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人口と世帯数
（令和2年1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…213,751人
（前月比 -105人）

世帯数…94,026世帯
（前月比 -9世帯）

2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

情報
発信中！

検索港南区役所

冬はボイラーで温度管理をしています

「秋のひまわりスタンプラリー」
のチェックポイント

特 集

5 ～ 12 ページは港南区版です 2020年

知って納得！
　　税金のあれこれ ・・・・・・・・・・・・・・・ 8・9

申告の季節です

No. 268

月号
2

　今月は、代々農業を営んでいる内倉園芸 内倉忠
ただ

勇
お

さんにお話を聞きました。

　江戸時代、のどかな農村地域であった港南区域の
村の生活は、横浜開港とともに大きく変化しました。
農産物を出荷し、現金を得るという商品経済が浸透し、
米麦雑穀中心の作付けから市街地が求める野菜や養
蚕の生産に変化していきました。横浜港を中心に新市
街地が拡大するとともに、「洋花」の需要が高まり、花

か

卉
き

園芸が盛んになります。港南の温暖な気候は、バラ、
シャクヤク、チューリップ、水仙、キンセンカなどの花栽
培に適しており、大岡、笹下、日野の辺りは一面花畑だったそうです。温室栽培も行われて
出荷先は東京にまで及び、昭和初期には、上大岡に港南生花市場も誕生しました。

　内倉さんは農家に生まれ、小学生の頃から当たり前に仕事の手伝いをしていました。元々
は水田と野菜農家で、自転車に野菜を積んだリヤカーを付け、横浜刑務所の官舎へ売りに
行くのは、重くて大変苦労したそうです。
　3代目として家業を継ぐことになり、時代の流れとともに扱う作物を変えてきました。昭和
30年代までは野菜や稲が中心でしたが、その後、花卉園芸へ。当初はカーネーションの切
り花やシクラメンの鉢物を取り扱っていましたが、一戸建て住宅が増えてきた昭和50年頃
には花壇に植える草花が主力になります。栽培方法も野地栽培からビニールハウス、ガラ
ス温室栽培と移行し、機械化により生産量も大幅に増やしてきました。今の季節はパンジー
やガザニア、これからはマリーゴールド、ペチュニア、ベゴニア、サルビアなど1年を通して
多品種を栽培しています。昨年は港南区制50周年イベント「秋のひまわりスタンプラリー」
のチェックポイントとして、初めてひまわりに挑戦し「上手にできたので良かったです」。

　生まれも育ちも港南区という内倉さん。ほかの職業は考えたことがなく農業一筋でやっ
てきました。花の栽培で大変なのはまず用土作り。薬剤散布も人体に害が少ないものしか
使えない上、虫に耐性ができて同じ薬剤が翌年には効かなくなることもあるそうです。そん
な苦労を忘れさせてくれるのは、見事に咲いた花たち。「精魂込めて育てた花が品評会で賞
をもらえると、とても励みになるね」と笑顔がこぼれます。

内倉園芸で咲いた 秋のひまわり 内倉さんは港南交通安全協会副会長も務めています

生活に彩りを添える　内倉園芸
第 回3 （最終回）

昭和32年頃の港南生花市場 せりの様子
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 問合せ  区役所企画調整係（ 847-8328 841-7030）

住み続けたい
67％やや住み続けたい 14％

どちらとも言えない
14％

あまり住み続けたくない 2％
住み続けたくない 1％ その他 1％

無回答 1％ 治安が良いまち

医療や福祉の
充実したまち

災害対策が
充実したまち

65％

39％

31％

区政に
生かします 区民意識調査の結果がまとまりました

　昨年6月に、無作為に抽出した18歳以上4,000人を対象に調査を行い、結果がまとまりました。皆さんの
生活環境に対する意識や区に取り組んでほしいことなどを把握し、今後の区政運営に役立てていきます。

Ｑ あなたは、これからも港南区に住み続けたいと思いますか？
 　今後も港南区に「住み続けたい」「やや住み続けたい」と回答し
た人が、全体の8割と高い割合を占めました。引き続き、「港南区
に住んで良かった」と思えるように取組を進めます。

Ｑ 港南区が将来に向けてどのような方向に発展していくこと
が望ましいと思いますか？（3つまで：複数回答）

 　多くの人が港南区に「住み続けたい」と考えていることもあり、
安全・安心なまちづくりを求める声が多く寄せられました。

猫の隠れた能力

猫との過ごし方講習会

　猫の生態・習性や飼育上必要なものを知り
たい、隠れた能力を引き出したい飼い主の皆
さん。ぜひ、ご参加ください。

日　時
 
2月22日（土）

 10時～11時30分
 ※9時30分受付開始

会　場
 
区役所6階

講　師
 
BUDDY UP! 

