
　北永田地区の斎場「あんざいセレモマイホール」には、地域の皆さんが定
期的に集まります。それは「北永田サロン」が開催される日です。
  「北永田サロンは、一度、建物が老朽化でなくなってしまったんです。気軽
に集まれる場所がほしくて、10年間、新たな場所を探し続けました」と語る
のは、北永田サロン事務局の町田忠博さん。町田さんの熱意に応えたあん
ざいセレモマイホールに場所を借りて、３年前から、斎場の利用が少ない日
にサロンを開催しています。
　サロンは、永田地区社会福祉協議会や町
内会、地元の皆さんと連携して、毎月、さま
ざまなテーマで開催されています。月２回
の囲碁将棋クラブのほか、７月には「スマホ
教室」、８月には“子育てサロンぽてと”と連
携した「水遊びデー」が開かれました。テー
マは、参加者からのリクエストに応えること

もあれば、横浜マイスター（※）を招いたこ
とも！ また、地区センターや地域ケアプラザ
で人気の講座を、北永田サロンで開いても
らうことも企画中とのこと。
　開催のお知らせは、連合町内会の協力で
地域の掲示板に貼っています。最近では口
コミで参加者が増えているそうです。
  「サロンは地域のコーディネーター。講師の活動や参加者同士の交流が
後押しできて、その結果、みんなが満足できればうれしいね」と町田さんは
語ります。
　北永田サロンには、趣向を凝らした催しを楽しみに老若男女が集います。
今後も喜んでもらえる企画が盛りだくさん。ぜひ、気軽にご参加ください！

【南区役所】     341-1212(代表)

Trip6　蒔田周辺の旅
知る人ぞ知る、市営地下鉄開業に至るエピソードに
思いをめぐらせ、昔ながらの商店街に立ち寄りながら
みなとみらいが見える公園まで歩きませんか。

住所：蒔田駅１番出口出て右側

❷ いぬい海苔店
金沢区の柴漁港などで仕入れ、店内
で乾燥・裁断して販売しています。店
奥で焼きあげたノリの香りでごはん
が食べたくなるかもしれません。

▲店奥に備える裁断機を使えば、お寿司に使えるサイズにもできます。

▲銘板の下には実際の車輪が
　埋められています。

住所：宮元町3-44　 
休業日：日曜・祝日

ふちとりっぷ
みなみの縁(ふち)へと歩きながら地域の縁(えん)を感じる、ちいさな旅コラム

サロンは地域のコーディネーター！　
～北永田サロン～

広報相談係　 341-1112　 341-1241

このコーナーでは、南区内で
キラリと光る地域貢献を
行っている活動を紹介します

第2・4土曜日(9時～12時開庁)は、戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課で一部業務を行っています
※昼の時間帯はお待たせする時間が長くなる場合がありますので、詳しくは職員にお尋ねください
受付時間：8時45分～17時　月～金曜日(休日、祝日、年末年始を除く)〒232-0024 浦舟町2-33

蒔田駅から10分ほど歩
くと、蒔田伊勢山公園に
着きます。小高い丘の上
にあるこの公園からは、
みなとみらい地区を望む
ことができます。

❸ 蒔田伊勢山公園

住所：蒔田町841-9

❶ 横浜市営地下鉄第1号車両搬入の地
昭和46（1971）年３月16日の深夜、蒔田駅近くの鎌倉街道に設
けられた大きな開口部から、横浜市営地下鉄の第1号車両が搬
入されました。深夜にも関わらず当時数百人の市民が見守る中
で搬入された車両は、30年余りにわたり横浜の地下を駆け抜け
ました。

※横浜マイスター…横浜市が市民の生活・文化に寄与する優れた技能職者を「横浜マイスター」に
　　　　　　　　　選定。地域の技能職者の代表として活動中。

①

人口の詳細は右記へ スマホなどでも
紙面をご覧になれます

▲スマホ教室で、達人から操作を学びます。

▲プールで水遊び、楽しいね!

南区マスコット
キャラクター
　「みなっち」

晴れた日には
愛犬のお散歩コースに
している人もいます。

①
みなみの縁(ふち)へと歩きながら地域の縁(えん)を感じる、ちいさな旅コラム

①①①①縁ふちとりっぷ
みなみの縁(ふち)へと歩きながら地域の縁(えん)を感じる、ちいさな旅コラム

❸ 蒔田伊勢山公園
蒔田の森公園

宮元町３

❶ 横浜市営地下鉄第1号
　 車両搬入の地 ❷ いぬい海苔店

　 広報相談係　 341-1112　 341-1241

さんぽには区民生活マップが便利です
(区役所1階窓口案内で配布)
みなっち日記も更新中 ！ みなっち日記 検索で

鎌倉
街道

至 
弘明
寺

至 中村橋
大岡
川

横浜
市営
地下
鉄ブ
ルー
ライ
ン

蒔田
駅

市内でも数少ないノリを加工する機械を
備える「いぬい海苔店」。

店先に並べられたノリを求めて
他区から訪れる人もいます。

の り

店内の裁断機を使えば
きざみのりもできます。

9

区の人口　  195,868人 世帯数　  99,897世帯南区のいま （2019年8月1日現在）

編集・発行   南区役所広報相談係   　341-1112　  341-1241       mn-kouhou@city.yokohama.jp

毎月、毎号、みなみの旬なとっておき情報をお届けします
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トピ ックス❶

