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世 帯 数… 129,050（355増）区の人口… 310,139（535増）

青葉区マスコット なしかちゃん

検索横浜市青葉区

あなたのまちの 安全・安心、きれい、楽しい

あなたの力の１パーセントをあおばの未来に

青葉区では地域の活動や、皆さんの知識・経験を生かすお手伝いをしています。
応援しま

す！ 地域 あなたの の、

　自治会町内会は、防災、防犯、見守り、美化、そして夏祭りなど、身近なまちの安全・安心と、きれいで楽しい地域づく
りを担っています。皆さんも住みつづけたい素敵なまちづくりのために、まずはできることから始めてみませんか。

すてき

　青葉区が将来にわたり魅力的なまちであり続けるために、区民の皆さんが豊富な経験や
知識を生かし、自ら輝きながら、地域で一歩踏み出されることを応援しています。

　活動のきっかけづくり、団体間
の交流促進など、区民の皆さんの
市民活動・生涯学習を支援します。
　“まち活コーディネーター”が相
談対応やコーディネートを行うほ
か、ミーティングコーナーや情報
コーナーもあります。テーマごと
の交流会“まち活カフェ”も開催！

自治会町内会活動

力 力

みんなで楽しくつながる

地域のみんなの力で
きれいなまちにする活動
公園・道路清掃、草刈りなど

仲間を増やそう

サロンの運営

お祭りや運動会

高齢者や子どもたちの見守りや、
地域の安全・安心を守る活動
防犯パトロールや防災訓練等

一人ぐらし
高齢者をサポート
災害時要援護者支援

自治会町内会への加入に関すること
　 地域活動係　   978-2291　  978-2413

自治会町内会など地域課題解決に取り組む皆さんの活動を支援します。
また、支援のための補助金もあります。詳しくは８ページをご覧ください。
　 地域力推進担当　   978-2286     978-2410

人との交流や地域活動などの社会参加が「認知症・うつ発症のリスクを下げる」と言われているよ

防災訓練で顔見知りが
地域に増えるのは心強い

登下校時に子どもを
見守りながら
元気をもらう

清掃で集めた
落ち葉で焼き芋を

作りたい

公園の花壇の
世話ができたら

楽しい

得意料理を
教えたい、
覚えたい

お祭りの焼きそばで
バーべキューの
腕をふるってみる

地域で活躍する人材と中高生が協働で青少年の社会参画を促す体験活動を
行います。 学校連携・こども担当　  978-2345　  978-2422

セミナーの実施や交流・相談の場を設け、これまでの経験や知識を生かした
地域での起業を支援します。

地域での活動の始め方の基礎を学ぶ連続セミナーを開催し、多彩な人材が
新たなことにチャレンジして、地域で活躍できるよう支援します。

運営企画係　  978-2433　  978-2419

地域包括ケア推進担当　  978-2450　  978-2427

企画調整係　  978-2216　  978-2410

区民活動支援センター　  
　978-3327　  972-6311

区民活動支援センター

区の情報をラジオで毎日放送中！
月～金曜11時～11時20分（生放送） 18時30分～18時50分（再放送）
土・日曜9時～9時30分（平日のダイジェスト版）

区の出来事や魅力をテレビで放映中！
イッツコム11ch
ジェイコム11ch

火曜21時30分～21時40分　土曜16時10分～16時20分
土曜12時05分～12時15分　日曜12時05分～12時15分

FMサルース 84.1 MＨz

何かを
始めたい

知識経験を
生かしたい

地域・福祉に
貢献したい

市ケ尾ユースプロジェクト

地域における起業等の支援

あおばdeスタートセミナ－

フラワーダイアログあおば

区役所
１階

多様な人が集えるダイアログ(＝対話)の場づくりを通して、花と緑あふれ
る豊かな環境を未来に手渡すことを目的に、花と緑に関するさまざまなプロ
グラムを開催します。

で
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　健康で活動的な毎日を送るために食べることの大切さや楽しさに
ついて考えてみませんか。

　一人暮らしの高齢者やその家族の皆さん、子育てに悩んでいる人など、福祉に関する
心配事や困りごとは近くの民生委員・児童委員へご相談ください。お話を聴き、関係機関
を紹介するなどのお手伝いをします。

　民生委員は地域の身近な福祉ボランティアです。
民生委員は児童委員も兼ねており、児童に関するこ
とを専門的に担当する民生委員を主任児童委員と
いいます。

　委員は自治会町内会から候補者の推薦を受け、市
の推薦会、社会福祉審議会を経て、12月１日付で厚
生労働大臣から委嘱されます。
　今年は、民生委員・児童委員、主任児童委員の一斉
改選が行われます。

健康づくり係　　９７８-２４４１　　９７８-２４１９

あおばの

あなたの地区の民生委員について、気軽にお問い合わせください。

食育

運営企画係　　９７８-２４３３　　９７８-２４１９

民生委員・児童委員は
あなたと関係機関をつなぐパイプ役です。身近な地域で活躍！民生委員・児童委員

プレ離乳食（4か月健診同時開催）
離乳食教室（生後７～9か月児）
パクパク幼児食（1歳6か月児健診同時開催）
食育体験講座（3歳児健診同時開催）

食育、健康づくりを地域に広める食生活等改善推進員の養成講座です。

7月１９日（金）１２時～１５時       区役所1階区民ホール
食育に関するパネル展示、朝ごはんレシピ配布

▲いただきます（離乳食教室）

▲健康フェスティバルでの
　パネル展示・クイズなど

▲リボンちゃんの
　おいしい味発見
　（パクパク幼児食）

あおば食育キャンペーン

食生活等改善推進員セミナーの受講生募集

7月１７日(水)、８月１９日(月)、９月１８日(水)、１０月１６日（水）、１１月１１日（月）、１２月２日(月)、
２０２０年１月１０日（金）、２月３日(月)、３月２日(月)１３時３０分～１６時　全９回
区役所福祉保健センター（１２月２日は横浜市合同講演会のため関内ホール）
区内在住で全回出席でき、セミナー修了後にヘルスメイトとして活動できる人 ３０人
１,１８８円（テキスト代）
6月２６日までに　 か 　　　、　 を明記し、　 か　 か
直接健康づくり係（区役所3階63番窓口 　 ９７８-２４４１　
    ９７８-２４１９　  ao-syokuiku@city.yokohama.jp）へ。

※ヘルスメイトの活動については青葉区 　をご覧ください。

◆民生委員と主任児童委員

◆民生委員の推薦

高齢者や障害者が
いる世帯への訪問など、
地域での見守り活動を
行っています。

高齢者等が地域の中で
孤立しないよう、居場所
づくりや交流の場づくり
に取り組んでいます。

主任児童委員を中心に、
子育て家庭の相談支援
や虐待防止の啓発など
に取り組んでいます。

地域交流の場づくり

地域での声かけ・訪問

子育て支援

地域交流の場づくり

地域での声かけ・訪問

子育て支援

一緒に活動
しませんか

食育を地域に
広げましょう

　食生活等改善推進員（ヘルスメイト）とと
もに地域ケアプラザや学校等、地域で食育
推進に取り組んでいます。

教室の日程等は８ページをご覧ください。

からだ を育てるこころ を育てる五感を育てる

主食
ごはん、パン、麺

主菜
魚、肉、卵、
大豆料理

副菜
野菜、

キノコ、海藻

一緒に食べると
おいしいね！

育ててみよう！

これに加えて
果物・牛乳（1日1回）視覚

触覚 嗅覚

味覚

聴覚

いいにおい！

おいしい！

わっ！
きれいな色！

いろんな
音が聞こえ
るね♪

食べ物って
おもしろい！ 野菜って土の中から

生まれるんだね
野菜って土の中から
生まれるんだね

からだ を育てるこころ を育てる五感を育てる

食事の役割食事の役割

乳幼児の
食育

地域の食育
青葉区では子どもから大人まで

あらゆる年代の　　　　に取り組んでいます。　
青葉区では子どもから大人まで

あらゆる年代の　　　　に取り組んでいます。　食育

6月は食育月間
毎月19日は食育の日



　青葉区では、身近な自然環境への関心を喚起し、脱温暖化に向けた取組の普及・啓発に取り組んでいます。その一環として、
子どもから大人まで幅広い年齢層の区民の皆さんを対象とした２つのイベントを開催します。

環境について考えてみよう！

大切な「お金」「命」を守るのは、あなた自身です！

青葉区制25周年記念環境講演会 小学生のためのエコ・デイキャンプ2019
「気象予報士　依田司さんに聞く！
地球温暖化 ～いま、わたしにできること～」

よだ つかさ

区制25周年 フォトジェニック青葉 
フォトコンテストの作品を募集します！

詐欺の始まりは電話から！ 犯人は、証拠が残ること、声を録音されることを嫌がり、電話を切ります。
詐欺の被害を防ぐには、電話に対策を講じることが一番有効です！

　今回は青葉区制25周年事業の一環として
「青葉区の魅力」をテーマに開催します！
優秀作品は作品展で展示します。素敵な写真を
お待ちしています。

すてき

「この電話は振り込め詐欺の犯罪防止の
  ため会話内容を録音します」と、相手に
メッセージが流れます。

留守番電話の常時設定 電話をいつも留守の設定に
しておくことも効果的です。

★迷惑電話防止機能の活用★

※録音を嫌がらない犯人もいます。
　ナンバーディスプレイ機能を活用し、
　知らない番号からの電話には出ないように !!

