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特 集

5 ～ 12 ページは港南区版です

人口と世帯数
（令和元年11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…213,934人
（前月比 ＋1人）

世帯数…94,031世帯
（前月比 ＋51世帯）

2019年

高齢者がいつまでも  安心して  自分らしく
地域で暮らしていくために ・・・・・・・・・・ 8・9

つながり、支え合うまち

No. 266

月号
12

12月の土曜開庁日　14日・28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、区内で創業し区の歴史とともに歩んできた地場産業があります。
今月号からの地域通信では、事業の道のりや地元への思いを紹介します。

　今月は、捺染製品を企画・販売している、株式会社ケイスの代表取締役会長 加藤好男
さんにお話を聞きました。

　横浜捺染の歴史は、開港から始まっています。生糸の集積地であった横浜には、優れた
技術者が集まり、気象条件や水質資源にも恵まれ、捺染業は代表的な地場産業となります。
当時シルクハンカチが注目を浴び、生糸市場が大きくなるにつれて発達し、昭和初期には
スカーフが人気を集め、横浜の名産となります。特に、捺染後の水洗いに川の水を利用し
ていたことから、大岡川や帷

かたびら

子川沿いに捺染工場が集中していました。

　加藤さんは、昭和23年に上大岡で創業した捺
染工場の2代目。昭和30年頃最盛期を迎えた捺
染業でしたが、昭和40年代に入ると、経済変動
により輸出は景気が不安定になり、スカーフ需
要の激減や公害問題もあって衰退していきます。
多いときには120社ほどあった工場は、廃業が
相次ぎ、現在は数社しか残っていないそうです。
厳しい状況の中、加藤さんが始めたのがオリジ
ナル商品づくり。平成5年には自社ブランド「濱

はま

文
もん

様
よう

」を立ち上げ、絵手ぬぐい、コミュニケーショ
ンツールとしての一言ハンカチなど、企画から販売を自社で行うメリットを生かし、デザイン
をどんどん考案して、季節ごとに新商品を展開しています。横浜で培われた高い技術を生
かして、ケイスは全国に販売を拡大し、今なお成長し続けています。

　生まれも育ちも港南区という加藤さんは、「港南区は、緑が多く住みやすい。離れたくな
い街ですね」と言います。この地に生まれたからこそ、ずっと捺染に携わってきました。現在、
小学校の副読本に捺染のことが掲載されています。加藤さんは、「横浜の伝統ある地場産
業“捺染”を、多くの人に知ってもらいたい」と願っています。色の数だけ版を作り、のりに染料を入れ、1色ずつ染

め重ねていきます（山形工場にて）

昭和45年頃まで川で洗っていましたが、現在は機械
に変わりました（福浦工場にて）

全商品が集まる「山下商品センター」で出荷準備を
する様子 「遊び心と現代の和を大切にして

います」と加藤会長（本社にて）

川で洗ってのりを落とした布を干す様子
（昭和30年頃大岡川沿いにて）

横浜捺
なっ

染
せん

の伝統を守る　株式会社  ケイス
第 回1
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問合せ
 
区役所地域力推進担当（ 847- 8383 841-7030）

渡辺さん 古屋さん

 問合せ  区役所生活支援係（ 847-8317  847-0378）

 問合せ  区役所広報相談係（ 847-8321  846-2483）

検索港南区　地域づくりフォーラム

生活に困ったら相談を！

広報よこはま港南区版 紙面アンケート

一緒に
解決

　区役所には、生活困窮者自立支援制度の相談窓口があり
ます。もし「生活が苦しいな」「困ったな」と感じていたら、相談
してください。解決する方法はいろいろあります。

　いつもご愛読いただきありがとうございます。
より良い紙面を作るため、ご意見をお聞かせください。

回答方法  12月25日までに かＥメールに問1～6の回答と〒・住所・氏名・年代を書いて区役所
 広報相談係（〒233-0003 港南4-2-10、 kn-kuban@city.yokohama.jp）へ
 ※区ホームページからも回答できます

問1
 
よく読むのはどの記事ですか？

 ①地域通信（5ページ）
 ②区役所からのお知らせ（6・7ページ）
 ③特集（8・9ページ）
 ④施設からのお知らせ（10～12ページ）

問2
 
色使いの印象について

 ①暗い・地味　②カラフル過ぎる
 ③ちょうど良い　④その他（具体的に書いてください）

問3
 
文章と写真・イラストのバランスについて

 ①文章量が多過ぎる　②写真・イラストが多過ぎる
 ③文章と写真・イラストのバランスはちょうど良い
 ④その他（具体的に書いてください）

問4
 
港南区版を読んで、やってみたことはありますか？ 

 それは、どんなことですか？（複数回答可）
 ①健康づくり（具体的に書いてください）
 ②災害対策（具体的に書いてください）
 ③イベントや活動への参加（具体的に書いてください）
 ④その他（具体的に書いてください）　⑤特にやったことはない

