまつり
10月19日（土）・20日（日）10時～16

時 ※20日は15時30分まで 当日直
接施設へ
■♥50th♥ フリーマーケット出店者募集
11月17日（日）11時～15時 18歳

以上の個人・団体30区画（先着） 
300円 10月11日13時から電話か
直接施設へ
■ 秋の名作古典入門～源氏物語・
 伊勢物語を読もう（全3回）
11月10日、12月8日・22日いずれ

も日曜日 10時～11時45分 15歳
以上15人（先着） 900円 10月
11日13時から電話か直接施設へ

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）

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（10月のみ10月21日（月））

　区民の皆さんが、日頃の活動の成果を発表します。踊りや絵画、書、生け花
など、ジャンルはさまざま。今年の秋は上大岡で芸術鑑賞しませんか。
舞台発表 11月3日（祝）12時40分から 区民文化センター ひまわりの郷
 ステージプログラムは、10月から区役所・区民利用施設で配布します
港南区ART展 10月31日（木）～11月6日（水）10時～18時 ※初日は13時から、
 最終日は16時まで 区民文化センター ひまわりの郷 ギャラリー
こうなん華道展 11月8日（金）～11日（月）10時～18時
 京急百貨店・ウィング上大岡3階連絡通路
 （京急・地下鉄上大岡駅下車）

区役所区民活動支援係（ 847-8399 842-8193）
　こうなん文化交流協会（ ・ 844-9447）

芸術の秋を満喫  港南区区民文化祭
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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。

区役所企画調整係（ 847-8328 841-7030）

秋もやります！  ふるさと港南 ビタミン満菜市

10月7日～11月2日に、区内商店街のキャンペーン参加店舗で買い物
やサービスを利用した人に抽選補助券を配布します。
抽選会

 
11月3日（祝）・4日（祝）区内商店街数か所で実施
※抽選補助券10枚で1回抽選ができます

賞　品 鳴子温泉（ひまわり交流都市宮城県大崎市）
 ペア宿泊券や区内商店街で使えるお買い物券など
区制50周年記念 抽選キャンペーン実行委員会（ 355-0319 843-0319）

♥50th♥  港南区 GO！ GO！ 商店街大抽選キャンペーン

商店街で
買い物をして
抽選会に参加
しよう！

　新鮮な採れたての野菜を、区内農家の皆さんから直接購入できる、またとな
い機会です。季節ならではの野菜を食べて、楽しく地産地消に取り組みましょう。
日時
 
11月13日(水)・27日(水)・29日(金)、12月4日(水)・
11日(水)・13日(金) 9時30分～12時頃 ※売り切れ次第終了

会場
 
区役所1階 ※天候や農作物の収穫状況等により中止になる場合があります

■ おやこでお抹
まっ　ちゃ

茶お点
て

前
まえ

体験教室
11月17日（日）10時30分～12時

30分 5歳～小学生と保護者10組
（先着） 1人200円 10月12日10
時から電話か直接施設へ
■ ♥50th♥ 港南台コミュニティハウス
文化祭

作品展や発表会、物品販売など
10月26日（土）・27日（日）10時～

16時 ※27日は14時まで 当日直
接施設へ

■ ♥50th♥ 桜道コミュニティハウス
文化祭

作品展や発表会、模擬店など
10月20日（日）9時30分～15時 

当日直接施設へ
■ はじめてのカリグラフィー 名前から
クリスマスカードまで（全2回）
11月13日（水）・20日（水）10時～

12時 18歳以上12人（先着） 
1,000円 10月11日10時から電話
か直接施設へ
■ さくらんぼひろば
新聞紙あそびと親子遊び
11月11日（月）10時～11時30分  
未就学児と保護者20組（先着） 

200円 10月11日10時から電話か
直接施設へ

■ 木目込みでつくる来年の干
え

支
と

   (子
ね

）（全2回）
11月7日（木）・14日（木）12時30分

～15時 20歳以上8人（先着） 
2,500円 10月15日9時から電話か
直接施設へ
■初心者のためのスマホ1日講座
  「使ってみよう！ ＬＩＮＥ」
11月19日（火）10時～15時（12時

