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世 帯 数… 129,325（133増）区の人口… 310,156（50増）
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桐蔭学園公演チケット

（5人〈18歳以上（高校生不可）3人、65歳以上2人〉）

　12月14日（土）13時30分～15時30分
　桐蔭学園アカデミウム　ポロニアホール
　平井千絵（フォルテピアニスト）

桐蔭学園トランジションセンター主催
OPEN記念 大人のためのアクティブラーニング
「アンデルセンも聴いたフォルテピアノの世界」

ひらい ちえ

フィリアホール公演チケット

　2020年3月7日（土）
14時開演

①青葉区制25周年記念コンサート　

　千住真理子 デビュー45周年記念 
　イザイ無伴奏 バイオリン・ソナタ
　全曲演奏会（1組2人）

せんじゅ まりこ

検索フィリアホール公演の詳細・チケット購入は

こどもの国
入場券（5組10人）

なしかちゃん
エコバッグ（50人）

→　　　  、　 、　 を明記し、 　で桐蔭学園（　 transition@toin.ac.jp）へ。
11月15日
　 ～ 　→　　　 、希望のプレゼント名を明記し、 　か　 で広報相談係（〒225-0024 市ケ
尾町31-4 　 978-2222  　ao-bosyu@city.yokohama.jp）へ。11月30日
※重複申込不可。当選者のみ発送をもってご連絡します。 ※料金が改訂されています。　 63円
※フィリアホールは未就学児不可

●アイコンの見方は ページを参照してください。11
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区民の皆さんにインタビュー！
❶青葉区の好きなところはどんなところ？　
❷これからどんなまちになってほしい？

❶落ちついているところ
❷住民同士の会話がたくさん
　あるまちになってほしい！

❷これ

青葉区大好き!!

あざみ野第一
小学校の
皆さん

嶮山小学校の
皆さん

©Kiyotaka＿Saito(SCOPE)

祝 区制 周年特集区制 周年特集

②須川展也のサクソフォン・
　ワールド（4組8人）

すがわ のぶや

　2020年1月25日（土）
15時開演

❶治安が良い。
　交通の便が良いところ
❷バリアフリーなまちに
　なってほしい！

❶生活に必要なものがひと通り
　そろっていて暮らしやすいところ
❷子どもをのんびり育てられる
　まちになってほしい！ ❶子どもがたくさん

　いるところ
❷きれいなまちが
　続いてほしい！

❶富士山がきれいに
　見えるところ
❷安心して暮らせるまちが
　続いてほしい！

❶緑が多くて、子どもたちの
　遊び声が聞こえてくるところ
❷子育てがしやすい
　まちになってほしい！

あおバリューTVでもインタビューしています。
ぜひご覧ください！ 検索あおバリューTV

❶野菜がおいしい。
　地域のつながりが
　密接なところ
❷災害に強いまちに
　なってほしい！

けんざん

©Kiyotaka＿Saito(SCOPE)

とういん



「市郷」が変化して
「市ケ尾」になったと
いわれています。

開業当時（昭和41
年）１日４千人弱
だった利用者は現
在11万人超に

豪族「江田小次郎」にちなんで
生まれた「江田」の地名が「荏
田」に転じましたが、当用漢字
に「荏」がなかったため、駅名は
「江」が使用されました。

駅名はスペイン語
などで人々が集う
広場を意味する
PLAZAに由来

左の白い建物は山
内地区センターと
山内図書館

たまプラーザ駅周辺

昭和46年

　昭和41年

　昭和41年

　昭和42年

昭和57年

江田駅周辺江田駅周辺こどもの国駅周辺

　昭和42年

市が尾駅前交差点

あざみ野駅周辺

たまプラーザ駅周辺

青葉台駅北口

田奈駅周辺

あざみ野駅周辺

昭和51年

こどもの国駅周辺

田奈駅周辺

市が尾駅前交差点

青葉台駅北口

　平成6年
　現在

モニュメント「掌の
家族」は、昭和41年
の田園都市線開通
を機に設置されまし
た（志水晴児作）。
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昭和１４年

３９年
４０年
４１年
４２年
４４年

平成５年
６年
７年
８年

都筑郡の一部（田奈村、中里村、山内村）が
横浜市に編入（当時港北区の一部に）
東京沼津線（国道２４６号）開通
こどもの国開園 
田園都市線 溝の口～長津田間が開通
こどもの国線開通
緑区制施行（港北区から分区）
市営地下鉄新横浜～あざみ野間開通
青葉区誕生！人口２４５,５８７人、９４,１９８世帯
区総合庁舎、青葉公会堂、青葉スポーツセンター落成
人口２５万人突破、「青葉音頭」完成

１０年
１２年
１６年

１９年
２１年

２６年

３０年
令和元年

東名高速道路「横浜青葉インターチェンジ」開通
こどもの国線通勤線化、恩田駅開業

人口３０万人突破
区制１５周年
青葉区マスコットキャラクター「なしかちゃん」誕生

「市区町村別平均寿命」２度目の男性日本一に！
区制２５周年

年代 できごと 年代 できごと

で見る

　青葉区は、平成６年11月６日に行政区再編成により誕生し、今年25周年を迎えました。
　この四半世紀で人口は6万4千人も増え、31万人になりました。
　その誕生以前から、鉄道とともに歩み先人の方々のご尽力により発展を
遂げてきた青葉のまち。なつかしい写真で、昭和からの時代を振り返り、
過去に思いを馳せてみませんか。

藤が丘駅前

）。
　昭和49年頃

区制１０周年
区の木「ヤマザクラ」と区の花「ナシ」を制定

区制２０周年
第１回青葉区民マラソン大会開催

平成７年には
青葉区総合庁舎が
完成！

平成７年には
青葉区総合庁舎が
完成！藤が丘駅前

あざみ野駅

たまプラーザ駅

江田駅

市が尾駅

藤が丘駅青葉台駅

田奈駅

こどもの国駅

あざみ野駅

たまプラーザ駅

江田駅

市が尾駅

藤が丘駅青葉台駅

田奈駅

恩田駅

こどもの国駅

恩田駅

田園都市
線(溝の口
～長津田間)開通当時

昭和36年頃

返還直後の米軍アーチ。今はこどもの
国の通用門になっています。

今訪ねても変わらぬ情緒ある里山の
風景に出会えます。

昭和48年頃寺家町の風景



　江戸時代、都筑郡石川村（現在のたまプラーザ、あざみ野周辺）と荏田
村（荏田町周辺）は、第２代将軍・徳川秀忠公の正室・江姫の化粧料地でし

た。化粧料地とは、高貴な身分の女性が嫁入りする際に与えられた一代限りの領
地です。織田信長の妹・お市の方と浅井長政の間に生まれた三姉妹の末っ子とし
て生を受けた江姫は、平成２３年の大河ドラマで描かれたように数奇な運命に
翻弄されながらも戦国の世を生き抜き、最後は三代将軍の生母となって５４歳で
逝去されました。葬儀の際には、化粧料地の村々からひつぎを担ぐために人々が
集まったそうです。
あざみ野にある満願
寺（あざみ野４-２７-
６）には、江姫と秀忠
公のご位牌がまつら
れています。

　こどもの国線「恩田駅」のすぐ近くにある徳恩寺(恩田町
１８９２)には、江戸時代に恩田郷を治めていた柳沢信尹公が

寄進したという二丁の大名かごが残されています。古色蒼然とした立
派なかごで、内部には簡易式の机や肘掛け、小さな引き戸の物入れな
ど、さまざまな工夫が施されています。
　信尹公は、「忠臣蔵」に登場する第５代将軍・徳川綱吉の側用人・柳沢吉保
のおいにあたり、宝永６年（１７０９年）に宗門改役（奉行）として新井白石と
共に不法入国の外国人の取り調べを行ったという記録が残されています。
　徳恩寺には他にも、「大般若経六百巻」や信尹公の奥方の念持佛で
あった弁財天。旧江戸城にあった春日灯籠と庭石など、地元遺産と呼べ
る遺産が数多く保存されています。また、昭和２０年(１９４５年)８月に
広島に落とされた原爆の残り火「平和を祈るこころの種火」が引き継が
れ、毎年大みそかの「除夜の祭り」では参詣者に分灯され、皆で平和の祈
りがささげられます。

　「 ・ＭＯＭＩ-２００７」と名付けられた、あの不思議なモ
ニュメントは、山内中学校で長く教 をふるわれた世界的彫刻

家、故・田辺光彰氏が手掛けられた作品です。「人類の生存」に警鐘を鳴
らし、農業や食糧問題に取り組まれ活動されてきた田辺先生。野生稲の
自生地保全をテーマにした作品は、国内はもとより東南アジアやヨー
ロッパなどの野生稲自生地に置かれています。世界中から農作物の種
子が集められた巨大な遺伝子＝種子貯蔵庫「グローバル・シード・バル
ト」。気候変動や戦争などで地球が危機に瀕したとき、人類が絶えぬよ
う北極圏に建設された現代版「ノアの方舟」と呼ばれる、この施設にも
「 -ＭＯＭＩ」をテーマにした田辺先生の作品が展示されています。
　港北区下田町にある「田辺光彰美術館」（日吉の森庭園美術館内）に
は、田辺先生の作品のほか、日本の「農」のルーツともいわれるルソン
島の神具や農具などの収集品が展示してあります。

　鎌倉から東北へ向かう主要道の一つ「鎌倉街道・中の道」が荏田を通って
いました。街道沿いにある劔神社には、大蛇に襲われそうになった東北の炭

焼き商人を鎌倉の刀鍛冶からもらった刀が救った、という伝説が残されています。
　区内には主要道から分岐した枝道が何本も通っていました。鎌倉時代の古道
もいくつかあり、鉄町と川崎市麻生区早野の市境を通る尾根道もそのひとつ。

王禅寺から多摩方面へ抜けるこの鎌倉道は、元弘の
乱の際、新田義貞が鎌倉攻めに向かった道だといわ

れています。ま
た、室町幕府の初
代将軍・足利尊氏
もこの道を通っ
て鎌倉へ攻め込
んだとあり、「義
貞道」「尊氏道」な
どの名が付いて
います。　

　「こどもの国」は、今年４月にご退位された天皇皇后両陛下（現上皇
上皇后両陛下）のご結婚を記念して、昭和４０年（１９６５年）５月５日に開

園した広大な自然の遊び場です。国民から寄せられたお祝い金を「こどものため
の施設に使ってほしい」というお二人の平和の願いが反映されて誕生しました。
　こどもの国のある場所は戦時中、旧陸軍田奈弾薬庫補給廠として戦地に送る弾
薬を保管製造していました。あまり知られていませんが、鉄町には美智子さまのご
実家、正田家が所持されている山林がありました。美智子さまも幼少期に度々訪
れ、土地の管理を任されていた方の庭でテニスをして遊ばれていたそうです。開
園以来、ご一家で何度も訪問されている美智子さま。そのルートである鉄町を通
過するときには、幼少期の頃を懐かしく思い出されているのではないでしょうか。

