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人口と世帯数
（令和2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

847-8484（代表電話）〒233-0003
港南区港南4-2-10

人口…213,779人
（前月比 +19人）

世帯数…94,869世帯
（前月比 +51世帯） 港南区ホームページ   港南区役所 検索

10月の土曜開庁日　10日・24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！

ハーブの種まき グラウンドゴルフ大会 公園巡り

　SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは、「Sustainable Development Goals」の
略称で、持続可能な世界を実現するための開発目標です。「地球上の誰一人とし
て取り残さない」を基本理念とし、17のゴール・169のターゲットから構成されて
います。横浜市は、SDGsの達成に貢献する自治体として「SDGs未来都市」に選
定されています。
　私たち一人ひとりの身近な行動が、この目標を達成する第一歩となります。地域
通信で紹介する活動も、SDGsにつながっていることを、ぜひ知ってください。

今月の活動は…
SDGs公園清掃 憩いの場 草木の手入れ 地域活動

特 集

5 ～ 12 ページは港南区版です 2020年

ルールやマナーを守って
住み良いまちに  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8・9

一人ひとりの意識が大事
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10

　身近な公園を安全・快適に保つため、日常的な管理をボランティアで行っているの
が公園愛護会の皆さんです。自治会町内会や老人会、子ども会、マンション管理組合
などと一緒に活動しているところもあります。

公園愛護会の活動
　ほっとできる憩いの場を維持するために、公園の清掃
や除草、花木の手入れ、公園利用者へのマナーの呼び
掛けなどをしています。ほかにも、それぞれの公園の特
徴を生かして、花壇づくりや中低木のせん定、堆肥置場
作り、樹名板作りなど、さまざまな活動をしています。

港南区独自の取組
　港南区公園愛護会連絡協議会（通称「木

もく

木
もく

会
かい

」）では、行事・花
か

卉
き

園芸・交流・広報の4
部会で、愛護会同士の連携に取り組んでいます。

 問合せ  港南土木事務所
 公園愛護会コーディネーター
 （ 843-3711 845-6489
 kn-aigokai@city.yokohama.jp）

　愛護会の活動に
興味のある人はぜひ、
お問い合わせください。

身近な公園で活動に
参加してみませんか？

愛護会では、皆さんに負担が掛から
ないよう、「できることを楽しくやる」
を心掛けています。楽しみは、活動の
後のお茶とおしゃべりですね。
みなみが丘公園愛護会　後藤会長

横浜市公園愛護会
マスコットキャラクター あいごぽん

あなたのまちの

港南区公園愛護会

地域社会の勉強で来た
小学生に説明しながら
活動した時は楽しかった！

公園清掃後の
グラウンドゴルフが
一番の楽しみ♡

一斉に花が咲く春は、
ワクワクしながら作業
しています

花の苗を植えていたら保育園の
子どもたちが「一緒にやりたい」と
言ってきて、おじいちゃんメンバー
から苗を優しく手渡した時には、
みんなほっこりしました

活動している皆さんに聞きました

近隣の方や通勤通学の
人たちと挨拶ができる
ようになりました
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 問合せ  区役所資源化推進担当（ 847-8398 842-8193）

 
 問合せ  区役所健康づくり係（ 847-8438 846-5981）

 
 問合せ  区役所事業企画担当（ 847-8441 846-5981）

冷蔵庫の見える化
食品ロスを減らす冷蔵庫整理収納ミニ講座連載

第4回

 
 問合せ  区役所青少年育成担当（ 847-8396 842-8193）

海とお魚をめぐるかんきょうのおはなし
ひまわりフェスタ
中止のお知らせ

こうなん子どもゆめワールド 「さかなクンがやってくる！」

第4期港南ひまわりプラン（港南区地域福祉保健計画）素案 ご意見と写真をお寄せください！

インターネットでの申込みはこちら（10月1日から） ▶

今日から健康
アクションチャレンジ！

　食品ロス削減アドバイザー・冷蔵庫収納家の福田かずみさん
にお話を伺いました。

写真を撮って“見える化”
　すぐに散らかってしまう冷蔵庫は、整理したときの写真を扉に
はっておくと、開ける前に何がどこにあるか把握できるようにな
り、あれこれ探すことが減ります。家族も冷蔵庫収納を気に掛け
てくれるようになりますよ。

