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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

　南太田小学校では、1年間を通じて、楽しいイベン
トが開催されています。企画するのは、南太田小学校
ＰＴＡおやじの会の皆さん。南太田小学校に子どもが
通う父親を中心に活動を続け、19年目を迎えます。
「少しでも子どもと一緒にいたいと思って、参加し
てみました」と語るのは、南太田小学校ＰＴＡおやじ
の会会長の花村忠秀さん。子どもと楽しい思い出を
作りたいと開催するイベントは、「友だち100人作ろう会」や「学校に泊まっ
ちゃおう会」、「秋の味覚祭」、「節分の豆まき」など、盛りだくさん! 毎回、親子
はもとより近所にお住まいの人など100人を超える参加者でにぎわいます。
イベントは、小学校以外にも連合町内会や消防団、地域の青少年指導員や
商店街、小学校の卒業生など、地域の皆さんと協力しながら開催していま

す。最初は、商店街からポップコーンの機械を借りていましたが、今では
商店街の縁日へ参加するようになるなど、学校の外にも少しずつ活動の
場が広がりました。
　学校に行くと、子どもたちに「おやじの会だ!」「次のイベントはなに？」と
声をかけられるそうです。最近では、卒業生がイベントのお手伝いに来て
くれるようになり、楽しい思い出をもらった子どもたちが、次に続く子ど
もたちに楽しさをお裾分けしています。
　「こういう活動は、“持ちつ持たれつ”だと
思います。協力していただく分、私たちも
いろいろなことに協力したいですね。みん
ながニコニコしてくれるとうれしいです」
と、花村さんが笑顔で語ってくれました。

Trip7　いきな下町から平楽への旅
下町情緒あふれる商店街でお買い物を楽しみ、
秋晴れの平楽を歩いてみませんか。

住所：高根町1-4

❷ 仲乃湯
住宅地に佇む、お寺のような重厚な宮造
り。のれんをくぐれば、今も地域に愛され
る銭湯に出会えます。木彫りの番頭台や下
駄箱、高い格天井は風情たっぷりで、どこ
か懐かしい雰囲気に浸ることができます。

住所：中村町3-207-8
営業時間：15時30分～23時
休業日：毎週土曜日

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

“おやじ”の情熱で楽しい思い出がいっぱい!
～南太田小学校ＰＴＡおやじの会～

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

大きな「いかり」のオブジェクト
や展望台などに、子どもでなく
てもわくわくします。ランドマー
クタワーなども眺め
られ、お出かけの途
中での一休みもおす
すめです。

❸ 中村冒険パーク
中村橋から東へ続く
長い坂は、坂の途中
にある稲荷神社にち
なんで稲荷坂と呼ば
れています。350メー
トルほどのこの坂を
上ると、清水ケ丘や永
田地区方面など、南
区の町並みを楽しめ
ます。

❹ 稲荷坂

住所：八幡町78-5

❶ 横浜橋通商店街
弘明寺商店街と並び、市内で
も最大級の規模を誇ります。
100を超える個性豊かな商店
が連なり、時期を問わず人が訪
れます。平成25（2013）年にリ
ニューアルしたアーケードで
雨の日でも快適。さまざまなイ
ベントも開かれています。

▲たくさん友達ができたよ!（4月）

▲みんなで泊まって仲良くなったよ!（7月）

①
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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

テレビドラマの撮影も行われることのある仲乃湯。
石造りの露天風呂に、令和の時代でも昭和の古き良き趣を、

肌で感じることができます。

　 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
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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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【南区役所】     341-1212(代表) 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
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よこはま健康スタンプラリー
このマークのイベントは、景品が
当たる健康スタンプラリーの対象
です。１つ参加で１ス
タンプ、２スタンプ
１口で応募できます。

●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

▶会長杯・南区ボウリング大会
3ゲーム制・男女別ハンディキャップ戦
●11月17日(日)10時から(受付は9
時30分から) ●アカフーボウル(港南
区上大岡西2-1-28アカフーパーク本
館4階) ●区内在住・在勤・在学者、
54人(先着順) ●2,500円(初参加者
は別途年会費1,000円)　　  10月
14日～19日に電話またはFAXで南区
ボウリング協会・田辺　　  741-2989

