
区の情報をラジオで毎日放送中! 区のさまざまな魅力をテレビ・ホームページで放映中！
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・日曜12時05分～12時15分

FMサルース 84.1 MＨz

検索あおバリューTV
9時～9時30分
（平日のダイジェスト版）

11時～11時20分（生放送） 
18時30分～18時50分（再放送）

月～金曜 土・日曜

特集１

青葉区マスコット なしかちゃん青葉区マスコット なしかちゃん

※ロビーでは音楽CD交換会等を開催します。

広報よこはま青葉区版
2019年9月1日現在（前月比）

編集・発行／青葉区役所広報相談係  〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 
　978-2323（代）・2221（直）　978-2411

　　https://twitter.com/yokohama_aobaku 毎月1日発行

世 帯 数… 129,192（19増）区の人口… 310,106（18増）

検索横浜市青葉区

　区制25周年と横浜音祭り２０１９を記念して区内で活動する
多彩なジャンルの器楽団体による
演奏会を2日間にわたり開催します。
詳細は、区役所・地区センターなどで
配布している冊子「青葉音楽百景」で
ご確認ください。

会場 青葉公会堂

11月９日（土）

開催日 開演時間 出演団体
11時
11時55分
13時55分
14時30分
15時15分
16時15分
17時15分

モアナ・ハワイアンズ
公募4団体チャレンジステージ
ヤマノミュージックサロンたまプラーザ　ミニライブ
イッツコム　キャラクターイベント
マリンＢＡマリン
音気楽工房の楽しい音楽会
横浜青葉ジャズソサエティ

1１月10日（日）

10時
11時
12時10分
12時55分
13時55分
15時

フレンドシップ室内アンサンブル
横浜アコーディオン愛好会
山響楽器 Duo for Flute and Clarinet
青葉台ジョイフルフレンズ・ハーモニカ
Plumeria
緑  （ふかみどり）交響吹奏楽団

　区内で芸術活動を行う皆さんによる、さまざまな分野の作品が
一堂に集まる作品展を前期・後期の２期に分けて開催します！
芸術の秋、素晴らしい作品の数々をぜひご鑑賞ください。

　区内で活動している詩吟、舞踊な
どの各種団体による芸能の祭典です。
（詳細は広報よこはま青葉区版12月号に
掲載予定）

　区役所で素敵な音楽を堪能しませんか？
区内在住の音楽家を招いて、毎月１回（第３
水曜12時15分～12時45分）コンサートを
開催しています。ぜひお越しください。

10時～17時
（最終日は16時まで）

漢文、かな、前衛書など見ごたえの
ある作品が集まります。

書道展

過去のコンサート

すてき

かなで

芸術鑑賞に合わせて、お茶はいかがですか？

11月８日（金）～10日（日）
10時～15時　●お茶券300円

11月８日（金）：日本と世界の紅茶各種
11月９日（土）・10日（日）：抹茶とお菓子

会場：ミニギャラリー

青葉区の秋はイベントが盛りだくさん!!ぜひお出かけください!青葉区の秋はイベントが盛りだくさん!!ぜひお出かけください!青葉区の秋はイベントが盛りだくさん!!ぜひお出かけください!青葉区の秋はイベントが盛りだくさん!!ぜひお出かけください!

【今月のコンサート】 10月16日（水）
出演：金子恵美、江草智子、大滝俊（クラリネット、ファゴット、ピアノ）
曲目：ピアノ三重奏曲第4番Op.11より三楽章「街の歌」　ほか

　区役所でくつろぎの時間を過ごしませんか？
区内で活動しているさまざまな音楽団体による演奏会です。
原則、毎月1回（12時15分～12時45分）開催しています。
お気軽にお越しください！

多彩なジャンルの演奏

【来月のコンサート】 1１月６日（水）
出演：奏（ギター合奏）

（詳細は毎月の広報よこはま青葉区版を
 ご覧ください。）

芸術イベントの詳細については事務局までお問い合わせください。　事務局：文化・コミュニティ係　　９７８-２２９５　　９７８-２４１３

２

会場 アートフォーラムあざみ野

美術工芸展

10時～17時（最終日は16時まで）
※華道展のみ11月17日は16時まで

１２月１５日（日）

会場 区役所１階 区民ホール

バードカービングや陶芸、鎌倉彫、
ちぎり絵などさまざまな作品が
展示されます。

１１月１５日（金）～２０日（水）

１１月８日（金）～１３日（水）

会場 青葉公会堂
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地域の力 ～共に進もう心の絆を青葉から～
１１月３日（祝・日）日時

会場

９時４５分～１５時(荒天中止)
青葉区総合庁舎周辺
東急田園都市線「市が尾駅」から徒歩８分
またはバス「青葉区総合庁舎」(バス停二つ目)下車
(駐車場は利用できません。公共交通機関をご利用ください。)

主催：青葉ふるさと協議会　青葉区民まつり運営委員会
※区内外の団体、企業の皆さんからの協賛にも支えられています。

区民まつり  青葉区民まつり運営委員会事務局(地域活動係内)  　９７８-２２９１　  ９７８-２４１３
健康フェスティバル  青葉区健康フェスティバル実行委員会事務局(健康づくり係内) 　 ９７８-２４３８　  ９７８-２４１９

休日急患診療所 青葉
警察署

駅
尾
が
市
駅
田
江
至

駅
丘
が
藤
至

246

市ケ尾青葉消防署前

市ケ尾
おさかな広場

区民ホール
（区役所1階）

区民広場

第2駐車場青葉消防署前 青葉土木事務所（駐車場）

第1駐車場

公会堂・スポーツセンター

鶴見川
（谷本川）

９時４５分～１０時１５分　　　　青葉公会堂
●２５周年記念映像上映
　（青葉区のあゆみ、小学生の未来に向けた
　 メッセージなど）
●区内在住 松本紘佳さんによるバイオリン演奏
●区民まつり開会宣言

時間 会場
内容

※トレーニング室は
　前日・当日ともに通常
　運営しています。

スポーツゾーン

無料配布

まつもと　ひろか

９時４５分～１０時１５分　　 青葉公会堂
●２５周年記念映像上映
　（青葉区のあゆみ、小学生の未来に向けた
　 メッセージなど）
●区内在住 松本紘佳さんによるバイオリン演奏
●区民まつり開会宣言

時間 会場
内容

まつもと　ひろか

来場者（先着５００人）に
２５周年記念品（手ぬぐい、
なしかちゃんストラップ）を

差し上げます！

スポーツの秋！
さわやかな汗を流そう！

特集２

記念品

さい )

①FMサルース（84.1MHz）で当日7時頃に放送します。
②横浜市コールセンター　  ６６４-２５２５（8時から）
③青葉区　 で当日7時以降に確認できます。 

区制２５周年記念式典

●さわやかスポーツ体験、グラウンドゴルフ など
●体力測定、握力測定、反復横跳び など

スポーツセンター（第２体育室）

※先着順 なくなり次第終了

●焼きさんま【第２駐車場】11時から
●苗木【区民広場】10時から
●苗木【第１駐車場土木事務所ブース】10時から（整理券配布）

とっても嬉しい！

<プロフィール>
松本紘佳さん
第１０回 ビエニャフスキ・リ
ピンスキ国際コンクール
［ジュニア部門］第２位をは
じめとして受賞歴多数。

とっても嬉しい！

青葉区誕生２５周年を、
広く区民の皆さんと共にお祝い！

この他 抽選で
なしかちゃん人形(１０人)と
なしかちゃんエコバッグ(20人)を
プレゼント!

こ
な
な
プ

青葉区誕生２５周年を、
広く区民の皆さんと共にお祝い！

当日の開催可否についての問合せ



騎士竜戦隊
リュウソウジャーショー

①１０時４０分から ②１４時から
第２駐車場ステージ

時間

騎士竜戦隊
リュウソウジャーショー

①１０時４０分から ②１４時から
第２駐車場ステージ

時間
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検索横浜市　青葉区民まつり２０１９

第２駐車場特設ステージ
●みんなで踊ろう！青葉音頭
●防火ポスターコンクール表彰式
●騎士竜戦隊リュウソウジャーショー など

ステージイベント

区民広場
●青葉区郷土芸能保存連合会

公会堂
●ライブパフォーマンス
●区内小・中学校、高等学校発表
　（ダンス、吹奏楽、合唱など）

・イベントの時間・内容等は変更になる場合があります。
・スケジュールなどの詳細は、青葉区民まつりホームページをご覧ください。

往復はがきに「健康フェスティバル健康相談希望」と記載し、内科または整形外科、住
所、氏名（１枚につき１人）、年齢、電話番号及び返信用の宛先を記入し、１０月１８日まで
（消印有効）に青葉区医師会（〒２２５-００１１ あざみ野２-３１-１）へ。多数抽選。
１０月２８日までに抽選結果を発送。
※複数人連記や往復はがき以外での申込みは無効

「血管年齢測定と健康相談」申込方法

ふれあい模擬店・体験コーナー

●出店予定の模擬店の一例であり、当日は約90店の模擬店が出店します。また、当日のレイアウトとは異なります。

手作り小物

東急宝市

地元産新鮮野菜販売
（ＪＡ横浜）

焼き鳥

水餃子 風船 手作り
おもちゃ

焼きそば 揚げパン
世界のお茶
(青葉国際
交流ラウンジ)

