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情報
発信中！人　口… 214,442人

世帯数…97,052世帯

編集・発行　港南区役所広報相談係（ 847-8321 846-2483）
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港南区役所 検索

5 〜12ページは港南区版です

2023年

No. 303 1月号

　昨年も、新型コロナウイルス感染症により地域活動
への影響が見られましたが、「協働による地域づくり」を
進めている港南区では、地域の皆さまのさまざまな工夫
による活動が感じられた1年であったと思います。
　今年もさまざまな地域活動が引き継がれ、さらに賑
わいを取り戻していけるようになることを願うとともに、 
区役所一丸となって新型コロナウイルスへの対応を 
進めながら、「見守り支えあい」のまちづくりを、皆さまと
ともに進めていきます。

　港南区はデジタル区役所のモデル区として、電子申
請による窓口予約など、デジタル技術を活用した取組
を始めました。モデル区2年目の今年は、区民の皆さま
の利便性や満足度の向上につなげていきます。
　いつまでも住み続けたいと思える「愛あふれる♥ふる
さと港南」を目指してまいります。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

	1	 港南区の花。土壌の酸性度により色が変わります
	3	 海に生息する軟体動物
	5	 港南区の鳥。黒いネクタイ模様が特徴です
	6	 百人一首の「大江山	いく野の道の	遠ければ～」で有名

な平安時代の歌人。〇〇〇〇の内
ない

侍
し

	10	 人や荷物を背中に乗せて運びます。
	 	 尻尾はバイオリンの弓に使われます
	11	 昔話のたぬきと〇〇〇は化けるのが上手です

クロスワードパズルの二重枠のマスに入った文字を
A～Dの順に並べてできる言葉は何でしょう？
※濁音は清音と同じとみなします。
ヒント　港南区デジタル推進の考え方　
	 「〇〇〇〇デジタル　港南」

答え

アンケートと応募方法は
6ページをご覧ください

あけましておめでとうございます。
今年のお年玉クイズは、クロスワードパズルです。
港南区にちなんだ問題もあります。
クイズに正解し、アンケートに全てお答えいただいた
区内在住の人に、抽選で賞品をプレゼントします。

区内の障害者事業所の焼き菓子と手作り
雑貨などの詰め合わせを、2023年に合わ
せて23人にプレゼントします。
※詰め合わせの内容はお任せください

焼き菓子・カレー・
手作り雑貨のセット

A C DB

	1	 必ず止まりましょう。車も、人も、自転車も
	2	 三

さ ん

蔵
ぞう

法
ほう

師
し

、悟
ご

空
くう

、沙
さ

悟
ご

浄
じょう

、猪
ちょ

八
はっ

戒
かい

が天
てん

竺
じく

を目指すお話
	3	 丸太で作って海や川で使います
	4	 〇〇〇船には七福神が乗っています　
	7	 四方を海や湖などに囲まれた陸地
	8	 平和のために〇〇を世界から無くしたい
	9	 人や物を乗せて水上を動く乗り物
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 問合せ  区役所広報相談係（ 847-8321 846-2483）

　いつも広報よこはま港南区版をお読みいただきありがとうございます。
より良い紙面を作るため、ご意見をお聞かせください。

プレゼント当選者の発表は、賞品の発送をもって
代えさせていただきます。お知らせいただいた個
人情報は、賞品の発送とアンケート集計のみに使
用します。

1月26日までに、 にクイズ（ 5ページ）の答えとアンケート
（問1〜 3）の回答、 と年代を書いて、区役所広報相談係
（〒233-0003 港南4-2-10）へ

インターネットでも応募できます  港南区 広報アンケート 検索

ホームページからもダウンロードできます。 港南区　災害時要援護者支援ガイド 検索

問1 よく読むのはどの記事ですか？
 ①5ページ（事業のご案内など）
 ②6・7ページ（区役所からのお知らせ）
 ③8・9ページ（特集）
 ④10～12ページ（施設からのお知らせ）