問5
 
港南区版で良いと思った記事はありましたか？

 （具体的に書いてください。記入例：○年○月号　○○の記事 など）

問6
 
今後読みたい記事や興味のある分野は何ですか？（複数回答可）

 ①健康づくり　②防災・減災　③子育て・教育　④高齢者
 ⑤障害者　⑥まちづくり　⑦市民活動・生涯学習
 ⑧環境問題・エコ活動　⑨その他（具体的に書いてください）

家計のやりくりが不安… ▶家計改善の相談

社会に一歩踏み出したいけれど…
▶すぐに仕事を始めるのが不安な人の就労準備のお手伝い

ブランクがあるけど働きたい！ ▶仕事探しのお手伝い

1か月の家計を「見える化」して、支出の優先順位を見直したり、
収入に応じた返済計画を立てたりすることができました

就労訓練の場で簡単な作業から始めて、日数や内容を増やして
いき、自信がつきました

履歴書の書き方のアドバイスや模擬面接を
してくれたので、安心して応募できました

相談者
の声

相談者
の声

相談者
の声

回答いただいた区内在住の人の中から、抽選で10人に港南区
制50周年記念オリジナルフレーム切手1シートを差し上げます。
当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

抽選で切手を
プレゼント

検索港南区 広報アンケート

地域の皆さんの取組について、工夫した点や苦労したこと、熱い思いなどを紹介します。
また、区制50周年事業のフィナーレイベントとして、50周年イヤーの振り返りや記念講演を行います。

● 地域活動事例の発表　　● 50周年事業の振り返り
● 横浜高等学校野球部元監督 渡辺 元

もと

智
のり

さんと
 横浜商業高等学校野球部元監督・港南区体育協会
会長 古屋 文雄さんによる対談　ほか

日　時
 
2年2月15日（土）13時30分～15時30分 ※13時開場

会　場
 
横浜女子短期大学（港南台4-4-5、JR港南台駅下車）

対　象
 
100人（先着）

申込み
 
12月11日からＥメール（ kn-chiiki@city.yokohama.jp）、

 またはファクスに と参加人数（2人まで）を書いて、
  区役所地域力推進担当へ 
 ※区ホームページからも申込みできます

区制50th
記念

フィナーレイベント　港南区元気な地域づくりフォーラム

家計改善支援員 自立相談支援員

ジョブスポット港南（ハローワーク）
就職支援ナビゲーター
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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

港南橋

吉原

港南地区センター
港南スポーツ
センター

警察署

港南区休日
急患診療所

港南中央駅地下鉄

鎌倉街道

至 

南
高
校 至 上大岡至 鎌倉

区役所

 問合せ  区役所保育担当（ 847-8498 842-0813）

 問合せ  港南消防署（ ・ 844-0119）

■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
12月19日（木）、2年1月9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）

港南区休日急患診療所年末年始の
急病時は

　年末年始（12月30日～1月3日）・日曜日・祝休日の急病時は、港
南区休日急患診療所で受診できます。
　受診するときは、健康保険証と受診料（現金のみ）を忘れずにお
持ちください。

※このほか年末年始の医療機関情報は16ページをご覧ください

■一般精神保健相談
12月12日（木）・25日（水）、2年1月7日（火）・9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

■認知症高齢者保健福祉相談
12月11日（水）、2年1月8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
12月19日（木）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）
12月20日（金）13時15分～15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
12月19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

■離乳食教室
12月18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）
12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

所在地
 
港南中央通7-29（ 842-8806）

 ※駐車場の台数には限りがあります
受付時間

 
9時45分～15時45分　　 診療時間

 
10時～16時

診療科
 
内科・小児科

　今月は「広報よこはま」で30年前を振り返
ります。
　平成元年4月号の広報よこはま港南区版
で、上大岡駅前再開発の概要が決まった、
と掲載しています。
　小さなビルやアーケードの商店街は、店
舗・オフィス・公共施設などが入る予定の大
きなビルへ、人があふれているバスターミ
ナルは乗り場が1か所にまとまり2倍の広さ
に、鎌倉街道も拡幅され、周辺の道路と合
わせて整備されるなど、構想案とともに紹
介されています。