わなげ ハーブ
チキン

炭火焼
フランク

季節野菜の
ピザ

カスタード
プリン

バナナ
チョコパフェ

甘酒 たこ焼 ぎんなん

カレー スーパー
ボール

コーヒー 民族工芸品 かき氷 わたがし もちつきタピオカ
ドリンク

美味しい食べ物など個性豊かな模擬店が多数出店！
青葉区らしい食べ物、子ども向けおもちゃなど盛りだくさん！

●はしご車搭乗体験（１回４分）

①１０時３０分～１１時３０分 ②１３時３０分～１４時３０分
各１５組（１組３人まで、小学生以上かつ身長１００センチ
メートル以上）

時間
定員

第１・第２駐車場、区民ホール(区役所１階)、区民広場

美味しいグルメや楽しい
ゲームで盛り上がろう！

おい

パトロールカーへの試乗体験や
どんぐりクラフト等の制作教室、
大工体験、紙すき体験など普段
できないこともいっぱい！

や
室、
段

お い
青葉消防署前

※先着順受付、整理券配布なし
　災害時、中止とさせていただきます。

会場 スポーツセンター（第１体育室）
※愛犬の肥満度チェックのみ土木事務所駐車場

●「血管年齢測定と健康相談」（定員６０人、要事前申込み） 青葉区医師会
　※健康相談は内科か整形外科を選択　血管年齢測定のみなら予約不要
●肺年齢測定 ●骨密度測定 ●脳年齢測定 ●親と子の歯科体験コーナー 
●食生活診断 ●歩行チェック ●手の汚れをチェックしてみよう
●刺し子の実演 ●アロマでリラックス
●キャンドル作製体験 ●地域ケアプラザの紹介 ●子育て家族の休憩の場
●犬猫の飼い主向け啓発 ●猫の飼育指導 ●動物の防災対策とクイズラリー 
●愛犬の肥満度チェック（犬を連れてご参加ください。） ほか

「血管年齢測定と健康相談」申込方法

１２６円に改定されています。
ご注意ください。

往復はがきの
料金は



資源化推進担当　
　９７８-２２９９　　９７８-２４１３

食品ロス
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「安全で安心して暮らせるまち」をめざして
安全・安心まちづくり旬間 振り込め詐欺にだまされない

　１０月１１日～２０日は、「安全・安心まちづくり旬間」です。
　地域一斉防犯パトロール等を集中的に実施し、地域総ぐる
みで安全・安心なまちづくりへの気運を高めます。
　この機会に、地域や自分の身の回りの安全・安心について
改めて考えてみませんか。
　地域の防犯力を高め、皆さんの力で青葉区から犯罪をなくし
ましょう！

　今年、区内では５９件の被害が発生し、被害額は約１億１,１００万円です。昨年同
期比で、件数は２３件減少していますが、被害額はほぼ同額で、依然、被害が多い
状況が続いています。（２０１９年１月１日～９月４日現在）

１０月１１日（金）１６時から　
東急田園都市線「江田駅」東口広場（交番側）

昨年の様子

青葉区での被害が続いています！

①キャッシュカードをだまし取る手口
電話で警察署や銀行協会だと別々に名乗り「あなたのカードが不正利用
されている。」「口座変更のため、これからカードを取りに行く。」と言い、
カードをだまし取ったもの。（被害者８０代女性）

他人にはカードを絶対に渡さないでください。

②「保険料の還付金がある」と、ATMへ
　誘導する手口
電話で健康保険組合を名乗り「保険料の払い戻しがある。」
とコンビニエンスストアのATMに誘導し入金させたもの。
（被害者６０代女性）

還付金の手続きはＡＴＭではできません。

～犯人は録音されることを嫌がります～

青葉警察署　　９７２-０１１０

～10月は、青葉区の「振り込め詐欺撲滅強化月間」です～

詐欺の始まりは電話から!詐欺の始まりは電話から!
★迷惑電話防止機能付機器の導入★
着信があると、次のメッセージが流れます。
「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。」

地域防犯パトロール出陣式

「ヨコハマ３Ｒ夢！」
マスコット　イーオ　

へら星人 ミーオ

スリム

食品ロスって？
本来食べられるにもかかわらず、期限切れや食べ残しで
「燃やすごみ」として廃棄される食べもの

◎賞味期限と消費期限
「賞味期限」…おいしく食べられる期間
「消費期限」…安全に食べられる期間
※賞味期限･消費期限ともに、袋や容器を開けないままで、
　保存方法を守って保存した場合

食品ロス

「必要な分を買う」
「使わないものは買わない」
「食品は使いきる」
「残さず食べる」ことで
食品ロスを減らしていこう!

市民１人あたり年間約２８キロ
グラムの食品が食品ロスとなり、
燃やすごみで出されているよ。

◎賞味期限と消費期限

減らそう！減らそう！

今日からできる
食品ロスを減らす工夫
冷蔵庫を整理整頓

冷蔵庫内が整頓されている
と、使い忘れ・期限切れなど
による廃棄を防げます。

●

買い物メモをつくる
必要なものをメモして計画的に買いものを
しましょう。使いきる・食べきれる分を購
入することが大切です。

●

食べきれる量をつくる
家族の人数にあわせて食べきれる
量をつくりましょう。

●

１１月３日(祝・日)青葉区民まつりでフードドライブを行います！

対象物：缶詰（肉・魚・野菜・果物）未開封、賞味期限が２か月以上あり、適切に保存されたもの
場所：区民まつり 区民広場内 資源循環局青葉事務所のブース

皆さんの家庭で食べる予定のない缶詰をご提供ください。
※フードドライブ
家庭で眠っている未利用の食物を集
めて、支援を必要とする人や福祉施
設に届ける事業です。

★留守番電話の常時設定★
いつも留守の設定にしておくことも
効果的です。

日時
場所

当日、もえぎ野中学校吹奏楽部が出陣を鼓舞します。



高齢者支援担当　
　９７８-２４４９　　９７８-２４２７

高齢者支援担当　
　９７８-２４４９　　９７８-２４２７

検索JAGES
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スポーツや趣味の会への参加は
介護予防につながります！

「脳卒中」にならないために！
　脳卒中は脳の血管が詰まったり（＝脳 塞）、破れたり（＝脳出血）することで起こる病気です。脳卒中は、死亡者数は減っているものの、
発症後に手足の麻痺などの後遺症を残すことも多く、介護が必要になった原因の第１位になっています。また、４０歳～６４歳の医療保険加入者
（第２号被保険者）では約半数の人が、６５歳以上（第１号被保険者）では約１８パーセントの人が、脳卒中が原因で要介護認定をされています。

　横浜市では、介護予防施策を効果的に推進するため、全国４０市区町村が参加する高齢者向けアンケート調査「健康とくらしの調査」（※）に
２０１３年から参加しています。昨年度、青葉区で実施した追加調査やこれまでの調査結果から、介護予防のヒントを紹介します。

　脳卒中を引き起こす要因として、高血圧、脂質異常症、糖尿病、心臓病などの病気のほか、肥満、ストレス、喫煙、過度の飲酒、運動不足などが
挙げられます。こうした生活習慣をそのままにしていると、脳卒中の発症につながることがあります。また、脳卒中発症後１０年の間に２人に
１人の割合で再発しているという調査結果もあります。

脳卒中を引き起こす要因

脳卒中の予防のために
もっと脳卒中予防について知りたい方人、
こちらの講演会にお越しください！

１１月２６日（火）１０時から
山内地区センター
１００人
森本将史さん
（横浜新都市
  脳神経外科病院院長）
１０月１５日から
　 か 　　  を明記し、 　で高齢者支援担当
（　９７８-２４４９　　９７８-２４２７）へ。

もりもと まさふみ

介護が必要になる原因第１位！介護が必要になる原因第１位！

～「健康とくらしの調査」結果から

青葉区の特徴

身近な場所でのグループ活動をお探しの人は・・・

①趣味のある人の割合が高い！
　昨年度の追加調査結果と２０１６年に行われた横浜市全域調査における市平均の比較で、「趣味のある人」の割合が
高いことが分かりました。（青葉区：９０.８パーセント、横浜市平均：８６.０パーセント）

　青葉区地域活動リスト「青葉かがやく生き生き活動情報」をご覧ください。
区内地域ケアプラザ、青葉区社会福祉協議会、区役所２階３４番窓口で閲覧が
可能です。
　また、区民活動支援センター（区役所１階）にはそれ以外の活動情報もあります。

②趣味の内容はスポーツ関係で、また活動場所は近隣が多く、それらを通じて友人や知人と会っている傾向が見られました。

スポーツの会や趣味の会への参加は
介護予防につながる!
　右の図は、１８区の比較です。スポーツの会や趣味の会への
参加が多いと、要支援・介護の認定率は低いことが分かりまし
た。これは、全国調査からも明らかになっており、横浜市でも
同様の結果が見られました。また、スポーツは一人で行うより、
グループで行ったほうが効果的であることも分かっています。
　ぜひ、グループで活動をしましょう！！

詳しくは

※一般社団法人日本老年学的評価研究が、
　６５歳以上の要介護認定を受けてい
　ない人を中心に３年に１回行う調査

●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。　 63円　 126円11
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スポーツ関係のグループへの
参加割合(月１回以上)

趣味関係のグループへの
参加割合(月１回以上)
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青葉区はいずれの会
へも参加割合が高く、
認定率も低くなって
います。

もっと脳卒中予防について知りたい人は、
こちらの講演会にお越しください！



住所、氏名（ふりがな）、電話番号、Eメールアドレス、参加希望回、
学んでみたいことを記入し、１０月１５日から青葉区 　か 　か 　で
事業企画担当（　 ９７８-２４３６　  ９７８-２４１９    ao-start@
city.yokohama.jp）へ。
 　３０人
※第１・２・６回の会場は、一時保育あり（４日前までに
アートフォーラムあざみ野子どもの部屋
（　 ９１０-５７２４）に直接お申込みください、保育料別途）
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　青葉区では、「あなたの力の１パーセントをあおばの未来に！」を合言葉に、地域や人と人とのつながりや絆を強めながら、
皆さんが少しずつ助け合う地域づくりを進めています。得意なことや経験を生かし、新たな一歩を踏み出してみませんか？ 
どうやって始めたらいいのだろう？ こんなアイデアはどうかな？ 仲間をつくる方法は？ 情報収集の仕方は？などの悩みを解消するため、
実際に活動現場を見学して体験談を聴き、活動の始め方の基礎を連続講座で学びます。あなたの力を発揮して青葉区で輝いてみませんか？