問2 港南区版を読んで、やってみたことはありますか？
 それはどんなことですか？（複数回答可）

 ①健康づくり（具体的に書いてください）

 ②災害対策（具体的に書いてください）

 ③イベントや活動への参加（具体的に書いてください）

 ④その他（具体的に書いてください）

 ⑤特にやったことはない

問3 今後読みたい記事や興味のある分野は何ですか？（複数回答可）

 ①健康づくり ②防災・減災 ③子育て・教育　④⾼齢
 ⑤障害 ⑥まちづくり ⑦市⺠活動・⽣涯学習
 ⑧環境問題・エコ活動　⑨その他（具体的に書いてください）

回
答
⽅
法

 問合せ  区役所運営企画係（ 847-8432 846-5981）

「もしも」のために進めよう防災
ミニコラム 地域の見守り・支え合い

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。

　私たちの周りには障害者、⾼齢者、妊産婦、乳幼児、外国人、けが
や病気の人など、発災時に自力の避難が難しい人や避難⽣活に支
援が必要な人がいます。住⺠全員の命を守るためには、日頃からの
地域の関係づくりが、いざという時の「防災力」につながります。

 ● 日頃から近所同士あいさつを交わすなど、顔の見える
関係をつくりましょう

 ● 近所に支援が必要そうな人がいたら、声を掛けましょう
 ● どんなことに手助けが必要か確認しましょう
 ● 支援が必要な人を誘って防災訓練に参加しましょう

災害時に地域で助け合う「共助」の案内リーフレットを50番窓口で配布中

お年玉アンケートと応募方法

港南ひまわりプラン
についてはこちら

横浜市地域福祉保健計画
推進キャラクター
ちふくちゃんの港南区版

「こなちゃん」

 ● 災害時要援護者支援のてびき
（平常時と災害時の取組紹介）

 地域で行う支援活動について、
平常時と災害時の取組例を分か
りやすく紹介

● 港南区災害時要援護者支援パンフレット
障がい者編

「地震に備えて私たちが
できること」
日頃の準備や発災時に
取るべき行動

支援者編
「地震に備え見守り支え
あうまちに」
障害別特性と災害時の
支援、日頃の準備や心構え

風水害編
「風水害から大切な命を
守るために」
日頃の準備や発災時に
取るべき行動

（ピーチ姫）

（そば屋のせがれ）

ホームページからもダウンロードできます  港南区　災害時要援護者支援ガイド 検索



72023（令和5）年 1月号  港南区版

 問合せ  区役所庶務係（ 847-8305 841-7030）

 問合せ  区役所環境衛⽣係（ 847-8445 846-5981）

 問合せ  区役所防災担当（ 847-8315 841-7030）

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

　講師の体験をもとに、ネット犯罪や誹謗中傷の恐ろしさと対策
について語ります。
日　時

 
2月28日（火）13時～14時30分

 ※12時30分開場　
講　師

 
スマイリーキクチ（タレント）

会　場
 
港南公会堂

 （地下鉄港南中央駅下車）
 ※当日はインターネットで⽣配信を
 　行います（申込不要）
対　象

 
200人（先着）

 ※手話通訳・筆記通訳・車いすスペース・
 　親子席あり
申込み

 
1月23日9時から区ホームページか電話、
またはファクスに と各通訳・車いす・ 
親子席の希望を書いて区役所庶務係へ

 ※筆記通訳希望は2月10日まで

　飼い主は災害の発⽣時に自分とペットの安全と健康を守り、避難時は
適正に飼育管理をすることが大切です。
　日頃の備えと災害時の留意などについて講演会を開催します。
日　時

 
2月19日（日）14時～16時30分 ※13時30分開場

会　場
 
港南公会堂

 ※当日はインターネットで⽣配信を行います（申込不要）
対　象

 
区内在住の人150人（先着）

 ※ペット同伴不可　※手話通訳あり
講　師

 
獣医師　大下 勲

いさお

(堺市大下動物病院院長・大阪VMAT副隊長)
申込み

 
1月11日から区ホームページか電話、またはファクスに と参加人数、

 通訳利用の有無を書いて区役所環境衛⽣係へ 
港南区　ペット防災 検索

　災害時に命を守る対策と優先すべきこと、具体的なポイントな
どを分かりやすく講演します。
日　時

 
2月28日（火）16時～18時

 ※15時30分開場
 ※3月28日～4月28日にオンライン
 　配信を行います（申込不要）
講　師

 
⾼
た か

荷
に

 智也（合同会社ソナエルワークス
 代表 備え・防災アドバイザー）
会　場

 
港南公会堂

対　象
 
200人（先着）

 ※手話通訳・筆記通訳・車いすスペース・
 　親子席あり
申込み

 
1月23日9時から区ホームページか電話、
またはファクスに と各通訳・車いす・ 
親子席の希望を書いて区役所防災担当へ

 ※筆記通訳希望は2月10日まで

港南区人権啓発
講演会

人とペットの
災害対策講演会

港南区防災
講演会

インターネットによる
人権侵害を考える

ペットを守れるのは飼い主だけ！

区民一人ひとりができる
災害への備え

■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）
1月25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
1月27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）
1月23日（月）9時15分～11時、

