












申込方法
はがき・FAX・Eメールで申込むときは必要事項（行事名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・
電話番号）を、往復はがきの場合は返信用部分に自分の住所を必ず記入してください。
費用・料金の記載がないものは無料です。申込みの記載がないものは直接会場へ。

日　時
申込み

場　所
問合せ

対象・定員
電　話

費 用
FAX

一時託児
Eメール

マークの
見方

～子どもも高齢者も障害者も自分らし
く暮らすには～
認知症や障害の有無にかかわらず、多様な
人が集まる場づくりや交流の取組を紹介
講師：大原裕介氏((福)ゆうゆう理事長)
　10月16日(火)　14時～16時
　区役所３階AB会議室(中央1-5-10)
　区内在住・在勤者　先着80人
　受付中　電話、FAXまたはEメール
　事業企画担当
　320-8437　　324-3703  
　ni-hukuho@city.yokohama.jp

●転ばないための運動
講師:服部和男さん(西区街の名人・達人)
　10月8日(月・祝)　10時30分～12時
　先着10人
【持ち物】動きやすい服装、飲み物
　受付中　直接来館、電話、FAXまたは
Eメール

●ハロウィンのミニタペストリー
～ゆっくり学ぶパッチワーク講座～
講師:ジュン・パッチワーク 鈴木淳子さん
(西区街の名人・達人)
　9月22日、10月6日、13日(土)
全3回　10時～12時
　先着10人　　1,500円
【持ち物】裁縫道具、鉛筆、定規(ない人
には貸出可)
　受付中　直接来館、電話、FAXまたは
Eメール

●新・今日の作家展2018
　定点なき視点
現代美術。岩井優、川村麻純、阪田清子
の新旧作を展示
　9月21日(金)～10月8日(月・祝) 

●対談「舟と橋、想像力について」
阪田清子(新・今日の作家展2018出展
作家）×倉石信乃(明治大学教授)
　9月22日(土)　15時～16時30分

●糀店店主から習う本格味噌作り
約4kgの味噌ができます
　10月14日(日)　10時～13時 
　先着16人（未就学児同伴不可）
　3,800円
　9月23日(日)～　直接来館（10時～）
または電話（13時～）

●親子ミニ運動会
玉入れやパラバルーンなど、体育室で
思いっきり動き回りましょう
　10月18日 (木)  10時～11時30分 
　未就学児と保護者  先着30組
　300円
　9月27日(木)～　直接来館（10時～）
または電話（13時～）

●パークサイドカフェ岡野
テラスでみんなとティータイムを楽しみ
ましょう
　9月30日(日)　13時～15時
　パークサイド岡野ホーム1階テラス
(岡野2-15-6)
　100円

●夜に「親子でおはなし会」
「ラプンツェル」・「なら梨とり」・ブラック
パネルシアター「星座のはなし」もお楽
しみに
　10月13日(土)　18時～19時
　小学生と保護者　先着12組
　9月11日(火)～　直接来館または電話

●オータムコンサート
洋楽や映画音楽などを生のバンド演奏
と歌声で
　10月21日(日)　13時30分～15時
　先着30人
　9月11日(火)～　直接来館または電話

●中央図書館見学ツアー
中央図書館の裏側を見てみましょう
　10月20日(土)　①10時～12時
②14時～16時　※①②は同じ内容
　中学生以上　各先着20人
　10月3日(水)～　直接来館または電話

●小・中学生のPOP展示
小・中学生のPOPとおすすめ本を展示
　10月10日(水)～29日(月)
　1階展示コーナー

●土ようびのおはなし会
楽しいお話、不思議なお話、いろいろな
絵本を読みます
　9月15日、22日、29日、10月6日(毎週
土曜）　①14時～　②14時30分～(各
20分程度)
　1階おはなしのへや
　①ひとりでおはなしを聞ける子
　②小学生

●おひざにだっこのおはなし会
わらべうた、手遊び、絵本の読み聞かせ
など、親子で一緒に楽しみましょう
　9月19日、10月3日(毎月第1・3水曜)  
11時～11時20分
　1階おはなしのへや
　0～3歳児と保護者  先着15組

●医食同源
　～おいしく食べて美しく健康に～
栄養士による簡単レシピの紹介
①食物繊維で美しく健康に
②栄養たっぷりダイエット食
　①10月5日（金）　②11月2日(金)
全2回　9時30分～12時30分
　先着10人　　1,600円
　9月11日(火)～　直接来館または電話

●プレ幼稚園「リス組さん」
お話し会、絵の具遊び、制作など楽しく
遊びましょう
　10月5日、12日、19日、26日、11月2
日、9日、16日、23日、30日、12月7日(金) 
全10回　10時～11時30分
　1歳半以上の未就園児と保護者
先着15組　　　5,000円
　9月11日(火)～　費用持参で直接来
館または電話(12日（水）～)

●ビーズ教室
針と糸を使ってビーズを編み込むネック
レス作り
　10月10日、17日、24日(水)　全3回  
10時～12時 
　先着20人　
　1,200円　【持ち物】はさみ
　9月11日(火)10時30分～　直接来
館または電話(1週間以内に費用持参)

●横浜のイギリスを歩こう
　～ゆかりの場所を巡る～
イギリスを知ろう! リレー講座　西区か
らラグビーW杯＆五輪を盛り上げよう
　10月4日(木)　10時～12時30分
　成人　先着20人
　100円(当日持参)
　9月11日(火)～　直接来館または電話

