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人口と世帯数
（令和4年1月1日現在） （前月比 −22人） （前月比 −8世帯）

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…215,222人 世帯数…96,561世帯
港南区ホームページ   港南区役所 検索

2月の土曜開庁日　12日・26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！

特 集

5 〜 12 ページは港南区版です 2022年

港南土木事務所の
仕事を紹介します・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8・9
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　港南図書館を、利用し支えていただいた皆さんに
感謝し、より一層親しまれ、読書を楽しんでいただ
ける図書館を目指します。ご期待ください！ 

　494件の応募の中から、港南区
に住む「うさぎ」と「本（ほん）」をか
わいらしく表現した「こうなんうさ
ぽん」に決定 !
　本が大好きで、人懐っこいけど
ちょっと恥ずかしがりやさんです。
　たくさんのご応募ありがとうござ
いました。これからも活躍する「こ
うなんうさぽん」をよろしくお願い
します。

港南図書館　
野庭町125　 841-5577 841-5725
アクセス 	市営地下鉄「上永谷駅」下車	4分、
	 市営バス「永野新橋」下車	3分、
　	 神奈中バス「北永作」下車	4分
開館時間 	火～金曜日	9時30分～19時
	 月・土・日曜日、祝休日	9時30分～17時

休館日 	施設点検日（月1回）、図書特別整理日、年末年始
蔵書数 	一般書	76,321冊・児童書	33,877冊（令和3年3月31日現在）

カードを作りましょう

図書館は
こんなことができます

さまざまなイベント

いろいろなコーナー

本の貸出
　本を借りるには「横浜市立図書館カード」が
必要です。1回に1人6冊まで2週間以内の貸
出しで、市立図書館のどこでも返却可能です。

　図書館司書やボランティアによるおはな
し会や、ブックトーク（本の紹介）、歴史講
座などを開催しています。

初めて出会う絵本コーナー
　0～3歳頃の子にお薦めの絵本

ティーンズコーナー
　10代にお薦めの本

ほかにも、郷土資料、医療情報、大活字本など
のコーナーがあります。

電子書籍サービス
　パソコンやスマートフォン、タブ
レット等で、電子書籍が読めるサー
ビスです。図書館カードを持ってい
る人が利用できます。

予約サービス
　港南図書館に読みたい
本がないときは、窓口や電
話、インターネットで、他の
図書館からの取り寄せが
できます。

レファレンスサービス
　図書館司書が、「調べたいことがある」や「読
みたい本がどこにあるか分からない」など、必
要な情報や本を探すお手伝いをします。

申込場所
	
市立図書館カウンター

対  象
	
市内在住・在勤・在学の人

持ち物
	
保険証など住所を確認できるもの

N

地下鉄
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 問合せ  区役所障害者支援担当（ 847-8459 845-9809）

　朝のミーティングは、メンバー全員が真剣な面持ちで、一日の予定を
確認し合います。その後、体をほぐす体操をして「さぁ」と気合を入れて
それぞれの持ち場へ。2階をのぞいてみると、広いキッチンではメンバー
とボランティアが昼ご飯を作っています。本日は「タラのアクアパッツァ、
イタリアンサラダ、スープ」。「イタリアンサラダってどんな感じかな…」
と相談しながら、キュウリを薄く切る人、ブロッコリーを小房に分ける
人。そして1階では、お菓子の生地を作る人、生地を量り分けて成型す
る人、焼き上がったお菓子をラッピングする人。また、別の部屋では洗
濯した大量のタオルをせっせと丁寧にたたむ人。それぞれが自分の役割
を着実にこなしています。
　その中で大量のレーズンを、包丁でざくざくっと細かく刻んでいる人
がいます。ミキサーなどの機械で細かくするより、手作業の方がパウン
ドケーキが美

