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人口と世帯数（令和4 年6月1日現在） ホームページ ピアッザ
ツイッター

情報
発信中！人　口… 214,832 人

世帯数…96,918世帯

編集・発行　港南区役所広報相談係（ 847-8321 846-2483）

〒233-0003  港南区港南4-2-10

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）
港南区役所

開庁
時間

注
意
事
項

港南区役所 検索

5 〜12ページは港南区版です

2022年

No. 297 7月号

 問合せ  区役所企画調整係（ 847-8328  841-7030）

　小学生の皆さんから、区内のお気に入りの景色や建物、イベントなどの写真
を募集します。ふだんから好きな景色や、新しく見つけた場所の写真とコメント
を一緒にお寄せください。
　寄せられた写真とコメントは「港南区デジタル観光マップ」に掲載するほか、
区内商業施設や地下鉄の駅などで展示します。また、抽選で市営バス・地下鉄
施設見学会参加の特典があります。

対　象
 
区内在住・在学の小学生

テーマ
 
区内の好きな景色、建物、公園、お店、食べ物、お祭りなど、たくさんの人に

 知ってもらいたいもの・好きなもの
サイズ

 
写真データ（JPEG・1投稿7MB以下）、または四つ切版（254㎜×305㎜）

応募先
 
9月3日までに、住所・氏名・ペンネーム・学年・Eメールアドレスまたは電話番号、

 写真タイトル・写真を撮った住所と「好きな理由」、市営バス・地下鉄の施設見学
 希望の有無を書いて、写真を応募フォーム、Eメール、
 郵送または直接区役所企画調整係
 （ kn-kikaku@city.yokohama.jp、
 〒233-0003 港南4-2-10  55番窓口）へ
 港南こどもまち自慢 検索

応募は保護者の人と一緒に行ってください。
個人が特定できる写真を応募する場合は、必ず写っている本人の承諾を得てください。
応募作品は区役所の事業で使用することがあります。また応募作品は返却しません。
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、施設見学の開催を中止する場合があります。

　地域のことを知り、地域のことが好きになり、地域の良さを発信する小学生です。
応募してくれた人全員に「こどもアンバサダーカード」をプレゼント！

 区内商業施設展示  市営バス・地下鉄見学会

昨年は京急百貨店など6か所で展示しました バス運行管理中 バス修理工場

神明社のコマさん

きれいなひまわり畑

生き物たちのお祭り

大好きな長町公園

デジタル観光マップ

新型市営地下鉄4000形

応募フォーム
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動画コンテスト作品募集

ひまわりの花
絵画コンクール作品大募集

 問合せ  区役所地域運営推進係（ 847-8391 842-8193）

 問合せ  区役所健康づくり係（ 847-8437 846-5981）

 問合せ  区役所資源化推進担当（ 847-8398 842-8193）

 問合せ  区役所障害者支援担当（ 847-8459 845-9809）

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。

　小学校の低・中・高学年の部、各部門から入賞作品を選定・表彰
します。入賞作品は、区内商店街などで展示する予定です。

（主催：区商店街連合会・区役所）

対　象
 
区内在住・在学の小学生

サイズ
 
四つ切画用紙

応募方法
 
9月2日までに、作品の裏面
に、 ・学校名・学年を書
いて直接、または郵送で区役
所地域運営推進係（5階54
番窓口、〒233-0003 港南
4-2-10）へ

※ 入賞作品は、区商店街連合会・事業協賛者・
区役所の事業で使用することがあります

　養成セミナーを受講して、ヘルスメイトとして活動しませんか？
　「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、食や運動を中心にしたボランティア
活動（健康講座やイベント啓発）を行っています。

ヘルスメイトになって地域に友達が増えました

自主製品も作っています

養成セミナー
調理実演

　3Ｒ（リユース〔再使用〕・リデュース〔減量〕・リサイクル〔再利
用〕）をテーマにした30秒以内の動画を募集します。
　応募方法や昨年の投稿作品は区ホームページをご覧ください。
募集期間