▶精神保健福祉講座
精神障害をお持ちの人と関わるために
病気(統合失調症など)の理解を深め
ます。講師：あかりクリニック院長　
山田芳輝氏(精神科医師)
●11月17日(日)14時～16時 ●浦舟
地域ケアプラザ(浦舟町3-46 浦舟複
合福祉施設1階) ●家族、地域の住民、
関係機関職員、50人(先着順)
　　 10月18日から電話またはFAX
で南区生活支援センター
　　 251-3991

▶健診のミカタ
　～骨密度測定もあります～
健診結果の見方をわかりやすく解
説。生活習慣病予防のための講義、個
別説明、骨密度測定を行います。
●11月11日(月)①9時30分～10時
30分②10時30分～11時30分 ●区
役所4階 ●1年以内に特定健康診査
(40~74歳対象)を受けて結果が届い
ている区民、各8人(先着順) ※健診
結果をお持ちください
　　 10月15日8時45分から電話で
健康づくり係(4階41番窓口)　
　 341-1185　  341-1189

▶ミニバスケットボール体験教室
●11月16日(土)14時～16時 ●南ス
ポーツセンター ●区内の小学校に通
う小学生、50人(先着順)
　 当日直接会場へ　  南区バスケッ
トボール協会・中村 　　 878-7467

しゃべリング双子・三つ子
双子・三つ子ならではの子育てについ
てお話しましょう。保育はありません
が、皆で見守りながら参加できます。
●11月1日(金)10時30分～11時30
分 ●乳幼児の双子・三つ子を育てて
いる人や多胎児妊娠中の人とその家
族　  当日直接施設へ
おしゃべりサロン ダウン症児育て
ダウン症のお子さんの日常生活や療
育・進路などについて、先輩ママのア
ドバイザーとお話しましょう。参加中
は保育ボランティアがお子さんを見
守ります。
●11月8日(金)10時15分～11時30
分 ●ダウン症児を育てている人、妊
娠中の人とその家族、8人(先着順)
　 10月11日9時30分から電話また
は直接施設へ

　 地域子育て支援拠点はぐはぐの
樹 交流スペース(〒232-0067 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)

こどものごはん ～幼児期の栄養～
離乳食から幼児食へ。「なにをどのく
らい食べさせたらいいの？」などにつ
いて栄養士が分かりやすくお話しま
す。保育はありませんのでお子さん
を遊ばせながら参加してください。
●10月30日(水)10時15分～11時
15分 ●乳幼児の養育者
　 当日直接施設へ

子ども・子育て

▶さわやかスポーツ
レッツファジーテニス 
スポンジのボールを使用してテニス
を行います。
●11月3日(日・祝)11時～12時45分 
●永田地区センター　  当日直接会場へ
ソフトバレーボール交流大会 
●12月8日(日)13時～16時30分 ●南
スポーツセンター ●中学生以上、30
チーム(抽選) ※1チーム4人以上
●1,000円/1チーム　  11月15日ま
でに申込書(南スポーツセンターなど
で配布)を記入しＦＡＸまたは郵送で
南区さわやかスポーツ普及委員会
　 南区さわやかスポーツ普及委員会
(大岡1-14-1 南スポーツセンター内)
　 080-4654-5190　  743-6519

▶初級・中級ダンス講習会
ワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャチャの
4種目を学びます。クラス分けをする
ため、1回目は必ず参加してください。
●11月10日(参加必須)・17日・24日、
12月1日(すべて日曜日)、13時～16時
30分(全4回) ●南スポーツセンター 
●成人、30人(先着順) ●500円/1回
　　 10月11日から電話またはFAX
で南区ダンススポーツ連盟・小野
　 090-7820-8451　  731-5754