お

味
い

しく焼き上がるとか。かるがもの家秘伝の?! 美味しさの
秘密、ここにあり。

かるがもの家

かるがもの家
港南台9-28-3

479-5572	 479-5573
開所時間：	月～金曜日
	 9時～17時

　「こうなん来夢」は、区内にある障害のある人のための活動
ホームや地域作業所の集まりです。自主製品の販売などを通して、
地域の人たちと交流を深めています。

 問合せ  区役所広報相談係（ 847-8321 846-2483）

地域密着型アプリ「ピアッザ」地図情報共有で
さらに便利に！

 問合せ  港南消防署（ ・ 844-0119）

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。

まずは登録
・	登録無料　・	通信料は利用者負担

ピアッザとは
身近な情報の交換ができる、地域密着
型のSNSアプリです。
※	港南区と「ピアッザ」を運営するPIAZZA株式
会社は連携協定を締結しています

アカウントの探し方
　アプリ内の「ユーザーを探す」から
「横浜市港南区役所」で検索！
→表示された公式アカウントを選択
　→	「フォローする」を押す

火災に気を付けて！春の火災予防運動
3月1日～ 7日

　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。

　投稿をマップ形式で見られるように
なり、地域で知らなかった情報がより
見つけやすくなりました！	

港南消防署・港南消防団のPR動画配信中！　
テーマは「Determination	～決意～」
溢れ出る消防の熱い「想い」や「決意」を
ぜひご覧ください！

火災予防のポイント
○	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。
○	寝たばこは絶対にしない。
○	ストーブの周りは整理整頓、寝る前にスイッチOFF！
○	こんろ使用中はその場を離れない。
	 衣類に火がつかないように注意し、燃えやすい物を近くに置かない。
○	電気コードは束ねて使用しない。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。

注意 区内で火災が増えています
主な出火原因は

放火 たばこ こんろ

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」

定期的にテストし、10年を目安に
取り換えましょう。

テストボタン

引きひも

点検方法
①ボタンを押すか、ひもを引きます
②警報音（ブザーや音声）を確認
　してください

横浜消防
マスコット
キャラクター
「ハマくん」
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子育てに役立つ情報を
ホームページにたくさん
掲載しています

 問合せ  区役所こども家庭係（ 847-8410 842-0813）

連 載

6

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

■・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）

事前に連絡の上、3月15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

■・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17日（木）、3月3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

■認知症高齢者保健福祉相談
3月9日（水）13時30分～17時 区役所4階
電話で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14日（月）・25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・妊産婦歯科相談（乳幼児は歯科健診あり）
2月22日（火）9時15分～11時 区役所3階（健診・検査フロア）
未就学児、妊娠中～産後1年未満の人
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。

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

　寒くなると、おうちで過ごす時間が長くなりますね。
今回は、親子で楽しめるペットボトル遊びを紹介します。

　ペットボトルを並べて、ボールを転がして倒すだけ。ペットボトルにシールを貼っ
たり、動物やキャラクターをつけたり、中にビーズを入れたりと親子で制作も楽し
めます。（中に物を入れるときは、キャップが開かないようにビニールテープなど
でしっかり止めましょう）年齢に合わせて転がす距離を長くしたり、ペットボトルに
少し水を入れて倒れにくくしたりと難易度を変えることもできます。

　上下ひっくり返して
穴からビーズを落とし
て遊びます。

ペットボトルを半分に
切ります。画用紙をペッ
トボトルの直径より少
し大きめに丸く切り、
真ん中に穴を開けます。

上側のペットボト
ルの切り口に画用
紙を置き、貼り付
けます。

下側のペットボトル
を合わせ、つなぎ目
をビニールテープで
止めます。

ペットボトルの中にビー
ズや鈴を入れてキャップ
を閉め、ビニールテープ
で止めます。

【材料】ペットボトル、ビニールテープ、画用紙、ビーズなど作 り 方

★ペットボトルボウリング

★ビーズ落とし

1 2 3 4

豆乳でクリーミーな1品に 豆乳野菜汁
寒い冬に体が温まる

お薦めレシピ

1人分の熱量と
たんぱく質・食塩量
エネルギー	 73kcal
たんぱく質	 3.6g
食塩相当量	 0.7g

※港南区ヘルスメイト「みんなの食卓」より

材料（4人分）
さといも	 35g（1個）
にんじん	 30g（1/5本）
ごぼう	 50g
かぶ	 中1個
しめじ	 1/4パック
長ねぎ	 50g
油揚げ	 1/3枚
だし汁	 1・1/4カップ
豆乳	 1カップ
みそ	 大さじ1