 
7月22日（金）～10月14日（金）

対　象
 
区内在住・在学の小・中学生

日　時
 
9月7日・21日、10月5日・26日、11月30日、12月7日、令和5年1月11日、

 2月1日　いずれも水曜日　13時30分～15時30分
内　容

 
講話（食生活、生活習慣病予防、お口の健康、食品衛生、運動講座 など）

会　場
 
区役所

対　象
 
区内在住でヘルスメイトとして活動を希望する、原則全8回受講できる人

 20人（抽選）
費　用

 
テキスト代1,200円程度

申込み
 
8月12日までに電話、またはファクスに を書いて区役所健康づくり係へ

　下永谷駅を出て右へ8分ほどの所にある、3階建アパートの2階がシャ
ローム港南の作業所です。
　1日の始まりは、朝のミーティング後、みんなで元気にラジオ体操！ 体操
が終わるとそれぞれが担当する作業に取り掛かります。室内ではメール
便の仕分けやちらしの封入作業を、屋外ではメール便の配達や、公園・
学校プールの清掃などを行います。また、日々の生活のちょっとしたお手
伝いをする家事代行サービスも請け負っています。
　仕事をするときは一生懸命、誕生会やスポーツなどのイベントも仲間
と仲良く一生懸命、でものんびりしたいときは室内でのんびり過ごすこ
とができる。そんな素敵なシャローム港南を演出しているものの一つが、
壁に飾られている仲間たちの書初めです。書いてある言葉は「愛」「大丈
夫」「美人になりたい」「禁煙継続中」「鮭」など。皆さんも訪問してみた
くなりませんか？

シャローム港南

シャローム港南
下永谷4-3-5
・ 443-6505

開所時間：9時～17時
休所日：土・日曜日、祝休日

　「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。

未来のために
今できることを

発信しよう

港南区の花
ひまわりが
いっぱい！

受講者
募集！

食生活等改善推進員（ヘルスメイト）
養成セミナー（全8回）

昨年度区長賞作品

港南区3Ｒ夢！ 動画コンテスト 検索
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区民企画運営講座の
お知らせ

「こうなん子どもゆめワールド」
子どもスタッフ募集

港南図書館 de YES（ヨコハマ・エコ・スクール）

 問合せ  区役所区民活動支援係（ 847-8397 842-8193）

 問合せ  区役所危機管理・地域防災担当（ 847-8315 841-7030）

 問合せ  こうなん子どもゆめワールド実行委員会事務局
 （区役所青少年育成担当内、 847-8396 842-8193）

 問合せ  港南消防署（ ・ 844-0119）
 区役所健康づくり係（ 847-8438 846-5981）

横浜市　熱中症 検索

マイ・タイムライン

 問合せ  港南図書館（ 841-5577 841-5725）

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
本の貸出・返却・予約ができます	
7月14日（木）・28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）

　日頃、気になっていることや挑戦したいことをテーマに、区民の
皆さんが講座の企画・運営にチャレンジしています。
　詳細は、区役所などで配布しているちらしをご覧になるか、お問
い合わせください。

　昨年5～9月に区内で救急搬送した熱中症患者のうち半分が
65歳以上で、そのうち9割が中等症でした。
　特に高齢者や子ども、障害のある人は注
意が必要です。救急車を呼ぶか迷ったとき、
横浜市救急相談センター・横浜市救急受診
ガイドをご活用ください。

　梅雨時や台風シーズンは、大雨
による河川の氾濫や土砂災害の危
険が高まる時期です。
　マイ・タイムラインとは、大雨や
台風による水害等への対応を家族
構成や自宅周辺の災害発生リスク
に合わせ、時系列で整理した避難行動計画です。災害が発生して
から避難行動を考えるのではなく、「雨が降り始めたら」「警戒レ
ベルが発令されたら」など、状況の変化に応じた
行動をあらかじめ家族で話し合い、マイ・タイム
ラインを作りましょう。作成シートは市ホームペー
ジからダウンロードまたは区役所56番窓口で配
付しています。

