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自治会町内会は、防災や防犯、子どもや高齢者の見守り・支え合い、
住民交流のためのイベントなど、さまざまな活動を行い、安全で安心して暮らせるまちづくりに貢献しています。

日頃から、地域の皆さんがお互いに助け合いができるように、地域活動に参加しましょう。

 問合せ  区役所地域運営推進係（ 847-8391 842-8193）

町内会で定めている、いっとき避難場
所や町内会館に備えている防災資機材
を班長を中心に地域住民に知ってもら
うことで、防災に対する知識を深めて
います。

 子どもの見守り
子どもの登下校時に見守りをするなど、日々
子どもの安全を守っています。

 地域の魅力づくり
地域への愛着を深めるために、季節ごとの
レクリエーションなどを行っています。

 美化活動
町内の清掃活動などを行うことで、きれい
で住みやすいまちづくりに取り組んでいます。

野庭住宅にある6つの自治会合同で、
防犯パトロールを実施しています。
定期的に消防や警察と連携して、パト
ロールを実施することで、地域全体の
防犯意識の向上を図っています。

3つの町内会合同で子ども向けに「サ
マーミニフェスタ」を開催しました。輪
投げやボッチャ、ストラックアウトなど、
子どもたちの笑顔はじけるイベントとな
りました。

住んでいる地域の自治会町内会の掲示
板や回覧板などで、イベントや活動情報
を確認できます。
ぜひ、地域の活動に参加してみましょう。

 ● 住んでいる地域の自治会町内会の
役員などに申込み

 ● 電話かＦＡＸの場合は、区役所地域
運営推進係に申込み

活動に参加するにはどうすればいいの？自治会町内会に加入するには？

吉原西町内会
小
お

後
ご

摩
ま

 和雄 会長

野庭住宅連合自治会
黒川 和紀 会長

野庭住宅連合自治会
防犯指導員

若松 和人 さん

大久保東町内会
横川 朱

あけ

實
み

 会長

港南区連合町内会長連絡協議会
古屋 文雄 会長

スマートフォン
などから簡単に
申し込めます！

「まち・ひと・ダイアリー」
地域活動を紹介！

いっとき避難場所の確認 町内会合同イベント連合合同防犯パトロール

吉原西町内会 大久保東町内会（今回当番町内会）、
大久保中町内会、大久保西町内会

野庭住宅連合自治会

防災 防犯 交流
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 問合せ  区役所健康づくり係（ 847-8438 846-5981）

 問合せ  区役所資源化推進担当（ 847-8398 842-8193）

 問合せ  区役所保育担当（ 847-8498 842-0813）

港南区ウォーキング
推進キャラクター

ひまわりくん

 問合せ  特定非営利活動法人ちゅーりっぷ（ 342-8010）
 区役所こども家庭係（ 847-8410 842-0813）

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

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。

　インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染して起こる病気です。
高齢者や免疫の低下している人は、肺炎を併発し重症になることがあります。

感染のリスクと対策
接触感染▶こまめな「手洗い」で予防！
ウイルスが付着した手で目や鼻、口元を触ることで感染します。
帰宅時や食事の前後のほか、咳やくしゃみ、鼻をかんだときはせっけんと
流水で手を洗いましょう。
飛沫感染▶マスクを外している時は注意！
  ● 会話時や休憩室、更衣室利用時はマスクをしましょう。
  ● 複数人で食事をするときは黙食をしましょう。

定期的な換気を！
  ● 30分に1回は換気し、空気を入れ替えましょう。
  ● 乾燥を防ぐため、加湿しましょう。

インフルエンザ・新型コロナ共通

インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチン
は同時に接種することができます！
(厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」より)

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
対  象

 
① 接種日現在65歳以上の人

 ② 接種日現在60歳以上65歳未満の人で、心臓・じ
ん臓・呼吸器の機能、または、ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能に1級相当の障害がある人

費  用
 
2,300円 ※生活保護受給世帯や市民税非課税世帯
の人などは、減免制度があります。必ず接種前にお
問い合わせください

期  間
 
12月31日まで ※休診日を除く

会  場
 
市内の高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関

問合せ
 
市予防接種コールセンター（ 330-8561 664-
7296）  土・日曜日、祝休日を除く9時～17時

　4月1日から保育所等の利用を希望する場合で、一次申請に間に
合わなかった人などは、1月4日～2月10日に、申請書を居住区の
区役所へ持参（平日17時まで）、または、郵送（必着）してください。
 ● 一次申請で保留になった人も、利用希望園の追加・変更などを