　毎年11月の第1土曜日に
港南ふれあい公園や周辺施設で

開催している「ひまわりフェスタ」は、
今年は中止します。

●「こうなん子どもゆめワールド」は、子どもた
ち向けの講演会に形を変えて開催します。
（右の記事をご覧ください）
● 期限切れ・使用済みの食用油（廃食油）の
回収は、11月20日（金）に区役所で実施予
定です。詳細は、11月号でお知らせします。

 廃食油回収の問合せは、
 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
　（ 847-8327 841-7030）へ

災害時にも役立つ  冷蔵庫整理収納術講演会
日　時

 
10月29日（木）10時30分～

 11時30分 ※10時開場
会　場

 
区役所6階

講　師
 
食品ロス削減アドバイザー

 冷蔵庫収納家　福田 かずみさん
対　象

 
市内在住・在勤・在学の人

 40人（先着）
申込み

 
当日直接会場へ

チャレンジ例
●「あるこう！ 毎日」を選んで1日8,000歩
●「まもろう！ 歯」を選んで舌ブラシを使ってケア

素案冊子配布・閲覧場所
 ・区役所5階50番窓口
 ・区内地域ケアプラザ
 ・港南区社会福祉協議会
第4期港南ひまわりプラン 検索

アクションチャレンジの流れ
Step1▶ 10月1日～11月15日
 区役所・区民利用施設等で
 配布の「チャレンジブック」を
 手に入れる
Step2▶ 健康アクションこうなん5

ファイブ

に
 関連した目標を立てて、
 チャレンジ
Step3▶ 11月16日～28日　
 目標を達成した人先着500人に
 区役所5階53番窓口で記念品を
 プレゼント

　自分に合った目標を立てて、チャレンジ
してみませんか？ ぜひご参加ください。

イベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止・延期
になる場合があります。参加の際には、事前にお問い合わせください。

健康づくりの
第一歩

講師：さかなクン
抽選に外れた人の中から各回50人を

港南地区センターの「同時中継」にご招待！

日　時
 
11月8日（日）

 ①11時～11時40分 ②14時～14時40分
会　場

 
区民文化センター ひまわりの郷

 （京急・地下鉄上大岡駅下車）
対　象

 
区内在住・在学の①小学1～4年生

 ②小学5年生～中学3年生 各150人（抽選）
 ※講演中の保護者同伴不可

ご意見
 
素案の中で気になったことや進めていきたい取組など、

 意見・提案をお聞かせください。
写 真

 
区内で撮影した地域のイベントなどの様子、家族や近所の人
たちの笑顔の写真を送ってください。寄せられた写真の中
から、計画の冊子などに使用させていただきます。

申込み
 
10月20日までに に 、学校名、学年、

 ①②の別、外れた場合の同時中継観覧を希望するかを書いて
 こうなん子どもゆめワールド実行委員会事務局（〒233-0003 

港南4-2-10 区役所青少年育成担当内）へ
 ※1人1枚。10月中に結果をお知らせします

募集期間  10月5日（月）～11月5日（木）
提出方法  と年齢を書いて郵送、またはＥメールかファクスで
 区役所事業企画担当（〒233-0003 港南4-2-10、
 kn-tifukuplan@city.yokohama.jp）へ
※素案冊子裏表紙のはがきもご利用ください
※提出にあたっては、素案冊子または区ホームページを確認してください

10月は
食品ロス削減
月間です

港南ひまわりプランとは…
　地域の中でお互いに支え合える関係の充実を目指し、地域をみ
んなでより良くしていくための計画です。現在、地域の皆さんの意
見を聞きながら、第4期港南ひまわりプラン（令和3～ 7年度）づく
りを進めています。
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 問合せ  区役所資源化推進担当（ 847-8398 842-8193）、資源循環局港南事務所（ 832-0135 832-5204）

 問合せ
 
区役所保育担当（ 847-8498 842-0813）

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」 　 ●特に記載のない場合は無料、自由参加、締切日必着

リチウムイオン電池を
プラスチック製容器包装と一緒に捨てないで！

　プラスチック製容器包装に混ざったモバイルバッテリーなどの
リチウムイオン電池が原因で、リサイクル工場での発火事故が増
え、大きな問題となっています。リチウムイオン電池内蔵製品は
プラスチック製容器包装に絶対に入れないでください！