内　容
 
出店ブースやステージのお手伝い

日　時
 
11月5日（土）8時30分～15時30分

場　所
 
出店ブース：港南ふれあい公園

 ステージ発表：港南公会堂 
 いずれも地下鉄港南中央駅下車
対　象

 
小学4～6年生50人

申込み
 
7月31日までにホームページから

　ペットボトルとソーラーパネルでエコランタンを作ろう！
日　時

 
8月3日（水）14時～15時30分

対　象
 
小学1～3年生12人（抽選）

申込み
 
7月21日12時までにホームページから

仲間に
出会える

今年も
熱中症に注意

風水害に
備える

開催期間 講座名・内容 人数・申込み

9 ～12月 親子のアトリエ
造形活動で子どもの育ちを豊かに

15組
8月から

開催期間 講座名・内容

5～8月 makeママハッピー 趣味づくり、ママ友作り！

6～10月 カイロ健康体操＆講座 体の仕組みを知り病気予防

7～11月 いきいき生活のヒント 衣食住をテーマに交流

6～12月 おやこカフェ その子らしさを生かす子育て

これから始まる講座

■ 横浜市救急相談センター（年中無休・24時間対応）

 ＃7119 または 232-7119
■ 横浜市救急受診ガイド
 病気やけがの緊急度や受診の必要性が
 確認できます。

こんな講座も企画されました （開講中）

■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

■もの忘れ相談（高齢者保健福祉相談）
7月27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

■困難を抱える若者のための専門相談
7月11日（月）・22日（金）、8月8日（月）14時～17時　 区役所4階
市内在住の15～39歳の人と家族
電話でよこはま南部ユースプラザ（ 761-4313	 761-4023）へ

■乳幼児・妊産婦歯科相談（乳幼児は歯科健診あり）
7月21日（木）13時15分～15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

横浜消防マスコット
キャラクター「ハマくん」

マイ・タイムライン
（避難行動計画）を作ろう！

区内の
熱中症救急搬送状況
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「自転車も 乗れば車の
  仲間入り」です。

自転車はルールとマナーを守って、
安全運転で楽しく乗りましょう。

　自転車は、幅広い世代が気軽に利用できる便利な乗り物です。 
しかし、危険運転による交通事故が多く発生しています。事故の被害者
や加害者にならないために自転車の交通ルール・マナーを守りましょう。

 問合せ  区役所地域運営推進係（ 847-8392 842-8193）

特 集

こんな自転車事故が区内で起きています

みんなのサイクルルールブック
よこはま コンパクト版

横浜市自転車ライフポータルサイト
By Cycle ヨコハマ

区役所54番窓口で配布しています。

自 転 車 保 険

交通ル ー ルを楽しく学べる
【自転車○×クイズ】や横浜
市内サイクリングマップなど
楽しい自転車ライフに役立
つ情報を発信しています。

　神奈川県警は、5月に自転車の交通ルール違反一斉取締まりを行いました。
　信号無視や一時不停止など、危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、自転
車運転者講習を受講しなければいけません。受講命令に違反した場合は、5万円以下の
罰金が科せられます。「自転車は車」という意識を持ち、交通ルールを守りましょう。正解は

正解は

正解は

出会い頭の事故

　神奈川県の条例により、横浜市は自転車保険加入が義務化されています。
歩行者を巻き込む死亡事故が起きることもあります。もしものとき、自分や
家族を守るために自転車保険に必ず入りましょう。

　坂道を下ってきた小学5年生の少年の自転車が、
歩行中の62歳女性と衝突し、歩行者の女性が
意識不明となった。
賠償金額：約1億円（Ｈ25年神戸地裁判決）

注意！  急には止まれない

電動アシスト付自転車は、
思いがけずスピードが

出てしまいます。

ながら運転

並進

二人乗り

飲酒運転

ベル乱用

道路交通法上、自転車は軽車両です。
車道と歩道の区別があるところは
車道通行が原則です。
車道の左側に寄って通行
しなければなりません。

車道通行が原則ですが、
やむを得ず歩道を通行するときは
車道寄りをすぐに止まれる速度で
通行し、歩行者が優先です。

やめよう！ 

危険運転

港南ひまわり83運動
マスコットキャラクター「83太郎」

クイズに
挑戦しよう

みんなのサイクルルールブックよこはま 検索

菅
かん

野
の

 重
しげ

和
かず

 港南警察署長

右左折時の事故
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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。