愛あふれる  　ふるさと港南に区制50周年

  4月1日からの保育所等利用の2次申請は、
1月6日（月）～2月10日（月）です
　4月1日から保育所等の利用を希望する場合で、1次申請に間に
合わなかった人などは、2年1月6日～2月10日に、申請書を居住
区の区役所へ持参（17時まで）または郵送（必着）してください。
※ 1次申請で保留になった人も、利用希望園の追加・変更などをす
ることができます

※ 申請書は、区役所4階40番窓口や行政サービスコーナーで配布
しているほか、こども青少年局ホームページからもダウンロード
できます

※ 郵送の場合には、封筒に「令和2年4月保育所入所2次申込」と
明記し、必ず居住区の区役所に送付してください

港南区消防出初式

 港南区制50周年記念
「オリジナルフレーム切手※」販売中！

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です

販売場所  港南区内の郵便局
価格(税込)  1シート　1,400円（84円切手×10枚）

新春恒例

　地域の皆さんと防災関係機関が一堂に会し、新たな一年の安全
を誓うため、令和初めての消防出初式を開催します。
伝統の「はしご乗り」をはじめ、消防音楽隊の演奏、
車両分列行進、消防署・消防団による消防総合
訓練などを実施します。ぜひ、ご来場ください。
日時

 
2年1月7日（火）9時～10時20分

会場
 
港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車）

 ※荒天時は、港南区総合庁舎5階及び
 　消防署ガレージ

港南消防団
マスコットキャラクター

消防団十郎

限定
1,000シート
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　港南区では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して自分らしく
暮らせるよう、支え合いの仕組み＝「地域包括ケアシステム」を進めています。
地域包括ケアシステムは、介護・医療・介護予防・生活支援などが、日常生
活圏域（中学校区程度）ごとに一体的に提供される仕組みです。
問合せ

 
区役所高齢者支援担当（ 847-8418 845-9809）

地域包括
ケアシステム

港南区の現状

　健康寿命を延ばすために、どのような心身の状況で
あっても、人とのつながりを持ちながら健康的で生きが
いのある生活を支援します。

　病気を抱えながらでも、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、また、高齢者が
病院や介護施設を安心して利用できるよう、医療と介護のスタッフが連携し、高齢者
の在宅生活や入院・入所中の生活を支えます。

　認知症は誰にでも起こる可能性のある脳の病気です。
2025年までに65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症
になるといわれています。地域の見守りや支援の輪を広げ、
認知症になっても安心して暮らせる取組を進めます。

　港南区の人口は減少傾向で、高齢化率は28．3％
（平成31年1月現在）と年々上昇しており、市平均を
上回っています。
　また、2025年にかけて、区の総人口はさらに減少
していきますが、75歳以上の後期高齢者の人口が
2015年に比べ約1．5倍、一人暮らし高齢者は約1.3
倍になると予測しています。

興味のある活動や相談は、各地域ケアプラザ（地域包括支援センター）へ問合せを

　自分の人生の記録や、意思が伝え
られなくなったときのために、情報や
思いを書き記すノートです。これまで
の人生を振り返り、これからの人生
を考えるきっかけとして、ぜひご活用
ください。

　高齢者一人ひとりが安心して暮らせるように、
必要な支援を考え、助け合い活動を広げています。

　日常の買い物に不便を感じている人への支援として、
イオンフードスタイル港南台店（株式会社ダイエー）が
地域、港南区社会福祉協議会、地域ケアプラザ、区役所
と連携して、移動販売車を運行しています。

※ 移動販売車は11月13日から、港南台地域・県営日野団地
で運行しています。販売場所については、販売地域に配布
しているチラシをご覧ください

いきいき元気教室

認知症カフェ

在宅医療に関する相談を受ける
港南区在宅医療相談室

医療と福祉をつなぐ勉強会、
「医福ネット」で医療と介護スタッフ等

の連携に取り組んでいます

いつでも気軽に
安心して

ご相談ください

在宅療養の
講座を地域で
開催しています

　区内15か所の地区社会福祉協議会が主体となり、住民相互の助け合い
をボランティアで行う活動です。

　認知症の人や家族、地域の人が
気軽に集まり、お茶を飲みながらお
しゃべりしたりできる居場所です。
区内5か所で開催されています。

350-7008 
受付時間： 月～金曜日  9時～17時
 ※祝休日・年末年始を除く

区民を対象に体操・口
こう

腔
くう

・栄養についての
講座を行っています

たすけあい広場（永谷地区福祉ネットワーク）の植木代表から イオンフードスタイル港南台店の
阿曽さんから

区内18カ所で体操、マージャン、
3Ａ※などの活動を行っています
※ 認知症予防ゲームの略 (あたまを
使って、あかるく、あきらめない)