作り方
①	材料の下ごしらえをする。
	 ・	さといも…皮をむき5㎜厚さに切って
	 	 塩もみして洗う。さっと茹でて水で洗う。
	 ・	にんじん・かぶ…皮をむき、いちょう切り
	 	 にする。
	 ・	長ねぎ…斜め切り（短め）にする。
	 	・	しめじ…石づきを取り小房に分ける。
	 ・	ごぼう…細めの乱切りにする。酢水にさらし水気を切る。
	 	・	油揚げ…熱湯をかけて油抜きし縦半分にして3㎜幅に切る。
②	鍋にだし汁と、長ねぎ以外の材料を入れて火にかける。
③	②の野菜が柔らかくなったら豆乳と長ねぎを加える。一煮立ちさせ、
	 みそを溶いて入れる。
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　土木事務所では、大雨・地震などの災害に備え、日常的に道路・河川などを維持・整備し、
いざ災害が発生すると、緊急パトロールをして危ない場所がないか点検しています。
　皆さんの日常を守っている土木事務所の仕事をちょっとのぞいてみましょう。

 問合せ  港南土木事務所（港南中央通10-1、 843-3711 845-6489）

道路維持作業車

プール

下水道管

ホイールローダー

道路
パトロールカー

令和元年9月の大雨に
よる浸水で流され、フェ
ンスに乗り上げた車両

道路崖の点検・整備
　地震で崩れる恐れのある危険な道路崖を点検・
整備し、土砂崩れによる通行止めや車両・歩行者
が巻き込まれる事故を防ぎます。

芹谷川改修工事
　川底を掘り下げるなどして、水を溢れ
にくくしました。

雨水排水ポンプ更新（芹谷川）
　下水道の排水を強制的に行うため、
自動運転可能なポンプに更新しました。

災害用ハマッコトイレ
　地域防災拠点に指定されている
小・中学校に、災害時に使用できる
仮設トイレ用の下水道管を整備して
います。
　31拠点のうち、23拠点で整備が
完了しています。

震災時の道路点検
　土砂崩れなどで通行できなくなった道路
を緊急車両が通れるように復旧します。

道路の維持管理
　道路に穴がないか、ガードレールが壊れていないか、
カーブミラーの向きは正しいかなどを道路パトロール
カーや徒歩で点検し、道路を安全に保っています。

公園の維持管理
　公園の遊具などの定期的な点検・補修

　樹木が密に茂り、日が当たりにくい状態に。伐採や剪
せん

定
てい

をし、
健全な育成を図ります。

このような行為はやめましょう注意
！

河川・水路の維持管理
　河川にたまった土砂の撤去や水路の草刈り

下水道の維持管理
　古くなった下水道管の入替えや詰まりの除去、特殊なカメラ
を使った調査

樹木がはみ出た
状態を放置する

植木や
鉢植えを置く

自転車・バイクが
放置されている

道路に穴が開いている

カーブミラーの
向きがおかしい

ガードレールが壊れている

自転車・バイクを
放置する

日野川改修工事
　川の水の流れをよくする
ため、川幅を広げる工事を
進めています。

大雨が降ってきたら
　河川沿いや急傾斜沿いの道、
地下通路（アンダーパス）を
通るのは避けましょう。

　倒木を撤去して、車両や歩行者が安全に
通行できるようにしています。

雪が降る前に
　路面が凍結して交通事故が発生しないよう、
道路や橋に融雪剤をまきます。

積もった後は
　バス路線や緊急車両の通る
幹線道路を中心にホイールロー
ダーで除雪します。

雪道はよく滑ります
　降雪時は不要不急の外出を控え、運転する
ときは冬用タイヤやチェーンの装着を。普段と
比べてブレーキの効きが悪くなります。安全
な速度で慎重に走行しましょう。

みんなが使う道路は、正しく使いましょう こんなときは 土木事務所に連絡を

特 集

日
々
の
仕
事 

こ
ん
な
こ
と
し
て
い
ま
す

生活道路の除
雪は、皆さんの
協力をお願いし
ています。
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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。

■ 味
み

噌
そ

作り教室	
2月23日（祝）10時～12時	 18歳

以上12人（3組まで小学生1人同伴可）
（先着）	 2,000円	 2月11日13時
から電話か直接施設へ
■ 朗読とボイストレーニング教室（全2回）	
4月6日（水）・22日（金）9時30分～

