
長津田駅

十日市場駅

　緑区遺産第1号の緑新栄会界隈
を歩いてみるよ。
　スマートイルミネーションみどりの
会場にもなったよ。

　平成29年に、ズーラシア近
くの横浜動物の森公園の植物
公園予定地で第33回全国
都市緑化よこはまフェアが
開催されるよ。

　外出時にはテレビの主電源を
切って、待機電力を使わないよ
うにしよう。

　新治里山公園を
散歩して、里山の魅力
を発見しよう！

すごろくのコマとサイコロです。
切り取って使ってね！

　商店街でショッピング。
　お店の中は暖かいな。
　ミドリンはもちろんマイバッグ
持参。毎日持ち歩いてレジ
袋を無駄にしないよ！

　電球が切れたからLED電球
を買おうっと。LED電球は
消費電力が白熱電球の5分
の1。

　公園に集まって、おしくらまんじゅうをするの
もウオームシェア。緑土木事務所で緑区公園
マップをもらおう。
緑土木事務所
　十日市場町876-13　 　981-2100
　ＪＲ十日市場駅から徒歩5分

　畑で大根の収穫体験。大根は鍋料理にしようかな。
みんなで鍋を囲むのもウオームシェアだよ。
　料理の前には、石けんを使って手洗いを30秒。

　冬のウオーキングは、体も温まるし
楽しいな。緑区の最新ウオーキング情
報をチェックしようっと。
　緑区役所Webで

　「ウオームシェア」とは、一人ひとりが暖房を使うのではなく、みんなで一つの部屋
や場所に集まったり暖房を止めて街に出掛けたりすることでエネルギーを節約する取
組です。また、みんなで集まることで、暖かさだけではなく楽しさもシェアすることが
できます。
　街には、家の暖房を止めてきた人が気軽に暖かく楽
しく過ごせる「ウオームシェアスポット」があります。緑
区にも地区センターや図書館といったウオームシェア
スポットがあります。
　この冬は家族、友達や近所の人などと一緒にウオーム
シェアをしながら暖かく楽しく過ごしましょう。

　昨年は、「子どもアドベンチャー in 緑区会場」や「スマー
トイルミネーションみどり‐なかやま幻影横丁‐」の開催、
「ミドリンウォーキングマップ」の発行など、緑区の魅力を
広く発信することに努めてきました。
　また、区庁舎の耐震補強工事やそれに伴う公会堂の休
館により、区民の皆さまにご不便をおかけしていますが、５
月には公会堂と併せてリニューアル・オープンします。外装・
内装の一新や、公会堂直通のエレベーターの設置など、よ
り快適で利用しやすくなります。もうしばらくの間、ご理解・
ご協力をお願いします。
　今年も区役所の職員が一丸とな
って、区民の皆さまとともに、さま
ざまな施策に積極的に取り組んで
いきます。
　今年一年が皆さま方にとって笑
顔あふれる明るい年となりますよ
う、心から願っています。 緑区長　名取 正彦

　ミドリンが緑区を巡りながら、
区内のウオームシェアスポット
や観光名所、エコ情報、農情報
などを紹介するすごろくです。
　みんなでウオームシェア
しながらやってみてね。

　各地区センターや緑図書館で開催されるイベントは
10～11ページに掲載しています。
　各地区センターは1月5日から、図書館は1月4日
（4日は12時～17時）から開館します。

　部屋の暖房は出掛け
る１０分前を目安にオフ
にしよう。

　LED電球は寿命
も長いよ。白熱電球
は約千時間、LED電
球は約４万時間!

　家の電気機器の
電源を切って
出掛けよう。
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ミドリンウォーキング

一人ひとりが暖房を使うのではなく、みんなで一つの部部屋

電球 １

長津田町2327
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地区センター

十日市場町825-1
ＪＲ十日市場駅から
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　  985-6331

緑図書館書館

親子でエコを考えるおすすめの本！
「風の島へようこそ」
アラン・ドラモンド／作　
まつむらゆりこ／訳　福音館書店　
「５アンペア生活をやってみた」
斎藤健一郎／著　岩波書店　
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耐震補強工事中 緑区役所の業務は、平成28年5月頃まで一部を除き仮設分庁舎（緑消防署隣）で行っています。　仮設分庁舎：戸籍課、保険年金課、