▶秋季バドミントン大会
男・女ダブルス団体戦3ペア(1チーム
8人以内)
●11月23日(土・祝)9時から ●南ス
ポーツセンター ●6,000円/1チーム
　 11月8日までにEメールまたはFAX
で南区バドミントン協会・増田
　 minami-bad@sirius.ocn.ne.jp
　 330-4150　  南区バドミントン
協会・兼井　  080-5690-1419

スポーツ・健康づくり

▶南税務署からのお知らせ
消費税軽減税率制度説明会のご案内
南区と横浜南税務署は、事業者を対
象として、消費税の軽減税率制度に
関する説明会を開催します。
●10月28日(月)・29日(火)14時～15
時30分(受付は13時30分から) ●横
浜南税務署(金沢区並木3-2-9)
　 当日直接会場へ　  横浜南税務署
　 789-3731(代表) ※おかけいただ
いた後、自動音声案内に従って「2」を
選択してください
令和元年分 年末調整等説明会
年末調整の仕方や法定調書・給与支
払報告書の作成と提出方法などにつ
いて説明します。
●11月7日(木)13時30分～16時(受付
は13時から) ●みなみん(南公会堂) 
※駐車場は有料です　  当日直接会
場へ　  横浜南税務署　  789-3731
(代表) ※説明会や源泉所得税につい
ては源泉所得税担当。用紙請求や法
定調書関係については管理運営部門
▶行政相談所開設
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24日(木)13時～16時 ●区役
所1階　  当日直接会場へ　  広報相
談係　  341-1112　  341-1241

お知らせ

▶区民が企画運営する大人のための　
　お絵描き講座 パステルシャインアート
どなたでも簡単に描けるアート技法
で心身をリフレッシュ! 全講座受講
後、ミニ修了証を発行します。
●①11月2日②12月7日③2年1月18
日④2月1日⑤3月7日(全5回・すべて
土曜日)、12時30分～14時30分 ●大
岡地区センター ●区内在住・在勤
者、20人(抽選) ●3,000円 　　 10
月18日(必着)までに往復はがきまた
はメールで区民活動推進係(浦舟町
2-33)　  341-1238　  341-1240
　 mn-kouza@city.yokohama.jp

“文化・芸術の秋”南区民の皆さん
の日ごろの活動の成果が一堂に集
まります。
●区民創作作品展
絵画・書道・華道・手芸などの区内
で活動する団体の作品展示。大広
間での舞踊や、お茶席・模擬店も
あります。
●10月26日(土)・27日(日)10時～
16時 ●南センター
●区民ステージ
区内の文化サークルによる舞踊・
ダンス・体操・歌・演奏など
●11月2日(土)10時開演(開場は9
時30分から) ●みなみん(南公会堂)
●フラ★フェスタ
区内の団体による、人気のフラダ
ンスのステージです。
●11月3日(日・祝)11時30分開演(開
場は11時から) ●みなみん(南公会堂)
●みんなの合唱祭
区内のコーラスグループによる発表
●11月4日(月・振休)13時開演(開
場は12時30分から) ●みなみん
(南公会堂) ※すべて入場無料 
　 当日直接会場へ　  南区文化
祭実行委員会事務局(地域振興課
区民活動推進係内)
　 341-1238　  341-1240

第44回 南区文化祭

文化・芸術

▶南区みなっちランニングフェスタ
①走り方教室 ②親子ランニング
●11月24日(日)9時～15時●大岡公
園及び体育館 ※上履き必須 ●①小
学3年生～6年生、100人②年中児～
小学2年生と保護者、各学年50組(先
着順) ●100円　　  10月13日～11
月2日に申込書(　　　を記入)でE
メールまたはFAXで南区体育協会・
中村　  716-5752　  716-5753
　 info.festa@wind.ocn.ne.jp

▶オリンピアン体操教室
オリンピック・パラリン
ピックの開催に向け、オ
リンピアン体操教室を
行います。講師は、池谷
幸雄氏です。(バルセロ
ナオリンピック団体総
合銅メダル、個人ゆか銀メダル)
●10月26日(土)10時～12時 ●南ス
ポーツセンター ●小学生、80人(抽
選)　　  10月20日までにFAXまた
はEメール(　　　、保護者出席の有
無を記入)で区民活動推進係
　 341-1237　  341-1240
　 mn-shisetsu@city.yokohama.jp

