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5 〜12ページは港南区版です

2022年

No. 300 10月号

日野南3-1-2

※完成イメージ

月〜土曜日（年末年始を除く）
8時〜16時45分

所在地 取扱業務 

開所日時 
●	燃やすごみ等の収集運搬

●	センターリサイクル（資源物の回収）
回収品目： 燃えないごみ（ガラス、陶器類、蛍光灯、電球等）、
 スプレー缶、乾電池、缶、びん、ペットボトル、
 小さな金属類、プラスチック製容器包装、古紙類、古布
受付時間： 9時～16時

●	小型家電、充電式バッテリー、ボタン電池の回収
●	フードドライブの受付

●	集積場所の新規設置及び移動
または廃止申請の受付

●	資源集団回収団体
	 登録申請の受付

ごみと資源物の分け方
出し方についてはこちら
横浜市ごみと資源 検索

粗大ごみの申込みは粗大ごみ受付センターへご連絡ください

粗大ごみの自己搬入は鶴見区・緑区・泉区・栄区の自己搬入ヤードをご利用ください。
港南事務所は粗大ごみの自己搬入ができません。   

045-330-3953携帯電話やIP電話などの定額制や
無料通話サービス利用

	問合せ  資源循環局港南事務所（ 832-0135 832-5204）

■電話受付（月～土曜日（年末年始を除く）8時30分 ～17時）

携帯電話・スマートフォンで申し込み可能

■インターネット受付（年中無休）

■チャット受付（年中無休）
へら星人
ミーオ

「ヨコハマ３
ス

R
リ

夢
ム

！」
マスコット イーオ

0570-200-530一般加入電話などから横浜市　粗大ごみ 検索

横浜市粗大ごみ自己搬入ヤード 検索
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 問合せ  区役所企画調整係（ 847-8327 841-7030）  問合せ  区役所企画調整係（ 847-8328 841-7030）

 問合せ  区役所資源化推進担当（ 847-8398 842-8193）  問合せ  区役所地域運営推進係（ 847-8391 842-8193）

 問合せ  区役所保育担当（ 847-8498 842-0813）

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。

　節電を通じた地球温暖化対策の取組の一環とし
て、区内事業者の協力により、10月29日(土)19
時～20時の間、一斉消灯を実施します。(消灯時
間は各事業者により異なります。)
　また、同日天ぷら油の回収及びキャンドル作りを
行います。

天ぷら油(植物性食用油)の回収・キャンドル作り
日　時

 
10月29日(土)15時～17時

場　所
 
無印良品港南台バーズB1Ｆ

 ・ キャンドルの作成は30分程度。先着50人まで。
 ・ 油の入っていたボトルやペットボトルに入れてお持ちください。

考えてみよう、雲ができる仕組みや地球温暖化のこと。
日　時

 
12月3日（土）

 10時～11時30分、13時30分～15時
会　場

 
区役所6階

対　象
 
区内在住・在学の小学生と保護者 各15組（抽選）

 ※1組2名
持ち物

 
炭酸飲料が入っていた500㎖の空ペットボトル1本

 （キャップ含む）
申込み

 
11月18日までに区ホームページから

 ※11月24日までに結果をお知らせします 
港南区　環境学習講座 検索

　市立南高等学校・附属中学校では、
まだ食べられるのに廃棄される「食品ロ
ス」を自分たちの問題として捉え、フード
ドライブ活動を行っています。
※ 活動内容は区ホームページで11月に

公開予定

◎フードドライブ活動とは
　食品ロスを減らし、食品を必要として
いる人へ支援を行い、食品を通じ地域や企業がつながる【持続可
能な食の循環】の取組です。各家庭の未使用食品を持ち寄り、フー
ドバンク団体や地域の福祉施設などで活用します。
　区役所54番窓口で未使用食品を受け付けています。詳しくはお
問い合わせください。

 ● 就労証明書様式の配布
 10月3日（月）から　区役所40番窓口で配布
 ● 保育所等利用案内・申請書類の配布
 10月12日（水）から
 ・区役所40番窓口 ※10月12日のみ区役所1階エレベーター前
 ・行政サービスコーナー（上大岡駅・港南台）
 ・区内認可保育所
 ※利用案内・申請書類はインターネットでダウンロード
  できます 