今月のおすすめ本 元気なお年寄りが活躍する本

ら い

資源化推進担当　 341-1236　 341-1240 南消防署予防課　　 253-0119

テーマ

子育てを応援する
いろいろな場所に
出かけてみよう！
スタンプ5枚で素
敵な景品と交換で
きます。

11月に提供・両方会員になるための研修会を南区で行います。
ぜひ、同じ地域で子育てを頑張っている人のために力を貸してください。

2019
スタンプ
シート

募集中！ 詳細については「はぐはぐの樹」ホームページをご覧ください。▶

提供・両方会員 まずは入会説明会に
参加してください（要予約）。

南図書館　 715-7200　 715-7271

えらい洋服研究家のエラババ先生（84歳）は、
着ると若くなる服を発明しました。もう一度子
どもになって遊びたいと思い、弟子のヒョコル
さん（68歳）と一緒に８歳の女の子の姿に大変
身！ いばっている大人たちを、ゆかいないたず
らでやっつけます。

すごいトシヨリＢＯＯＫ　
トシをとると楽しみがふえる一般書 いたずらおばあさん児童書

書誌番号：3-0500512274発行:毎日新聞出版
池内紀／著

おさむいけうち

発行:フレーベル館
高楼方子／作　千葉史子／絵
たかどの　ほうこ ちば　 ちかこ

書誌番号：3-0195053530

まちをきれいに！
みんなとつながる！

つながり清掃ウォーク開催！！

　東京2020大会に向け、自治会・町内
会や事業者・学校など、さまざまな団体
が一緒に地域の清掃を行う「つながり
清掃ウォーク」。地域をきれいにするの
と同時に、多世代交流、健康づくりにも
つなげていきます。
　昨年度は環境事業推進委員をはじめ
とする地域の皆さんの協力のもと、の
べ3,200人もの参加をいただきました。
　第３回目の今年は、11月を「つながり
清掃月間」として、自治会町内会、ハマロードサポーター登録団体など
が日頃の清掃活動を期間内に実施します。また、11月16日（土）を「一
斉清掃日」として、朝、各地元を出発し、11時到着を目安に区内４か所
のゴールに向けて清掃活動を実施します（雨天中止）。参加希望の人
は最寄りの自治会町内会へお問い合わせください。
　今年もたくさんの人に参加していただき、地域のつながりの輪がさ
らに広がっていくことを期待しています！

家の中でも多くのけがが発生しています

子育てを応援する

まちのほっとスペース
スタンプラリー2019　

開催中！

救急車を呼ぶか迷ったら

事務局：横浜子育てサポートシステム南区支部(地域子育て支援拠点「はぐはぐの樹」内)　専用ダイヤル　 731-2291(火～土：9時～17時)　 715-3815

地域子育て支援拠点「はぐはぐの樹」
720-3655(火～土、9時～17時)
715-3815

地域ぐるみで子育てを応援 !

[実施期間]
9月1日(日)～10月31日（木）
[対象]
未就学のお子さん、第1子妊娠中の人

仕事の都合で
保育園の
お迎えに

間に合わない。

もうすぐ出産。
上の子の幼稚園の
送り迎えを
頼みたい。

家の中での事故予防対策を
進めましょう!!

　近年、病気やけがで救急車により病院へ搬
送される人が多くなっています。搬送される
原因を見ると、急病の次にけがによるものが
多くなっています。
　けがの予防は、年齢に関わらずすべての人
の共通の課題です。意識を高め、けがを防ぐ
ために、起こりやすい事故の例とその予防対
策を紹介します。

●バランスの悪いものには上らないようにしましょう
●ベランダに子どもが上れるようなものを置かな
　いようにしましょう
●子どもが飲み込めそうなものを子どもの手が届
　くところに置かないようにしましょう
●階段に手すりを設置しましょう
●スリッパや靴下は滑りにくいものを履きましょう

事故予防対策

著者は70歳の時「すごいトシヨリＢＯＯＫ」と名付け
たノートを用意して、老いていく自分の姿を記録し始
めた。容赦なく襲ってくる老いを面白がる中で考案し
た「老化早見表」や「お金のことを考えなくていいシ
ステム」など、楽しく老いる秘訣をユーモラスに語る。

ひけつ

横浜消防
マスコット
キャラクター
ハマくん

　生後57日～小学6年生のお子さんが対象です。お子さんが病気のときや、宿泊の預かりはできません。利
用するには入会説明を受けてから会員登録が必要で、日数がかかりますので、早めに手続きしてください。
　また、依頼内容によっては援助できる提供会員が見つからない場合があります。

身近な地域で「子どもを預けたい人」と「子どもを預かる人」を
つなげ応援する、有償の支えあい活動です

子どもを
預かる人
提供会員

　提供会員になれるのは、市内在
住で、健康で子育て支援に理解と
熱意のある20歳以上の人です。
　入会説明会に参加後、3日間の
研修が必要です。

少しの時間なら
お役に

たてるかも！

子育て経験を
生かして

何かお手伝い
できるかしら？

病院に行く間、
預かって

もらえたら…。

ベランダに置いたものに上り
バランスを崩して転落

積み木を
口に入れる

階段の上から
転落

事務局が調整し、会員
さん同士の出会いを
お手伝いします

スタンプ帳・
スタンプ配布場所など、
詳しくはこちらから。

たとえば…

横浜市救急受診ガイド 検索で
または

9/16 は敬老の日 !