●ハロウィンパーティー
読み聞かせや仮装して近隣をパレード
　10月28日(日)　10時～12時
　3歳～小学生　先着20人
　100円(当日持参)
　9月29日(土)～   直接来館または電話

●おもちゃの病院
眠っていたおもちゃが生きかえります　
　10月14日(日) 13時～16時(受付は
15時まで)
　先着5人
　材料費がかかる場合があります
　9月15日(土)～   直接来館または電話

●親子電子顕微鏡教室
電子顕微鏡を操作して、ミクロの世界を
体験しよう
　9月29日(土)　10時～12時
　小学生と保護者  先着20組
　200円
　9月12日(水)～　直接来館、電話また
はFAX（必要事項、年齢、学年を記入）

●秋の弦楽コンサート
アンサンブル・アラカルトによる弦楽
合奏
　9月29日(土)　13時30分～15時
　先着30人
　9月11日(火)～　直接来館または電話

●ワードを使った年賀状づくり講座
　11月16日(金)　13時30分～15時30分
　文字入力のできる人　先着10人
　1,000円
【持ち物】ノートパソコン※予約時先着3
台まで貸出可
　9月12日(水)～　水曜に、費用持参で
直接来館

●敬老ウィーク　演芸大会
利用者による歌謡、民謡、踊りの発表会
観覧
　9月15日(土)　9時15分～12時15分
　当日先着30人

●のげ楽(ラク)たいむ
～敬老ウィーク エンジェルひばりオンス
テージ（美空ひばりものまねタレント）～
第35回ゲスト：エンジェルひばり
　9月16日(日)　13時～14時
　当日先着60人

●バードカービング
初心者向け、木材で作る可愛いスズメ
の彫刻
　10月2日、9日、16日、23日（火）　全4回
　先着12人　　1,100円
　9月11日（火）10時～　費用持参で
直接来館

●あったかエコキャンプ
野外炊事、野外ゲーム、クラフトなど、自
然体験や環境について学べるエコロ
ジーキャンプ
　11月10日(土)13時～11日(日)15時
　小学生　抽選50人
　6,500円
　9月12日～26日(水)　往復はがき(消
印有効)またはホームページ申込フォー
ムに必要事項、年齢、学年を記入。抽選
結果は返信はがきまたはメールで連絡

Dance Dance Dance
@Nishiku2018

西公会堂のステージで楽しく踊りま
しょう
　12月2日(日)  11時～17時
　西公会堂（岡野1-6-41）
　洋舞の団体　先着20組
　参加者1人につき300円
　(7人以上は一律2,000円)
　9月11日(火)～　各施設に直接来館
　(10時～)または電話(13時～)
　西地区センター(　314-7734)
　藤棚地区センター(　253-0388)
　戸部コミュニティハウス
　(　231-9865)

〒220ｰ0053　藤棚町2-198
　253-0388　　253-0389

藤棚地区センター

〒220-0053　藤棚町2-220
　　263-0614

稲荷台小学校コミュニティハウス

〒220-0024　西平沼町5-70
　320-9608　　320-9686

平沼集会所
〒221-0855　神奈川区三ツ沢西町3-1
　314-7726　　311-6444

　mitsuzawayc-yoyaku@yspc.or.jp

三ツ沢公園
青少年野外活動センター

〒220-0072　浅間町5-375-1
　311-6085　　311-6050

浅間コミュニティハウス

〒220-0033　東ケ丘59
　　263-1111

東小学校コミュニティハウス

〒220-0051　中央2-27-7
　　311-8043

西前小学校コミュニティハウス

〒220-0043　御所山町1-8
　231-9865　　231-9866

戸部コミュニティハウス

〒220ｰ0053　藤棚町2-198
　253-0661　　253-0698

藤棚地域ケアプラザ

〒220-0032　老松町26-1
　261-1290　　261-1293

野毛山荘

〒220-0032　老松町1
　262-0050　　231-8299

中央図書館

子育て情報
スマイル・ポートでパパと遊ぼう！ 「スマイル・パパの日」

　9月29日、平成31年1月19日(土)　10時30分～11時30分
　未就学児とパパ　各8組
　受付中　西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート(みなとみらい3-3-1 三菱重工横浜ビル3階)に
直接来館または電話
　西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート　　264-4355　　264-4350

出前合同育児講座に来ませんか
保育士などが手遊びや触れ合い遊びのコツをお伝えします

①9月13日（木）
②9月20日（木）
③9月21日（金）

西前小コミュニティハウス(中央2-27-7)
平沼西昭会館(平沼1-35)
野毛山幼稚園(老松町30)

日時 地区 会場

　いずれも10時～11時30分
　未就園児と保護者
　①200円　②300円　※親子ふれあい会の参加費として　③無料
　南浅間保育園　　312-0942　　312-0867

パパと遊ぼう
先輩パパのリードで体を
つかって遊びます

語ろう、子育てサイコロトーク
家事・育児のこと、他のパパにも
聞いてみよう

【プログラム】

パパが読んでくれる絵本に夢中

小さな子どものいるお父さんが主役！土曜日のスマイル・ポー
トで子どもと一緒に思いっきり遊んでいっぱい笑っちゃおう。
パパ同士の本音トークもお楽しみに

第2地区
第五地区 
第4地区
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