 
横浜市　保育所　令和5年度 検索

 ● 願書の配布　10月15日（土）から　各園で配布　　　 ● 願書の受付　11月1日（火）から　各園で受付

認可保育所、認定こども園（保育利用）、小規模保育事業等を利用したい場合

幼稚園、認定こども園（教育利用）を利用したい場合

 横浜市認定・利用調整事務センターへの申請が必要です。

 希望する園に直接願書を提出してください。

 ● 申請方法・期限
 保育所等利用案内に添付の専用封筒で郵送。11月2日
 次の場合は郵送での申請ができません。早めに相談してください。

 ★ 障害などにより配慮を必要とする子が利用する場合
  10月中に区役所への事前相談（予約制）が必要です。
   ▶︎ 847-8457

 ★ 市外の認可保育所等の利用を希望する場合
  希望先市町村に必要書類や締切日を確認のうえ、その締切日
  の10日前までに区役所40番窓口に提出してください。

　主催：港南区商店街連合会
販売期間

 
10月21日（金）～ 完売まで

利用期間
 
11月1日（火）～12月31日（土）

購入上限額
 
5,000円単位で100,000円まで ※購入は現金のみ 
5,000円購入で6,000円分の買い物が出来ます

利用方法
 
スマートフォンで専用アプリ「港南区ひまわりPay」を
ダウンロード

 ※利用できる店舗は専用アプリで確認できます

親子で学ぶ！節電に
取り組む お天気実験教室ライトダウン港南

  プレミアム付き電子商品券
「港南区ひまわりPay」が始まります

申請・受取はとっても簡単！

「捨てない」を当たり前に
市立南高等学校・附属中学校生徒の

食品ロス削減取組

7月に区社会福祉協議会
から感謝状を授与

令和5年4月から保育所等の利用を希望する皆さんへ
保育所等利用案内・申請書の配布と申込みが始まります

iPhone Android

ライトダウン
港南HP

20％の
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 問合せ  こうなん文化交流協会（ ・ 844-9447）
 区役所区民活動支援係（ 847-8394  842-8193）  問合せ  区役所事業企画担当（ 847-8441 846-5981）

 問合せ  区役所区民活動支援係（ 847-8399 842-8193）

（タカミチ）

（サブロー）

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

■	介護予防ボランティア養成講座〜「ハマトレ」編（全2回） 
11月18日（金）・25日（金）14時～16時30分 港南スポーツセンター 区内

在住のおおむね40歳以上20人（抽選） 11月4日17時までに電話、またはファ
クスに を書いて区役所高齢者支援担当（ 847-8419 845-9809）へ
■	移動図書館はまかぜ号
本の貸出・返却・予約ができます 

10月20日（木）、11月3日（祝）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）

　区民の皆さんが日頃の活動の成果を披露する秋の一大イベント
です。箏

そ う

曲
きょく

、民謡、詩
し

吟
ぎ ん

、ダンス、絵画、小学生俳句、生け花、お点
前などを鑑賞できます。港南公会堂や上大岡で芸術の秋を満喫し
ませんか。

舞台発表
日時

 
11月3日（祝）11時30分から

会場
 
港南公会堂（地下鉄港南中央駅下車）

港南区ART展
日時

 
11月4日（金）～9日（水）10時～17時

 （初日は13時から最終日は15時まで）
会場

 
港南区民文化センター　ひまわりの郷　ギャラリー

こうなん華道展
日時

 
11月4日（金）～7日（月）10時～18時

会場
 
京急百貨店・ウィング上大岡3階連絡通路（京急・地下鉄上
大岡駅下車）

　区内の事業者が、普段の挨拶や声掛け
などをきっかけにして、地域の皆さんの変
化や困りごとに気付き、見守り協力事業
者としてゆるやかに地域を見守ります。

（6月末現在393事業者）

港南区“見守り・支えあい”のまち
　港南区では、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう
に、さまざまな「見守り・支えあい」の取組を進めています。
　見守り協力事業者は随時募集しています。詳しくはお問い合わ
せください。

港南区　見守り協力事業者 検索

「ピーターとおおかみ」などのお話を、生演奏とともにお届け！
日　時

 
11月23日（祝）14時～15時30分

 ※13時30分開場
出　演

 
と・び・ら

会　場
 
区役所6階

対　象
 
小学生以上70人（抽選）

申込み
 
10月31日までに区ホームページ

 から。11月8日までにメールで結果を
 お知らせします。
 港南区　読書活動推進講演会 検索

読書活動推進
講演会

芸術の秋を
楽しむ！ あなたの近くに港南区区民文化祭 見守り

協力事業者

秋のおはなしコンサート
〜ことばと音色のおくりもの

■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）
10月26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
10月11日（火）・28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）

10月13日（木）9時15分～11時、
　10月26日（水）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。

■肺がん検診
11月22日（火）9時～10時45分
区役所3階（健診・検査フロア）
5年4月1日現在で40歳以上35人（先着）
胸部Ｘ線撮影：680円
11月9日～11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