子どもを
預けたい人
利用会員
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南消防署から南消防署から

トピ ックス❷

●市大センター病院
●他市内12か所

災害拠点病院

［１人分］
エネルギー：313kcal
たんぱく質：26.1g
塩分：1.5g

災害時救急病院
●佐藤病院　 
●野村病院
●聖隷横浜病院　 

近所の診療所・クリニック・医院など
医療救護隊の活動場所※
●南区休日急患診療所(宿町4-76-1)
●被害の大きかった方面の
　地域防災拠点など
※医師•歯科医師•薬剤師•看護師などで編成され、
　地域防災拠点などで巡回診療を行います

区民の自助・共助による応急手当
すべての地域防災拠点に応急手当て用品（消毒液、包帯など)を
配備しています。

診
療
中
横浜市

開
局
中
横浜市

　けがをしたり、けが人を発見した時、まず真っ先に思い浮か
ぶのは、病院を受診することではないでしょうか。
　しかし、災害時には病院や診療所などの医療機関も被災す
る可能性があります。仮に、被災を免れ診療ができたとしても、
一部の医療機関に多くの負傷者が殺到し、常に混乱すること
が予想されます。

発災によって、がれきで荒れた道を歩いてけがをしたり、
倒壊した家屋の下敷きになっている人を発見するかもしれません。

その時、あなたはどのような行動をとりますか？

❶平時から、地域にある医療機関を把握しておくこと

「もしも」の時、それは明日かも。 発災時、重症度に応じた行動をとりましょう

事業企画担当　 341-1183　 341-1189

～震災が発生した時、どのように行動しますか？～

　横浜市では「放火(疑い含む)」による火災が34年間、
出火原因の１位となっています。
　南区の平成30年の火災件数45件のうち、約半数の
22件が放火(疑い含む)が原因で、放火(疑い含む)件数
は前年より４件の増加となりました。（22件は横浜市18
区の中で1番多い件数です。）
　放火火災を防ぐためには「放火されない・させない環
境」を作ることが大切です。

□ ごみは指定された日の朝に出す（放火火災は深夜帯が一番多い）
□ 家の周りの整理整頓（紙類などの燃えやすい物を放置しない）
□ 自動車やバイクの車両カバーを防炎※化する
□ 倉庫や車庫は をかけて、不審者の侵入を防ぐ
□ 家のまわりは常夜灯などで明るくする

南消防署予防課　　 253-0119

放火火災を防ぎましょう！

出火原因
第１位
出火原因
第１位

身の回りは安全ですか？

を覚えておきましょう。

限られた医療機関の中で、混乱なく受診するためには、

南区では毎年２回のぼり旗を
掲げる訓練を行っています。
お住まいの近くの医療機関を
チェックしておきましょう。

応急手当てで
対応可能な
軽度の負傷

（例）すり傷、切り傷など

防災特集は8-9ページをご覧ください

※防炎…燃えにくい性質。ライターなどの炎であぶられても焦げるだけで簡単には燃えず、
　　　　燃えても炎が広がりにくい

放
火
防
止
対
策

健康づくり係　 341-1187　 341-1189

サバ缶の
チャンプルー

南区食生活等改善推進員(ヘルスメイト）の
おすすめのレシピを紹介します 

vol.

　食生活等改善推進員会(愛称:ヘルスメイト)は、「私たちの健康は私たち
の手で」をスローガンに、栄養・運動・休養のバランスのとれた健康づくり
を自ら実践し、地域へ広めるボランティア活動を行っている全国的な団体
です。南区では117人の会員が活動しています。

❶木綿豆腐はキッチンペーパー
でくるんで重しをのせ、１０分
程度水切りをする。

❷キャベツはざく切り、にんじん
は短冊切りにする

❸フライパンにサラダ油の半量
を中火で熱し、❶の木綿豆腐
をくずして加え、焼きつけて、
塩・こしょうをふって取り出す。

❹同じフライパンに残りのサラ
ダ油を熱し、❷の野菜を炒
め、サバ缶の汁を回し入れ
て、さっと炒める。しんなりと
してきたらサバを加え、ほぐ
しながら炒めて、❸の取り出
した木綿豆腐を戻して、さっ
と炒め、最後にしょうゆで味
をつける。

作り方 

サバ缶にひと工夫することで、野菜がしっかり摂
れて、さらにおいしく食べられます。おすす

め

ポイン
ト

26

サバ缶(水煮)･･･････1缶(190g)
木綿豆腐･････････････1 ／ 2丁
キャベツ････････････････150g
にんじん･････････････････20g
サラダ油･･････････････大さじ1
塩・こしょう･････････････各少々
しょうゆ･･･････････････小さじ1

材料（2人分）

生命の危険の可能性
があるもの、または生
命の危険が切迫して
いるもの

生命の危険はないが、
入院を要するもの
重症者以外

生命の危険がなく、
入院を要しないもの
(持病・慢性疾患等)

放火放火

身の回りの安全を再確認しましょう！

一人ひとりが意識して、放火のない街にしましょう!

◀横浜消防マスコットキャラクター ハマくん

重 

症

中
等
症

軽
症

●清水ケ丘病院
●県立こども
　医療センター

９月６日（金） 午前中
第１回

第2回
３月11日（水） 午前中

❷緊急度や重症度に応じて、どの医療機関を受診するべ
　きかを判断すること

❸診療が可能な医療機関は「診療中」、処方が可能な薬
　局は「開局中」ののぼり旗を掲げること

ごみを
夜に出して
いませんか?

倉庫や車庫に
をかけて

いますか？

車両カバーは
防炎※
ですか?

敷地内は
きれい
ですか?
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▶地域子育て支援拠点はぐはぐの樹  
プレママ会 
出産・子育て準備に、情報交換やお友
達づくりをしませんか。希望者は沐浴
の練習(お湯無し)ができます。
●10月5日(土)10時15分～11時30分
●第1子妊娠中の人と家族
　 当日直接施設へ
おしゃべりサロンきょうだい児育て 
下の子誕生で忙しさは2倍になり、
上の子のイヤイヤ期が重なった場合
など、とても大変。そんな時期の乗り
越え方を助産師と一緒にお話ししま
しょう。
●10月16日(水)10時15分～11時
30分 ●きょうだい児の養育者、第2
子以降出産予定の人、8人(先着順)
　 10月1日9時30分から電話また
は直接施設へ
おしゃべりサロン発達・療育 
発達や療育、集団生活に関する心配
ごとなどをアドバイザーと一緒に語
り合いましょう。参加中は保育ボラ
ンティアがお子さんを見守ります。
●10月19日(土)10時15分～11時
30分 ●未就学児の養育者、8人(先
着順)
　 9月26日9時30分から電話また
は直接施設へ