することができます。
 ● 申請書は、区役所4階40番窓口、上大岡駅・港南

台行政サービスコーナーで配布しているほか、こど
も青少年局ホームページからもダウンロードできます。

 横浜市　保育所　令和5年度 検索

 ● 郵送の場合には、封筒に「令和5年4月保育所入所二次申請」と
明記し、居住区の区役所に送付してください。

　地域の子育て中の親子が利用できる広場です。みんなでくつろ
いで、笑顔になって、一緒に子育てを楽しみましょう。

広場情報
開館日

 
月～金曜日

 ※祝休日・年末年始・特別休館日を除く
時  間

 
9時30分～14時30分

所在地
 
京急シティ上永谷Ｌウイング2階（丸山台1-2-1）

対  象
 
未就学児と保護者

費  用
 
利用料等あり ※詳細は問い合わせを

みんなで
感染予防

12月1日
オープン！

インフルエンザ・
新型コロナ対策を万全に！

親と子のつどいの広場
「ちゅーりっぷパーク」

　年末年始は粗大ごみの申込み件数が増加し、電話がつながりにくい状況
になります。そんなときは、24時間年中無休のインターネット受付が便利です。
申込み

 
粗大ごみ受付センター

■	インターネット・チャット・LINE受付
　 横浜市　粗大ごみ 検索

■	電話受付	月～土曜日（年末年始以外は祝日も受付） 8時30分～17時
 ● 一般加入電話など▶ 0570-200-530
 ● 携帯電話やIP電話などの定額制や無料通話などの
 通話割引を利用▶ 330-3953
 ● 聴覚・言語に障害のある人▶ 550-3599

　市全体で、1年間に1人あたり約25㎏の食品ロス（食べら
れるのに廃棄される食品）が家庭ごみとして出されています。
日  時

 
12月16日（金）15時～16時

 ※開場14時30分
会  場

 
区役所6階

講  師
 
資源循環局3Ｒ推進課職員

対  象
 
区内在住・在勤・在学の人

 40人（先着）
申込み

 
当日直接会場へ

後日、区ホームページで講演会の様子を
公開する予定です！　

粗大ごみの申込みはお早めに！
年末年始の片付けは計画的に！

食品ロス削減講演会
食品ロスについて考えてみよう

		5年4月1日からの保育所等利用の二次申請は、
1月4日（水）～2月10日（金）です

※このほか年末年始のごみと資源物の収集日程は16ページをご覧ください

（トクジュウ） （ムク坊）
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 問合せ  港南消防署（ ・ 844-0119）

 問合せ  区役所広報相談係（ 847-8321 846-2483）

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 

12月15日（木）、5年1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）
■ ペアレントトレーニング研修会（ZOOM開催）
子どもとより良い関係をつくるこつをお伝えします 

5年1月19日（木）10時～11時30分 12月19日8時
30分～5年1月10日17時15分までに区ホームページから 

こども家庭係（ 847-8412 842-0813）へ

　年末年始（ 12月30日～1月3日）・日曜日・祝休日の急病時は、
港南区休日急患診療所で受診できます。待合室の混雑を避けるた
め、来院時間を調整しています。事前に電話でご連絡ください。

所在地
 
港南中央通7-29（ 842-8806）

 ※駐車場の台数には限りがあります
受付時間

 
9時45分～15時45分　　 診療時間

 
10時～16時

診療科
 
内科・小児科

「アプリケーション」の略。カメラや電話などを
使うときにタップします

前後させてピントを合わせる

指で画面を1回軽く叩いて操作することです

四角い黒のドットパターンで表したものです

スマホ用語集 QRコードを読み取ってみよう！
　お持ちのスマホでＱＲコードを読み取ると、簡単に情報などを取得
できます！
※使用中のスマホ・アプリによって使用できない場合があります

