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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 世帯数…94,869世帯
※国勢調査の結果が発表され次第更新します 港南区ホームページ   港南区役所 検索

3月の土曜開庁日　13日・27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
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　身近な心配事や困り事を解決したい。心豊かに暮らしたい。そんな願いを実現する
ための講座を、区民の皆さんが企画・運営するのが「区民企画運営講座」です。

　講座を通して新たな仲間とアイデアを得た運営団体のメンバーや受講者は、幅を
広げて活動を続けたり、コミュニティハウスなどを拠点に新しいことを始めたりと、
次のステージへ。区内で環境保全に取り組むグループや、まちを知る活動をしている
グループなどの中には、この区民企画運営講座から出発したところもあるのです。

申込書（区役所54番窓口で配布）に記入し、事前連絡の上、3月15日
17時までに直接区役所区民活動支援係（ 847-8399 842-8193）へ

港南区を昔の国境で分け、1年目は武蔵国を、
2年目は相模国を、座学とまち歩きの23回で巡り
ました。それでも回り切れなかった場所を、その
あと訪れています。

　応募のきっかけは、胎児の記憶について研究している産婦人科医の話を聞きたい
と思っていたメンバーが、区民企画運営講座のことを知り、このお医者さんを講師と
して招いて、親同士が友達にもなれる講座ができたらと思い立ったことでした。
　講座は回によって切り口は変わりますが、軸は「楽しいこと」。思春期の子がいる
親を取り巻くさまざまな事柄の「さわり」を知ることで、それぞれが自分なりにかみ砕
いて受け止められる、緩やかさが特色です。参加した人には「見方を変えればいろい
ろ見える」という経験をして、自分で考え、自分で決めることを大切にしてほしい。
そして「何とかなるもんだ」と思ってもらいたい。講座を運営した「大丈夫の会」の廣
瀬さん、田中さん、安藤さんは、そう話します。
　3年間やってきて、参加者を安定して集められたことや、「素人」だからこその、ビ
ジネスライクではない講師とのつながりができたことに手応えを感じ、自分たちの自
信にもなりました。

絵本や児童文学に関わる講師を招いて、子どもの
本について広く学びました。参加者同士の情報ス
ペースは、名付けて「つながる木」。質問の葉っぱ
と答えの葉っぱでいっぱいの、大きな木になりました。

素敵な出会いと発見を求めて、区内の施設や史
跡、人を訪ね歩きました。毎回にぎやかに交流し、
友好にも貢献。さらに活動を発展させるべく、話
し合いや下見を重ねています。

自分で選んだ花材でミニリースを作った
「きれいなお花で大丈夫！」の回

 ● 港南区民を中心とする３人以上のグループ
 ● ５回以上の学習形式の連続講座を運営
 ● 受講者を公募する
 ● 仲間づくりができる工夫がある　など

区民企画運営講座の応募資格・条件 区役所がお手伝いします

こうなんの歴史探訪

思春期の子どもと親の大丈夫！（平成30年度～令和2年度開催）

子どもの本の教室港南ぶらりぶらり

 ● 講座実施のための経費を助成
 ● 会場の紹介、広報の協力
 ● 講座開催時の一時託児の
 費用を負担　など

あなたの思いがつくる

区民企画運営講座

こんな活動が生まれています ～令和元年度の区民企画運営講座から
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引っ越し・就職・
退職する人は 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を持っている人は、
コンビニエンスストアでも取得できる
証明書があります。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
横浜市　コンビニ交付 検索

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
 ・ 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）

内容 届出期間 手続方法 手続に必要な物

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）
★転出届は、郵送でもできます
★マイナンバーカードを持っている人は、スマート
　フォンを使ってオンラインで転出届ができます　
横浜市　転出届 検索

窓口に来る人の本人確認資料
（①か②のいずれか）
① 運転免許証・旅券など
　官公署が発行した顔写真
　付きの証明書…1点
② 健康保険証など顔写真が
　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（持っている人のみ）
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（持っている人のみ）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（持っている人のみ）
を提出

内容 手続 手続に必要な物

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

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「手続に必要な物」欄をご確認ください）

内容 手続 手続に必要な物

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
　「手続に必要な物」欄をご確認ください）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？