 代表 笹部 圭
け

以
い

 さん
 （横浜市動物適正飼育推進員）
申込み

 
2月14日までに電話、またはファクス

 に と参加人数、猫の飼育数を
 書いて、区役所環境衛生係へ

※公共交通機関をご利用ください
※動物は入場できません
区ホームページからも申込可

住んでいる地域の生活環境に対する評価が高まる
　生活環境に関する調査では、日常生活の満足度を測るため、
「まちなみ・環境」「福祉・保健」「教育・文化」「生活」の
分野について、生活のしやすさという視点から質問
しました。全21項目中18項目が前回調査と比較し
て同等もしくは高評価であり、全般的に住んでいる
地域への評価が高まっています。

関心がある・充実させてほしい情報
　区役所から発信される情報のうち、関心のある情報や充実させ
てほしい情報は、「防災・防犯に関する情報」が前回比＋3％となる
56％で最多でした。この項目は、調査開始から割合が増え続けて
おり、「安全・安心」への関心が高まっていることが読み取れます。
※2位：健康・医療に関する情報（50％）
　3位：福祉サービスに関する情報（31％）

調査結果は「区民意識調査結果報告書」で
　地域活動や隣近所の付き合い、防災・減災対策、健康づくりなど、そのほかの調査結果は「区民意識調査結果報告書」にまとめています。
区役所1階や区内地区センター・地域ケアプラザ・コミュニティハウスで閲覧できます。 
　区ホームページにも掲載しています。　

風しん追加対策事業のご案内第5期
定期接種

【風しんってどんな病気？】
　風しんウイルスに感染すると、約2～3週間の潜伏期間の後、発しん・発熱・首の後ろ
のリンパ節が腫れるなどの症状が現れます。また、妊娠中の女性が感染すると、胎児に
も感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、心臓に
障害があるといった「先天性風しん症候群」になる可
能性があります。身近な人に感染させないためにも、
対象の人はこの機会に予防接種を受けてください。

【接種の受け方】
① 市から対象者にクーポン券が送付されます。　②事前に実施医療機関に予約します。
③ 風しん抗体検査を受けます。　④抗体検査の結果、十分な風しん抗体がない人は、麻
しん風しん混合（MR）ワクチンの予防接種を受けます。

【実施医療機関】
　風しん追加対策事業を行っている全国の医療機関で抗体検査と予防接種ができます。
市または厚生労働省のホームページで確認してください。

【接種期間】 令和4年3月31日まで

　市では、風しんの抗体保有率が低い世代（昭和37年4月2日～54年4月1日生まれ）の
男性を対象に、抗体検査と予防接種を無料で実施しています。
昭和37年4月2日～47年4月1日生まれ ▶ クーポン券発送予定（令和2年3月下旬予定）
昭和47年4月2日～54年4月1日生まれ ▶ クーポン券発送済み（令和元年6月下旬）
※クーポン券がない人は、市予防接種コールセンターにお問い合わせください

知ってる？

 問合せ  市予防接種コールセンター
 （ 330-8561 664-7296、9時～17時、土・日曜日、祝休日を除く）

 問合せ  区役所環境衛生係
 （ 847-8445 846-5981）

検索港南区　猫の隠れた能力

検索港南区　区民意識調査

00077337
テキストボックス
　　　　　　　　　　　中止となりました
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 問合せ  港南消防署（ ・ 844-0119）

　

愛あふれる  　ふるさと港南に区制50周年

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  区役所資源化推進担当（ 847-8398 842-8193）

■一般精神保健相談
2月13日（木）・26日（水）、3月3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

■認知症高齢者保健福祉相談
2月12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
2月28日（金）、3月9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）
2月20日（木）9時15分～11時、3月10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
2月25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
2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）
2月12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
3月2日（月）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 2月18
日～21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

「ごみと資源物の分け方・出し方」
パンフレットをご利用ください！
配布場所

 
区役所、資源循環局港南事務所、

 行政サービスコーナー、地区センター、
 コミュニティハウス、地域ケアプラザ

港南消防署マスコット ラブちゃん
イラスト：安藤とねり子

ごみの分別をWEBで検索！

■精神保健福祉講座 家族教室
臨床心理士から学ぶ
2月14日（金）14時30分～16時 
区役所6階 精神疾患のある人

の家族、支援者40人（先着） 当日
直接会場へ 区役所障害者支援担
当（ 847-8446 845-9809）
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
2月20日（木）、3月5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）

■ 区民企画運営講座 発表会
   「やった できた こんなこと」
3月2日（月）10時～11時30分 

区役所6階 区内在住・在勤・在学
の人90人（先着） 当日直接会場へ 
区役所区民活動支援係（ 847-

8399 842-8193）
■ 区民企画運営講座 運営団体募集
身の回りや地域の課題を解決するた
めの連続講座を企画・運営する団体
を募集
区内在住・在勤・在学の人を含む3

人以上の団体8団体程度（選考） 
事前連絡の上、3月16日17時までに
申込書（区役所ほかで配布）を直接区
役所区民活動支援係（ 847-8399 
842-8193）へ