11時30分	 18歳以上の初心者12
人（先着）	 800円	 2月24日13時
から電話か直接施設へ
■ バルーンアートとバルーンあそび	
3月26日（土）10時30分～12時	

小学3年生～中学生15人（先着）	
400円	 2月18日13時から電話か
直接施設へ
■ 春のそば打ち教室	
4月3日（日）9時30分～12時30

分、13時～16時	 18歳以上各6人
（先着）	 2,300円	 2月25日13時
から電話か直接施設へ

■ 子ども科学実験教室 「電子レンジで
ルビー、サファイア作り」
3月19日（土）10時～12時	 小学

生12人（1・2年生は保護者同伴）（先
着）	 300円	 2月19日10時から
電話か直接施設へ
■〈上永谷コミュニティハウス合同事業〉
 春の自然林・古道を通り金沢自然
 公園まで散策
3月15日（火）10時～13時	 京急

能見台駅集合	 20人（抽選）	 500
円	 2月28日までに に と年
齢・性別を書いて施設へ
■ はつらつ体操（全6回）
4～6月の毎月第2・4水曜日	9時

45分～11時30分	 40人（先着）	
1,000円	 3月9日11時から電話か
直接施設へ
■ 歌声サロン ～春夏ソング（全6回）
4～9月の毎月第1月曜日	13時～

14時30分	 60歳以上18人（抽選）	
2,000円	 3月9日までに に
と年齢を書いて施設へ

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）

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）

■〈区民文化センターひまわりの郷
 アウトリーチ事業〉
 JAZZライブ in 港南	
3月21日（祝）14時～15時	 40人

（未就学児は保護者同伴）（先着）	 3
月1日13時から電話か直接施設へ
■ 音楽で楽しく！
 イキイキ脳活健康体操	
3月14日（月）10時～11時30分	

20歳以上15人（先着）	 500円	 2
月25日13時から電話か直接施設へ

■ 劉先生の月餅教室	
3月7日（月）13時～15時	 18歳

以上12人（先着）	 1,000円	 2月
14日13時から電話か直接施設へ
■ マスク時代のスキンケアと
 メイクアップ講座	
3月8日（火）10時30分～11時30

分	 12人（先着）	 550円	 2月
14日13時から電話か直接施設へ
■ 春休み講座 SDGsを考えよう！
 3R夢（スリム）なクッキング講座
ドレッシングから考える食品ロス	
3月29日（火）10時～12時	 小学

生以上12人（先着）	 200円	 3月
1日13時から電話か直接施設へ

■絆
きずな

塾
じゅく

♥下永谷 サバイバル体験会
感染対策を踏まえた新聞紙ハウス作
りと免疫力を上げるポリ袋料理
3月12日（土）10時～12時30分	

25人（小学3年生以下は保護者同伴）
（先着）	 100円	 2月11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）

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）

下永谷地域ケアプラザ
〒233-0016　下永谷3-33-5

826-2640　 826-2641

■ 私の自慢のペット フォトギャラリー
3月1日（火）～31日（木）	 当日直

接施設へ

■ 小学生！ 春休みチャレンジ
 お菓子を作ろう！
3月28日（月）10時～12時	 小学

2～6年生7人（抽選）	 500円	 3
月4日20時までに電話か直接施設へ

■ 夫婦・親子で考える
 安心の老後生活とその準備
 ～自分と家族を守る遺言・後見
3月13日（日）10時30分～12時	※

終了後個別相談会あり	 20人（先着）	
2月13日9時30分から電話か直接

施設へ
■ 0～3歳 親子であそぼ
 ～新聞紙あそび
3月17日（木）10時30分～11時30

分	 3歳以下の子と保護者10組（先
着）	 100円	 2月19日9時30分か
ら電話か直接施設へ
■ おはなしひろば
　「わらべうた読み聞かせ」
3月24日（木）10時30分～11時30