地産地消で環境に優しく！  港南区産野菜の直売会
　新鮮な野菜を、区内農家の皆さんが直接販売
します。おいしい夏野菜を食べて元気に過ごし
ましょう。
会場

 
港南公会堂前（地下鉄港南中央駅下車）

 ※雨天時は区役所1階区民ホールで開催
日時

 
7月13日（水）・20日（水）・22日（金）・

 27日（水）・29日（金）、8月3日（水）・10日（水）9時30分～11時
※7月22日、8月10日は野菜の摂取状況を測る「ベジメータ」を体験できます
※売り切れ次第終了します
※野菜の収穫状況等により中止になる場合があります

採れたて野菜が並びます

 問合せ  区役所企画調整係（ 847-8328 841-7030）

■港南区ひまわり管弦楽団による
	 サマーファミリーコンサート
7月24日（日）14時～15時	 200

人（先着）	 7月16日10時から施設
で整理券配布
■【夏休みこども講座】
	 大工さんと一緒にDIY
	 ～20ピースの挑戦
7月30日（土）10時～13時	 小・

中学生16人（小学1～3年生は保護者
同伴）（先着）	 1,000円	 7月11日
13時から電話か直接施設へ
■【夏休みふしぎ発見理科ひろば】
	 プログラミングロボットを作ろう
8月6日（土）10時～12時	 小学生

20人（1・2年生は保護者同伴）（先着）		
700円	 7月12日13時から電話

か直接施設へ
■【夏休みこども講座】
	 カラー粘土でフラワースティック
	 作り
8月7日（日）13時～15時	 小学生

12人（1年生は保護者同伴）（先着）	
800円	 7月12日13時から電話か
直接施設へ
■【夏休みこども講座】
	 ブルーカーボンってなんだろう？
8月9日（火）10時～11時30分	

小学生20人（1・2年生は保護者同伴）
（先着）	 300円	 7月12日13時か
ら電話か直接施設へ

〒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）

港南台地区センター

■	ドキドキ♪ふしぎ発見理科ひろば
8月3日（水）10時～11時30分	

小・中学生20人（小学1・2年生は保
護者同伴）（先着）	 500円	 7月13
日13時から電話か直接施設へ
■	ワイワイ♪プログラミング（全4回）
8月20日（土）・22日（月）・24日（水）・

26日（金）10時～12時30分	 小学4
年生～中学生6人（先着）	 1,000円	
7月13日13時から電話か直接施設へ

■	ハラハラ！	なりきり科学捜査官
8月23日（火）10時～12時	 小学

3年生以上12人（小学3年生は保護者
同伴）（先着）	 500円	 7月20日
13時から電話か直接施設へ
■	クチーナ♪イタリアーナ
	 マッシ先生のイタリア料理教室
8月27日（土）10時～13時	 18歳

以上12人（先着）	 2,000円	 7月
20日13時から電話か直接施設へ

■	SDGｓ講座　環境に優しい　新しい
発電方法って何？	燃料電池の仕組み
7月25日（月）10時～11時30分	

小学4年生～中学生18人（先着）	 7
月11日10時から電話か直接施設へ
■	子どもダンス教室
8月2日（火）～4日（木）10時～11時

30分	 小学生30人（先着）	 500円	
7月16日10時から電話か直接施設へ

■子ども科学実験教室「牛乳パックで
全自動ホットケーキ講座」
8月7日（日）10時～12時	 小学生

15人（1・2年生は保護者同伴）（先着）	
300円	 7月23日10時から電話

か直接施設へ
■SDGｓ講座
	 でんこちゃんのエネルギー教室
8月22日（月）10時～11時30分		
小学生20人（1・2年生は保護者同

伴）（先着）	 7月30日10時から電話
か直接施設へ

〒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）

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）

東永谷地区センター

■夏休みの物づくり
　「オリジナルハーバリウムを作る」
8月2日（火）10時～12時	 小学生

8人（1・2年生は保護者同伴）（抽選）	
300円	 7月21日までに に
と学年を書いて施設へ
■	夏休み子ども科学実験
　「磁石の不思議」
8月13日（土）10時～12時	 小学

