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ツイッター

情報
発信中！人　口… 214,312人

世帯数…96,985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
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　区民の皆さまの、ライフイベントのお祝いの一つとして、オリジナルデザインの
「AR※フォトフレーム」と「婚姻届受理証明書」を作成しました。区役所で、転入・
出生の手続きの記念に、婚姻届提出の思い出にぜひいかがですか。
※ARとは、実在する風景にイラストや情報を重ねて表示する技術です

1	二次元コードを
	 スマートフォン等で読み取る
2	撮影画面でフレームや
	 スタンプを選択し、デザインする
 ※文字も入力できます

3	オリジナルフレームでポーズをとって写真撮影

1	戸籍証明等請求書を港南区役所へ提出する
2	証明書のデザインを選ぶ（1通1,400円）
※本人確認書類が必要です
※受取まで1週間～1か月程度かかります。（婚姻届の受理日により異なります）

対	象
	
港南区に婚姻届を提出した人		※過去の届出も対象

ARフォトフレームを使って記念写真を撮れます。

区の花や鳥、港南ひまわり８
ハチサン

３運動推進キャラクターの83太郎をモチーフに
考案した3種類。港南区に婚姻届を提出した人が申請できます。

オリジナルデザインは3種類

ひまわり風景
港南区にあるひまわり畑をイメージ
しました。

シジュウカラ
区の鳥シジュウカラをモチーフに、
ステンドグラスをイメージしました。

83太郎
和やかな印象の83太郎に区の花を
飾りました。

市共通デザインもあります

 問合せ  区役所企画調整係（ 847-8327 841-7030）

撮
影
は
と
っ
て
も
簡
単
！

  

流
れ

 問合せ  区役所戸籍担当（ 847-8331 841-1281）

詳細は
こちら
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	問合せ  区役所こども家庭係（ 847-8410 842-0813）

	問合せ  区役所事業企画担当（ 847-8441 846-5981）

障害者版ひまわりホルダーもあります。
詳しくはお問い合わせください。

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

地域ケアプラザで登録
（本人または家族）

ホルダーのお渡し（外出時に身に着ける）
ひまわりホルダー（見本）　表 裏

病院・警察などが
地域ケアプラザに連絡

地域ケアプラザ
から家族に連絡

持っていて
良かった

外出先で
倒れる・

保護される

登録・利用の流れ

	問合せ  区役所広報相談係（ 847-8321 846-2483）

港南区のウェブページを見てみよう！
　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	 QRコードを読み取る
	 ※「QRコード」は(株)
 　デンソーウェーブの
 　登録商標です ピンチアウト

（拡大）スワイプ（移動） ピンチイン
（縮小）

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♪
スマートフォンの便利な機能を使ってみよう！

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。

　区内の市立保育園では、地域の親子向けに育児支援を行って
います。保育園に通っていない親子も利用できます。今回は、
その中からいくつかの取組を紹介します。

　地域の未就学児を対象に、定期的に園庭を開放してい
ます。実施日を確認の上、ぜひ遊びに来てください。
○ 園庭は、毎日点検・清掃をしているので安全
○ 育児支援専任の職員が常駐
○ 給食レシピ集や、地域の子育て情報の掲示

　園庭開放実施日に、絵本の
貸出しを行っています。保育
園で人気の絵本も紹介してい
ます。親子でゆっくり楽しい
時間を過ごしてください。

　子育て中は、いろいろな悩みや不安があると思います。
そのようなときは、話を聞かせてください。どんなに小さ
いことでも大丈夫です。来園や、電話で受け付けています。

　子育てに役立つ、親子で楽
しめる講座です。
　上大岡東保育園では、職員
が食育の歌を作詞作曲して、
地域の親子向けのミニミニコ
ンサートを開きました。

乳幼児向けの遊具やおもちゃがいっぱい

「どれにしようかな？」
絵本選びも楽しい時間です

　「外出先で倒れた」「警察に保護された」など、
いざというときに役立つ「ひまわりホルダー」。区内
で5,400人以上が登録しています。
対　象

 
区内在住の65歳以上の人

費　用
 
300円（ホルダー代）

申込み
 
区内地域ケアプラザ

港南区の市立保育園
育児支援事業紹介

万が一の
おまもり

保育園に行ってみよう！ 

ひまわりホルダー

港南区
ホームページ
区長のメッセージ

2	 区長のメッセージ	「まち・ひと・ダイアリー」
	 →	見たい月を
	 	 タップする

3	 画面の下へ
	 移動する

4	 小さい画面を
	 拡大・縮小する

区内の保育園・認定こども園の育児支
援の内容・スケジュールなどはこちら
※詳細は各園にお問い合わせください

港南区発信 子育て情報

親子でできる
手あそび・
ふれあいあそび

子育て
コラム

子育て
Q&A
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	問合せ  港南消防署（ ・ 844-0119）