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

申込みはこちらから

ステージプログラムは10月
から区役所・区民利用施設
で配布します。

港南図書館
マスコットキャラクター
こうなんうさぽん

インターネット
での申込みは

こちら
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順番 開始時間 終了時間 団体名 内容

10時00分 10時05分 開会宣言、実行委員長挨拶、来賓紹介

1 10時05分 10時15分 野庭聖佳幼稚園鼓笛隊 楽器演奏

2 10時15分 10時25分 港南つくしんぼ保育園 ダンス

3 10時25分 10時35分 Passion Girls チアダンス

4 10時35分 10時50分 （社福）伸愛会　はるかぜ保育園 ピアニカ・体操

5 10時50分 11時00分 オズキッズダンス ジャズファンク

6 11時00分 11時10分 桜岡学童クラブ こま・けん玉パフォーマンス

7 11時10分 11時20分 坂東流　日本舞踊　小学生の部 日本舞踊　胡蝶

8 11時20分 11時30分 坂東流　日本舞踊　中学生の部 日本舞踊　手習い子

9 11時30分 11時40分 チアチームglanz ダンス

10 11時40分 11時50分 RKCストリートダンス ダンス
11時50分 12時50分 休憩

11 12時50分 13時00分 千童太鼓 和太鼓

12 13時00分 13時10分 アロハフラナネア フラダンス

13 13時10分 13時20分 アグリ上大岡スカイパンサーズ チアリーディング

14 13時20分 13時30分 チュッパチャップス ダンス

15 13時30分 13時40分 KN Kittys キッズダンス

16 13時40分 13時50分 MY fit dance! ダンス

17 13時50分 14時00分 ピュアあかいくつ ダンス・手話歌

18 14時00分 14時10分 MFD ダンス

19 14時10分 14時20分 Mitchy’s フラダンス

20 14時20分 14時30分 Rskee K-POPダンス

21 14時30分 14時40分 横浜ハーティースポーツクラブ
ヒマワリハーツ チアダンス

22 14時40分 14時50分 HIVAORA タヒチアンダンス

1

3 4

11 11 11

5

2 港南区地域子育て
支援拠点はっち

港南スポーツ
センター

港南スポーツ
センター

港南地区
センター
港南地区
センター

港南公会堂港南公会堂 港南区役所・消防署港南区役所・消防署

港南つくしんぼ保育園港南つくしんぼ保育園

港南ふれあい公園港南ふれあい公園

横浜刑務所横浜刑務所

港南区民活動
支援センター
港南区民活動
支援センター

6 9
8

8
10

12

8
7

・ 港南区生活支援センター
・ 港南中央地域ケアプラザ（1・2F）
・ 港南区生活支援センター
・ 港南中央地域ケアプラザ（1・2F）

・ 港南区社会福祉協議会（3F）
・ そよかぜの家（1・2F）
・ 港南区社会福祉協議会（3F）
・ そよかぜの家（1・2F）

地下鉄ブルーライン

至上大岡

至上永谷

港南橋 桜道入口

「港南橋」
バス停

「港南区総合庁舎前」バス停出口2

出口1
「港南区総合
庁舎前」バス停

港南中央港南警察署前港南中央駅

室
の
木
通
り

警
察
署

桜
道

港南中学校

商業施設

詳しくはリーフレット（区役所、地区
センター等区民利用施設で配布）、
または区ホームページで

※問い合わせは各会場へ

「　　　 「野菜たっぷりパン＆弁当」販売
　区内障害者施設で働く皆さんが心を込めて作った、
野菜たっぷりで体にやさしいパンとお弁当の販売です。
10月に区役所1階で販売します。
　販売日は、区ホームページをご覧ください。
港南区　野菜たっぷりパン＆弁当 検索