生20人（1・2年生は保護者同伴）（抽
選）	 300円	 7月30日までに に

と学年を書いて施設へ
■	楽しく作ろう！
	 夏休みこどもパン教室
8月5日（金）10時～13時	 小学

生12人（1～3年生は保護者同伴）（抽
選）	 500円	 7月22日までに に

と学年を書いて施設へ
■	卓球大会
8月7日（日）9時～16時	 40歳以

上の男女各48人（先着）	 500円	
7月21日10時から費用を添えて直接
施設へ

■夏休み毎日キッズスペース
7月22日（金）～8月28日（日）15時

～16時30分	※8月8日を除く	 小
学生以下12人（未就学・障害児は保護
者同伴）（先着）	 当日直接施設へ

■学ぼう！	介護者の休息
	 試してみよう！	便利な福祉用具
8月4日（木）10時～12時	 15人

（先着）	 7月11日9時から電話か直
接施設へ

〒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）

野庭地区センター

〒233-0016　下永谷3-33-5
826-2640　 826-2641

下永谷地域ケアプラザ

〒234-0052　笹下3-11-1
843-3555　 843-2400

日下地域ケアプラザ

■夏休み港南子ども教室
　「エッグアートにチャレンジ」
7月30日（土）10時～11時30分	

小学生と保護者14組（先着）	 1,500
円	 7月11日13時から電話か直接
施設へ
■夏休み港南子ども教室
　「手作りリモコンカー」
7月31日（日）10時～11時30分	

小学生20人（1～3年生は保護者同伴）
（先着）	 500円	 7月12日13時か
ら電話か直接施設へ
■	夏休み港南子ども教室
　「ママと一緒にハンドケア」
ハンドマッサージ体験やバスボム作り
8月4日（木）10時～11時30分	

5歳以上の子と母親16組（先着）	
500円	 7月14日13時から電話か
直接施設へ
■	夏休み港南子ども教室
　「貝殻で作るオリジナルフォトスタンド」
8月7日（日）10時～12時	 小学生

16人（1・2年生は保護者同伴）（先着）	
500円	 7月16日13時から電話

か直接施設へ

〒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）

港南地区センター

今年度の「大
お お

賀
が

の郷 3万本の
ひまわりフェスタ」は中止です。

 問合せ  ひまわりフェスタ実行
 委員会（ 846-1187）
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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」	

■	昆虫展
7月30日（土）～8月4日（木）9時～

17時	 当日直接施設へ
■	変貌する円海山域の自然
7月31日（日）13時30分～15時30

分	 30人（先着）	 7月11日9時か
ら電話か直接施設へ
■	認知症家族のつどい
7月21日（木）10時30分～12時	

10人（先着）	 7月11日9時から電話
か直接施設へ

■ハレルヤ
ピアノと過ごす音楽の時間
9月8日（木）10時～11時	 65歳

以上の人25人（抽選）	 200円	 8
月15日17時までに申込書（施設配架）
を直接施設へ
■	おはなしの風
絵本の読み聞かせと手遊びの会
8月5日（金）10時30分～11時	 0

～2歳の子と保護者12組（先着）	 当
日直接施設へ
■	子どものイヤイヤ期について
保健師のお話
9月7日（水）11時～11時30分	 0

～2歳の子と保護者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
8月2日（火）10時～12時	 未就学

児と家族15組（先着）	 当日直接施
設へ

■	男のレコード喫茶
7月22日（金）13時30分～15時	

50歳以上の男性12人（先着）	 100
円	 当日直接施設へ

〒234-0054　港南台3-3-1
834-3141　 834-3145

港南台地域ケアプラザ

〒233-0003　港南4-2-7
845-4100　 845-4155

港南中央地域ケアプラザ

〒233-0011　東永谷1-1-12
826-1097　 826-1071

東永谷地域ケアプラザ

〒233-0006　芹が谷2-16-12
828-5181　 828-5182

芹が谷地域ケアプラザ

■	いつまでも歩ける体づくり講座
　（全3回）
関節痛予防改善体操
8月19日～9月2日の毎週金曜日	

10時～11時30分	 60歳以上の人
15人（先着）	 7月11日9時から電話
で施設へ
■	なごみの会
介護者同士の情報交換
7月19日（火）10時～11時30分	