のぶただ

こ しょくそう

そば

だい はん ぶつにゃ きょう

どう ろう

ぜん
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青葉区に徳川家ゆかりの土地があったって本当？Q
A

▲江姫と秀忠公のご位牌がまつられている
満願寺

▲まるで生きているかの
ような江姫の木造座像。
横浜美術大学講師・中村
恒克制作（平成３０年）

青葉区にお殿様が乗った
大名かごがあるって本当？Q

A

▲旧小机領三十三所子歳観音霊場でもある
「摩尼山延壽院徳恩寺」

▲柳沢信尹公が甲府へ転封の際に寺に
寄進したかご。その後、歴代の住職が幕末
まで公務に利用していたそうです。

◀消えることのない、
消してはいけない広島原爆の火

たまプラーザ駅前交差点、農協の前にある
魚のようなモニュメントはナニ？Q

A

▲「JA横浜たまプラーザ支店」の前に
置かれた「 ・ＭＯＭＩ-２００７」

▲山内中学校の美術教師だった先生の
作品は、市内各地に残されています。
見つけてみてください。

鎌倉まで道がつながっていたって本当？Q
A

▲恩田町と町田市成瀬の
市境を通る鎌倉古道の
尾根道

▲神社の名前の由来である大蛇伝説の
碑が立つ荏田村の総鎮守・劔神社
（荏田町８２２）

こどもの国のある場所で戦時中、
爆弾を製造していたって本当？Q

A

▲昭和３７年、こどもの国を視察される皇太子殿下
（現上皇陛下）と美智子さま（現上皇后陛下）を沿道
で旗を振りながら出迎える人 （々柿の木台付近）

▲平成３１年４月に訪問された天皇
皇后両陛下（現上皇上皇后両陛下）

【筆者】 宮澤高広さん
元ひろたりあん通信編集長。「地名推理ファイル」「わが街今昔」など青葉区
や地域の歴史を紐解く連載を続けてきた。歴史講座や歴史解説付きのまち
歩きツアーや、地域の民話や伝説を元に紙芝居を制作。小学校や図書館など
で口演。青葉区の語り部として子どもたちに地域の歴史を伝えている。

しょう

はこぶね

もみ

しょうだ

つるぎ

げんこう

なかむら

くろがね

つねよし

ま に さんえんじゅいん

ね どし ぽう



子育て支援担当　
　９７８-２４５６　　９７８-２４２２

青葉区民マラソン運営委員会事務局
　９７８-２２９７　　９７８-２４１３
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「キャッピー」
横浜市こども虐待防止

キャラクター

減らそう！

頑張りすぎていませんか？

第6回 青葉区民マラソン大会開催
～みんなの応援をランナーの追い風に～

　皆さん、お待たせしました！熱いランナーが駆け抜け
る、第６回マラソン大会。いよいよ11月24日に開催で
す。高低差が少なくスピードが出やすいと評判のコース
は、田園風景や丹沢から頭を出す富士山など、変化に富
んだ景色も含めランナーに大好評です。今年度は、募集
開始からわずか１日半で1,000人の定員に達しました。
　当日はぜひ会場やコース沿道にお越しください。あな
たの応援が、ランナーの力になります。

　子どもへの虐待は子育て不安や悩みから始まることがよくあります。日々の小さなストレスが
きっかけで虐待につながってしまうことは、特別なことではありません。
　そんな時、周囲の人からの優しい一言や笑顔、気遣いで、気持ちが軽くなったり、ホッとしたり
することもあります。一人で抱え込まず、お互いに支え合える地域の輪を広げていきましょう。

STOP！こども虐待 　
　

11月は「児童虐待防止
推進月間」です！

オレンジリボンは
「子ども虐待防止」という
メッセージが込められています。

開催日時 １１月２４日（日）

青葉スポーツセンター

競技時間：９時０５分～１０時１５分
表彰式：１０時３０分頃から

スタート・フィニッシュ：青葉区役所第１駐車場　

当日７時頃にFMサルースのスポット放送、
青葉区　 で公表 検索第６回青葉区民マラソン 

雨天決行
（荒天中止）

当日開催の
有無

子育て支援担当
９７８-２４５６ ９７８-２４２２

青葉区民マラソン運営委員会事務局
　９７８-２２９７　　９７８-２４１３

う！

んだ景色も含めランナーに大好評です。今年度は、募集
開始からわずか１日半で1,000人の定員に達しました。
　当日はぜひ会場やコース沿道にお越しください。あな
たの応援が、ランナーの力になります。

そうそうSTOP！こども虐待 　
　減らそう！減らそうこどらそらそどもも虐虐待待 進月間」です！

青葉スポ ツセンタ
スタート・フィニッシュ：青葉区役所第１駐車場　

当日７時頃にFMサルースのスポット放送、
青葉区 で公表 検索第６回青葉区民マラソン 

当日開催の
有無

※駐車場は使えません。公共交通機関でお越しください。

にご協力を！ 主な交通規制区域

※柿の木台・みたけ台方面と市ケ尾町方面の横断は、
　国道246号をご利用ください。

交通規制 ① 横浜上麻生道路
　（市ケ尾交差点～環状４号入口交差点）
② 谷本小前交差点～中里学園交差点
③ ①・②に交差する道路全て

大会当日、8時30分～11時頃まで、コース及び周辺道路の全面及び
一部車両（バイク含む）通行止めを実施します。ご迷惑をおかけしま
すが、この間の車両通行はご遠慮ください。やむを得ず通行する場
合は、う回路のご利用をお願いします。

※会場及び応援ポイントで、演奏等も行います。
　周辺にお住まいの皆さんには、ご迷惑をおかけしますが、 ご理解ご協力をお願いします。

会　場

コース図
応援ポイント

大会当日は、ぜひ会場やお近くの
沿道で応援してください！

　　　　　　 で
配布している手旗を振って、
大会を盛り上げましょう。

応援ポイント

●言うことをきいてくれない。
●何をしても泣き止まない。
●なかなか夜も寝てくれない。

●一人で頑張っているみたいでしんどい。
●ついたたいたり、怒鳴ったりしてしまう。
●一日中子どもと一緒にいることに疲れた。

●あの親子、疲れていそう。
●子どもを家に置いたまま出掛けている。
●おとなが怒鳴る声や物を投げる音がする。

●子どもの普段とは違う泣き声がする。
●不自然な傷やあざがある子どもを見かける。
●夜遅くまで遊んでいて家に帰らない子どもがいる。あなたの周りでこんな

ことはありませんか？

安心して子育てするため・見守るための電話相談窓口

　９７８－２４６０　
（平日８時４５分～１２時、１３時～１７時）

青葉区子ども・家庭支援相談
　９４８－２４４１

（平日８時４５分～１７時）

横浜市北部児童相談所
　０１２０－８０５－２４０
（２４時間フリーダイヤル）

よこはま子ども虐待ホットライン
※秘密は守ります。匿名でもかまいません。

子育て中の
皆さんへ

地域の
皆さんへ

子育て中の
皆さんへ

地域の
皆さんへ

第6回 青葉区民マラソン大会開催
～みんなの応援をランナーの追い風に～

「子育て」って大変。
すこし相談して
みませんか？

こんな時は
お電話ください。

第６回大会アンバサダーは、
昨年に引き続き、元マラソン
選手の谷口浩美さん！
今年も、皆さんと
一緒に走ります！

たにぐち ひろみ

１９９２年
バルセロナ五輪で

「コケちゃいました！」
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令和元年度青葉区区民意識調査結果速報

　11月は地産地消月間です！旬の味覚を味わう区内の地産地消サポート店  をめぐるスタンプラリーを実施します。
青葉区の地産地消サポート店でスタンプを３つ集めると、４店舗目で500円分のサービスをプレゼント！
みずみずしい本物の旬を味わいに、地産地消のお店めぐりをしてみませんか？

チラシは、区役所、区内公共施設、地産地消サポート店で
配布しています。

　青葉区では、区民の皆さんの生活環境などに関する「区民意識調査」を、郵送によるアンケート方
式で、７月に実施しました。その結果の一部を速報としてお知らせします。詳細については、結果が
まとまり次第、青葉区ホームぺージ等で公表します。
　より良い区政の運営に向け、皆さんからいただいた回答を、今後の参考とさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。

※地産地消サポート店とは、市内で採れた、旬の野菜や果物などを積極的に
　メニューに取り入れて地産地消に取り組んでいる飲食店です。
　９月30日現在、青葉区では16店舗登録しています。

実施期間：11月１日（金）～2020年１月31日（金）

交換期間：11月１日（金）～2020年３月15日（日）

あなたは、今住んでいるところに
住み続けたいと思いますか。

●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

昨年6月から今年４月まで広報よ
こはま青葉区版で連載した地産
地消サポート店のオススメレシピ
を中心にまとめたレシピ帖を発行
しました。
区内で採れる旬の野菜を使った
レシピはどれもおいしいので、ぜ
ひ作ってみてください！