	問合せ  区役所区民活動支援係（ 847-8399 842-8193）

港南台病院
（災害時救急病院）

休院のお知らせ

全面改装に伴い
4月1日〜 9月30日は

休院します。
港南台病院（ 831-8181）

　区役所事業企画担当
　（ 847-8441 846-5981）

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

　冬から春は、空気が乾燥し、風が強い日が多く火災が発生しや
すい季節です。火災の発生を防ぐポイントを再確認しましょう。

火災予防のポイント
○ 家の周りに燃えやすい物を置かない。
○ 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。

「防災訪問」をご利用ください
　65歳以上の高齢者を対象に、消防署員が会合などで、防災講話や　　　　
火災予防のアドバイスを行っているほか、希望の世帯には、自宅の状況
に応じた住宅防火のポイントをお伝えする「防災訪問」を行っています。
詳しくはお問い合わせください。

　地域で講座を開講してみませんか？

こんな人を大募集　
○ 同じ思いの仲間を集めて活動したい
○ 初めての講座実施にアドバイスが欲しい
○ 地域の課題を解決したい

目指す姿
○ 新たな出会い、仲間づくり
○ 地域コミュニティの活性化

運営委員にチャレンジして…
社会教育指導員の方からたくさん
の助言と励ましをいただき、仲間
と開講！
何から始めて良いかわからなかっ
た私達が、来年度もチャレンジし
たいと思えるまでになりました。

粘土や絵の具を使った
「親子の造形あそび」を開講した3人

春の火災予防運動
3月1日〜 7日

港南区
区民企画運営講座

火災に気を付けて！

運営委員を募集！
■ 移動図書館はまかぜ号
本の貸出・返却・予約ができます	
2月16日（木）、3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

港南台地区センターまつり特別運行	
2月25日（土）10時～15時

	 ※雨天時は26日（日）
港南台地区センター
当日直接会場へ
中央図書館サービス課

　（ 262-0050	 231-8299）

■ 健康講話
　「毎日の生活から始める健康づくり」
 〜すい臓がんと糖尿病	
3月4日（土）13時30分～15時30分

	 ※13時開場
港南公会堂（地下鉄港南中央駅下車）
200人（先着）	※手話通訳あり
当日直接会場へ

	 ※通訳希望は2月3日までに連絡
区役所健康づくり係

　（ 847-8438	 846-5981）

■「港南ひまわりンピック2023」
 参加者・ボランティア募集！
①参加者	②ボランティア	
3月11日（土）10時～12時、

	 13時30分～15時30分
港南ふれあい公園

　（地下鉄港南中央駅下車）
①高校生以下各回60人

	 ②小学6年生～中学3年生各回15人
2月11日から区ホームページへ
区役所青少年育成担当

　（ 847-8396	 842-8193）

3月1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」

参加者
申込み

ボランティア
申込み

■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）
2月22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
2月13日（月）・24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）
2月24日（金）9時15分～11時、3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。

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
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　港南区では、区民の皆さまの生活環境への意識や日常生活、区に取り組んでほしい
ことなどを把握するため、区民意識調査を3年に一度実施しています。
　今回は、世界規模で流行し始めた新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛や
地域活動などへの影響を受けた中での調査になりました。
　調査結果の詳細をまとめた「港南区区民意識調査結果報告書」は、区ホームページ
や区役所等でご覧いただけますが、この紙面では7項目を紹介します。
　結果については、今後の区政運営に活用していきます。回答にご協力
いただきありがとうございました。

