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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…213,586人
（前月比 -165人）

世帯数…94,013世帯
（前月比 -13世帯）

3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

特 集
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外は危険がいっぱい
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　港南区は昨年10月1日に区制50周年を迎えました。区民の皆さんをはじめ、地域団体、学校、
企業、施設など、みんなでお祝いするために、平成31年1月から令和2年3月までを区制50周年
イヤーとして、さまざまな取組やイベントなどで盛り上げてきました。この記念すべき年を振り返
るとともに、次の50年に向けて、さらに「愛あふれる♥ふるさと港南に」していきましょう。

総勢732人が参加する賀
詞交換会が開催され、和
太鼓演奏や獅子舞の披露
などで、50周年イヤーが
盛大に幕を開けました。

約150人が出席し、50周年記念
式典が開催され、永年、地域に貢
献された皆さんの表彰などが行
われました。

港南台第二・野庭すずか
け・日野南・桜岡・下永
谷小学校と、特別出演の
港南区ひまわり管弦楽団
が、合唱と演奏を披露し
ました。小学生と管弦楽
団のコラボレーション発
表には、約600人の観衆
が魅了されました。
※出演を予定していた丸山台小学校は、学級閉鎖のため
　残念ながら欠席でした

区の花ひまわりを、区が誕生した秋
に咲かせようというプロジェクト。家庭や施設で大切に育てられたひまわりは、
台風にも負けず、10月中旬から花を咲かせ、秋の港南区を彩ってくれました。

区制50周年のフィナーレは元気な地域づくりフォーラム。
地域の皆さんの取組紹介のほか、特別プログラムとして
記念講演を行いました。

上永谷中学校の書道パ
フォーマンス、日野中央
高等特別支援学校の手
作りの記念品が、式典
に花を添えました。

港南中央駅周辺で14のイベント
を同時開催。天気にも恵まれ、
30,000人もの来場者で、大にぎ
わいとなりました。区内11の中
学校が参加した記念イベントで
は、ステージ発表や作品展示、お
茶のふるまいなどで、大勢の中
学生が大活躍しました。

50周年記念最初のイベン
トは、連合町内会交流駅伝。
小学生からシニアまで15
連合18チーム144人の選
手が一丸となって、たすき
をつなぎました。

平成31年港南区新年賀詞交換会
2019年1月5日

2019年11月2日

2019年12月8日 2019年8月～11月

2020年 2月15日

2019年11月2日

2019年1月13日

港南区制50周年記念式典

ひまわりミュージックフェスタ 秋のひまわりプロジェクト

港南区元気な地域づくりフォーラム

ひまわりフェスタ

連合町内会交流駅伝

参加者全員で
ハートマークをつくって記念撮影

各分野の功労者の皆さん

書道作品が披露されると称賛の声が 記念品
1,000人以上の人が
ボルダリングを体験

全出演者による圧巻のステージ

10月に大賀の郷で咲いたひまわり

見事優勝に輝いた港南台Ａチーム

たくさんの人でにぎわう子どもゆめワールド会場

激走する選手たち

中学生による
記念イベントも人気。
ステージ発表とお茶席
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 問合せ
 
区役所企画調整係（ 847-8328 841-7030）

区制50th
記念

リニューアルしました！　ふるさと港南のまち自慢ガイドブック

引っ越し・就職・
退職する人は 区役所での手続をお忘れなく

　3月下旬から4月上旬は、引っ越し（住所異動）に伴う届出などが集中し、窓口が大変混雑します。長時間お待ちいただく場合も
ありますので、時間に余裕を持ってお越しください。なお、本人または同一世帯以外の人が届出を行う場合は、委任状が必要です。

※小・中学生のいる世帯は事前にお問い合わせください
※マイナンバーカード利用による異動の手続については、市ホームページをご覧ください　

マイナンバーカードを持っている人は、コンビ
ニエンスストアでも取得できます。取得できる
証明書・店舗・時間、手数料など詳しくは市
ホームページをご覧ください。

区内の行政サービスコーナー
開所時間

 
月～金曜日：7時30分～19時、 土・日曜日：9時～17時

 ※休所日：祝休日・年末年始
 ・ 上大岡駅行政サービスコーナー（地下鉄上大岡駅構内「バスターミナル方面改札口」前）
 ・ 港南台行政サービスコーナー（JR港南台駅そば「港南台214ビル」3階）