１１月２１日（木）１３時３０分～１６時３０分
アートフォーラムあざみ野（あざみ野南１-１７-３）
＜担い手とは？役割とは？など基礎編の講義＞
１１月２７日（水）１３時３０分～１６時３０分
アートフォーラムあざみ野
＜何をしたいかのイメージを具体化する＞
１２月１８日（水）１４時３０分～１７時
・たまプラーザ地域ケアプラザ見学（新石川２-１-１５）
・３丁目カフェ見学
（美しが丘１-１０-１　ピースフルプレイス １階）
２０２０年１月１４日（火）１４時～１６時
シェアリーカフェ見学
（都筑区中川１-４-１　ハウスクエア横浜１０７）
１月２７日（月）１３時３０分～１６時３０分
新川崎タウンカフェ見学
（川崎市幸区鹿島田１-１-５ パークタワー新川崎１０２）
２月１０日（月）１３時３０分～１６時３０分
アートフォーラムあざみ野
＜参加者による発表会と支援者との交流会＞

【日時・内容】　※全回、現地集合

【申込方法】

経営コンサルタント、中小企業診断士。相談・支援数は千件
を超え、さまざまなジャンルのボランティアリーダーから
起業・経営支援まで、幅広い要望に的確に応えられる実務
家。その他各種セミナー講師を多数務める。

●メイン講師による講義
（公財）横浜企業経営支援財団　岡田 勇雄さん

おかだ いさお

第１回・第２回

参加者の皆さんによる発表会と、支援者との交流を通じて、「つながり」づくりの
きっかけとします。

●発表会・交流会第６回

退職後１０年間の自治会など地域活動を経て、５年前にコ
ミュニティスペース３丁目カフェを開店。地域の交流拠点
として年間１万人の利用者がある。

●活動現場見学
３丁目カフェ　大野 承さん

おおの しょう第３回

商店会やNPOとの連携で「新川崎タウンカフェ」や「港南台
タウンカフェ」を運営。まちづくり実践者として、地域の団
体・市民参加型のまちづくりを目指し奔走中。

株式会社イータウン　齋藤 保さん
さいとう たもつ第５回

◆第１回：

◆第２回：

◆第３回：

◆第４回：

◆第５回：

◆第６回：

例年好評の「なしかちゃん広場」を
今年も開催します！

11月７日（木）日時
　会場
１０時～１２時（遊びのコーナーは１１時３０分まで）

青葉スポーツセンター　第１体育室(区役所隣)
＊対象…未就学児と保護者　＊申込み…事前申込不要。当日直接会場へどうぞ！　
＊授乳・おむつ替えコーナーあります。
※駐車場は有料です。

親子であそぼう！親子であそぼう！ みんなであそぼう！みんなであそぼう！

認可保育所の入所申込受付 ２０２０年４月１日に認可保育所等【認可保育所、認定こども園（保育所部分）、家庭的保育事業、小規
模保育事業、事業所内保育事業（地域枠）】へ入所を希望する人の入所申込みの受付を行います。

※郵送申込みが困難な場合
１１月１１日（月）～１５日（金）の期間に保育担当（区役所２階３７番窓口）で受け付けます。
●書類の受け取りのみです。窓口での確認・相談は行いません。
●受付日から不足（追加）書類の提出締切りまで期間が短くなっています。
申請書類に不足不備があり、追加の提出が間に合わなかった場合は、利用調整の際に不利と
なる可能性があります。

◎保育所見学について
実際の保育の様子や園までの所要時間等を確認の上、申込書類を提出してくだ
さい。見学は、保育所に電話予約の上、お出かけください。

　区内の保育園が協力して、赤ちゃんから就学前までの子どもが楽しめる遊びを企画しました。保護者同士の交流を楽しんだり、
子どもとの遊びのヒントを得るきっかけとしても好評です。ぜひお越しください！

NPO法人 I  Love つづき理事長、NPO法人ミニシティ・プ
ラス事務局長など、横浜のまちづくり活動のキーパーソン
として、さまざまな分野で活動中。

シェアリーカフェ　岩室 晶子さん
いわむろ あきこ第４回

申込書類 １０月１１日（金）から区内認可保育所、区役所２階３７番窓口、あざみ野駅行
政サービスコーナーで配布します。(青葉区　 からもダウンロード可)

申込方法 認可保育所への入所申込みは、原則「郵送申込み」　です。所定の様式を専用
封筒で「〒２３１-８３５０ 横浜市こども青少年局 認定・利用調整事務センター」
宛てに郵送してください。１１月８日（金）消印有効

※

（１）令和元年度入所申請をしていて、保留中の人も、改めて申込みが必要です。
（２）障害児保育、持病がある・発達に心配がある児童の保育、出生前の申請、
　 横浜市外の保育所等への入所を希望の場合、申込方法が異なります。
※詳しくは申込書類と共に配布する「令和２年度保育所等利用案内」をご確認
ください。

留意事項

令和２年度

保育担当　  ９７８-２４２８ 　 ９７８-２４２２
子ども子育て支援制度専用ダイヤル　  ６６４-２６０７

「あおば de スタートセミナー」
あなたの力の１パーセントをあおばの未来に！

で 受講無料
全６回 連続講座を開催します！

子育てに
寄りそうまち
青葉区

子育てに
寄りそうまち
青葉区

●からだをうごかしてあそぼう！　
●おもちゃであそぼう！ ●ゲーム　
●つくってあそぼう！ ●絵本　
●イーオコーナー ●あかちゃんコーナー　
●育児支援情報コーナー 
●どにち★ひろば

（１０時１０分～１１時３０分） 
☆コーナー紹介☆

保育担当　
　９７８-２４２８　
　９７８-２４２２

※駐車場は有料です。

タイムスケジュール

受講無料
全６回 連続講座

●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。　 63円　 126円11

１０時～１０時１０分
保育園のお友達が青葉こど
もの歌をうたって、みなさ
んをお出迎え☆

１０時１０分～１１時３０分
あそびのコーナーで
いっぱい遊ぼう!!

１１時３０分～１２時
♪お楽しみタイム♪
ふれ合いあそびやペープ
サート(紙人形劇)を楽しもう！



■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。　63円　126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

■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

よこはま健康スタンプラリー対象

■緑税務署からのお知らせ
　①消費税軽減税率制度説明会
　②令和元年分年末調整等説明会
　 １１月６日(水)①１０時３０分～１１時４０
分 ②１３時３０分～１６時（受付１３時から）
　 青葉公会堂　 　※駐車場は有料です。
公共交通機関をご利用ください。
　 緑税務署　 　９７２-７７７１（代）　　

■横浜国際港都建設計画道路
　３・３・４２号恩田線の都市計画変更
　市素案説明会を開催します。市素案
縦覧(閲覧)・公聴会における公述申出を
受け付けます。
●都市計画を定める土地の区域
あかね台一丁目及び恩田町地内
●市素案説明会　
　 １１月１日(金)１９時から
　 あかね台中学校（あかね台２-８-２）
●市素案縦覧(閲覧)
【期間】１１月５日(火)～１９日(火) 
※土・日曜除く
【縦覧場所】建築局都市計画課(８時４５分
～１７時１５分)
【閲覧場所】企画調整係（区役所４階７３番
窓口、８時４５分～１７時)
●公聴会における公述の申出
【期間】縦覧(閲覧)期間と同じ
【定員】１０人※定員を超えた場合は抽選
【公述申出先】建築局都市計画課 
【申出方法】　（電子申請）か、公述申出書を
郵送または持参。１１月１９日１７時１５分ま
でに申請手続完了（必着） ※公述申出書
は、 　、縦覧(閲覧)場所で入手可
●公聴会(公述の申出があった場合に開催)
　１２月６日(金)１９時から
　 あかね台中学校
※開催の有無については、１１月２１日以降
に　 か　 で確認

■区民と国の行政機関とのパイプ役
　「行政相談委員」
　国の行政やサービスについて、不満や
不便に感じていることはありませんか？
行政相談委員が公正・中立の立場で、区
民の皆さんからの相談に応じています。
《区役所での相談受付日》
　 毎月第３木曜 １３時～１６時
　 区役所１階広報相談係（相談室）
《特設相談》
　 ①１０月１７日（木）１３時～１６時
②１１月３日(祝・日）１０時～１５時
※②は青葉区民まつり内での開催のため
荒天中止  　 区役所１階区民ホール
　 広報相談係
　 ９７８-２２２１  　 ９７８-２４１１

■田園都市線駅周辺のまちづくり
　プラン改定素案への意見募集
　田園都市線駅周辺のまちづくりプラン
（藤が丘駅を除く６駅）の改定素案を取り
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　区内でとれた新鮮な農産物などの
直売を行います。

※荒天時または野菜の生育状況など
により、品目が限られてしまう場合が
あります。
※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。

   １０月１７日（木）１２時～１５時（売切
れ次第終了）　  区役所１階区民ホール

　 企画調整係　
　  ９７８-２２１６　　 ９７８-２４１０

まとめましたので、意見を募集します。
（藤が丘駅プランについては、平成３０年度に意
見を募集しました。）
【意見募集期間】
　 １０月２１日（月）～１１月２１日（木）
【素案の閲覧】
　 企画調整係（区役所４階７３番窓口）
か青葉区　 、市民情報室(市庁舎１階)
【提出方法】
青葉区 　か、郵送、　 、　 または直接企画
調整係（ 　９７８-２２１７　  ９７８-２４１０
　 ao-kikaku@city.yokohama.jp）へ。

■防災相談・体験会
　１１月９日～１５日は「秋の火災予防
運動」週間です。
　 １１月１２日（火）１３時～１５時
　 青葉台東急スクエア South-1 本館 正
面入口
　 家具転倒防止器具・感震ブレーカー・非
常用備蓄品等展示、心肺蘇生法体験、消防
団員募集、子ども防火着衣装体験、はしご
車VR体験
　 青葉消防署  　 /　 ９７４-０１１９

文化・芸術

■新治恵みの里
　里山の散策と里芋料理教室
　 １１月２日（土）１０時～１３時
　 にいはる里山交流センター（緑区新治町８８７）
　 市内在住の個人・家族・グループ（４人
まで） １５組
　 １組１,８００円（１株掘り体験、試食、里
芋２キログラムのお土産、保険料含む）
　 １０月１５日から新治恵みの里 　へ。
　 北部農政事務所農業振興担当
　 ９４８-２４８０　 　９４８-２４８８