あなたは、これからも
港南区に住み続けたいと思いますか？

あなたの家では、
災害に備えて、どのような
対策を取っていますか？

（複数回答）（上位5項目）

港南区が将来に向けて、どのような方向に
発展していくことが望ましいと思いますか？

（3つまで・複数回答）（上位3項目）

あなたは令和元年度から令和3年度までに
がん検診を受けましたか？

食品ロス削減の取組のうち、
現在行っているものは
何ですか？ （複数回答）

あなたは、スマートフォンを
お持ちですか？

スマートフォンのどのような機能を使っていますか？

お住まいの地域でこの1～2 年の間に
行った活動は何ですか？ （複数回答）

今後、地域の中でより充実させていくべき、重要
度が高いと考える活動は何ですか？ （複数回答）

地震で開設される避難所（地域防災拠点）に
ついて知っていますか？（複数回答）

大雨・洪水・台風で開設される避難場所に
ついて知っていますか？（複数回答）

Q

Q

Q

Q

Q

Q Q

Q Q

Q Q

前回調査と同様に「住み続けたい」と「やや住み続けたい」と 
回答した人が、全体の8割と高い割合を占めました。

前回調査と比べると、ほぼ全ての
項目で増加または同等となり、特に

「非常用トイレの準備」は7％増加
しました。

多くの人が「住み続けたい」と考えていることもあり、安全・安心
に暮らせるまちづくりを求めている声が多く寄せられました。

前回から2％増加し、平成29年度から増加傾向にあります。

「電話」は全ての年代で使用されていました。
全体的に年代が上がるにつれて、使用機能は
減少傾向です。

特に、「動画視聴（YouTube
など）」や「SNS（Twitter、
Facebookなど）」は、10～
20歳代と70歳代以上では
他の項目と比べ差が大きく
なりました

前回調査と比較して、全7項目中6項
目で増加しました。特に、上位3項目
は70％以上の人が実施していること
が分かりました。

87％の人が持っているという結果となりました。

この1～2年の間に行った活動については、前回調査と比べると、全ての項目で減少または同
等となりました。重要度が高いと考える活動については、順位の変動はありますが、引き続き、
地域の安全や助け合いなどの地域活動が期待されています。

市内で震度5強以上の地震を観測した場合 ▶ 港南区　地震　避難場所 検索

気象状況により避難指示等が発令された場合 ▶ 港南区　大雨　避難場所 検索

10～60歳代で90％を超え、特に
10～30歳代は99％という結果と
なりました。70歳代は80％、80
歳以上は50％でした。

震災時と風水害時では
避難先が異なります

年代別
では

地震時の避難場所は、小・中学校に開設されることを
67％の人が「知っている」と回答しています。

風水害時の避難場所は、40％の人が
認知していないことが分かりました。

災害への
準備意識は
着実に向上
しています！

1

3

2

4

6

7

5
調査期間：令和4年5月18日～6月20日
調査対象：区内在住の18歳以上4,000人（40人の外国籍区民含む） 
抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出
回収数等：2,009票（回収率50.2％）
※小数点以下を四捨五入しているため、グラフの合計が100％にならない場合があります