 ・ 火～金曜日の午前中の早い時間帯は、待ち時間が比較的短くなっています。
 ・ 住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書などは行政サービスコーナーでも発行できます。

住民票の異動届　手続は 区役所2階21番窓口 へ

健康保険の切替　手続は 区役所2階24番窓口 へ

年金の切替　手続は 区役所2階26番窓口 へ

 問合せ  区役所登録担当（ 847-8335 841-1281）

 問合せ  区役所保険係（ 847-8425 845-8413）

 問合せ  区役所国民年金係（ 847-8421 845-8413）

　発行から10年が経過した「ふるさと港南のまち自慢ガイドブック」を、区制50周年を機に、
リニューアルしました。ガイドブックを手に区内を歩き、地域の魅力を感じてみませんか。

● 見どころに加え、
 おいしいお店情報も満載！
　区制40周年の際、「子どもたちに『ふるさと』
として伝え残したい風景や活動を教えてくださ
い」と呼び掛け、集まった1,405件の中から、港
南区ならではの「まち自慢」を紹介しています。
今回はデザインを一新するとともに、情報を更
新し、新たに商店街・商店会の協力により、「お
いしいお店編」を追加しています。

● 配布場所
　区役所1階区政情報コーナー、
 港南図書館、地区センター、
 地域ケアプラザ など

　区ホームページでも
 ご覧になれます。

検索横浜市　マイナンバーカード　転出入

検索横浜市　コンビニ交付

検索ふるさと港南のまち自慢ガイドブック　リニューアル

内容 届出期間 手続方法 手続に必要なもの

転出
市内他区へ 港南区役所での手続は不要です

市外へ 引っ越し予定日
の14日前から

港南区役所に転出届を提出し、「転出証明書」を受け取る
（引っ越し後、新住所地の市区町村役場に「転出証明書」を提出）

窓口に来る人の本人確認書類
（①か②のいずれか）
① 運転免許証・旅券など官公署が発行した
 本人の顔写真付きの証明書…1点
② 健康保険証など官公署が発行した顔写真
 がない証明書や、社員証など官公署以外
 の機関が発行した証明書…2点

転入
市内他区から

引っ越し日から
14日以内

港南区役所に転入届とマイナンバーカードまたは通知カードを提出

市外から 港南区役所に転入届と前住所地の市区町村役場で受け取った
「転出証明書」、マイナンバーカードまたは通知カードを提出

転居 港南区内で転居 港南区役所に転居届とマイナンバーカードまたは通知カードを提出

内容 手続 手続に必要なもの

就職・転職 国民健康保険に加入している人が、
新しい健康保険に加入した場合

国民健康保険
の資格喪失

● 本人の名前が記載されている新しい健康保険証または健康保険資格取得証明書
● 今までの国民健康保険証
● 印鑑（朱肉を使うもの）

退職 今までの健康保険をやめ、
国民健康保険に加入する場合

国民健康保険
の加入

● 健康保険資格喪失証明書（勤めていた職場などから発行される証明書）
● 本人確認資料（「住民票の異動届」の表の「手続に必要なもの」欄をご確認ください）
● 印鑑（朱肉を使うもの）

内容 手続 手続に必要なもの
就職 国民年金加入者が厚生年金に加入する場合

港南区役所での手続は不要です

転職
厚生年金加入者が、退職してから1日も空けずに再就職する場合
厚生年金に加入している人で、退職から再就職まで1日以上空いて
いる場合

国民年金の
加入

● 年金手帳
● 離職票など退職日が分かる書類
● 本人確認資料（「住民票の異動届」の表の「手続に
　必要なもの」欄をご確認ください）
● 印鑑（朱肉を使うもの）

退職 厚生年金をやめ、国民年金に加入する場合

混雑を避けるには？
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 問合せ  区役所環境衛生係（ 847-8445 846-5981）