区内の地域ケアプラザ、区役所4階41
番窓口で、書き方の説明をして、お渡し
しています。各地域ケアプラザで書き方
講座も予定しています。

ふだん、どのような活動をされていますか？

永谷地区にお住いの皆さんにメッセージを！

Ｑ1 

Ｑ2 

A1 

A2 

ご近所の「ちょっと困った」をお互いさまで助け
合う活動です。例えば、高齢で大変になった
庭の手入れのお手伝いや児童の登下校の付
添いなどが多いです。

永谷地区では「たすけあい広場」というボランティアセンターを
運営しています。芹が谷バス折り返し所の近く、緑ののぼり旗
が目印ですので、どなたでもお気軽にご相談に来てください。

健康状態や子育てなどでご来店
が難しいお客様が、直接商品を
選び、気軽に楽しくお買い物す
ることができます。また、地域の
コミュニケーションの場としても
ご利用いただいたり、地域の「見守り」にも貢献できると考え
ています。お近くをお通りの際はぜひご利用ください！

特集

検索横浜市 地域ケアプラザ

介護予防・健康づくり 在宅医療・介護連携

生活支援
認知症対策

具体的な取組
● 元気づくりステーション
 （介護予防の活動）の支援
● 健康講座の開催
● 地域指導者の育成研修の開催
● ウォーキング教室の開催　など

具体的な取組
● 区民向け普及啓発（講演会・リーフレット・パネル展示）
● 認知症サポーター養成講座
● 介護者のつどい、認知症カフェ　など

こんなときは相談を
● かかりつけ医を紹介してほしい
● 往診できる医師を紹介してほしい
● 退院した後の生活が不安　など

具体的な取組
● 各地域での見守り・助け合い活動
● ボランティアと活動をつなげるコーディネート
● ボランティアや民間事業所の協力による外出支援
● 移動販売等による買い物支援　など

福祉ネットワークの活動

買い物支援の

ための移動販売が

始まりました！

権利擁護事業
● 成年後見制度
　認知症や障害のある人で、財産管理が難しい場合や
身寄りがなく将来が不安な場合に利用する制度です。
法的に権限を与えられた後見人などが本人の意思を尊
重しながら、財産管理や契約行為などを行います。
問合せ  区役所高齢者支援担当・
 区内地域ケアプラザ（地域包括支援センター）
● あんしんセンター
　幅広く権利擁護に関する相談を受けるとともに、福祉
サービスの利用や日常的な金銭管理などが困難な、高
齢者や障害のある人を支援する事業です。市内在住で
契約能力・利用意思のある人を対象としています。
問合せ  港南区社会福祉協議会あんしんセンター
 （ 849-2788  月～金曜日 9時～17時
 ※祝休日・年末年始を除く）

65歳以上人口の変化（港南区） 65～74歳人口が、
75歳以上人口を
上回っている

今後、逆転
75歳以上人口が
多い状況に

平成27年人口: 9月末現在住民基本台帳登録者数、令和2・7年人口 : 政策局人口統計より
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元気づくりステーション

とても
勉強になりました。毎日、取り組んで
続けたいです

体操は一人では
なかなかできないけれど、

仲間と楽しくできるので

5年も続いています
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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

2年2月17日（月）から、所得税・個人消費税・贈与税の
申告書作成会場を開設します

開設期間 ▶ 2年2月17日（月）～3月16日（月） ※土・日曜日、祝休日を除く
会　　場 ▶ 横浜南税務署（金沢区並木3-2-9）
   ※2月14日（金）以前は、申告書作成会場はありません

横浜南税務署（ 789-3731）

横浜南税務署からのお知らせ

■（野庭すずかけコミュニティハウス・
 野庭地区センター・ひまわりの郷
 3施設共催事業）
   「ルロット・オーケストラ ファミリー
 コンサート」 ～え～っ！ 創作楽器で
あんな曲もこんな曲も！？
2年1月25日（土）14時～15時 

150人（先着） 12月20日10時か
ら直接、同日10時30分から電話で施
設へ
■ 銀座アスター元料理長から学ぶ
   「本格中華料理」教室
2年1月16日（木）10時～13時 