※

「あおば野菜のレシピ帖」

ホームページからもダウンロードできます。
検索青葉区　地産地消

チラシを切り取ると、カードサイズになります

「あおばマルシェ」毎月第３木曜
今月は２１日に開催!
（詳細は11ページ）

今月はポイント
２倍！

企画調整係　
　９７８-２２１６　　９７８-２４１０

お気に入りのお店を
見つけてね♪

＜調査概要＞
１対象：区内在住の16歳以上 3,000人
２抽出方法：住民基本台帳からの無作為抽出
３回答率：47.6％（有効回答者数 1,429人）

Ｑ あなたは青葉区に対して、
愛着や誇りを感じていますか。Ｑ

あなたは現在のお住まいの生活環境に
どの程度満足していますか。（満足度上位５項目）Ｑ あなたの住んでいる地域には、現在どのような課題や問題が

あると思いますか。（回答上位５項目、複数回答）Ｑ

あなたは現在のお住まい周辺の生活環境を
どのように感じていますか。Ｑ

良好な街並みの整備

緑の保全と緑化の推進

ごみの分別収集・リサイクルやまちの美化

通勤・通学・買い物での道路や歩道の整備

バスの便などの地域交通

近隣の人とのつきあいの希薄化

高齢化による介護問題の深刻化

子どもの減少による地域活力の低下

子どもが安心して遊ぶ場の不足

地域にあるボランティア団体や
活動団体に関する情報不足

①と②の合計は81.3%となり、青葉区内への定住
意向は８割を超えています。（Ｈ28調査：84.3%）

①と②の合計は80.1%で、青葉区に愛着を感じている
人が８割を超えています。（Ｈ28調査：77.9%）

①と②の合計は74.1%です。（Ｈ28調査：83.2%）

※「満足」「やや満足」を合計した数値

①マムズダイニング／あざみ野／家庭料理
②maaru／江田／創作料理
③デリオット／市ケ尾／アジア系多国籍料理のお弁当
④ナチュラーレ・ボーノ／藤が丘／イタリアン
⑤クアットロ・パンキーネ／藤が丘／ジェラート専門店
⑥ジョルニカフェ玄／青葉台／カレー＆ぬーどる
⑦ベーカリーカフェ コぺ／青葉台／ベーカリー

⑧メゾンサカ／青葉台／創作料理
⑨コマデリ／青葉台ほか／お弁当
⑩タイガー☆／田奈／創作料理
⑪ウチルカ／鴨志田／定食&カフェ
⑫鴨志田惣菜店／鴨志田／お弁当とお惣菜
⑬パナデリア シエスタ／奈良／ベーカリー
⑭コンレマーニ／奈良／クラフトカフェ
⑮シュタットシンケン緑山店／奈良／食肉加工専門店

（店舗名／所在地域／料理ジャンル）

①
②

② ②

③ ③
③

④ ④

④

⑤
⑥

①
①

①今住んでいるところに
　住み続けたい　69.1％
②青葉区内の他の場所に
　住みたい　12.2％
③青葉区以外の横浜市内に
　住みたい　3.1％
④横浜市以外に
　住みたい　12.4％
⑤無回答　3.2％

①感じている　45.7％
②やや感じている　34.4％
③どちらともいえない　12.3％
④あまり感じていない　4.3％
⑤まったく感じていない　1.0％
⑥わからない　1.5％
⑦無回答　0.9％

0 10 20 30 40 50 60
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今回 H28

52.1
55.3
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50.6
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49.5

41.1
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36.5
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31.8
33.6

23.9
19.9
22.4

27.1
17.6
18.7

％ ％

今回 H28

0 5 10 15 20 25 30 35 40

企画調整係　
　９７８-２２１６　　９７８-２４１０

地産地消サポート店一覧地産地消サポート店一覧

⑤
⑤⑥

ちょう

①暮らしやすい　32.0％
②どちらかというと暮らしやすい　42.1％
③どちらともいえない　7.3％
④どちらかというと暮らしにくい　3.8％
⑤暮らしにくい　0.8％
⑥無回答　14.0％

⑦
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　これからの季節は、乾燥・低温を好むインフルエンザやノロウイルスなどが活性化します。
どちらも感染力が高く、インフルエンザは、日本では毎年１千万人、約10人に１人が感染しています。
また、ノロウイルスは人の体内で増え、便や吐物中に排泄されるため、そこから感染が広がります。
どちらも感染しない（させない）ための予防が大切です。予防の基本についてご紹介します。 検索横浜市　感染症に気を付けよう！

検索AOBAデジタルアートミュージアム

　「区制25周年フォトジェニック青葉 フォトコンテスト」に応募いただいた写真の中から優秀作品が決定しました！
今年は299作品（自然部門186作品、まち部門113作品）の応募がありました。その中から審査の結果、48作品が優秀賞
に選ばれました。作品は、AOBAデジタルアートミュージアムのサイトからご覧ください。
　また、12月11日から16日まで横浜市民ギャラリーあざみ野にて、最優秀賞のほか、すべての優秀賞を展示する写真展を
開催します。詳細は、広報よこはま青葉区版１２月号に掲載します。

フォトジェニック青葉 フォトコンテスト

飛沫感染

感染した人の咳やくしゃみの
しぶきを吸い込むことで感染
します。 こまめに流水や

石けんを使って
ウイルスを

除去しましょう。

区制25周年

「樹林　夕景」大澤 恵さん［場所：もえぎ野　樹林］
おおさわ

「光 浴びて」奥田 憲昭さん
［場所：杉山神社前交差点付近］

おくだ のりあき

「薄暮の迫る街」田中 直光さん
［場所：藤が丘駅付近］

たなかはくぼこうぼう なおみつ

めぐみ

　美しい夕暮れと木のシルエットの光景を前に、シャッターを
切った作者の感動は、写真を見た人の足をも止めることになる
でしょう。青葉区の傑作がまた一つ生まれました。

　（横浜美術大学　写真専攻  三橋教授）

　バルビゾン派の
絵画のように、私た
ちは太陽の光に感
動し大自然に勇気
をもらいます。この
写真からもそんな
希望を感じました。

　（三橋教授）

　文明の利便と田
園の風致が調和し
た青葉区の街を、夕
暮 れ の プ ラ ッ ト
フォームと背景の
シルエットで見事
に表現しています。

　（森井館長）

　色彩豊かな夕焼けのスクリーンに枝を拡げた立木が映し出さ
れ、影絵のような写真に仕上がっています。高い技術力はもちろ
ん、ロケーションへの想いが伝わる一枚です。

（横浜市民ギャラリーあざみ野　森井館長）

どれもステキな作品ですね！
たくさんのご応募ありがとうございました！

企画調整係　
　９７８-２２１６　　９７８-２４１０

健康づくり係　
　９７８-２４３８　　９７８-２４１９
食品衛生担当　
　９７８-２４６３　　９７８-２４２３

・室内は適度な湿度（50～60パーセント）に保ちましょう。
・十分な睡眠・休養・バランスのよい食事を摂りましょう。
・流行前にインフルエンザワクチン接種をしましょう。
 （高齢者インフルエンザ予防接種は10月から実施）

インフルエンザに負けないためには？

2

接触感染

ドアノブなどを介して手指にウイルスが付着して
感染します。

1 環境→人 感染1
◆感染ルート：人が多く集まる場所は要注意!!

38度以上の高熱や咳、のどの痛み
全身の倦怠感や関節・筋肉痛

症 状

◆感染ルートは3つ!!

症 状 吐き気、嘔吐、
下痢、腹痛、軽い発熱など

便や嘔吐物の処理をした際や、便や嘔吐物から空気中に
舞ったウイルスを吸い込むと、感染することがあります。
また、トイレのレバーやドアノブ、電車のつり革など、多くの
人が触れる場所についていたウイルスが手に移り、食事など
の時にウイルスが手から口に入って感染することもあります。

食品→人 感染2

 人→食品→人 感染3
ノロウイルスに感染している人が調理したものは、調
理した人から食品にウイルスが移り、その食品を食べ
た人がノロウイルスに感染することがあります。

手洗い

よく加熱してから
食べよう！

ノロウイルス感染者は、
調理するのは避けよう！

感染症 をみんなで防ぎましょう！　
今から
実践

マスクを着用するなど、
咳エチケットでウイルスを
まき散らさないように
しましょう。

共通の予防法1

もともとウイルスが付いている可能性の高い二枚貝
などを、十分な加熱をせず食べることで、感染するこ
とがあります。

感染しても症状が出ないこと
があり、知らず知らずのうち
に他の人に感染させてしまう
こともあるので要注意！

おうと

●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



 　青葉スポーツセンター  
　 区内在住、在勤、在学の一般愛好者(青
葉区卓球連盟登録者を除く)及び小学生 
　３００円  　 ゼッケン(B５大布に姓が
書かれたもの)用意 
　  ①一般の部(申込人数により男女別を
考慮) ②小学生の部(男女合同)
　 　 　    、 　、性別を明記し、　 で青葉
区卓球連盟 田中恵子
(〒２２７-００４６ たちばな台２-４-２０　
　９６１-５９６４))へ。１２月２７日

■第２５回オープンダブルスチーム卓球大会
　 １月１２日(日)９時から
 　青葉スポーツセンター　 
   区内在住・在勤・在学、一般愛好者 男
子・女子３ダブルス団体戦(１チーム４～
６人)  　１チーム４,０００円 支払方法：郵
便振替(口座番号００２２０－８－４９１３２、
口座名義人 青葉区卓球連盟) ※通信欄
に大会名、チーム名、　  を明記し、納付し
てください。　 　 代表者の　  　      、チーム
名、選手名を明記し、　  で青葉区卓球連
盟 田中恵子(〒２２７-００４６ たちばな台
２-４-２０　  ９６１-５９６４)へ。
１２月６日

■第２４回硬式テニスシングルス大会
　 １月１９日・２６日、２月９日・１６日(日)、
３月１４日(土)・２９日(日)各９時～１７時
　 長坂谷公園テニスコート(緑区寺山町
７４５-１)、都田公園テニスコート(都筑区二
の丸１４)、新横浜公園テニスコート(港北
区小机町３３００) 
　 区内在住・在勤・在学の人または青葉
区硬式テニス協会加盟団体員　
　 ３,０００円(高校生以下８００円)
　 【男子】一般、３５歳以上、５０歳以上、６０
歳以上 【女子】一般、４０歳以上  
　 １１月１１日～３０日に青葉区硬式テニス
協会　 か、所定の申込用紙(ラックテニス
ショップたまプラーザ店備付)に必要事項を
明記し、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
(〒２２５-０００２ 美しが丘５-１-５
　 ９０１-４５４６ 営業時間１０時～２０時、
定休日 火曜、第１・３月曜)へ。

■青葉区第７２回初心者卓球教室
　 １月７日～３月１７日の火曜(２月１１日を
除く)１９時～２０時４５分 全１０回
　 青葉スポーツセンター  
　 区内在住・在勤・在学の高校生以上
　６,０００円
　  　   　  、　 、性別を明記し、　 で青葉区
卓球連盟 田中恵子(〒２２７-００４６ たち
ばな台２-４-２０　　９６１-５９６４)へ。
１２月１０日