▶南区交流ダブルス卓球大会
男子・女子ダブルス。当日抽選でペア
を決定します。
●11月10日(日)9時～17時 ●南ス
ポーツセンター ●区内・隣接区在住・
在勤者、80人(先着順) ●800円/1人
　　 10月11日～27日にFAXまたは
郵送で南区卓球協会・鈴木
　　 731-2173(〒232-0015共進町
2-48)

▶南区秋季剣道大会
団体戦(小学4・5・6年生以下、中学生
女子、一般男子・女子、各3人制。中学
生男子5人制)
●11月4日(月・振休)9時30分から ●南
スポーツセンター ●区内在住・在勤・
在学の小学4年生以上 ●500円
　　 10月20日までにFAX(　　　、
エントリー部門を記入)で南区剣道連
盟・稲垣　　  741-5108

▶口腔がん無料検診のお知らせ
日本口腔外科学会専門医・区歯科医師
会口腔がん検診協力医による視触診
●11月10日(日)13時から ●横浜市
立大学附属市民総合医療センター 
●区内在住者、40人(抽選)
　　 10月25日(消印有効)までに往
復はがき(　　　、生年月日を記入)
で健康づくり係「口腔がん検診」担当
　 341-1185　  341-1189

▶地域子育て支援拠点はぐはぐの樹



112019（令和元）年 10 月号 ／ 南区版

施設から

▶くらしと趣味の学習館
　「包丁の研ぎ方」
●11月17日(日)10時～12時 ●15
人(先着順) ●300円 　 10月11日
9時から電話または直接施設へ

●生活習慣改善相談／禁煙相談
　10月17日(木)午後
●食生活健康相談
　10月17日(木)午後・10月23日(水)午後
●子どもの食生活相談
　10月11日(金)午前、11月8日(金)午前
●離乳食講座(おおむね7～8か月児)
　10月11日(金)14時～15時30分、11月8日(金)14時　
　～15時30分 ●20組(先着順) 
●各相談とも区役所4階健診会場

▶農と緑のふれあい祭り
野菜の収穫体験、農畜産物の販売(先
着順)、自然素材の工作教室など、緑
豊かな横浜を体験できます。
●11月3日(日・祝)10時～14時 ※こ
ども植物園は15時まで ●環境活動
支援センター・横浜市児童遊園地・こ
ども植物園
　 当日直接会場へ　  環境活動支援
センター　  711-0635　  721-6356
▶南区人権啓発講演会
　異文化理解からはじめる国際平和
　「リスペクトは国境を超えて」
国際理解や文化の違いを考えるきっ
かけとして、アフリカの少数民族の写
真や現地での体験談をトークショー
形式でお伝えします。講演者：ヨシダ
ナギ氏(フォトグラファー)
●12月4日(水)14時～16時(開場は
13時30分から) ●みなみん(南公会
堂) ●400人(先着順) ※聴覚障害
者のための筆記通訳あり
　　 10月11日からホームページま
たはFAX(　　　を記入)で総務課
　 341-1224　  241-1151

▶よこはまウォーキングポイント 
　ご利用感謝特設ブース
サンモール洋光台駅前広場にて実施
する「横浜こども秋まつり」で、ウォー
キングポイントブースを出展します。
●10月19日(土)15時～18時 ●サン
モール洋光台駅前広場(ＪＲ根岸線洋
光台駅から徒歩1分) ●①販売(歩数
計4,000円(紛失・故障した人限定)、
クリップ付きストラップ150円)②新規
参加受付(歩数計・アプリ)③歩数計・
アプリの使い方相談
　 当日直接会場へ　  よこはまウォー
キングポイント事業(YWP)事務局
　 0570-080-130/681-4655
　 0120-580-376(フリーダイヤル)
(受付時間：平日9時30分～17時30分)