　2月10日（金）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17日（火）	②2月21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歳以上各35人（先着）
胸部Ｘ線撮影：680円
①1月6日～10日	②2月8日～10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

インターネット
での申込みは

こちら

申込みは
こちら

申込みは
こちら

参加申込・
オンライン

配信は
こちら

■	移動図書館はまかぜ号
本の貸出・返却・予約ができます	
1月19日（木）、2月2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）
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　港南区では、地域とのつながりを目的とした障害児者支援事業（つながり事業）が
始まっています。漠然と感じている将来の不安、生活の中で感じる疑問や思いを
きっかけとして、地域の課題解決につなげます。

 問合せ  区役所障害者支援担当（ 847-8459 845-9809）

人間力の向上を目指して ～こころのバリアフリーをひろげよう ～

日　時
 
3月6日（月）13時30分～15時 ※13時開場

会　場
 
港南公会堂（地下鉄港南中央駅下車）

申込み
 
1月11日9 時から港南区社会福祉協議会

 841-0256か 846-4117、または
 toiawase@kounan-shakyo.jpへ

講演会のお知らせ

★ 障害があってもなくても、共通の困りごとはたくさん
★ 聞こえてきた意見を持ち寄れば、何か良いものが生まれそうな予感
★ それぞれの想いを知ってもらうきっかけがあったら良いかも
★ 障害のある人が、「地域」や「災害」をキーワードに話をできる場があったら良いかも
★ 外で見掛ける人だけでなく、地域で生活する一人ひとりと知り合える機会が
 あると良いね

地域の人たちとの
出会いの場を作ろう！

小さな子どもがいたり

知り合いがいないと、

地域の防災訓練に

参加しづらいな

車いすを使っている子どもと、防災訓練
に参加するのは不安でしたが、誘われて
参加してみると、地域の皆さんが動いてく
ださって、対応も温かくとても嬉しかった
です。安心して避難できると思いました。

障害のある人たちが暮らしやすいまち
になるよう、一緒に考えられると良いと
思います。自分たちが地域でできること
をどんどんやっていきたい！と思います。

障害のある人が地域で生活することを、
もっと理解できると良いですね。「当事
者」、「家族」、「支援者」の枠を超えて交
流していきたいです。

災害時の準備はしていたけれど、近所の人
の力を借りないと難しい場面があることが
分かりました。「ここを助けて欲しい！」と声
掛けできる信頼関係を築けました。

車いすの人の参加は初めてでしたが、来てもらって良かった。
会って話して分かることもありますね。参加してもらえること
が出会いの第一歩です。車いすが通りやすくなれば、ベビー
カーや歩行器も使いやすくなるかな。
今後は、地域で実施している研修で話してもらうなど、地域
でできることを考えてみたいです。

避難が必要になったときは、近所の人の手を借りるしかない。
急には難しいから普段から顔見知りになれると良いね。障害
者だけでなく、どんな世代の人でも使ってみると、足りないも
のに気付かされますね。

安心防災帳は、災害への備えをチェックできる冊子で、準備できていない・
助けてもらいたいことの整理ができました。これを使って、民生委員さんと 
障害者の家族とが出会える場を作り、お互いが話せる機会となりました。

役員を
しているけど、

イベントはいつも
同じ顔ぶれだ

いざというときに
慌てないために、日頃から何を準備しておけば

良いのかな
障害者が家にいるから、

防災訓練に参加しても

迷惑をかけるかも

障害のある子の

将来を心配している

家族は多いかも隣の高齢夫婦の家に障害のある娘さんがいるらしいけど、見掛けないな

8
ハチマルゴーマル050 世帯が増えていると聞くけれど、私達の周りには
いない？

● 障害のある人にどんな声を掛けていいのか
	 分からない	
● 安心防災帳を使ってみたい
● 自分の地域の民生委員さんが誰か知らない
● 近所付き合いがないけれど、大丈夫かな
● 災害時の自助・共助って何だろう
● 地域で自分が輝ける場所はどこだろう
● 地域活動に参加したくても知り合いもいないし
	 一人じゃ不安
● 私にできる「バリアフリー」って何だろう