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」 　 ●特に記載のない場合は無料、自由参加、締切日必着

■一般精神保健相談
3月12日（木）・25日（水）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
3月11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
3月27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）
3月25日（水）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
3月26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
3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）
3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

1月号新春企画
「お年玉クイズ」の答え

犬の登録と狂犬病予防注射予防注射は
飼い主の義務

　生後91日以上の飼い犬には、狂犬病予防法で生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が
義務付けられています。予防注射は、出張会場か動物病院で必ず受けてください。

※「ナンコウ」も正解とします

たてのカギ

よこのカギ

日野中央公園会場は廃止となりました。
※1 老人福祉センター横浜市蓬莱荘は榎戸公園に変更しました
※2 港南ふれあい公園は全日会場から午後のみに変更しました

受付時間
 
午前：10時～12時　午後：13時30分～15時

費　用
  
・ 3,650円

  （注射料金3,100円、狂犬病予防注射済票交付手数料550円）  
・ 初めての登録は、別に登録手数料3,000円

持ち物
  
・ 狂犬病予防注射済票交付申請書（兼登録申請書）

  （区役所から郵送の「お知らせ」に同封）  
・ 他の市区町村から転入した人は、

  登録時に交付された鑑札

※ 初めて登録する人、他の市町村や市内の他の区から港南区へ転入
した人は、係員に申し出てください
※ 当日の気象状況等により、中止することがあります。実施の有無
は、市動物愛護センターのホームページで確認するか、区役所環境
衛生係にお問い合わせください

※ 動物病院で受ける場合は、病院ごとに費用が異なります
※ 委託動物病院（「お知らせ」に一覧を同封）では、注射当日に狂犬病
予防注射済票の交付が受けられます

 出張会場のお知らせ

■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
3月19日（木）、4月2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）

月日 曜日 受付
時間 会場名 所在地

4 月 3 日 金
午前 大北町内会館 日野5-22-1

午後 上永谷高速道下
子どもの遊び場 上永谷3-1

4 月 7 日 火
午前 日限地蔵尊（駐車場） 日限山1-67-30

午後 大久保公園 大久保1-16

4 月16日 木 午前 榎戸公園※1 港南台6-25

4 月21日 火
午前 関町内会館 笹下2-4-9

午後 港南ふれあい公園※2 港南4-2

4 月24日 金
午前 貞昌院（駐車場） 上永谷5-1-3

午後 西洗・港南プラザ自治会館 日限山4-10-2
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 2 悪徳商法被害の未然防止のための
  講座を開催しています「○○○○
  生活推進員」
 5 石や岩のない砂ばかりの土地
 7 お母さん。｢子育て応援ガイドブック
  ひまわりまっぷ｣は○○リポーターと

一緒に作りました
 8 ○○○や特技を生かして活動したい
  人は「街のアドバイザー」に登録を　
 11 マイナンバーカード。申請後に
  はがきが届いたら、○○○○の
  予約をしてください
 13 東京2020オリンピックの○○○リレー。7月1日には横浜市内を走ります
 14 決勝の舞台は横浜。昨年のワールドカップで日本中が沸騰したスポーツ

 1 食べ物の「もったいない」、「食品○○」を減らそう
 2 区制25周年を記念して制定された区の鳥。住宅街でも時々見かけます
 3 尼将軍北条政子が馬を洗ったと伝えられる「○○洗川」
 4 躍動する港南区のシンボルといえばこの花。昨年は秋にも咲かせました
 6 8～9月が旬の果物。横浜ブランド｢浜○○｣はほとんど市場に出回らず
 　　 「幻の○○」とも
 9 3色で短毛の日本猫。飼い主の皆さん、猫は室内で飼いましょう
 10 市内が本籍地の○○○謄本・抄本は、どこの区役所・行政サービスコーナーでも
  取れます
 12 油揚げをさらったり、まれに鷹を産んだりする鳥
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　猫にとって、屋外は感染症や交通事故など危険がいっぱいです。また、他人の敷地
での排せつや発情時の鳴き声などで、近隣に迷惑を掛けている場合もあります。
猫が満足できる環境を用意することで、屋内でも快適に過ごすことができます。