もくよく

▶脳トレウオーキングボランティア研修
区内で活動中または活動予定の脳ト
レウオーキンググループのボランティ
アを養成します。
●①10月1日(火)②10月21日(月)、
14時～16時 ●区役所1階 ●区内
在住者、30人(先着順) 　 9月13日
から電話で高齢者支援担当へ
　 341-1140　  341-1144

▶みなみ区民DAY
　～横浜FCホームゲーム(横浜FC
　vs.東京ヴェルディ)に無料招待!～
●10月27日(日)14時から ※11時15
分からチケット引換、12時開場 ●ニッ
パツ三ツ沢球技場(神奈川区三ツ沢
西町3-1) ※バックスタンドホーム自
由席 ●区内在住・在勤・在学者と家
族、1,000人(先着順) 　 9月11日か
ら、二次元コードから登録してくださ
い。 ※試合当日は、申込後に送られて
くる「事前申込完了メール(画面または
印刷)」と、区内在住・在勤・在学を証明
できるものをお持ちください ※申込
後にentry@yokohamafc.comから
メールが届きますので、端末の受信許
可設定をしてください ※車いす席を
希望の人は、10月13日～20日に横浜
FC公式ホームページ「車いすチケッ
ト」を確認し、お申し込みください 
　 横浜FC 　 372-5212、
区民活動推進係
　 341-1237
　 341-1240

▶災害時、あなたの力が必要です
　Ｙナース(横浜市災害支援ナース)
　募集中!!
大震災発生時に、医師・薬剤師・市職
員とともに医療救護活動をしていた
だく看護職を募集しています。
●市内在住・在勤の保健師・助産師・看
護師・准看護師の有資格者で、横浜市
が被災した際に区内の地域防災拠点
(指定された小・中学校)などで支援活
動ができる人 　 事業企画担当(4階42
番窓口) 　  341-1183　  341-1189

▶いきいきふれあい南なんデーに
　行政相談所を開設します
行政相談委員が、国の行政機関など
に関する苦情や意見・要望などの相
談を受け付けます。
●10月6日(日)10時～14時 ●大岡
健康プラザ(大岡1-14-1) 　 当日直
接会場へ　  神奈川行政評価事務所
　 641-2832　  664-9316

▶人と動物とのふれあい活動
　ボランティア募集
飼育されている動物とその飼い主
のペアで判定会を行います。
●10月27日(日)14時～15時30分(受付
は13時30分から) ●区役所1階 ●市内
在住で犬・猫(満1歳かつ同居1年以上)
を飼っている人 ※判定会までに準備し
ていただく書類があります　　  10月
18日までに電話またはFAXで環境衛
生係へ 　 341-1192　  341-1189

▶歌おう! 南のステージで
若手テノール(芸大卒)による指導で、
11月4日にみなみん(南公会堂)で行
われる南区文化祭「みんなの合唱
祭」でステージデビューしませんか？
●10月9日(水)・23日(水)9時30分
～11時45分(全2回) ●大岡地区セ
ンター ●1,000円
　 当日直接会場へ
　 南区コーラス団体連絡会・福原
　　 712-1624

▶第28回いきいきふれあい南なん
　デー(南区健康福祉まつり)
健康・歯科・禁煙相談、医師による講
演会、親子でチャレンジ体力測定、
福祉体験コーナー、横浜総合高校う
た部による歌の集い、横浜商業高校
茶道部による立礼茶席、ふれあいバ
ザー、商店街朝市など。
●10月6日(日)10時～14時 ●大岡
健康プラザ(大岡1-14-1) ※車での
来場不可、雨天決行(一部変更となる
催しあり)、荒天中止 ※内容により先
着順・整理券配布などあり
　 南なんデー実行委員会事務局(福
祉保健課内) 　 341-1182　  341-1189

▶シルバー体操レクリエーション教室
●10月～2年3月(全18回) ●①永田
地区センター教室(水曜日・13時～
15時)②大岡地区センター教室(木曜
日・10時～12時)③南センター教室
(木曜日・13時～14時45分)④六ツ川
教室(六ツ川スポーツ会館)(金曜日・
11時～12時30分)⑤中村地区セン
ター教室(水曜日・10時～12時) ●区
内在住の60歳以上、①②③⑤100人
④80人(先着順) ●3,000円
　 ①9月18日13時～15時②9月19
日10時～12時③9月19日13時～14
時45分④9月13日11時～12時30
分⑤9月18日10時～12時に直接各
会場へ　  南区老人クラブ連合会事
務局　　  713-8566

▶手打ちそば教室受講生募集
そばの打ち方、ゆで方などを指導
●10月3日～11月28日の毎週木曜
日、10時～12時30分(全8回) ●横浜
市シルバー人材センター本部 ●成
人、20人(抽選) ●16,000円
　　 9月18日(必着)までに、往復は
がき(　　　、年齢、希望の教室を記
入)または電話で横浜市シルバー人
材センター(港南区上大岡西1-6-1オ
フィスタワー13階)へ
　 847-1800　  847-1716

▶あなたの血糖値大丈夫？
　～今日からはじめよう! 
　　糖尿病予防~
糖尿病の発症や重症化を予防する
ために、今日から始められるポイン
トを糖尿病看護認定看護師が分か
りやすくお話しします。
●9月27日(金)14時～15時45分
●区内在住・在勤者 ●区役所1階
　    9月25日までに電話で健康づく
り係へ　  341-1187　  341-1189

▶食品衛生責任者講習会
食品衛生情報と食品衛生責任者の
責務についての講習会
●①10月9日(水)②10月24日(木)
14時～15時30分(受付は13時30分
から) ●区役所7階 ●食品衛生責任
者、各40人(先着順) ※食品衛生責
任者証持参
 　　 9月11日から電話またはFAX
で食品衛生係へ
　 341-1191　  341-1189