▶ 港南区社会福祉協議会
 841-0256		 846-4117
▶ 区役所障害者支援担当
 847-8459		 845-9809

特 集

高齢夫婦だから、
自分たちでできない
ことが増えてきたな

安心防災
帳の詳細
はこちら

講師：有賀絵理さん

インターネット
での申込みは
こちら
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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。

■	練り切り教室
	 ～練り切り餡から作ってみよう！
2月4日（土）13時30分～15時30分	
18歳以上12人（抽選）	 1,500円	
1月21日までに電話か直接施設へ

■入学・入園応援企画
	 手さげバックを作ろう！
2月6日（月）10時～12時、12時30

分～14時30分	 18歳以上各4人
（先着）	 1,000円	 1月14日13時
から電話か直接施設へ
■	あとは家で寝かせるだけ！
	 ひと味違う麦みそ作り
2月7日（火）10時～12時30分	

18歳以上12人（先着）	 1,800円	
1月16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	～初春
2月11日（祝）10時～13時	 18歳

以上12人（先着）	 2,000円	 1月12
日13時から電話か直接施設へ
■	味噌づくり体験教室
2月15日（水）10時～12時	 18歳

以上12人（先着）	 2,400円	 1月12
日13時から電話か直接施設へ
■	初めてのアロマ講座	お肌も心も
	 潤う万能アロマクリームを作ろう
2月23日（祝）10時～12時	 18歳

以上18人（先着）	 1,000円	 1月13
日13時から電話か直接施設へ

■地域包括支援センターの役割と
	 介護保険制度の基礎知識
1月28日（土）10時～12時	 15人

（先着）	 1月11日9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

〒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

〒234-0052　笹下3-11-1
843-3555　 843-2400

日下地域ケアプラザ

■	子育てサロン	ぴょんぴょん！
2月8日（水）10時～11時15分	

未就学児と保護者12組（先着）	 1月
11日から電話か直接施設へ
■ほっとカフェ
協力医による認知症カフェ
2月14日（火）13時～14時	 10人

（先着）	 100円	 1月11日から電
話か直接施設へ

■ママのしゃべり場こどものあそび場
2月1日（水）11時～11時30分	

未就学児と保護者12組（先着）	 当
日直接施設へ
■	おはなしの風
読み聞かせと手遊び
2月3日（金）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

■子育て中のママ・パパのための
	 ほっとたいむサロン
2月21日（火）10時～12時	 未就

学児と保護者20組（先着）	 当日直
接施設へ

■	はっぴーたいむNOBA
フラダンス体験
2月10日（金）10時～11時	 0～2

歳の子と保護者15組（先着）	 100
円	 1月11日9時30分から電話で施
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

〒234-0056　野庭町612
848-0111　 848-0106

野庭地域ケアプラザ

■ドレミで10歳若返り
歌と笑いで口腔ケアと認知症予防
1月26日、2月16日、3月23日いず

れも木曜日10時～11時	 百合丘ハ
イツ自治会館（地下鉄下永谷駅下車）		
60歳以上各10人（先着）	 500円		
当日直接施設へ

■春の桃花	二胡コンサート
2月18日（土）14時～14時45分	

18歳以上40人（先着）	 1月12日
10時から電話か直接施設へ

■	おはなし会
1月25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
■	ピアノ＆ヴァイオリンHOTな
	 コンサート
2月4日（土）14時～14時45分	

小学生以上30人（小学生は保護者同
伴）（先着）	 1月11日10時30分から
電話で施設へ
■	プリザーブドで仏花を作ろう
2月8日（水）13時～14時30分	

8人（先着）	 2,000円	 1月11日
10時30分から電話で施設へ
■	季節のアロマ
　「マスクスプレーとドライハーブを
使ったサシェ」
1月27日（金）13時30分～15時	