1  スマホのカメラアプリ  を起動

2  QRコード全体を収まるようにうつす

スマホ操作に不安がある人にワンポイントアドバイス！ 便利な機能をもっと活用しよう♪

※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です

「Twitter」
区公式アカウント 「ピアッザ」区公式アカウント

市・区政情報発信中！

区公式アカウントをフォローしよう！
※通信料は利用者負担です

　新たな一年の安全と安心を祈願するため、
消防出初式を開催します。消防署・消防団に
よる消防訓練で車両分列行進や消防力を披
露しますので、ぜひご来場ください。
日  時

 
5年1月5日（木）

 10時25分～10時45分 ※荒天中止
会  場

 
港南ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下車）

※荒天時は港南公会堂での式典のみの実施となりますので、一般参加はできません

年末年始の
急病時は 消防訓練港南区休日急患診療所 港南区消防出初式を実施します

スマートフォンの便利な機能を使ってみよう！

■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）
12月21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
12月12日（月）・23日（金）、5年1月10日（火）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）
12月13日（火）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

インターネットでの
申込みはこちら

港南橋

吉原吉原

港南地区センター
港南スポーツ
センター

警察署

港南区休日
急患診療所

港南中央駅港南中央駅地下鉄地下鉄

鎌倉街道鎌倉街道

至 

南
高
校

至 上大岡至 鎌倉

区役所
港
南
公
会
堂

港
南
公
会
堂

※このほか年末年始の医療機関情報は16ページをご覧ください

年末年始の
区役所
閉庁期間

12月29日（木）～1月3日（火）
行政サービスコーナーも同期間休所します
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家庭部門
29.4%
家庭部門
29.4%

業務部門
19.4%
業務部門
19.4%

業務部門
17.4%
業務部門
17.4%

産業部門
9.9%
産業部門
9.9%

産業部門
34.0%
産業部門
34.0%

エネルギー
転換部門
18.8%

エネルギー
転換部門
18.8%

エネルギー
転換部門
7.5%

エネルギー
転換部門
7.5%

運輸部門
19.7%
運輸部門
19.7% 運輸部門

17.7%
運輸部門
17.7%

工業プロセス
4.1%

工業プロセス
4.1%

廃棄物部門
2.8%

廃棄物部門
2.8%

廃棄物部門
3.0%

廃棄物部門
3.0%

その他
0.3%
その他
0.3%

横浜市
CO2排出量

1,609.4（万tー CO2）
（2020年度速報値）

横浜市及び全国の部門別CO2排出量

家庭部門
15.9%
家庭部門
15.9%

全国
CO2 排出量

1,044.2（百万tー CO2）
（2020年度速報値）

　石油や石炭による発電や、自動車などから出る二酸化炭素（ＣＯ2）などの温室効果ガスは、地球温暖化の
要因となり私たちの生活にさまざまな影響を及ぼします。市内の家庭から排出するＣＯ2は、市全体の排出量
の約30％を占めます。「脱炭素社会」や「温室効果ガス削減」に向け、私たちが出来る取組を紹介します。

 問合せ  区役所企画調整係（ 847-8327 841-7030）

毎日の生活の中で省エネを意識してみませんか？
小さな取組の積み重ねが、ＣＯ2の排出量を減らすことにつながります。 市は全国と比較すると、家庭から出るCO2排出

量の割合が約2倍です。家庭での取組が市の
CO2 排出量削減に有効です。

出典：資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

 天ぷら油の回収
　 使用済み・期限切れの天ぷら
油(植物性食用油)を回収し、重油
の代替燃料などに再生することで
CO2の排出量やごみの量を減らし
ます。

 地球温暖化対策パネル展
　地球温暖化に関するパネル展を、港南図書館で開催します。
展示コーナーで、地球温暖化に関する書籍を紹介します。

 港南区産野菜の直売会
　近隣で採れたものを食べることで、輸送にかかる車の排気
ガス等が抑えられ、温暖化対策につながります。
　区内で採れた新鮮な野菜の直売会を、夏と冬に開催して
います。