▶シルバー社交ダンス教室
●10月～2年3月の木曜日、9時20分
～11時30分(全18回) ●南センター 
●区内在住の60歳以上、男女各25
人(抽選) ※初心者優先 ●9,000円
　　 9月27日15時(必着)までに、往
復はがき(　　　、年齢、性別、老人
クラブ名、過去の受講回数を記入)ま
たは直接、南区老人クラブ連合会事
務局へ(南太田2-32-1南寿荘内)
　　 713-8566

▶卓球教室
●10月12日(土)9時～13時 ●南ス
ポーツセンター ●区内および隣接
区在住・在勤・在学者、70人(先着順)
●600円
  　 10月6日までにFAXで南区卓
球協会・鈴木　 　  731-2173

▶南区民成人健康体操教室
●10月9日～12月11日の毎週水曜
日、10時～11時30分(全10回) ●①
吉野町市民プラザ②清水ケ丘公園
体育館 ●区内在住・在勤者、①60人
②30人(抽選) ●各5,100円 
　 10月2日10時に吉野町市民プラザ
で抽選後、当選者本人が費用を添え
て申し込み　  南区体操協会・堀川
　 　711-1374

▶ウオーキング講習会
●10月31日(木)10時～11時30分
●南センター ●区内在住・在勤者、
40人(先着順) ※室内用運動靴・野
外用運動靴・タオル・飲み物をお持ち
ください
　 9月17日9時から電話で健康づく
り係へ　  341-1185　  341-1189

▶横浜元気! スポーツ・レクリエー
ションフェスティバル2019
小学生走り方教室のほか、体験教室、
ダンス教室発表会、クラフト体験など
●9月29日(日)10時～12時(イベント
全体は17時まで) ●南スポーツセン
ター ●小学生、60人(先着順) ※小
学4年生以下は保護者同伴
　 9月11日から、電話またはFAX
(　　　、性別、学年を記入)で南ス
ポーツセンターへ ※走り方教室以外
は、当日直接施設へ 
　 743-6341　  743-6519

●申込の　　　は、(行事名・〒住所・氏名(フリガナ)・電話番号・往復はがきは返信先)を記入
●費用無記載は無料　●区役所への郵送は「〒232-0024浦舟町2-33」、そのほかは各施設へ
●このほか南区ホームページ内イベントカレンダーにも行事を掲載　●　   (みなっちマーク)は子どもが対象です

　 地域子育て支援拠点はぐはぐの
樹 交流スペース(弘明寺町158カル
ムⅠ 2階　　  715-3728(日・月・祝
休日、月曜日が祝休日の場合その翌
日休館))

▶リフレッシュ・イン・みなみ
リンパの流れを勉強します。
●9月21日(土)13時から ●南スポー
ツセンター ●区内在住・在勤・在学
者 ●500円(会員は無料) ※室内履
きをお持ちください
　 当日直接会場へ　  南区体操協
会・加藤　　  741-4045

▶中村ウォータープラザ防災の集い
　2019
防災啓発映画＆講演会、水道体験、緊
急車両展示など。来場者には水道グッ
ズプレゼント! (先着200人)レインボー
フェスタ・みなみと共同開催です。
●9月21日(土)10時～14時(防災講
演会：11時～12時30分) ●水道局中
村ウォータープラザ(中村町4-305)
　 当日直接会場へ
　 水道局中村水道事務所
　 252-9001 　 241-2570

▶レッツ・ファジーテニス
●10月13日(日)11時～12時45分
●永田地区センター
　 当日直接会場へ
　 南区さわやかスポーツ普及委員会
　 080-4654-5190　  743-6519

子ども・子育て

スポーツ・健康づくり

お知らせ

イベント

文化・芸術

Yナース 検索で詳細は
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施設から

③エジソンのマダケで点灯実験
竹のフィラメントに電気を流して光
らせます。
●10月26日(土)10時～12時 ●小
中学生、10人(抽選) ※小学生は保
護者同伴 ●500円

▶女性のためのパソコン講座
①エクセル初級：表計算の基礎から
関数・グラフ・データベースの基礎を
学びます。②エクセル中級：仕事に
使える! 実務的な関数や便利機能を
学びます。
●①10月12日(土)・13日(日) 10時
～15時30分 (全2回)②10月26日
(土)・27日(日) 10時～15時30分
(全2回) ●女性、各12人(先着順)
●各11,000円 ※参加費などの免
除制度あり、保育あり(1歳6か月～
未就学児、開催4日前までに要予約、
有料、先着順　  714-2665)
　 9月18日からパソコン講座専用
電話　  862-4496(9時～15時30
分、日・祝・第4木曜を除く)または
ホームページにて受付

▶旬の料理教室
旬の食材を使った料理に挑戦します。
●10月16日(水)10時～13時 ●成
人、10人(先着順) ●1,000円
　 9月25日9時から費用を添えて直
接施設へ
▶シニアのヨガ体操
シニアの人でもらくにできるヨガと
体操で、運動不足を解消!
●10月9日・23日、11月13日・27日
(すべて水曜日)13時～14時（全4回） 
●60歳以上、10人(先着順) ●1,200円
　 9月18日9時から費用を添えて直
接施設へ
▶こどもの部屋
わらべ歌遊び、絵本、紙芝居など
●9月10日(火)、10月8日(火)10時
30分～11時30分 ●未就園児と保
護者 　
　 当日直接施設へ