8人（先着）	 500円	 1月11日10
時30分から電話で施設へ

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

下永谷地域ケアプラザ

〒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

〒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

■やってみよう！	スマホ講座（初級）
2月9日（木）・16日（木）10時～12

時	 60歳以上各15人（先着）	 1月
19日13時から電話か直接施設へ
■	わが家の味	手作り味

み

噌
そ

2月16日（木）13時～16時30分	
18歳以上16人（先着）	 2,500円	
1月26日13時から電話か直接施設へ
■	春を誘う魅惑のギターコンサート
3月4日（土）14時～14時45分	

50人（先着）	 2月3日から電話か直
接施設へ

■	かんたん！	かわいい！
　「バレンタインのお菓子作り」
2月5日（日）10時～13時	 小学生

12人（3年生以下は保護者同伴）（抽
選）	 500円	 1月22日までに に

と学年を書いて施設へ
■	親子ふれあい・わくわく教室（春）
2月24日（金）10時15分～11時15

分	 1歳6か月～3歳の子と保護者
15組（先着）	 300円	 2月5日10
時から電話か直接施設へ

■「どんな自分になりたい？」
	 ～適性診断からわかる特性
2月4日（土）14時～16時	 中学生・

高校生10人（先着）	 1月14日10時
から電話か直接施設へ
■	包丁の研ぎ方講習
2月16日（木）10時～12時	 10人

（先着）	 500円	 1月19日10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）、
	 1月10日（火）

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

〒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
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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」	

■土曜健康体操
	 楽しい介護予防体操（全8回）
2月4日～3月25日の毎週土曜日	

10時～11時30分	 50歳以上20人
（抽選）	 1,500円	 1月21日20時
までに電話か直接施設へ
■	手前味噌を仕込もう！	やがておいし
い味噌が出来上がります
2月21日（火）10時～12時	 10人

（抽選）	 1,500円	 1月31日20時
までに電話か直接施設へ
■	おはなしの部屋
2月1日（水）10時30分～11時	

0～4歳の子と保護者8組（先着）	 1
月17日10時から電話か直接施設へ
■	ひまわりひろば「にこにこ」
	 親子であそぼう！	オニのお面作り
1月30日（月）10時～11時30分	

0～4歳の子と保護者8組（先着）	
100円	 1月12日10時から電話か
直接施設へ

■老後安心「介護保険のしくみと
	 エンディングノートの書き方」
2月14日（火）10時～12時	 20人

（先着）	 1月14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
2月9日（木）10時30分～11時30

分	 20人（先着）	 100円	 1月
12日9時30分から電話か直接施設へ

■	おはなしの会
絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び
1月18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（2年生以下
は保護者同伴）各10組（先着）	 当日
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

〒233-0012　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

■	スマホ	LINE	入門講座
1月27日（金）10時～11時30分	

60歳以上15人（先着）	 500円	 1
月11日11時から電話か直接施設へ
■	進化する防災訓練！
	 ～生き残るために
2月25日（土）10時～11時	 小学

生以上12人（先着）	 1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」
2月18日（土）10時～11時	 小学

1～3年生10人（先着）	 1月11日11
時から電話か直接施設へ

■【当日受付教室】
	 土曜ナイトプログラム：筋膜リリース
テニスボールを使って固まった筋肉を
ほぐそう
1月28日（土）19時15分～20時15

分	 40人（先着）	 600円	 当日
直接施設へ

■	親子で楽しもう！
	 わらべうたと絵本の読み聞かせ
1月31日（火）11時～11時30分	

0～2歳の子と保護者10組（先着）	
1月11日10時から電話か直接施設へ
■	ヴァイオリンとピアノの演奏会
4月28日（金）14時～16時	 小学

生以上381人（先着）	 1,500円	 1
月20日10時から直接、または14時か
ら電話で施設へ

〒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

〒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

〒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

■港南歴史講座　奈良時代の人々の
くらし	～港南の地と都をむすぶ道
2月18日（土）14時～16時	 20人

（抽選）	 500円	 1月31日までに
に を書いて施設へ

■	親子でたのしむおはなし会
1月18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
1月13日～2月10日の隔週金曜日

①10時～10時20分	②10時40分～
11時	 ①0・1歳の子と保護者	②0
～4歳の子と保護者各12組（先着）	
当日直接施設へ
■	おはなし・にこっと
1月22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
1月26日（木）10時～10時25分、