■①やさしい社交ダンス初心者講習会 
　②水曜初級ダンス講習会
　③金曜種目別講習会
　 ①２０２０年１月６日・２７日、２月３日・１０
日、３月２日・９日・２３日・３０日(月)１５時～
１７時 全８回 ②１月８日～３月１１日の水曜 
１３時～１５時 全１０回 ③１月１０日～３月
１３日の金曜 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　   ①４,２００円 
②５,０００円 ③６,０００円(各全回分)
　ダンスシューズ、動きやすい服装  　     
　     　　　　　、①か②か③、性別、　 を明記し、
　 で青葉区ダンススポーツ連盟 
西村篤子(〒２２７-００６１ 桜台２２-３５  
　９８５-９７４１)へ。 
①１１月２４日　　　 ②③１２月２０日          
①のみ青葉スポーツセンターの　 も可
　 中村武　    ９７１-０１２７

■食品衛生責任者講習会
　最近の食品衛生に関する情報や、食中
毒の発生予防対策等
　 １１月１２日(火)・１３日(水)各１４時３０
分～１６時(受付１４時から)
　 区役所３階会議室　  　 食品衛生責
任者等(一般の人も受講可) ５０人
 　食品衛生責任者は責任者証(はがきサイ
ズの緑色カード) 　 食品衛生担当 
 　９７８-２４６３　   ９７８-２４２３

■第２４回青葉区民駅伝大会
　１２月２２日(日)８時から　
　 日産フィルード小机及び周辺コース
(港北区小机３３００)　
　 区内在住・在勤・在学・在走友会の人(小
学校４年生以上)  　１チーム４人 小・中学
生：２,０００円、高校生以上：３，５００円
　 小学生の部(男子・女子)、クラブ小学生
の部(男子・女子)、中学生の部(男子・女子)、
一般男子の部、壮年の部、一般男女混成の部
　 １１月１１日～２３日に　 　で陸上競技連
盟 古谷豊(　 ９６１-７５７１)へ。

■桐蔭横浜大学の学生と歩く
　冬の寺家ふるさと村から青葉台へ
　１２月８日(日)９時３０分から(３時間程度)
８時３０分～９時３０分に体力測定を実
施(任意) ※雨天中止　
　 桐蔭横浜大学～鴨志田公園(休憩)～
桜台公園(休憩)～青葉台公園 約５キロ
メートル、約８,０００歩　　５０人 
   １１月２２日までに 　で健康づくり係
(　 ９７８-２４３８ 　 ９７８-２４１９)へ。

■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

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

よこはま健康スタンプラリー対象

■税務署からの重要なお知らせ
　「スマホで確定申告」ができます！
　～税務署窓口で、事前にID・パス
　ワードの申請が必要です！～
　このＩＤとパスワードはどこの税務署でも
申請・取得できますが、１月以降大変混雑し
ますので、１２月末までに申請してください。
※運転免許証等の本人確認できる書類を
お持ちください。
　特に、昨年まで「確定申告書等作成コー
ナー」を利用していた人は、IDとパスワー
ドを使って申告書を送信することで、申
告書を郵送または持参する必要がなくな
ります。ぜひ、利用ください。
　 緑税務署個人課税第１部門
　 ９７２-７７７１(代)(内線２１４～２１６)
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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。今月はポイント2倍！

※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。

   １１月２１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

■始めよう！ゼロからの場づくり
　「地域にこんな場があれば」「自分に何
ができるかな」…あなたの漠然とした思い
を「場」につなげるヒントが満載です。
　１２月５日(木)１０時～１２時　　青葉公
会堂　　２０人　  １歳以上の未就学児 
５人（　 １００円) 
 　青葉区生涯学習講座　 か　　 　、年
代、保育の有無(保育希望者は子の　 ・生
年月日・性別)を明記し、 　 で文化・コミュ
ニティ係へ。１１月２５日　　　　
 　文化・コミュニティ係
　 ９７８-２２９５　  ９７８-２４１３

■新治恵みの里 コンニャク作り教室
　 １２月１日(日)１３時３０分～１５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(１組
２人まで)１５組　   １組１,６００円(試食、コ
ンニャク作り材料セットのお土産付、保
険料含む) 　 １１月１５日から新治恵の里
　 へ。　　   北部農政事務所農業振興担
当  　 ９４８-２４８０  　９４８-２４８８

■「鶴見川流域ふれあいバスツアー」
　～鶴見川直轄事業８０周年・流域の 
　今を知ろう～
　 １１月２４日(日)９時３０分～１５時５０
分 ※荒天時１２月１日(日)に延期
　 みつやせせらぎ公園(①杉谷戸調整池
での生物調査体験 ②旧河川沿いの散策
※①と②のどちらかを選択)～恩廻公園調
節池～鶴見川流域センター

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

検索青葉区生涯学習講座

★11月は地産地消月間★

　 小学校３年生以上(小・中学生は保護者
同伴) ４５人 ※鶴見川流域在住・在勤者優先
 　昼食、飲み物、歩きやすい靴・服装、雨具
等、生物調査体験を希望する場合は長靴
　 参加者全員の　　 　、　 を明記し、
　 か 　で鶴見川流域水協議会アジア
航測株式会社(　 ０４４-９６７-６２７０
    ０４４-９６５-００４０　   mizumasu.
tsurumi@ajiko.co.jp)へ。１１月１８日
１７時

　 区役所１階区民ホール
　 文化・コミュニティ係
　 ９７８-２２９5　　９７８-２４１３

　 １１月２０日(水)１２時１５分～４５分
　 村松恵子、小澤和子(ピアノとチェロ)

●第２６１回 お昼のミニコンサート
　あおば音楽ひろば

　 １２月６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

【曲目】糸 ほか

文化・芸術

【曲目】チェロソナタ ニ短調　ほか

■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実施しています！
（原則参加無料！１２月は平日開催も！）
　 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） 　 本を読む子を育てる講座、
親子フラダンス、親子運動教室、世界の
ことば遊びなど  　 １１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

■区民ハイク(晩秋の高川山)
　１１月１７日(日)７時３０分 ＪＲ横浜線「長
津田駅」改札口集合 ※雨天の場合１１月
２３日(祝・土)へ延期  　JR中央線「初狩
駅」～高川山(９７６メートル)～天神峠～
「大月駅」 約９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） 　 手袋、軽登山靴、雨
具、ストック、弁当、飲み物、保険証等 

スポーツ・健康づくり

　 不要　直接集合場所へ。
　 ハイキング部 柳　 　０８０-１３６１-８７８７

やなぎ

■青葉区民卓球大会個人戦
　 ２月１日(土)９時から 

むらまつ けいこ おざわ かずこ

ふるやゆたか

にしむら あつこ

なかむらたけし

たなか けいこ

■あおば花と緑のサポーター募集！
　区庁舎周辺、区内各地で活動する
緑化ボランティアを募集します。
【募集期間】１１月１１日(月)～２９日(金)
　　 で資源化推進担当(　 ９７８-２２９９ 
　 ９７８-２４１３)へ。

とういん

　 ①１１月３０日(土) ②１２月８日
(日)各１０時～１２時 　 ①谷本小学
校 ②奈良の丘小学校　  　  庶務係
　 ９７８-２２１３   　９７８-２４１０

■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）
　１１月１２日・２６日、１２月１０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）
　１１月２１日・２８日、１２月５日(木) 各１４
時～１５時(入場随時) 　 １～２歳児と保



■ふれあい親子リトミック
　１２月９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
　１１月１２日１０時から　 か

階会議室  　 区内で子育て中の人・子育
てに関心のある人 ７０人  
　 １０人(３歳以上)   　  久里浜医療セン
ター 松﨑尊信医師　  １１月１７日までに
青葉区　 か　 で子ども・家庭支
援相談(　 ９７８-２４６０　
   　 ９７８-２４２２)へ。

■おもてなし料理シリーズ③
　～クリスマスのお肉料理をメインに～
　１２月４日(水)１０時～１３時３０分
　１６人  　１,８００円 　   　　  、　を明
記し、　 か　 か自主事業用 　(件名に講
座名を記載)１１月２０日

■手編みでつながるニットカフェ
　 １１月１５日(金)１０時～１５時  　 ３０人
　 ７００円　    毛糸、編みかけのニット、編
み棒など

　①パソコン＆ワード・エクセル入門２日間
　②エクセル中級
　  ①１２月１９日(木)・２０日(金) ②１２月
２１日(土)・２２日(日)各１０時～１５時３０
分 各全２回　  女性 各１２人  
　 各１１,０００円(全回分、テキスト代含む) 
　 １１月１６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

■心とからだを整える産後のセルフケア
　 １２月１３日(金)１０時～１１時３０分 
　 産後２か月以上の女性 １８人 

　 １１月３０日(土)１０時３０分～１５時３０分
　 山内地区センター

　 ①１１月２２日(金)(１)１０時３０分から
(２)１１時から ②１１月１３日・２７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

■青葉区シニアいきいき芸能大会開催
　 区内在住の高齢者が歌に踊りに活躍
　１１月２２日(金)１０時～１６時３０分
　 青葉公会堂　　　青葉区老人クラブ
連合会事務局 　 ９７２-３０７６(平日９時３０
分～１６時３０分)

福祉・保健

■肺がん検診の日程
　１２月６日(金)午前(予約時に時間指定)
　 福祉保健センター   　 ６８０円(※)
　１１月２２日～２９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
(※)次の①～⑤に該当する人は無料になりま
す。詳しくは問い合わせください。①７０歳以
上の人( 　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

■なしかちゃんくらぶ
　～あおば子育てカレッジ～
　１２月１２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
　１歳７か月～２歳の子と保護者 １５組(妊
婦不可) 　 体を使った親子遊び、子育ての
ワンポイントアドバイスなど 　 １１月２０日
までに青葉区  　　  　子育て支援担当
　９７８-２４５６　  ９７８-２４２２
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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：１１月５日(火)

■女性のためのパソコン講座

■青葉おはなしフェスティバル２０１９

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

■開館２５周年記念ジャズコンサート
　～レッツダンス！レッツシング！～
　１１月３０日(土)１３時３０分～１５時

　 １１月１２日・２６日、１２月１０日(火)

①各１４時２０分～１４時４５分 
②各１５時１５分～１５時５５分

■離乳食教室
　 １１月１３日・２７日、１２月１１日・２５日(水)
各１３時３０分～１５時　   福祉保健センター

■親あるうちのライフデザイン
　①セミナー ②ミニ講座+相談会
　 ①１１月１４日(木)１３時３０分～１５時３０分
②１１月１９日(火)講座：１０時～１１時　
相談会：１１時～１２時３０分  　 ①区役
所４階会議室 ②大場地域ケアプラザ
　 障害のある人の家族、支援者等 ①１００
人　   ①　　　②　 で大場地域ケアプ
ラザ(    ９７５-０２００)へ。 
　あおば地域活動ホームすてっぷ
　９８８-０２２２ 　 ９８５-１５８８  