火災を防ぐには！春の火災予防運動
3月1日～7日

　冬から春は空気が乾燥し、風が強い日が多いことから火災が発
生しやすくなります。火災を防ぐポイントを再確認しましょう。

　今月は「広報よこはま」で25年前の区制25周年を振り返ります。
　平成6年11月号の広報よこはま港南区版で、区制25周年を記
念して募集し、選ばれた「区のシンボルマーク」と「区の鳥・区の木｣
について、掲載しています。

　区の花「ひまわり」をモチーフにした区の
シンボルマークは、「元気の良さ、明るさ、そ
して子どもでも描けるシンプルなデザイン」
が決め手となり選ばれました。
　区の鳥「シジュウカラ」は、「胸につけたネ
クタイ模様がトレードマーク。区内のどこで
もよく見られ、巣作りも上手」、区の木「クロ
ガネモチ」は、「秋に熟す赤い実がきれい。
光沢のある葉が1年中楽しめて、庭木や公
園樹・街路樹としても適している」というこ
とから選ばれました。

　住宅用火災警報器は設置するだ
けでなく、定期的にテストし、正常に
作動するか確認しましょう。住宅用
火災警報器は古くなると電子部品
の寿命や電池切れなどで火災を感
知しなくなることがあるため、10年
を目安に取り替えましょう。
※ 粗悪品や悪質な訪問販売にご注
意ください

3月1日と11月9日は住宅用火災警報器の
「市内一斉点検の日」です

火災を防ぐポイント
○ 家の周りに燃えやすいものを置かない、
 ごみは指定された日時・場所に出す。
○ 寝たばこは絶対しない。
○ ストーブの周りは整理整頓。寝る前にスイッチOFF！
○ こんろなど、火を使っている時はその場を離れない。衣服に火が
つかないように注意する。燃えやすい物を近くに置かない。

○ 電気コードは、束ねたままにしない。コンセントやプラグにほこり
がたまったままにしない。コードの上に家具を置かない。

火災原因のトップ3は

港南区の年間火災件数は前年の2倍！

1位　放火
2位　たばこ
3位　電気機器とストーブ

こんな記事もありました
港南台在宅支援サービスセンター
港南台214ビルにオープン

　区内初の在宅支援サービスセンター
が、港南台駅そばに誕生。「高齢になり
援助が必要になったときも、住み慣れた
地域で、家族と安心して暮らしたい」とい
う誰もが持つ共通の願い。そうした高
齢者やその家族などを支援していくた
めの地域拠点です。
※現在、在宅支援サービスセンターは、
地域ケアプラザに名称変更しています

目指せ！ 分別マスター！

検索ミクショナリー



98 2020（令和2）年 2月号 ／ 港南区版2020（令和2）年 2月号 ／ 港南区版

　区では、誰もが安全に安心して暮らせるまちづくりに向けて、
さまざまな事業を行っています。これらの事業の財源は、皆さんが
納める税金です。私たちの暮らしを支える市税は、どのように課
税されるのでしょうか。そのほか、便利な納税の制度についても、
ぜひ知っておきましょう。

問合せ  区役所市民税担当（ 847-8351 841-1596）

　市民税・県民税は、前年の所得に対してかかる地方税で、住民税ともいいます。主に関係機関から提供
される資料をもとに区役所で課税しますが、関係機関からの資料提供がない場合は、区役所に申告する
必要があります。

　市税の納付を口座振替にすると、納めに行く手間や納め忘れがなくなり、仕事や家事で時間が取れ
ないという人も安心です。便利で確実な口座振替にぜひ切り替えましょう。

市民税・県民税（普通徴収分）
※前年の所得に対してかかる税金のうち、
　給与や年金から差し引かれていないもの
※年度途中で課税された「随時課税」は対象外

● ペイジー口座振替　
 区役所窓口で申込書に記入し、機械でキャッシュカード
を読み取ると手続き完了です。（およそ5～10分程度）　 
必要なもの 

 
・ 納税通知書　・ キャッシュカード　

● 郵送での申込み　
 専用の往復はがきは、区役所収納担当（3階30番窓口）で配布しています。郵送請求でも入手でき
ます。記入例を参考に必要事項を記入の上、通帳届出印を押印し、返送してください。 
必要なもの 

 
・ 納税通知書　・ 通帳の届出印

 ※市ホームページからもダウンロードできます
● 金融機関での申込み　
 口座振替申込書は、市内の金融機関にあります。必要事項を記入の上、金融機関窓口で手続きし
てください。 
必要なもの 