え!?録音!?

ダマしの電話を
掛けちゃうぞ

録音されたら
証拠が
残っちゃう　　
この家は
やめて、
ほかの家に
しよう

撃退の流れ

電話に着信が
あると・・・

～迷惑電話防止機能とは～
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〈審査員〉

　世界中で大型台風や豪雨などの被害が観測されている原因
と地球温暖化には大きな関係性が⁉
「好きなお天気キャスターランキング(2018年)」１位に選ば
れた人気気象予報士　依田司さんに、地球温暖化の最新事情
から、今、地球で何が起きているのかを伺います。現在進行形
の地球温暖化にどのように対応していけば良いのか、一人ひ
とりが考え、行動するきっかけとしていきましょう。小中学生
の皆さんの参加もお待ちしています。

　夏休みの環境学習に!１人１台のソーラークッカー作りと偏光
板万華鏡工作等を行います。

講師　依田 司　
テレビ朝日お天気キャスター/気象予報士

８月３日（土）１０時３０分～１２時　　青葉公会堂　　５５０人
１歳～未就学児１０人　 (　 １人１００円)
６月１１日から、参加者全員の　　 　、　 、保育（※）希望の有無を明記し、
　 か 　か　 でタウンニュースエンターテイメント株式会社（〒２２５-００１４ 荏田西
２-１-３-４F 　  ９１３-４４００　   eigyoubu＠townnews.jp）へ。
※保育希望の場合、子の　 ・性別・生年月日も併記してください。
申込みについて : タウンニュースエンターテイメント株式会社（委託業者）
　　　　　　　 　 ９１３-１２２０
内容について : 企画調整係  　９７８-２２１６  　９７８-２４１０

８月４日（日）１０時～１５時
くろがね青少年野外活動センター（鉄町１３８０）
区内在住・在学の小学生３０人（1、２年生は保護者同伴）
小学生１,０００円　保護者３００円
段ボールで作ったソーラークッカーでむし卵を調理、薪で焼きそば作り、
偏光板万華鏡工作、磁石で遊ぼうコーナー
７月１１日から、　　　 、学年、性別、保護者同伴の場合は保護者の　 を明記し、 
　であおば発エコ大作戦実行委員会（　 chiba706@gmail.com）へ。
エコ大作戦実行委員会　   ０７０-６９７４-０１８４
企画調整係　   ９７８-２２１６ 　　９７８-２４１０

●最優秀賞 １点　●青葉区長賞（まち部門）１点
●横浜美術大学賞（自然部門）１点　
●協賛賞４点 　●優秀賞 ４０点程度　

【各賞】 区内で撮影した写真（２０１８年４月以降撮影したもの）
各部門２作品まで　※どなたでも応募いただけます。

【応募条件】

次の項目を入力して、写真を添付し横浜市電子申請サービスから応募してください。
①氏名（フリガナ）※氏名を公表したくない場合は、氏名とあわせてペンネーム
②住所　③電話番号　④メールアドレス　⑤部門　⑥作品タイトル　⑦撮
影場所（○○公園、町名等）　⑧撮影時期　⑨コメント（任意）（１００字程度
で撮影した理由、作品への思いなど）※写真のデータ容量は５ＭＢ以内、jpeg形式
のものを添付してください。（３００万画素以上推奨）
※詳細はホームページをご覧ください。

【応募方法】
１２月１１日（水）～１６日（月）予定
横浜市民ギャラリーあざみ野（入賞作品のみ展示）
横浜美術大学 映像メディアデザイン研究室　三橋教授
横浜市民ギャラリーあざみ野　森井館長

【作品展】

前回の入賞作品（テーマ：青葉区の魅力）

最優秀賞
「竹林の小径」
小島政夫さん

青葉区長賞
「薫風」
横田昌久さん

横浜美術大学賞
「恩田川のカワセミ」
東和文さん

青葉台東急スクエア賞
「寺家町の夕暮れ」
今村剛司さん

こどもの国賞
「秋の香り」
ましゅさん

たまプラーザテラス賞
「しあわせを感じた夏至の夕暮れ」
柳下裕子さん

東急電鉄賞
「元カリタスの通り」
麗香さん

こじま まさお よこた いまむら やぎした ゆうこつよしあずまかずふみよしひさ

●まち部門：まちなみ、まつり・イベントのにぎわい、構造物 など
●自然部門：自然風景、花や緑 など

部 門

【協賛団体】青葉台東急スクエア、銀一株式会社、社会福祉法人こどもの国協会、
たまプラーザテラス、株式会社タムロン、東京急行電鉄株式会社 （五十音順）

新たに2つの部門を設定しました!!

それぞれ副賞を用意
しています。お楽しみに！

検索フォトジェニック青葉

企画調整係　　９７８-２２１６　　９７８-２４１０

青葉警察署　　９７２-０１１０

６月１日～８月３１日募集期間

～６月は、青葉区の「振り込め詐欺撲滅強化月間」です～

手作りソーラークッカーでの調理 万華鏡工作

青葉区の魅力テーマ

くろがね



■親子ショートテニス教室
　 ７月６日（土）９時～１１時　　 青葉ス
ポーツセンター 　 区内在住・在学の小学
生と保護者１５組３０人  　 １組１,２００円
　 　　　 、学年、性別を明記し、　 で青葉
区硬式テニス協会内ショートテニス事務局 
塚原（〒２２７-００３５ すみよし台１７-４０）へ。 
６月２５日　　　  　 榎 　 ９７３-０５５３

■毎月11日以降のお知らせを掲載しています。 ■先着順のものは、毎月11日から受け付けます。 
■このページ以降特に記載のないものは、参加料無料です。 ■郵便料金が改定されています。　62円　124円

必要事項（行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、往復はがきの場合は返信面） 氏名（ふりがな）〒住所

申込み 問合せ保育講師・出演者 内容費用日時・期間 対象・定員会場先着 抽選 持ち物コース当日直接
年齢 窓口Eメール（アドレス） ホームページ 返信用はがき持参往復はがき 必着電話（番号） ファクス（番号） はがき 消印有効

アイコンの見方（各ページ共通）

■青葉区役所の開庁時間は8時45分～17時です。
■青葉区役所の宛先は、〒225-0024 市ケ尾町31-4 です。

募集・案内

　 ６月２０日（木）１２時～１５時（売切れ
次第終了）  　 区役所１階区民ホール
※区役所駐車場は有料です。
※エコバッグの持参にご協力ください。

　区内でとれた新鮮な農産物などの
直売を行います。

　 企画調整係　
　  ９７８-２２１６　　 ９７８-２４１０

■地域課題解決のための補助金
①青葉みらいおこし補助金
　今年度は「地域交流のためのつながりの
場づくり」というテーマで課題解決に取り
組む事業を募集します。提案いただいた事
業を審査の上、１事業あたり最大１２０万
円（自己負担なし）の補助金を交付します。
②青葉区地域運営補助金
　主体的・継続的な地域課題解決の取組
を支援することを目的とし、１事業あた
り最大３５万円（補助割合は10分の9上
限）の補助金を交付します。
【対象団体】①自治会・町内会、自治会・町
内会と連携した団体②自治会・町内会を
中心に２つ以上の主体が連携している団体
 　青葉区　 掲載の所定の様式に必要事
項を明記し、　 か郵送か直接地域力推進
担当（区役所４階７３番窓口
　９７８-２２８６ 　９７８-２４１０
　 ao-kikaku@city.yokohama.jp）へ。
①７月22日　  ②随時受付
※まずは気軽にご相談ください。