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。
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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
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

■ 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18日（木）、4月1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）

■精神科医（嘱託医）による相談
月3回 区役所4階
電話で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
3月26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24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

■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。

軽自動車税（種別割）は、
4月1日時点の所有者に
課税されます

　令和3年度軽自動車税(種別割)は、4月1日現在における車両
等の所有者※に年額を課税するものです。納税通知書は5月初旬
に発送予定です。3月中に名義変更や廃車等を検討している人は、
忘れずに手続してください。
※車両等の使用状況にかかわらず、所有していれば課税されます

課税対象車両
バイク、小型特殊自動車、ミニカー、軽自動車(3輪・4輪)

届出先
 ● バイク(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカー
 ▶区役所（ 847-8356）
 ● バイク(125cc超)
 ▶神奈川運輸支局（ 050-5540-2035）
 ● 軽自動車(3輪・4輪)
 ▶軽自動車検査協会 神奈川事務所（ 050-3816-3118）

　毎年、協働による地域づくりの1年の集大成として、港南
区内の地域活動を紹介し、今後の方向性を共有するために
開催しているのは、

「 元 気  な地域づくりフォーラム」 でした！
※令和2年度の「元気な地域づくりフォーラム」は、開催当日の様子を
　撮影した動画を後日ホームページに掲載します

アンケートにもお答えいただいた皆さん、
ありがとうございました

● 文字をもっと大きくしてほしい。
● 家でできる体操を今後も載せてほしい。
● 港南公会堂オープンの記事を待っていました。
● 「冷蔵庫整理収納ミニ講座」は、友人にも薦めました。
などのご意見をお寄せいただきました。

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

犬は必ず登録し、年1回狂犬病予防注射を飼い主の
皆さんへ

　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。
　4月に予定していた出張会場での狂犬病予防注射は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行わないこととなりました。
　狂犬病予防注射は、動物病院で必ず受けてください。犬の登録をしている人には、「令和3年度犬の狂犬病予防注射のお知
らせ」をお送りします。

動物病院で狂犬病予防注射を受けるときに必要な物
 ・ 狂犬病予防注射済票交付申請書兼登録申請書（「お知らせ」に同封）
 切り離さずにお持ちください。
 ・ 注射済票交付手数料　550円
 ・ 注射料金　
 動物病院ごとに異なります。各動物病院へ
 お問い合わせください。
※委託動物病院（「お知らせ」に一覧を同封）では、接種当日に狂犬病
 予防注射済票の交付が受けられます
※新規登録の場合は、別途登録手数料3,000円がかかります

 ふん尿の始末は飼い主の責任です
　トイレはなるべく家で済ませ、
散歩中にしたふんは必ず持ち帰
りましょう。
　「犬のふん尿処理啓発プレー
ト」は、区役所51番窓口で配布
しています。

 放し飼いはやめましょう
　公共の場所で犬を放してはいけません。散歩のときは、
必ずリードを着けましょう。リードは長く伸ばさず、いつでも
犬をコントロールできるようにしましょう。

 問合せ  区役所市民税担当（ 847-8356 841-1596）

1月号新春企画 「お年玉クイズ」の答え
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男性用トイレ

授乳室

女性用トイレ

エレベーター エスカレーター

多目的トイレ

階段

開館時間  9時～17時
 ※3月29日（月）～31日（水）は8時45分～17時15分
休館日  毎週月曜日、12月29日～ 1月3日
 ※令和3年3月29日は開館
施設概要

 
● 会議室1（17㎡ 12人）

 ● 会議室2（17㎡ 12人）
 ※会議室1・2は、つなげて使うことができます（30人）
 ※利用には登録が必要です

・相談コーナー
・情報コーナー チラシ配架、ポスター掲示
・ミーティングスペース 打ち合わせなど
・印刷コーナー 印刷機などの利用
・パソコンコーナー 情報の閲覧など