混ぜるな
危険

■社会参加に困難を抱える若者について考えるセミナー＆相談会
　「家族支援」 ～家族がつながる大切さ 
10月30日（金）13時30分～15時 ※終了後に個別相談あり（予約制）
区役所6階 
市内在住の15～39歳の人と家族・支援者20人（先着） ※個別相談は6組 
10月12日11時から電話、またはファクスに 、個別相談を希望する場合
はその旨を書いてよこはま南部ユースプラザ（ 761-4323 761-4023）へ

※ 参加の可否は個別にお知らせします
※ 手話通訳希望の場合は10月23日までに かファクスでよこはま南部ユース
プラザ（〒235-0016 磯子区磯子3-4-23 浜田ビル2階、 761-4023）へ 
区役所学校連携・こども担当（ 847-8393 842-0813）　

■地域デビュー講座 ハンドメイドdeつながろう（全5回）
風呂敷包み、ペーパークイリング、クラフトバンド など
10月26日（月）、11月9日（月）・25日（水）、

 12月7日（月）・21日（月）9時30分～11時30分
区役所6階　 区内在住の人15人（抽選）
10月20日までに かファクスまたは申込書（区民利用施設等で配布）に

 を書いて区役所区民活動支援係（〒233-0003 港南4-2-10、
 847-8399 842-8193）へ 
2歳以上の未就学児5人（抽選）

■ 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22日（木）、11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）

■一般精神保健福祉相談
10月22日（木）・28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
10月14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
10月12日（月）・23日（金）、11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）
10月13日（火）13時15分～15時、10月26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

■肺がん検診
11月19日（木）9時～10時45分 区役所3階（健診・検査フロア）
3年4月1日時点で40歳以上28人（先着） 胸部Ｘ線撮影：680円 
11月9日～12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 663-4469、日曜日・祝休日を除く8時30分～17時15分）へ
■離乳食教室・なかよしブラッシング
実施については、区ホームページで最新情報をご確認ください。

港南区　離乳食教室 検索 港南区　なかよしブラッシング 検索

リチウムイオン電池はここで回収しています！
 ・一般社団法人JBRCの協力店
 ・区役所5階54番窓口
 ・資源循環局港南事務所

リチウムイオン電池や内蔵機器の例

リチウムイオン電池が押しつぶされ、ショート・発火します！
加熱式たばこ モバイルバッテリー充電式電池

充電式電池　回収場所 検索

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（木）　　 配布場所  区役所4階40番窓口
■利用案内・支給認定申請書等の配布
配布開始日  10月12日（月）
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
申請方法  11月2日（月） までに、専用封筒（申請書に添付）で郵送
※障害がある子どもの利用申請を希望する場合は
　10月中の区役所への事前相談が必要です
様式類や利用案内はこども青少年局ホームページから
ダウンロードできます。 横浜市　保育所　令和3年 検索

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。

令和3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

出典元：日本容器包装リサイクル協会

「ヨコハマ3
ス
Ｒ
リ
夢
ム
！」

マスコット イーオ

ゲーム機
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特集

歩道通行可の標示

ルールやマナーを守って住み良いまちに
私たちの生活に不可欠な道路、そしてみんなの憩いの場、公園。

たった一人の迷惑行為で、ほかの人が嫌な思いをしたり、時には危険な状況になったりすることがあります。
公共の場所だからこそ、一人ひとりがルールやマナーを守り、みんなが住み良いまちにしましょう。

　自転車やバイクが道路などの公共の場所に
放置されると、人や緊急車両の通行の妨げに
なります。
　放置されている自転車やバイクは保管場所
へ移動します。

自転車のルール・マナー
公園のルール・マナー

犬の散歩のルール・マナー

まちの美化のルール・マナー

自転車やバイクの放置をなくしましょう

● ながら運転の禁止 
携帯電話やスマホを使いながらの運転は、
注意が不十分になり危険です。自転車だけ
でなく歩行中もやめましょう。

● 安全ルールを守る
  ・ 飲酒運転・2人乗り・並進は禁止

● 自転車は、車道が原則、歩道は例外
 道路標識で指定されたところや、歩道通行が認めら
れている高齢者、子どもなどは通行できます。歩道は
歩行者優先です。車道寄りをゆっくり走りましょう。