 問合せ  区役所企画調整係
 （ 847-8328 841-7030）

特集

港南区　区民意識調査 検索

調
査
概
要

どちらともいえない
　　　　　16％
どちらともいえない
　　　　　16％

あまり住み
続けたくない 1％

住み続けたくない 1％ その他 1％
無回答 2％

8割

住み続けたい
65％

住み続けたい
65％

やや住み続けたい
　   15％

やや住み続けたい
　   15％

無回答 1％

持っている
87％

持っている
87％

持ってない
12％

持ってない
12％

電話 92％

LINE などによるメッセージの送受信 87％

カメラでの写真撮影ニ次元バーコードの読取 83％

電子メールの送受信 79％

情報の検索・ニュースの閲覧 72％

地図、乗換案内、タクシーアプリ 72％

動画視聴（YouTube など） 57％

ネットショッピング 51％

電子決済（LINEPay、PayPay など） 41％

ゲーム 37％

SNS（Twitter、Facebook など） 37％
電子申請などの行政手続き 23％

その他 2％

治安が良いまち

医療や福祉の充実したまち

災害対策が充実したまち

66％

44％

31％

携帯ラジオ、懐中電灯、
医薬品などを準備している

食料や飲み水を備蓄している

寝室・台所などに住宅用
火災警報器を設置している

基本的に重いものは、
高い所に置かないようにしている

非常用トイレ（トイレパックなど）を
準備している

令和4年度調査
令和元年度調査

69％
66％

66％
65％

61％
61％

60％
58％

40％
33％

全て知らなかった

市内で震度5強以上の地震が発生すると
避難所として小・中学校に開設される

事前に避難所が地域ごとに指定されている

地域防災拠点ごとに防災拠点
運用訓練を実施している

地域の方々が中心の運営委員会が運営し、
避難者も運営に協力する

防災備蓄庫に必要最低限の水・食料があり、
物資の提供を受けることができる

感染防止対策の資器材が配備され、
運用のルールが決まっている

15％

21％

6％

52％

18％

46％

67％

風水害の状況により避難指示等が
発令され避難場所が開設される

避難の目安は地域への避難指示等の発令や
危険を感じたとき

避難場所への立ち退き避難がかえって危険な
場合の適切な避難行動を理解している

地震で開設される避難場所（地域防災拠点）
とは別の場所にある

状況に合わせて区職員が開設・運営する

備蓄倉庫は無く、避難者が
水・食料を準備しなければならない

全て知らなかった

28％

24％

21％

12％

9％

6％

40％

受けた

0 20 40 60 80 100（％）

令和4年度調査

令和元年度調査

平成29年度調査

4545 5252 22 11

4343 5454 22 11

4242 5555 22 22

受けていない わからない 無回答

地域の祭りやイベントへの参加

資源回収やリサイクル活動

身近な道路・公園・川などの
清掃・美化活動

地域の交通安全や防災訓練・
防犯パトロールなどの活動

自治会町内会、子ども会、
シルバークラブなどの役員活動

令和4年度調査
令和元年度調査

17％
35％

17％
18％

15％
18％

12％
18％

11％
17％

地域の交通安全や防災訓練・
防犯パトロールなどの活動

近所の高齢者や障害者の
見守りや手助け

近所の子どもの見守りや声かけ

身近な道路・公園・川などの
清掃・美化活動

資源回収やリサイクル活動

29％

27％

26％

24％

21％

令和4年度調査
令和元年度調査

76％
68％

75％
72％

73％
74％

65％
62％

52％
44％

17％
12％

4％
3％

賞味期限・消費期限が迫っている
食品などを確認する

料理を残さず食べきる

外食の際は食べきれる量を注文する

家庭にある食材を無駄なく調理する

買い物で必要以上に買いすぎないようにする

スーパーなどでは期限が
近いものを購入する

期限内で使う予定のない食品を
必要とするところへ寄付する

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
3
サン
太郎

80歳以上を除く全ての世代で、男性に比べ
て女性の受診率が上回っており、女性の方
ががん検診への関心が高い傾向にあります。

性年代
別では
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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。

■春ウォーキング ～金沢道から弘明寺
へ、横浜もののはじめを訪ねる（全2回）
3月23日（木）、5月18日（木）9時30

分～12時30分 18歳以上20人（先
着） 1,000円 2月25日14時から
電話か直接施設へ
■ 親子でベビーマッサージ

3月17日（金）10時～11時 2～
11か月の子と保護者10組（先着） 
500円 2月24日13時から電話か
直接施設へ
■ 香りを楽しもう♪
 ～アロマストーン作り

3月21日（祝）10時～11時30分 
小学生20人（小学2年生以下は保護
者同伴）（先着） 600円 3月4日14
時から電話か直接施設へ
■ 子ども卓球教室（全2回）

3月27日（月）・28日（火）9時30分～
11時30分 小学2～6年生20人（先
着） 500円 3月4日14時から電
話か直接施設へ

■ リンパマッサージ＆
 表情筋エクササイズ

3月10日（金）13時15分～14時30
分 20人（先着） 2月14日10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 16人（抽選） 2,400円 

3月6日までに に を書いて
施設へ

■寸劇で学ぶ相続、遺言、成年後見
3月22日（水）13時30分～15時 

20人（先着） 2月11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

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

芹が谷地域ケアプラザ

■ゆらりんころりんin港南台
親子でふれあい遊び

3月7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13日から電話か直接
施設へ
■ 子育てサロンぴょんぴょん！