★ 天井や壁面が木目調で、温かみのあるやわらかな空間
です。

★ より多くの人に利用していただけるよう、土・日曜日、
祝休日も開館します。

★ ネットワーク機能とコーディネート機能を強化し、新た
に専任のコーディネーターが、地域のつながりづくり
や皆さんの活動をサポートします。

  3月29日（月）開館区民活動
支援センター（1階）

 問合せ  区民活動支援センター（ 841-9361 841-9362）

ステージ

公会堂

事務室

控室
控室

控室

ピアノ庫
カウンター

ギャラリー 1

ギャラリー 2

会議室 1親子室

親子室

映写・調整室 会議室 2

和室
給湯室

2階

1階

3階

事務室
相談コーナー

ミーティングスペース
パソコンコーナー会議室 2

印刷コーナー

閲覧
コーナー

下水道・公園
係 道路係

管理係
土木事務所

区民活動支援センター

会議室 1 情報コーナー

3階客
席へ

2階客
席へ

客席

客席

公会堂

給湯室

土
木
事
務
所

出
入
口

区
民
活
動　
　

支
援
セ
ン
タ
ー

出
入
口

公会堂へ

公会堂
出入口

　お待たせしました！ 4年間休館していた港南公会堂が
いよいよ5月にオープンします。建物の1階には区民活動
支援センターも入る複合施設です。駅・バス停から近く
大変アクセスの良い施設ですので、ぜひお越しください。

鎌
倉
街
道

至
鎌
倉

至
上
大
岡

所 在 地 〒233-0004  港南中央通10-1
アクセス 地下鉄 港南中央駅下車
 バス停 港南区総合庁舎前下車
 ※公共交通機関をご利用ください

 問合せ  区役所区民活動支援係（ 847-8399 842-8193）

施設概要  ● 講堂 525人
 ● 会議室1（54㎡ 36人）　会議、グループ活動など
 ● 会議室2（49㎡ 36人）　会議、グループ活動など
  ※会議室1・2は、つなげて使うことはできません
 ● 和室（27㎡ 12人）　会議、グループ活動など
 ● ギャラリー1（縦120㎝、横500㎝、奥行き80㎝）
 ● ギャラリー2（縦120㎝、横400㎝、奥行き80㎝）
 ● 主催者及び身体障害者用の駐車スペース 5台

開庁時間  8時45分～ 17時　　 休庁日  土・日曜日、祝休日、12月29日～1月3日
業務概要  道路の維持管理、河川や公共下水道管きょの新設・改良・維持、公園の維持管理、

道路・水路・公園と民地との土地境界、道路や河川の防災活動に関することなど

開館時間  9時～ 22時　※利用申込の受付は21時まで
休館日  毎月第3月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日～ 1月3日

※土・日曜日、祝休日は、利用料金が2割増になります  
※入場料等を徴収する場合は、1,000円以上2,000円未満は利用料金が5割増に、
　2,000円以上は利用料金が10割増になります

※1回の利用は2週間まで、ギャラリー1・2同時利用可

【利用料金】

【ギャラリー利用方法】
抽選日に直接公会堂へ。（抽選後空いている期間の予約は随時受付）

講堂は、港南区の花ひまわりをモチーフにした、
ひまわり畑のような空間が作られています。

  5月10日（月）開館

  5月6日（木）から業務開始

港南公会堂（2、3階）

港南土木事務所（1階）

 問合せ  3月27日から　港南公会堂（ 847-8480 847-8482）
 3月26日までは、区役所区民活動支援係（ 847-8399 842-8193）  問合せ  港南土木事務所（ 843-3711 845-6489）

特 

集
鎌倉街道

商業施設

横浜刑務所
少年鑑別所

港南中学校

土木事務所
倉庫棟

区役所

港南
警察署前港南区総合庁舎前

港南区総合庁舎前至鎌倉 至上大岡

港南中央駅
出口1

港南中央駅
出口2

港南
警察署

一
方
通
行

桜
道

公会堂
土木事務所
区民活動支援
センター

室名 定員 午前
（9時～12時）

午後
（13時～17時）

夜間
（17時30分～22時）

昼夜間
（9時～22時）

全館 19,900円 17,100円 37,000円
講堂 525人 15,000円 14,000円 29,000円
会議室1 36人 800円 1,100円   1,200円   3,100円
会議室2 36人 700円 1,000円   1,100円   2,800円
和室 12人 600円 　700円 　  800円   2,100円