 港南区地産地消マップが出来ました！
　市内産農産物を購入できる場所や、メ
ニューに取り入れた飲食店を紹介する、

「港南区地産地消マップ」を配布中です。

回収日時

5年2月17日（金）10時～17時
会 場

 
区役所1階

開催日時

12月 7日・14日・21日
いずれも水曜日
9時30分～11時30分
 ※売り切れ次第終了

会 場
 
港南公会堂前広場

 ※雨天時は区役所1階

配布場所

区役所55番窓口、
区内地区センター
※区ホームページ
　でも公開中

開催期間  12月13日（火）～27日（火）

抽選で
災害時にも便利な

折りたたみ
ソーラーランタン を

プレゼント！

応募は
こちらから

市地球温暖化対策推進協議会と
自治会町内会が共に取り組みます

▶︎

 
12月12日（月）～23日（金） 
5年 1月10日までに区ホームページか郵送で

 応募用紙は区役所55番窓口で配布中

期間中に2日以上取り組めたら応募可能です。
全項目出来なくても大丈夫！

 寒いときは重ね着をする

 靴下を履いたり、ひざ掛けなどで冷えを防ぐ

 暖房を使う場合は熱を逃がさないために
 カーテンを閉める

 使用していない部屋の電気はこまめに消す

 冷蔵庫の整理整頓をして開閉時間を短くする

 温水洗浄便座の使用後はふたを閉める

 外出の際は自家用車ではなく徒歩や自転車、
 公共交通機関を利用する

真夏日が増え、冬日が減ります。 台風が増えるなど、災害が
発生する要因になります。

それまで栽培していた作物が
育たなくなります。

気温の上昇 気候の変動 作物への影響特 集

区
で
は
こ
ん
な
取
組
を
し
て
い
ま
す

温
暖
化
対
策
を
と
ら
な
い
と

未
来
は
ど
う
な
る
？

太陽光発電で
エネルギーを自給自足

白熱電球から
電球型LEDに替える
▶︎ 2,000時間使用で、CO2

削減量43.9㎏、約2,790
円の節約

テレビを見ない
ときは消す

冷蔵庫は詰め込まない
▶︎ 庫内の物を半分にすると、

年間CO2削減量21.4㎏、
約1,360円の節約

暖房時にカーテンや
ブラインドを閉める

重ね着をしたり、ひざ掛けなどを活用する

エアコンの暖房時の室温は
20℃を目安に
▶︎ 外気温6℃の時、21℃を20℃

に下げて1日9時間使用で、
年間CO2削減量25.9㎏、約
1,650円の節約

温水洗浄便座の使用後はふたを閉める
▶︎ ふたを閉めた場合と開けっぱなしの

場合を比べると、年間CO2削減量17
㎏、約1,080円の節約

省エネチャレンジ港南 検索

野菜の
健康レシピも

紹介
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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。

■ 木曜ヨガ教室 ～やさしい健康ヨガ
　（全5回）

5年1月19日～3月16日の隔週木
曜日 13時30分～14時30分 18歳
以上12人（先着） 2,800円 12月
13日13時から電話か直接施設へ
■ 土曜ヨガ教室 ～週末ヨガで心も
 身体もリセット（全5回）