■区民ハイク（秋麗の高松山）
　１０月２７日（日）７時３０分　東急田園都
市線「中央林間駅」改札口前集合 ※雨天
の場合１１月４日（休・月）へ延期
　ＪＲ御殿場線「山北駅」～高松山入口～
ビリ堂～高松山（８０１メートル）～尺里峠
～高松山入口（約１３キロメートル）１６時頃
解散
　 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） 
　 手袋、軽登山靴、雨具、ストック、飲み物、
弁当、健康保険証等 
　 不要　直接集合場所へ。
　 ハイキング部 柳　 　０８０-１３６１-８７８７

スポーツ・健康づくり

やなぎ

ひさりとうげ

■パネル展と関連公開講演会
　テーマ 青葉区域の「江戸時代の旅～
伊勢まいり道中記～」　
●パネル展
　１０月２１日（月）～２５日（金）
　 区役所１階
●関連公開講演会
　１０月２３日(水)１４時～１６時（受付１３時３０
分から）  　 青葉公会堂 ２階会議室

むらた きみお

■第９回まち活カフェ
　今月のテーマ「健康」　
　生涯にわたり健康に暮らすためにいろい
ろな視点から意見交換、交流をしません
か。気軽に参加してください。
　１０月１７日(木)１０時～１２時
　 区民活動支援センター（区役所１階）
　５０円　　区民活動支援センター
　９７８-３３２７　 　９７２-６３１１

■「まち活パートナーズ」
　募集
　豊富な経験や知識をまちづくりに活
かす「まち活パートナーズ」を募集します。
「住みつづけたい・住みたいまち」青葉
の未来を一緒につくりましょう！
「プロとしての経験やスキルを活かして助
言・支援する」「知識や技術を教え・伝え
る」「イベント等で音楽や演技等を披露す
る」の３つのジャンルで、個人または団体の
ボランティア登録を受け付けます。登録す
ると、地域活動団体等からの希望に応じて
コーディネートします。登録にあたっては
説明会に参加してください。
●登録説明会　
　 ①１０月１２日(土)１０時～１１時３０分
②１０月１６日(水)１０時～１１時３０分
③１０月２４日(木)１４時～１５時３０分 
（同内容） 
　 区役所１階区民活動支援センター　   
　 前日までに、　 か 　か 　　　、参加
日を明記し、　 か 　で、区民活動支援セ
ンター（　９７８-３３２７ 　 ９７２-６３１１ 
　 ao-machikatsu@city.yokohama.jp）へ。

ためにいろい

い

　総合庁舎、休日急患診療所に車で
お越しの場合、駐車場が少なくなって
いますのでご注意ください。なお、１１月
２日１７時から４日１０時まで、総合庁舎
駐車場は全面閉鎖になります。
【利用不可期間】
＜第一駐車場＞
１１月２日（土）１７時～４日（休・月）１０時
＜第二駐車場＞
１１月１日（金）１７時～４日（休・月）１０時
※休日急患診療所隣接駐車場(５台)
は３日のみ利用可能
　 地域活動係
　 ９７８-２２９１　 　９７８-２４１３

青葉区民まつり２０１９に伴う
青葉区総合庁舎駐車場の利用制限

検索青葉区  シェアリングエコノミー
　 企画調整係  　 ９７８-２２１６ 　 ９７８-２４１０

【都市計画の内容】道路局企画課
　 ６７１-２７７７　   ６５１-６５２７

検索横浜市都市計画手続

　 【都市計画の手続・公述申出先】
建築局都市計画課
　 ６７１-２６５７　   ５５０-４９１３
〒２３１-００１２ 中区相生町３-５６-１ＫＤＸ
横浜関内ビル１４階

■青葉台ハロウィンクリーンウォーク
　２０１９に参加しよう！
　ハロウィンのコスチュームで楽しみな
がら青葉台駅周辺をきれいに！
プレゼントもあります。（先着２００人）
　 １０月２７日（日）１２時～１３時
（受付１１時３０分から） ※雨天決行
　 青葉台東急スクエア South-１ 本館
１階アトリウム（青葉台２-１-１）
※普段着での参加も可
　 資源化推進担当
　 ９７８-２２９９　 　９７８-２４１３

スペースシェアで利用できる１０月限定のクーポンを発行！スペースシェアで利用できる１０月限定のクーポンを発行！
　青葉区では地域での活動場所不足を解決するため、スペースシェアに取り組んで
います。株式会社スペースマーケットと連携し、同社が運営するレンタルスペースの
マッチングサイトに区内のスペースを紹介する特集ページを開設しています。
　文化やスポーツが盛んな秋、利用料金が１割引になる１０月限定のクーポンを発行
します。用途に合ったスペースを利用して、皆さんで集まって盛り上がりましょう！

い

特集１(５ページ)をご覧ください。

　 ４０人  　　 ３００円（資料代）
　 村田公男さん（地域史研究家）
※公共交通機関でお越しください。
　 文化・コミュニティ係
　９７８-２２９５　 　９７８-２４１３

子育て
■子育て応援保育園
　公立保育園では、地域で子育てをし
ている皆さんを対象に、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。各園のスケジュール
はこちらから！

　 保育担当
　９７８-２４２８　  ９７８-２４２２

検索青葉区　子育て応援保育園

■国重要文化財「関家住宅」特別公開　 
　 １１月３０日（土）１０時～１６時
 　都筑区勝田町（市営地下鉄「仲町台駅」
徒歩２０分） 　  中学生以上 ２００人
　 関家住宅は南関東で現存する最古級の
民家で、面積１万平方メートルもの敷地内に
は約４００年前に建てられた主屋のほかに
書院・表門・土蔵などがあります。

　 参加者全員の　  　  と午前・午後の希
望を明記し、 　で市教育委員会事務局生涯
学習文化財課（〒２３１-００１７ 中区港町
１-１ 　 ６７１-３２３８  　２２４-５８６３）へ。
１１月１０日
 



　①再就職・転職のためのパソコン講座
　②エクセル初級
　  ①１１月１３日(水)・１４日(木)・１５日
(金)・１８日(月)・１９日(火) ②１１月１６日
(土)・１７日(日)各１０時～１５時３０分 ①全
５回 ②全２回
　 女性 各１２人  
　 ①２０,０００円 ②１１,０００円（全回分、
テキスト代込む）
　 １０月１７日からパソコン講座専用電話
（　 ８６２-４４９６ ※日曜・祝日・第４木曜除
く９時～１５時３０分）か　　　
※参加費・保育料の免除あり。要問合せ

■ミシンでソーイング(乳児保育付き)
　育休中に入園準備始めませんか?
　 １１月１１日(月)１０時３０分～１２時３０分
　 ２か月～１歳５か月の子どもがいる保育
希望の女性１０人 
　 ３,５００円（材料費・乳児保育料１人分含む） 
　 糸切ハサミ　　 ミシンを使って通園な
どに使える大きめバッグをつくります。裁
縫の後は母親だけのティータイムもあり  
　 １０月１１日から　  で子どもの部屋へ。

　みんなで楽しむスライム工作
　ぷにゅぶにゅスクイーズを作ろう!
　１０月１２日(土)１０時３０分～１２時　　 未
就学児の親子３０組　  ３００円

　絵本も手遊び歌も全部英語のおはなし会！
　 １１月９日（土）１１時～１１時３０分
　 ５歳以上３０人 
※協力：青葉国際交流ラウンジ、シェア
リング ケアリング カルチャー（SCC）、国
際児童文庫協会（ICBA）

　「空とぶじゅうたん」が大人の楽しめる
お話を語ります。
　 １０月２７日（日）１４時～１５時３０分
　 テーマ「明日は明日の風が・・・」

　 ①１０月１１日・２５日、１１月８日(金)各
(１)１０時３０分から(２)１１時から ②１０月
２３日(水)１５時３０分から
　 ①１歳以上の子と保護者 ②一人で聞け
る３歳以上の子

■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）
　１０月２９日（火)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）
　１０月１７日・２４日、１１月７日（木）
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）
　 １０月１８日・２５日、１１月８日（金）
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

■元気の出る家族教室
　 精神科医による心の病の治療・対応に
ついての講話
　１０月１８日(金)１４時～１６時 
　 区役所４階会議室 　   ３０人  
　 青葉台みなみクリニック 院長 南健一医師
　 　 で障害者支援担当（　 ９７８-２４５３
　 ９７８-２４２７）へ。

福祉・保健

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
　uw2@g07.itscom.net
　（自主事業用）
　uw1@r07.itscom.net
　（わんぱくホリデー専用）
休館日：毎月第３火曜

■難病医療講演会
　 特発性間質性肺炎の患者、家族を対象と
した医療講演会と交流会を開催します。
　１１月９日(土)９時３０分～１２時　
　 区役所４階会議室  　 特発性間質性肺炎
の患者と家族 ４０人　 　  で高齢者支援
担当（　 ９７８-２４５１ 　 ９７８-２４２７）へ。

■ひきこもり等の若者支援
　保護者向け①セミナー②相談会
　１１月１０日（日）①１３時３０分～１４時３０
分 ②１４時３０分から 　 ビオラ市ケ尾地
域ケアプラザ  　 ①40人 ②6人
　 　  か 　　  を明記し、　 でよこはま
北部ユースプラザ（　 ９４８-５５０５
　 mail@kitapla.jp）へ。

■プロボノ入門講座①基礎編②実践編
　経験や知識を生かすボランティア活動
始めませんか？※詳細は　 参照
　 ①１１月１４日(木)１８時３０分～２０時３０
分 ②１２月５日(木)１９時～２１時
　 ①アートフォーラムあざみ野 ②WISE 
Living Lab共創スペース  　 ①６０人 ②２０
人  　 事務局 　　　    事務局 関内イノ
ベーションイニシアティブ株式
会社  　２７４-８７01　
    den-en@massmass.jp