問合せ  区役所環境衛生係（ 847-8445 846-5981）

災害時に困らないために

庭に猫が来て困っている皆さん

健康管理のためにも、
室内で排せつするように
しつけましょう

上下運動ができるように、
たんすや棚など、室内を見下ろ
せる場所を用意しましょう。
キャットタワーや、壁に設置でき
る棚板でもOK

壁紙や家具、畳などで爪を研ぐのは、
生理的な欲求です。猫が好む場所に
爪研ぎを設置しましょう

災害時は、猫にとっても不自由な生活が想定されます。

※区役所5階51番窓口で配布しています

　猫が庭や花壇などに入り込み、ふんや尿をするのは
そこが快適な場所だからです。猫が来ないように、猫
にとっていづらい環境をつくりましょう。
猫の苦手はこんなこと
 ・ お酢や木酢液を染み込ませた
 スポンジなどを通路に置く
 ・ ミカンなどのかんきつ類の皮を
 目の細かい網の袋に入れてつるす
 ・ 猫よけの超音波発生機器※の設置

○フード・水
　（５日分以上）
○食器
○療法食・薬
　（１か月分あると安心）
○キャリーバッグ
○トイレ砂
○ウエットティッシュ
○ペット手帳  など

 キャリー（ケージ）に慣らしましょう

 首輪やハーネス、迷子札、
 マイクロチップを着けましょう

※すべての避難所でペット可になっているわけではありません
※同行しても、避難所ではペットと同室で過ごすことはできません

 トイレトレーニングをしましょう

 基本的な健康チェック（必要なワクチン接種や寄生虫の
 駆除）をしましょう
 不妊去勢手術をしましょう
 災害時に安心して託せるところを準備しましょう
 ペットのための防災用品を備えておきましょう

◀ マイクロチップの
 大きさはたった
 これだけ！

ずっと一緒
※区役所ではお試しとして2週間に限り、貸し出しています（無料、1世帯1台）

● 世話をしきれない猫を増やさないために
　繁殖の予定がない場合は、適切な時期に不妊去勢手術
を受けて、屋内で飼いましょう。

● 飼えなくなってしまったとき
　まず、安心して猫を託すことができる飼い主を探してく
ださい。見つけるのが困難な場合は、動物愛護団体など
にも相談してみましょう。

猫が幸せな生活を送れるように、一生懸命考え
ましょう。

　飼い主にはペットがその寿命を迎えるまで、適正に飼育する責任があります。
● 飼う前に考えましょう
一般的に猫の寿命は10～15歳程度です。その頃になっても、十分な世話を
してあげられるでしょうか？ 

● 飼い主に何かあったときのために
 ・ 親戚や知人など、頼めるところを見つけておきましょう。
 ・ ペットシッターやペットホテルなどの利用方法を調べておきましょう。
 ・ 老猫ホームなどの高齢ペット関連のサービス業者を調べておきましょう。

● 行方が分からなくなったら…
速やかに区役所環境衛生係や動物愛護センター（ 471-2111）、
最寄りの警察署などにお問い合わせください。

動物病院は
病気を診るだけではなく、

さまざまな相談も受けています。
気軽に声を掛けて
ください。

● 単独行動、なわばりを持つ
● 平面ではなく立体的な動きをする
● きれい好き
● 狩りの本能がある特 集

屋 内 飼 育 の ポ イ ン ト

獣医さんからのアドバイス

最期まで責任を持って飼いましょう

港南区獣医師会
丸塚 会長

猫の特徴

飼い主さんの声
　発情して鳴き声で近所に迷惑が掛からないか心配
で、不妊去勢手術を決めました。何よりも病気を未
然に防げて、猫自身のストレスもかからないので、手
術をして良かったです。
　同時にマイクロチップも入れました。猫への負担が
なく、万が一のときも安心に
なりました。
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●施設のイベントの申込み・問合せは各施設へ　　●特に記載のない場合は無料、自由参加、締切日必着