イベント

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

第3月曜日

こども植物園

②落ち葉感謝祭と秋祭り
Ⓐ落ち葉感謝祭(秋遊びゲームラ
リー、収穫物の販売、クラフトコー
ナー、ミニ縁日など)Ⓑ秋祭り(花苗交
換会、収穫物の販売、クラフトコー
ナー、ミニ縁日など)
●Ⓐ11月3日(日・祝)Ⓑ11月4日(月・
振休)、10時～15時

①柿展
柿についてのパネルや園内の柿の実
物を展示
●10月4日(金)～27日(日)

③マメ知識と豆腐作り体験
●11月23日(土・祝)13時30分～15時
30分 ●小学生と保護者、10組(抽選) 
●500円
　 ①②期間中に直接施設へ③11月9
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

●4か月児　　………10月15日(火)、11月5日(火)
●1歳6か月児　 ……10月17日(木)、11月7日(木)
●3歳児　　…………10月24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)
　11月13日(水)午前 ●予約受付：10/11～
　10/31(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
　11月18日(月)午前 ●予約受付：10/29～
　11/6 ●定員50人(先着順) ●680円

(公財)神奈川県結核予防会　 
251-2363

区役所会場のがん検診
(電話予約制)

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。
　11月5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

①10月25日(金) 
　●受付：10時～11時 ●六ツ川地域ケアプラザ
②10月29日(火) 
　●受付：10時～11時 ●睦地域ケアプラザ
※①②ともに上履きをお持ちください 
※おおむね65歳以上

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

●乳幼児歯科相談(0歳児～未就学児)
　10月21日(月)9時15分～11時 ●区役所4階健診会場健康づくり係　 

341-1185　 341-1189 高齢者支援担当　 341‐1140　 341‐1144

〒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

▶1dayアロマストレッチ
季節に合わせたアロマを香らせた
お部屋で、椅子に座ってできるスト
レッチやエクササイズを行います。
●11月29日(金)14時～15時15分 
●女性、20人(先着順) ●800円 
※保育あり(1歳半～未就学児、要予
約、有料、先着順)　  10月15日から電
話、ホームページまたは直接施設へ
▶フォーラム南太田マルシェ
　～地モノ野菜市と手づくり市～
●10月18日(金)11時～14時
　 当日直接施設へ

▶女性のためのパソコン講座
①速習パワーポイント(全2回)②再就
職・転職のためのパソコン講座(全5回)
●①11月9日(土)・10日(日)②11月20
日(水)・21日(木)・22日(金)・25日(月)・
26日(火)、10時～15時30分 ●女性、各
12人(先着順) ●①11,000円②20,000
円 ※参加費などの免除制度あり ※保
育あり(1歳半～未就学児、開催4日前
までに要予約、有料、先着順)　  10月
16日からホームページまたはパソコ
ン講座専用電話　  862-4496

〒232-0024 浦舟町3-46・10Ｆ　
243-2496　 243-2497

第3月曜日

浦舟コミュニティハウス

▶浦舟寄席
落語(2席)、大道芸、マジックショーな
ど伝統芸の世界を楽しんでください。
●11月24日(日）14時～16時 ●40
人（先着順）
　 10月23日9時から直接施設へ

▶おひさまひろば
季節の遊びや読み聞かせなどお友
達と楽しい時間を過ごしましょう。
●10月17日(木)10時～11時30分●未
就園児と保護者 　 当日直接施設へ

▶こどもの部屋
わらべ歌遊び、えほん、紙芝居など、
親子で楽しく遊びます。
●10月8日(火)、11月12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

〒232-0007 清水ケ丘49　
253-0071　 253-0146

第2水曜日

清水ケ丘地域ケアプラザ

▶おり紙で遊ぼう
10月はオバケを作ります。
●10月16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

〒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

▶おはなしおばあちゃんと
　遊びましょう
読み聞かせ、手遊び、わらべ歌など
で遊びます。
●11月7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

▶ログのハロウィン
スタンプをあつめて、魔女からキャ
ンディーをもらおう。カラービニール
袋で仮装しよう。
●10月31日（木）11時～16時 ●小学生
以下、200人（先着順） 
※未就学児は保護者同
伴 　 当日直接施設へ