分	 3歳以下の子と保護者10組（先
着）	 2月26日9時30分から電話か
直接施設へ

■ おはなしの会	
2月16日（水）14時～15時30分	

小学生以下10人（未就学児は保護者
同伴）（先着）	 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

■ ゆらりんころりん in 港南台
親子遊びやゴム飛び、玉入れなど
3月1日（火）10時10分～11時10

分	 0・1歳の子と保護者15組（先着）	
300円	 2月14日9時から電話か

直接施設へ
■ 子育てサロンぴょんぴょん
管理栄養士と話そう
3月9日（水）10時～11時15分	

未就学児と保護者12組（先着）	 2月
14日9時から電話か直接施設へ
■ 認知症家族のつどい
3月17日（木）10時30分～12時	

認知症の人と家族10人（先着）	 2月
14日9時から電話か直接施設へ

■ ベビーマッサージ
3月17日（木）10時30分～11時30

分	 0歳の子と保護者12組（先着）	
400円	 2月17日9時から電話か

直接施設へ
■ ママのしゃべり場こどものあそび場
3月2日（水）11時～11時30分	

3歳以下の子と保護者12組（先着）	
当日直接施設へ

■子育て中のママ・パパのための
 ほっとたいむサロン
2月15日（火）10時～12時	 未就

学児と家族15組（先着）	 当日直接
施設へ

■なごみの会
介護者同士の情報交換
2月15日（火）10時～11時30分	

介護している人10人（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

東永谷地域ケアプラザ
〒233-0011　東永谷1-1-12

826-1097　 826-1071

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

■さくらんぼひろば
　「おやこで元気にあそぼう」
3月14日（月）10時～11時	 未就

学児と保護者10組（先着）	 200円	
2月11日10時から電話か直接施設へ
■〈区民文化センターひまわりの郷
 アウトリーチ事業〉
 クラシックギターコンサート
 ～春を呼ぶ素敵なギターの音色
3月5日（土）14時～15時	 20人

（先着）	 2月11日10時30分から電
話か直接施設へ

■ コロナ禍での災害時の対応と
 保存食の紹介	
3月19日（土）13時～14時30分	

20人（先着）	 2月14日10時30分か
ら電話で施設へ
■ 今日からやってみよう！
 生活習慣病予防とながら運動	
3月14日（月）13時30分～14時30

分	 40歳以上20人（先着）	 2月
14日10時30分から電話で施設へ

■歌おう踊ろう演奏しよう
 リズムで参加型WOODLAND
4月9日（土）14時から	 320人（先

着）	 2歳～中学生500円、高校生以
上1,000円	 2月11日10時から直
接、または同日14時から電話で施設へ

■当日受付教室
ヨガ、ズンバ、エアロビクス、お元気体操
2月12日（土）～26日（土）	 有料		
当日直接施設へ	※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、2月15日（火）・16日（水）

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）

■ボランティア向け
 絵本の読み聞かせ講座
3月9日（水）10時～11時30分	

区内で読み聞かせ活動をしている人・
したい人20人（先着）	 2月16日9時
30分から直接、またはファクスに
を書いて施設へ
■ 親子でたのしむおはなし会
2月16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
2月11日（祝）・25日（金）①10時～

10時20分	②10時40分～11時	
①0・1歳の子と保護者	②4歳以下の
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
2月12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
2月27日（日）①14時30分～50分

②15時～15時30分	 ①3歳以上	②
5歳以上各20人（先着）	 当日直接施
設へ
■ 金色ポケット（おはなし会）
3月3日（木）10時～10時25分、10

時40分～11時5分	 4歳以下の子と
保護者各12組（先着）	 当日直接施
設へ

■ 初春のバラの手入れ
2月24日（木）10時～11時	 8人

（先着）	 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
■ ハッピーふわもこリース作り
2月26日（土）①10時～11時	②11

時～12時	 5歳以上各8人（先着）	
1,000円	 2月11日10時から電

話か直接、またはファクスに と①
②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：2月21日（月）

日野中央公園
〒234-0053　日野中央2-2

846-4489　 349-5530

■ 春休みキッズ企画
 街のアドバイザー☆1day体験
　「手づくり石けん教室」
 ～カラフルなアイスバーを作ろう！
3月26日（土）10時～11時30分	

小学生10人（先着）	 300円	 2月
11日9時30分から電話か直接施設へ
■ 街のアドバイザー☆1day体験
 人生100年の今こそ知りたい
　「今日から始める生前整理超入門」
3月3日（木）10時～11時30分	