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　 Eメールアドレス
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」

■ バドミントン教室（全10回）
①子ども ②大人の朝 ③大人の夜
①4月11日・25日、5月9日・23日、

6月6日・20日、7月4日・18日、8月1
日・22日いずれも土曜日 10時～11
時15分②4月9日・23日、5月7日・21
日、6月4日・18日、7月2日・16日、8
月6日・20日いずれも木曜日9時30分
～11時15分③4月7日・21日、5月12
日・19日、6月2日・16日・30日、7月
14日・28日、8月18日いずれも火曜
日19時～20時45分 ①小学3～6
年生②③18歳以上 各20人（先着） 
①7,000円②③9,700円 3月12日
13時から電話か直接施設へ

■ ふるさと永谷と戸塚の昔を歩く
   （全3回）
4～6月の毎月第4木曜日 9時30

分～12時 ※初回座学は11時30分ま
で 20人（先着） 900円 3月12
日13時から電話か直接施設へ

■ やさしい手作りの自分史を作ろう
   （全10回）
4月～3年2月の12月を除く毎月第

4月曜日 15時～16時30分 60歳
以上でWord入力・編集ができる人
12人（先着） 2,000円 3月12日
13時から電話か直接施設へ

■ 個別鑑定付き！ 四柱推命サロン
4月16日（木）15時30分～17時 

18歳以上10人（先着） 1,500円 
3月12日13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）

■フローリングの傷直し
4月25日（土）10時～12時 18歳

以上16人（先着） 300円 3月11
日10時から電話か直接施設へ

■ 港南の歴史を学ぶ 「ふるさと港南
 まちの移り変わり」
4～9月の8月を除く毎月第2水曜

日 15時～16時 18歳以上20人
（先着） 当日直接施設へ

■ 歌声サロン「春・夏」（全6回）
4～9月の毎月第2月曜日 13時～

14時30分 50歳以上50人（抽選） 
2,000円 3月30日までに に
と年齢を書いて施設へ

■ おはなしの森
3月26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

■ みんなのひろば「ふらっと」
季節のイベント、味覚、工作を楽しむ
毎月第4木曜日 10時～12時 

200円 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
3月26日（木）13時30分～15時 

100円 当日直接施設へ

■ ママと子のおしゃべりサロン
3月24日（火）10時30分～11時30

分 1～4歳の子と保護者 当日直
接施設へ

■ なごみの会
介護者同士の情報交換
3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

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）

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

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

■ ピアノレッスン生き甲
が

斐
い

教室
   （全6回）
楽譜が読めない人、シニア大歓迎！
4～6月の毎月第2・4火曜日 15時

～16時30分 10人（先着） 3,000
円 3月11日13時から電話か直接
施設へ

■ ベビーといっしょに
 ママの産後リセットヨガ（全3回）
4～6月の毎月第2木曜日①9時30

分～10時30分②10時40分～11時
40分 ①2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 3月11日13時から電話
か直接施設へ

■ 歴史ウォーキング（全3回）
川崎・横浜・鎌倉を散策
4～6月の毎月第4水曜日 9時30分

～12時30分 18歳以上40人（先
着） 1,500円 3月11日13時から
電話か直接施設へ

■ 家庭で楽しむ手ごねパン again
   （全3回）
4～6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 3月11日13時から
電話か直接施設へ

■ 初めての能講座（全6回）
 ～能楽堂で能を観

み

よう
①講座 ②③能鑑賞
①4月20日、5月18日、6月15日、

7月13日いずれも月曜日 15時15分
～16時45分②5月5日（祝）③7月19
日（日） ②国立能楽堂（ＪＲ千駄ケ谷
駅下車）③横浜能楽堂（ＪＲ・地下鉄桜
木町駅下車） 20人（先着） 8,000
円（チケット代含む） 3月11日13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）