▶幼児向け応急手当
幼児の誤飲事故の対処
法、ＡＥＤの使い方など
●10月2日(水)10時30分～12時
(受付は10時から) ●保護者、20人
(先着順) ※幼児同伴可
　 当日直接施設へ
▶折り紙で遊ぼう
毎月テーマを決めて折り紙を作りま
す。9月は「コップ」
●9月18日(水)15時～16時 ●小学
生以下、10人（先着順）
※未就学児は保護者同伴
　 当日直接施設へ
▶おはなしおばあちゃんと
　遊びましょう
お話し会、読み聞かせ、手遊び、わら
べ歌ほか
●10月3日(木)11時～11時30分 
●未就学児と保護者、10組（先着順）
　 当日直接施設へ

▶フォーラム南太田シネマ
　「氷の花火 山口小夜子」
山口小夜子さんのミステリアスな生
前をひも解くドキュメンタリー映画。
●11月17日(日)13時30分～15時
10分 ●90人(先着順) ●900円(前
売り・予約)、1,000円(当日券、座席
がある場合) ※保育あり(1歳6か月
～未就学児、開催4日前までに要予
約、有料、先着順 　 714-2665)
　 9月17日から電話またはホーム
ページで受付
▶フォーラム南太田マルシェ
　～地モノ野菜市と手づくり市、古布回収～
野菜や手作り品が玄関前に並びます。
●9月20日(金)11時～14時 ※古布
(洗ったものに限る)は、当日13時30
分までにお持ちください
　 当日直接施設へ 

　 ①9月15日②9月30日③10月12
日(必着)までにホームページ、FAX、
はがき(　　　を記入)または直接施
設へ

▶横浜港ものしり講座
　～横浜港の概要～
横浜港の歴史・概要から、現状や課
題などについて、お話を聞きます。
●9月26日(木)10時～11時 ●60
歳以上の市内在住者、20人(先着順)
　 9月11日9時から直接施設へ(電
話申込みは10時から)

〒232-0006 南太田2-32-1　
741-8812　 741-8813
　9月17日(火)

南寿荘

▶一緒に歌おう! 
　ゴスペル・コンサート昼の部、夜の部
ゴスペル好き、みんな集まれ! ボー
カル・ユニットVOJA-tensionと
ワークショップ受講者によるコン
サート(横浜音祭り2019共催)
●11月4日(月・祝)開演：①昼の部
13時から②夜の部17時30分から 
●各100人(先着順) ●各1,500円 
※①②通し券あり(２,500円) ※未
就学児入場不可
　 9月12日からホームページ、電話
または直接施設へ
▶アフタヌーンコンサート　
　みんなの音楽会～冬～
フェリス女学院大学音楽部出身の声
楽家、ピアニストによるコンサート
●12月10日(火)14時から ●200人
(先着順) ●1,000円 ※65歳以上の
人、30歳以下の人は800円
　 9月19日からホームページ、電話
または直接施設へ
▶「冬のアート＆クラフトマーケット」
　出店者募集
「光のぷろむなぁど」にあわせて開催
される、雑貨やアクセサリーなど手作
り作品のマーケットの出店者を募集!
●12月14日(土)・15日(日)11時～16
時 ●各30ブース(抽選) ※両日可 
●1ブース2,000円(机1台付)～5,000
円(机２台付) ※手作り体験会も可(要
事前申込)
　 9月30日までにホームページま
たは直接施設へ

〒232-0014 吉野町5-26
243-9261　 243-9263

9月2日(月)、10月7日(月)・8日（火）

吉野町市民プラザ

▶透明水彩画教室入門
初めての人でも気軽に楽しめる透
明水彩画の基礎を学びます。
●10月9日・16日・23日・30日(すべて
水曜日)9時30分～11時30分(全4回) 
●成人、10人(先着順) ●2,500円
　 9月11日10時から費用を添えて
直接施設へ
▶パソコンで作るオリジナル年賀状
素敵な来年の年賀状を簡単に作っ
てみましょう。
●10月23日(水)・30日(水)10時～
11時30分(全2回) ●10人(先着順) 
●800円 ※Windows7以上のパソ
コンをお持ちください
　 9月25日10時から費用を添えて
直接施設へ
▶パソコン相談
パソコンでお悩みの人、相談に応じ
ます。
●10月21日(月)13時～14時30分
●成人、3人(先着順) ※高齢者優先
●500円 ※Windows7以上のパソ
コンをお持ちください
　 電話で事前に施設へ

〒232-0075 永田みなみ台6-1　
721-0730
火・金曜日

永田台コミュニティハウス

▶夏休み子ども絵画展
子どもたちの夏休み絵画作品が、一
堂に会します。
●9月7日(土)～12日(木)9時～21
時 ※最終日は17時まで
　 期間中に直接施設へ

〒232-0066 六ツ川3-65-9　
716-5688
火・金曜日

六ツ川台コミュニティハウス

▶簡単おいしいおせち料理
●10月23日(水)11時～14時 ●成
人、8人(先着順) ●700円
　 10月2日9時30分から費用を添え
て直接施設へ
▶いきいきキッズ＆キッズ用品
　リサイクル
小道具を使ったお話など楽しい物が
テンポよく展開します。キッズ用品の
提供品があったらお持ちください。
●9月11日(水)、10月9日(水)10時30
分～11時 ●未就学児と保護者
　 当日直接施設へ

▶折り紙教室
●10月3日 (木)13時～16時 ●成
人、10人(先着順) ●800円
　 9月12日9時30分から費用を添え
て直接施設へ

〒232-0066 六ツ川3-122　
741-1015　 742-7604

9月17日（火）

こども植物園

②こどもサイエンス講座：
　1ミリより小さい世界をのぞいて
　みよう「タネの作戦」
●10月14日(月・祝)13時30分～15
時30分 ●小中学生、10人(抽選) 
※小学生は保護者同伴 ●300円