5年1月21日～3月18日の隔週土
曜日 13時～14時 18歳以上12人

（先着） 2,800円 12月16日13
時から電話か直接施設へ
■テーブル茶道 ～表千家教授から
 椅子に座って抹茶の点

た

て方を学ぶ
5年1月16日（月）10時～12時 

18歳以上8人（先着） 1,800円 ※
菓子付き 12月13日13時から電話
か直接施設へ

■マリンバ＆パーカッション
　「WOOD LANDコンサート」

5年1月28日（土）14時～15時 
200人（先着） 12月11日10時から
電話か直接施設へ
■ 新春! 鎌倉七福神めぐり

5年1月12日（木）9時～13時30分  
JR北鎌倉駅集合 18歳以上10人

（抽選） 1,000円 12月22日までに
に と年代・性別を書いて施設へ

■ 日本の味「我が家の手作り味
み

噌
そ

」
5年1月26日（木）13時～17時 

18歳以上16人（抽選） 2,000円  
1月12日までに に と年代・

性別を書いて施設へ
■ 似顔絵を楽しく描こう（全4回）

5年1月25日～2月15日の毎週水
曜日13時～15時 18歳以上12人

（抽選） 1,500円（材料費含む） 1
月11日までに に と年代・性別
を書いて施設へ

〒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）
 12月28日（水）～1月4日（水）

永谷地区センター

〒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）
 12月28日（水）～1月4日（水）

野庭地区センター

■ 生活を彩る季節の植物とハーブの
 講座（全2回）

5年1月19日（木）・2月9日（木）10
時～12時 16人（抽選） 4,000円  

12月26日までに に を書い
て施設へ
■ ゆったりスマホ教室
 便利機能とLINE体験

5年1月20日（金）10時～12時 
20人（先着） 12月16日10時から
電話か直接施設へ
■ 健康寿命を延ばそう
　「ひざちゃん体操」（全4回）

5年1月10日～31日の毎週火曜日 
10時～11時15分 50歳以上30人

（先着） 700円 12月11日10時
から電話か直接施設へ
■ 子どもとLet‘s Dance（全5回）

5年1月13日～2月17日の1月27
日を除く毎週金曜日 10時～11時 
2・3歳の子と保護者20組（先着） 
1,000円 12月17日10時から電話
か直接施設へ
■ 歴史ウォーキング
 ～神奈川宿・横浜道を歩く（全2回）
神奈川宿～横浜、横浜～野毛山

5年2月7日（火）、3月7日（火）9時～
12時30分 京急神奈川新町集合ほ
か 18歳以上20人（抽選） 1,000
円 1月11日までに に を書
いて施設へ

■ わらべうたと絵本を親子で楽しもう！
　（全3回）

5年1月18日（水）・26日（木）、2月1
日（水）10時30分～11時30分 1・
2歳の子と保護者12組（先着） 12
月12日9時から電話か直接施設へ

〒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）
 12月28日（水）～1月4日（水）

東永谷地区センター

〒234-0055　日野南3-1-11
836-1801　 836-1813

休館：12月29日（木）～1月3日（火）

日野南地域ケアプラザ

■ほっとカフェ
協力医による認知症カフェ

5年1月17日（火）13時～14時 
10人（先着） 100円 12月12日
9時から電話か直接施設へ
■ ほっとセミナー
協力医による健康応援セミナー

5年1月31日（火）13時30分～14
時30分 20人（先着） 12月12日
9時から電話か直接施設へ
■ 認知症家族のつどい

5年1月19日（木）10時30分～12時 
認知症の人と家族10人（先着） 

12月12日9時から電話か直接施設へ

■ おはなし会
5年1～3月の第2火曜日10時30

分～11時 0～3歳の子と保護者8組
（先着） 当日直接施設へ

■はっぴ～たいむ NOBA 
親子でわくわくリトミック体操

5年1月13日（金）10時～11時 
0～2歳の子と保護者15組（先着） 
100円 12月11日9時30分から電
話で施設へ
■ なごみの会 
介護者の交流と情報交換

12月20日（火）10時～11時30分  
15人（先着） 当日直接施設へ

■ にこにこ野庭サロン
新年会

5年1月26日（木）13時30分～14
時45分 15人（先着） 100円 
1月4日9時から電話か直接施設へ

〒234-0054　港南台3-3-1
834-3141　 834-3145

休館：12月29日（木）～1月3日（火）

港南台地域ケアプラザ

〒234-0052　笹下3-11-1
843-3555　 843-2400

休館：12月29日（木）～1月3日（火）

日下地域ケアプラザ

〒234-0056　野庭町612
848-0111　 848-0106

休館：12月29日（木）～1月3日（火）

野庭地域ケアプラザ

■フレイル予防教室 ～健康寿命を
 考えてみませんか？（全2回）

5年1月18日（水）・25日（水）13時
30分～14時30分 おおむね60歳
以上25人（先着） 800円 12月
11日13時から電話か直接施設へ
■ 教えて！ おまわりさん
 暮らしの中の防犯のはなし

5年1月11日（水）13時30分～14
時15分 おおむね60歳以上20人

（先着） 12月14日13時から電話か
直接施設へ
■ 古典を読む 今昔物語（全6回）

5年1月13日～2月17日の毎週金
曜日10時～12時 18歳以上20人

（抽選） 3,000円 12月24日まで
に に を書いて施設へ

■クリスマスファミリー映画会「グリンチ」
12月17日（土）14時～15時30分  
100人（先着） 当日直接施設へ 

※9時から整理券配布
■ ベビーマッサージとママのリセット

ヨガ（全3回）
5年1～3月の第2木曜日10時30

分～11時30分 ハイハイ前の子と
母親10組（先着） 2,000円 12月
12日13時から電話か直接施設へ
■ おうちで作ろう！ 世界のパン教室
 ～ドイツ・中国・フランス（全3回）