● 車道は左側を通行

● 13歳未満の子どもは
 ヘルメット着用

公園には、さまざまな注意事項が書かれた看板があり
ます。みんながマナーやルールを守れば、必要のない
看板ばかりです。看板のない公園を目指しましょう。

● 新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

● 危ない遊びはしない
 ゴルフの練習や、バット、硬式
ボールの使用は禁止です。

● 譲り合って遊びましょう
 ゲートボールやキャッチボール、サッ
カーのパス練習なども、ほかの利用者
と譲り合いながら遊びましょう。

● たき火や打ち上げ花火などは禁止
 手持ち花火はできますが、火の始末や
ごみの片付けはきちんとしましょう。

● バイクや自転車の乗り入れは原則禁止
 通行する際は、自転車から降りてください。
子どもの自転車の練習はできますが、ほかの
利用者には十分注意しましょう。

● 散歩中は必ずリードを付ける
 道路でも公園内でも、犬を放してはいけません。リードは
長く伸ばさず、犬をコントロールできる長さにしましょう。

● ふん尿の始末は飼い主の責任
 トイレはなるべく家で済ませ、散歩の途中でしたふんは
持ち帰り、おしっこは水で流しましょう。

● 横浜は、市内全域ポイ捨て禁止
 空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などの
ごみのポイ捨ては、条例で禁止されてい
ます。本人が罰せられるだけでなく、周り
の人にも多大な迷惑が掛かりますので、
絶対にやめましょう。

● 歩きたばこもやめましょう
 市内全域で、歩きながらたばこは吸わないよ
うに努めることとしています。また、屋外で
喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよ
う努めましょう。

  ・ 夜間はライトを点灯するほか、自転車の側面に
反射材を付けましょう。

  ・ 交差点では信号を遵守し、必ず一時停止・安全
確認をしましょう。

 
 問合せ  区役所地域運営推進係（ 847-8392 842-8193）

 
 問合せ  港南土木事務所（ 843-3711 845-6489）

 
 問合せ  区役所環境衛生係（ 847-8445 846-5981）

 
 問合せ  区役所資源化推進担当（ 847-8398 842-8193）

「犬のふん尿処理啓発
プレート」を無料配布
しています

「たばこのポイ捨て禁止プレート」
を無料配布しています

一人ひとりの意識が大事

自転車及び
歩行者専用の標識

「ヨコハマ3
ス
Ｒ
リ
夢
ム
！」

マスコット イーオ

NO!

NO!

NO!

NO!

NO! NO!
NO!
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イベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止・延期になる場合があります。参加の際には、事前にお問い合わせください。

●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
●このほかのイベントやインターネットでの申込みは  横浜市　施設　イベント 検索

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。

 問合せ
 
区役所青少年育成担当（ 847-8396 842-8193）

　「しっぽのはたらき」「どうぶつのおかあさん」などの絵本や挿絵で知られている
薮内正幸氏。深い愛情を抱いて動物たちを描き続けた画家の、数々のエピソードを
聞いてみませんか？ 当日は原画も展示します。

※1世帯1枚。11月16日までに
　郵送で結果をお知らせします

「どうぶつのおかあさん」
1977年 福音館書店

日　時
 
11月28日（土）14時～15時30分

 ※13時30分開場
講　師

 
薮内正幸美術館 

 館長 藪内竜太さん
会　場

 
区役所6階

対　象
 
市内在住・在勤・在学の人70人（抽選）

 （小学4年生以下は保護者同伴）

申込み
 
11月6日までに に と
参加人数、全員の氏名を書い
て区役所青少年育成担当

 （〒233-0003 港南4-2-10）へ　

港南区
読書活動推進

講演会

インターネットでの申込みはこちら
（10月12日から）

■ ピアノ連弾による秋のコンサート 
10月18日（日）14時～15時
150人（先着） 
10月11日9時から直接施設へ

 ※整理券配布
■ 教えて、まちの弁護士さん！
 ～今どきの結婚・離婚 
11月13日（金）13時～14時30分

 ※講座後17時まで個別相談あり
18歳以上16人（先着） 
10月13日13時から電話か直接

 施設へ
■ 今日から始めるストレスケア
　（全2回） 
11月4日（水）・11日（水）

 10時～11時30分
18歳以上15人（先着） 
800円 
10月12日13時から電話か直接

 施設へ
■ ペーパークイリングの
　クリスマス飾り（全3回） 
11月20日～12月4日の毎週金曜日 
13時～15時
18歳以上15人（先着） 
1,800円 
10月14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） ■ 備えて安心！ エンディングノートを
 書いてみよう！
10月16日（金）10時～11時
65歳以上10人（先着）
10月12日9時から電話で施設へ