■着物リメイク
   「着物がロング・ブラウスに」（全4回）
4・5月の第2・4木曜日 14時～16

時30分 16人（抽選） 2,500円 
3月26日までに に を書いて
施設へ

■古文書講座 ～かわら版から
 読み解く「江戸の世相」（全6回）
4～6月の毎月第2・4日曜日 13時

～15時 20歳以上30人（先着） 
2,500円 3月29日13時から電話
か直接施設へ

■ 健康増進ゆっくりゆっくり「太極拳」
（全4回）
4月2日（木）・16日（木）、5月8日（金）・

21日（木）14時～16時30分 20人
（抽選） 2,000円 3月19日まで
に に と年齢を書いて施設へ

■ 果肉たっぷり
 夏ミカンのママレードを作ろう
4月16日（木）13時～16時 20歳

以上20人（抽選） 1,000円 4月2
日までに に を書いて施設へ

■ 太極拳で健康な体づくり！（全4回）
4月5日・19日、5月17日・31日い

ずれも日曜日 10時～11時30分 
20歳以上20人（先着） 1,500円 
3月11日10時から電話か直接施設へ

■ 楽しく学ぼう
   「はじめてのKids英会話」（全6回）
4月24日～5月29日の毎週金曜日 

16時30分～17時30分 小学1～4
年生10人（抽選） 3,500円 4月
10日までに に と年齢を書い
て施設へ

■ 懐かしの歌声喫茶（春）
4月22日（水）13時30分～15時30分  
50歳以上100人（先着） 300円  
3月13日10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）

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。

■	春休みパティシエにチャレンジ！	
	 フルーツタルトを作ろう	

3月26日（木）10時～12時 小学
2年生以上7人（先着） 500円 3
月11日10時から電話か直接施設へ

■	お茶を飲みながら気軽に話そう！
	 出入り自由「思春期子育てカフェ」

3月21日（土）10時～11時30分 
100円 当日直接施設へ

■	2,000枚の魔法の板で遊ぼう！	
4～9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

■グラウンド・ゴルフ大会
4月22日（水）10時～12時 20人

（先着） 300円 4月7日10時から
電話か直接施設へ

■	器楽ワークショップ（各全10回）
①フルート②ギター③津軽三味線

①5月23日～9月12日の土曜日 
【初級】18時～19時 【中級】19時15
分～20時15分②5月24日～9月13
日の日曜日 【クラス1】9時45分～10
時45分 【クラス2】11時～12時③5
月30日～9月19日の土曜日 【クラス
1】9時30分～10時45分 【クラス2】
11時～12時15分 ①各16人②各
8人③各10人（先着） 15,000円 
3月13日10時から直接、同日14時か
ら電話で施設へ

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）

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）

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

■	港南桜まつり	桜道わくわくひろば
休憩処、遊びコーナーなど

3月28日（土）10時～15時 ※荒天
中止 当日直接施設へ

■	おひるねアート体験会
	 ～テーマは「お花見」

3月28日（土）10時30分～12時 
3歳以下の子と保護者15組（先着） 
300円 当日直接施設へ ※カメラ
持参

■さくらんぼひろば
パラバルーン遊び

4月13日（月）10時～11時30分 
未就学児と保護者20組（先着） 200
円 3月11日10時から電話か直接
施設へ

■	健康ウォーキングと転倒予防体操
			（全18回）

4月20日～3年3月15日の祝日、8
月、1月4日を除く毎月第1・3月曜日  
10時～11時45分 60歳以上25人

（先着） 4,000円 3月16日9時か
ら電話か直接施設へ

■	おはなし会
3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

■	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

3月25日（水）11時～14時 ※時間
内出入り自由 当日直接施設へ

■	切り絵アート「兜
かぶと

作り」
4月21日（火）10時～12時 20歳

以上12人（先着） 300円 3月12
日9時30分から電話か直接施設へ

■0歳児から	親子であそぼ
4月16日（木）10時30分～11時30

分 3歳以下の子と保護者15組（先
着） 100円 3月12日9時30分か
ら電話か直接施設へ

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）

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

■	ふれあいデー
障害理解のためのコンサートなど

3月29日（日）13時30分～15時30
分 港南台ひの特別支援学校ホール

（ＪＲ港南台駅下車） 当日直接会場へ

■	赤ちゃんのタッチケア講習会
4月14日（火）10時～11時30分 

3～12か月の子と保護者20組（先着） 
300円 3月11日9時から電話か

直接施設へ

■	おひとりさまの会
			「急な入院！	あなたはどうしますか？」

3月25日（水）10時～11時30分 
認知症の人、家族30人（先着） 3月
11日9時から電話か直接施設へ

■	シルバーフラダンス（全12回）
4月～3年3月の毎月第3月曜日 10

時～11時 70歳以上35人（先着） 
3,000円 3月11日9時から電話か
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