〒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

▶親子３Ｂ体操教室
３Ｂ（ボール、ベル、ベルター）を使用
して、親子で一緒に体を動かすこと
の楽しさを体験します。
●11月10日、12月8日、2年1月12日、
2月9日、3月8日(すべて日曜日)10時
～１1時30分（全5回） ●2歳～6歳く
らいまでの未就学児と保護者、10組
（先着順） ●1,000円　  10月13日
10時から費用を添えて直接施設へ
▶おはなしの会
絵本や紙芝居の読み聞かせ、工作、
パネルシアターなどで遊びます。
●10月12日(土)、11月9日(土)14時
～14時30分 ●小学生以下、20人
（先着順） ※未就学児は保護者同伴
　 当日直接施設へ

〒232-0014 吉野町5-26
243-9261　 243-9263

10月7日(月)・8日(火)、11月11日(月)

吉野町市民プラザ

▶吉野町いまむかし1989/2019
開館30周年を記念し、開館当時と現
在の吉野町を紹介します。桂歌丸師
匠のメモリアルコーナーもあります。
●10月9日(水)～11月30日(土)9時
～21時　  期間中に直接施設へ
▶「吉野町音楽空間Vol.3」参加者募集!
オリジナル・コピーや、ジャンルについ
ては不問です。
●2年2月24日(月・振休)14時～18
時(予定) ●8組(予定)(抽選) ※各
組25分(セッティングは別) ●3,000
円/1人 ※チャージバックあり、詳細
はお問い合わせください
　 12月19日までにホームページ、
FAXまたは直接施設へ
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▶永田地区センター祭り
　フリーマーケット
センター祭りで開催のフリーマー
ケット部門への参加者を募集します。
●11月24日（日）10時～14時 ※時間
厳守 ●成人、25組（先着順） ●500
円（1ブース約2ｍ×2ｍ）　  10月11
日から費用を添えて直接施設へ
▶駅係員のお仕事を知ろう
　～京急電鉄「日ノ出町駅」駅長さん
　　たちをお招きします～
駅長さんによる仕事
紹介や仕事体験、制帽
をかぶって一緒に撮
影会もあります。
●10月27日（日）10時～11時30分
●小学生、20人（先着順） ※小学3
年生以下は保護者同伴
　 10月12日から電話または直接施
設へ ※保護者による申込みが必要

〒232-0076 永田台45-1　
714-9751　 714-9752

第3月曜日

永田地区センター

▶秋の夜長、ロビーで朗読会
テーマ「秋にお薦めしたい本」を紹
介し、お気に入りの場面を朗読（朗
読は任意です）、感想を語り合いま
しょう。見学だけもできます。
協力：ヨコハマ読書倶楽部
●11月2日（土）18時30分～20時 
●成人、20人（先着順）　  10月13
日から電話または直接施設へ

〒232-0041 睦町1-25　
741-9436　 731-4853

第３月曜日

睦コミュニティハウス

▶椅子でゆったりヨガ
椅子を使って行うヨガです。体が硬
い人や体力に自信がない人、高齢の
人でも、無理なく効果的に行うこと
ができます。
●11月5日・12日・19日・26日(すべ
て火曜日)10時～11時（全４回）
●成人、10人（先着順） ●1,500円
　 10月12日10時から費用を添え
て直接施設へ
▶映画会「おとうと」
山田洋次監督の現代劇。吉永小百合と
笑福亭鶴瓶が姉弟を演じます。共演は
蒼井優、加瀬亮ほか。（2010年 日本）
●11月16日(土)13時～15時10分 
●40人（先着順）　  10月19日10時
から直接施設へ（鑑賞券を配布）
▶わいわい広場
未就学児と保護者が一緒に遊びます。
●10月11日（金）、11月8日(金)10時
30分～11時30分 ●未就学児と保護
者、10組（先着順）　  当日直接施設へ