介護をしている人10人（先着）	 当日
直接施設へ

■夏休み親子体験	藍染めで世界で
一つのTシャツを作ってみよう！
8月6日（土）13時～15時	 4歳以

上の子と保護者5組（先着）	 500円		
7月11日9時30分から電話か直接

施設へ
■	ピアノ伴奏で一緒に歌を楽しみま
せんか
8月11日（祝）10時30分～11時30

分	 20人（先着）	 100円	 7月
12日9時30分から電話か直接施設へ

■	おはなし会
7月27日（水）10時30分～11時	

未就学児と保護者5組（先着）	 当日
直接施設へ
■	夏休みクラフト教室
　「チラシでつくるエコバスケット」
7月30日（土）9時30分～11時30

分	 小学生8人（1・2年生は保護者
同伴）（先着）	 100円	 7月11日
10時30分から電話で施設へ
■	夏休みクラフト教室「ペーパークイ
リングでつくるキーフック」
8月4日（木）10時～11時30分	

小学生6人（1・2年生は保護者同伴）
（先着）	 300円	 7月11日10時
30分から電話で施設へ

〒234-0056　野庭町612
848-0111　 848-0106

野庭地域ケアプラザ

〒233-0012　上永谷4-12-14
・ 843-8950
休館：水・金曜日

上永谷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）

日野南コミュニティハウス

■	おはなしの会
7月20日（水）①14時～14時30分

②14時30分～15時30分	 ①未就
学児と保護者	②小学生	 当日直接
施設へ

■	夏休み！	たのしい本をしょうかい
	 します～ブックトークの会
7月27日（水）①10時～10時30分

②10時40分～11時10分	③11時20
分～11時50分	 ①小学1・2年生	②
小学3・4年生	③小学5・6年生各15人
（先着）	 当日直接施設へ
■	朗読「八月の光」を読む
	 ～児童書が伝える戦争
8月4日（木）10時30分～11時30

分	 小学生以上20人（先着）	 当日
直接施設へ
■	なつやすみ特別おはなし会
7月28日（木）11時～11時30分	

小学生以下20人（先着）	 当日直接
施設へ
■	図書館でボランティア
7月29日（金）8時40分～12時	

市内在住・在学の中学生・高校生4人
（先着）	 7月13日9時30分から電話
で施設へ
■	親子でたのしむおはなし会
7月20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

■	えほんの読み聞かせ会
8月2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
7月14日（木）11時～11時30分	

未就学児と保護者	 当日直接施設へ

〒233-0015　日限山2-16-1
・ 845-1155
休館：火・金曜日

日限山コミュニティハウス

〒234-0056　野庭町125
841-5577　 841-5725
	休館：7月19日（火）

港南図書館

〒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）

港南台北公園
こどもログハウス

■	夏休みチャレンジ
	 磁石でおもしろ工作
8月1日（月）10時～11時30分	

小学生10人（先着）	 300円	 7月
13日10時から電話か直接施設へ
■	夏休みチャレンジ
	 アロマで虫よけスプレーを作ろう
8月5日（金）10時～11時30分	

小学生10人（先着）	 200円	 7月
15日10時から電話か直接施設へ
■	おはなしの部屋
8月3日（水）10時30分～11時	

4歳以下の子と保護者8組（先着）	
7月19日10時から電話か直接施設へ

■	nani（美しい）フラ・ハラウ
	 フラダンスレッスン（全8回）
9月8日～10月27日の毎週木曜日

10時30分～12時	 18歳以上10人
（抽選）	 3,200円	 8月20日 ま
でに に と年齢を書いて施設へ

■理科クラブ夏休み工作教室
　「手作りモーターカー」
8月7日（日）10時～11時45分	 小

学生15人（1・2年生は保護者同伴）（先
着）	 500円	 7月11日10時30分
から電話か直接施設へ
■	桜道サロン
	 日本伝統	折り紙を楽しもう！
8月24日（水）10時～11時45分	

12人（小学2年生以下は保護者同伴）
（先着）	 100円	 7月11日10時
30分から電話か直接施設へ
■	ちびっこ「学びのひろば」
	 クイズで楽しくあそぼう
8月20日（土）10時～11時	 小学

1～3年生10人（先着）	 7月11日10
時30分から電話か直接施設へ

〒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）

上大岡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

港南台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）

桜道コミュニティハウス

凡 

例
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■	あそび・隊！	の
　「大人のための絵本たいむ」
7月29日（金）10時～11時	 港南

中央地域ケアプラザ	 200円	 当
日直接会場へ	 あそび・隊！の橋本
（ 090-5438-6035	 832-2061）
■	ソフトテニス大会
8月21日（日）9時～17時	 日野中