■ お医者さんに聞こう
　「不整脈について」
11月16日（月）13時～14時
15人（先着）
10月11日9時から電話か直接

 施設へ
■おやこで遊ぼう ～保育園紹介
11月4日（水）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

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

■季節を感じる折り紙教室（全4回） 
11月30日、3年1月18日、2月15
日、3月15日いずれも月曜日

 12時30分～14時30分
18歳以上11人（抽選） 
2,000円 
10月20日15時までに電話か直接
施設へ

■子どもアナウンスレッスン（全2回） 
11月14日（土）・28日（土）10時～11時
小学2～4年生9人（抽選） 
1,000円 
10月20日15時までに電話か直接
施設へ

■墨彩画の年賀状をつくろう 
11月18日（水）

 12時30分～14時30分
18歳以上11人（抽選） 
800円 
10月20日15時までに電話か直接
施設へ

■つまみ細工 花のコサージュ 
11月16日（月）

 9時20分～11時20分
18歳以上11人（抽選） 
1,000円 
10月20日15時までに電話か直接
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〔10月のみ10月19日（月）〕 ■ 川口義明先生による
 地域の方向け相談会
協力医による健康相談会
毎月第2木曜日 15時～16時
3組（先着）
毎月11日9時から電話で施設へ

■みんなのひろば「ふらっと」
季節のイベントや味覚・工作を楽しもう
毎月第4木曜日 10時～12時 
1家族200円
当日直接施設へ

■ 認知症・家族のつどい
毎月第3金曜日 13時30分～15時
認知症の家族がいる人
当日直接施設へ

■元気のちかみち 冬講座（全2回）
関節痛予防改善体操、栄養 など
12月11日（金）・22日（火）

 10時～11時
おおむね60歳以上15人（先着）
11月2日9時から電話で施設へ

■ エコバッグに魔法をかけよう
　（草木染）
10月25日（日）10時～12時
4歳以上の子と保護者12組（先着） 
500円
10月11日9時30分から電話か

 直接施設へ

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

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

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

好きこそものの上手なれ ～動物画家　薮内正幸について
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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。

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」 

凡 

例

■ ひまわりひろば「にこにこ」
 えのぐでペタペタ！
10月26日（月）10時～11時30分
4歳以下の子と保護者15組（先着） 
100円
10月14日10時から電話か直接

 施設へ
■ おはなしの部屋
11月5日（木）10時30分～11時
4歳以下の子と保護者8組（先着）
10月22日10時から電話か直接

 施設へ
■ スマホ講座 ～災害時に役立つ
 LINEの活用方法（全3回）
11月4日～18日の毎週水曜日

 9時30分～12時
6人（抽選） 
1,800円
10月21日21時までに電話か直接

 施設へ
■ コロナ禍の救急救命注意点
11月12日（木）9時30分～11時30分
7人（抽選） 
100円
10月31日21時までに電話か直接

 施設へ

■ 桜道ブックブック交換
家庭で読み終えた本の交換会。持込
みは1人5冊まで、持ち帰りは制限なし 
11月1日（日）～12月22日（火） 
当日直接施設へ

■さくらんぼひろば
ミニ運動会 
11月9日（月）10時～11時 
未就学児と保護者7組（先着） 
200円 
10月11日10時から電話か直接

 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）

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）

■ おはなし会
10月21日（水）10時30分～11時
未就学児と保護者4組（先着）
10月11日9時から電話で施設へ

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）

港南スポーツセンター
〒234-0051　日野1-2-30
841-1188　 841-9417

改修工事のため、3年3月31日
まで休館予定です
※工事期間中、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）