3月8日（水）10時～11時15分 
未就学児と保護者12組（先着） 2月
13日から電話か直接施設へ
■ 認知症家族のつどい

3月16日（木）10時30分～12時 
認知症介護者10人（先着） 2月13
日から電話か直接施設へ

■ベビーマッサージ
3月15日（水）10時30分～11時30

分 0歳の子と保護者12組（先着） 
400円 2月11日10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

■元気のちかみち 春（全4回）
介護予防講座

4・5月の毎月第2・4水曜日10時～
11時30分 60歳以上20人（先着） 

2月20日9時30分から電話か直接
施設へ

■私の自慢のペット フォトギャラリー
3月1日（水）～31日（金） 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

〒234-0056　野庭町612
848-0111　 848-0106

野庭地域ケアプラザ

〒233-0015　日限山1-66-55
827-1870　 827-1872

日限山地域ケアプラザ

■絆塾♥下永谷 サバイバル体験会
3月11日（土）10時～12時30分 

40人（先着） 100円 2月11日10
時から電話か直接施設へ
■ 子育てサロン ポケットパーク
　（全10回）

4月～6年3月の7・11月を除く毎
月第4木曜日10時30分～11時30分 

2・3歳の子（4月1日時点）と保護者
30組（抽選） 3月10日までに直接、
または に と子どもの氏名（ふ
りがな）・性別・生年月日・Eメールアド
レスを書いて施設へ

■春休みパティシエ体験
 お菓子を作ろう！

3月28日（火）10時～12時 小学
2～6年生7人（2・3年生は保護者同伴）

（抽選） 500円 3月3日20時まで
に電話か直接施設へ

■親子であそぼ ～新聞紙あそび
3月16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 2月16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23日（木）10時30分～11時30
分 0～3歳の子と保護者10組（先
着） 2月25日9時30分から電話か
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11日（土）10時30分～12時 ※

個別相談あり 20人（先着） 2月
13日9時30分から電話か直接施設へ

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

下永谷地域ケアプラザ

〒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

■庭匠と巡る鎌倉の庭園
 鎌倉五山より（全2回）

3月17日（金）13時30分～15時30
分・24日（金）13時～17時 18歳以
上15人（抽選） 1,500円 3月3日
までに に を書いて施設へ

■ 地区センターまつり
2月25日（土）10時～17時・26日

（日）10時～15時 当日直接施設へ
■飲

や む

茶
ち ゃ

講座 ～桃饅
まんじゅう

頭と胡
ご

麻
ま

団子
3月2日（木）13時～15時30分 

18歳以上12人（先着） 1,000円 
2月13日13時から電話か直接施設へ
■大人の肌のスキンケア講座

3月4日（土）10時30分～11時30分  
18歳以上12人（先着） 550円 

2月14日13時から電話か直接施設へ

■ みんな集まれ！
 ～ゲームとスポーツで楽しもう

3月4日（土）10時～12時 未就学
児～小学6年生（小学2年生以下は保
護者同伴） 当日直接施設へ ※室内
履持参
■ ミニシアターin野庭
　「最高の人生の見つけ方」

3月18日（土）13時30分～15時40
分 18歳以上50人（先着） 2月
18日10時から直接、または同日11時
から電話で施設へ
■ 歌って楽しい！ 音楽健康体操

3月1日（水）13時～14時30分 
50歳以上20人（先着） 500円 2
月11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）

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）

港南台地区センター

〒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」	

■ さくらんぼひろば 〜新聞紙あそび
2月21日（火）10時～11時	 未就

学児と保護者10組（先着）	 200円	
2月11日11時から電話か直接施設へ
■ 水回り漏れの修理方法
3月18日（土）10時～11時45分	

12人（先着）	 300円	 2月11日11
時から電話か直接施設へ
■ すてきなフルートの調べ
3月18日（土）14時～14時45分	

小学生以上30人（先着）	 2月11日
11時から電話か直接施設へ

■ 春の花を楽しむ
 〜フラワーアレンジメント
3月9日（木）13時30分～15時30

分	 10人（先着）	 1,000円	 2月
11日9時から電話か直接施設へ
■ 備えて安心！ 
 私の老後とその先のこと
 〜家族がいてもいなくても
3月26日（日）14時～15時30分	