4月14日（火）10時～11時30分 
0・1歳の子と保護者30組（先着） 
330円 3月12日9時から電話か直
接施設へ

■しもかふぇ
コーヒーや茶菓子で楽しい時間を過
ごそう

8・12月を除く毎月最終月曜日 10
時～11時30分 当日直接施設へ

■	春休みの宿題ルーム
3月26日～4月9日の毎週月・水・木

曜日 9時30分～11時45分 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

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

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

■町のお医者さんと語ろう講演会
不整脈の話

3月18日（水）13時30分～14時45
分 当日直接施設へ

■おもちゃの病院
4月19日（日）10時～12時 14点

（先着） ※1人3点まで 部品代実費  
3月11日9時から電話で施設へ ※

当日受付なし

■	おはなし会
4～9月の毎月第2火曜日 ※8月は

第1火曜日10時30分～11時 未就
学児と保護者 当日直接施設へ

■	親子で集える自由なサロン
			「おひさまクラブ」

4～9月の毎月第3月曜日 ※9月は
第2月曜日 10時～11時45分 おお
むね1～3歳の子と保護者 当日直
接施設へ

■	公園であそびましょう
4～9月の毎月第4月曜日 10時～

11時30分 ※当日9時に雨天の場合
は中止 笹下中央公園（バス停打越
下車） 未就学児と保護者 当日直
接会場へ

■	鎌倉歴史講座シリーズ（全3回）
4～6月の毎月第3木曜日 13時30

分～15時 15人（抽選） 900円 
4月3日までに に と年齢を

書いて施設へ

■	歌おう会
3月26日（木）14時～16時 50人

（先着） 200円 当日直接施設へ

■	弁護士による無料法律相談
3月28日（土）13時30分～16時30

分 18歳以上6人（先着） 3月11
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

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

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

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
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■ 達人と歩く町（全6回）
5～11月の8月を除く毎月第2水曜

日 9時30分～12時30分 市電保
存館、久良岐公園ほか 区内在住の
人60人（抽選） 2,500円 3月31
日までに に を書いてわが住む
町を愉

たの

しむ会の寺山（〒234-0051 日
野2-48-30、 090-6137-5357）へ

■ こうなん健康塾（全12回）
ウォーキングの基礎
4～9月の毎月第2・4土曜日 10時

～12時 港南台第三小学校（バス停
公園前下車）ほか 40歳以上25人
（抽選） 2,500円 3月23日まで
に申込書（地区センターほかで配布）ま
たは 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

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。

■ 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
3月17日（火）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

■ でんしゃのへや
3月28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

■ ピアノのしらべ
3月24日（火）10時30分～11時 

未就学児と保護者 当日直接施設へ

■はっちの2階研修室であそぼう！
3月19日（木）・27日（金）13時～15

時 2歳以上の未就学児と保護者
（きょうだいは2歳未満も可） 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
①3月12日（木）13時30分～14時

30分②3月21日（土）10時30分～11
時30分③4月7日（火）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

■ 春休みとくべつおはなし会
3月25日（水）14時30分～15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
3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
3月13日・27日、4月10日いずれ

も金曜日 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
3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
3月22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

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

港南図書館
〒234-0056　野庭町125
841-5577　　 841-5725
休館：3月16日（月）

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
※工事期間中、事務所移転のた
め、通常窓口受付は行いません。
さわやかスポーツの用具の貸出、
返却についてはお問い合わせくだ
さい（祝休日を除く月～土曜日 9
時～17時）