利用日 抽選日時

5月10日（月）～9月30日（木） 4月15日（木）10時

10月1日（金）～4年3月31日（木） 9月 1 日（水）10時

無料
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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。

■ ベビーマッサージ ～親子でセラピー
　（全3回）
4月6日・20日、5月18日いずれも
火曜日13時15分～14時15分
5～10か月の子と母親6組（抽選） 
1,000円 
3月20日15時までに電話か直接

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

 毎月第4金曜日 15時～16時30分
60歳以上でWord入力ができる人

 11人（抽選） 
2,000円 
3月20日15時までに電話か直接

 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月曜日

 9時30分～12時
18歳以上12人（抽選） 
900円 
3月20日15時までに電話か直接

 施設へ
■ 春から初夏の折り紙教室（全3回）
4～6月の毎月第2火曜日

 12時30分～14時30分
18歳以上12人（抽選） 
1,500円 
3月20日15時までに電話か直接

 施設へ
■ つまみ細工
 カーネーションを手作りしよう
4月25日（日）9時20分～11時20分 
16歳以上11人（抽選） 
1,000円 
3月20日15時までに電話か直接

 施設へ
■ 春の四柱推命サロン
4月14日（水）12時45分～14時15分
18歳以上12人（抽選） 
1,500円 
3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（祝休日の場合は翌日）

■ 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

 ①10時30分～11時30分
 ②12時40分～13時40分
①2か月～ハイハイができる子と

 　母親
 ②歩き始め～1歳6か月の子と母親
 各10組（先着）
2,000円 
3月12日13時から電話か直接

 施設へ
■初めての能講座
 ～能楽堂で能を観よう　
①講座2回＋鑑賞2回コース
②講座4回＋鑑賞2回コース 
講座：①4月19日、7月12日

 ②4月19日、5月17日、6月21日、
7月12日いずれも月曜日15時15
分～16時45分

 鑑賞：①②5月5日（祝）、7月18日（日）
鑑賞：国立能楽堂（ＪＲ千駄ケ谷駅
下車）、横浜能楽堂（ＪＲ・地下鉄桜
木町駅下車）
各10人（先着）
①7,000円②8,000円 
3月16日13時から電話か直接

 施設へ
■ 家庭で楽しむ手こねパン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（抽選）
4,500円 
3月27日までに に を

 書いて施設へ
■ 歴史ウォーキング（全3回）
池上・鎌倉・横浜を散策 
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19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）

■太極拳で健康な体づくり！（全4回） 
4月4日・18日、5月16日・30日

 いずれも日曜日 10時～11時30分
15人（先着）
1,500円
3月11日10時から電話か直接

 施設へ

■ おはなしの森 
3月25日（木）11時～11時30分
未就学児と保護者6組（先着） 
当日直接施設へ

■ 赤ちゃんのタッチケア講習会 
4月5日（月）10時～11時15分 
3～12か月の子と保護者6組（先着） 
300円 
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～4年3月の毎月第3月曜日

 10時～11時30分
70歳以上30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26日（月）10時～11時
0・1歳の子と保護者20組（先着）
330円 
3月12日9時から電話か直接

 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）

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）

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

■ 迫力満点！ 津軽三味線の響き
　「津軽三味線 ライブ ｉｎ 上永谷」 
4月25日（日）14時～15時 
25人（小学生以下は保護者同伴）

　（先着） 
3月11日9時30分から電話か直接

 施設へ

■ Withコロナ時代 スマホのLINEで
 つながろう！（全2回） 
4月23日（金）・30日（金）

 9時30分～11時30分 
18歳以上10人（先着） 
1,000円 
3月11日13時から電話か直接施設へ

■ さくらんぼひろば
ミニ運動会 
4月12日（月）10時～11時 
未就学児と保護者10組（先着） 
200円 
3月11日10時から電話か直接施設へ

■ 木目込み人形体験 福を招く
　「ミニのふくろう」（ストラップ付） 
4月19日（月）10時～12時 
20歳以上8人（先着） 
800円 
3月11日9時から電話か直接施設へ