10時40分～11時5分	 0～4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
1月14日（土）①14時30分～50分

②15時～15時30分	 ①3歳以上	
②小学生以上各20人（先着）	 当日
直接施設へ

■ネイティブに学ぶ外国語教室
　（全30回）
英会話、スペイン語、韓国語、中国語
4月～6年3月	 各16人（抽選）	

年間30,000円、別途教科書代	 2月
15日までに に と教室名を書
いて施設へ	※詳細は問合せを
■	国際理解講座	やさしいニュースを
	 読んで韓国語で話そう
2月23日（祝）10時～11時20分	

15人（先着）	 1,000円	 1月14日
9時から直接施設へ

〒234-0056　野庭町125
841-5577　 841-5725
	休館：1月10日（火）

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

港南国際交流ラウンジ

■	心理師さんとひろばで話せるよ
1月25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
2月1日（水）10時～11時40分	

未就学児と保護者5組（先着）	 1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
2月8日（水）12時30分～13時	

未就学児と保護者10組（先着）	 1月
25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	
①1月20日(金)10時30分～11時

30分	②1月28日（土）12時30分～
13時30分	③2月1日（水）12時30分
～13時30分	④2月7日(火)10時30
分～11時30分	 ①下永谷地域ケア
プラザ	②③はっち	④日限山地域ケア
プラザ（バス停日限山下車）	 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）	①④各3人	②③各6
人（先着）	 1月11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
2月7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
1月12日・19日、2月9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
■	どんぐりハウスの豆まき
2月3日（金）11時～、16時～	 小

学生以下（未就学児は保護者同伴）	
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、1月10日（火）

地域子育て支援拠点		はっち

〒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

凡	

例
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子どもゆめ応援講演会
恐竜くんトークショー「恐竜の不思議おしえます！」

　恐竜にまつわる話や、恐竜に夢中になったきっ
かけなど、サイエンスナビゲーターとして話題の
恐竜くんが語ります。
　恐竜好きや興味のある子はぜひ聞いてみてね！

日　時
 
2月18日（土）14時～15時

 ※13時30分開場
講　師

 
恐竜くん（サイエンスナビゲーター・

 イラストレーター）
会　場

 
港南公会堂

 ※当日はライブ配信を行います（要事前申込）
対　象

 
市内在住・在学の小・中学⽣と保護者500人

 ※ライブ配信を含む（抽選）
申込み

 
1月22日までに区ホームページから　

 問合せ  区役所青少年育成担当（ 847-8396 842-8193）

■漬物教室
2月5日（日）13時30分～15時	

12人（小学生以下は保護者同伴）（先
着）	 1,100円	 1月12日9時から
電話で施設へ
■	入門バードウォチング
2月25日（土）9時30分～12時	※雨

天中止	 14人（小学生以下は保護者
同伴）（先着）	 1月12日9時から電話
で施設へ

■中高年シングル女性のための
	 生活設計セミナー
2月18日（土）10時～12時	 シン

グル女性20人（先着）	 1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
①2月18日（土）13時～、14時～、

15時～	②2月4日（土）・24日（金）10
時～、11時～、13時～、14時～	 女
性①各3人	②各4人（先着）	 1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
	 子どもの部屋オープンデー
1月12日（木）・26日（木）10時30分

～12時30分	 未就学児と保護者5組
（先着）	 100円	 当日直接施設へ

〒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）、
2月6日（月）～17日（金）

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

■冬の1day体験会
　「日本酒講座	入門編」
2月18日（土）13時～15時	 20歳

以上10人（先着）	 600円	 1月11
日9時30分から電話か直接施設へ

■	みどりの発見コーナー（ミニ展示）
1月28日（土）～2月12日（日）9時

～16時30分	 当日直接施設へ
■	サクラソウを育てよう
2月11日（祝）13時30分～15時30

分	 18歳以上20人（抽選）	 2,000
円	 1月21日までに直接、または
かファクスに を書いて施設へ
■	早春のアレンジメント
2月22日（水）14時～16時	 18歳

以上14人（抽選）	 2,500円	 2月8
日までに直接、または かファクスに

を書いて施設へ
■楽・楽家庭菜園～春夏野菜
3月5日（日）13時30分～15時30分	
18歳以上20人（抽選）	 1,000円	
2月19日までに直接、または か