■青葉区版エンディングノート
　「わたしノート」書き方講座
　 ノートの概要説明、専門職による講話
　 １１月２９日(金)１３時３０分～１５時
　 たまプラーザ地域ケアプラザ
　 ３０人 　 １０月２８日から　 で、たまプ
ラーザ地域ケアプラザ（　９１０-５２１１）
へ。　　　 高齢者支援担当
　 ９７８-２４４９　 　　９７８-２４２７

■こどもの食生活相談
　 １０月３０日(水)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

■パパの子育て教室
　 ①土曜開催 ②日曜開催
　 ①１１月２日（土）９時３０分～１１時３０分
②１１月１０日（日）９時２０分～１２時
　 ①青葉区地域子育て支援拠点ラフ―
ル ②ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ
　 区内在住ではじめて父親・母親（当日妊
娠２７～３５週）になる人①２０組 ②２５組
　 育児体験実習（沐浴、妊婦体験、衣類交
換）、交流会ほか 　 １０月１５日までに青
葉区  　　　     子育て支援担当
　９７８-２４５６　  ９７８-２４２２

■親あるうちのライフデザイン
　①セミナー②ワークショップ
　 ①１０月２５日(金)１０時～１２時
②１０月３１日(木)１３時３０分～１５時３０分
　 ①区役所４階会議室 ②たまプラーザ
地域ケアプラザ　 　障害のある人の家
族、支援者等 ①１００人 ②４０人
　 ①　 　 　②１０月１５日～２５日の期間
に　 か、　　　 を明記し、　  であおば地

■乳幼児歯科相談
　 １１月２５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 　 むし歯チェック、個別相
談、歯みがきアドバイスなど　　 歯ブラシ、
母子健康手帳　 　   で子育て支援担当
（　 ９７８-２４５６  　 ９７８-２４22）へ。

■小児科医師による乳幼児期親向け講座
　～アレルギーの正しい知識を学ぼう～
　 １０月３０日（水)１３時３０分～１５時（受付１３
時から）　    福祉保健センター１階⑮番⑯番
　 区内在住で０歳（１０月３０日時点）の子
を初めて育てている人、初めて出産する人
（妊娠３５週まで）と家族５０組（子と一緒に
受講可） 　  林智靖さん（はやし小児科医院
院長）  　１０月１５日までに青葉区　 　
 　 子育て支援担当
　 ９７８-２４５６　   ９７８-２４２２
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■どにち★ひろば
　民間事業者と青葉区が協働し、親子で
楽しめるイベントを土・日曜に実施して
います！（原則参加無料！）
　 たまプラーザ地域ケアプラザ ぷらざるー
む（東急田園都市線「たまプラーザ駅」直結）
【参加事業者】アサヒグループ食品株式会
社、一般財団法人言語交流研究所・ヒッポ
ファミリークラブ、株式会社フロンティア・
パートナーズ、有限会社マハナインターナ
ショナルリミテッド、メガロス市ヶ尾（五十
音順）  　 親子運動教室など 
　 １０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）
※詳細は青葉区　 参照
　 子育て支援担当
　９７８-２４５６　 ９７８-２４２２

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。

山内図書館

■おはなし会「空とぶじゅうたん絵本と語り」

〒225-0011 あざみ野2-3-2
　901-1225　　902-4492
休館日：１０月１５日（火）

■大人のためのおはなし会

■①奈良町第三公園 ②奈良山公園

■女性のためのパソコン講座

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） 

■秋の特別 英語のおはなし会

はやし ともやす

■パパといっしょに作って遊ぼう

■アートフォーラムフェスティバル２０１９
　 １０月２７日(日)１０時～１６時 
　 市民グループによる手作り作品やラン
チの販売、親子イベントなど        
※一部有料、要予約イベントあり

■女性のがん手術後のリハビリ体操
　がん手術後のリンパ浮腫の予防と改善
をし、リンパの循環を促します。
　 １１月１日(金)１０時～１１時３０分
　 がん手術後おおむね８週間以上の女性
２０人 　  ６００円 　 動きやすい服装、飲
み物、タオル

■お片づけ教室
　 １１月１５日(金)１０時～１２時 
　 ３０人  　 ５００円
　 人気講座第４弾「書類整理力UP」の巻  
　１０月１１日１１時から 　か

青葉公会堂
〒225-0024 市ケ尾町31-4
　978-2400　　978-2420
休館日：毎月第３月曜(祝日の場合は翌平日）

■第２５回美しが丘西地区センターまつり
　舞台発表、軽食販売、各種イベント（詳
細は　 参照）※駐車場利用不可
　 １１月９日（土）１０時～１６時
※１１月８日１２時～９日は図書返却業務
のみ。（市立図書館の本は貸出も可）作品
展示は１１月３日～１７日

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 ■ふれあい親子リトミック

　親子のふれあいを重視したリトミック
講座です。
　１１月１１日(月)
①０歳児コース １０時～１０時３０分
②１歳児コース １０時４５分～１１時１５分
③２歳児コース １１時３０分～１２時
　 親子 各１０組 　 各３００円　
　１０月１２日１０時から 　か　

　 １０月１５日・２９日(火） ①各１４時２０分～
１４時４５分 ②各１５時１５分～１５時５５分

■美西坐禅会②
　曹洞宗の住職の指導のもと、坐禅をします。
　 １１月１６日(土)①１５時３０分～１６時
１５分 ②１６時３０分～１７時１５分
　 各１５人　   各３００円 
　 リラックスできる服　
　 戎翁寺住職
　１０月１２日１０時から　 か

■離乳食教室
　 １０月３０日、１１月１３日・２７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
　 離乳食の話(２回食中心)、調理実演、
試食 　 子のスプーン、エプロン、口拭き
（タオル等）
　 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。 

みなみけんいち

かいおうじ

■ニコニコピカピカ１歳児
　～１歳児の歯の教室～
　 ①１０月３１日(木)１０時３０分～１１時３０
分 ②１１月２８日(木)１０時～１１時 
　 ①さつきが丘地域ケアプラザ ②福祉
保健センター１階⑬番  　①歯がはえた
ばかり～２歳 ②２０１８年9月～１２月生ま
れの子と保護者 各４０組  
 　むし歯予防の話と歯みがきアドバイス
など  　 歯ブラシ、母子健康手帳  
　 ①　 でさつきが丘地域ケア
プラザ(　 ９７２-４７69） 
②１０月２３日８時４５分から青
葉区　  か 　 で健康づくり係
（　 ９７８-２４４１ 　９７８-２４１９）へ。

　  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。

域活動ホームすてっぷ（　 　９８８-０２２２
　 ９８５-１５８８）へ。



■わんぱくホリデー「茶道体験教室」
　１１月９日(土)１０時～１２時   　小学
生１５人　  ５００円　　　 　 、学年、性
別を明記し、 　か　 か 　 １１月１日

■地区センター祭り
　  ①１１月９日(土)１０時～１５時３０分
②１１月１０日(日)１０時～１５時
　  ①クラシックコンサート、人形劇ほか
②舞台発表、子ども縁日ほか
※詳細は　 参照 ※１１月８日１２時～１０
日は図書返却業務のみ(市立図書館の本
は貸出も可) ※駐車場はありません。

■わんぱくホリデー
　「国旗にまつわるエトセトラ」
　１２月７日(土)１０時～１２時
　 小学生３０人(保護者の参加も可、要参
加費) 　 １００円
　　  か 　　   、　 、学年、性別を明記し、 
　  か　 かわんぱくホリデー専用 　 
１１月２７日

■そば打ち入門講座Ⅱ
　 １１月２１日、１２月５日(木)９時３０分
～１４時 全２回  　８人 　 ２,５００円（全
回分、材料費含む）   　 おすすめのそば粉
を使いそば打ちと試食  
　 　　　、　 、性別を明記し、 　か　 か
自主事業専用 　 １0月３１日

●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。　 63円　 126円11
132019（令和元）年 10月号 ／ 青葉区版

■チェレスティッシモ
　秋のスペシャルコンサート
　なじみある有名な曲をトークを交えて
演奏♪
　１０月２７日(日)１３時開演（１２時３０分
開場）  　８０人 　  ７００円
   １０月１１日から 　か　 か

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

■ベビーマッサージ教室
　①１１月コース②１２月コース
　 ①１１月７日・１４日・２１日(木) ②１２月５
日・１２日・１９日(木)各１０時３０分～１１時
３０分 各全３回 　 ２～１２か月の子と母
親各１０組 　 各１,５００円（全回分）
　 　　　 、性別、年代を明記し、 　か　 
①１０月２８日②１１月２５日

■ポーセリンアート
　クリスマスプレート作り
　①ハート皿か丸皿②もみの木皿
　１１月９日(土)１０時～１２時  　 ２０人 
　 ①８００円 ②１,０００円  
　１０月１１日から

〒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

■英語でヨガ～やさしい英語で身体と
　頭をちょっとリフレッシュ～
　 １１月１０日(日)１０時～１１時３０分
　    女性２０人  　   ５００円（保険料含む）
　 １０月１１日１０時から 　か

■プロから教わる介護の「いろは」　
　基本介護技術をマスターしよう～更衣編～
　１１月５日（火）１０時～１１時３０分  　２０
人　  １０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）

■どうなる我が家の相続？
　初めての相続～大切な基礎知識
　 １１月６日(水)９時３０分～１１時１５分
（１１時４５分まで個別相談あり）
　２０人　 　   ５００円   
　 １０月１１日から 　か　 か

■あみものクラブ
　腕でマフラーを編みます。
　 １１月４日(休・月)１０時～１２時
　 小学生１０人　 　　　８００円
   １０月１１日から 　か　 

■おはなしのくに
　 ①１１月１３日(水)１５時３０分～１６時 
②１１月２０日(水)１１時～１１時３０分
　 ①一人で聞ける子 ②幼児

■エレナのおはなし会
　～Playing in English～
　 １１月１９日(火)１０時～１１時　
　  未就学児と保護者

〒227-0036 奈良町1843-11
　963-5380　　963-5381
　nara-kouza@jcom.zaq.ne.jp
休館日：毎月第２火曜

奈良地区センター

■荏田宿カフェ主催「荏田宿カフェ」
 ～香り高いハンドドリップコーヒーと
　朗読でゆったりした時間を～
　 １０月２１日(月)１０時～１１時３０分
　 朗読「落語風朗読 芝浜」、ハンドドリッ
プコーヒー、折り紙　  １００円（飲み物付
き）

