


～接触感染対策～

　毎年、秋から冬にかけては、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症の流行シーズンです。
　”二大感染経路”である「接触感染」と「飛沫感染」を知り「かからない」「広げない」対策を実施しましょう。

動画でも手洗い方法を確認できます。
緑区　手を洗おう

指の付け根から指先まで
洗う。親指も忘れずに

せっけんをつけ、手のひら
同士をよくこすり合わせる

両指の股をこすり合わせ、
指の間を洗う 手首も忘れずに洗う

両手の甲をよく洗う 指先、爪の間も念入りに

　手洗いはさまざまな感染症予防の基本
です。菌やウイルスが付着している手す
り・ドアノブなどに触れ、その手で口や鼻
に触れることで、体の中に菌やウイルスが
侵入します。
　食事前や調理前、トイレ使用後、外出から
戻った時などは、必ず手を洗いましょう。

　洗い残しはありませんか。洗い残しの多いところに注意して
洗いましょう。

　トイレの後など、水だけで手
洗いを済ませていませんか。
せっけんと流水で洗うことが
重要です。手指に付いた菌や
ウイルスを剥がしやすくする
効果があります。

　1分間（もしくは30秒
を2回）の手洗いを行う
のが、効果的だよ！

詳しくは、
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緑区役所駐車場は行事や天候により満車で使用できない場合があります。区役所・公会堂へ来庁の際は、ご注意ください
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マスク

せき

～飛沫感染対策～

　咳エチケットとは、飛沫（咳やくしゃみなどによって飛び散る細かいしぶき）が飛び散るのを防ぐ方法です。
　インフルエンザに感染した人の飛沫にはウイルスが含まれ、それを吸い込むことによって感染します。

横浜市高齢者 インフル

　マスクをしていないと、細菌やウイルスを含む咳やくしゃみの
しぶきは、約2メートル飛び散ります。

　マスクをしていた場合、
しぶきはほとんど出ず軽く
息が出る程度です。

　健康な人が予防としてマスクを着用するよりも、
症状のある人がマスクをする方がより効果が高いと
言われています。

ノーズピース部分
に折り目をつける

ゴムひもを耳に
かける

針金を顔の形に
合わせる

表面に触れない
ようにゴムひもを
外す

表面に触れない
ようにゴムひもを
持って捨てる

マスクを外した
後、適切な手洗い
を行う

　衛生的に使用するため、
適時交換してね！

蛇腹をあごの下まで
伸ばし鼻と口を覆う

●マスクは新品を
　使用しましょう
●顔にフィットするものを
　選びましょう
●裏表を確認しましょう

●咳やくしゃみをする時には、ティッシュなどで鼻や口を押さえ、 
　周りの人から顔を背けましょう
　※可能であれば1ｍ以上離れましょう

　周囲に飛沫を飛び散らせることがないよう「咳エチケット」
を心掛けましょう。

●鼻汁やたんを含んだティッシュは、
　すぐにふたのあるごみ箱などに
　捨てましょう
●症状のある人は、正しくマスクを着用し、
　感染拡大防止に努めましょう 

捨てた後の
手洗いも
大切です。

　トイレの後など、水だけで手
洗いを済ませていませんか。
せっけんと流水で洗うことが
重要です。手指に付いた菌や
ウイルスを剥がしやすくする
効果があります。

　抵抗力が落ちると、感染症にかかるリスクが高くなります。
　十分な栄養、睡眠、適度な運動など、日頃の健康管理を行いましょう。
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着用の前に

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

着
け
方

外
し
方

※1※2  詳細は、
または横浜市予防接種コールセンター（　330-8561  ※土日祝日、年末年始を除く9時～17時　　664-7296）へ問い合わせてください

対  象
接種日現在、横浜市内に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に1級相当の障害がある人
平成30年12月31日まで助成期間

接種場所 横浜市高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関　※１

接種費用
2,300円
非課税世帯の人などは、所定の書類を用意してください。接種費用が免除になります。　※２

マ
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ク
の
正
し
い
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け
方
・
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方

【問合せ】　 健康づくり係（　930-2358　　930-2355 ）
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　オリンピックなど国際大会の第一線
で活躍してきた選手に上達のこつを
教えてもらいませんか。
　31年1月12日(土)14時～16時　　
緑スポーツセンター　　バドミントン
実技指導、トーク、Ｑ＆Ａ  　池田 信太郎
さん(北京・ロンドン五輪 バドミントン
日本代表）、藤原 大輔さん(パラバド
ミントン選手・強化指定選手Ｓ)　　
緑区内在住・在学の小学4年～中学生
　50人　　バドミントンラケット、
シューズ　　12月21日必着で緑区　
から電子申請　　　生涯学習支援係