　 

■青葉区版エンディングノート
　「わたしノート」書き方講座
 ノートの活用方法、弁護士による成年
後見制度の講座等
　 １２月１４日(土)１３時３０分～１５時
　 奈良地域ケアプラザ　　 区内在住の人 
３０人 　 １１月１１日から　 で、奈良地域ケ
アプラザ( 　９６２-８８２１)へ。　　　 高齢者
支援担当 　 ９７８-２４４９　  ９７８-２４２７

　 １１月１７日(日)１０時～１２時３０分
■本の病院～大切な本をよみがえらせよう～■

■①奈良町第三公園 ②奈良山公園

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） 

■当日受付教室 バランスコーディネーション
　 １１月１５日・２２日・２９日(金)各１５時～
１６時　 　　各２０人　 　　各６００円  
　 動きやすい服装、タオル、飲み物

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）
休館日：毎月第３火曜

■春風亭小朝独演会
　 ２０２０年１月２５日(土)１４時～１６時　   
　 ６００人  　 ３,６００円(全席指定)  
　 １１月１２日１０時から

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）

■エレナのおはなし会～英語で絵本を
　読んだり一緒に歌おう！楽しい工作も！～
　 １１月２９日(金)１０時～１１時　
　 未就学児と保護者

　 ８２０円  　 動きやすい服装、飲み物、バ
スタオル  　 １１月２２日から       
※生後２１０日までの子は同伴可

令和２年度入所説明会日程のご案内

クラブ名称/所在地 電話番号 入所説明会日程

●桂台学童保育ちびっこの家
　桂台１-８-３９

１２/７、１/１１(土)各１０時から９６１-３１６６

●すすき野・あざみ野学童保育
　元石川町３７９４

１１/３０(土)１４時から
１２/１４、１/２５、２/２９(土)各１０時から９０２-８３７７

●もぐら学童クラブ
　あざみ野３-２５-６

１１/１６、１２/７、１/１８(土)
各１０時３０分から９０３-１７７２

●こどもの国学童クラブ
　奈良１-３-２ビクトリア奈良３０１ １/２５(土)１３時から９６１-０８９９

●ナザレ幼稚園からんこ山放課後児童クラブ
　寺家町６０８ １２/７・１４(土) 各１０時３０分から

　からんこ山放課後児童クラブ

９６１-０１２９

●ナザレ幼稚園放課後児童クラブ
　鴨志田町１２６４ ９６１-０１２９

●山内学童保育所
　あざみ野２-２-５ 第三星野ビル３０２ １１/２４(日)１４時から９０５-５２８８

●ピッピ学童保育となりのいえ
　市ケ尾町７１９-８ 森ビル参番館

１１/１６、１/１１(土)
各１０時３０分から３４２-７０８７

●藤が丘ひまわり学童保育
　藤が丘２-３-１桂ビル１０３

１１/１６(土)９時３０分～１１時３０分 ひまわり祭内
にて開催、１２/８(日)１０時から、１３時から
※定員が埋まった場合、２回目は開催されない場合があります。

５３２-９６４８ 

●学童保育室ぺんぎん
　市ケ尾町１０７５-２ プラネット１０１

個別対応いたします。ご希望の場合は
ご連絡ください。(申込受付は１１月１日から)４８２‐５７０５ 

●三陽幼稚園もみの木学童クラブ
　上谷本町７２２ １１/２０、１/１５(水)各１５時３０分から９７３-２７１１ 

●もえぎ野学童クラブmoimoi 
　もえぎ野１-１８ 第二田中ビル３階 １２/８(日)１０時から９７１‐８０７８

●パレット学童保育室いるかくらぶ
　市ケ尾町１１５２-１５オークタス蕪木１０５

１２/７、１/１１、２/１(土)各１０時から　  いるかくらぶ
１２/２２(日)１０時３０分から 
　青葉公会堂リハーサル室

９７２-０１９１

●たまプラーザ学童保育クラブ
　美しが丘２-２１-１第二キングビル３０１ １１/２４(日)１１時から８７８-４７４４

１１/２４(日)１１時から９０３-０８３１●あざみ野学童保育所
 　あざみ野２-９-２２ あざみ野ゆうビル２０４、２０５

●学童保育市ヶ尾ちびっこの家
　市ケ尾町１６３５-１３ ９７３-３７３９ １２/１４(土)１４時から

※説明会の会場は各クラブです。
　問合せ・申込みは直接各クラブへ。
※★印がついているクラブは、現在
　スタッフを募集中です。

学校連携・こども担当 　  ９７８-２３４５  　９７８-２４２２

区内放課後児童クラブ

詳しくは各クラブにお問い合わせください。

★

★

★

★

★

★

★
★

★

★

★

■乳幼児歯科相談
　１２月１６日（月）９時３０分～１０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。

■令和元年度子ども・家庭支援相談 公開講座
　スマホ(ネット)・ゲーム依存の子ども
   との向き合い方
　１２月３日(火)１０時～１２時  　 区役所４

■こどもの食生活相談
　１１月１３日・２７日(水)各９時～１１時(相談
時間は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。

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。 

■パパの子育て教室
　 ①土曜開催 ②平日開催
　 ①１２月７日(土)９時３０分～１１時３０分 
②１２月２５日(水)８時５０分～１１時３０分
　 ①青葉区地域子育て支援拠点ラフ―ル 
②福祉保健センター１階 　   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 ②３０組 　 育児体験実
習（沐浴、妊婦体験、衣類交換）ほか 　 １１月
１５日までに青葉区  　　  　 子育て支援
担当 　９７８-２４５６　  ９７８-２４２２

■親子でいっしょに絵本を楽しもう!
　 １１月３０日(土)１３時３０分～１４時
　 未就学児の親子

留守番電話の常時設定や迷惑電話防止
機能付き電話機の導入が効果的!!

詐欺の始まりは
電話から!

詐欺の始まりは
電話から!

■ニコニコピカピカ１歳児
　～１歳児の歯の教室～
　 １２月１９日(木)  　福祉保健センター
１階⑬番  　２０１８年１１月～２０１９年１月
生まれの子と保護者 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  　１１月１３日８時
４５分から青葉区　 か 　で健
康づくり係（　 ９７８-２４４１ 
　 ９７８-２４１９）へ。

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）
　１１月１５日・２２日、１２月６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

まつざき たかのぶ



■エレナの英語でクッキング
 ～コスタリカ料理を一緒に作りましょう～
　 １２月１１日(水)１０時～１３時  　９人
　１,０００円(材料費含む)　　　　　 を
明記し、 　か　 か 　 １１月３０日

■季節の思い出を１７音でつぶやき
　ましょう～はじめての俳句教室～
　 １２月１３日、２０２０年１月１０日、２月
１４日(金)１３時～１４時３０分 全３回
　１５人　  １,５００円(全回分)
  　　　　を明記し、　 か 　か　  １２月
１日

■若草台クローバーカフェ
　～押花のキーホルダーを作りましょう～
　 １１月２２日(金)９時４５分～１１時３０分
　１５人　  １００円(飲み物付き)
　１１月１２日から　 か 　

■リフレッシュ体操
　 １２月１７日～２０２０年３月１７日の火曜
(第２火曜・１２月３１日を除く)１３時～１４時
３０分 全１０回　   中高年 ２０人  
　２,０００円(全回分)
　 １１月１１日から

■大人も食べたい！横浜マイスターと 
　はまポークで作るクリスマスのテリーヌ
　１２月１８日(水)１０時～１２時３０分　  
　１６人  　１,８００円　  　　　  を明記
し、　 か 　か　  １１月２７日

■クリスマスワークショップイベント
　かわいいクリスマスリースなど
　 １２月８日(日)１０時～１２時(最終受付
１１時３０分)  　小学生以下(未就学児保
護者同伴) ５０人  　３００円
　 作品持ち帰り用袋
　１１月１１日１３時から　 か

■はがき絵講座
　年賀状を作ってみよう。
　 １１月２８日(木)１３時３０分～１５時
　１５人　  ５００円　　エプロン、筆拭き
タオル  　１１月１１日から　 か

　１５人　  １,５００円
　１１月１２日から　 か

■奈良地区センターまつり 第20回記念
　チェロとピアノのコンサート
　１１月１６日(土)１４時３０分～１５時３０分
　上履き　  　　※駐車場利用不可

■山内地区センターまつり
　 １１月１６日(土)・１７日(日) 各１０時～１６時   
　日頃の活動の発表、作品・寄贈品バザー
等 　　　※１１月１４日１２時～１７日はセ
ンターの通常利用不可。詳細は要問合せ

■健康寿命をのばしましょう
　～ホームパーティを楽しむドリアと
　ドーム型ケーキなど～
　１２月１８日(水)１０時３０分～１２時３０
分　  １６人 　 １,０００円
　１１月１２日１０時から　 か

■クリスマス親子エコ工作教室～太陽
　光で輝くクリスマスツリーを作ろう～
　１２月１日(日)９時４０分～１１時４５分
　 小学生と保護者 １２組  　５００円
　 工作(３０センチメートル)を持ち帰る袋
　１１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

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）

■わんぱくホリデー「わんぱくクリスマス
　クッキング」～乳製品を使った、カルシ
　ウムたっぷりの軽食作り～
　１２月２５日(水)１３時～１５時
    小学生 ２１人  　３００円
　１１月１１日１０時から　 か

■おはなしのゆりかご
　人形、絵本、手遊びほか
　 １２月２日・１６日(月)各１１時１０分～１１
時４０分　  未就学児の親子

■奈良地区センターまつり
　なしかちゃんも遊びにくるよ！
　 ①１１月１６日(土) ②１１月１７日(日) 各１０
時～１５時  　 上履き   　作品展示、①舞
台発表 ②バザー(なくなるまで)、地区セン
わくわくホリデー(１０時～１４時３０分)、ミ
ニ白バイにまたがって制帽被って写真を撮
ろう！ミニ四駆・魚釣り等　　　  ※両日と
も駐車場利用不可。１１月１５日～１７日は図
書の返却のみ(市立図書は貸し出しも可)

■干支の折り紙
　 １１月２７日(水)１３時３０分～１５時
　１５人　  ４００円 
　カッター、定規、のり、はさみ
　１１月１１日から　 か

〒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

■シャカシャカクリスマスカードを
　作ろう～大切な人へプレゼント～
　 １２月１４日(土)１０時～１１時３０分
　 小学生 １０人 　 ３５０円
　　　　  を明記し、　 か　 か　 
１１月２８日