■港北水再生センター＆新羽車両
　基地の見学会　※貸切バス移動
　７月２６日（金）１０時～１５時 
※港北水再生センター集合・解散（解散は
「新横浜駅」も可）  
　 市内在住・在勤・在学の人 ５０人
　 弁当　
　港北水再生センター　 か参加者全員
の　　　 、　、参加人数を明記し、　 で港
北水再生センター（〒２２２-００３７ 港北区
大倉山７-４０-１　　５４２-３０３１ 　 ５４５-
６５６４)へ。６月２８日

つかはら

えのき

　  市内在住の個人、家族・グループ（１０歳
以上、２人程度）２０人　
　 １人９００円（保険料含む）
　 ６月１５日から、新治恵みの里　　  　　
　　　　北部農政事務所農業振興担当
　 ９４８-２４８０　  ９４８-２４８８　

■青葉区区民企画運営講座 みんなあそび
　～ココロとカラダと未来を育む～
　  ①７月２７日（土）「あそびの大切さを知
ろう！」②８月２４日（土）「ダンボールでヒミ
ツ基地を作ろう！」③９月２１日（土）「【公開
講座】おもしろ紙ヒコーキ大会！」④１０月
２６日（土）「プレイパークであそぼう！」⑤
１１月９日（土）「Let’s！みんなあそび!!」
１０時～１２時 全５回　
　  ①青葉公会堂②⑤区役所③さつきが
丘小学校④しらとり台公園プレイパーク
　  小学生と親または祖父母（幼児同伴可）
１０組　  １組５００円(保険料含む)
　   　　　、　  、　  、子の　  ・学年を明記し、
　  か　  で文化・コミュニティ係
（　９７８-２２９５ 　 ９７８-２４１３
　ao-bunkomi@city.yokohama.jp）
へ。７月１０日

■からだのかたちと立位・歩行をはかる
　 ７月１３日（土）・１４日（日）　 
各①８時３０分～１０時３０分②１０時３０分～
１２時３０分③１３時～１５時④１５時～１７時
　 日本体育大学 健志台キャンパス
　 各10人  　 各１,０００円 
　６月１３日から日本体育大学　 か 　
（　 ０３-５７０６-０９１１）

■第２５回青葉区民陸上競技大会
　７月２０日（土）８時から  　 三ツ沢公園
陸上競技場 　 区内在住・在勤・在学・在
走友会の人（小学校４年生以上）
　 小学生４００円、中学生５００円、高校生
６００円、一般１,０００円、リレー８００円
　 ６月２２日までに　 で青葉区陸上競技
連盟事務局 古谷（　 ９６１-７５７１）へ。

子育て

■こどもの食生活相談
　 ６月１９日、７月１０日（水）各９時～１１時
（相談時間３０分程度）　 福祉保健セン
ター１階⑱番 　 離乳食～学齢期の子の
保護者 　 離乳食、小食、好き嫌い等食生活
に関する個別相談 　　  　で健康づくり係
（　 ９７８-２４４１　　９７８-２４１９）へ。

■どにち★ひろば
　民間企業等と青葉区が協働し、親子で
楽しめるイベントを土・日曜に実施！
（原則参加費無料！）詳細は
　 たまプラーザ地域ケアプラザ
　 6月20日までに青葉区 　　（定員に満
たない場合は、　 にて２次募集受付）
　 子育て支援担当　  ９７８－２４５６
　９７８－２４２２

ふるや

■新治恵みの里　お盆料理教室
　 ８月４日（日）１０時～１３時
　 緑区新治町 にいはる里山交流センター

■①やさしい社交ダンス
　②水曜初級ダンス講習会
　③金曜種目別ダンス講習会
　 ①７月１日～９月３０日の月曜（７月１５
日、８月１２日・１９日、９月１６日・２３日を
除く）１５時～１７時　全９回
②７月３日～９月１１日の水曜（８月１４日を
除く）１３時～１５時　全１０回
③７月５日～９月１３日の金曜（８月１６日
を除く）１７時～１９時　全１０回
　 青葉スポーツセンター 　 市内在住の
男女①１６歳以上 各２０人②③１８歳以上 
②各１５人③各２５人 　  ①５,４００円②５,０００
円③６,０００円（各全回分） 　 ①②③ダンス
シューズ、①②動きやすい服装 　 ①初心者
向け②③経験者向け　　 　　　 、①か②
か③、性別、　 を明記し、 　で小谷唱夫
（〒２２５-００２１ すすき野２-４-９-３０２）へ。
①６月２４日②③６月２５日 　　  　①のみ
青葉スポーツセンターの　 も可
　中村 武　  ９７１-０１２７

なかむら たけし

■子育て応援保育園
　公立保育園では、園庭開放や育児相談など
さまざまな育児イベントを実施しています。
　 保育担当
　９７８－２４２８　　９７８－２４２２

検索青葉区　子育て応援保育園

■食育講座（予約不要）
　  福祉保健センター1階⑱番
　  母子健康手帳　　健康づくり係
　 ９７８-２４４１　　９７８-２４１９
●プレ離乳食（４か月児健診と同日開催）
　 ６月１８日、７月９日（火）各１４時２０分
～１５時  　 ５～６か月児と保護者
　  離乳食の始め方、進め方
●パクパク幼児食（１歳６か月児健診と同日開催）
　 ６月１３日～７月４日の木曜  各１４時～
１５時（入場随時） 　 １～２歳児と保護者
　 完了期から幼児食への進め方等展示
や食生活相談
●幼児期の食育体験（3歳児健診と同日開催）
　 ６月２１日～７月５日の金曜　各１４時～
１５時（入場随時）　 ３歳～未就学児と
保護者 　 幼児食についての展示、食育
体験、食生活相談

文化・芸術

■公開講演会「青葉区と大山
　街道～大山信仰の歴史と
　信仰を支えた先導師」
　 ７月１０日（水）１４時～１６
時（受付１３時３０分） 　  青葉公会堂
　８０人　   　  ３００円（資料代）
　  佐藤 大住さん（大山阿夫利神社 第３７
代先導師）　　  文化・コミュニティ係
　 ９７８-２２９５　  ９７８-２４１３

さとう おおすみ

　 文化・コミュニティ係
　 ９７８-２２９5　　９７８-２４１３

　 ６月１９日（水）１２時１５分～４５分
　  平賀 香苗  　  ピアノソロ
【曲目】前奏曲集第２巻より「花火」ほか

●第２５６回 お昼のミニコンサート
　あおば音楽ひろば

　 ６月２８日（金）１２時１５分～４５分
　  桐蔭生涯学習講座発表会
　  フルートアンサンブル

●みんなで楽しむ音楽会
とういん

ひらが かなえ

スポーツ・健康づくり
■区民ハイク(新緑の玉川上水）
　 ６月２３日（日）８時ＪＲ南武線「武蔵溝
ノ口駅」改札口集合 ※雨天時６月３０日
（日）へ延期 　 ＪＲ「三鷹駅」～井の頭公
園～富士見ヶ丘～井の頭線「明大前駅」
（約１２キロメートル）
　  小学生以上（小学生は保護者同伴）
　 ５００円（交通費等は各自負担）
　  ウォーキングシューズ、手袋、飲み物、弁当、
雨具、保険証  　　  　　　　　　　　ハイキング部 柳
　０８０-１３６１-８７８７　    ９１１-６１７３

スポーツ・健康づくり
■区民ハイク(新緑の玉川上水）
　 ６月２３日（日）８時ＪＲ南武線「武蔵溝
ノ口駅」改札口集合 ※雨天時６月３０日
（日）へ延期 　 ＪＲ線「三鷹駅」～井の頭
公園～富士見ヶ丘～井の頭線「明大前駅」
（約１２キロメートル）
　  小学生以上（小学生は保護者同伴）
　 ５００円（交通費等は各自負担）
　  ウォーキングシューズ、手袋、飲み物、弁当、
雨具、保険証  　　  　　　　　　　　ハイキング部 柳
　０８０-１３６１-８７８７