5年1～3月の第3水曜日 9時30分
～12時40分 18歳以上12人（抽選） 

4,800円 12月22日までに に
を書いて施設へ

■ 歴史ウォーキング（全3回）
鶴見・江の島・池上を散策

5年1～3月の第4水曜日 9時30分
～12時30分 18歳以上40人（先着） 

1,500円 12月12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）
 12月28日（水）～1月4日（水）

港南地区センター

〒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）
 12月28日（水）～1月4日（水）

港南台地区センター
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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」 

■カンガルーヨーガ
5年1月26日（木）10時30分～11時

30分 0歳の子と母親12組（先着） 
400円 12月11日10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

5年1月30日（月）10時30分～11
時30分 0～3歳の子と保護者15組

（先着） 400円 12月12日10時
から電話か直接施設へ

■上大岡ふれあい寄席
 今年も楽しい一年に！

5年1月21日（土）13時30分～14時
30分 25人（先着） 300円 12
月16日10時から電話か直接施設へ
■ 月曜健康体操（全8回）

5年1月16日～3月13日の1月30
日を除く毎週月曜日10時～11時30
分 50歳以上20人（抽選） 1,500
円 12月21日20時までに電話か直
接施設へ

■親子であそぼ ～豆まきあそび
5年1月19日（木）10時30分～11

時30分 0～3歳の子と保護者10組
（先着） 100円 12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」

5年1月26日（木）10時30分～11
時30分 0～3歳の子と保護者10組

（先着） 12月26日9時30分から電
話か直接施設へ

〒233-0003　港南4-2-7
845-4100　 845-4155

休館：12月29日（木）～1月3日（火）

港南中央地域ケアプラザ

〒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）
 12月29日（木）～1月3日（火）

上大岡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
 12月29日（木）～1月3日（火）

上永谷コミュニティハウス

■1日体験 ポーセラーツで桃の節句
　「おひなさまの絵皿作り」

5年1月24日（火）13時～15時 
18歳以上12人（先着） 1,000円 
12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」

5年1月21日（土）10時～11時 小
学1～3年生10人（先着） 12月11日
11時から電話か直接施設へ

■ 放課後のけん玉教室
5年1月12日（木）15時～17時 

小学生（1・2年生は保護者同伴） 当
日直接施設へ ※見学可

■華やかに飾る
　「お正月のフラワーアレンジメント」

12月28日（水）10時～11時 20
歳以上8人（先着） 1,800円 12
月12日10時30分から電話で施設へ

■【当日受付教室】
 Saturday Night ズンバ

12月17日（土）19時15分～20時
15分 30人（先着） 600円 当
日直接施設へ ※室内履持参

〒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）
 12月29日（木）～1月3日（火）

桜道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
 12月29日（木）～1月3日（火）

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）
 12月29日（木）～1月3日（火）

日野南コミュニティハウス

〒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）
 12月30日（金）～1月3日（火）
 ※12月29日（木）は受付16時まで
 　17時閉館、1月4日（水）は13時開館

港南スポーツセンター

■大きなクリスマスツリーを
 見に来ませんか

12月20日（火）～24日（土）10時～
16時 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

5年1月11日（水）10時～11時40分 
未就学児と保護者5組（先着） 12

月13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

5年1月12日（木）12時30分～13時 
未就学児と保護者10組（先着） 

12月15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
 提供会員・両方会員予定者研修会
　（全3回）

5年2月19日（日）10時～13時40
分・23日（祝）10時～15時30分・26日

（日）10時～15時15分 ウィリング
横浜（京急・地下鉄上大岡駅下車） 
横浜子育てサポートシステム入会説
明会に参加し、子どもを預かる会員と
して登録を希望する人30人（先着） 
12月17日10時から専用電話（ 515-
7306）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 