 
・ 納税通知書　・ 通帳の届出印

　4月1日時点の所有者に対して、5月初旬に納税通知書を発送します。廃車・譲渡等を検討している
人は、手続きをお忘れなく。
届出先

 
バイク125cc以下・ミニカー・小型特殊自動車：区役所

 バイク125cc超・4輪の軽自動車：神奈川県軽自動車協会

　土地・家屋を所有している人が死亡した場合、土地・家屋の名義を変更するには、管轄する法務局（登
記所＝横浜地方法務局 栄出張所）で相続登記（相続による所有権移転の登記）をする必要があります。
相続登記が完了すると、登記内容が区役所に通知され、手続きが完了した翌年の4月に土地・家屋課
税台帳上の所有者が変更されます。
　なお、相続登記については横浜地方法務局のホームページを確認してください。

　区役所職員が、小学校に出向き、租税教室を行っています。
税金にはどんな種類があるか、どのように活用されているか
などをクイズ形式で学んだり、税金がないとどのような世の
中になってしまうか、困ることはどんなことがあるかなどを考
えたりします。

「ペイジー口座振替」ができる金融機関
（一部対象外のカードがあります）

横浜銀行　ゆうちょ銀行　みずほ銀行
三井住友銀行　三菱UFJ銀行
りそな銀行　横浜信用金庫　川崎信用金庫

※軽自動車税や市民税・県民税（特別徴収分）は、口座振替はできません

固定資産税
（土地・家屋、償却資産）
※土地や家屋などを所有して
　いる人にかかる税金

口座振替が
できます！

● 書けるところは書いておこう！
 「住所・氏名欄」「本人該当事項欄」などは、事前に記入しておきましょう。窓口で
の案内がスムーズになります。

● 申告会場では長時間お待ちいただく場合があります。申告書は郵便で！
 申告書は郵送でも受け付けています。受領後に確認する場合がありますので、日
中の連絡先を必ず記入してください。

● 医療費の明細書を作ろう！
 平成30年度から医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」を作成し添付す
ることになりました。「医療費控除の明細書」を事前に作成し、申告書に添付してく
ださい。なお、医療費の領収書は5年間保管してください。

※令和3年度以降は、領収書の添付による申告はできなくなります

　確定申告は、税務署で行う所得税（国税）の申告です。港南区在住の人は、横浜
南税務署へ提出してください。

● 区役所での確定申告（医療費控除申告）
 年末調整が済んでいる給与所得者で医療費控除のみを追加申告する人は、区役
所でも提出できます。そのほかの内容が含まれる人は、税務署へ提出してください。

確定申告の用紙は、区役所3階（301）でも配布しています
 ・ 土曜開庁日は、配布していませんので、ご注意ください。
 ・ 在庫がなくなり次第、区役所での配布は終了します。
※ 12ページ「横浜南税務署からのお知らせ」を参照して
 ください

● 2年度市民税・県民税の申告は、3月16日(月)までです！
 2年1月1日時点で港南区在住の人は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの所得
について、申告してください。郵送でも受け付けています。

 提出先：区役所市民税担当（3階31番窓口、〒233-0003 港南4-2-10）

区役所が混み合う時間を避けよう！ 
▶ 申告期間の始めと終わり
▶ 日曜日・祝日の翌日
▶ 開庁時（8時45分）から昼まで
▶ 雨天直後の晴天日

市民税・県民税ってなぁに？

市税の納付は安心・便利な口座振替に！

そのほかの税金もチェック！
軽自動車税

固定資産税

申告のポイント

口座振替ができる税金は…

申込みは選べる3パターン！

小学生も学ぶ税金の大切さ租 税 教 室

 市民税・県民税の申告は確定申告とは違います！

混み合
うのは

ココ

特 集

検索横浜市 税金 口座振替

検索横浜地方法務局 未来につなぐ相続登記

区役所

税額決定

年末調整を
している人

確定申告書
税務署へ
申告した情報

給与支払報告書
源泉徴収票に
記載がある情報

公的年金等支払報告書
源泉徴収票に記載がある情報
※遺族年金・障害年金の情報は
　提供されません

Ａ Ｂ Ｃ 

市民税・県民税の賦課
6月初旬に納税通知書を発送
※給与所得者へは、5月下旬に会社等を
　通じて税額決定通知書を交付

会社 日本年金機構等

A・B・C以外に
申告すべき情報がある人

税務署 確定申告を
している人

扶養親族等申告書を
提出している人

市民税・県民税申告書
区役所へ申告してください

① 確定申告をしていない年金受給者で
 市民税・県民税の医療費控除や生命保険料控除等を受けたい人
 市民税・県民税が発生する場合、税額を抑えることができます。

② 前年1年間（平成31年1月1日～令和元年12月31日）に収入がなかった人
 課税(非課税)証明書の発行、児童手当の支給資格の認定及び国民健康保険料の減額判定な
どのために必要です。

③ 雇用保険・遺族年金・障害年金等を受給している人
 上記の収入は課税対象外ですが、②と同様に国民健康保険料の減額判定などのために必要です。

④ 確定申告で上場株式の配当等の申告(特定口座内で源泉徴収あり)をしたが、
 住民税では所得税と異なる課税方式を選択したい人
 確定申告書(控)の写しを添付してください。