やなぎ

■第６７回 青葉区民ジュニア
　硬式テニストーナメント
　 ７月２５日（木）・２６日（金）・２９日（月）・３０日
（火）９時～１７時 　 長坂谷公園、都田公園
　 区内在住・在学、青葉区硬式テニス協会
加盟団体員　  シングルス２,０００円、ダブ
ルス１組２,５００円 　 【男女シングルス】１８
歳、１６歳、１４歳、１２歳以下  【男女ダブル
ス】１８歳、１６歳、１４歳以下
　 保護者の同意を得て、６月１１日～２０日に
ラックテニスショップたまプラーザ店備付の
申込用紙に必要事項を明記し、参加料を添
えて青葉区硬式テニス協会事務局ラック
テニスショップたまプラーザ店（ 　９０１-
４５４６ 営業時間：１０～２０時、定休日:火曜、
第１・３月曜）※仮対戦発表:７月１０日１３時
以降詳細は青葉区硬式テニス　

■区民バスハイク(日本百名山・那須岳）
　 ７月２８日（日）～２９日（月）６時３０分田園
都市線「市が尾駅」西口集合 ※雨天決行　  
　 市が尾～那須岳（１,９１５メートル）登山
～煙草屋旅館泊～朝日岳（１,８９６メート
ル）登山～市が尾
　 登山用具完備の人 ２０人　  ２７,０００円
（バス代、ロープウェー代、宿泊費、保険料含む）
　 　　　、　 、性別を明記し、　 でハイ
キング部 柳（〒２２５-００１４ 荏田西４-１４-
１３ 　 ０８０-１３６１-８７８７）へ。
７月１０日　　   ※１枚の　 で２人連記可

やなぎ

なすだけ

よこはま健康スタンプラリー対象

■話そう! 語ろう!　子育てをひらく
　７月２日（火）１０時３０分～１２時３０分  
　 WISE Living Lab さんかくBASE　 　　
　 区内在住の子育て中の人 未就園児同
伴可  　 子どもとわたしが心地良く暮ら
せるまちって？子ども同室での座談会。
NPO法人森ノオトがファシリテーターと
なり、皆さんと生トークを進めていきます。   
　６月１１日から、　 ・生年月日（親子と
も）、　 、 　、 　、参加動機を明記し、事
務局（ 　event@morinooto.jp）へ。　  
　子育て支援担当
　９７８-２４５６ 　 ９７８-２４２２　

■離乳食教室
　 ７月１０日・２４日（水）各１３時３０分～１５時
　 福祉保健センター１階 　 ７～９か月児
と保護者 各３５組 　 実施日３週間前から
青葉区　 か　 で健康づくり係
（　９７８-２４４１　　９７８-２４１９）へ。

検索青葉区　運営方針

令和元年度 青葉区 運営方針を策定しました

企画調整係  　９７８-２２１６　　 ９７８-２４１０

　横浜市の区や局では、１年間の基本目標と、その目標を達成するための施策や
組織運営の方向性を明確にして、組織一丸となって取り組むために、毎年「運営方
針」を定めています。詳細は、青葉区　 をご覧ください。

■青葉区民芸術祭 第25回
　青葉コーラスのつどい
　７月７日（日）11時開演（１０
時３０分開場）　    青葉公会堂
　 文化・コミュニティ係 
　９７８-２２９５ 　 ９７８-２４１３

こたに まさお

「住みつづけたい・住みたいまち」青葉の実現
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　①日体大FIELDS横浜の選手とサッカー
体験！②ルールを覚えてラグビーワール
ドカップを楽しもう！
　①７月１３日(土)②７月28日（日）各１０
時～１１時３０分　  幼稚園～小学校３年
生と保護者各15組　  ①日体大FIELDS横
浜②日本体育大学ラグビー部
　　 　　、学年、性別を明記し、　 か
か 　①７月３日②７月１８日

　出展グループ募集！
　  ４０組程度　  １,０００円～２,０００円
か所定の応募用紙（　  で入手可）に必要事
項を明記し、郵送か　  ６月３０日

■わんぱくホリデー
「わんぱくおやつクッキング
～２色の水ようかんを作ろう！～」

　 ７月１０日・１７日（水）各１５時１５分～
１７時　   小学生各１６人  　  各２００円
　 ６月１１日１０時から　 か山内図書館

あざみ野ブックカフェ
テーマ「たねの不思議な旅」

①奈良町第三公園 ②奈良山公園
　 ６月４日・２５日、７月９日（火）
①各１４時２０分～１４時４５分
②各１５時１５分～１５時５５分

〒225-0011 あざみ野2-3-2
　901-1225　　902-4492
休館日：６月４日（火）・５日（水）・６日（木）・１７日（月）

移動図書館「はまかぜ号」
本の予約・問合せは中央図書館サービ
ス課　　262-0050　　231-8299
※荒天中止（13時30分以降サービス課
へ電話確認を） 

　 ６月１３日(木)１８時３０分～２０時

青葉公会堂

親子茶道教室

〒225-0024 市ケ尾町31-4
　978-2400　　978-2420
休館日：毎月第３月曜

　 ①８月１日（木）・２日（金）②8月２２日（木）・
２３日（金） 各９時３０分～１１時３０分 各全
２回 　 各親子１０組２０人 　 １人１,６００
円(親子３,２００円) ※１人での参加も可
　６月１１日から　 か　 か、　　 　、希望
の回、参加人数を明記し、　

大人のためのおはなし会
テーマ「なかせます」

　 ６月２３日（日）１４時～１５時３０分

施設からのお知らせ
■特に記載のないものの問合せ、申込みは各施設へ。

男女共同参画センター横浜北
〒225-0012 あざみ野南1-17-3
  （アートフォーラムあざみ野内）
　910-5700　　910-5755
休館日：毎月第４月曜
※保育あり（予約制・有料）
1歳6か月～未就学児、4日前までに子
どもの部屋（　910-5724 （9時～17
時））へ申込み

アートフォーラムフェスティバル
２０１９（１０月２７日開催）

当日受付教室　姿勢調整ピラティス
　 ６月１７日、７月８日・２９日(月)各１４時
３０分～１５時１５分　　女性各１８人
　   各５２０円

■FPから学ぶくらし安心講座～主婦
パートの収入・税・社会保険料を考える～

　 ７月１７日（水）１０時～１２時 　 ２０人 　  
　 ３００円　  ６月１２日１０時から　 か

絵本作り教室
　 ８月４日（日）１０時３０分～１２時３０分
　 ２０人(小学校１年生以下は保護者同伴)
　 １,０００円 (材料費含む)
　 　　　 を明記し、　 ６月２８日

■Chat in English
　 ７月２７日(土）①初心者レベル １８時３０
分～１９時１５分②日常会話レベル １９時
３０分～２０時１５分  　 各１０人  　　　　各５００
円 　 ６月１２日１０時から　 か

　 ７月２４日（水）１０時３０分～１２時３０分
　 １６人 　  １,０００円  　６月１２日１０時
から　 か

■健康寿命をのばしましょう
～栄養士さん考案の身体に良い食事を
　作りましょう・ぎょうざ作り～

大場みすずが丘地区センター
〒225-0016 みすずが丘23-2
　974-0861　　974-0862
休館日：毎月第２火曜

コフレティ―
　レモンビスキュイ＆季節の紅茶
　 ６月２０日（木）１０時～１３時 　  １６人
　１,２００円　　６月１１日から

　女性としごと応援デスク ミニセミナー
　 ７月４日（木）１０時～１１時３０分
　 女性２０人 　  ６月１１日から

保育・教育コンシェルジュに聞く
～横浜・青葉の“保育”のしくみ

　 ６月２６日、７月２４日（水)各１０時１５分
～１２時 　 各１５人  　６月１１日から

プレミア体操
　６月２４日～９月３０日の月曜（７月２２日
～８月１９日を除く）９時１５分～１０時３０分
全１０回　   中高年 70人　　２,０００円
（全回分） 　 ６月１１日から

ボッチャを始めてみませんか？

　７月１２日～９月２７日の金曜(８月２日、
９月６日を除く)１０時４５分～１１時４５分 
全１０回 　 ２５人　
　３,０００円（全回分） 　６月１１日から

みすず健康カラテ！

　ふっくらミニピザと冷たい枝豆スープ
　７月５日(金)１０時～１３時  　８人　
　１,3００円 　 　　　、性別、年代を明
記し、 　か　 ６月２５日

パン作り入門

藤が丘地区センター
〒227-0043 藤が丘1-14-95
　972-7021　　972-7031
休館日：毎月第４火曜

　７月１日・２２日、８月５日・１９日、９月２日・
９日、１０月７日・２１日、１１月１１日・２５日
（月）９時３０分～１１時３０分 全１０回
　２０人　  ７,０００円（全回分）
　６月１１日から　 か　 か