■ おはなし会 
3月17日（水）10時30分～11時 
未就学児と保護者 
当日直接施設へ

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

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）

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）
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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

■ 写真の撮り方教室（初級）
　（全12回）
4月～4年3月の毎月第2金曜日

 13時30分～16時30分 
市内在住・在勤の人15人（抽選）
13,000円 
3月22日17時までに電話か直接、
またはファクスに を書いて

 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29日～9月11日の土曜日

　【初級】18時～19時
　【中級】19時15分～20時15分
 ②5月30日～9月12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22日～9月11日の土曜日
　【初級】9時30分～10時45分
　【中級】11時～12時15分 
①各10人②各6人③各5人（先着）
15,000円 
3月19日10時から直接、または

 同日14時から電話で施設へ
■ マリア・カラス
 伝説のオペラ座ライブ上映会 
6月26日（土）10時30分～、14時～  
各150人（先着）
前売り2,500円（当日2,800円） 
3月12日10時から直接、または

 同日14時から電話で施設へ
■ 福川伸

のぶ

陽
あき

ホルン・リサイタル 
6月12日（土）15時から 
150人（先着）
2,500円 
3月12日10時から直接、または

 同日14時から電話で施設へ

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

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

■春のとくべつおはなし会 
3月24日（水）15時30分～16時 
小学生以下12人（先着） 
当日直接施設へ

■ 親子でたのしむおはなし会 
3月17日（水）10時30分～11時 
未就学児と保護者12組（先着） 
当日直接施設へ

■ おはなしくまさん 
3月12日～4月9日の隔週金曜日

 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
 各12組（先着） 
当日直接施設へ

■ おはなしひろばの会 
3月13日（土）、4月10日（土）

 ①14時30分～50分
 ②15時～15時30分 
①3歳以上の未就学児②小学生

 各20人（先着） 
当日直接施設へ

■ おはなし・にこっと 
3月28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

■えほんの読み聞かせ会
4月6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11日（木）11時～11時30分
未就学児と保護者
当日直接施設へ

港南図書館
〒234-0056　野庭町125
841-5577　 841-5725
休館：3月15日（月）

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）

■ エチオピアってどんな国？
歴史や文化、言葉、文字の話 
4月28日（水）13時～15時 
20人（先着） 
3月11日9時から電話か直接

 施設へ

■ 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
3月21日（日）11時～13時 
小学4年生以下の子と保護者20組

　（先着）
2,000円 
3月11日10時から電話か直接

 施設へ

■ 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11日（日）10時～12時 
18歳以上 
当日直接施設へ

■自然観察会 ～早春の里山
3月28日（日）13時～15時 
10人（小学生以下は保護者同伴）

　（先着） 
3月11日9時から電話か直接

 施設へ

■ フォーラム南太田マルシェ
野菜と手作り品の販売 
3月26日（金）11時～14時 
当日直接施設へ

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

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

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）

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

■ ピアノのしらべ
3月24日（水）10時30分～11時 
未就学児と保護者 
当日直接施設へ

■赤ちゃん相談
4月7日（水）10時～11時40分 
未就学児と保護者5組（先着） 
3月11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
3月27日（土）、4月3日（土）

 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）
3月11日10時から専用電話

　（ 515-7306）か直接施設へ

■ グラウンド・ゴルフ大会
4月21日（水）10時～12時
20人（抽選）
300円
4月7日までに電話か直接施設へ

■ 初心者の太極拳教室（全3回）
4月26日～5月24日の隔週月曜日

 10時～11時30分
12人（先着）
1,000円
4月4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

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

　（祝休日と3月22日を除く月
～土曜日 9時～17時）
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■ 社交ダンス
 ①春の初級（基礎）教室（全12回）
 ②春の初・中級教室（全12回） 
①4月1日～6月24日の祝日を除く