①どんぐりを食べよう!
●9月29日(日)10時～12時 ●3歳
～小学生と保護者、10組(抽選) 
●500円

〒232-0075 永田みなみ台4
　742-1169
　第3火曜日

永田みなみ台公園こどもログハウス

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

第3月曜日

フォーラム南太田

▶自分の“好き”をみつけよう!
　「サークル体験ウイーク」
当館で活動中のサークルの体験会で
す。ウクレレ、ダンス、キッズダンス、
折り紙、コーラス、ストレッチ・ヨガ、ズ
ンバ、手編み、体操、日本語学習、ア
ロマセラピー、ベビーマッサージの
サークル活動を体験できます。
●10月1日(火)～10月7日(月) ※時
間・定員・費用などの詳細は館内チ
ラシまたはホームページで確認 ※当
日参加可のサークル有
　 9月11日～25日に電話または直
接施設へ
▶初心者も安心! 男の料理教室
手軽にできる男の手料理。札幌スー
プカレーなどを作ります。
●①9月22日(日)②10月27日(日)③
11月10日(日)10時～13時 ●成人
男性、各16人(先着順) ●各500円
　 9月12日から費用を添えて直接
施設へ

〒232-0076 永田台45-1　
714-9751　 714-9752
　 9月17日(火)

永田地区センター

▶ハロウィンキャンディレイ作り
仮装して来館した子どもたちと、簡
単にできてかわいい「キャンディレ
イ」を作ります。
●10月31日(木)13時30分から ※無
くなり次第終了 ●50人(先着順) 
※未就学児は保護者同伴
　 当日直接施設へ

〒232-0024 浦舟町3-46・10Ｆ　
243-2496　 243-2497
　 9月17日(火)

浦舟コミュニティハウス

〒232-0064 別所3-4-1　
721-8050

　9月17日(火)

別所コミュニティハウス

▶健康リズム体操Ａ・Ｂ
音楽に合わせた無理のない運動で
健康を保ちましょう。
●10月3日～2年3月19日の毎月第
1・3木曜日、Ⓐ9時15分～10時25分
Ⓑ10時35分～11時45分(全12回) 
●成人、各50人(先着順) ●3,000円
　 9月11日9時30分から費用を添
えて直接施設へ
▶子育て広場
絵本の読み聞かせやパネルシアター、
親子での手遊びなど
●10月4日(金)・18日(金)10時30分
～11時30分 ●幼児と保護者、各10
組(先着順)
　 当日直接施設へ

〒232-0006 南太田2-32-1　
741-8812　 741-8813
　9月17日(火)

南センター
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▶女性限定☆働きたいあなたの　
　ための個別相談
女性としごと応援デスク「キャリア・
カウンセリング」出張相談です。
●9月26日(木)①9時40分～10時20
分②10時30分～11時10分③11時
20分～12時 ●女性、各1人(先着順)
　 9月12日9時30分から電話、Ｅ
メールまたは直接施設へ
　 ky-minamikouza@city.yokohama.jp

●4か月児　　………9月17日(火)、10月1日（火）
●1歳6か月児　 ……9月19日(木)、10月3日（木）
●3歳児　　…………9月12日(木)・9月26日(木)、10月10日（木）
●8時45分～9時45分 ●区役所4階健診会場
※対象者には事前に通知をしています。ご都合が悪い場合は、下記問い合
　せ先までご相談ください。母子健康手帳を忘れずにお持ちください。
　受付時間を過ぎると、受診できないことがあります。余裕をもってお越
　しください

●乳がん：40歳以上女性・2年度に1回(①か②の選択)
　10月16日（水）午前 ●予約受付：9/13～10/3（13時～16時）　
　●定員40人（先着順） ●①1,370円（視触診690円＋マンモグラフィ
　680円）②680円（マンモグラフィのみ）

●肺がん：40歳以上・年度内(4月～3月)1回
　9月実施の肺がん検診の受付は終了しました。協力医療機関でも受診
　できますので、詳細はお問い合わせください。

(公財)神奈川県結核予防会　 251-2363

福祉保健センターから5月号

区役所会場のがん検診(電話予約制)

●生活習慣改善相談／禁煙相談
　9月19日(木)午後、10月7日（月）午前
●食生活健康相談
　9月11日(水)午後、9月19日(木)午後、9月25日(水)午後、10月7日(月)
　午前、10月9日(水)午後
●子どもの食生活相談
　9月13日(金)午前
●離乳食講座（おおむね7～8か月児）
　9月13日(金)14時～15時30分 ●定員20組(先着順)
●各相談とも区役所4階健診会場

健康相談・講座(予約制)

乳幼児健康診査

お元気で21健診（介護予防健診）

健康づくり係　 341‐1187　 341‐1189

●アディクション家族教室
　依存症（アルコールや薬物など）の家族のための教室です。
　10月1日（火）14時～16時 ●神奈川区役所 本館4階第1会議室 ※詳細
　はお問合せください

①9月29日（日） ●受付：10時～11時 ●太田小学校体育館〈健民祭〉
②10月6日（日） ●受付：10時～11時 ●大岡地区センター〈南なんデー〉
※①②ともに上履きをお持ちください ※おおむね65歳以上

●乳幼児歯科相談(0歳児～未就学児)
　9月25日(水)13時15分～15時 ●区役所4階健診会場

こども家庭係　 341‐1148　 341‐1145

障害者支援担当　 341‐1142　 341‐1144

こども家庭係　 341‐1148　 341‐1145

福祉保健センターから

健康づくり係　 341-1185　 341-1189

高齢者支援担当　 341‐1140　 341‐1144

〒232-0067 弘明寺町265-1
　715-7200　 715-7271

   9月17日(火)

南図書館

▶手作りシルバーペンダント
●10月20日(日)・27日(日)10時～12
時 ●成人、10人（先
着順） ●2,000円　 
　 9月22日10時か
ら費用を添えて直
接施設へ
▶おはなし会
絵本の読み聞かせ、パネルシアター
などを親子で楽しみます。
●10月5日(土)10時30分～11時30
分 ●小学生以下、15人(先着順)
　 当日直接施設へ