50歳以上10人（先着）	 2月11日9
時30分から電話か直接施設へ

■ お風呂再開のお知らせ（事前予約制）
1月29日（土）からの木～日曜日	10

時45分～、11時45分～、12時45分
～、13時45分～	 市内在住の60歳
以上の男女各回5人（先着）※1人週1
回、月4回まで	 前の週の10時～15
時に直接施設へ
■ 趣味の教室 受講生募集（各全12回）
英会話、韓国語、ヨガ、フラダンス、太
極拳、ゆっくり体操、うたいそう、どこ
でも体操、健康詩吟、音楽で脳トレ、絵
手紙、ペン毛筆習字、おとなの図工、
鉛筆スケッチ、コーラス、日舞エクササ
イズ、陶芸入門
4～9月	 市内在住の60歳以上（抽

選）	 教材費	 2月28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不可。詳
細は問合せを
■ 趣味の教室 短期講座 受講生募集
スマホ・パソコン入門（全4回）、鎌倉歴
史散歩（全4回）、港南の歴史散歩（全
6回）、ノルディックウォーク（全6回）、
そろばんで脳トレ（全6回）、元気ダンス
（全6回）、横浜のあけぼの（全6回）
4～6月	 市内在住の60歳以上

（抽選）	 教材費	 2月28日までに
に を書いて施設へ	※詳細は

問合せを

港南区民活動支援センター
〒233-0004　港南中央通10-1

841-9361　 841-9362
休館：月曜日

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

■ 赤ちゃん相談
助産師に相談
3月2日（水）10時～11時40分	

未就学児と保護者5組（先着）	 2月
12日10時から電話か直接施設へ
■ 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
3月3日（木）12時30分～13時30分	
未就学児と保護者6組（先着）	 2

月17日10時から電話か直接施設へ
■ 心理師さんとひろばで話せるよ
2月16日（水）10時30分～11時30

分	 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
2月26日（土）、3月9日（水）12時30

分～13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）	 2月12日10時から専
用電話（ 515-7306）か直接施設へ

■ えほんの読み聞かせ会
3月1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17日（木）・3月10日（木）11時

～11時30分	 未就学児と保護者	
当日直接施設へ

■ 春休みこどもおさらい教室（全3回）
英語・国語・算数
3月28日（月）～30日（水）14時～16

時20分	 小学生14人（抽選）	
9,000円	 2月25日までに電話か直
接、または かファクスに を書い
て施設へ

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）

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
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■ 港南区ひまわり管弦楽団 団員募集
シューベルトとビゼーの交響曲を演奏
しよう。7月17日（日）に定期演奏会
毎週日曜日18時～20時30分	

上永谷コミュニティハウスほか	 高
校生以上	※担当楽器は要相談	 月
4,000円、入会金2,000円	 2月11
日からＥメールに と担当楽器を
書いて楽団事務局（ himawari_
orch_jimukyokuyi@yahoo.co.jp）
へ	 伊沢（ 090-2532-4982	※18
時以降）

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。

■ 港南区
 硬式テニスミックスダブルス大会
3月6日（日）～12日（土）・27日（日）

9時～19時	 日野中央公園	 区内
在住・在勤・在クラブの48組（抽選）	
5,000円	 2月21日までに に
と所属クラブ・戦績を書いて大

塚テニスクラブ（〒234-0054	港南台
7-49-37）へ	 柴田（ 090-7945-
9133）
■ 港南区民卓球大会
男子シングルス、女子ダブルス、初級・
中級シングルス
3月20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）

■ 笑いの体操で免疫力・認知機能UP！
毎週火曜日	10時～11時30分	

港南台地区センター	 500円	 当
日直接会場へ	 佐久間（ 090-
6100-0725）

■ 一日生け花体験教室
 ひな祭りの花
2月26日（土）10時～12時	 港南

地区センター	 市内在住・在勤の人
10人（小学生以下は保護者同伴）（先
着）	 1,300円	 2月11日9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	
■ あそび・隊！ おたのしみ劇場
3月25日（金）10時～11時、11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
15組（先着）	 300円	 2月21日か
ら電話であそび・隊！	の荻野（ 090-
5348-9362）へ
■ 着つけサークル会員募集
毎月2回①木曜日②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	 女性		
月1,500円	 電話で①東