ファクスに を書いて施設へ

■	絵手紙（全4回）
はがき絵の基本
2・3月の第2・4火曜日13時～16

時	 6人（抽選）	 700円	 1月31
日までに 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

〒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
	休園：第1水曜日

本郷ふじやま公園

■	舞岡公園	～水の旅探検隊
2月18日（土）、3月18日（土）10時～

12時	 小学生以上各20人（小学生
は保護者同伴）（先着）	 中学生以上
200円、小学生100円	 2月1日9時
から電話か直接施設へ
■	原木シイタケ植菌体験
2月19日（日）13時～14時、14時～

15時	 各20組（小学生以下は保護
者同伴）（先着）	 1組500円	 1月
28日9時から電話か直接施設へ
※1組5人まで
■竹細工	～こま作りと遊び
2月26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	 2月4日9時から電話
か直接施設へ

〒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）

舞岡公園		小谷戸の里

■	水彩画教室（全3回）
1月30日～2月13日の毎週月曜日	

13時30分～15時30分	 10人（先
着）	 1月11日10時から電話か直接
施設へ
■	テーブル茶道
2月6日（月）10時～12時	 10人

（先着）	 1月11日10時から電話か
直接施設へ
■	練り切り作り
2月13日（月）10時～12時	 10人

（先着）	 1月11日10時から電話か
直接施設へ

〒233-0004　港南中央通10-1
847-8480　 847-8482

休館：第3月曜日（祝休日の場合は翌日）

港南公会堂

■	ふるさと港南のまちの移り変わり
	 講座（全3回）
上永谷・下永谷・芹が谷
2月12日、3月5日・12日いずれも

日曜日	14時～16時	 下永谷地域ケ
アプラザ	 20人（先着）	 1,000円	
1月11日からファクスに を書

いて永谷ふるさと村（ 826-1662）
へ	 本所（ 080-5517-1511）
■	港南区
	 硬式テニスミックスダブルス大会
3月5日（日）～11日（土）・19日（日）

9時～19時	 日野中央公園（バス停
日野中央公園入口下車）	 区内在住・
在勤・在クラブ・在スクールの40組
（抽選）	 1組5,000円	 2月19日ま
でに に と所属クラブ・スクー
ル、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）

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。

■「夢みる小学校」上映会
1月22日（日）①10時～	②14時～	

③18時30分～、1月23日（月）④10
時30分～	 港南公会堂	 各500人
（未就学児は保護者同伴）（先着）	
18歳以上1,500円（学生割引有）	 1
月11日9時からファクスに と①
～④の別を書いて「夢みる小学校」横
浜上映会（ 342-4622）へ
■	港南区
	 ひまわりふれあいボウリング大会
2月5日（日）9時30分～13時	 ア

カフーボウル（京急・地下鉄上大岡駅
下車）	 36人（先着）	 2,500円	
1月11日9時から電話、またはファク
スに を書いて区ボウリング協会
の田川（ 080-4948-2388	 841-
1102）へ
■	立春のダンスパーティー
2月6日（月）15時～19時	 港南ス

ポーツセンター	 100人（先着）	
500円、協会員200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）へ
■	港南台囲碁睦会	会員募集
毎週月曜日	13時～17時	 港南台

コミュニティハウス	 5人（先着）	 入
会金1,000円	年会費1,000円	 1月
11日から電話で毛利（ 832-6031）へ

横浜南税務署からのお知らせ
税理士による無料申告相談・作成（事前申込制）
2月2日（木）～9日（木）9時30分～16時	※土・日曜日を除く
ウィリング横浜5階（京急・地下鉄上大岡駅下車）
給与所得者及び年金受給者

※	住宅借入金等特別控除を初めて受ける場合、土地、建物及び株式な
どの譲渡所得、事業所得、不動産所得のある人やその他相談内容が
複雑な人を除く
持ち物	 ●	前年の申告書の控え、源泉徴収票などの必要書類
	 ●			マイナンバーカードに係る本人確認書類（①マイナンバーカー

ド、または②通知カードなど番号確認書類と身元確認書類）
の写し	

1月6日から東京地方税理士会横浜南支部ホーム
　ページから

東京地方税理士会横浜南支部 検索
 

	問合せ  横浜南税務署（ 789-3731）

申込みは
こちら

申込フォームは
こちら