オリンピック対応のおもてなし英会話

　７月６日（土）９時３０分～１１時３０分
　子ども４００人 　

伝統の「七夕まつり」開催

FPから学ぶ「くらしと安心・安全講座」
　パート主婦１５０万円の壁を考える
　７月１１日（木）９時３０分～１１時３０分
　１６人　  ５００円　
　６月１１日から 　か　 か

女性のためのパソコン講座
　①セキュリティの基礎②はじめてのパ
ソコン③ワード初級
　 ①７月２０日（土）②７月２３日（火)③７月
２４日（水）・２５(木)各１０時～１５時３０分
①②全１回③全２回  　 女性 各１２人
　 ①②５,５００円③１０,８００円（全回分、テキ
スト代含む）　 ６月１８日からパソコン講座
専用電話（　 ８６２-４４９６※日曜、祝日、第
４木曜を除く９時～１５時３０分）か　
※参加費の免除あり。要問合せ

■女性のためのパソコン講座
　①セキュリティの基礎②はじめてのパ
ソコン③ワード初級
　 ①７月２０日（土）②７月２３日（火)③７月
２４日（水）・２５日(木) 全２回 各１０時～
１５時３０分 　 女性 各１２人
　 ①②５,５００円③１０,８００円（全回分、テキ
スト代含む）　 ６月１８日からパソコン講座
専用電話（　 ８６２-４４９６※日曜、祝日、第
４木曜を除く９時～１５時３０分）か　
※参加費の免除あり。要問合せ

■肺がん検診の日程
　 ７月１２日（金）午前（予約時に時間指定）
　 福祉保健センター１階  　 ６８０円（※）
　 ６月２８日～７月５日に 　で健康づくり係
（受付時間：平日８時４５分～１７時 ファクス不
可）へ。定員になり次第締切り（※）次の①～
⑤に該当する人は無料になります。詳しくは
お問い合わせください。①１９５０年４月１日以
前生まれの人（　 保険証または免許証等）
②６５～６９歳で一定程度の障害があり後期高
齢者医療制度被保険者の人（　保険証）③
生活保護世帯の人（　 休日・夜間等診療依
頼証）④中国残留邦人支援給付制度適用の人
（　 本人確認証）⑤前年度市県民税非課税
世帯または均等割のみ課税世帯の人（健康
づくり係での事前申請が必要） 　 健康づく
り係　 ９７８-２４３８～４１　 ９７８-２４１９

福祉・保健
■親あるうちのライフデザインセミナー
　 ６月１２日（水）１３時３０分～１５時３０分
　 区役所４階会議室 　  　  障害のある人
の家族・支援者１００人　  　 相談相手、福
祉制度　   青葉区基幹相談支援センター　   
　９８８-０２２２  　９８５-１５８８

■元気の出る家族教室
　 ７月４日（木）１３時３０分～１６時
　 区役所３階 ３０４会議室  　 ４０人
　 精神障害のある人が利用できる福祉制度
　　 で障害者支援担当（ 　９７８-２４５３
　 ９７８-２４２７）へ。

手編みでつながるニットカフェ
　 ６月２１日（金）１０時～１５時 
　 ３０人  　７００円
　 毛糸、編み針、編みかけの作品

　 ８月７日（水）・８日（木）・９日（金）１０時
～１１時３０分 全３回  　  小学生 2０人
　 １,５００円 (全回分)
　 　　　 を明記し、　 ６月２８日

　 ８月６日（火）①１０時～１１時②１３時～
１４時　   年長相当～小学生 各１５人
　 ８００円 　 　　　 、希望の回を明記
し、　 ６月２８日

たいこ体験教室

将棋教室

■わんぱくホリデー「こども絵手紙」
　暑中お見舞いを出そう！
　 ７月２４日（水）１０時～１２時 　 小学生
１０人 　  ２００円  　 　　　、　 、学年、
性別を明記し、 　か　 かわんぱくホリ
デー専用　 ７月１４日

ふれあい親子リトミック
　 ７月８日（月）①１０時～１０時３０分②１０
時４５分～１１時１５分③１１時３０分～１２時
　 ①０歳児②１歳児③２歳児と保護者各
１０組　
　 各３００円
　６月１２日１０時から　 か　 か 　　　、
　 、性別を明記し、自主事業用

美しが丘西地区センター
〒225-0001 美しが丘西3-60-15
　903-9204　　903-9206
　uw1@r07.itscom.net
（わんぱくホリデー専用）
　uw2@g07.itscom.net
（自主事業専用）
休館日：毎月第３火曜

■充実した定年後に向けて
　 ６月２９日（土）１３時～１５時３０分
　 ２０人  　 ５００円　
　 ６月１１日１０時から　 か

山内地区センター
〒225-0011 あざみ野2-3-2
　901-8010　　901-5544
　yamauchi-wanpaku@a05.
itscom.net（わんぱくホリデー専用）
休館日：毎月第３月曜（祝日の場合は翌平日）

■インテスタージュ
 ～自分でできる腸もみ健康法

　 ７月１０日（水）９時３０分～１１時３０分
　 ２０人  　 ５００円
　 ６月１１日１０時から　  か

■わんぱくホリデースポーツ企画

　 ７月２０日（土）１６時３０分～１８時３０分
　１００人 　 ６月１１日１０時から　 か

■桐蔭学園高等学校室内楽部
サマーコンサート

とういん

　 ７月２７日（土）・２８日（日）１２時３０分～
１５時３０分 全２回　  全回参加できる小
学校３～６年生２０人 　 ７００円（全回分）
　 　　　、学年、性別を明記し、 　か　 
か 　７月１１日

■わんぱくホリデー
「ボトルシップを作ろう！」

■乳幼児歯科相談
　 ７月２９日（月）１３時３０分～１４時４５分
　 福祉保健センター１階⑫番 　 ０歳～未
就学児 ２５人 　 　  で子育て支援担当
（　 ９７８-２４５６　　９７８-２４２２）へ。

■小児科医師による乳児期親向け講座
　 ７月３１日（水）１３時３０分～１５時（受付
１３時から）  　 福祉保健センター１階⑮⑯番
　 ０歳（７月３１日現在）の子を初めて子育
てしている区内在住者 ５０組  　 乳幼児
がかかりやすい病気、小児科受診の仕方、
予防接種など 　  同室での見守り保育
　７月１日～２１日に青葉区
　 子育て支援担当 　 ９７８-２４５６

　９７８-２４２２

■離乳食教室
　 ７月１０日・２４日（水）各１３時３０分～１５時
　 福祉保健センター１階 　 ７～９か月児
と保護者 各３５組 　 実施日３週間前から
青葉区　 か　 で健康づくり係
（　９７８-２４４１　　９７８-２４１９）へ。

■なしかちゃんくらぶ～あおば子育てカレッジ～
　 ７月１１日（木）１０時～１１時１５分（受付
９時４０分から） 　  福祉保健センター１階
⑯⑰番　  １歳７か月～２歳の子と保護者
１５組（妊婦不可。２回まで参加可） 　 体を
つかった親子遊びほか 　 ６月２０日まで
に青葉区　　　     子育て支援担当
　９７８-２４５6　　９７８-２４２２

■ニコニコピカピカ１歳児
　～１歳児の歯の教室～
　 ７月２５日（木）１０時～１１時　  福祉保
健センター１階⑬番  　２０１８年５月～８月
生まれの子と保護者 ４０組　　 ６月１９日８
時４５分から青葉区　 か　 で健康づくり係
（　 ９７８-２４４１　　９７８-２４１９）へ。

■ニコニコピカピカ１歳児
　～１歳児の歯の教室～
　 ７月２５日（木）１０時～１１時　  福祉保
健センター１階⑬番  　２０１８年５月～８月
生まれの子と保護者 ４０組　　 ６月１９日８
時４５分から青葉区　 か　 で健康づくり係
（　 ９７８-２４４１　　９７８-２４１９）へ。

　コッペパン＆スープ＆サイドディッシュ
　６月２６日(水)１０時～１３時  　６５歳以上
男女 ８人　  １,５００円　 ６月１１日から

シニアパン教室
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　 ７月６日・１３日・２０日・２７日（土）１０時～
１１時３０分 全４回  　小学校４～６年生の
初心者２０人　  ２，０００円（全回分、保険料
含む）　  件名を「小学生テニス教室」とし、
　　　 、学年、性別、ラケットの有無を明
記し、 　（ 　yokohama-jigyoentry@
circus.ocn.ne.jp）６月２６日