■地域の皆さんの交流サロン「奈良でちゃちゃ」
　奈良でお茶しませんか？
 　毎月第１水曜９時３０分～１１時３０分
（時間内出入り自由）　
　 １００円（飲み物付き）
※主催：奈良地区社会福祉協議会

■素敵なアロマサシェを作りませんか？
　～クリスマスプレゼントにも～
　 １１月２６日(火)１０時～１１時３０分
　 １０人　　８００円　
　　　　  を明記し、 　か　 か 　 
１１月４日

■ライアーに耳を澄ます
　えだぴよ　秋のコンサート
　 １０月２５日(金)１１時～１２時 
　 ０歳～３歳くらいまでの親子、プレママ＆
プレパパと家族　　　
※子育てフリースペース「えだぴよ」（１０
時３０分～１５時）の中で実施

■エンジョイ荏田塾たけのこクラブ(EETC)
　主催 歴史講座「あなたの知らない
　多摩丘陵シリーズ たまプラーザ編」
　 １１月９日（土）１３時３０分～１５時３０分
　 ４５人　   ５００円  
　１０月１３日から　 か 　か　 　　を明
記し、

■そば打ち入門講座Ⅱ
　 １１月２０日、１２月４日（水)９時３０分～
１４時 全２回 　      ８人  　２,５００円(全回
分)　  エプロン、三角巾、マスク、筆記用具
　 　　　 、　 、性別を明記し、 　か　  
１０月３１日

■相続税・贈与税の仕組みを知って、 
　「幸せ」減らさない相続！
　 １１月２７日(水)９時３０分～１１時３０分 
　    ２０人 　 ３００円 　
　 １０月１１日１０時から　 か

■笑いと人情の「おもいっきり落語」
　滑稽な話や人情話を大演出!
　 １１月６日(水)１３時～１４時３０分
　 ４０人　 　　　５００円
   １０月１１日から 　か　 か

■藤が丘地区センターまつり
　フリーマーケットや体験コーナー、模擬店も！
　 １１月１７日(日)１０時～１５時　
※１１月１６日１２時～１７日は図書返却業
務のみ（市立図書館の本は貸出も可）

■わんぱくホリデー　
　おもちゃの病院
　１１月２日(土)①１０時～１１時３０分 ②１３
時～１４時３０分  　 親子各１２組　
　　子どものおもちゃ１人２点まで 　
　１０月１１日から　 か        
※ＩＣ使用のおもちゃでＩＣが壊れている場
合は修理不可

ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ
〒225-0024 市ケ尾町25-6
　308-7081　　308-7082
休館日:毎月第３月曜

■わくわくおはなし会
　～おはなしで遊ぼう～
　 １０月１５日(火)１０時３０分～１１時３０分
　 ６か月～２歳くらいの子と保護者 １２組
（きょうだいの参加可） 
　 絵本、紙芝居、うた遊びほか
   １０月１１日から　 か

■コフレティー～美味しい紅茶とお菓子作り～
　不老長寿の果物、いちじくのワインゼリー
　１０月１７日(木)１０時～１３時　　１６人 
　１,２００円　　１０月１１日から

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

■ハウスクリーニング講座
　年末大掃除でのプロのテクニックを大公開！
　 １１月２８日（木）９時３０分～１２時
　 ２１人 　 １０月１１日から 　か　 か

■かやのき・名画座
　映画観賞会「はじまりのみち」
　 １０月１６日(水)１３時３０分から（１３時
開場）  　 ５０人

〒225-0023 大場町383-3
　975-0200　　979-3200
休館日：毎月第３月曜

大場地域ケアプラザ

■パン作り入門
　ミルクフランス＆コンソメスープ
　１１月１日(金)１０時～１３時　　８人
　１,３００円　 　　　　、性別、年代を明
記し、 　か　 １０月２２日

■クリスマスを彩るナチュラルペイント
　フレンチシックな①メタルタペスト
リー ②ウェルカムプレート
　 ①１１月２７日(水)１０時～１３時②１２月
２日(月)１０時～１２時３０分
　 各１０人　    ①３,４００円 ②１,８００円
　　　　 、「①か②（両方も可）」を明記
し、 　か　 か 　１０月３０日

■カフェかやのき
　 １１月７日(木)１３時３０分～１５時
　 認知症のことを知りたい人
　１００円（飲み物付き）

こうじ

こっけい

■FPから学ぶ「くらしとお金・安心講座」
　認知症介護を乗り切るためのケアマ
ネージャーの知識
　 １１月１４日（木）９時３０分～１１時３０分
　 １６人　  ５００円
　１０月１１日から　 か 　か 

■みそ作り教室
　老舗糀店の伝統製法で学ぶみそ作り体験
　１１月２日(土)①米みそ １０時～１１時
３０分 ②麦みそ １２時３０分～１４時
 　各１２人、小学生の親子４組 

　 ①３,８００円 ②３,６００円 
　 みそを４キログラム仕込みます。
　 　　　 、性別、 　を明記し、 　か 
１０月２３日

〒227-0045 若草台20-5
　961-0811　　961-1632
　wakakusakouza@seagreen.ocn.ne.jp
休館日:毎月第２月曜（祝日の場合は翌平日）

若草台地区センター

■スプンク劇場
　読み聞かせ、手遊び、エプロンシアターなど
　 11月2日(土)11時～11時30分

〒225-8530 新石川2-1-15
たまプラーザテラス リンクプラザ４階
　910-5211　　910-5231
休館日：毎月第４月曜

たまプラーザ地域ケアプラザ すすき野地域ケアプラザ
〒225-0021 すすき野1-8-21
　909-0071　　909-0072
休館日：毎月最終日曜

■中里すすき野楽笑寄席
　 １１月１７日(日)１４時～１６時
　 ５０人（未就学児不可）　  上履き
　１０月２２日１０時から　 か 

■話題の腸内フローラ活性化術
　万病撃退、全身の免疫力をコントロー
ルする腸
　 １０月１６日(水)１３時３０分～１５時３０分
　 ３０人   　５００円（資料代含む）

 　腸を活性化する食事、運動法
　１０月１１日から　 か

おい

すてき



■ロコモ予防体操
　 １０月２９日、１１月１２日・２６日(火)１０時
～１１時３０分 全３回  　３０人  
　１,２００円（全回分）  　 運動のできる服
装・シューズ、タオル、飲み物  
   １０月１１日から　 か

■秋の簡単クラフト
　～ハロウィンのコウモリを作ろう～
　 １０月２６日（土）１０時～１１時３０分（時
間内出入り自由）  　園児（保護者同伴）～
小学生２０人  　ギョロギョロ目玉がユ
ニークなコウモリを作ります。

■ケアラーズCafe
　介護の困りごと、抱え込まずに話してみませんか？
　１０月２５日(金)１４時～１５時３０分
　 介護をしている・これからする人　　ミ
ニ講話「介護食について」、茶話会

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
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■さつき元気足講座　　　　　
　 １０月１９日(土)１０時～１２時 　 ２０人
　１０月１１日から　 か 

■秋のサツマイモ掘り
　～しらとり台付近で農業体験～　
　 １０月２０日(日)１０時～１１時（日程は変
更になる場合あり、要問合せ） 
　 １,０００円（３株）　　　か 　※小学生以
下は保護者同伴

もえぎ野地域ケアプラザ
〒227-0044 もえぎ野4-2
　974-5402　　974-5405
休館日：毎月第３月曜

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

■遺言・相続の基礎知識
　～新たな社会貢献のかたち「遺贈」～
　信託銀行財務コンサルタントによる遺
言・相続の講座と、遺贈寄付を活用した
社会貢献の取組を紹介
　１０月１６日(水)１４時～１５時３０分
　 上履き ■出張！ここならカフェ in 奈良５丁目

　認知症や介護の相談ができます。
　１０月１５日(火)１３時３０分～１５時３０分
　 こどもの国キリスト教会（奈良５-１６-７）
　１００円（飲み物・菓子付き）　
　 美味しい飲み物とお菓子でおしゃべ
り、ジャズピアノ演奏

■第２０回さつきが丘秋祭り
　２０周年記念コンサート開催！子ども向け工
作、健康チェックコーナー、つきたて餅、おでん他
　 １０月２７日(日)１１時～１５時３０分

■秋のバッグチャーム作り
　ビーズアクセサリーを作ります。
　 １１月１８日（月）９時３０分～１２時
　 １０人     １,２００円（材料費） 　 飲み物、
筆記用具      １０月１１日から　 か

■さつき劇団　演劇体験会！
　まずは基礎練習に参加してみませんか？
　 １１月２１日（木）１０時～１２時
　 運動靴、飲み物      　  か

■おはなしの部屋
　唄入り「うらしま太郎」ほか
　１０月２３日(水)１０時３０分～１１時
　 おはなし「ひなたボッコ」の皆さん

■人生１００年時代に備える
　６０歳からの知っ得くセミナー 
①第６弾 ②第7弾
　①１０月３１日(木) ②１１月１８日(月)　
各１４時～１５時３０分 　 概ね６０歳以上 
各３０人   　①おいしく食べて元気で長
生き ②健康長寿の秘訣－口腔ケア
　１０月１１日から　 か

■おはなしの森
　ぴっころさんによるお話や、紙芝居、歌、手遊び
　１０月１６日、１１月６日(水)各１０時３０
分～１１時  　親子 各２０組

■げんきDEあんしんカフェ 第５回
　１０月２１日(月)１０時～１１時３０分  　 
　２０人

■親子クリスマスリースづくり教室
　親子それぞれ、オリジナルのリースづ
くりに挑戦！
　１１月１６日(土)１０時～１１時３０分
　 小学生と保護者 １５組
　 子ども５００円、大人１,０００円　  
　１０月１１日から　 か

■日本語学習者募集（①日本語教室 
　②子ども学習補習教室）
　 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）