～13時は休憩） 20歳以上10人（先
着） 500円 10月19日9時から電
話か直接施設へ
■老後のライフプラン
  「相続・遺言・後見の話」
11月11日（月）10時～11時30分  
20歳以上30人（先着） 10月15

日9時から電話か直接施設へ

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）

■ おとなが楽しむおはなし会
10月24日（木）10時30分～12時
20歳以上30人（先着） 10月11

日9時30分から電話か直接施設へ
■ はまっ子読書の日記念
ブックトークの会
11月3日（祝）①10時30分～11時

②13時30分～14時 小学生以上
各30人（先着） 当日直接施設へ
■ 講演会「親子で読む港南の歴史
～近代（横浜開港以降）編」
11月16日（土）14時～16時 40人

（抽選） 500円 10月31日までに
に を書いて施設へ

■セルフケアのための
アロマストレッチ教室（全3回）
11月5日～19日の毎週火曜日 10

時～11時  13人（先着） 1,000円  
10月16日10時から電話か直接施

設へ
■秋のスポーツ交流会
11月10日（日）10時～15時 当

日直接施設へ ※室内用運動靴持参
■中級レベルの卓球教室（全3回）
11月8日～22日の毎週金曜日 10

時～12時  15人（先着） 1,000円  
10月25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：10月15日（火）

下野庭スポーツ会館
〒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）

■ ♥50th♥ ケアプラフェスタ
活動団体の発表やパネル展など
10月16日（水）10時～18時 港

南台バーズ（ＪＲ港南台駅下車） 当日
直接会場へ
■ 港南台防災を考える会「防災訓練報告会」
医療・福祉施設、防災拠点等の訓練報告
11月5日（火）18時～19時30分 

20人（先着） 当日直接施設へ
■ 歯のほのぼの相談室特別版
  「あなたのお口渇いていませんか？」
11月9日（土）14時～16時 15人

（先着） 10月11日9時から電話か
直接施設へ

■ ネット時代の子育て
～子どものスマホ・ゲーム
11月9日（土）10時～12時 18人

（抽選） 200円 10月25日21時
までに電話か直接施設へ
■2,000枚の魔法の板で遊ぼう！
10月～2年3月の毎月第3水曜日

15時～17時 小学生以下（未就学
児は保護者同伴） 当日直接施設へ

■ ♥50th♥ 上永谷コミュニティまつり
作品展、発表会、バザー、ちびっこひろば
10月26日（土）・27日（日）10時～16

時 一部有料 当日直接施設へ

■ ♥50th♥ 日限山コミュニティまつり
舞台発表、作品展、模擬店、バザーなど
10月26日（土）10時～15時 当

日直接施設へ
■ 津軽三味線コンサート
11月3日（祝）14時～15時 60人

（先着） 10月12日9時から電話か
直接施設へ
■ パパやママもいっしょ
～ちびっこお楽しみ会
11月17日（日）10時～11時30分
1～3歳の子と保護者15組（先着） 

10月16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　港南台3-3-1
834-3141 834-3145

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

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

■ 来年の干
え

支
と

（子
ね

）を木目込人形で
   （全2回）
10月28日（月）、11月11日（月）13

時～15時30分 20歳以上10人（先
着） 2,500円 10月12日9時から
電話か直接施設へ
■ 子育て支援 学ぶ！ 遊ぶ！ やかまし村
（全4回）
講座や親子遊び、クリスマスなど
10月31日（木）、11月18日（月）、

12月19日（木）、2年1月18日（土）10
時15分～11時30分 開催時1歳～
2歳6か月の子と保護者10組（先着） 
500円 10月12日9時から電話

か直接施設へ
■ ♥50th♥ 野庭すずかけ
コミュニティまつり

作品展示、ゲーム、発表、販売など
10月26日（土）10時～15時 当

日直接施設へ

■ 日野中央公園マルシェ
横浜産の野菜、加工品、パンの販売
11月3日（祝）11時～15時、11月4

日（祝）9時～12時 当日直接施設へ
■ スマイリングフェア ～防災イベント
消防車展示など 
11月3日（祝）10時～12時 当日

直接施設へ
■ ハロウィンの仮装で公園へ行こう
10月31日（木）14時～16時 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