■ 知っておきたい
 心肺蘇生とAED体験
11月7日（土）10時～11時30分
20歳以上15人（先着）
10月11日9時から電話か直接

 施設へ
■親子でハロウィンを楽しもう
　「子育て支援 学ぶ！ 遊ぶ！ 
 やかまし村」
10月29日（木）

 10時15分～11時30分
1歳～2歳6か月の子と保護者6組

　（先着） 
100円
10月11日9時から電話か直接

 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 ■ 親子で楽しむ野球教室

これから始める子に元プロ選手が指導
10月18日（日）、11月15日（日）

 11時～13時 
小学4年生以下の子と保護者

 各20組（先着） 
2,000円 
10月11日10時から電話か直接

 施設へ

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

 問合せ
 
水道局お客さまサービスセンター（ ８

はち

４
よん

７
なな

-6262 848-4281）

災害時給水所を知っていますか?
　災害などで断水したときに、誰でも飲料水を得られる場所です。日頃から飲料水を備蓄して
おくことが大切ですが、万が一に備えて、自宅近くの災害時給水所を確認しておきましょう。

リュック型の給水袋 ポリタンクとカート のぼり

水道局キャラクター
「はまピョン」

災害時給水所の確認方法
 ・ 災害時給水マップ
 ▶区役所・洋光台水道事務所で配布　
 ・ 横浜市港南区区民生活・防災マップ
 ▶区役所で配布
 横浜市　災害時給水所 検索  

災害時給水所の種類
①災害用地下給水タンク
　（地域防災拠点や公園など区内7か所
に整備）

 発災直後から使用できますが、地域の
皆さんによる開設・運用が必要です。
日頃から訓練に参加し、タンクの場所
や使い方を確認しておきましょう。この
タンクがある給水所には、「標識」が設置
されています。

②緊急給水栓
　（地域防災拠点や公園など区内23か所
に整備）

 発災後、おおむね4日目以降に水道局
職員と横浜市管工事共同組合が開設
します。給水準備が整うと、「のぼり」で
お知らせします。

③配水池（区内2か所に整備）
 水道局職員が開設します。給水準備が
整うと、「のぼり」でお知らせします。

水を入れる容器を準備しましょう
　災害時給水所には容器の用意はありません。
水は重いため、自分の体力や、自宅までの道
（階段の有無など）に合わせ、準備しましょう。

標識
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■港南区ART展 
10月30日（金）～11月4日（水）

 10時～18時 ※最終日は15時まで 
区民文化センター ひまわりの郷

　（京急・地下鉄上大岡駅下車） 
当日直接会場へ
こうなん文化交流協会美術部会の

 長
なが

栄
え

( ・ 833-9775）
■ 港南区硬式テニス団体戦 
12月5日（土）～13日（日）9時～19時 
日野中央公園 
区内在住・在勤・在クラブ12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
11月15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）

■ 50代からの外国人が教える
 初心者英会話体験会
10月21日（水）・28日（水）

 10時～11時 
区民文化センター ひまわりの郷

　（京急・地下鉄上大岡駅下車）ほか 
50歳以上初心者の女性8人（先着） 
10月11日10時から電話で江本

　（ 070-3849-2941）へ
■ 大人のための英会話講座（全8回）
①初級②中級
10月28日～12月16日の毎週水曜日

 ①18時15分～19時15分
 ②19時30分～20時30分 
ウィリング横浜

　（京急・地下鉄上大岡駅下車） 
市内在住の人各8人（先着）
6,000円、テキスト代1,000円 
10月11日から電話で国際文化

 交流協会の前田（ 090-6489-
 2803、平日10時～16時）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。

■ プレパパ・プレママ・おじいさん・
 おばあさんのための初めての
 沐

もく

浴
よく

体験
11月21日（土）

 ①13時～14時
 ②14時～15時
12月～3年3月に出産予定の人と

 家族各4組（抽選）
10月23日17時までに電話で施設へ

■パパday ウォーターボトルをつくろう！
ペットボトルを使ったおもちゃ作り
11月14日（土）10時10分から
未就学児と父親8組（先着） 
100円
10月14日10時から電話か直接

 施設へ
■プレパパ・プレママうぇるかむでぃ 
 赤ちゃんとの生活プチ体験
10月17日（土）10時30分～11時30分
出産予定の人と配偶者8組（先着）
10月13日10時から電話か直接