〒227-0062 青葉台2-25-4
　981-1400　　981-9883
休館日：毎月末日

青葉台コミュニティハウス「本の家」

■外国人による日本語スピーチ大会
　１1月１０日(日)１３時３０分～１６時
　 山内地区センター（あざみ野２-３-２）
　１５０人

■やさしい英語でレクチャーNo.２４
　「多様な魅力の詰まった国・メキシコ、再発見！」
　１１月９日(土)１４時～１６時     ４０人
　 ５００円（学生２００円）    １０月１１日から 
　 か 　か　　　 を明記し、

■大人の学習講座⑤保険の断捨離
　～今あなたの保険どうなってますか？～
　 １１月１６日(土)１２時３０分～１４時３０分
　 ２０歳以上 ２０人 　    ３００円　
　 　筆記用具
　１０月１１日から　 か

■ユーカリのパリスタイルリース
　ユーカリと数種のグリーンで作る
ナチュラルなリース
　 １１月２７日(水)１３時３０分～１５時３０分
　 ２０歳以上 ２０人 
　 ３,５００円（材料費含む）
　 　花ばさみ、作品持ち帰り用の袋
　１０月１１日から　 か

〒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

■なごみサロン手芸部
　～手芸・工作を楽しみましょう！～
　 　毎月第２火曜 １３時３０分～１５時  　 
　 　材料費負担      手芸道具 　
※荏田地域ケアプラザ、たまプラーザ地域ケアプラザ協力 

■バンビイングリッシュ（体験会）
　小学生のうちから英語に親しもう！
　 １１月１５日(金)１５時～１５時４０分
　 小学校１・２年生　   ５００円　　
　 上履き、飲み物、筆記用具　 　   か

■おはなし☆パラダイス
　 １０月１５日(火)１０時３０分～１１時
　  幼児と保護者 ２０組   　手遊び、歌、
紙芝居など

〒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

■サ－クル発表会
　 １０月２６日(土)１３時～１６時
　 フラダンス、手話ダンス、コーラス、吟
詠、その他サークルの発表

■ピラティス はじめの一歩
　～初めての人大歓迎！～
　 １１月１１日・１８日・２５日(月)１６時３０分
～１７時３０分 全３回  　２０歳以上 ２０人
　 １,０００円（全回分、保険料含む）　  動き
やすい服装、ヨガマット、飲み物
　 １０月１１日から　 か

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（祝日の場合は翌平日）

■活き活き健康体操～頭も体もスッキリ！～
　  毎月第２・４木曜 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

い い

■なごみサロン ～話す・聴く・動く　
　出入り自由のお気軽サロン～
　 　毎月第４火曜 １３時３０分～１５時
　１００円（飲み物・菓子付き）  　

〒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

■将棋の会
　将棋と囲碁で楽しく交流！
　 １０月２６日(土)１０時～１２時
　 １５人（小・中学生、シニア、女性も歓迎）   
　 １０月１１日から　 か

■楽しいリトミック＠えだ
　ピアノの音に合わせてリズム遊び♪
　 １１月１４日・２８日、１２月１２日(木)１０
時～１１時 全３回  　２～３歳児と保護者
１５組  　１,０００円（全回分）
　 １０月１１日から　 か

■ログハウスまつり
①親子リトミック ②腹話術 ③マジック 
④バルーンアート ⑤ジャグリング 
⑥ミニコンサート
　 １１月６日(水)①１１時～１１時３０分
１１月９日(土) ②１０時３０分～１１時 ③１１
時３０分～１２時 ④１４時から(風船がなく
なり次第終了）
１１月１０日(日) ⑤１１時～１２時 ⑥１３時３０
分～１４時　  ①未就園児親子

美しが丘公園こどもログハウス
〒225-0002 美しが丘2-22
　/　902-6925
休館日:毎月第３月曜

谷本公園
〒227-0042 下谷本町31-10
　/　511-7366

■秋の自然観察会
　 １０月２６日(土)１０時～１２時 　  小学生
以上 １０人 　 　　筆記用具、虫眼鏡（あれば）

■ラジオ体操＆健康・生活の知恵ミニ講座
　１０月１５日・２２日・２９日、１１月５日(火)
各９時～９時３０分 
　 各２０人

荏田西コミュニティハウス
〒225-0014 荏田西１-４-２
　/　507-1213
休館日：毎月第４月曜（祝日の場合は翌平日）

■第８回 ふれあいフェスタ
　 １０月１９日(土)１０時～１４時  　 模擬
店（焼きそば、香り高いコーヒー、スライム
作り、子どものゲームコーナー等）、中学生
によるリコーダー演奏、お囃子保存会、う
たの広場（コーラス）、サックス演奏

■ちょっとした工夫で減災！
　家具の配置やリフォームについて
　プロ（一級建築士）がアドバイス！
　 １０月３０日(水)１０時～１２時 　 ２５人      
　 １０月１１日から　 か

■無添加のみそ造り教室
　１１月２８日(木)・３０日(土)、１２月５日
(木)・７日(土)、２０２０年１月１９日(日)・２３
日(木)・３０日(木)、２月３日(月)・１６日(日)・
２１日(金)・２７日(木)・２９日(土)、３月５日
(木)各①１０時～１２時②１４時～１６時　
　 各６人 ※２人１組での参加も可
　 各１人７,２００円(２人１組８,２００円)
(１人１０キログラム持ち帰り。２人１組の場
合は５キログラムずつ)
  　　　　(２人１組の場合は全員)、希望日
(１日のみ)、「午前か午後か・どちらでもよ
い」を明記し、　 希望日の４週間前

寺家ふるさと村四季の家
〒227-0031 寺家町414
　962-7414　　962-6321
休館日：火曜（祝日の場合は翌平日）

■医師に聞く！
　睡眠時無呼吸症候群について
　 １０月３１日(木)１３時１５分～１４時１５分
　 ２５人      １０月１１日から　 か

※

※

おい
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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）

　心奪う魔術的音色、巨匠が認める新星登場!!
１１月６日(水)１１時３０分開演
全席指定１,５００円
ピアノ：ウラジーミル・イバノフ=ラキエフスキー 
 　か　 か

　

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》
弓 新　バイオリン

フィリアホール　ミュージックアカデミー・プログラム　 
マエストロの白熱教室2019　指揮者･広上 淳一の音楽道場 

　指揮から現れる「人生」。ユニークな対話型公開授業

ゆみ

ひろかみ じゅんいち

あらた

広上 淳一▶

弓 新▶

＊

〒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

パパ・プレパパ向け企画
　　　　１０月１２日(土)１３時３０分～１４時「パパとあそぼう」

　　　１０月１２日(土)１４時～１４時３０分
　　　 「パパ・プレパパあつまれ ～先輩パパに聞いてみよう～」
　　　１１月２日(土)１３時３０分～１４時３０分「家族であそぼう」
　 当事者同士の交流と情報交換

あざみ野コンテンポラリーvol.10  しかくのなかのリアリティ

〒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　 　

　１０月１２日(土)～１１月４日(休・月)１０時～１８時　　 美術という枠や社会的評価
にとらわれず、さまざまなジャンルの現在進行形のアートを紹介するシリーズ展。絵
画表現のアクチュアリティをテーマに、絵画を表現手段としている５人のアーティス
トによるグループ展を開催します。

子どものためのプログラム  アトリエの時計屋さん
紙などで素敵な時計をつくるワークショップ

　 １０月２７日(日)１４時～１６時(材料が無くなり次第終了)
※未就学児は保護者同伴。当日は全館で、アートフォーラムフェスティバルを開催します。 

ウェルカム

アートフォーラムあざみ野 Ｗelcome！ロビーコンサート
　  10月１３日・２７日、１１月１０日(日)各１２時～１２時４０分
(１０月２７日のみ１１時～１１時４０分)
　１０月１３日 滝まりなさん(ピアノ)
１０月２７日 畠山和子さん(ソプラノ)、藤本夕紀子さん(ピアノ)、海老田孝子さん(司会)
１１月１０日 前半：佐藤ゆみさん(ピアノ)、椛沢恵子さん(ピアノ) 後半：松本理沙さん
(サックス)、須々木由子さん(サックス)飯田彰子さん(ピアノ)

＊多文化サロン
　　　①１０月１１日(金)②１１月８日(金)１１時から３０分程度

いろいろな国の人、海外で子育て経験のある人 各８人(子ども同席可)
当事者同士の交流と情報交換 テーマ①「絵本を楽しもう」②「どんな食べ物が好き？」
①　　　②１０月１１日～１１月７日に 　か

【共通】 http://lafull.net/　休館日：日・月曜、祝休日
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。

（ひろばで家族と過ごしながら相談し、情報も得られます。）

１１月１０日(日)１３時開演 　
全席指定５００円 ※入場料のほか、当日配布する
封筒に、公演終了後満足度に応じて好きな金額を
お支払いください。
管弦楽：東京音楽大学学生 
 　か　 か

たき

ふじもと ゆきこ えびた

さとう まつもと りさ

すすき ゆうこ いいだ しょうこ

かばさわ けいこ

たかこはたけやま かずこ

＊プレママ向け企画
　

①    １０月１２日(土)(パパ・プレパパあつまれと同時開催)、１０月１５日(火)各１４時～１５時
②    １０月２６日(土)１４時～１５時　③    １１月６日(水)１１時３０分～１３時
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

①ママになるあなたへ ～おなかの赤ちゃんに絵本を～
②プレパパプレママラフール見学説明会　③プレママちょこっと見学デイ

＊サタデーサテライト「おはなし会」
　　　１１月９日(土)１３時３０分～１４時

横浜子育てサポートシステム入会説明会
　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

　 ①    １０月１９日(土)②【たまプラーザ地域ケアプラザ】１０月２３日(水)
 　③    １１月７日(木)各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) 　 １０月１１日から前日までに横浜子育て
サポートシステム青葉区支部専用電話（ 　４８２-５５１８）か

①１０月２３日(水)②１０月２５日(金)各１０時～１２時

ラフールが地域の施設に出張してひろばを開催する「ラフールひろばmini」
①桂台コミュニティハウス ②あざみ野会館

中高生のための管楽器アンサンブル・打楽器クリニック
「フィリア・ウィンドアンサンブル・クリニック」２０１９ 修了生コンサート

フィリアホール区民企画事業　バリアフリーコンサート「おとのわ」
障害があってもなくても音楽をリハーサル室で一緒に楽しもう!