■おやこリトミックのクリスマス
　ピアノのリズムに合わせて親子で楽しもう
　 １２月２１日(土)①１０時～１０時４５分
②１１時～１１時４５分  　①１歳６か月ま
で ②１歳６か月～１歳１１か月の子と保護
者 各１０組　  各５００円(保険料含む）
　１１月１２日から　 か

■わんぱくホリデー「チョークアートで
　クリスマスボードを描こう！」
　１２月７日(土)１０時～１２時  　小学校
３年生～６年生 １６人　　６００円
　　　　 、学年、性別を明記し、　 か 　
か　  １１月２８日

■住まいの修繕学校
　「フローリングの傷の直し方」
　 １２月７日(土)１４時～１６時　
　 １６人  　５００円　
　１１月１１日から　 か 　か

■アーティフィシャルフラワー講座
　～お正月のリース飾り～
　 １２月１０日(火)１０時～１１時３０分　  
　１６人　  １,８００円
　１１月１１日から　 か 　か

■第２回手作りお菓子講座
　～クリスマスの切り株ケーキ～
　 １２月１９日(木)９時３０分～１２時３０分
　１２人　  １,８００円(全回分、保険料含む) 
　 三角巾、エプロン、手拭きタオル、持ち帰
り用袋 　 １１月１１日から　 か 　か

■クリスマスロビーコンサート
　 １２月１４日(土)１４時～１７時

■コフレティー～美味しい紅茶とお菓子作り～
　天板チョコレートケーキ
　１１月２１日(木)１０時～１３時　　１６人 
　１,２００円　　１１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

■腸内フローラのお話
　腸を活性化する食事、運動法を紹介します。
　 １２月１０日(火)１３時３０分～１５時３０
分　  ３０人  　５００円
　１１月１１日１０時から　 か

■かやのき祭り
　 １１月１７日(日)１０時～１４時
　模擬店、ステージ発表、作品展示
　　　※駐車場利用不可 

〒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

■「パワーコーラスマチサガ！」の
　クリスマスコンサート
　１２月１３日(金)１４時～１５時

〒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

おい

きんさ

■ノルディックウォーキングをはじめよう！
　１２月７日・１４日(土)ほか１日 ９時３０
分～１２時 全３回　  ２０人  　１,０００円
(全回分、保険料・専用ポールレンタル代含む)
　１１月１１日１０時から　 か

■クリスマス・ジャズコンサート
　 １２月１９日(木)１８時３０分～１９時３０分  
　１００人 　１１月１１日１０時から　 か

■書初め教室
　 １２月２６日(木)・２７日(金)１０時～１１時
３０分 全２回  　小学生 １０人    ３００円
(全回分)  　１１月１１日から　 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～食事・口腔ケア編～
　 １２月１７日(火)１０時～１１時３０分  　２０
人  　１１月１１日１０時から　 か

■第４回 丘の上音楽祭～芸術の秋に、
　音楽と共に過ごす一日～
　１１月２３日(祝・土)１０時～１５時３０分  　
　７０人　 　   　 ※駐車場利用不可

■はつらつ体力チェック 高齢者向け
　 １２月１日(日)(１)１０時から (２)１１時か
ら (３)１３時３０分から　  各１５人
　動きやすい服装、眼鏡、上履き、飲み物
　１１月１１日から　 か

■パパの子育て講座
　 １２月７日(土)１０時３０分～１２時
　０～３歳の子がいる夫婦 １５組
　子育てを夫婦で乗り越える工夫
　 １１月１１日から　 か

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

■お正月料理教室
　～近茶流懐石講師に習うおせち～
　 １２月２日(月)９時３０分～１３時　  １２人  
　１,０００円(材料費含む)　　　　  を明
記し、　 か 　か　  １１月２４日

〒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

■認知症実例講座
　「認知症の妻との暮らし」
　 １１月２３日(祝・土)１３時３０分～１５
時３０分　  ４０人　   １１月１１日から 
　  か　 か　　　 を明記し、

■手作りシュトレン
　 １１月２４日(日)１０時～１２時
　高校生以上 ２０人  　１,２００円
　１１月１１日から　 か

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

■ボッチャを始めてみませんか
　１１月２７日(水)、１２月１４日(土)・２５日
(水) 各１０時１５分～１１時４５分
※共催：大場地域ケアプラザ

■パン作り入門講座
　①クリスマス・シュトレン
　②ショコラシュトレン
　１２月６日(金)①１０時～１３時 ②１４時
～１７時  　各８人　  各１,７００円

■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 あざみ野編」
　 １２月１４日(土)１３時３０分～１５時３０分
　 ４５人　   ５００円  　１１月１１日から
　 か 　か　 　　を明記し、

■干支の置き人形つくり
　 １１月２７日(水)９時～１２時　　　　
　２０歳以上 １０人　  １,２００円(材料費)
 　筆記用具、裁縫セット、飲み物
　１１月１１日から　 か

■３B体操 体験会
　 １１月２５日(月)１３時３０分～１４時３０
分 　 高校生以上　  ５００円 　 動きや
すい服装、上履き、飲み物 　　  か

■もしものための日赤救急法
　 １１月３０日(土)１３時３０分～１５時３０
分 　１８歳以上 １０人 
　 １１月１１日から　 か

　　　　 、年代、性別、「①か②」を明記
し、 　 か　 １１月２６日

■中国結びでクリスマスリースを作ろう
　 １１月２６日(火)１３時３０分～１５時３０分

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

■おとなのための絵本コンサート
　 １２月１日(日)１３時～１５時  　小学生
以上　   上履き、飲み物 　　  か
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全１０回  　１６歳以上 各１５人　  ５,０００
円(全回分、保険料含む)  　　  か　　　 、 
　 、学年、性別、希望時間帯を明記し、　
１１月１６日～３０日

■のしもちづくり
　 １２月２１日(土)・２２日(日)各①１０時３０分
～１２時 ②１２時～１３時３０分  　小学生
と家族 各９組　　各１組 ３,６００円(保険料
含む)   　　 か　 　　、　 、学年、性別、
参加希望日を明記し、 　 １１月２０日 　 

■クラフトづくり～クリスマス飾り～
　 １２月１８日(水)・２０日(金)各１５時～１６
時３０分　  小学校３年生以上 各１５人 
※２年生以下は保護者同伴で参加可
　８００円(保険料含む、焼き芋付き)
　 　か　 　　、　 、学年、性別、参加希望
日を明記し、 　 １１月１５日

■フライデーヨガⅢ期
　 １２月６日～２０２０年３月６日の金曜
(１月３日・３１日除く)全１２回 ①１５時１５分
～１６時１５分 ②１６時４０分～１７時４０分
　２０歳以上の女性 各２０人  　４,０００円
(全回分、保険料含む) 　 ヨガマット、飲み物
 　　　　、　 、「①か②かどちらでもよい」
を明記し、 　か　 か 　 １１月２１日

■たき火で焼き芋
　 １１月２５日(月)・２７日(水)・２８日(木)･
２９日(金)、１２月２日(月)･３日(火)･１０日
(火)･１１日(水)各１４時～１５時３０分  　子
どもと保護者 ※小学校３年生以上は子ど
ものみ(友達とペア)の参加可 各１５組３０
人　   各２人１組 ５００円(保険料含む)
　１１月１１日から３日前までに■大人の学習講座～パート１５０万の壁～

　 １２月７日(土)１２時３０分～１４時３０分
　 ２０歳以上 ２０人　  ３００円
　１１月１１日から 　か

■おはなし☆パラダイス
　親子で楽しむおはなしの時間
　 １１月１９日(火)１０時３０分～１１時 
　 幼児と保護者 ２０組

■冬のお笑い教室
　プロの指導で落語の基礎・表現を学びます！
　 １２月１日(日)１３時～１５時、１２月８日・
１５日(日)各１０時～１２時、発表会２０２０
年１月１１日(土)１１時～１２時３０分 全４回
　 小学生以上 １０人　  １,５００円(全回
分)  　筆記用具、ノ－ト、扇子、手ぬぐい
 　　　　、学年、性別を明記し、 　か　 
１１月２５日

■～こどもから大人まで楽しめる～
　クリスマスコンサート
　 １２月５日(木)１０時～１２時　  ２５人
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■世界の言葉１日入門講座 第４回ポーランド語
　１２月１４日(土)１４時～１６時 　 ４０人
　５００円(学生２００円)  　１１月１１日か
ら　 か 　か　　　 を明記し、

■ヨガ入門３期
　 ２０２０年１月８日～３月１１日の水曜 １０
時～１１時３０分 全１０回　 １６歳以上 ２５
人  　５,０００円(全回分、保険料含む)　
　 　 か　　　 、 　、学年、性別を明記し、
　  １１月１６日～３０日

■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 　

■さわやかスポーツデー
　小さい子から高齢の皆さんまで大歓迎！
　１２月１日(日)１０時～１２時
　 運動しやすい服装、室内用シューズ
　 ボッチャ、輪投げなど
※協力：青葉区さわやかスポーツ普及委員会 

■こんにゃく作り教室
　１２月７日(土)９時～１１時　  青葉区・緑
区在住の人２０人(子連れ不可)　 １,５００円 
　　　　  、 　を明記し、 　か　 か　 
１１月２２日

■血管年齢測定
　１２月１日(日)１０時～１２時
※協力：横浜市保健活動推進委員

■年末年始用フラワーアレンジメント
　①クリスマス用飾り ②正月飾り
　 １２月７日(土)①１０時～１２時 ②１３時
～１５時  　高校生以上 各１５人   　材料
費実費(２,０００円程度、要問合せ)  　ワイ
ヤーカット用はさみ、ボンド、作品持ち帰り
用袋  　１１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〒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

■折り紙で作るクリスマスリース
　 １１月２１日(木)１０時～１１時３０分  　１５人
　３００円　  １１月１１日から　 か

■[親と子のつどいのひろば あそびんご合同企画]
　はらっぱであそぼう！
　 １１月１５日(金)１０時３０分～１２時
　親と子のつどいの広場あそびんご(集合)
(奈良５-１-１０)    ０～３歳くらいの子と保
護者１５組  　タオル、飲み物、ビニール
袋、虫よけ  　 １１月１１日から　 か

■クリスマスコンサート♪♪
　～フルートアンサンブル～
　１２月２１日(土)１５時～１６時３０分　  ５０
人(子連れ可)　  ２００円　  クリスマスメ
ドレー、Let It Go、くるみ割り人形ほか
　 １１月１１日から　 か