20歳以上12人（抽選） 1,000円 
1月6日までに に と年齢を書
いて施設へ
■ 日本の味「我が家の手作り味

み

噌
そ

」
2年1月23日（木）13時～15時 

18歳以上24人（抽選） 2,000円 
1月9日までに に と年齢を書
いて施設へ
■ 東京オリンピック開催記念講座
   「おもてなしの英会話を学ぼう」
   【初級編】（全6回）
2年1月22日～2月26日の毎週水

曜日 10時～11時15分 20歳以上
14人（抽選） 5,000円 1月10日
までに に と年齢を書いて施
設へ
■（野庭すずかけコミュニティハウス・
 野庭地区センター2施設合同事業）
 新春！ 鎌倉七福神めぐり
2年1月28日（火）9時～13時30分 
ＪＲ北鎌倉駅集合 20歳以上20人

（抽選） 1,000円 1月14日まで
に に と年代・性別を書いて施
設へ

■ プラレールのへや
12月～2年3月の毎月第2・4日曜

日 9時30分～12時 小学3年生以
下の子と保護者 当日直接施設へ

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）
 12月28日（土）～1月4日（土）

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

休館：12月29日（日）～1月3日（金）

■ 横浜マイスターから学ぶ！
 ルーから作る本格カレー
2年1月20日（月）10時～13時 

18歳以上20人（先着） 1,200円 
12月12日13時から電話か直接施設へ
■ 心に響く季節の言葉
 ～俳句を作ろう（全5回）
2年1月8日～2月5日の毎週水曜

日 13時～14時 18歳以上15人（先
着） 1,500円 12月12日13時か
ら電話か直接施設へ
■ 鑑定付き！ 四柱推命入門
2年1月11日（土）10時～11時30

分 15歳以上15人（先着） 1,500
円 12月12日13時から電話か直接
施設へ
■ プレート作り教室
2年1月18日（土）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） 800円 
12月12日13時から電話か直接施

設へ
■ ひまわりのへや ～クリスマス
12月13日（金）11時～12時 未

就学児と保護者20組（先着） 当日
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）
 12月28日（土）～1月4日（土）

■ ヴァイオリンとピアノによる
    「クリスマス・クラシック・コンサート」
12月14日（土）14時から ※13時

30分開場 100人（先着） 当日直
接施設へ
■ お1人さまの「1コイン飯（めし）」
 ～風邪に負けない免疫力アップ
   （全3回）
2年1月17日～31日の毎週金曜日 

10時～13時30分 20歳以上16人
（先着） 1,500円 12月20日13
時から電話か直接施設へ
■ 大人の習い事「古典を読む」
 ～奥の細道（全6回）
2年1～3月の毎月第2・4金曜日 

10時～12時 20人（先着） 2,500
円 12月20日13時から電話か直接
施設へ
■ ひな祭り「おりがみ教室」
 お子様もＯＫ（全3回）
2年1月25日～2月8日の毎週土曜

日 13時～16時 小学3年生以上20
人（先着） 2,000円、小学生1,000
円 1月5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）
 12月28日（土）～1月4日（土）

■ クリスマス ロビー コンサート
12月15日（日）14時～15時 当

日直接施設へ
■歴史探索ウォーキング（全3回）
横浜周辺を散策
2年1～3月の毎月第4木曜日 9時

～12時30分 18歳以上40人（先
着） 1,500円 12月11日13時か
ら電話か直接施設へ
■ママとベビーのヨガ教室（全3回）
2年1月16日、2月13日、3月12日

いずれも木曜日①9時30分～10時
30分②10時40分～11時40分 ①
2か月以上のハイハイができる子と母
親②つかまり立ちから歩き始めの子と
母親各10組（先着） 2,000円 12
月11日13時から電話か直接施設へ
■家庭で楽しむ手

て

捏
ご

ねパン（全3回）
2年1～3月の毎月第3水曜日 9時

30分～12時40分 18歳以上12人
（先着） 4,500円 12月11日13
時から電話か直接施設へ

■ 子どもと一緒に踊ろう（全5回）
2年1月15日・29日、2月5日・19

日、3月4日いずれも水曜日 10時～
11時 2歳以上の未就学児と保護
者15組（先着） 1,000円 12月
11日10時から電話か直接施設へ
■ 水彩画教室（全3回）
2年1月21日～2月18日の隔週火