⑤ ①～④に該当しないが、市民税・県民税申告書の用紙が区役所から送られている人
 ※昨年の申告実績により申告用紙を送付していますが、必要がない場合もあります

【添付書類の例】 ・ 公的年金、給与等の源泉徴収票・支払調書等、収入の分かる書類
 ・ 健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料等の支払を
  証明する書類
 ・ 「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」（いずれかを選択）
　 ・ 寄附金受領証明書　など

令和2年度 市民税・県民税申告書
（氏名欄に記入・押印の上、連絡先を必ず記入）

添付書類
（申告書の内容を証明する書類）＋必要書類

こんな人は申告を！
問合せ  区役所収納担当（ 847-8376 841-1596）



10 2020（令和2）年 2月号 ／ 港南区版

●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」　 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

■ミニシアターin東永谷「わが母の記」
3月7日（土）9時30分～11時30分  
中学生以上50人（先着） 2月11

日10時から電話か直接施設へ
■ ミニシアターin東永谷「ペット2」
3月7日（土）13時30分～15時30

分 3歳～小学生50人（小学2年生
以下は保護者同伴）（先着） 2月11
日10時から電話か直接施設へ

■絆塾♥下永谷 サバイバル体験会
サバイバル工作と防災クッキング
3月15日（日）10時～12時30分 

50人（小学3年生以下は保護者同伴）
（先着） 小学生以上100円 2月
11日10時から電話か直接施設へ
■子育てサロン「ポケットパーク」
   （全10回）
手遊び、月別プログラムなど
4月～3年3月の8・11月を除く毎

月第4木曜日 10時30分～11時30分  
4月1日時点で2・3歳の子と保護者

30組（抽選） 3月10日 までには
がきを持って直接、または に
と子の名（ふりがな）・生年月日を書い
て施設へ

■なごみの会
介護者同士の情報交換
2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
2月25日（火）10時30分～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
2月27日（木）13時30分～15時 

100円 当日直接施設へ

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）

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

■ ゆらりんころりん in 港南台
パラバルーンや触れ合い遊びなど
3月3日（火）10時～11時30分 

0・1歳の子と保護者30組（先着） 
300円 2月12日9時から電話か直
接施設へ
■ 認知症家族のつどい
3月19日（木）10時30分～12時 

認知症の人、介護をしている人10人
（先着） 2月12日9時から電話か直
接施設へ
■ 社会科セミナー
   「戦前の宝塚レビュー音楽史」
3月21日（土）14時～16時 15人

（先着） 2月12日9時から電話か直
接施設へ

■ 成年後見制度講座
司法書士の話
3月15日（日）10時～11時30分 

30人（先着） 2月11日9時から電話
か直接施設へ
■ 介護予防講座「春一番コンサート」
3月8日（日）13時30分～15時30分 
おおむね65歳以上35人（先着） 

2月13日9時から電話か直接施設へ
■ ママといっしょ
 歌って遊んでスキンシップ
3月5日（木）10時30分～11時30

分 0歳の子と保護者12組（先着）  
200円 2月12日9時から電話か

直接施設へ

■認知症の人を支える介護と医療
認知症があっても暮らし続けられるた
めの講演会
2月22日（土）10時～11時40分 

永谷地区センター 80人（先着） 
当日直接会場へ ※室内履き持参

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

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

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

■ ≪港南台地区センターとの合同開催≫
 レディース麻

マー

雀
ジャン

大会
【予選】3月6日（金）①10時～13時
②14時～17時 【決勝】3月20日（祝）
10時～15時 18歳以上の女性各
16人（先着） 500円 2月13日13
時から電話か直接施設へ
■ 音の森のぼうけんコンサート
3月1日（日）13時30分～14時30分 
50人（小学2年生以下は保護者同伴）

（先着） 当日直接施設へ
■ 有名店の元調理長から学ぶ！
 中華料理教室
3月19日（木）10時～13時 18歳

以上16人（先着） 1,000円 2月
13日13時から電話か直接施設へ
■ 自分の足跡を辿

たど

ろう ～やさしい
 自分年表作り教室（全2回）
3月2日（月）・23日（月）15時～16

時 60歳以上15人（先着） 400
円 2月13日13時から電話か直接
施設へ
■ 本場の味！ イタリア料理教室
3月7日（土）10時～13時 18歳

以上15人（先着） 1,500円 2月
13日13時から電話か直接施設へ
■ 電子レンジで宝石を作ろう
3月29日（日）9時30分～11時30分 
小学生12人（先着） 1,000円 

2月13日13時から電話か直接施設へ

■ ＜野庭団地地区青少年指導員協議会・
 野庭住宅青少年指導員協議会 共催＞
 みんな集まれ！
   「ゲームとスポーツで楽しもう！」
3月7日（土）10時～12時 小学生