▶続 よくばり無料体験会
　「たのしく運動を始めよう」
普段からケアプラザで活動している
サークルを中心に、体験会を行いま
す。①ローズストレッチ体操②ロコ
モ予防体操③ひもトレ
●10月２５日（金）①13時10分～13
時50分②14時～14時40分③14時
50分～15時30分 ●成人、各20人
（先着順） ※上履き、タオル、飲み
物、③は丸ひも（長さ2メートル前
後、太さ4ミリ～8ミリ）をお持ちくだ
さい　  10月11日から直接施設へ
▶チャレンジ卓球教室
正しいフォーム、フットワークの習得を
目指します。
●11月5日・1２日・１９日・２６日（すべて火
曜日）13時30分～15時（全4回） ●成人、
30人（先着順） ※スポーツシューズ、ラ
ケットをお持ちください ●300円　  10
月11日から費用を添えて直接施設へ

〒232-0066 六ツ川2-112-1　
713-4803
毎月20日

六ツ川スポーツ会館

〒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

▶善銀配分金受付開始
「善意銀行」に寄せられた寄付金を
活用し、区内で地域福祉に取り組む
団体を募集します。
●10月7日(月)～31日(木) 　 期間中
に直接施設へ 　 南区社会福祉協議
会善意銀行担当　  260-2510
▶ボランティア入門講座
自分に合ったボランティア活動の見
つけ方や、ボランティアセンターの活
用方法について、楽しく学びます。
●11月6日(水)18時30分～20時 
●トモニー(南区福祉保健活動拠点) 
　 10月31日までに電話で施設へ

〒232-0061 大岡1-14-1　
743-2411　 743-6290

第３月曜日

大岡地区センター

▶ファミリータイム「リトミック」
リズムに合わせて手遊びや体操で楽
しみましょう!
●11月16日(土)10時～11時 ●未
就学児と保護者、10組(先着順)
　 当日直接施設へ

▶大岡健康ウォーク 駅から歩こう!
旧海岸線の道を新生横浜南部市場
へかけて約5キロを歩きます。
●11月20日(水)10時～12時(集合：
京急富岡駅、9時45分。解散：シーサイ
ドライン南部市場駅、12時) ●成人、
30人(先着順) ●300円　  10月11
日9時から費用を添えて直接施設へ
▶季節の「練り切り」和菓子
　～地域の和菓子職人さんに教わる
　　手作り体験～
●11月10日(日)10時
30分～12時 ●12人
（先着順） ●500円　  10月11日9
時から費用を添えて直接施設へ

▶検索機使い方相談
図書館検索機を使って、本の探し方、
パスワードの登録方法などを、司書
がご案内します。
●10月18日(金)10時～11時
　 当日直接施設へ
▶親子おはなし会
●10月29日(火)①10時30分～11
時②11時30分～12時●①0～2歳
児と保護者②2～4歳児と保護者
　 当日直接施設へ
▶土曜日のおはなし会
●11月9日(土)11時～11時30分 
●5歳以上　  当日直接施設へ

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

   10月15日(火)

南図書館

〒232-0033 中村町4-270　
251-0130　 251-0133

第３月曜日

中村地区センター

▶ウォーキング
　～根岸台周辺の名所を訪ねて～
ウォーキングガイドと一緒に、中村地
区センターから根岸森林公園を抜け
て、寺社、旧跡を訪ねます。
●11月7日（木）9時30分～12時30
分(小雨実施) ●30人（先着順） 
●500円 　 10月12日9時30分から
費用を添えて直接、いずれかの施設
へ①中村地区センター②浦舟コミュ
ニティハウス（浦舟町3-46・10F）
▶親子でクッキング
イギリスの家庭料理コッテージ
パイに親子でチャレンジしま
す。バナナを使ったデザートも作ります。
●11月9日(土)10時～13時 ●小学
生と保護者、8組（先着順） ●1,000円
　 10月12日9時30分から費用を添
えて直接施設へ
▶ソラジェクト「光の観望会」
天体望遠鏡で月のクレー
ターを観察します。
●11月9日(土)17時～19時 ※小学生
以下は保護者同伴 　 当日直接施設へ