日野中央公園
〒234-0053　日野中央2-2-1
846-4489 349-5530
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■ こうなん里山ハイキング倶
ク

楽
ラ

部
ブ

 秋の御
み

岳
たけ

山
さん

・日の出山ハイキング
11月16日（土）7時30分～18時 

港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅
下車）集合 25人（抽選） 6,500円 
10月25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
と年齢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、 ・ 832-2768）へ
■ 講演会
   「港南区生活支援センターについて」
精神障害者支援の事業報告と事例紹介
11月9日（土）13時～15時 そよ

かぜの家（地下鉄港南中央駅下車） 
30人（先着） 当日直接会場へ 港
南区地域精神保健家族会（ ・ 846-
2234）
■ こども一日いけばな教室
   （ひまわりフェスタ）
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・中学生60人（先着） 100円 
当日直接会場へ こうなん文化交

流協会華道部会の中島（ ・ 833-
5672）
■ 港南区ひまわりふれあい
 ボウリング大会
10月27日（日）9時30分～12時30

分  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 10月11
日10時から電話かファクスに を
書いて田川（ 070-3536-2388 
841-1102）へ

■ 港南区スポーツ・エンジョイ・
 フェスティバル
区体育協会所属の16部会による種目
紹介と体験など
10月26日（土）9時30分～14時 ※

小雨決行 横浜明朋高等学校（ＪＲ港
南台駅下車） 当日直接会場へ 区
体育協会事務局の小

こ

湊
みなと

（ 840-3085） 
※室内履き持参
■ 体力測定×さわやかスポーツ体験会
10月14日（祝）10時～12時 港南

スポーツセンター 当日直接会場へ 
区さわやかスポーツ普及委員会事

務局の小
こ

湊
みなと

（ 080-4654-5191） ※
小学生以下は保護者同伴 ※室内履
き持参
■ はぁと交流会
バザーやステージ発表など
10月26日（土）11時～15時 港

南地域活動ホームひの（バス停公務員
住宅入口下車） 当日直接会場へ 
港南地域活動ホームひの（ ・ 846-
5784）
■ 港南区ひまわり駅伝大会
小学生・中学生、各男子・女子の部
12月21日（土）8時30分～13時 

港南台第一中学校・めじろ団地周辺（バ
ス停港南台第一中学校前下車） 区
内在住・在学の小学4年生～中学生、
各種目20チーム（各チーム監督1人、
選手4人、補欠2人）（抽選） 2,000
円 10月25日までに に と学
校名かチーム名、種目、チーム数を書
いて区陸上競技協会事務局の戸部
（〒234-0055 日野南4-10-11、
080-6662-0779 845-0779）へ
■ 港南区硬式テニス団体戦
11月3日（祝）・16日（土）・24日（日）9

時～19時 日野中央公園ほか 区
内在住・在勤・在クラブ18チーム（各
チーム男子ダブルス、女子ダブルス、
ミックスダブルス）（抽選） 12,000円 
10月20日までに に とチー