曜日 10時～12時 18歳以上16人
（抽選） 3,500円 1月7日までに
に と年齢を書いて施設へ

■ おひるねアート撮影会「冬」
2年1月16日（木）①10時～11時②

11時～12時 3歳以下の子と保護
者各8組（先着） 500円 12月17
日10時から電話か直接施設へ

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）
 12月28日（土）～1月4日（土）

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）
 12月28日（土）～1月4日（土）

年末年始の閉庁期間
区役所▶12月29日（日）～1月5日（日）
※ 12月28日（土）9時～12時は土曜開庁日です。取扱い業務は、
 戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部です

行政サービスコーナー▶12月29日（日）～1月3日（金）
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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。

■未就学児のあそび場 たんぽぽ
12月4日はクリスマス会
毎週水曜日 9時30分～11時30分  
未就学児と保護者 当日直接施

設へ
■町のお医者さんと語ろう
医師との茶話会
毎月第3水曜日 13時30分～14時

45分 当日直接施設へ

■オトナの学習ルーム
毎週日曜日 9時30分～11時45分  
中学生以上 当日直接施設へ

■ シニアスマホ教室
   （まだお持ちでない方）
2年1月28日（火）14時～16時 

60歳以上20人（抽選） 1月8日まで
に に と年齢を書いて施設へ

■ お正月のための
 フラワーアレンジメント
12月28日（土）10時～12時 20

歳以上10人（先着） 2,000円 12
月12日9時から電話か直接施設へ

■（日限山地域ケアプラザ共催事業）
 あんしん講座 ～エンディングノート
   （当日配布）の書き方と任意後見
 制度とは
2年1月29日（水）10時～11時30

分 60歳以上30人（先着） 12月
18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

休館：12月29日（日）～1月3日（金）

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

休館：12月29日（日）～1月3日（金）

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
 12月29日（日）～1月3日（金）

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
 12月29日（日）～1月3日（金）

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
 12月29日（日）～1月3日（金）

■ プレママ プレパパうぇるかむでぃ
   「体を動かそう」
助産師と体を動かしたり、話をしよう
12月21日（土）13時30分～14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
■ でんしゃのへや
2年1月4日（土）10時～12時、13

時～15時 未就学児と保護者 当
日直接施設へ
■ はっちの日
手遊びや読み聞かせなど
12月18日（水）10時30分～11時

15分 未就学児と保護者 当日直
接施設へ
■ ピアノのしらべ
12月20日（金）10時30分～11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
①12月11日（水）13時30分～14

時30分②12月12日（木）10時30分
～11時30分③12月26日（木）13時
30分～14時30分 ①③はっち②日
下地域ケアプラザ（バス停打越下車） 
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

■外国人のためのパソコン教室
   （全6回）
基本操作やWord・Excelなどを学ぼ
う。2年1月9日（木）13時30分～14
時に説明会
2年1月16日～2月20日の毎週木

曜日 13時30分～15時 平仮名・片
仮名が読める外国人10人（先着） ※日
本人枠あり 3,500円 12月21日
9時から電話か直接施設へ
■世界の赤ちゃんとママのひろば
2年1月13日（祝）10時30分～12

時 親子10組（先着） 12月11日
10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
 12月28日（土）～1月3日（金）

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
 12月29日（日）～1月3日（金）

■「障がい理解講座」
 視覚障がい者の誘導について
12月23日（月）13時30分～15時

30分 30人（先着） 12月11日9
時から電話か直接施設へ
■ 青年学級ないとくるーず
 クリスマス会
12月20日（金）18時～19時30分  
障害児・者25人（先着） 500円 
当日直接施設へ

■ ゆらりん ころりん
触れ合い遊びやわらべ歌など
2年1月21日（火）10時～11時30

分 0・1歳の子と保護者30組（先着）  
330円 12月17日9時から電話

か直接施設へ
■ カンガルーヨーガ
産後の骨盤体操
2年1月23日（木）10時30分～11

時30分 0歳の子と母親15組（先着） 
400円 12月11日9時から電話

か直接施設へ
■ えんがわカフェ
12月15日（日）13時30分～15時

30分 100円 当日直接施設へ

■ 認知症の理解と援助
杉山孝博医師の話
2年1月20日（月）14時～16時 

30人（先着） 12月11日9時から電
話か直接施設へ
■ 介護予防講座 新春お楽しみ音楽会
2年1月17日（金）13時30分～15

時30分 65歳以上30人（先着） 
12月11日9時から電話か直接施設へ

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
12月19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