1  はっち祭
	 ①親子ダンス	 事前申込 　②日曜特別開館
日	時

 
10月16日（日）

 ①9時 50分～10時50分、
 　11時 15分～12時15分
 ②10時～16時
会	場

 
①港南スポーツセンター

 ②地域子育て支援拠点はっち
問合せ

 
地域子育て支援拠点はっち

  （ 840-5882 848-0688）

5  区民活動支援センター★こどもまつり 事前申込

	 バルーンアート、似顔絵、お菓子釣りなど
日	時

 
11月 5日（土）10時～15時

会	場
 
区民活動支援センター

問合せ
 
区民活動支援センター （ 841-9361 841-9362）

7  はたらく車大集合！
	 消防車両、警察車両などの展示
日	時

 
11月 5日（土）10時～15時

会	場
 
港南消防署ガレージ

問合せ
 
港南消防署 （ ・ 844-0119）

8  そよかぜふれあいまつり
	 射的、スーパーボールすくい、バザーなど
日	時

 
10月 29日（土）10時～11時30分

会	場
 
そよかぜの家、港南中央地域ケアプラザ、港南つくしんぼ保育園ほか

問合せ
 
港南中央地域ケアプラザ（ 845-4100 845-4155）

12  横浜矯正展　パネル展示や刑務所作業製品の展示・販売など
日	時

 
11月 5日（土）9時～16時　 会	場

  
横浜刑務所構内

問合せ
 
横浜刑務所作業部門（ 842-0040 846-9162）

10  保育園へようこそ！
	 パネルや手作りおもちゃの展示、バザーなど
日	時

 
11月 5日（土）10時～15時

会	場
 
港南つくしんぼ保育園

問合せ
 
港南つくしんぼ保育園（ 882-2940 882-2941）

9  そよかぜの家 自主製品販売会
	 パンや陶芸品の販売
日	時

 
11月 5日（土）10時 30分～13時

会	場
 
そよかぜの家

問合せ
 
そよかぜの丘（ 847-0230 845-5610）

6  ひまわり健康フェア2022
　10・11月は港南区健康づくり月間です。今年はウィズコロナの
中で、健康的に毎日を送る情報を区ホームページで発信、区役所
でパネル展示やミニイベントも開催します。イベント参加、または区
ホームページからアンケートに答えて、賞品をゲットしませんか？

パネル展示
 
10月 3日（月）～10月 21日（金）

ミニイベント
 
禁煙相談会　10月13日（木）12時30分～15時

情報配信
 
10月3日（月）～11月30日（水）

情報配信、ひまわり健康フェアの詳細は
港南区　ひまわり健康フェア 検索

ライブ配信視聴はこちらから
ゆめワールド 検索

3  横浜元気! 
 スポーツレクリエーション
 フェスティバル2022
	 スポーツ・パラスポーツの体験
日	時

 
10月16日（日）9時～17時

会	場
 
港南スポーツセンター

問合せ
 
港南スポーツセンター

  （ 841-1188 841-9417）

2  はっちであそぼう！
日	時

 
11月 5日（土）10時～16時

会	場
 
地域子育て支援拠点はっち

問合せ
 
地域子育て支援拠点はっち 

  （ 840-5882 848-0688）

4  港南地区センターまつり
	 作品展示、舞台発表、焼そば販売など
日	時

 
11月 5日（土）10時～15時

会	場
 
港南地区センター

問合せ
 
港南地区センター

  （ 841-8411 841-8424）

11  こうなん子どもゆめワールド 11月 5日（土）開催
 
子どもたちのステージ

時	間
 
10時～14時50分

	 （ライブ配信は10時～13時20分）
会	場

 
港南公会堂

 
国際交流イベント　外国の人とあそぼう

	 英語でじゃんけんやクイズをやってみよう
	 交流する人の国：	①ニュージーランド
	 	 ②インド　③オーストラリア
時	間

 
①10時～11時、11時15分～12時15分

	 ②12時45分～13時45分	
	 ③14時～15時
会	場

 
港南公会堂2階ホワイエ

対	象
 
区内在住・在学の小学生

 各10人（先着）
申込み

 
10月11日～21日に電子申請システムから

 
子ども向けブース

時	間
 
10時～15時　 会	場

 
港南ふれあい公園

公演スケジュール	※1～13番はライブ配信します

※出演内容は変更となる場合があります

昨年のステージの様子

 ●
 
世界の屋台村

 各国のお弁当やお菓子、雑貨の販売など
 ※外国の人と交流できるブースもあります

 ●
 
チャレンジ・ザ・ゲーム

 輪なげ、ダーツ、的当て、コイン落としなど
 ●

 
くじ引き・クイズ

 クイズやくじ引きで賞品をもらえるかも
 ●

 
体験コーナー

 ペーパークラフト、生け花、
 ロボットのプログラミングなど
 ●

 
模擬店

 雑貨、駄菓子、パン、お菓子、おにぎり、飲料など
 ●

 
はたらく車の展示、乗車体験

 ごみ収集車、消防車両、高所作業車、小型重機など
 ●

 
交流都市・宮城県大崎市の紹介

 パネル展示・特産物の販売
 ●

 
SDGs取組への参加

 廃食油の回収・フードドライブなど
※ 会場で販売する食品はテイクアウトのみです。会場や会場

近隣で購入品の飲食はご遠慮ください

港南区ウォーキング
推進キャラクター
ひまわりくん

8
ハチサン

3太郎

賞品イメージ

問合せ
 
区役所健康づくり係 （ 847-8438 846-5981）

問合せ
 
実行委員会事務局（区役所青少年育成担当内） （ 847-8396 842-8193）

10・11月に港南中央駅周辺の施設で行われるイベントをまとめて、
「ひまわりフェスタ」と呼んでいます。今年もイベントが盛りだくさん。

素敵な賞品がもらえるスタンプラリーも実施します。各施設を巡って・知って賞品をゲットしませんか！
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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。