中山駅

鴨居駅

　緑区ではお米も
とれるよ。緑区産
のおいしいお米
を召し上がれ。

3マス進む

元気が出たよ！ ２マス進む

　区役所Ｗｅｂには緑区農情報が盛り
だくさん。緑区でとれる農産物を
チェック！
　緑区役所Ｗｅｂで

　出掛けるときは、自動
車よりもエコな電車や
バスに乗ろう。風景も楽
しんでね。

　東本郷第一公園からの山岳展望は
緑区遺産にもなっているよ。
　2月にはダイヤモンド富士が見られる
かも？

　緑区では幻のなしともいわれ
るおいしい「浜なし」がとれるよ。
区役所で配布している直売所
マップで、直売所をチェック！

　ミドリンの特技は光合成。暖か
い日は、日なたでぽかぽか光合成。
地球温暖化を進めているのは主
に二酸化炭素だといわれているよ。

　地震の備えに必要なもの
は、緑区役所で配布している
防災マップで確認しよう！
　緑区役所Webでも見られ
るからチェックしてね。

　ミドリンもお気に入りのマイ
ボトルを持ち歩いてるよ。温か
い飲み物で、体の中からぽかぽ
かだよ。

【問合せ】    企画調整係（　 930-2228  　930-2209）

「広報よこはま」をどの程度読みますか？
①毎月全部読む  ②毎月、特定の記事だけ  ③気になる記事があるときだけ  ④ほとんど読まない

　1月31日必着で、はがき、ファクスまたはE
メールに、下の応募用紙に回答を記入して貼
り付け、または同内容を明記し、　広報相談
係（〒226-0013 寺山町118　　930-
2220　　930-2225 　　md-home@
city.yokohama.jp）へ
　余った年賀はがきも大歓迎！

Q1.

よく読む記事は何ですか？（複数選択可）
①5～7ページ：特集  ②8～9ページ：よりどりみどり情報  ③10～11ページ：施設から　
④11ページ：保健だより  ⑤12ページ：コラム

Q2.

特集してほしい・興味のあるテーマは何ですか？（複数選択可）
①防災  ②子育て情報  ③区政情報  ④地域情報  ⑤健康づくり  ⑥戸籍・保険・税金
⑦福祉  ⑧その他（具体的に記入）

　「ヨコハマハイカラ
レーベル」は、ヨコハマ・
グッズ「横濱001」認定
商品の中から、「大切な
人に贈りたくなるとって
おきの横浜みやげ」をセ
レクトした、この秋誕生
のブランドです。
　高島屋横浜店７階、マ
リンタワー２階ショップ
など、横浜市内の001
グッズショップで販売中。

Q4.

広報よこはまみどり区版について、ご意見・ご感想や、印象に残っている記事などが
ありましたら、自由に記入してください

Q5.

①字の大きさ
②記事の量
③色
④全体を通して

「ヨコハマハイカラレーベル」
から４品詰め合わせセット…2人

（ア：大きすぎる
（ア：多すぎる
（ア：明るすぎる
（ア：満足

イ：やや大きい
イ：やや多い
イ：やや明るい
イ：やや満足

ウ：良い
ウ：良い
ウ：良い
ウ：やや不満　

エ：やや小さい
エ：やや少ない
エ：やや暗い
エ：不満）

オ：小さい）
オ：少ない）
オ：暗い）

Q3. レイアウトについて、教えてください

応 募 方 法

Ａ賞

地元でとれた
野菜
詰め合わせ
セット…5人

C賞

　横浜市内の主な観光スポットをガイド付き
で案内する定期観光バス。横浜駅東口から出
発。毎日運行の午前コース、午後コース、土曜
日限定の夜景コースを運行。
●横浜駅から毎日運行、選べる３コース1,950円～
●予約・問合せ  横浜駅東口案内所 　   465-2077
詳しくはWebで

乗車有効期限　平成28年3月31日

「横濱ベイサイドライン」
午後コース ペアチケット
引換券…2組4人

B賞 定期観光バス

横浜ベイサイドライン

※野菜の収穫状況により、
　内容は異なります

※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせて
　いただきます
※収集した個人情報は、景品の送付とアンケート
　集計以外には使用しません

「ヨコハマハイカラ
レーベル」から2品
詰め合わせセット…10人

D賞

図書カード…15人
E賞

ミドリングッズ
…15人

F賞

■アンケート回答
Q1　（　　　　）
Q2　（　　　　　　　  　　）※複数選択可
Q3　①　　　②　　　③　　　④

Q4　（　　　　　　  　　　）※複数選択可
Q5

■申込者

住所：〒

氏名：

年齢：　　　歳　／　性別： 　男・女

電話番号：

ゴール！
緑区役所

１回
休み

１回
休み

※野
内

中山町413-4
ＪＲ中山駅から
徒歩7分

　  935-1982

中山
地区センター

白山1-2-1
ＪＲ鴨居駅から
徒歩7分

　  935-0326

白山
地区センター

とれたてみどり

　バスや電車は一度にた
くさんの人を運べるから
自家用車よりも省エネル
ギーなんだよ。

緑区防災マップ

　ここで紹介したウオーム
シェアスポットのほかにも、
気軽に集える暖かい場所を
探してみてね。

ウオーム
シェア
スポット

ウオーム
シェア
スポット

高齢・障害支援課、こども家庭支援課、生活衛生課、広報相談係、区会計室、銀行派出所　仮設分庁舎別棟：税務課
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