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

休館：12月29日（日）～1月3日（金）

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

休館：12月29日（日）～1月3日（金）

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

休館：12月29日（日）～1月3日（金）

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

休館：12月29日（日）～1月3日（金）

■ 10周年記念 上大岡ふれあい寄席
2年1月18日（土）13時30分～14時

30分 30人（抽選） 200円 1
月8日21時までに電話か直接施設へ
■ 押さえておきたいお金の話
2年1月11日（土）10時～11時45

分 20人（抽選） 200円 12月
25日21時までに電話か直接施設へ
■ ひまわりひろば「にこにこ」
 楽しいクリスマス
クリスマスブーツ作り
12月23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

■ 令和 落語で初笑い！
2年1月19日（日）10時30分～11

時 50人（先着） 12月12日9時
30分から電話か直接施設へ
■ 老後の生活安心・相続と介護の対策
2年2月2日（日）10時～12時 20

人（先着） 12月12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
2年1月30日（木）10時30分～11

時30分 30人（先着） 12月12日
9時30分から電話か直接施設へ

■ 寒さも吹き飛ぶ熱き三味の音色
   「津軽三味線 ライブ イン 日野南」
「ひまわりの郷」アウトリーチ事業
2年1月18日（土）14時～15時 

60人（小学生以下は保護者同伴）（先
着） 12月11日9時から電話か直接
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
12月25日（水）11時～14時 ※時

間内出入り自由 当日直接施設へ
■おはなし会
12月18日（水）10時30分～11時  
未就学児と保護者 当日直接施

設へ

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）
 12月29日（日）～1月3日（金）

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
 12月29日（日）～1月3日（金）

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）
 12月29日（日）～1月3日（金）
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■ 一日いけばな教室・花で
 クリスマスを演出しませんか
12月14日（土）10時～12時 港

南地区センター 10人（先着） 
2,000円 12月11日10時から電話
またはファクスに を書いてこう
なん文化交流協会華道部会の中島（
・ 833-5672）へ
■ こうなんスキーの会
  「みんなで楽しくスキー・スノボー」
尾瀬戸倉スキー場
2年2月28日（金）19時～3月1日

（日）19時 港南ふれあい公園集合
（地下鉄港南中央駅下車） 小学生
以上25人（先着） 小学生26,000
円、中学生以上29,000円 12月16
日9時から電話またはファクスに
と学年を書いて港南区レクリエーショ
ン協会の安藤（ ・ 832-2768）へ

■ プロの演技を楽しむ
 ～クリスマスダンスパーティー
12月17日（火）14時～18時 港南

スポーツセンター 150人（先着） 
1,500円、協会員500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）
■社交ダンス 冬の初級（基礎）教室
   （全12回）
2年1月9日～3月26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 1月4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事務局
（〒234-0051 日野1-2-30）へ 吉浦
（ 080-3421-7744）
■ 港南区民新春バドミントン大会
 団体戦
男・女・混合、各クラス別団体戦（6人
編成）
2年2月2日（日）9時～21時 港南

スポーツセンター 区内在住・在勤・
在学・在クラブの高校生以上45チー
ム（先着） 男子団体7,200円、女子
団体6,600円、混合団体6,900円 
1月4日10時から申込書（会場で配
布）をファクスで区バドミントン協会の
永吉（ 090-4386-0846 821-65
67）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。

■ ハーバリウム
ボールペンかネックレスを作ろう
2年1月22日（水）10時～12時 

12人（先着） 800円 1月8日10
時から電話か直接施設へ

■ どんぐりハウスのクリスマス会
歌やビンゴで楽しもう
12月15日（日）10時～12時 中学

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
2年1月7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
12月12日・19日、2年1月9日いず

れも木曜日 11時～11時30分 未
就学児と保護者 当日直接施設へ
■ お正月遊び
かるたや羽子板、こま回し、プラ板など
2年1月4日（土）～6日（月）10時～

16時 中学生以下（未就学児は保護
者同伴） 当日直接施設へ

■音声訳ボランティア入門講座（全7回）
2年1月31日～3月13日の毎週金

曜日 14時～17時 区内在住の人
20人（選考） 1月15日までに 、ま
たは申込書（当該施設ほかで配布）に

と志望動機を書いてファクスで
施設へ

■ ミニ門松作り講習
公園のせん定枝で作ろう
12月26日（木）10時～11時30分 
10人（先着） 1,200円 12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
■野球場でたこあげしよう！
2年1月5日（日）10時～14時 当