▶ボランティアカレッジ ～chapter5～
「子どもの見守り」をテーマに実践に役
立つボランティア講座。関わり方のポ
イント、発達障害について理解します。
●11月5日(火)・12日(火)13時～14
時30分 ●区内在住者、20人(先着順)
　 10月11日10時から電話または
直接施設へ

大岡地域ケアプラザ
〒232-0061 大岡1-14-1
　743-6102 　743-6104

  第３月曜日

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

第３月曜日

六ツ川一丁目コミュニティハウス

▶自分と家族を守る遺言・後見
　～知っておきたい終活あれこれ！～
司法書士による実例を使ったやさしい
セミナーです。終了後個別相談あり。
●１1月14日（木）１3時～１４時３０分
●20人（先着順）　  10月1１日10時か
ら直接施設へ（電話申込みは１４時から）

▶「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？
●11月５日（火）１０時～１２時
　 当日直接施設へ

▶楽しい折り紙教室
ふくらすずめ、コマ、魚の筆箱、バラ
のブローチなど楽しく折り紙を作り
ます。 子育て世代のママたちもお子
さんに作ってみませんか。
●１１月２０日（水）13時～14時30分
●10人（先着順） ●３００円
　 10月23日10時から費用
を添えて直接施設へ

〒232-0006 南太田2-32-1　
741-8812　 741-8813

第3月曜日

南センター

▶横浜開港１６０年！
　秋風の山手の丘をひとめぐり
魅力いっぱいの山手の丘をガイドと
一緒に歩きます。
●11月8日（金）10時～15時 ※荒天中止 
●30人（先着順） ●300円 　 10月11日
9時30分から費用を添えて直接施設へ
▶お洒落なクリスマス飾りを作ろう
手作りの素敵なクリスマス飾りを作
ります。
●11月16日（土）13時～15時 ●高
校生以上、10人（先着順） ●1,500円
　 10月11日9時30分から費用を添
えて直接施設へ
▶クリスマスプレート作り
ポーセリンアートでクリスマスプレー
トを作ります。
●11月23日（土）10時～12時 ●小学生
以上、20人（先着順） ※小学2年生以下
は保護者同伴 ●1,000円 　 10月11日
9時30分から費用を添えて直接施設へ

〒232-0006 南太田2-32-1　
741-8812　 741-8813

第3月曜日

南寿荘

▶体験型防災講座
　～非常食を食べてみよう～
災害発生時に役立つよう、持ち出し
品や非常食などを体験します。
●11月17日（日)10時～11時30分
●30人（先着順）　  10月11日9時か
ら直接施設へ(電話申込みは10時から)
▶シニアセミナー「自分らしい生き方」
　～元気なうちから考えよう～
医療・介護・相続や旅立ちなどさま
ざまなステージで自分らしく生きる
ことができるよう、豊かな経験をも
つ講師からお話を聞きます。
●10月29日(火)13時30分～15時
●60歳以上の市内在住者、30人（先
着順）　  10月11日9時から直接施
設へ(電話申込みは10時から)
▶シニア映画鑑賞会「空飛ぶタイヤ」
長瀬智也主演、池井戸潤作
品の映画です。
●10月24日(木)13時30分
～15時30分 ●60歳以上の
市内在住者、50人（先着順）
　 10月11日9時から直接施設へ

〒232-0064 別所3-4-1　
721-8050
第３月曜日

別所コミュニティハウス

▶ハンドマッサージで健康増進
●11月8日(金)・15日(金)13時～14時 
●成人、10人(先着順) ●300円 
　 10月18日9時30分から費用を添え
て直接施設へ
▶古典文学入門
●11月24日、12月8日・22日(すべて
日曜日)10時～11時15分（全３回） 
●成人 ●500円　  11月3日9時30
分から費用を添えて直接施設へ
▶メンズクッキング入門
●11月28日(木)11時～14時 ●成人、
8人(先着順) ●800円  　11月7日9
時30分から費用を添えて直接施設へ

C2018「空飛ぶ
タイヤ」製作委員会