以下（小学2年生以下は保護者同伴） 
当日直接施設へ ※室内履き持参

■ ミニシアターin野庭「妻よ薔
バ

薇
ラ

の
 ように 家族はつらいよⅢ」
3月14日（土）13時30分～15時40

分 18歳以上50人（先着） 2月
11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）

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）

■「女性と庭」 ～庭師、大山浩
こう

朗
ろう

と
 巡る鎌倉の庭園探訪（海蔵寺他）
   （全2回）
①座学②鎌倉庭園見学
①3月11日（水）13時～15時②3月

18日（水）8時45分～12時 ②ＪＲ鎌
倉駅西口集合 20歳以上20人（抽
選） 1,500円 2月26日までに
に と年齢を書いて施設へ
■ エっ！ となる前に「相続」の対策を
2月27日（木）10時～12時 30人

（先着） 2月11日13時から電話か
直接施設へ

■ 地区センターまつり
作品展示、舞台発表、模擬店など
2月23日（日）・24日（祝）10時～17

時 ※24日は15時30分まで 当日
直接施設へ
■ きょうから始めるストレスケア
 ～幾つになっても元気な私でいる
 ために（全2回）
3月4日（水）・18日（水）10時～11

時30分 15人（先着） 800円 
2月12日13時から電話か直接施設へ
■ 飲茶講座・春（桃饅

まん

頭
じゅう

とごま団子）
3月4日（水）13時30分～15時30

分 18歳以上16人（先着） 800
円 2月12日13時から電話か直接
施設へ
■ ≪永谷地区センターとの合同開催≫
 レディース麻

マー

雀
ジャン

大会
【予選】3月7日（土）①10時～13時
②14時～17時 【決勝】3月20日（祝）
10時～15時 決勝は永谷地区セン
ター 18歳以上の女性各16人（先
着） 500円 2月12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）

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）

00077337
テキストボックス
　　　　　　　　　　中止となりました
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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。

■ さくらんぼひろば
親子遊びとミニ運動会
3月9日（月）10時～11時30分 

未就学児と保護者20組（先着） 200
円 2月11日10時から電話か直接
施設へ

■ アロマテラピーの基礎とクラフト
3月9日（月）10時～12時 18歳

以上15人（先着） 700円 2月15
日9時から電話か直接施設へ

■ 趣味の教室 受講生募集
英会話、韓国語、ヨガ、フラダンス、社
交ダンス、太極拳、ゆっくり体操、うた
いそう、健康詩吟、音楽で脳トレ、健康
マージャン、絵手紙、水彩画、水墨画、
鉛筆スケッチ、陶芸、コーラス
4～9月 市内在住の60歳以上（抽

選） 教材費 2月15日から29日
16時までに本人を確認できるもの、は
がき1枚を持って直接、または同日ま
でに に を書いて施設へ ※1人
1教室、過去3年間に受講した教室は
参加不可。詳細は問合せを
■ 趣味の教室 短期講座 受講生募集
①60歳からのパソコン（全4回）②楽
しい似顔絵（全4回）③鎌倉・歴史散歩
（全4回）④港南の歴史（全6回）⑤ノ
ルディックウォーク（全6回）
①5月の毎週水曜日 13時～15時

②5月の毎週水曜日 13時～15時③
5月15日・29日、6月5日・19日いず
れも金曜日 9時30分～12時30分④
4～6月の毎月第2・3火曜日 10時～
12時⑤4～6月の毎月第1・3水曜日 
10時～12時 市内在住の60歳以
上①10人②③④⑤各15人（抽選） 
教材費 2月15日から29日16時ま
でに本人を確認できるもの、はがき1
枚を持って直接、または同日までに
に を書いて施設へ ※日程が合
えば複数の教室を受講可。詳細は問
合せを

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

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

休館：第4火曜日、2月10日（月）～12日（水）
※浴室は2月20日（木）再開予定

■ネイティブに学ぶ外国語教室
   （全30回）
英語、スペイン語、韓国語、中国語
4月～3年3月 各教室20人（抽選） 
22,000円（別途教科書代） 2月

23日までに に と希望教室番
号・教室名、広報よこはまを見て申し
込んだ旨を書いて施設へ ※開催日時
など詳細は問合せを
■ 世界の赤ちゃんとママのひろば
3月9日（月）10時30分～12時 未

就学児と保護者 当日直接施設へ

■ひまわり パラアーティストフェス
障害児・者による音楽ステージ発表や
作品展示など
2月23日（日）13時～15時30分 

横浜医療福祉センター港南（JR港南台
駅下車） 障害児・者に関心のある人、
当事者やその家族など、どなたでも 
当日直接会場へ

■中高年英語入門教室（全36回）
4月8日（水）～3年3月24日（水） 

松本ビル（JR・地下鉄戸塚駅下車） 
市内在住の40歳以上24人（抽選） 
1回1,400円、入会金1,200円 3月
5日までに電話、または かファクスに

と年齢を書いて事務所へ ※15
人以上の参加で開催

改修工事のため、4月1日から3年
3月31日まで休館予定です

■ 姿勢測定会
3月9日（月）13時15分～15時15

分 16歳以上20人（先着） 1,020
円 2月11日9時から電話か直接施
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