ム名・所属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）

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。

消費税軽減税率制度説明会
10月28日（月）・29日（火）14時

～15時30分 ※13時30分受付開始 
横浜南税務署（シーサイドライン

幸浦駅下車） 当日直接会場へ
令和元年分 年末調整等説明会
11月6日（水）13時30分～16時 

※13時受付開始 磯子公会堂（ＪＲ
磯子駅下車） 当日直接会場へ
横浜南税務署（ 789-3731）

横浜南税務署からの
お知らせ

■港南区社会福祉大会 講演会
 地域共生社会をみんなの「参加の
 力」で創る ～港南区版実践編
11月29日（金）13時45分～15時15

分 区民文化センター ひまわりの郷 
380人（先着） 10月11日9時から

電話か直接、またはファクスに を
書いて施設へ
■善意銀行寄付者（平成30年9月1日
 ～令和元年6月30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
株式会社 京急百貨店、港南区生活支
援センター利用者、石渡美華、港南区
芸能連合会、港南区クリスマスチャリ
ティコンサート実行委員会、下永谷地
区社会福祉協議会、たんぽぽくらき、
手作りおやつ工房とさか、港南区民謡
民舞連合会会長 西條和夫、御薗生和
彦、Ｄステーション上永谷店、横浜市女
性団体連絡会、司法書士 岩屋口智栄、
野庭住宅地区社会福祉協議会、明る
い社会づくり港南区協議会、平成31
年度港南区消防出初式実行委員会、
中央労働金庫杉田支店推進幹事会、
パークコリーナ自治会、上大岡芸能友
の会会長 北見政喜、橋本弘子、株式
会社 千歳観光（順不同、敬称略）ほか
匿名希望7人

■行政書士による外国人のための
 新在留資格制度等・相談会
11月17日（日）14時～16時 30人

（先着） 10月11日9時から電話か
直接施設へ
■手作り教室 和布と紅

モミジバフウ

葉楓で作る
 オーナメント
11月22日（金）13時30分～15時

30分 30人（先着） 1,000円 10
月11日10時から電話か直接施設へ

■ 初めてのスマートフォン体験会
10月29日（火）14時～16時 市

内在住の60歳以上30人（先着） 10
月11日8時45分から電話、またはファ
クスに を書いて施設へ

改修工事のため、10月1日～2年
2月中旬まで休館予定です 

改修工事のため、11月下旬から2
年3月31日まで休館します　
市民局スポーツ振興課

（ 671-3288 664-0669）

港南区社会福祉協議会
〒233-0003　港南4-2-8
841-0256　　 846-4117

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

シルバー人材センター
〒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

老人福祉センター  蓬莱荘
〒234-0054　港南台6-22-38
832-0811　　 832-0813

港南プール
〒234-0054　港南台6-22-38
832-0801　　 832-0803

■ ハロウィン撮影会
仮装をして写真を撮ろう
10月16日（水）～31日（木）10時～

16時 未就学児と保護者 当日直
接施設へ ※カメラ持参
■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
10月16日（水）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

■ 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
①10月16日（水）②10月26日（土）

10時30分～11時30分 ①日限山
地域ケアプラザ②はっち 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

■ クリスマスコンサート「音楽のおくり
もの」 ～パプリカをおどろう
12月14日（土）①11時～12時②14

時～15時 各320人（先着） 2歳以
上500円 10月11日10時から直接、
または同日14時から電話で施設へ

改修工事のため、2年4月1日から
3年3月31日まで休館予定です

■ 当日受付教室
ズンバ、ウェルビクス、ヨガ、お元気体操
①10月12日～12月21日の月・火・

土曜日 有料 当日直接施設へ ※
日時や費用、対象など詳細は問合せを
■ 赤ちゃんと一緒にHIPHOP（全5回）
11月11日～12月16日の11月25

日を除く毎週月曜日 11時～11時50
分 6か月～1歳11か月の子と保護
者15組（先着） 3,100円 10月
14日9時から電話か直接施設へ
■ ベビーマッサージ（全3回）
11月8日～22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） 3,870円 
10月14日9時から電話か直接施設へ

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、10月15日（火）、11
月1日（金）、11月2日（土）は12時30分から

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）

■ えほんの読み聞かせ会
11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
10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
■窓にお絵描き
11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

■ 女性のためのパソコン講座
①速習PowerPoint（全2回）②再就職・
転職のためのパソコン講座（全5回）
①11月9日（土）・10日（日）②11月20

日（水）～22日（金）・25日（月）・26日（火）
10時～15時30分 女性各12人（先
着） ①11,000円②20,000円（免除
制度あり） 10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）

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

■ 舞岡ふるさと村さつまいも掘り
   （個人）
10月19日（土）・20日（日）9時～11

時30分 入園料200円、小学生以
下100円。販売5株700円 10月11
日9時から電話で施設へ

■ わら細工 ～鍋敷き作り
11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 11月1日9時から電話
か直接施設へ

■ 落ち葉感謝祭と秋祭り
①秋遊びゲームラリー②花苗交換会
①11月3日（祝）②11月4日（祝）10

時～15時 当日直接施設へ

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）

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）