あずま

（ ・
871-8098）②天

あま

田
だ

（ ・ 772-6488）
へ	※開催日は問合せを

■ 区民土曜バドミントン教室（全12回）
4月～5年3月の毎月第3土曜日

（11月は第2土曜日）11時～12時50
分	 港南スポーツセンター	 区内在
住の小学3年生以上65人（先着）	
10,800円、小学生7,800円	 2月11
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	 821-6567）へ
■ 春季港南区民野球大会
3月21日（祝）～7月25日（月）	 新

横浜公園（ＪＲ小机駅下車）ほか	 区
内在住・在勤の社会人チーム（1チー
ム監督含め30人以内）	 20,000円		
2月26日～3月6日に申込書（区野

球協会ホームページでダウンロード）
に費用を添えて直接カトウスポーツ店
（港南台9-24-6、 832-3898）へ

■港南ラウンジ祭り
日本語で話そう、世界の歌	など
2月20日（日）10時30分～15時30

分	 区民文化センター	ひまわりの郷	
当日直接会場へ

■ 講座 好きなこと、やりたいことで
 ボランティア
3月13日（日）10時～11時30分	

15人（先着）	 2月12日9時から電話
か直接施設へ
■ ロシアの家庭料理
3月10日（木）9時30分～13時	

24人（先着）	 1,500円	 2月12日
9時から費用を添えて直接施設へ
■ 初心者のためのパソコン講座
①やり直しのWord	②Wordを使い
こなす	③イチからはじめるExcel	④
Excelを使いこなす
①3月3日	②3月10日	③3月17日	

④3月24日いずれも木曜日	13時30
分～16時	 マウス操作と文字入力
ができる人各10人（先着）	 各1,500
円	 2月11日9時から費用を添えて
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
■竹細工 ～竹の鳥笛・箸・しゃもじ
3月27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5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27日（日）13時～15時	 10人

（小学生以下は保護者同伴）（先着）	
2月11日9時から電話か直接施設へ

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）

■切り絵
動物または花に挑戦（見本あり）
3月9日（水）10時～12時	 8人

（先着）	 300円	 2月25日10時か
ら電話か直接施設へ

■パン教室（地場産野菜を使って
 パンを作ろう）
3月13日（日）13時～16時	 小学

生以上12人（小学生は保護者同伴）
（抽選）	 1,600円	 2月22日まで
に に を書いて施設へ
■ 植物観察会
3月12日（土）9時30分～12時	

14人（先着）	 2月16日9時から電話
で施設へ

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）

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）

■横浜ばら会写真部写真展
2月20日（日）～3月6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
■ 果樹の剪

せ ん

定
て い

講座＜カンキツ＞
3月19日（土）13時30分～15時30

分	 14人（抽選）	 1,000円		 3月
5日までに直接、または かファクス
に を書いて施設へ
■ こどもサイエンス講座
 花粉のスゴイひみつ！
 ～花を見つけて顕微鏡で見よう！
3月21日（祝）13時30分～15時30

分	 小・中学生7人（小学生は保護者
同伴）（抽選）	 1,000円		 3月7日
までに直接、または かファクスに

と学年・保護者氏名を書いて施
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）

横浜南税務署からのお知らせ
申告書作成会場を開設します
日時 	2月1日（火）～3月15日（火）
 8時30分～16時（相談は9時15分から）
	 ※土・日曜日、祝休日を除く（2月20日（日）・27日（日）は開場）
	 ※入場整理券を配布します
	 ※駐車場は使用できません

郵送は東京国税局業務センター横浜南分室へ
〒236-8551		金沢区並木3-2-9
インターネットで確定申告書等の作成
と提出ができるe-Taxがお薦めです

　3月16日以降に申告した内容は、6月に発行する納税通知書に反映
できない場合があります。（この場合、7月以降に税額変更通知書等を
お送りします）

※医療費控除の申告をする人は、必ず医療費控除の明細書を提出して
ください（領収書は5年間保管してください）
※所得税の確定申告をした上場株式等の配当所得・譲渡所得につい
て、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、必ず納税通知書が
送達される前に申告書類を提出してください

※窓口は混雑が予想されます。できるだけ郵送で申告してください

   問合せ
 
横浜南税務署（ 789-3731）    問合せ

 
区役所市民税担当（ 847-8351	 841-1596）

令和4年度市民税・県民税の申告は
3月15日（火）までに区役所市民税担当へ

確定申告 検索
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