
　新治市民の森で竹切り体験。竹の器を作って流しそうめんを楽しもう。
日時：8月7日（日）10時～14時30分（受付9時30分から）
　　※小雨決行、荒天中止
会場：新治市民の森　池ぶち広場
内容：流しそうめん、竹切り体験、新治の木材や竹を使ったコースター、
　　竹ポックリ、水てっぽう作り
費用：子ども100円、大人300円　※未就学児無料
持ち物：昼食、飲み物、軍手、タオル。長袖、長ズボン、運動靴で
問合せ：新治市民の森愛護会　大川（　　 934-9898）　
　　　　 niiharu_aigokai@nifty.com

　いよいよ夏休みシーズン。今年も子ども向けのイベントがたくさん開催されます。　
　イベントでは、子どもたちの好奇心や学びを育む、たくさんの体験ができます。また、大人も
童心に帰って子どもと一緒に楽しめます。ぜひ家族や友達の皆さんと参加してくださいね。

　マークは申込み
不要、当日直接会
場へ。特に記載が
ない場合、費用は
無料です

　ささ舟作り、水てっぽう
作りやいかだ遊びをしな
がら、梅田川の貴重な自
然について学んでみよう
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梅田川 こども川の日

こども森の日　夏の森体験

鴨居原市民の森　「森の中でソーメン流し」

北八朔公園 「ソーメン流しの会」

玄海田公園・長坂谷公園　夏休み昆虫観察会

日時：7月16日（土）9時～11時45分　※雨天中止
会場：梅田川一本橋メダカひろば付近　※駐車場はありません
費用：水てっぽうのみ10円
問合せ：道路局 河川計画課（　671-2858　　664-5873)

　園の昆虫を観察したり、抜け殻からセミの種類を当ててみたりしよう
玄海田公園（　　 986-0986）日時：７月25日（月）10時～12時
長坂谷公園（　　 934-5045）日時：8月3日（水）10時～12時　
定員：各公園先着15人
申込み：7月11日から、電話、ファクス（住所、氏名、電話番号を明記）
　　　 で、各公園へ

　森の竹を切り出して作った台でそうめん流しをします
日時：8月6日（土）10時30分～13時 ※麺がなくなり次第終了
会場：鴨居原市民の森・南地区　ふれあい広場
費用：子ども100円、大人200円
問合せ：鴨居原市民の森愛護会　
　　　 　阿部（　 090-8112-2727）
　　　　 菅原(　 090-9012-6541)

日時：7月23日（土）10時30分～12時30分ごろ
　　 ※10～15分ごとに区切って体験
会場：北八朔公園
費用：100円
問合せ：北八朔公園愛護会　岡部（　　 931-4441）

　リアルな恐竜が今年もやって
きます。詳細は市版2面に掲載し
ています。

日時：7月23日（土）～8月15日（月）12時～16時30分、
　　ナイトズーラシア開催時は20時30分まで
　　※受付：開催時間の３０分前まで
会場：ころこロッジ
チケット：前売り親子入園セット
　　　 （大人1人・子ども1人入園料+絵描き用紙3枚付き）1400円
　　　 当日　絵描き用紙１枚  300円
販売期間：8月14日まで、全国のコンビニエンスストアの発券機で

　開園時間が20時30分まで延長され、普段は見ることができない
夜の動物たちの姿が特別公開されます。夕方の活動的になる姿や寝
姿など、さまざまな夜の動物の生態を楽しめます。

●インドゾウのスプラッシュタイムで
水を浴びよう！
日程：7月1日（金）～8月31日(水)
　13時15分から

●ミスト装置を設置します
日程：7月1日（金）～9月30日（金） 日時：8月3日（水）・4日（木）9時30分～12時

内容：カメラの使い方を教わり、ズーラシアの動物観察と写真撮影を
　　 しよう　※カメラはズーラシアで貸し出し
対象：小学4～6年生、各抽選20人
費用：200円（入園料別途）
申込み：7月13日必着で、往復はがき（1人につき1枚）に希望日（期
          間中1日のみ）、氏名（ふりがな）、性別、学年、住所、電話番号、
          返信面の住所、氏名を明記し、ズーラシア「フォト・ディスカバ
           リー」係へ

恐竜ショー・恐竜トーク

クールビＺｏｏ

チームラボ お絵かきアニマルズ

夏休み宿題教室「フォト・ディスカバリー」

ナイトズーラシア
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 動物園新企画。紙に自由に描
いた動物の絵が、目の前の大
草原で動きだします。
　動きだした動物は、互いにコ
ミュニケーションを取りはじめ、
さまざまな表情を見せてくれ
ます。

日程：8月の毎週土・日曜日、8月11日（木・祝）　※入園19時まで　

【問合せ】よこはま動物園ズーラシア　〒241-0001　旭区上白根町1175-1（　 959-1000）

8●　　　　　　　　平成28（2016）年 7 月号　／　みどり区版6

耐震補強工事完了 緑区役所は、5月6日（金）から、全ての課が本庁舎で業務を行っています



【問合せ】    広報相談係（　 930-2219　　930-2225）

　台所にあるもので電池が作れることを知っていましたか？ 
　いろいろな電池を体験しましょう！
日時：8月21日（日） 9時30分～12時（受付9時15分から）
会場：長津田地区センター
対象：小学３～６年生、抽選30人（3年生は要保護者同伴）
申込み：７月29日必着で、往復はがきに①講座名②児童氏名（ふりがな、
　　　保護者同伴の場合は保護者名も）③学校名・学年④住所⑤電話
　　　番号（当日つながりやすい番号）を明記し、長津田地区センター
　　　（〒226-0026 長津田町2327　　983-4445　　983-
　　　 6945）へ　※返信用宛先を明記し、氏名の後に「様」を明記