 　毎週木曜日
 ②4月2日～6月18日の毎週金曜日
 18時30分～19時40分
港南地区センター

　（地下鉄港南中央駅下車） 
①男女各15人②男女各10人（抽選） 
6,000円 
3月26日19時までに電話でこうな
ん文化交流協会ダンス部会の吉浦

　（ 080-3421-7744）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。

ペットを守れるのは飼い主だけです！ 　災害が発生したとき、飼い主は、まず自分が無事でいなけ
ればなりません。その上で、ペットの安全と健康を守り、ほか
の人に迷惑が掛からないように、適正に管理しましょう。

1 在宅避難（自宅）

1 健康管理
  ・ 狂犬病予防ワクチン、その他ワクチンの接種
  ・ ダニやノミの駆除

3 基本的なしつけ
  ・ 人や動物との接触に慣らしておく
  ・ さまざまな音や物に慣らしておく
  ・ キャリーバッグやケージに慣らしておく
  ・ 不必要にほえない・鳴かないようにしておく
  ・ ペットの身体のどこを触っても大丈夫なようにしておく

2 迷子にさせないための対策
 飼い主を示すものを着けましょう。
半永久的に識別可能で確実な身
元証明として、マイクロチップの装
着をお勧めします。

※注射済票の色は年度に
より異なります

2 一時預け先
 災害が発生してから預け先を探すことは非常に
困難です。事前に調整しておきましょう。

3 避難所（地域防災拠点）への避難
 多くの被災者が共同で生活します。アレルギーなどで動物と一緒にいられない人
もいます。地域防災拠点の実状に応じ、雨や風をしのげる所をケージの置き場所
に決めておく、飼い主同士が協力して管理に当たるなどの対策が必要です。毎年
行われる訓練に参加して、状況を確認しておきましょう。

4 ペットのための防災用品の準備
 地域防災拠点には、ペット用品の備蓄はありません。避難する
際に使用するキャリーバッグやケージとともに、「ペット用非常
持出袋」を準備しましょう。 ※物資は少なくとも5日分（できれ
ば7日分以上）

最終回

□ フード
□ 水
□ 薬
□ 新聞紙
□ タオル

□ トイレ用品
□ 首輪、リード、ハーネスなど
□ ペット手帳やペットの写真
□ ワクチンなどの接種記録
□ ペット用の食器

連載　災害は忘れた頃に
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 問合せ  区役所危機管理・地域防災担当（ 847-8315 841-7030）　
 港南図書館（ 841-5577 841-5725） 東日本大震災後の岩手県宮古市内

■ こうなん綜
そう

合
ごう

美術展 作品募集 
6月23日（水）～28日（月）

 10時～17時
 ※最終日は15時まで
横浜市民ギャラリー

　（JR・地下鉄桜木町駅下車） 
出品はこうなん文化交流協会美術
部会に入会した人 
入会金： 個人1,500円、

  団体（5人以上）
  800円×人数
 出品料： 1点500円、
  2点以上1,000円
  ※1人3点まで 
3月31日までに に 、団体の
場合は団体名・代表者名・人数を書
いてこうなん文化交流協会美術部
会の稲田（〒233-0012 上永谷
1-15-35、 090-4617-2821）へ

 問合せ
 
区役所環境衛生係（ 847-8445 846-5981）

震災に備え日頃からできること
　東日本大震災の写真や防災関連図書、在宅避難のための
備蓄品などを展示します。
期間

 
3月1日（月）～26日（金）　　 会場

 
港南図書館

特別展示

■ ふるさとの森観察会
3月20日（祝）9時30分～12時 
14人（先着） 
3月11日9時から電話で施設へ

■ 春の自然観察会
4月17日（土）9時30分～12時 
14人（先着） 
3月11日9時から電話で施設へ

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）

■ ボタニカルアート体験教室作品展 
3月12日（金）～28日（日）

 9時～16時30分
 ※最終日は15時まで 
当日直接施設へ

■ さつき盆栽作り（全3回） 
4・6・10月の第3木曜日

 13時～16時 
20歳以上20人（抽選）
3,000円 
4月1日までに直接、または か

 ファクスに を書いて施設へ

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）

被災状況ごとにペットの居場所を考えておきましょう

日頃から備えておきましょう

ペット手帳
連絡先、ワクチン接種状
況、服用中の薬などを記
録します。区役所で配布
しています。