央公園	 高校生以上50組（抽選）	
2,000円、高校生1,000円	 8月3日
までに電話、またはファクスに を
書いて池邉（ 090-3591-0412	
840-0433）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。

■	社交ダンス
①夏の初級（基礎）教室（全11回）
②夏の初・中級教室（全11回）
①7月14日～9月29日の祝日を除

く毎週木曜日	②7月15日～9月30日
の祝日を除く毎週金曜日	19時～20
時30分	 港南スポーツセンター	
①男女各15人	②男女各10人（先着）	
各6,000円	 7月11日9時から電

話、または に と性別、経験年
数、年齢を書いてこうなん文化交流協
会ダンス部会の吉浦（〒234-0051	日
野1-2-30、 080-3421-7744）へ
■	港南区民硬式テニス教室（全8回）
9月7日～11月2日の毎週水曜日	

※予備日含む	①9時～10時45分	②
11時～12時45分	 日野中央公園	
区内在住・在勤・在クラブの人50人

（抽選）	 7,000円		 8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）

■	港南区ひまわり管弦楽団
	 定期演奏会
7月17日（日）14時～	 区民文化

センター	ひまわりの郷	 小学生以上
50人（小学生は保護者同伴）（先着）		
当日直接会場へ	※12時30分から

整理券配布	 伊沢（ 090-2532-
4982）
■	大岡川リバースクール
　「大岡川の生きもの調べ」
7月23日（土）9時～12時	 青木神

社（京急・地下鉄上大岡駅下車）集合	
小学3年生以上15人（先着）	 500円	
7月11日9時から電話で大岡川流域

まちかわ衆の宮本（ 783-7638）へ
■	Na	Pua	O	Kounan	Hula	Hoike
～港南区にハワイの風を

フラダンス発表会
7月24日（日）12時30分～16時15

分	※開場12時	 港南公会堂（地下
鉄港南中央駅下車）	 500人（先着）	
当日直接会場へ	 佐々木（ 080-

5466-9232	 824-9232）

■	港南区民バドミントン大会
	 夏団体戦
8月21日（日）9時～21時	 港南ス

ポーツセンター	 区内在住の高校生
以上45チーム（先着）	 男性8,400
円、女性7,200円、混合7,800円	 7
月17日から申込書（区バドミントン協
会ホームページからダウンロード）をＥ
メールで同協会（ kounan-b.a@
dg7.so-net.ne.jp）へ	 永吉（
090-4386-0846）
■	港南区区民文化祭参加者募集
民謡、吟剣、ダンス、音まつりほか
11月3日（祝）11時～19時30分	

港南公会堂（地下鉄港南中央駅下車）	
各部	数組（先着）	※協会会員は除

く	 個人2,000円、団体2,000円＋
500円×人数	 7月11日から電話、
またはファクスに と内容を書い
てこうなん文化交流協会事務局（〒
234-0051	日野1-2-30、 ・ 844-
9447）へ

■	地域デビュー講座「学生のための
	 ボランティア入門講座」
8月2日（火）10時～12時	 港南区

役所（地下鉄港南中央駅下車）	 高
校生以上の学生15人（先着）	 7月
12日9時30分から電話か直接施設へ
■	Let'sプロデュース！	企画
　「こども科学捜査体験講座」
8月3日（水）10時～12時	 小学生

12人（先着）	 300円	 7月12日9
時30分から電話か直接施設へ

■	作ろう	南の島の癒しの楽器
	 パイプチャイム
8月21日（日）11時～、14時～	

小学生以上各20人（先着）	 1,000
円	 7月15日10時から直接、または
同日14時から電話で施設へ
■	玉縄城と笹下城そして本牧郷
歴史入門
8月21日（日）10時～11時30分	