15人（先着）	 2月18日9時から電話
か直接施設へ

■ おはなし会
2月22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
■ 早すぎない生前整理
 〜整理のプロから学ぶ
3月4日（土）10時～11時30分	

50歳以上20人（先着）	 2月13日
10時30分から電話で施設へ

〒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

〒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

■ 趣味の教室（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、音楽
で脳トレ、そろばんで脳トレ、ペン毛筆
習字、ペン淡彩画、鉛筆スケッチ、コー
ラス、元気＆ラインダンス、卓球、ひば
りエクササイズ
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年以内に受講した教室は
不可。詳細は問合せを
■ 趣味の教室 短期講座
スマホ入門（全3回）、鎌倉歴史散歩（全
4回）、港南の歴史（全4回）、ノルディッ
クウォーク（全6回）、日本史よもやま話
（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

■ボランティア向け絵本の
 読み聞かせ講座
3月9日（木）10時30分～12時	 20

人（先着）	 2月16日から直接施設へ
■ 大人のためのおはなし会
3月3日（金）10時30分～12時	

20人（先着）	 2月15日9時30分か
ら電話か直接施設へ

■ シネオペラ
　「トゥーランドット」（2008年版）
6月24日（土）10時30分～12時40

分、14時～16時10分	 小学生以上
各310人（先着）	 2,500円	 2月
17日10時から直接、または14時から
電話で施設へ

〒234-0054　港南台6-22-38
832-0811　 832-0813

休館：第4火曜日

老人福祉センター		蓬莱荘

〒234-0056　野庭町125
841-5577　 841-5725

 休館：2月20日（月）

港南図書館

〒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

■初心者のためのパソコン講座
①YouTubeの使い方	②ホームペー
ジを作る	③イチから始めるパワーポ
イント	④パワーポイントを使いこなす
①3月2日	②9日	③16日	④23日

いずれも木曜日13時30分～16時	
各回10人（先着）	 各回2,000円	
2月13日9時から費用を添えて直接
施設へ
■ 講座 新しい仲間が見つかる、
 好きなこと、やりたいことで
 ボランティア
3月5日（日）10時～11時30分	

18人（先着）	 2月13日9時から電話
か直接施設へ

■ えほんの読み聞かせ会
3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
2月16日（木）、3月9日（木）11時～

11時30分	 未就学児と保護者	
当日直接施設へ

〒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

〒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

■知って安心！ 遺言と相続の手続きが
よく分かる講座
3月12日（日）10時～11時30分	

10人（先着）	 100円	 2月11日9
時30分から電話か直接施設へ

■ はっちpapa‘sくらぶ
2月21日（火）10時30分～11時	

父親になる予定の人、0・1歳の子の父
親	 当日直接施設へ
■ あかちゃんのへや
2月17日（金）、3月3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
利用説明と交流会
3月7日（火）12時30分～13時	

未就学児と保護者10組（先着）	 2月
21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	
①2月25日(土)	②3月2日（木）	③

3月8日（水）①③12時30分～13時
30分	②10時30分～11時30分	
①③はっち	②港南台地域ケアプラザ	
子育ての支援を受けたい人（生後

57日～小学6年生の保護者）・支援し
たい人（20歳以上）①③6人	②3人	
（先着）	 2月14日10時から専用電話
（ 515-7306）か直接施設へ

■【当日受付教室】
 土曜ナイトプログラム
 〜バスケットボールタイム
2月25日（土）19時～20時45分	

16歳以上21人（先着）	 600円	
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

〒234-0051　日野2-4-6
840-5882　 848-0688
休館：祝休日、日・月曜日

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

凡	

例
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■ パン教室
3月12日（日）13時～16時	 12人

（抽選）	 1,700円	 2月21日まで
に に を書いて施設へ
■ 舞岡ふるさとの森散策会
3月11日（土）9時30分～12時	

14人（先着）	 2月19日9時から電話
で施設へ
■ バードウォッチング
3月18日（土）9時30分～12時	

14人（先着）	 2月19日9時から電話
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）、
 2月6日（月）〜17日（金）（空調工事）