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

シルバー人材センター 港南事務所
〒233-0002　上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー13階
342-9600　　 847-1716
休館：祝休日、土・日曜日

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）

■ よこはまシニアボランティア
 ポイント登録研修会
3月27日（金）10時～12時 市内

在住の65歳以上40人（先着） 2月
12日9時から電話か直接施設へ

■ スワロフスキー®・ビーズでつくる
 アクセサリー
3月4日（水）13時～14時30分 7

人（抽選） 1,000円 2月22日21
時までに電話か直接施設へ
■お茶を飲みながら気軽に聞いちゃ
おう！ 「押さえておきたい介護の話」
2月27日（木）10時～11時45分 

20人（抽選） 100円 2月21日21
時までに電話か直接施設へ
■出入り自由！ ちょっと話して
 みませんか？ 思春期子育てカフェ
2月22日（土）10時～11時30分 

100円 当日直接施設へ

■ 映画を楽しみませんか「かぞくいろ
RAILWAYS わたしたちの出発」
3月29日（日）10時～12時 50人

（先着） 2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
3月12日（木）10時30分～11時30

分 30人（先着） 100円 2月
11日9時30分から電話か直接施設へ

■ 日野南ふれあい映画会「ペット2」
3月14日（土）13時～14時30分 

50人（先着） 2月15日9時から電話
か直接施設へ
■ おはなし会
2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
2月26日（水）11時～14時 ※時間

内出入り自由 当日直接施設へ

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

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）

■ 孫育て講座
 ～知っておきたい今どきの子育て！
 お孫さんとの時間を楽しむコツ
3月6日（金）13時30分～14時30

分 これから孫を迎える人、孫のいる
人など15人（先着） 2月12日10時
から電話か直接施設へ
■ プレママ・プレパパ「体を動かそう」
助産師によるパパ・ママ一緒の簡単な
運動や出産に向けての話
2月15日（土）10時30分～11時30

分 これから出産を迎える人 前日
17時までに電話か直接施設へ
■ 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
2月13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

■ 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
①2月18日（火）13時30分～14時

30分②2月29日（土）13時30分～14
時30分③3月4日（水）10時30分～
11時30分 ①②はっち③港南台地
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

■ 親子でたのしむおはなし会
2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
■ おはなしくまさん
2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
2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
3月5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

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、2月25日（火）

港南図書館
〒234-0056　野庭町125
841-5577　　 841-5725
休館：2月17日（月）
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■ 精神保健福祉フォーラム 
   「当事者・かぞくのまるごと支援」
 ～学びあい・支えあい・リカバリー
2月15日（土）13時30分～16時 ※

13時開場 金沢公会堂（京急金沢
文庫駅下車） 400人（先着） 当日
直接会場へ ＮＰＯ法人 横浜市精神
障害者家族連合会（ 548-4816 
548-4836）

■ あそび・隊！ おたのしみ劇場
パネルシアター・人形劇・絵本など
3月2日（月）①10時～11時②11時

30分～12時30分 港南中央地域ケ
アプラザ 未就学児と保護者各30組
（先着） 300円 2月12日から電
話であそび・隊！ の橋本（ 090-5438
-6035）へ
■ 着つけサークル 会員募集
①月2回木曜日 9時45分～11時

45分②月2回金曜日 9時40分～11
時40分 ①港南地区センター②港
南台地区センター 18歳以上の女
性 月2回1,100円 事前に電話で
東
あずま

（ 871-8098）または天
あま

田
だ

（ 772
-6488）へ ※開催日は問合せを
■ 外国人が教える
 やさしい英語サークル
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
歳以上の初心者の女性 月3回 4,200
円、入会金1,000円 2月12日から
電話で辰巳（ 070-2155-5239 ※
平日9時～15時）へ

■ 一日いけばな教室・ひなまつりの花
2月22日（土）10時～12時 港南

地区センター 区内在住・在勤の人
10人（子の同伴可）（先着） 1,000円 
2月11日10時から電話かファクスに
を書いてこうなん文化交流協会

華道部会の中島（ ・ 833-5672）へ
■ 春季港南区民野球大会
3月21日（土）～7月19日（日） 清

水ケ丘公園野球場ほか 区内在住・
在勤の社会人チーム（1チーム監督含
めて30人以内） 20,000円 2月
21日～3月1日に費用を添えて申込書
（区野球協会ホームページからダウン
ロード）を直接カトウスポーツ店（港南
台9-24-6、 832-3898）へ
■ 港南区民卓球大会
3月22日（日）9時～19時 港南ス

ポーツセンター 区内在住・在勤・在
学の高校生以上200人（先着） 1,000
円 3月1日から申込書（会場ほかで
配布）を直接国際卓球上大岡店（上大
岡西2-9-28、 844-2420）へ 酒井
（ ・ 832-3737）