おおた おおた やちよ よしかわ よしええり

   １１月３０日(土) ①１１時３０分～１３時 ②１３時３０分～１５時　　各６０人 
　 ①地域の団体(アンサンブル麻生OBOG会、UNO工房、オカリナ青葉レイン
ボー、NPO法人アオハグレイス) 
②ピアノ：太田依里・太田八千代、バイオリン：わたなべ かなこ、ピアノ：吉川芳恵　
　 ①　　　②１０月１５日から　 で「おとのわ」鈴木( 　０９０-２６５０-８６１２)へ。

■出前サロンin①青葉台②大場③市
ケ尾④さつきが丘⑤美しが丘⑥奈良
　メンタルの相談、交流の場の出前です。

■①就労相談②医療相談
　 ①１０月１７日(木)１４時から②１０月２５日
(金)１３時３０分から ※相談時間は、３０～４０
分程度です。３～４人の予約を受け付けて
います。  　１０月１１日から 　か

ほっとサロン青葉
〒225-0014 荏田西２-１４-３ハーモス荏田
２階　　910-1985　　910-0106
休館日:月曜 　 ①１０月１５日(火) ②１０月１６日（水）③１０

月１７日(木) ④１０月１８日(金) ⑤１０月２５日
(金) ⑥１０月３0日(水) 各１４時～１６時
 　各地域ケアプラザ

■太鼓であそぼう「ドラムサークル」

〒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
★１０月１日から、乗り物や駐車場などの利用料を改定しています。詳細は　 参照

１０月２０日(日)１１時から、１３時から、１５時から　　中央広場(雨天：皇太子記念館)
みんなが輪になって集まり、太鼓(ジャンベなどの民族楽器)を演奏します。

■第38回こどもの国吹奏楽コンテスト
神奈川県と東京都の小・中学生26団体が競います。
１０月２７日(日)１０時～１６時　　皇太子記念館

■青空コンサート　※雨天中止
中学校の吹奏楽部が奏でるすてきな音楽とパフォーマンスをお楽しみください。
１０月２７日(日)１０時～１５時　　中央広場

１１月８日（金）１３時３０分～１５時３０分　　青葉公会堂　　※手話通訳あり
愛知東邦大学　人間健康学部　西尾 敦史教授

にしお あつし

■①発達障害者のための土曜サロン
　②精神障害者のための土曜サロン
　 ①毎月第１土曜 ②毎月第３土曜 各１３
時～１５時　※時間内出入り自由 

「青葉かがやく生き生きプラン」事例発表会
～つなげていこう！地域の絆～

第２５回 青葉区社会福祉大会

事業企画担当　  ９７８-２４３６  　９７８-２４１９

「青葉かがやく生き生きプラン」とは・・・
　お互いの顔が見え、支えあい安心して暮らせるまちづくりを、地域の皆さんとともに進め
る計画です。平成２８年４月からスタートした第３期計画では、「次世代に継承する『地域の
つながり』のあるまち」と「住み慣れた地域で誰もが安心して健やかに暮らせるまち」の２つ
を「推進の柱」に掲げ、１５の連合自治会町内会エリアを中心とした地域と、区役所・青葉区
社会福祉協議会・地域ケアプラザが取組を進めています。

第１部 青葉区社会福祉大会「社会福祉功労者表彰式典」
ＵＮＯ工房によるハンドベル演奏

第２部「青葉かがやく生き生きプラン」事例発表会
上谷本地区の取組紹介
「中学生版 青葉かがやく生き生きプラン」の発表

■第３１回フリーマーケット
　１０月１３日(日)１１時～１５時３０分

　１０月１９日(土) ①１４時～１５時 ②１８時～１９時(各２０分前に開場、開演時間は
前後する可能性あり)　　全席自由５００円(出演者・出演者が所属する学校関係者
は無料)           ※主催：フィリアホール、共催：横浜アーツフェスティバル実行委員
会 ※詳細は 　参照



　 桐蔭学園シンフォニーホール 
※駐車場・駐輪場は利用できません。公共交通機関をご利用ください。   
　 区内在住の人 各公演５組１０人（うち、２組４人はどちらかが６５歳以上の組） 
※小学生は保護者同伴、未就学児不可  
    代表者の　　　 ・ 　、参加者の　 ・ 　、希望公演名を明記し、　 か 　で青葉
区役所広報相談係（〒２２５-００２４ 市ケ尾町３１-４　  ９７８-２２２２ 　 
　 ao-bosyu@city.yokohama.jp）へ。１０月２５日         
※重複申込み・複数公演の申込み不可。当選者のみチケットの発送をもって連絡
します。（各公演日の１週間前を予定）
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大学紹介

キャンパス情報

終

今月ご紹介するのは…

　横浜美術大学は、美術学部、美術・デザイン学科を有する横浜で唯一の
美術大学です。10コースを設置し、「人間の創造活動の根源を培う美術教
育こそ本来の教育の姿である」という教育理念のもと、創造的に社会貢
献のできる人材育成を目指しています。
　横浜美術大学のカリキュラムの特色は、1年次の横断的な幅広い学習
において、基礎力をつけながら自己の適性を知ったうえで、2年次以降の
専門コースを選択します。さらに、多彩なコンテクストアーツ科目を学
ぶことにより、専門性をより豊かに広げることができます。このような
学びの中で、基礎力と、実践力、応用力を身につけ、一人ひとりが「社会が
必要とする表現は何か」を追求していきます。
　母体であるトキワ松学園は2016年に創立100周年を迎えた伝統ある
学園です。今後も教育、研究水準の向上、活性化に努め、地域社会とのつ
ながりを大事にし、更なる魅力向上を目指しています。

シリーズ
企画

企画調整係　　978-2216　　978-2410

検索横浜美術大学

青葉６大学連携事業
トピックス

青葉６大学とは… 　区内にある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！

６大学連携インターンシップを実施しました！

　所在地：鴨志田町1204

　横浜美術大学は、青葉区主催の「青葉美術公募展」や「フォトコンテスト」など、区民
の皆さんが美術や表現活動に親しみ、自ら参加できる企画に連携協力しています。ま
た、学生による青葉警察署前の交通安全標語看板のイラストレーション制作、区内の
夏祭りで配布している「うちわ」のデザイン制作、市立保育園での学生制作絵本の読
み聞かせなどを実施しています。

●地域連携

　小学生から社会人まで、各世代に向けて楽
しみながら美術・造形に親しんでいただくと
ともに、技術向上の場としても役立てていた
だける各種講座を開講しています。
　11月開講の「身近にあるものをアートに」では、身の回りにある使わなくなったも
のをおしゃれアイテムに変身させます。素材の特徴を生かして個々の発想で新しい表
現にチャレンジできる新講座です。(受講者募集中。１０月２５日締切り)

●生涯学習公開講座

　日替わりアラカルト３種類やパスタ、うどんなど低価格のメニューがあり、地域の皆
さんもご利用いただけます。（営業時間 11時30分～13時30分）人気のメニューや焼
き立てパンはすぐに売り切れますので早めの時間がおすすめです。

●カフェテリア

　今年も青葉６大学の学生を対象としたインターンシップを実施し、４人の学生が参加しまし
た。参加した学生からは、「充実した内容で仕事の現場を実感できた」、「実際の業務を体験して、
多様な仕事があることを知ることができた」といった感想がありました。

桐蔭学園シンフォニーホール公演 青葉区民ご招待！
　

桐蔭学園「落語の会」　

米村でんじろう おもしろサイエンスショー

１１月１１日（月）１６時１０分～１８時

～あおばに住んで、健康、長生き！～

よこはま健康応援団

シリーズ企画

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。

　「よこはま健康応援団」参加店は、「健康応援メニューの提供」「栄養成分表
示」「終日禁煙」の中からそれぞれ実施できることに取り組み、区民の皆さんの
健康づくりを応援している飲食店です。
　参加店を上手に利用して、自分の体にあわせて食事の選択の幅を広げたり、
たばこの煙のない安心した空間で食事をしませんか。

　健康応援弁当（バランス弁当）は主食、主菜、副菜（７０グラム以上）がそろっ
ており、それぞれが独立した料理になっているものです。

　※写真は一例です。売り切れ等により時間内でも販売を終了することがあります。

区役所４階 交流ラウンジ場所

検索あおば健康応援弁当

検索よこはま健康応援団

とういんがくえん

　恒例行事の桐蔭学園「落語の会」。今年は日本
テレビ系「笑点」のレギュラーとしてもおなじみの
三遊亭好楽と息子で落語家の三遊亭王楽が出
演。色物には翁家勝丸が出演します。 

　テレビでおなじみ、サイエンスプロデューサー・米村でんじ
ろう先生の「おもしろサイエンスショー」です。ホールが丸
ごと実験室に大変身。ワクワクドキドキがいっぱいの７５分。
科学の不思議を楽しめます。

さんゆうていおうらく

日時

公演名

１１月１３日（水）１５時５０分～１７時０５分日時

公演名

ぷかぷか
おひさまの台所 デリオット コマデリ マムズダイニング

月 火 水 木 金

さんゆうていこうらく

桐蔭学園シンフォニーホール公演 青葉区民ご招待！
　

区内の参加店９２店舗は

こちらから
区内の参加店９２店舗は

こちらから

青葉６大学について５月号から連載してきましたが、今回で最終回となります。今後も６大学と青葉区で連携し、さまざまな取組を進め、ホームぺージ等で発信していきますのでチェックしてみてください！

株式会社朝日様、株式会社メモワール(メモワールホール藤が丘)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

第6回

おきなやかつまる

区役所で４つの登録店舗が「あおば健康応援弁当」を販売中

最 回

１１時３０分～１３時３０分時間

桐蔭学園のご厚意により文化・芸術イベントに区民の皆さんを抽選でご招待♪桐蔭学園のご厚意により文化・芸術イベントに区民の皆さんを抽選でご招待♪