 施設へ
■オンライン体験会
オンラインでお家でおしゃべり
①10月17日（土）

 ②10月21日（水）
 ③10月30日（金）
 10時30分から
はっちに登録済みの保護者各10組

　（先着）
10月13日10時から電話か直接

 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15日（木）

 ②10月31日（土）
 ③11月12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）各5人（先着）
10月13日10時から専用電話

　（ 515-7306）へ

■ せかいのあかちゃんとママのひろば
11月9日（月）10時30分～12時 
1歳以下の子と母親5組（先着）
10月11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

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

■ えほんの読み聞かせ会
11月10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15日（木）11時～11時30分 
未就学児と保護者 
当日直接施設へ

■ どんぐりハウスで遊ぼう！
森で遊ぼう（森のビンゴ）
10月11日（日）10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

■秋の虫観察会 
10月24日（土）9時30分～12時
12人（小学生以下は保護者同伴）

　（先着）
10月11日9時から電話で施設へ

■ふるさとの森観察会 
11月3日（祝）9時30分～12時
12人（先着）
10月11日9時から電話で施設へ

■秋の植物観察会 
11月7日（土）9時30分～12時
12人（先着）
10月11日9時から電話で施設へ

■果樹の剪
せん

定
てい

（全2回） 
11月14日（土）・21日（土）

 9時30分～12時
12人（先着）
10月11日9時から電話で施設へ

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）

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）

■ 女性としごと応援デスク
①労働サポート相談
②キャリアカウンセリング
オンライン対応あり
①11月21日（土）13時～、14時～、

 　15時～
 ②11月27日（金）10時～、11時～、
 　13時～、14時～
女性①3人②4人（先着）
10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

 ※4日前までに専用電話
 　（ 714-2665）で予約を

■干柿づくり 
11月7日（土）

 13時30分～15時30分
小学生と保護者5組（抽選） 
1,000円
10月24日までに直接、または か
ファクスに と学年、保護者の
氏名を書いて施設へ

■ 木の実のクリスマス飾り 
11月23日（祝）10時～12時
3歳～小学生と保護者5組（抽選） 
1,000円
11月9日までに直接、または か
ファクスに と年齢、保護者の
氏名を書いて施設へ

■こどもサイエンス講座
 ～1ミリより小さい世界を
 のぞいてみよう「タネの作戦」 
11月29日（日）

 13時30分～15時30分
小・中学生5人（小学生は保護者

 同伴）（抽選） 
1,000円
11月15日までに直接、または か
ファクスに と学年、保護者の
氏名を書いて施設へ

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）

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」 

■ おとなが楽しむおはなし会
10月29日（木）10時30分～12時
20人（先着）
10月13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20人（先着）
10月15日9時30分から電話か

 直接施設へ
■港南歴史協議会企画事業
　「やさしい港南の歴史」の紹介
11月21日（土）14時～16時
20人（抽選） 
500円
10月31日までに に を書い
て施設へ

■親子でたのしむおはなし会
10月21日（水）10時30分～11時
未就学児と保護者8組（先着）
当日直接施設へ

■おはなしくまさん
10月23日（金）

 ①10時～10時20分
 ②10時40分～11時 
①2歳以下の子と保護者

 ②2～4歳の子と保護者
 各12組（先着）
当日直接施設へ

■おはなし・にこっと
10月25日（日）

 ①14時30分～50分
 ②15時～15時30分 
①3歳以上②5歳以上

 各20人（先着）
当日直接施設へ

■ こども☆おさらい教室（全4回）
英語・国語・算数の個別指導 
11月の毎週水曜日

 ①16時30分～17時15分
 ②17時25分～18時10分
 ③16時30分～18時10分 
市内在住の小学生各14人（抽選） 
①②3,600円③7,200円 
10月22日17時までに電話、または
ファクスに と学年、①②③の
別を書いて施設へ

港南図書館
〒234-0056　野庭町125
841-5577　 841-5725
休館：10月19日（月）

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

新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、
令和2年分 年末調整等説明会は中止となりました。

横浜南税務署からのお知らせ

 問合せ  横浜南税務署（ 789-3731）
国税に関する一般的な相談（年末調整の仕方など）は、音声案内に
従って「1」を選択し、国税局電話相談センターへ。税務署への問い
合わせは「2」を選択してください。