　７月２５日（木）１０時～１３時 　小学生 
１２人 　 ５００円(材料費含む）              、
学年を明記し、 　か　 ７月１０日

〒225-0012 あざみ野南1-4-1
赤田東公園内　　/　479-1149
休館日:毎月第２水曜

荏田コミュニティハウス

〒227-0036 奈良町1843-11
　963-5380　　963-5381
休館日：毎月第２火曜

奈良地区センター

〒227-0062 青葉台2-25-4
　981-1400　　981-9883
　aobadai@h02.itscom.net
休館日：毎月末日

青葉台コミュニティハウス「本の家」

新石川スポーツ会館
〒225-0003 新石川3-1346
　/　911-9870
休館日：毎月第2月曜

ロビーショーケース
　清泉書道ペン字・毛筆教室の作品展
　６月２０日(木）～７月２０日（土）

　６月２８日（金）９時４５分～１１時３０分
　１００円（飲み物付き）

若草台クローバーカフェ始めます
～６月は体操とおしゃべり！～

　７月２６日（金）１３時～１５時３０分
　園児（保護者同伴）以上 ３０人

しじみでキュートなストラップ
作り(サポーター企画)

　７月２７日（土）１０時～１１時３０分
　小学生以上 ３０人
　６月１１日から　 か

ラグビールール解説教室～日体大
ラグビー部がやって来る！～

親子で参加 キッズマネースクール
　学校では教えてもらえないお金のはなし
　７月６日（土）１０時～１２時　  年長～
小学校３年生と保護者２０組  　６月１２日
から 　か

メイクボディ教室
　７月２２日・２９日、８月５日・１９日（月）全４
回 ①９時４０分～１０時４０分②１０時４５分
～１１時４５分　　各１６人　  各２,５００円
（全回分）  　６月１１日から 　か 　か

夏休み子ども卓球教室
　７月２２日（月）・２５日（木）・２９日（月）、
８月１日（木）・５日（月）・８日（木）９時３０分
～１１時３０分 全６回　  小学生４０人　  
　１,２００円（全回分、保険料含む）
　６月１１日から 　か 　か

ラグビーワールドカップ　
より試合を面白く見たい人集合！

　ルール解説
　７月２７日（土）１４時～１６時　   ２０人
　６月１２日から 　 か

夏休み☆キッズフラダンス
　７月２４日（水）①９時３０分～１０時１５分
②１０時３０分～１１時３０分 　 ①年中～
年長２０人②小学生２０人  　８００円（保険
料含む） 　６月１１日から 　か 　か

スプンク劇場
　６月１３日（木）、７月６日（土）各１１時～１１
時３０分

〒227-0045 若草台20-5
　961-0811　　961-1632
休館日：毎月第２月曜

若草台地区センター

夏休みわんぱくクッキング
～夏のひまわりケーキ～

救急員の資格が取れる！
赤十字救急法講習会

　６月２３日（日）・２９日（土）・３０日（日)９
時～１７時 全３回（受付８時５０分から）
　全回参加できる１５歳以上の人 ２０人
　１，６００円（全回分）
　６月１1日から 　か

４０代・５０代からのマネープラン講座
　自分の年金知っていますか？
　７月１０日（水）１０時～１１時３０分
　４０代～６０代の人２０人  　１００円（資
料代）　  ６月１２日から 　か

　７月７日（日）①１０時３０分～１１時３０分
②１３時３０分～１５時  　各７０人
　 ①大人２００円、子ども１００円（菓子付き）
②要問合せ  　６月１1日から 　か

七夕コンサート

　こわーいおはなし
　７月１０日（水）１６時１０分～１６時５０分
　小学生

おはなしのくに

　介護の困りごと、抱え込まずに話して
みませんか？
　 ６月２５日（火）１４時～１５時３０分
　 ６月１１日から　 か

　①６月２７日（木）②７月１７日（水）
各１３時３０分～１５時 
　概ね６０歳以上の人 各３０人  
　 ①成年後見制度・民事信託②葬儀・お
墓  　 ６月１１日から　 か

ケアラーズCafe

　７月１３日(土)９時３０分～１２時３０分  
　小学校２年生～中学生 ２０人　
　３，５００円（保険料含む） 　 帽子、着替
え、サンダル、タオル、健康保険証
　６月１日～１５日

　(共通)　　　  、　 、学年、性別を明記
し、　 か　 

こどもカヤック教室Ｂ　夏休みに将棋を覚えよう！初心者大歓迎！
　７月２３日（火)～２７日(土）９時３０分～
１１時３０分 全５回　
　小学生１５人 　 ７００円（全回分）
   　　　  、　 、学年、性別、将棋の経験年
数・レベルを明記し、 　か 　か 　６月３０
日

将棋であそぼう！

　６月１９日、７月３日・１７日・３１日（水）、９月
２６日（木）１０時～１２時 全５回 　 １５人
　８００円（全回分、資料代含む）
　６月１1日から 　か

絵本の読み語り 育成・実践講座

ワールドカップ日本開催記念イベント
「ラグビー」ってどんなスポーツ？
本格的ラグビー場でラグビーに触れよう！

　７月２０日(土）１０時～１２時（雨天１０時～
１１時）　  日本体育大学健志台キャンパス
　小学生（１～３年生は保護者同伴）２０人
　１００円（保険料含む）
　６月１１日から　 か

　６月１７日（月）１０時～１１時３０分
　１００円（飲み物付き）

荏田宿カフェ主催「荏田宿カフェ（サロン）」

〒225-0013 荏田町494-7
　911-8001　　911-8121
　eda@yokohamashakyo.jp
休館日：毎月第３日曜

荏田地域ケアプラザ

　７月６日（土）１３時３０分～１５時３０分
　４５人　  ５００円　　６月１１日から　 
か 　か、　　　 を明記し、

令和元年度街道をゆくシリーズ 
第３回　江戸城と将軍の生活

■人生１００年時代に備える

　 ６月２０日（木）１３時～１４時３０分
　 ５０人　  ３００円（資料代含む）
　 ６月１１日から　 か

■浮世絵から学ぶ 第１回 浮世絵のいろは
“名高い浮世絵師の代表作を見る”

奈良地域ケアプラザ
〒227-0036 奈良町1757-3
　962-8821　　962-9847
休館日：毎月第１月曜

　美しきフルートアンサンブル
　７月６日（土）１５時～１６時  　３０人
　 ６月１１日から　 か

■七夕☆コンサート

　親子でほっこり絵本を聞きにきませんか？
　①６月１２日（水）１５時３０分～１６時
②６月２６日（水）１０時３０分～１１時
③７月１０日（水）１５時３０分～１６時

■おはなしの部屋

　頭も体もスッキリ！
　毎月第２・４木曜（８月休み）各１３時３０分
～１４時４５分　  各１００円（保険料含む）
 　運動しやすい服装（着替え）、上履き、タオ
ル、飲み物

■活き活き健康体操

　 ７月６日（土）１０時～１１時　  ６０人
■七夕のおたのしみ会

　 ７月１３日（土）１０時～１１時３０分
　１歳７か月～２歳６か月の子と保護者
１５組　  ６月１１日から 　か

■のびのび広場「青葉台地域ケアプラザ
＆青葉台コミュニティハウス共催」

〒227-0064 田奈町76（青葉区区民
交流センター「田奈ステーション」内）
　989-5266　　982-0701
　aobaloungeintl89h1@t07.itscom.net
休館日:毎月第4日曜

青葉国際交流ラウンジ

　①水曜１０時１５分～１１時４５分、木曜
１８時３０分～２０時、土曜１０時～１１時３０
分（初めての参加者は１５分前までに来て
ください） ②水曜１６時～１７時３０分、１７
時３０分～１９時　  ①中学校卒業以上
②２０２０年４月小学校入学予定の子～中
学生 　  ①のみ各クラス月３００円
　①のみ水・土曜はあり（１歳6か月～６
歳、１週間前までに要予約）