　１１月２０日、１２月４日(水)各１０時３０
分～１１時　  親子 ２０組

■えだにし科学実験隊２０１９
　第３回 音の通り道って？？
　音の伝わる仕組みを、調べてみよう！
　１２月２２日(日)１３時３０分～１５時
　 小学生 ３０人　  ２００円(保険料含む)
　１２月１日から　 か

■おはなしの部屋
　①１１月１３日(水)１５時３０分～１６時 ②１１
月２７日(水)１０時３０分～１１時 　①大型絵
本「こすずめのぼうけん」ほか②パネルシア
タ－「すてきなぼうしやさん」ほか

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

青葉台コミュニティハウス「本の家」

■おんがくの部屋
　ギターアンサンブルコンサート
　 １２月１日(日)１０時３０分～１１時３０分
　 静かに音楽が聴ける人 ８０人　  
　１１月１１日から　 か

青葉区社会福祉協議会
〒225-0024 市ケ尾町1169-22　　
　972-8836　　972-7519
　info@aosha.jp

■青葉ふれあいまつり２０１９
　 ①参加者募集 ②ボランティア募集
　 １２月１４日(土)１０時１５分～１４時１０分
　 青葉スポーツセンター  　 スポーツ体験、
ダンス、演奏、作業所製品販売 ほか　　①
②　 か　 か、 　と　 を明記し、　 か

■①精神障害者のための土曜サロン
　②発達障害者のための土曜サロン
　①１１月１６日(土) ②１２月７日(土)各１３
時３０分～１５時 ※時間内出入り自由

■①就労相談②医療相談
　 ①１１月２１日(木)１４時から②１１月２２
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。  　 　か

■秋祭り・文化祭・フリーマーケット
　１１月２３日(祝・土)１１時～１５時３０分
　１００円(いも煮会参加費)
※作品展示は、１１月１９日～２４日

■ひよこの会
　１１月３０日(土)１３時３０分～１５時
　発達障害児の保護者の交流会

■医師に聞く！本当はこわい眼の病気
　 １１月２７日(水)１４時～１５時　  ２５人
　 白内障を中心に手術内容や術後のケア
など ※個別相談あり　  
　１１月１１日から　 か

■人生１００年時代 「今」から知って
　おきたい介護・相続のこと
　～４０代から考える自分と親のために～
　 １２月７日(土)１４時～１５時３０分  　２５人
　 筆記用具  　１１月１１日から　 か

〒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

■折り紙でサンタをつくろう！
　～クリスマスカードもできます～
　 １２月１日(日)１０時～１２時

■手しごとカフェ＠えだ
　アロマストーンのオーナメント
　 １１月２５日(月)１０時～１１時３０分
　２０人 　 １００円(３個分) 　 持ち帰り
用袋(マチのあるもの)     　　　※美しが
丘西地区センターRoseカフェコラボ企画

田奈恵みの里
〒227-0064 田奈町52-8 ＪＡ横浜田奈
支店　　981-1811　　981-1839
　tanamegumi_１９９９@yahoo.ne.jp

　茶まんじゅうの実演販売ほか
　 １１月２３日(祝・土)・２４日(日)各９時～
１５時 ※２４日は１４時終了

秋の地産地消イベント

■アフタヌーンコンサート
　ジャズギターで素敵な午後を
　 １２月７日(土)１５時～１６時　  ４５人
　 １１月１１日から　 か

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

■子育て相談
　１１月１４日･２１日･２８日、１２月５日(木)
各９時３０分～１１時３０分  　親子 各２０
組

■ライヤークリスマスコンサート
　 １２月１４日(土)１０時３０分～１１時３０分
　 静かに音楽が聴ける人 ２５人
　１１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）

〒227-0064 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

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

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

■出前サロンｉｎ①荏田②さつきが丘
　③市ケ尾④奈良⑤美しが丘
　 　メンタルの相談、交流の場の出前
　①１１月１２日(火)②１１月１５日(金)③１１
月２０日(水)④１１月２７日(水)⑤１１月２９日(金)
各１４時～１６時 　 各地域ケアプラザ

■げんきDEあんしんカフェ第６回
　１１月１８日(月)１０時～１１時３０分
　２０人

■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

■おもちつきと正月遊びを楽しもう
　 １月１３日(祝・月)１０時～１４時３０分　  
　 小学生と家族 ４５人　　中学生以上
２,０００円、小学生１,５００円、３歳～未就学
児８００円、２歳以下１００円(保険料含む)
　　 か　　　 、 　、学年、性別を明記し、
　 １１月２０日

■骨盤調整３期
　 １月９日～３月１２日の木曜①９時３０分
～１０時２０分②１０時４５分～１１時３５分

※協力：荏田地域ケアプラザ、たまプラーザ地域ケアプラザ

■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）  　

■障害者週間キャンペーン
　１２月２日（月）～７日（土）　
　講演会「知的・発達障害のある子どもの
特性と接し方」
　 １２月７日(土)１４時～１６時　  区内在
住の人 ５０人 　　  か、 　と　 を明記し、
　 か
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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

(11月26日、12月14日を除く)　  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）

１１月１６日(土)１４時開演　  ５０人
バイオリン：黒岩賢人、大久保薫子、加藤由彩、佐藤花奏、清水咲、長島安里紗
ビオラ：日下水月 ピアノ：吉崎理乃、馬場彩乃       　か　 

　

若手演奏家インキュベーション・プログラム２０１９年度採択企画
０歳から楽しむ！～秋の音楽会～

〒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

〒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　 　
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

みんなでつくるあったかクリスマス

  ①１１月２４日(日)②１２月８日(日)各１２時～１２時４０分　　①ファミリー男声合唱団
②恩田美佳(フルート)、鎌田美穂子(箏)、大井郷誉(ピアノ)、北川恭子(ピアノ)

  １１月３０日(土)・１２月１日(日)各１１時～１５時(材料が無くなり次第終了)
４歳以上、未就学児保護者同伴、大人のみの参加も可　  材料費一部有料 
木の実やフェルトを使って楽しいクリスマス飾りをつくるワークショップ

あざみ野寄席２０２０ 新春！金原亭馬玉独演会
  ２０２０年１月１２日(日)１４時開演　　小学生以上(未就学児不可) １２０人
１,５００円(小・中学生１,０００円)　　金原亭馬玉(落語家)、翁家和助(曲芸師 太
神楽)　　１１月１１日から　 ( 　９１０-５７２３)か　 (１階窓総合受付) 

【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２６日(火)１４時～１４時３０分  　５０人　  ５００円(０歳児から必要)
ピアノ：木下真央　バイオリン：松尾茉莉　クラリネット：櫻田はるか
１１月１１日から　 か、  　　　、参加人数、子の　 、ベビーカーの有無を明記し、 　で

１２月１４日(土)１１時開演、１４時３０分開演　   全席指定１,５００円 ※３歳
以上入場可  　  構成･司会：浅野高瑛　演奏：浅野高瑛とハートフル・フレンズ
うた：安士百合野   　か　 か

＊障害児子育てサロン
　

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 １１月１６日(土)、１２月１０日(火) ②荏田コミュニティハウス １１月２７日(水) 
③ １１月２９日(金) 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)
１１月１２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

■こどもの国マルシェ

フィリアホール　ミュージックアカデミー・プログラム
ショーケース・コンサート２０１９

　「未来にはばたくドリームコンサート」「フィリアホール室内楽アカデミア」
修了生による、室内楽コンサートをリハーサル室で初開催！

フィリアホール　キッズ＆ファミリー・プログラム
親子のためのワンダー･キンダー･クリスマス･コンサート２０１９
見て、聴いて、触れて、ときめく子どもたちとの聖夜

※詳細は【HP】参照

①１１月１３日(水) ②１１月１５日(金)各１０時～１２時
①すすき野地域ケアプラザ ②恩田小学校

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「ケアプラザのおもちゃであそぼう」&クリスマス工作
②「運動会ごっこ」くるりんマットやボールプールであそぼう

＊パパ・プレパパ向け企画「家族であそぼう」
　　  １２月７日(土)１３時３０分～１４時３０分 　 当事者同士の交流と情報交換

＊プレママ向け企画

① １１月１９日(火)１４時～１５時 ②　  １１月３０日(土)１４時～１５時
③ １２月４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

＊ふたごみつごあつまれ

くろいわ けんと おおくぼ ゆきこ かとう ゆさ さとう

よしざき あやの ばば あやのくさか みづき

きのした

やすし

おんだ みか かまた みほこ そう

おきなや わすけ

おおい さとよ きたがわ きょうこ

ゆりの

あさの こうえい

まお まつお まり さくらだ

かなで しみず さき ながしま ありさ

TP２０１９(　 ０９０-９８５４-６７２３  　harukakv６２２@yahoo.co.jp)へ。

きんげんていばぎょく

　     １１月１４日(木)１１時～１２時 　  障害児を育てている家族、障害のある保
護者  　 当事者同士の交流と情報交換　ゲスト：先輩ママ
 　前日までに　 か

　　     １１月１６日(土)１１時～１１時３０分 　  多胎児を育てている家族 
　 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

　　　　青葉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！今、新たなドビュッシーの地平が開かれる！

三浦友理枝 ドビュッシー・ピアノ
作品全曲演奏会 第１回
　１２月７日(土)１７時開演 　　区内在住の人 ４組８人
(Ｓ席４,０００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。１１月１９日
※１人１回の応募のみ有効。抽選結果は１１月２８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。 ▲三浦友理枝

みうら ゆりえ
土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

第15回 区民交流センターまつり
～田奈から広がる地域の和・世界のわ～
地域交流・国際交流など、さまざまな企画がめじろ押し！

地域の活動団体、地元の中学生・大学生のステージ発表もあります。
　11月23日（祝･土）10時～15時 ※荒天時は屋外イベントのみ中止の場合
あり  　青葉区区民交流センター（東急田園都市線「田奈駅」徒歩1分）
ステージ発表、模擬店、もちつき、野菜・花苗の販売、お茶席、白バイ乗車体

験、国際交流、リユース文庫本の配布ほか  　区民交流センターまつり実行委
員会事務局 　 978-3327　  972-6311

12月１日(日)は区民デー 今年も区民デー（こども入園無料）を企画していただきました！

第15回 区民交流センターまつり

ご招待

〒227-0036 奈良町700　　961-2111　　962-1366     http://www.kodomonokuni.org/
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）　
※駐車場と周辺道路が大変混雑しますので、電車・バスの利用をお願いします。  ※行事の詳細は　 参照