■ ありがとう40周年！
 港南スポーツセンター感謝祭☆
①大人感謝祭（ヨガ、お元気体操、
ウォーキングなど）②こどもスポーツ
フェスティバル（ボルダリングなど）
①3月18日（水）9時～14時30分②

3月21日（土）10時～13時 ①500
円  当日直接施設へ ※詳細は問合
せを

■Bogoカフェに来ませんか
いろいろな国の人とおしゃべりを楽しもう
4月～3年2月の隔月第1水曜日 

13時～15時 300円 当日直接施
設へ

■ えほんの読み聞かせ会
4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
3月12日（木）11時～11時30分 

未就学児と保護者 当日直接施設へ

■「パークヨガ」屋外で行う
 やさしいヨガ教室（全10回）
4～6月の5月1日を除く毎週金曜

日 10時30分～11時30分 ※6月19
日・26日は予備日 18歳以上40人
（先着） 1回500円 3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

■ 季節の花あそび
   「春の寄せ植え教室」
3月21日（土）10時～11時30分 

12人（先着） 2,000円 3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

■ 季節の花を楽しむ
   「フラワーアレンジメント教室」
4月9日（木）10時～11時30分 

10人（先着） 3,300円 3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）

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

■ 春野菜を使った料理教室
4月12日（日）10時～12時30分 

18人（先着） 1,900円 3月19日
9時から電話で施設へ

■ 吊
つる

し雛
びな

を作ろう（全10回）
4月～3年2月の8月を除く毎月第3

土曜日 9時30分～11時30分 20
歳以上15人（先着） 11,000円 3
月19日9時から電話で施設へ

■ ヨガ教室（全2回）
4・5月の第3木曜日 10時～11時

30分 20人（先着） 800円 3月
19日9時から電話で施設へ

■ 春の植物観察会
4月11日（土）9時30分～12時 ※

雨天中止 20人（先着） 3月19日
9時から電話で施設へ

■ ハーブの育て方入門（全2回）
4月19日（日）、5月17日（日）13時

30分～15時 20人（先着） 3月
19日9時から電話で施設へ

■ 吊
つる

し雛
びな

展
3月11日（水）～4月11日（土） 当

日直接施設へ

■ ストレッチ＆骨盤底筋ケア（全6回）
4～6月の第2・4火曜日 13時30分

～15時 女性24人（先着） 7,800
円（免除制度あり） 3月11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 ※申込み時に問
合せを

■ 子育てママのすっきりヨガ（全6回）
4月7日・21日、5月19日、6月2

日・16日・30日いずれも火曜日 10時
30分～11時30分 産後2か月以降
の女性18人（先着） 4,200円 ※免
除制度あり 3月12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

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

■「舞岡公園 谷戸学校」説明会
田んぼ作業など谷戸の保全を学ぶ講座
4月5日（日）10時～12時 18歳

以上 当日直接施設へ

■ 茶摘みと手もみ茶作り
5月3日（祝）9時30分～12時 小

学生以上30人（小学生は保護者同伴）
（抽選） 700円 4月6日17時まで
に に と全員の氏名、年齢を書
いて施設へ ※はがき1枚につき5人
まで

■ わら細工 ～亀作り
4月12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 3月18日9時から電
話か直接施設へ

■ 自然観察会 ～早春の里山
3月22日（日）13時～15時 ※雨天

中止 当日直接施設へ

■ タケノコ収穫体験
4月5日（日）10時～12時 小学生

10人（3年生以下は保護者同伴）（抽
選） 1,000円 3月22日までに直
接、または かファクスに を書
いて施設へ

■ さつき盆栽作り（全3回）
4月9日、6月11日、10月8日いず

れも木曜日 13時～16時 20歳以
上20人（抽選） 3,500円 3月26
日までに直接、または かファクスに

を書いて施設へ

■ みどりの学校（全13回）
野菜栽培や植物観察
4月～3年3月の毎月第3日曜日、

11月3日（祝） 10時～12時 新年度
小学5・6年生20人（抽選） 4,000円
（別途図鑑代） 3月20日までに直接、
または かファクスに と学校名・
新年度の学年を書いて施設へ

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）
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