5年1月5日（木）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）6人

（先着） 12月13日10時から専用電
話（ 515-7306）か直接施設へ

■街アド1day「ココロとカラダを
 整える リラックスヨガ」

5年1月20日（金）10時～11時30
分 10人（先着） 200円 12月
11日9時30分から電話か直接施設へ

〒234-0051　日野2-4-6
840-5882　 848-0688

 休館： 祝休日、日・月曜日
 12月29日（木）～1月3日（火）

地域子育て支援拠点 はっち

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

 休館： 月曜日
 12月29日（木）～1月3日（火）

港南区民活動支援センター

■ クラシック音楽入門講座
 スペインへの冒険

5年2月19日（日）14時～15時10分 
小学生以上300人（先着） 1,000

円、高校生以下500円 12月16日
10時から直接、または同日14時から
電話で施設へ
■ 合唱＆ファミリーミュージカル
　「ピエールと長靴をはいた猫」

5年3月12日（日）13時～15時30
分、16時30分～19時 各343人（未
就学児は保護者同伴）（先着） 2,500
円、高校生以下2,000円 12月15
日10時から直接、または同日14時か
ら電話で施設へ
■ ウェルカムキッズ
 魔法の城のフシギな音楽会
　（おもしろ楽器コンサート）

5年2月11日（祝）14時～15時 
343人（未就学児は保護者同伴）（先着） 

1,000円、中学生以下500円 12
月16日10時から直接、または同日14
時から電話で施設へ

■ えほんの読み聞かせ会
5年1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

12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
■ クリスマスを楽しもう

12月18日（日）10時～12時 中学
生以下（未就学児は保護者同伴） 当
日直接施設へ
■ お正月遊び
かるたや羽子板、こま回し、プラ板など

5年1月4日（水）～6日（金）10時～
16時 中学生以下（未就学児は保護
者同伴） 当日直接施設へ

〒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、12月29日（木）～1月3日（火）

港南区民文化センター
ひまわりの郷

〒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）
 12月29日（木）～1月3日（火）

港南台北公園
こどもログハウス

凡 

例
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■クルクル巻いて作る
	 ぺーパークイリング

5年1月18日（水）10時～12時 
8人（先着） 800円 1月6日10時
から電話か直接施設へ

■鏡餅作り
12月24日（土）10時～12時 20組

（小学生以下は保護者同伴）（先着） 
1,200円 12月12日9時から電話か
直接施設へ ※1組5人まで
■	竹細工	～和凧作りと凧揚げ

5年1月22日（日）9時30分～15時  
20人（小学生以下は保護者同伴）

（先着） 1個900円 1月5日9時
から電話か直接施設へ
■	バードウォッチング

5年1月8日（日）9時～11時 20人
（小学生以下は保護者同伴）（先着） 
中学生以上200円、小学生100円 
12月15日9時から電話か直接施設へ

■	こめ展
12月10日（土）～5年1月15日（日）

9時～16時30分 当日直接施設へ
■	めでたい植物（ミニ展示）

5年1月5日（木）～15日（日）9時～
16時30分 当日直接施設へ
■	お正月こま回し大会
端材でこまを作ろう

5年1月5日（木）13時30分～15時  
20人（先着） 12月14日9時から

電話で施設へ
■	ばらを愉

たの

しむ	～冬の剪
せん

定
てい

5年1月28日（土）9時30分～11時
30分 18歳以上20人（抽選） 
1,000円 1月14日までに直接、ま
たは かファクスに を書いて施
設へ

〒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）
	 12月29日（木）～1月3日（火）

下野庭スポーツ会館

〒244-0813　戸塚区舞岡町1764
・ 824-0107

	休園：	第1・3月曜日（祝休日の場合は翌日）
	 12月29日（木）～1月3日（火）

舞岡公園  小谷戸の里

〒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）
	 12月29日（木）～1月3日（火）

こども植物園

■冬のとくべつおはなし会
12月22日（木）15時30分～16時 
小学生以下20人（先着） 当日直

接施設へ
■	親子でたのしむおはなし会

12月21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

12月23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

12月18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

12月22日（木）①10時～10時25
分 ②10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

■	外国人のためのパソコン教室
　（全6回）