日本語学習者募集（①日本語教室
②子ども学習補習教室）

　 ６月２６日、７月１０日（水）各１４時３０分～
１６時３０分　  ６０歳以上 各１０人
　 ６月１１日から　 か

〒227-0044 もえぎ野4-2
　974-5400　　974-5405
休館日：毎月第3月曜

■頭の体操「マジック体験講座」

さつきが丘地域ケアプラザ
〒227-0053 さつきが丘12-1
　972-4769　　972-4759

　 ６月１３日・２７日（木）①各１０時から②
各１０時４０分から  　①１歳児②２～３歳
児各１０人　   各５００円  
　  ６月１１日から　 か

■さつきリトミック

　 ６月１７日(月）１５時～１６時  　５０人
　 ６月１１日から　 か

■健康講話「食事と消化器がん対策」ほか

■小学生テニス教室

　７月１１日（木）１０時～１３時 　 １６人
　１,０００円  　６月１２日から 　か

自分だけの御朱印帳を作ろう

　６月１２日（水）１４時～１５時　  ２５人
医師に聞く  食事と消化器がん対策

〒227-0066 あかね台2-8
　988-2010　　988-0901
休館日：毎月第４月曜

恩田地域ケアプラザ

　ペットボトルで風力発電機を作ろう！
　７月２８日（日）１０時～１１時３０分
　小学生２０人（１～３年生は保護者同伴）
　５００円（材料費含む）
　６月１1日から 　か

子ども科学教室

　７月２０日（土）１４時～１６時　  ４０人
　５００円 　 ６月１１日から　 か 　か
　　　 を明記し、

第６９回 アフタヌーンティー
「エジプト　悠久の神秘への探求」

　７月６日（土）１４時～１６時　  ４０人 
　５００円（学生２００円） 　 ６月１１日から
　か 　か　　　 を明記し、

やさしい英語でレクチャーNo.２２　
高橋先生の英会話スキルアップ講座No.８
「英語で自分を語る～自己紹介の表現方法～」

い い

　出入り自由のお気軽サロン
　６月２５日（火）１３時３０分～１５時　  
　1００円（飲み物・茶菓子付き）

■なごみサロン

くろがね青少年野外活動センター
〒225-0025 鉄町1380
　973-2701　　972-1093
休館日：毎月第４火曜

　７月１５日(祝・月)、８月１１日(日）・１７
日(土)各１０時～１３時３０分　　  　
　小学生と家族各５０人 　 中学生以上
１，６００円、小学生１，２００円、３歳～未就学
児５００円、０～２歳児１００円（保険料含む）
　６月１日～２０日　　　 ※希望日明記

竹のお椀と流しそうめん

　６月１1日から 　か

　７月２４日（水）１０時～１１時３０分
　小学校４～６年生２０人
　3００円（保険料含む）
　６月１２日から 　か

わんぱくホリデーバドミントン教室

老人福祉センター 横浜市ユートピア青葉

　赤ちゃん連れのママの居場所
　 ７月９日（火）１２時～１３時３０分 
　 親子２０組　  ５００円（食事代） 
　 ６月１１日から　 か     　（開催日の２日
前まで）

■ママズキッチン
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〒227-8555 青葉台2-1-1 東急スクエア本館5階　　985-8555
　 985-8560　休館日:毎月第3水曜　定員500人 ※未就学児不可
 　フィリアホールチケットセンター　　982-9999
　 http://www.philiahall.com/（24時間オンライン予約）

　 　

●アイコンの見方は ページを参照してください。●郵便料金が改定されています。　 62円　 124円

ウェルカム

■バターづくり教室

〒227-0036 奈良町700　　961-2111　　962-1366
休園日：毎週水曜　　
入園料：大人600円、小･中学生200円、幼児（3歳から）100円
65歳以上平日のみ300円（要証明提示）　※行事の詳細は　 参照

〒225-0012 あざみ野南1-17-3（アートフォーラムあざみ野内）
　 910-5656　 　910-5674　休館日：毎月第4月曜
※保育あり（予約制、有料） 1歳6か月～未就学児、4日前までに申込み　 　

アートフォーラムあざみ野 Ｗelcome！ロビーコンサート
　  ６月２３日（日）１２時～１２時４０分
　  小林絵里香さん（ソプラノ）、吉田幸央さん（ピアノ）

毎週日曜１３時から　  ミルクプラント　  １２組　  １組５００円 

あざみ野アートワゴン＆マルシェ
　 ７月７日（日）１０時から　※商品がなくなり次第終了
　  アーティストや福祉団体のオリジナルグッズが買える「あざみ野アートワゴン」と、
新鮮でおいしい食べ物に出会える「あざみ野マルシェ」を同時開催します。

フィリアホール　キッズ＆ファミリー・プログラム
夏休みファミリー・オーケストラ・コンサート
《ウィーン＆ザルツブルク、音楽の都へようこそ！》

よしだ さちおこばやし えりか

■陶芸体験・手ロクロお皿
６月２３日（日）①１０時３０分から②１３時３０分から 　 各２０人 　 各８００円

▲橘直貴
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【共通】 http://lafull.net/　休館日：日・月曜、祝日
妊婦及び0歳～未就学児とその家族、地域で子育て支援に関わる人

＊

＊

印講座への参加は、登録・「ひろば」受付を済ませてから
※アイコンについて はラフール、 はラフールサテライトを示します。

ひろば内子育て講座「子どもの歯～親の気がかりあれこれ」

〒227-0062 青葉台1-4［6階］
981-3306 981-3307

青葉区地域子育て支援拠点

〒225-0024 市ケ尾町1152-25［1階］
979-1360 979-1361

青葉区地域子育て支援拠点
サテライト

　　６月１２日（水）14時から 　　６月１３日（木）11時から（各３０分程度）
青葉区歯科衛生士

＊ラフっこタイム
　　６月１３日(木）１１時～１２時３０分
１歳6か月以上で「落ち着きがない」など子育てに不安を感じる子育て家族　　
当事者同士の交流と情報交換、先輩ママも   　前日までに 　か

横浜子育てサポートシステム入会説明会

　　　６月１５日（土）、７月９日（火）１０時３０分～１１時３０分
　 子どもを預けたい人、子どもを預かれる人　各回８人(子ども同席可)
　 前日までに　 か横浜子育てサポートシステム青葉区支部専用電話
（ 　４８２-５５１８）へ。

　　　７月６日(土）１３時３０分～１４時３０分
＊家族であそぼう～カプラを使って

地域で子どもを預けたい人と預かる人をつなぐ会員制の制度

＊多文化サロン「幼稚園・保育園を知ろう」
　　６月１４日(金）１０時３０分～１１時３０分
いろいろな国の人、海外で子育て経験のある人   　前日までに 　か

８月３日（土）①１１時開演②１４時３０分開演
①未就学児②小学生以上
全席指定 １,５００円、３歳～小学生１,０００円
（両公演とも３歳以上入場可、チケットは１人１枚必要）
指揮：橘 直貴
司会：坪井直樹(テレビ朝日アナウンサー)
オーケストラ：慶應義塾 ワグネル･ソサィエティー･オーケストラ
 　か　 か

子どもも大人も楽しめる、コンサートを今年も開催!

谷本公園
〒227-0042 下谷本町31-10
　/　511-7366

©Wataru Sato

　７月２９日(月)①１０時～１２時 ②１２時３０
分～１４時３０分 　 ①幼児と家族 ②小学
生以上(保護者・大人可)各４０人  　中学生
以上１，０００円、小学生８００円、３歳～未就学
児５００円、０歳～２歳１００円（保険料含む）  
　６月１日～２０日　　　※①か②を明記

流しそうめんとすいか割り

プレママ向け企画

　 ①③妊婦　②妊婦とパートナー　　当事者同士の交流と情報交換
　 前日までに 　か

①６月１８日(火）１４時～１５時 
　ママになるあなたへ ～おなかの赤ちゃんに絵本を～
②６月２２日（土）プレパパプレママラフール見学説明会
③７月３日（水）１１時３０分から　プレママちょこっと見学デイ

青葉区社会福祉協議会
〒225-0024 市ケ尾町1169-22
（東急田園都市線「市が尾駅」下車徒歩４分）
　972-8836　　972-7519

　７月１１日（木）１０時３０分～１２時 　 
　２０人   
　６月１1日から 　か

社協のリバースモーゲージのメリット

　①８月３日(土)②１０月５日(土)～６日(日)
③２０２０年１月１１日(土)④３月７日（土）①
③④９時３０分～１５時３０分②１３時３０分
～翌１２時 全４回 　 小学校１～４年生 
４０人 　 １８，０００円（全回分、保険料含む）
　６月１日～２０日

森森アウトドアクラブ

　９月２５日、１０月９日･２３日、１１月６日･
２０日、１２月４日（水）１４時３０分～１６時 
全６回 
　４～６歳児（幼稚園年中･年長相当）と保
護者１０組２０人　
　２人１組６，０００円（１人追加３，０００円、
３歳２，４００円、０～２歳３６０円）（全回分、
保険料含む）
　６月２４日～７月８日