■	リフォームをする前に聞く話
11月5日（土）10時～11時30分 

20人（先着） 10月11日13時から
電話か直接施設へ
■	クリスマスの布リース作り

11月26日（土）9時30分～11時30
分 18歳以上12人（先着） 800
円 10月17日13時から電話か直接
施設へ
■	懐石料理のおせち教室

11月30日（水）9時30分～12時30
分 12人（先着） 1,500円 10
月17日13時から電話か直接施設へ
■	読書の秋を楽しもう！
①古本市
②市立図書館利用カードを作ろう！

①11月5日(土)・6日(日）10時～16
時 ②11月6日(日)10時～15時 ②
市内在住・在勤・在学の人 当日直
接施設へ ※②住所と名前を確認出来
るもの持参

■笑いの体操（全5回）
11月2日・16日・30日、12月7日・

21日いずれも水曜日10時～11時30
分 25人（先着） 1,500円 10月
12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
　鎌倉・紅葉に映える静寂な寺院を
訪ねる
12月6日（火）9時～12時30分 

JR鎌倉駅集合 20歳以上20人（抽
選） 1,200円 11月14日までに
に と性別、年齢を書いて施設へ
■	東永谷地域ケアプラザ共催事業
　ふれあいまつり
	 〜似顔絵、親子遊び、クラフト等

11月12日（土）9時30分～11時30
分 当日直接施設へ ※一部イベント
は11月5日10時から直接施設へ

〒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

〒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

■	歴史散策ウォーキング
　「浮世絵で巡る東海道保土ケ谷宿」

11月17日（木）9時30分～12時30
分 18歳以上20人（先着） 500
円 10月12日13時から電話か直接
施設へ
■「心を伝える」手書き年賀状講座

11月19日（土）9時30分～11時30
分 18歳以上14人（先着） 900
円 10月12日13時から電話か直接
施設へ
■	新年にも使える
	 〜生花のクリスマスリースを作ろう

11月26日（土）10時～12時 18
歳以上12人（先着） 2,500円 10
月13日13時から電話か直接施設へ
■	クリスマスプレート＆
	 キャンドルカップを作ろう

11月23日（祝）9時30分～11時30
分 小学生以上18人（1・2年生は保
護者同伴）（先着） 1,200円 10月
17日13時から電話か直接施設へ

■ケアプラフェスタ
	 ハッピーハロウィンでつながろう！

10月30日（日）10時～15時 当
日直接施設へ
■	よこはまシニアボランティア
	 ポイント登録研修会

11月14日（月）13時30分～15時
30分 市内在住の65歳以上20人

（先着） 10月11日から電話か直接
施設へ
■	赤ちゃんのタッチケア講習会

11月14日（月）10時～11時30分  
3～12か月の子と保護者6組（先着） 
300円 10月11日から電話か直

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

〒234-0054　港南台3-3-1
834-3141　 834-3145

港南台地域ケアプラザ

■ハレルヤ
音を楽しむひろば

12月8日（木）10時～11時 65歳
以上25人（抽選） 200円 11月
15日17時までに直接施設へ
■	離乳食から幼児食へ
ママのしゃべり場と子どものあそび場

11月2日（水）11時～11時30分 
0～2歳の子と保護者15組（先着） 
10月12日10時から直接施設へ
■	花のある暮らし
	 〜押花を使ったカレンダー

11月26日（土）13時～14時 65
歳以上の人、中学生以上の障害のあ
る人12人（先着） 600円 10月
11日10時から電話か直接施設へ

■プラレールのへや
10月23日（日）～5年3月26日（日）

9時30分～11時 小学3年生以下
の子と保護者20組（先着） 当日直
接施設へ

■	はっぴーたいむNOBA
秋の歌で遊ぼう

11月4日（金）10時～11時 0～3
歳の子と保護者15組（先着） 500
円 10月11日9時30分から電話で
施設へ
■	にこにこ野庭サロン
体操など

11月24日（木）13時30分～14時
45分 15人（先着） 100円 11
月1日9時から電話か直接施設へ
■	なごみの会
介護者同士の交流

10月18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

〒233-0003　港南4-2-7
845-4100　 845-4155

港南中央地域ケアプラザ

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

下永谷地域ケアプラザ

〒234-0056　野庭町612
848-0111　 848-0106

野庭地域ケアプラザ

■大人のクラフト講座
	 クリスマススワッグ
花や枝、木の実で壁飾り作り

11月19日（土）10時～12時 18
歳以上16人（先着） 1,000円 10
月29日13時から電話か直接施設へ
■	港南地区センターまつり

11月5日（土）10時～15時 未就
学児は保護者同伴 当日直接施設へ
■	プロが教える、
	 冬の美肌を保つスキンケア

11月28日（月）10時～11時30分 
18歳以上の女性20人（先着） 

500円 11月8日13時から電話か
直接施設へ

■	冬だ！	男の料理教室
　「手打ちラーメンにチャレンジ」

12月10日（土）10時～13時 18
歳以上8人（抽選） 800円 11月
20日までに に と年代を書い
て施設へ
■	もうすぐクリスマス「デコレーション
ケーキを楽しく作ろう！」
12月11日（日）10時～13時 小