30人（先着）	 200円	 7月15日10
時から電話で施設へ
■	磁石を学んで工作しよう
8月20日（土）13時30分～15時30

分	 小学3年生以上30人（先着）	
300円	 7月15日10時から電話で
施設へ

■	フラワーアレンジメント教室
アーティフィシャルフラワーで作ろう
7月21日（木）10時～11時30分	

8人（先着）	 4,400円	 7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

〒233-0004　港南中央通10-1
841-9361　 841-9362

休館：月曜日

港南区民活動支援センター

〒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

港南区民文化センター
ひまわりの郷

〒234-0053　日野中央2-2
846-4489　 349-5530

日野中央公園

■夏休みこどもプログラミング教室
①スクラッチで簡単なプログラミング
②スクラッチで正五・六角形のプログ
ラミング
①8月4日（木）	②8月11日（祝）10

時30分～12時	 ①小学3年生以上	
②小学4年生以上各10人（先着）	
1,000円	 7月11日9時から電話か
直接施設へ

■	視覚障がい者の誘導入門講座
　（全3回）
8月27日～9月10日の毎週土曜日

10時～12時	 区内在住・在勤の人
10人（抽選）	 8月12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
■	視覚障がい児のための
　「指で読む絵本」作り講座（全4回）
9月8日・15日・22日、10月13日い

ずれも木曜日10時～12時	 区内在
住・在勤の人10人（抽選）	 500円	
8月19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

■わら細工～わらぞうり作り
8月21日（日）9時30分～13時	

20人（小学生以下は保護者同伴）（先
着）	 800円	 7月26日9時から電
話か直接施設へ
■	夜の里山生きもの探検
7月30日（土）18時45分～20時30

分	 10人（中学生以下は保護者同伴）
（先着）	 中学生以上500円、小学生
200円	 7月13日9時から電話か直
接施設へ

〒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

港南国際交流ラウンジ

〒233-0003　港南4-2-8
841-0256　 846-4117

港南区社会福祉協議会

〒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）

舞岡公園  小谷戸の里

■	あかちゃんのへや
7月15日（金）、8月5日（金）10時～

12時	 0歳の子と保護者	 当日直
接施設へ
■	心理師さんとひろばで話せるよ
7月27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
■	赤ちゃん相談
助産師に相談
8月3日（水）10時～11時40分	 未

就学児と保護者5組（先着）	 7月12
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	
①7月15日(金)10時30分～11時

30分	②7月23日（土）12時30分～
13時30分	③8月3日（水）12時30分
～13時30分	 ①日下地域ケアプラ
ザ	②③はっち	 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）	 7月12日10時
から専用電話（ 515-7306）か直接
施設へ

■事前受付教室	～追加募集受付中
ピラティス、ヨガ、背骨コンディショニ
ング、身体のメンテナンス、姿勢コン
ディショニング、歌声サロン、卓球、太
極拳、バドミントン、フラダンス、健康
マージャン（入門・初級、中級）、てんコ
ツ体操、フレイル予防、親子体操、幼
児体操、体育苦手克服、親子リトミッ
ク、子ども運動基礎、小学生体力向上、
ヒップホップ、空手、フットサル
7～9月	 有料	 電話か直接施設

へ	※詳細は問合せを

〒234-0051　日野2-4-6
840-5882　 848-0688

休館：祝休日、日・月曜日、7月19日（火）

地域子育て支援拠点  はっち

〒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）

港南スポーツセンター

■パン教室
8月7日（日）13時～16時	 12人

（小学生以下は保護者同伴）（抽選）	
1,600円	 7月21日までに に
を書いて施設へ

■	女性としごと応援デスク
①しごとと生活設計相談
②キャリアカウンセリング
①8月20日（土）13時～、14時～、

15時～	②8月13日（土）・26日（金）
10時～、11時～、13時～、14時～	
女性①3人	②各4人（先着）	 7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
■	フォーラム南太田マルシェ
	 新鮮な野菜と手づくり品が楽しめる
7月15日（金）11時～14時	 当日

直接施設へ

■	初心者向け
	 ボタニカルアート体験教室（全6回）
9月14日～5年2月8日の毎月第2

水曜日10時～12時	 18歳以上12人
（抽選）	 8,000円	 8月4日までに
直接、または かファクスに を
書いて施設へ
■	ピンホールカメラ体験教室
8月13日（土）10時～12時	 小・

中学生10人（小学生は保護者同伴）
（抽選）	 1,000円	 7月30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

〒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）

舞岡ふるさと村  虹の家

〒232-0006　南区南太田1-7-20
714-5911　 714-5912
休館：第3月曜日

フォーラム南太田

〒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）

こども植物園
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