すくすくアウトドアクラブⅡ期
　毎週金曜（休みあり）１１時～１２時２０
分 　 １５人 
　８００円（６回分チケット４，５００円）

パワーヨガ教室

　６月３０日（日）１３時３０分～１５時
七夕まつり

田奈恵みの里
〒227-0064 田奈町52-8
横浜農業協同組合田奈支店
　981-1811　　981-1839

なおたかたちばな

つぼい なおき

けいおうぎじゅく
©Wataru Sato

　　　　区民の皆さんをフィリアホールのコンサートへ抽選で
招待します！三人の女神が紡ぐ、緻密な室内楽の織物。

ご招待

　豪華な三人による、誰もが知るピアノ三重奏曲の珠玉の名品をお楽しみください。

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》　
米元響子（バイオリン）・菊池洋子（ピアノ）・上村文乃（チェロ）トリオ
　７月２７日（土）１7時開演 　　区内在住の人 ４組８人
（S席４,５００円のチケット） ※１組につきチケット２枚  　 
　 　に　　　 を明記し、フィリアホールへ。
６月１８日
※１人１回の応募のみ有効。抽選結果は６月３０日に発送し
ます。抽選に外れた場合も、公演チケット割引の案内を送り
ます。

▲米元響子
©Akira Muto©Akira Muto

よねもときょうこ きくち ようこ かみむら あやの

　毎週金曜（休みあり）９時４５分～１０時
４５分 　 女性１５人　 ６００円

女性のためのヨガ 　地場野菜を使ったおやつづくり
　７月２０日（土）９時～１１時
　 青葉区・緑区在住の小学生と保護者２０

■親子料理教室

組（１組３人まで） 
　 １組１，５００円  
　 参加者全員の 　　　、　を明記し、 　か
　 ６月１９日

８月２６日（月）１１時３０分開演 　  全席指定１,５００円
バイオリン：白井圭　チェロ：門脇大樹　ピアノ：津田裕也
　 か　 か

　
しらい けい かどわき ひろき つだ ゆうや

ウイークデーコンサートシリーズ
《らん・らん・ランチにいい音楽》
トリオ・アコード ピアノ三重奏

▲トリオ・アコード

　真の「実力派」が進む、堂々たる王道

©坂田貴広©坂田貴広

　８月２０日(火)１０時～１５時 　 小学校
①１～３年生②４～６年生　各２０人
　３，５００円（保険料含む）
　６月１６日～３０日

あったかエコキャンプ

フェローアートギャラリー　伊藤有里展
　 ７月２１日（日）まで９時～２１時
　   障害のあるアーティストたちの表現を紹介するミニギャラリー

いとう ゆり
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大学紹介

キャンパス情報
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今月ご紹介するのは…

　「共生」する社会に貢献することを目指し「共生科学部」を設置する
星槎大学は、17歳から94歳までの学生が在籍する通信制大学。「共
生」の理念で結ばれた、教育、福祉、環境、国際関係、スポーツ身体表現
の５分野を中心に学ぶことができます。自由度が高く、「学びたい」と
思ったときに、１科目から学ぶことが可能（学費も学ぶ分だけ）!
　幼稚園から高校までの教員免許状（特別支援学校教諭含む）やその
他多彩な資格を取得できます。また、人間力や実践力を身につけるた
めの専門科目を自分のペースで学ぶことができます。社会人やダブ
ルスクールを希望する人に優しい大学です。

●横浜事務局　
　さつきが丘8-80

■星槎大学ホームページ

●箱根キャンパス
　足柄下郡箱根町
　仙石原817-255

　６大学の学生から構成される地域貢献団体アオロクでは、４月
21日に地域の清掃活動、クリーン大作戦を行いました。
　青葉台駅から横浜美術大学までの歩道をごみ拾いをしながら１
時間半ほどかけて歩き、３袋分のごみを集めました。

シリーズ
企画

企画調整係　　978-2216　　978-2410

検索星槎大学

　星槎大学では、全国各地でオープン・カレッジ（星槎塾）を開催しています。会場と
して鎌倉の高徳院や、京都の伝統建築として親しまれている町家、南砺（富山県）な
ど、歴史的建造物などを利用して定期的に開催しており、好評をいただいています。
2019年度からは、もっと多くの人にこの内容を届けたいという思いから星槎大学
横浜事務局（さつきが丘）でパブリックビューイングをスタート予定！全国で行っ
ている星槎大学の知的好奇心をくすぐる講座を、青葉区で一緒に受けてみません
か？詳細はホームページをご確認ください！

青葉６大学連携事業
トピックス

青葉６大学とは… 　青葉区にある６つの大学。青葉６大学と青葉区は連携・協力についての協定を締結しています。
この連載では各大学の特色や地域連携事業を中心に、１大学ずつご紹介していきます！

せいさ

青×６（アオロク）でクリーン大作戦を実施しました！

今月の
テーマ 「ようこそ青葉区へ」(地域デビュー )

区民活動支援センター

「日本人の死生観」　　　　
講師：山折 哲雄（宗教哲学者） 　　　　　　　　　　　　　
「蝶々夫人」と私　　　　 
講師：高野 久美子（オペラ歌手）
「私と潜伏キリシタン」　　
講師：前田 万葉（カトリック大阪教区大司教・枢機卿）

やまおり てつお

たかの くみこ

まえだ まんよう

実施例

　「まち活カフェ」は地域活動に関心のある人がワイワイ
集まり、コーヒー片手に意見交換をする場。何かを始めた
い人、つながりたい人、気軽に参加してください。

　区内で美術活動を行う人から応募のあった作品のうち、審査に
より入選した作品が展示されます。
　「文化のまち青葉区」らしい意欲あふれる作品の数々をぜひご鑑賞くださ
い。各賞の表彰式も開催します。併せてご参加ください。

６月２０日(木)１０時～１２時　  区民活動支援センター（区役所１階）　　　
１５人　　　　５０円
区民活動支援センター　　９７８-３３２７　　９７２-６３１１

第４回あおば美術公募展を開催します！

7月６日（土）～１５日（祝・月） 
１０時～１８時（最終日は１５時まで）
※表彰式・講評会 ７月14日（日）13時30分から
横浜市民ギャラリーあざみ野
田園都市線・市営地下鉄「あざみ野駅」下車徒歩５分
アートフォーラムあざみ野内

文化・コミュニティ係　　978-2295　  978-2413

検索横浜市歯科医師会　糖尿病

～あおばに住んで、健康、長生き！～

知っていますか？　歯周病と糖尿病の密接な関係

健康づくり係　　978-2438　　978-2419

　美しい街並みや豊かな自然など青葉区の魅力を生かした、気軽に取り組める
健康づくりやつながりづくりのヒントをシリーズで紹介していきます。

　歯肉の炎症を起こす物質
が血糖をコントロールする
インスリンの働きを妨げ、糖
尿病の悪化を招きます。

　高血糖の状態が続くと感染症にかかりや
すくなるため、糖尿病の人は、健康な人に比
べ歯周病にかかるリスクが高まります。
　また、高血糖状態により歯肉の血管が傷
つき、歯周病が進行しやすくなります。

　歯周病を治療することは糖尿病の重症化予防につながります。また、歯周病が
改善され、バランスのよい食事ができるようになることが糖尿病の改善につなが
ることがわかってきました。糖尿病も歯周病も自覚症状の乏しい病気です。定期
的に医療機関で健診を受けましょう。 

糖尿病の予防や生活習慣の改善のための個別相談を行っています。

●区内歯科医療機関へのご相談

歯周病 の影響

●健康づくり係へのご相談

横浜市では医師会・歯科医師会が協働し、糖尿病と歯周病の重症化予防を目的に
医科歯科連携事業を進めています。

糖尿病予備軍と言われたら…歯医者さんへ行こう！

免疫力・治癒力
低下

歯周病
悪化

炎症を起こす物質
（TNF-α）増加

の影響

すい臓

インスリンインスリン

糖尿病
歯周病

インスリンの働きが低下インスリンの働きが低下

糖尿病

ライズ株式会社 セブンイレブン世田谷玉川様  ありがとうございました。

青葉区社会福祉協議会 972-8836 972-7519

善意銀行への寄付

▲講評会の様子

なんと

12 2019（令和元）年 6月号 ／ 青葉区版


	aoba06_05
	aoba06_06
	aoba06_07
	aoba06_08
	aoba06_09
	aoba06_10
	aoba06_11
	aoba06_12