学生12人（3年生以下は保護者同伴）
（抽選） 700円 11月20日までに

に と学年を書いて施設へ
■	健康ウォーキング！
　「野庭周辺の石仏を訪ねて」（全3回）

11月30日、12月21日、5年1月18
日いずれも水曜日10時～12時30分   

18歳以上12人（抽選） 1,500円  
11月16日までに に と年代

を書いて施設へ
■	シティガイドウォーク
　「秋の本牧エリアを歩いてみよう」

11月24日（木）9時30分～12時 
JR山手駅集合 18歳以上18人（抽
選） 300円 11月10日までに
に と年代を書いて施設へ

〒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

〒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
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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」 

■ご近所お誘い講座「防犯落語会」
11月19日（土）13時～14時30分 
25人（先着） 10月18日10時か

ら電話か直接施設へ
■	折り紙教室	基礎から来年の干支
　「兎

ウサギ

」までの折紙を学びます（全3回）
11月17日～12月1日の毎週木曜

日 9時30分～11時30分 10人（抽
選） 500円 10月21日20時まで
に電話か直接施設へ
■	ひまわりひろば「にこにこ」
	 〜絵の具でぺたぺた

10月31日（月）10時～11時30分  
4歳以下の子と保護者8組（先着）   
100円 10月12日10時から電話

か直接施設へ

■	わらべうたと絵本を親子で楽しもう！
　（全3回）

11月30日～12月14日の毎週水曜
日10時30分～11時30分 1・2歳
の子と保護者12組（先着） 10月11
日9時30分から電話か直接施設へ
■	さくらんぼひろば「親子であそぼう」

11月22日（火）10時～11時 未
就学児と保護者10組（先着） 200
円 10月11日11時から電話か直接
施設へ
■	桜道コミュニティハウス	文化祭

10月23日（日）10時～15時30分  
100円 当日直接施設へ

■桜道ブックブック交換
11月1日（火）～12月22日（木）9時

～20時 当日直接施設へ
■ちびっこ「学びのひろば」
	 みんなで楽しくあそぼう

11月19日（土）10時～11時 小
学1～3年生10人（先着） 10月11
日11時から電話か直接施設へ
■	稔の世代！	今が大事
	 健康は楽しい食生活で

10月27日（木）10時～11時30分  
18歳以上15人（先着） 10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

〒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

■ペープサートによる人形劇
　「ぞうくんのさんぽ」

11月12日（土）14時～14時30分、
15時～15時30分 未就学児と保護
者各10組（先着） 10月13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」

11月24日（木）10時30分～11時
30分 0～3歳の子と保護者10組

（先着） 10月24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

11月10日（木）10時30分～11時
30分 20人（先着） 100円 10
月11日9時30分から電話か直接施
設へ

■	日限山コミュニティハウス「作品展」
10月22日（土）10時～15時30分 
当日直接施設へ

■	だれでもできる「本格御朱印帳作り」
11月23日（祝）14時～16時 10

人（先着） 1,000円 10月22日
10時から電話か直接施設へ

■	おはなし会
10月27日（木）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
■	日野南ふれあいまつり「みてね」
舞台発表や作品展など

10月23日（日）10時～15時30分  
当日直接施設へ

〒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

〒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

〒234-0055　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

■おとなが楽しむおはなし会
10月27日（木）10時30分～12時  
18歳以上20人（先着） 10月12

日9時30分から電話か直接施設へ
■	はまっ子読書の日特別ブックトーク

11月3日（祝）11時～11時30分、
13時30分～14時 小学生以上各
15人（先着） 当日直接施設へ
■	親子でたのしむおはなし会

10月19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

10月14日（金）・28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・にこっと

10月23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
■	金色ポケット
親子で楽しむおはなし会

10月27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

■【事前受付教室】	スポーツウェル	
ネス吹矢教室（全4回）
11・12月の第1・3金曜日13時～

14時45分 12人（先着） 3,000円 
10月11日から電話か直接施設へ

■当日受付教室
ウィークリーエクササイズ、火曜11時
半のお元気体操、火曜ズンバ、シニア
エアロビクス、ナイトヨーガ、エアロコ
ンディショニング、シェイプエアロ、は
じめてのズンバ、のんびりヨーガ、はじ
めての太極拳