■ 子ども自然体験サークル
 “港南ちゃれんじゃーず春休み活動”
カッター訓練、星座観察、野外ゲームなど
3月29日（日）～31日（火） 横浜

市少年自然の家「南伊豆臨海学園」 
小・中学生20人（抽選） 小学生

14,000円、中学生18,000円 2月
28日 までに かファクス、または
申込書（地区センターほかで配布）に

と学年を書いて港南区レクリ
エーション協会の安藤（〒234-0054　
港南台2-2-9-1008、 ・ 832-27
68）へ
■ 港南区民硬式テニス教室（全8回）
4月1日～6月10日の祝日を除く毎

週水曜日 ※6月10日は予備日 ①9時
～10時45分②11時～12時45分 
日野中央公園 区内在住・在勤・在
クラブの人各50人（抽選） 7,000円 
3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）

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。

■ えほんの読み聞かせ会
3月3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
2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
■ 窓にお絵描き
3月7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

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）

■ ルミエ・サクソフォンカルテット
 コンサート
5月12日（火）14時から 320人

（先着） 1,000円 2月14日10時
から直接、同日14時から電話で施設へ
■ 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②高校生の部
①3月28日（土）②3月29日（日）13

時30分～17時 各320人（先着） 
1,000円、高校生以下500円 2月
15日10時から直接、同日14時から電
話で施設へ

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 ■ 親子手作りパン教室
3月15日（日）13時～16時 小学生

以上の子と保護者12組（抽選） 1,500
円 2月23日までに に を書
いて施設へ

■ 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）②速習PowerPoint（全2回）
①3月11日（水）～13日（金）・17日

（火）・18日（水）②3月21日（土）・22日
（日）10時～15時30分 女性各12人
（先着） ①20,000円②11,000円（免
除制度あり） 2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
■ 女性としごと応援デスク
 ①女性の労働サポート相談
 ②キャリアカウンセリング
①3月21日（土）13時～、14時～、

15時～②3月27日（金）10時～、11
時～、13時～、14時～ 女性①3人
②4人（先着） 2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

■ 楽・楽家庭菜園 ～春夏野菜編
3月6日（金）13時30分～15時30分 
20歳以上20人（抽選） 500円 

2月21日までに直接、または かファ
クスに を書いて施設へ
■ 横浜ばら会写真部 写真展
2月23日（日）～3月8日（日）9時～

16時30分 ※初日は13時から、最終
日は12時まで 当日直接施設へ
■ ひな祭り
2月24日（祝）～3月3日（火）9時～

16時30分 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）

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）

■ クラフトワーク
   「国産いぐさのミニ畳飾り台作り」
2月29日（土）10時～11時30分 

8人（先着） 900円 2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

■切り絵
動物か花の切り絵を作ろう
3月9日（月）10時～12時 12人

（先着） 300円 2月19日10時か
ら電話か直接施設へ

■ 竹細工 ～竹の鳥笛・箸・しゃもじ
3月22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 2月26日9時から電
話か直接施設へ
■バードウォッチング
3月8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 2月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■自然観察会 ～谷戸の目覚め
2月23日（日）13時～15時 ※雨天

中止 当日直接施設へ

■初級水泳教室（全8回）
2月27日～3月24日の毎週火・木

曜日 ①9時30分～11時②11時～12
時30分 18歳以上各35人（先着） 
7,200円 2月13日9時から直接

施設へ

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

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）

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）

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）

横浜南税務署からのお知らせ
■税務署の申告書作成会場を2月17日（月）から開設
日　時▶ 2月17日（月）～3月16日（月） 相談は9時15分から
 （土・日曜日、祝休日を除く。ただし、2月24日と3月1日は開場）
 ※ 受付は8時30分から16時まで
 ※ 混雑状況により時間前に締め切ることがあります。早めにお越

しください
 ※ 駐車場が満車の場合、入庫待ちはできません。 公共交通機関

をご利用ください
 ※ 確定申告書などを提出する際は、マイナンバー確認書類と本人

確認書類の提示または写しの添付が必要です

横浜南税務署（ 789-3731）

■医療費控除のみを申告する給与所得者は、区役所でも
　申告書の作成・提出ができます
日　時▶ 2月17日（月）～3月16日（月）9時～11時30分、13時～16時30分
 （土・日曜日、祝休日を除く）
持ち物▶ ① 令和元年分の給与所得の源泉徴収票（原本）
 ② 医療費の明細書（平成29年分の確定申告から、領収書の提出

の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください）

 ③ 健康保険や生命保険などで医療費が補てんされた場合は、そ
の金額が分かるもの

 ④ 印鑑と納税者本人の受取口座の金融機関名・支店名・口座番
号が分かるもの

 ⑤ マイナンバー確認書類と本人確認書類の写しなど