日直接会場へ

■ 和菓子教室（基礎）
2年1～3月の毎月第4火曜日 10

時～12時 市内在住の20歳以上各
12人（抽選） 1,500円 1月10日
17時までに電話、またはファクスに

を書いて施設へ

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）
 12月28日（土）～1月4日（土）

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）
 12月29日（日）～1月3日（金）

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

休館：12月29日（日）～1月3日（金）

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

管理事務所休所： 12月29日（日）～
 1月3日（金）

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
 12月28日（土）～1月5日（日）

■ 冬休みとくべつおはなし会
12月25日（水）10時30分～11時  
小学生以下 当日直接施設へ

■ 親子でたのしむおはなし会
12月18日（水）10時30分～11時  
未就学児と保護者 当日直接施

設へ
■ おはなしくまさん
12月13日（金）・27日（金）、2年1月

10日（金）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
■ おはなしひろばの会
12月14日（土）①14時30分～50

分②15時～15時30分 ①3歳以上
②小学生 当日直接施設へ
■ おはなし・にこっと
12月15日（日）①14時30分～50

分②15時～15時30分 ①3歳以上
②5歳以上 当日直接施設へ

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

■ おためし教室週間
ボクシングフィットネス、美尻ビュー
ティー、アロマリンパケアマッサージ、
ヨガ、骨盤底筋体操
12月13日（金）～27日（金） 有料  
当日直接施設へ ※日時や費用など

詳細は問合せを
■ ベビーマッサージ（全3回）
2年1月10日～24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 12月12日9時から電話
か直接施設へ
■ 姿勢測定会
2年1月16日（木）11時15分～13

時15分 中学生以上20人（先着） 
1,020円 12月11日9時から電

話か直接施設へ

■ ひまわりファミリーミュージカル
 一部「ディズニー名作集」
 二部「ピエールと長靴をはいた猫」
2年3月15日（日）①13時から②16

時30分から 各320人（先着） 
2,500円 12月12日10時から直
接、同日14時から電話で施設へ
■「不思議の国のアリス」の
 アリスがひらく音楽会
2年2月8日（土）14時から 320人

（先着） 500円 12月13日10時か
ら直接、同日14時から電話で施設へ

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

休館： 12月16日（月）、12月29日（日）～
 1月3日（金） ※1月4日は12時開館

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）
 12月30日（月）～1月3日（金）
※ 12月29日（日）は受付16時まで17時
閉館、1月4日（土）は13時開館

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
 12月29日（日）～1月3日（金）

改修工事のため、2年2月中旬ま
で休館予定です 

■ お正月遊び
羽子板、こま、竹馬、福笑いなど
2年1月4日（土）～7日（火）9時～

16時30分 当日直接施設へ
■こめ展
12月7日（土）～2年1月15日（水）9

時～16時30分 当日直接施設へ

■ 女性のためのパソコン講座（各全2回）
①パソコン＆Word・Excel②Excel中
級③即戦力up！ 実践Excel
①2年1月15日（水）・16日（木）②1

月18日（土）・19日（日）③1月25日（土）・
26日（日）10時～15時30分 女性各
12人（先着） 11,000円（免除制度あ
り） 12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
■ 大人が楽しむゴスペル入門
 ゴスペルワークショップ（全6回）
2年1月11日・25日、2月8日・22

日・29日、3月7日いずれも土曜日 14
時～15時30分 ※最終日（発表会）は
10時～13時 おおむね50歳以上の
女性30人（先着） 6,600円 12月
11日9時から電話で施設へ

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

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）
 12月29日（日）～1月3日（金）

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
 12月29日（日）～1月3日（金）

■ そば打ち教室
2年1月20日（月）14時～17時 

20歳以上12人（抽選） 2,000円 
12月21日までに に を書いて
施設へ
■ 漬物教室
2年1月26日（日）13時30分～15

時 24人（先着） 1,000円 12
月16日9時から電話で施設へ

■ 竹細工 ～和
わ

凧
だこ

作りと凧揚げ
2年1月11日（土）9時30分～15時  
15人（小学生以下は保護者同伴）（先

着） 900円 12月11日9時から
電話か直接施設へ
■ こども書初め会
2年1月5日（日）①9時30分～10

時30分②10時30分～11時30分 
小学生各6人（保護者同伴）（先着） 
12月12日9時から電話か直接施設へ

■成人初級水泳教室（全8回）
2年1月23日～2月20日の祝日を

除く火・木曜日①9時30分～11時②
11時～12時30分 18歳以上各35
人（先着） 7,200円 1月9日9時
から直接施設へ

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）
 12月29日（日）～1月3日（金）

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）
 12月29日（日）～1月3日（金）

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）
 12月29日（日）～1月3日（金）
※12月28日（土）は15時閉館