〒232-0041 睦町1-25　
741-9436　 731-4853
    9月17日(火)

睦コミュニティハウス

▶ハロウィンを楽しむアレンジメント
カボチャや木の実を使ったかわいい
アレンジメントを作ります。
●10月24日(木)14時～16時 ●成
人、12人(先着順) ●1,500円
　 9月12日9時30分から費用を添
えて直接施設へ
▶認知症サポーター養成講座
認知症サポーターになり、地域を優
しく見守りませんか。
●10月5日(土) 10時～11時30分
●30人(先着順)　　 9月12日9時30
分から直接または電話で、施設または
中村地域ケアプラザ(　 260-5100）
へ ※電話受付は14時から
▶カラオケ大会「館長杯」
中村地区センター主催のカラオケ大
会です。上位3人には記念品を進呈
●10月23日(水)14時～16時30分
●20人(先着順) ●300円
　 9月12日9時30分から費用を添
えて直接施設へ

〒232-0033 中村町4-270　
251-0130　 251-0133
    9月17日(火)

中村地区センター

▶ベビーヨガ＆ママのための産後ヨガ
ベビーヨガをしながらお子さんとのふ
れあいタイムを満喫! ママも産後の
回復ヨガでメンテナンスしましょう!
●9月19日(木)、10月2日(水)・17日
(木)・30日(水)、11月6日(水)10時
30分～11時30分(全5回) ●未就学
児と母親、10組(先着順) ●2,000円
　 9月11日13時から電話または直
接施設へ
▶フラダンス教室（後期）
●10月～３月の第２・４金曜日、13時
30分～14時30分（全12回） ●10人
（先着順） ●2,000円 　 ９月11日
10時から費用を添えて直接施設へ

〒232-0017 宿町3-57-1　
711-3377　 711-2662

  9月17日(火)

蒔田コミュニティハウス

▶俳句教室（俳句入門コース・
　俳句一般コース 後期）
●①入門コース：10月～3月の第３
水曜日、13時～15時（全6回）②一般
コース：10月～3月の第３水曜日、9
時30分～12時(全6回) ●60歳以
上、各10人（先着順） ●①2,000円
②2,500円　  9月18日11時から費
用を添えて直接施設へ

〒232-0061 大岡1-14-1　
743-2411　 743-6290
　9月17日(火)

大岡地区センター

▶古典に親しむ
　～万葉集を楽しもう～
●10月20日(日)、11月10日(日)13時
30分～14時45分(全2回) ●成人、
30人 (先着順) ●400円 　 9月13
日9時から費用を添えて直接施設へ
▶美文字教室 (夜の学び講座)
心のこもった年賀状を手書きで! 
●10月11日・25日、11月1日・15日(す
べて金曜日)18時30分～20時(全4回) 
●成人、10人(先着順) ●1,200円
　 9月13日9時から費用を添えて直
接施設へ
▶公開講演会
　「しなやかな身心をめざして」
歳を重ねた人こそ、体を動かし、他者
とふれあい、しなやかな体や心を手
に入れましょう。
●10月27日(日)10時～12時 ●成
人、80人(先着順)
　 9月15日～10月26日に、電話で
放送大学神奈川学習センター
(　 710-1910、9時10分～17時40
分、月曜、祝休日を除く)

▶教室第4期(11～12月)参加者募集
①水泳教室(成人・小学生)、アクアビ
クス、水中ウオーキング
②トレーニング室教室(ヨガ・ピラ
ティス・エアロビクス・姿勢改善・ス
ロージョギング) ※クラスにより曜
日・時間が異なります。詳細はお問
い合わせください
●11月1日(金)～12月28日(土) 
●各10～30人(抽選) ※費用詳細は
ホームページまたは電話でお問い
合わせください
　 9月28日～10月6日
に直接施設へ

〒240-0025 保土ケ谷区狩場町238-3　
742-2003　 742-2005

第4火曜日

保土ケ谷プール

▶レインボーフェスタ☆みなみ
地域住民と社会福祉施設、学校など
の地域交流まつり。アーティストの
パフォーマンスや模擬店など
●9月21日(土)10時～14時 ●どん
とこい・みなみ、中村地区センター、
中村特別支援学校、中村小学校 
　 どんとこい・みなみ
　 264-2866　  264-2966

〒232-0024 浦舟町3-46・8F　
260-2531　 251-3264

日曜・祝日

南区ボランティアセンター

▶インターネット被害防止講座
　～ネットトラブル疑似体験～
演習形式でワンクリック詐欺、ネット
ショッピングのトラブル、有料サイト
への誘導など具体的なトラブル例を
疑似体験し、ネット被害を未然に防
止するための講座です。
●10月10日(木)14時～15時30分
●20人(先着順) ※一人に1台パソコ
ンを貸し出します 　 9月12日10時か
ら直接施設へ(電話受付は14時から)
▶アロマで抗菌スプレーつくり!
風邪予防やおそうじに役立つ抗菌
スプレーを作ります。 
●10月17日(木)10時～11時30分
●20人（先着順）●300円
　 9月19日10時から費用を添えて
直接施設へ
▶「交流サロンカーネーション」
　担い手(ボランティア)募集
高齢者と子育て世代、未就学児の3
世代間の楽しい交流の場です。その
お手伝いができる人を募集していま
す。まずは見学に来てみませんか？
●10月1日(火)10時～12時
　 当日直接施設へ

〒232-0066 六ツ川1-267-1
　721-8801　 721-8812

　 9月17日(火)

六ツ川一丁目コミュニティハウス

▶おひざにだっこのおはなし会
わらべ歌と絵本読み聞かせで楽し
いひとときを。
●9月26日(木)11時～11時30分 ●0歳
～4歳児と保護者　 　当日直接施設へ