舞岡ふるさと村		虹の家

■作詞教室 
ポップス、歌謡曲、演歌
3月13日（月）13時30分～16時30

分	 15人（先着）	 5,000円	 2月
13日9時から電話か直接、またはファ
クスに を書いて施設へ
■ 中高年のための英語教室（全22回）
4月～6年3月の8月を除く第2・3

木曜日13時～14時30分	 40歳以
上20人（抽選）	 23,000円	 2月
28日 までに またはファクスに

を書いて施設へ

〒233-0002　上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー13階

847-1800　 847-1716
休館：祝休日、土・日曜日

シルバー人材センター

■ 竹細工 〜鳥笛・箸・しゃもじ
3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	 3月4日9時から電話
か直接施設へ
■ バードウォッチング
3月12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	
2月23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26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

■ 里山のそば打ち塾
3月18日（土）10時～12時30分	

5人（抽選）	 1,000円	 2月28日ま
でに に を書いて施設へ
■ フラワーアレンジメント
3月23日（木）13時30分～15時30

分	 5人（抽選）	 2,500円	 2月
28日までに電話、または に を
書いて施設へ
■ ビーズ細工
3月15日（水）13時～15時	 6人

（抽選）	 1,000円	 2月28日まで
に に を書いて施設へ

〒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

〒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

■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
①3月18日（土）13時～、14時～、

15時～	②3月11日（土）・24日（金）
10時～、11時～、13時～、14時～	
女性①3人	②各4人（先着）	 2月11
日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

■ 横浜ばら会写真部写真展
2月19日（日）～3月12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
■ ひな飾り
2月24日（金）～3月3日（金）9時～

16時30分	 当日直接施設へ
■ クリスマスローズの花束と
 ラッピング
3月15日（水）14時～16時	 18歳

以上14人（抽選）	 2,500円	 3月1
日までに直接、または かファクスに

を書いて施設へ

〒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

■ 区民土曜バドミントン教室（全12回）
4月～6年3月の第3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）	 12,000円、小学生9,600
円	 2月11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19日（日）9時～19時	 港南ス

ポーツセンター	 区内在住・在学・在
勤の高校生以上200人（先着）	
1,000円	 2月11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）

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 〜ひな祭りの花
2月25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中島
（ ・ 833-5672）へ
■ ふれあいデー
 〜うすいまさとトーク＆ライブ
3月18日（土）13時30分～15時30

分	 港南台地区センター	 150人
（先着）	 2月13日9時から電話、ま
たはファクスに を書いて港南台
支えあいネットワーク（事務局：港南台
地域ケアプラザ）( 834-3141	 83
4-3145）へ
■ 春季港南区民野球大会
3月25日（土）～7月23日（日）	 長

浜公園野球場（京急京急富岡駅下車）
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	 3月4日～12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
■ あそび・隊！のおたのしみ劇場
3月27日（月）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16日か
ら電話であそび・隊！	荻野（ 090-
5348-9362）へ

横浜南税務署からのお知らせ

■	申告書作成会場のご案内		横浜南税務署（金沢区並木3-2-9）
日時 	2月1日（水）～3月15日（水）
	 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19日（日）・26日（日）は開場）
※混雑回避のため入場整理券を配布します
※駐車場は使用できません

■	申告書等を郵送する場合の宛先
	 東京国税局業務センター横浜南分室
	 〒236-8551	金沢区並木3-2-9

■	令和4年分の申告期限と納期限
	 〇所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告期限と納期限
	 　3月15日（水）
	 〇個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限と納期限
	 　3月31日（金）

	
 問合せ 	横浜南税務署（ 789-3731）

■	令和5年度市民税・県民税の申告は
	 3月15日までに区役所3階市民税担当へ
　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。

※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

※区役所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

■	確定申告書（医療費控除のみ）の提出会場を開設します
日時 	2月16日（木）～3月15日（水）（土・日・祝休日除く）
	 9時～11時30分、13時～16時30分

会場 	区役所3階	302会議室
対象 	港南区在住の年末調整済の給与所得者
	 （1か所からの給与収入のみ）
申込み 	当日直接会場へ
※2月6日から優先予約を開始。
	 予約枠には限りがあります

	
 問合せ 	区役所市民税担当（ 847-8351	 841-1596）

区役所税務課からのお知らせ

優先予約
申込みは
こちら