10～15時 ※雨天の場合一部中止
皇太子記念館・中央広場ほか

12月１日（日）限定
区民デーこども入園招待券

切り取って区民デーに遊びに行きましょう！
１枚で中学生以下の人、１人無料で入場できます。 ※コピー不可

12月１日（日）限定
区民デーこども入園招待券

切り取って区民デーに遊びに行きましょう！
１枚で中学生以下の人、１人無料で入場できます。 ※コピー不可

１1月10日（日）9時30分～16時
中央広場（雨天中止）

■スノードーム工作
１1月17日（日）・23日（祝・土）・24日（日）

各10時30分から、13時から、14時30分から
　児童センター　  各15人  　各400円

■もみじのかざぐるま
11月23日（祝・土）・24日（日）・30日（土） 各10時

～15時　  白鳥湖ボートのりば前（雨天中止）  　
　もみじをかたどったかざぐるまの無料工作

入園招待券で中学生以下の人は無料

こどものまち ～ゆめゆめシティ～
まちのお店は売る人も買う人も子どもたち。当日受付で「住民票」をもらい、
このまちの住人になると遊ぶことができます。集めた木の実や、持ってきた
おもちゃを、まちで使えるお金「チャイル」と交換して、買い物などができます。

12月１日（日）は「こどもまつり2019」

切
り
取
り
線

青葉区社会福祉協議会 972-8836 972-7519

善意銀行への寄付
株式会社朝日様、株式会社イトーヨーカドー 労働組合 たまプラーザ支部様、
あざみ野まつり実行委員会様　ありがとうございました。

５００人(買い物のみ)

広報テレビ番組「あおバリューＴＶ from 丘の横浜」を放映！
テレビの感想を書いて「なしかちゃんトートバッグ」をもらおう！
※先着30人

青葉区役所ブースもあるよ！

12月１日（日）限定
区民デーこども入園招待券

12月１日（日）限定
区民デーこども入園招待券

切り取って区民デーに遊びに行きましょう！
１枚で中学生以下の人、１人無料で入場できます。

切り取って区民デーに遊びに行きましょう！
１枚で中学生以下の人、１人無料で入場できます。

「こどもまつり2019」では、ほかにもか
ざぐるま工作や焼きマシュマロ、落ち葉
のプール、企業ブースなど楽しいイベ
ントが盛りだくさん！！ 詳細は　 参照

枚で中学生以下の人 人無料で入場で ※コピー不可 の人 ※コピー不可

取

線

切

取

線

切
り
取
り
線

122月月月１日日1212月１日（日（日日日））（日 限限限限限限定限定
デ こど 券デ こども入 券区区区民民民デデーデーーここどももも入園入園園園招招招待招待待券券券入園区民デーここども入

12月1222月月月１日日日12月１日（日（日日日））（日）（日）限限限限限限定限定限限定
デ こども入園招待券デ こども入園招待券区区区民民民デデーデーーここどもどもも入入園園園招招招待招待待券券券区民デーここども入園

切り取って区民デーに遊びに行きましょう切切切りりり取っ取取取取ってって区て区区民民民民デ民デデデーデーーににに遊に遊に遊び遊びびにににに行に行き行行行きききまましょしょょうょうて区 に遊びに行区民 ！
学 以１枚で中学生以下の人、１枚で枚枚でで枚でで中中学生中学学生以下生以以以下の下の人のの人人、 無料 場１人無料で入場できます。１人人無無無無無無無人無無無無無料無料料料で料料でで入料で入で入場場場入場ででで場でできききますまます。すす。。

きび切り取って区民デー切切切りりり取っ取取取取ってって区て区区民民民民デーに遊びに行きましょう民デデデーデーーににに遊に遊に遊び遊びびにににに行に行き行行行きききまましょしょょうょうて区 に遊びに行 ょう！
学 以１枚で中学生以下の人、１枚で枚枚でで枚でで中中学生中学学生以下生以以以下の下の人のの人人、 す。すきで入無料１人無料で１人人無無無無無無無人無無無無無料無料料料で入場できます料料料でで入料で入で入場場場入場ででで場でできききますまます。すす。。

ダウンロードした入園招待券は無効です



１２月１５日（日）１３時３０分～１５時３０分
アートフォーラムあざみ野　  ２００人
　 で健康づくり係へ。
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取組紹介　　　　　　　生活支援センターほっとサロン青葉は、市内各区に１つずつ設置されている、精神障害者の自立、社会参加や社会復帰を支援するための施設です。
病気や障害があっても自分らしく生活するためには、相談できる人を持つことや、地域の理解も必要です。地域に精神保健の理解を広めることを目的として、フリー
マーケットやお祭りなど、さまざまな交流活動を行っています。

　毎月、区内の各地域ケアプラザで出前サロンを行っています。
お茶やお菓子を片手にほっとできる場所です。今年から、生活に
すぐに役立つ「一人暮らしの食生活」「金銭管理」「お金が苦しく
なったら」など、障害福祉制度やサービスなどについて「情報提
供講座」として紹介する時間を作りました。
　お悩み当事者の人でも、家族の人でも参加歓迎です。どこに相
談したらいいんだろう、そ
んな気持ちにもスタッフ
の精神保健福祉士が丁寧
に答えます。ぜひお気軽に
お越しください。

障害者支援担当　　978-2453　　978-2427

　「障害があってもなくても、住み慣れた地域で暮らし続ける」そのた
めにはどんなことが必要でしょうか。生きづらさを抱えている人々に
向けて地域で行っている取組を、自立支援協議会地域づくり部会の
メンバーがシリーズで紹介していきます。

　 荏田西２-１４-３ハーモス荏田2階 　  ９１０-１９８５　  ９１０－０１０６
休館日：月曜、居場所利用：10～19時、相談時間：10～17時

～あおばに住んで、健康、長生き！～

健康長寿は
お口から

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。

　「オーラルフレイル」（口腔機能の衰え）は、ささいな変化
から始まります。口腔機能の衰えは全身の衰え（フレイ
ル）とも大きく関わっています。

「オーラルフレイル」とは何か？早めに気づき対応できるよう、ぜひこの機会に
学んでみませんか。

※共催：青葉区歯科医師会

「フレイルって何？
オーラルフレイルって何？」
飯島勝矢さん
（東京大学高齢
社会総合研究
機構教授）

「お口と健康寿命の関係
～オーラルフレイルの視点から～」
平野浩彦さん
（東京都健康
長寿医療センター
歯科口腔外科部長）

やさしいヨーガ
やさしい社交ダンス 
ビューティーパワーヨーガ 
背骨コンディショニング
フラダンス教室[全２クラス]
気功・太極拳(火曜)
ピラティスナイト
バドミントン教室G
ダイエット塾
元気講座 １００エイジ
気軽に脂肪燃焼＆シェイプ
気功・太極拳(水曜) 
卓球教室[全２クラス]
ピラティス[全４クラス] 
バレエ教室[全２クラス] 
ヨーガ(木曜) 
卓球教室
ビューティーバレエ＆ストレッチ
美容系ヨーガ[全２クラス] 
はつらつ体操 
パワーヨーガ
やさしいトレーニング
背骨コンディショニングⅡ

月
月
火
火
火
火
火
火
火 
火
水
水
水
木
木 
木
木
金
金
金
金
土
土

１１:４５～１２:４５
１５:１０～１６:３０
９:００～１０:００
１０:００～１１:００
１３:００～１５:４０
１３:００～１４:３０
１９:３０～２０:３０
２１:１５～２２:４５
２１:００～２２:００
12:００～１２:５０
９:００～ 0９:５０
１２:３０～１４:００
１３:００～１６:５０
９:００～１３:４５
１０:１０～１２:５０
１０:２０～１１:２０
１３:００～１４:５０
９:００～１０:００
１０:１５～１２:３０
１３:００～１４:３０
１５:１５～１６:１５
１０:１０～１１:１０
１１:２０～１２:２０

大人教室 曜日 時間
親子体操教室[コスモス]
子供バレエ[全４クラス]
プレ親子リトミック
親子リトミック教室[ミント] 
幼児体操教室[全２クラス] 
子供バレエ[全２クラス] 
キッズダンス水曜[全３クラス] 
はじめてキッズフットサル教室 
子供バレエ[全２クラス] 
空手教室[全４クラス] 
キッズダンス木曜(初級)
親子リトミック教室[バニラ] 
幼児運動塾
子供体操教室
子供フラダンス[ハイビスカス] 
キッズダンス金曜(初中級) 
キッズダンス土曜(初級) 
ジュニア卓球クラブ
ジュニアバドミントンⅠ 
ジュニアバドミントンⅡ・Ⅲ
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子ども・親子教室 曜日 時間

詳しくはホームページでご確認ください。

今月ご紹介するのは…
青葉区生活支援センター ほっとサロン青葉の取組

出前サロン～「情報提供講座」始めました～
　日曜名画座は、毎月第３日曜14時から行っている取組です。
　「こんないい映画をやるなら、皆に知ってもらわないともったいな
いね」、日曜名画座の帰りがけのお客様の声です。ほっとサロン青葉
では地元の人の寄付で集まったＤＶＤで映画上映会を行っていま
す。大きなスクリーンで見る映画は大迫力！
　この取組は、「ほっとサロンに地域の人々が気軽に足を運んでくださるように」そして、「つい
で」に困りごとが気軽に相談できるように、という所長の思いが込められています。
　11月は「椿姫」を上映予定。毎月珠玉の名画を選んで上映しています。無料で誰でも参加でき
ますので、お買い物ついでに立ち寄ってみてはいかがですか。

日曜名画座～買い物ついでにお越しください～

オーラル
フレイル
予防講演会

学んでみませんか。

検索青葉スポーツセンター 

青葉区生活支援センター
ほっとサロン青葉

出典：神奈川県「オーラル
フレイルハンドブック」

■第１２回 あおば心臓リハビリ教室～学んで動いて健康づくり
　１１月３０日(土)１０時～１１時３０分 　 ４０人
　 自宅で行える運動、ヨーガ療法の解説と実演、リハビリトレーニングの実技
   １１月１１日～２８日に 　か

■青葉スポーツセンター定期教室募集
【応募期間】１１月１６日(土)必着　【開催期間】２０２０年１月～３月　【回数】全８～１３回
【対象・定員・料金・申込み】詳細は　 か直接お問い合わせください。

〒２２５-００２４ 市ケ尾町３１-４
   ９７４-４２２５     ９７２-０３０９
休館日 毎月第３月曜(祝日の場合は翌平日)

青葉スポーツセンター青葉スポーツセンター