10月12日（水）から 直接施設へ 
※各教室の開始時間・定員・費用など
は問合せを。申込不要の教室もあり

〒234-0056　野庭町125
841-5577　 841-5725
	休館：10月11日（火）

港南図書館

〒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

■港南台コミュニティハウス文化祭
作品展・発表会・おたのしみくじ・物品
販売

10月29日（土）10時～15時30分  
未就学児は保護者同伴 当日直

接施設へ ※検温、状況により入場制
限あり

■	セカンドライフ大学校（全5回）
①11月22日（火） ②11月30日（水） 

③12月15日（木） ④12月22日（木） 
⑤5年1月11日（水）13時30分～16
時30分 ①⑤区社会福祉協議会 ②
ラポール上大岡（京急・地下鉄上大岡
駅下車） ③無印良品港南台バーズ店

（JR港南台駅下車） ④港南中央地域
ケアプラザ 区内在住のおおむね70
歳以下15人（抽選） 1,000円 11
月4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
■	子育て応援ボランティア講座
　（全3回）

10月28日～11月11日の毎週金曜
日10時～12時 20人（抽選） 10
月21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 1
～6歳の子3人（抽選）、申込時に予約を

■「上大岡駅と街の変遷」写真展
10月11日（火）～31日（月）9時～

17時 当日直接施設へ
■	親子で楽しむ野球教室
元プロ野球選手が指導

11月3日（祝）11時～13時 小学
4年生以下の子と保護者20組（先着） 

2,000円 10月11日10時から電
話か直接施設へ
■	スマイリングフェア	〜防災イベント
防災ヘリコプター訓練、消防車展示、
起震車など

11月26日（土）10時～12時 当
日直接施設へ

〒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4-2-8
841-0256　 846-4117

港南区社会福祉協議会

〒234-0053　日野中央2-2
846-4489　 349-5530

日野中央公園
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■	港南区スポーツ・エンジョイ・
	 フェスティバル
区スポーツ協会所属の16部会による
種目紹介と体験など

10月22日（土）9時30分～12時 ※
小雨決行 横浜明朋高等学校（JR港
南台駅下車） 当日直接会場へ 区
スポーツ協会事務局の庄司（ 090-
1531-5625）
■	英文・英詩・英会話
①シェイクスピア原典講座 ②英会話
と海外旅行 ③英米の歴史と文学

毎月第1・3水曜日 15時～18時 
港南台地区センター 18歳以上各5
人（先着） 入会金1,000円、受講料、
テキスト代ほか 10月11日から電
話、または かファクスに を書
いて間

ま

世
せ

田
だ

（ 090-8437-9195 ・
894-0889）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。

■	あそび・隊！の
　「大人のための絵本たいむ」

10月28日（金）10時～11時 港
南中央地域ケアプラザ 20人（先着） 

200円 当日直接会場へ あそ
び・隊！の橋本（ 090-5438-6035）
■	港南歴史講座
　「相模国・武蔵国の誕生」
	 〜律令前の東国には27の
	 小国があった

11月12日（土）10時～12時 区
社会福祉協議会 20人（抽選） 
500円 10月31日 までに に

を書いて丸尾（〒234-0056 野
庭町667-41）へ 齋藤（ ・ 823-
6117）
■	港南区ひまわり駅伝大会
小学生・中学生、各男子・女子の部

12月17日（土）8時30分～13時30
分 港南台第一中学校・めじろ団地
周辺（バス停港南台第一中学校前下
車） 区内在住・在学の小学4年生～
中学生（各チーム監督1人、選手4人、
補欠2人）（抽選） 1チーム3,000円 

10月28日までに に とチー
ム名を書いて区陸上競技協会事務局
の戸部（〒234-0055 日野南4-10-
11、 080-6662-0779 845-
0779）へ

■活動紹介展＆ひまわりバンドネオン
コンサート
10月16日（日）10時～15時 ウィ

ング上大岡2階ガーデンコート（京急・
地下鉄上大岡駅下車） 当日直接会
場へ
■	活動支援センター★こどもまつり
①パスケースを作ってみよう！
　～カルトナージュ体験
②マカロンくまさんパフェを作って
　みよう！ ～食品サンプル体験
③似顔絵を描いてもらおう！

11月5日（土）①10時～11時30分
②13時30分～14時30分 ③10時～
12時、13時～15時 ※9時30分受付
開始 ①②小学生各10人（先着） ③
小学生以下各12人（先着） ①300
円 ②500円 ①②10月11日9時
30分から電話か直接施設へ ③当日
直接施設へ

■にほんの小学校ってどんなところ？
外国とつながりのある親子への説明
会と相談会（中国語・英語通訳付き）

11月30日（水）10時～11時30分  
2023年度小学新1年生と保護者

6組（先着） 10月12日9時から電話
か直接施設へ
■	初心者のためのパソコン講座
①デジカメ写真の整理と修整 ②はじめ
ての動画編集 ③Windows10を使い
こなす ④オリジナルの年賀状をつくる