5年1月12日～2月16日の毎週木
曜日 13時30分～15時 ※1月5日に
説明会あり 平仮名・片仮名が読め
る外国人10人（先着） ※日本人枠あり 

5,000円 12月20日9時から電
話か直接施設へ

■「みつばちのヒミツ」クイズラリー
5年1月14日（土）～31日（火）9時

～16時 当日直接施設へ
■	初春のバラの手入れ
剪
せ ん

定
て い

や芽吹きの準備の講習
5年1月26日（木）10時～11時 

8人（先着） 12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

〒234-0056　野庭町125
841-5577　 841-5725

	休館：	12月19日（月）、12月29日（木）～
	 1月3日（火）	※12月28日は17時
	 まで、1月4日は12時開館

港南図書館

〒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
	 12月29日（木）～1月3日（火）

港南国際交流ラウンジ

〒234-0053　日野中央2-2
846-4489　 349-5530

	管理事務所休所：	12月29日（木）～
	 1月3日（火）

日野中央公園

■味
み

噌
そ

づくり教室
5年1月28日（土）①9時30分～12

時 ②13時30分～16時・29日（日）③
9時30分～12時 ④13時30分～16
時 ※各前日の16時15分～17時に豆
洗い作業あり（10分程度） 20歳以
上各12人（抽選） 4,200円 12月
25日までに に と①～④の別

（第4希望まで可）を書いて施設へ
■	入門バードウォッチング

5年1月14日（土）9時30分～12時  
14人（小学生以下は保護者同伴）

（先着） 12月15日9時から電話で
施設へ

■	里山のソバ打ち塾
5年1月21日（土）10時～12時30分 
5人（抽選） 1,000円 12月28

日までに に を書いて施設へ
■	ミニ正月飾り作り

12月18日（日）10時～12時 24
人（先着） 600円 12月12日から
電話で施設へ　 
■	フラワーアレンジメント
	 ～お正月の花

12月22日（木）13時30分～15時
30分 6人（先着） 2,500円 12
月12日から電話で施設へ

〒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）
	 12月29日（木）～1月5日（木）

舞岡ふるさと村  虹の家

〒247-0009　栄区鍛冶ケ谷１-20
896-0590　 896-0593

	休園：	第1水曜日
	 12月29日（木）～1月3日（火）

本郷ふじやま公園

■ママの骨盤セルフストレッチ（全6回）
5年1月17日～3月7日の1月24日、

2月14日を除く毎週火曜日10時30
分～11時30分 女性18人（先着） 

4,200円 12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
■	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

①5年1月21日（土）13時～、14時
～、15時～ ②1月14日（土）・27日（金）
10時～、11時～、13時～、14時～ 
女性①各3人 ②各4人（先着） 12
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
新鮮な野菜と手作り品

12月16日（金）11時～14時 当
日直接会場へ

〒232-0006　南区南太田1-7-20
714-5911　 714-5912

	休館：	第3月曜日
	 12月29日（木）～1月3日（火）

フォーラム南太田

■	プロの演技を楽しむ
	 ～クリスマスダンスパーティー

12月19日（月）14時～18時 港南
スポーツセンター 100人（先着） 
1,500円、協会員500円 当日直接
会場へ こうなん文化交流協会ダン
ス部会の吉浦（ 080-3421-7744）
■	社交ダンス
①冬の初級（基礎）教室（全12回）
②冬の初・中級教室（全12回）

①5年1月12日～3月30日の毎週
木曜日 ②5年1月13日～3月31日の
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（抽選） 各6,000円 

12月23日までに電話、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

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。

■	一日いけばな教室・
	 いけばなでお正月を演出

12月24日（土）10時～12時 港
南地区センター 10人（小学生以下
は保護者同伴）（先着） 1,500円 
12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
■	こうなんスキーの会
　「みんなで楽しくスキー・スノボー」
尾瀬戸倉スキー場

5年2月24日（金）18時30分～26日
（日）19時 港南ふれあい公園集合
（地下鉄港南中央駅下車） 小学生
以上20人（先着） 30,000円、小学
生28,000円 12月15日9時から電
話、またはファクスに と学年を書
いて港南区レクリエーション協会の安
藤（ ・ 832-2768）へ
■	港南ジュニアクラブ
	 バドミントンスピリット入会案内

毎月4～5回、月曜日 18時～20時 
南台小学校体育館 小学生 月

4,000円 ※入会金2,000円 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）