日時：8月22日（月）・23日(火)10時～15時　会場：みどりーむ
申込み：7月24日必着で、申込書を郵送、Eメールまたは直接、みどりーむへ
　　　※申込書は、みどりーむ、緑区内各駅、地区センターなどで配布。
　　　　Webからもダウンロード可　詳細は緑区Web内で
　　　※申込み多数の場合は抽選
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緑区親子エコ講座　
キッチンにあるもので電池をつくろう！

「ちょっと先生」と楽しく遊ぼう　夏休み子ども体験講座

緑区フォトワークショップ『街を撮る！』
長津田のまちの写真を撮ろう（全２回）
　デジタルカメラで上手に写真を撮るポイント
を教わります。
日時：8月18日（木）・19日（金）9時30分～12時
会場：長津田消防出張所、長津田商店街
対象：緑区内在学の小学4～6年生、抽選20人
持ち物：デジタルカメラ
申込み：8月5日必着で、はがき、ファクスまたはEメールに住所、氏名
　　　（ふりがな）、学校名、学年、電話番号を明記し、　広報相談係
　　　（　930-2219　　930-2225　　md-home@city.
　　　 yokohama.jp）へ

みどりーむ
〒226-0011　中山町93-1
　938-0631 　939-5401
　md-midreamkouza@city.
　 yokohama.jp
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第１回マザプラスまつり
～子育て世代の交流と輝くママライフ応援サークル～

横浜ＦＣホームゲームに区民限定ご招待！
～ニッパツ三ツ沢球技場に集まろう！～

日時:7月16日（土） VS ロアッソ熊本
　   18時キックオフ
　   （チケット引換開始15時15分予定）
会場：ニッパツ三ツ沢球技場
　　(神奈川区三ツ沢西町3－1)
対象：緑区内在住者
申込み：【ku16@m.msgs.jp】宛に空メールを送信し、返信メール
　　　 に記載のURLから事前申込手続きをしてください。手続き完
　　　 了後に送られてくる「事前申込完了メール」の画面（印刷可）
　　　 と、区内在住を証明できるものを当日持参してください
※混雑緩和のため、事前申込に協力をお願いします
※事前申込完了メールのアドレス【entry@yokohamafc.com】
　からの受信許可設定をしてください
※車椅子席は数に限りあり。7月9日までに横浜FC
　に相談してください
※後援：横浜市 市民局
問合せ：横浜FC　　372-5212　

申込み▶
アドレスの　
QRコード　

楽しいコミュニケーション
草笛を吹いてみよう
リニアモーターで動く地下鉄車両基地を見学しよう！
デカルコマニーの蝶々を作ろう！
可愛い自分だけの消しゴムはんこを作ろう！
ゴム動力模型飛行機を作ってみよう！
お琴・三味線・尺八を弾いてみよう！吹いてみよう！
バルーンでつくる　うみのせいぶつ
石けんデコ

パステルシャインアート

22日の講座 時　間 定　員
10時～12時
13時～15時
8時50分～13時
10時~12時
13時～15時
13時～15時

10時30分～12時

13時～15時

10時～12時
13時～15時

10人
20人
30人

各10人

5人
20人
6人
20人

各12人

竹や葦、麦わらなど自然素材を使った笛作りー演奏あり
ロープ手品を覚えて、楽しい手品もいっぱい見られるよ
バルーンアートで子犬を作ろう！
ゲームで学ぼう！ プログラミング
写真を楽しく撮ろう！

毛糸でホコリとりのほうきを作ろう！

色々遊ぼう！ 指で描くパステルアート

色画用紙を使って切り絵を楽しもう！　
森のクラフト：竹細工、木の実細工
ゲームを通して、おこづかい師匠になろう！

23日の講座 時　間 定　員
10時～12時
10時～11時

13時～15時

10時～12時
10時～12時
13時～15時
10時～/11時～/
13時～/14時

13時～15時

11時～12時30分

20人
30人
7人
10人
4人
各8人

10人

20人

1時間につき
各4人

マークは有料、金額はみどりーむに問合せ

◆鴨居納涼盆踊り大会
時間:18時30分から
会場:鴨居小学校
※鴨居連合と鴨居商栄会
　の共催 

◆竹山盆踊り大会
時間:18時15分から
会場:竹山小学校

◆十日市場団地
　夏祭り大会
時間:18時から
場所:十日市場東公園

◆東本郷地区連合夏祭り 
時間:18時30分から
会場:東本郷第三公園

◆中山商店街 
時間:18時から
会場:中山駅南口 商店街第一駐車場

◆緑新栄会
時間:18時から
会場:緑新栄会内駐車場

◆霧が丘盆踊り大会 
時間:17時から
会場:霧が丘公園

◆竹山団地中央商店会　
時間:15時から・花火打上げ19時30分から
会場:商店会・竹山池周辺
※竹山三丁目自治会と共催

◆長津田商店街 
時間:17時から
会場:大林寺 山水閣 

詳細は地域の自治会や主催の商店街に問い合わせて
ください。

夏
祭
り

8~11ページにも子
ども向けイベントを
掲載しているよ。
　　マークをチェック
してね！

7月
26（火）
27（水）

7月
22（金）
23（土）

7月
30（土）
31（日）

7月
29（金）
30（土）

7月
16（土）
17（日）

7月
17（日）

8月
21（日）

　親子で楽しめるワークショップを開催します。多数の出店や来場
者プレゼントもあります。
日時：7月12日（火）10時～15時
会場：みどりアートパーク 会議室A・B
料金：500円から
問合せ：　070-5450-4923（代表  池田）

▲写真の撮り方を受講中

みどりーむ

あし
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む せむーむに せ合せ合合せーーむむにに問合問合合せ