①11月3日 ②11月10日 ③11月
17日 ④11月24日のいずれも木曜日
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2,000円 10月12日9時から費
用を添えて直接施設へ
■	国際理解講座	やさしいニュースを
読んでスペイン語で話そう
11月23日（祝）10時～11時20分  
15人（先着） 1,000円 10月

12日9時から直接施設へ
■	中学生・高校生
	 英語通訳ボランティア募集

11月5日（土）10時～15時 港南
公会堂（地下鉄港南中央駅下車） 
中学・高校生10人（先着） 10月11
日9時から電話か直接施設へ

■わら細工	〜鍋敷き作り
11月13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 10月22日9時から
電話か直接施設へ
■	自然観察会	〜秋の実り

10月23日（日）13時～15時 ※雨
天中止 小学生以下は保護者同伴

当日直接施設へ

〒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

〒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

■	赤ちゃん相談
助産師に相談

11月2日（水）10時～11時40分 
未就学児と保護者5組（先着） 10月
12日10時から電話か直接施設へ
■	あかちゃんのへや

10月21日（金）、11月4日（金）10
時～12時 0歳の子と保護者 当
日直接施設へ
■	はっち	はじめてさんの日

11月9日（水）12時30分～13時 
未就学児と保護者10組（先着） 10
月26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

10月26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 

①10月14日(金)10時30分～11
時30分 ②10月21日（金）10時30分
～11時30分 ③10月28日（金）10時
30分～11時30分 ④10月29日(土) 
12時30分～13時30分 ⑤11月2日

（水）10時30分～11時30分 ⑥11月
10日（木）12時30分～13時30分 
①日下地域ケアプラザ（バス停打越下
車） ②わっ！ふる（JR港南台駅下車） ③
港南台地域ケアプラザ ④⑥はっち ⑤
日野南地域ケアプラザ（バス停港南車
庫入口下車） 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）①②③⑤各3人 ④⑥各6人（先着）

10月12日10時から専用電話（
515-7306）か直接施設へ

■初心者向けスマホ教室
写真整理と年賀状作成

11月7日（月）10時～12時 Google
フォトアプリを利用中の人8人（先着） 

200円 10月19日10時から電話
か直接施設へ
■	秋の中級卓球教室（全3回）

11月10日～24日の毎週木曜日
10時～11時30分 10人（先着） 
1,200円 10月20日10時から直接
施設へ

■	えほんの読み聞かせ会
11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
親子遊びや紙芝居など

10月13日・20日、11月10日いず
れも木曜日11時～11時30分 未就
学児と保護者 当日直接施設へ

〒234-0051　日野2-4-6
840-5882　 848-0688

休館：祝休日、日・月曜日、10月11日（火）・15日（土）

地域子育て支援拠点  はっち

〒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）

下野庭スポーツ会館

〒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

■果樹の剪
せん

定
てい

入門
11月12日（土）9時30分～12時 

18歳以上12人（先着） 10月15日
9時から電話で施設へ
■	秋の自然観察会

11月26日（土）9時30分～12時 ※
雨天中止 14人（先着） 10月15
日9時から電話で施設へ
■	舞岡ふるさと村	里いも掘り

11月5日～27日の金・土・日曜日
9時30分～10時30分 入園料200
円、小学生以下100円。販売あり 
10月16日9時から電話で施設へ

■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

①11月19日（土）13時～、14時～、
15時～ ②11月12日（土）・25日（金）
10時～、11時～、13時～、14時～ 
女性①3人 ②各4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

〒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

■	果樹の剪定講座	（ウメ）
11月24日（木）10時～12時 18

歳以上20人（抽選） 1,000円 11
月10日までに直接、または かファク
スに を書いて施設へ
■タネの超スゴイひみつ

11月27日（日）13時30分～15時
30分 小・中学生10人（小学生は保
護者同伴）（抽選） 1,000円 11
月13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
■	冬の寄せ植え（ハボタンのリース）

11月29日（火）10時～12時 18
歳以上20人（抽選） 3,500円 11
月15日までに直接、または かファク
スに を書いて施設へ
■	木の実のクリスマスリース

12月4日（日）10時～12時 小学
生と保護者10組（抽選） 1,500円  

11月20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

■	里山のソバ打ち塾
11月19日（土）10時～12時 5人

（抽選） 1,000円 10月31日まで
に に を書いて施設へ
■	にぎわい座出前寄席
江戸情緒の古民家で落語と漫才を満喫

10月22日（土）13時30分～15時
30分 90人（先着） 1,000円 
10月11日9時から電話で施設へ

〒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

〒247-0009　栄区鍛冶ケ谷１-20
896-0590　 896-0593
	休館：第1水曜日

本郷ふじやま公園