(　930-2236 　　
　 md-gakushu@
city.yokohama.jp）

　夫婦坂公園愛護会は、霧が丘4丁目の閑静な住宅街にある「夫婦坂公園」
で、公園の維持管理だけでなく自治会や子ども会と連携し、公園を活用し
た地域の活性化に積極的に取り組んでいる団体です。
　平成29年度には、公園美化保全や公園広場でのさまざまなイベント開
催などを通じ、地域交流に大きく貢献したとして、横浜市公園愛護会表彰
を受賞しました。

　当愛護会では、子ども会を中心に趣向を凝ら
した活動を行っていて、近年では、小学１年生歓
迎会、そうめん流し、ハロウィン大会、ダンボー
ル遊び、樹名板作りなどのイベントを実施して
います。
　そうめん流しでは、みんなで竹を切り出し、箸
や土台なども全て竹で30mほどの本格的なも
のを作って楽しみ、樹名板作りでは、公園だけで
なく近隣の家の木々の名前まで調べ、子どもたち

がカラフルかつユニークなものを手作りし設置したそうです。
　「毎年持ち回りで役員をやっているので、お互いに助け合い相談し合い
ながら進めています」「今後は４丁目だけ
でなく、他の地域も取り込んで霧が丘全体
で広いつながりを持っていきたいです」と
子ども会の役員の皆さん。
　また、地域の防犯パトロールにも力を入
れていて、この公園を拠点とした積極的な
防犯活動も行っています。

　今年10月のハロウィン大会では、
子ども会と防犯パトロール隊が連携
し、子どもから大人まで一緒に仮装し、
ハロウィンパトロールをするという
新しい取組も行われました。
　「防犯の観点からも、公園で子ども
がどれだけ遊んでいるかが一つのバロメーター。元気に安全で遊んでい
る姿を見るといい地域の公園だと感じる」「これからは子どもと高齢者が
一緒になって何かに取り組めると地域が明るくなる」と防犯パトロール
隊の皆さんの言葉も印象的でした。
　公園は地域の資源であり、人と人とをつないでくれる場所でもあり
ます。この公園を拠点として、横のつながりを強く持ち、子どもたちから
高齢者までの世代間交流に取り組まれているところが素晴らしい地域だ
と思います。
　核家族化が進む中、近所の人同士の「顏の見える関係」ができると、より
地域の活力が溢れてきます。
　世代間交流がさらに次世
代へ継承していく取組を、
緑区役所もパートナーとし
て今後も協力していきたい
と思います。これからも「熱意
とアイディア」でさらに活躍
されていくことを期待して
います。

　31年1月23日(水)～25日(金)12時
30分～14時30分　　中山地区セン
ター 　　スマートフォン、タブレッ
トの基本操作・情報検索、写真撮影の
方法、アプリのインストールと楽し
み方　　NPO法人MICS　　　20人 
　3,000円　　スマートフォンまた
はタブレット、筆記用具　　31年1月
8日必着で　　　を明記し　　　 
NPO法人MICS（〒226-0011 中山町
93-1 みどりーむ内　　932-3272  
※火・木・土曜日13時～16時30分）へ

公立保育園に遊びに来ませんか

　　以外の催しは要予約、詳細は各
保育園へ問い合わせてください。

【手型足型で親子オリジナルカレンダー作り】
　12月15日（土）10時～12時の好き
な時間　　未就学児と保護者

【ホール開放】
　12月19日（水）10時～11時30分　
　未就学児と保護者

　地元の農家さんが新鮮な野菜を販
売します。生産者さんと直接話した
り、野菜のおいしい食べ方を教えて
もらったりしませんか。
　12月14日（金）8時45分～13時　※
売り切れ次第終了、荒天時などは実施し
ない場合あり　　緑区役所　　　企画調
整係（　930-2228　　930-2209）

【伊藤 かね子さんと
木のおもちゃで遊ぼう】
　12月17日（月）10時～11時　　未
就学児と保護者
【12月生まれの誕生会と
親子ふれあい遊び】
　12月18日（火）10時45分～11時15分
　12月生まれの未就学児と保護者
【赤ちゃんの日 ホール開放と身体測定】
　12月12日（水）10時～11時30分　
　まだ外遊びができない子どもと保護者

【1、2歳児クラスと交流】
　12月18日（火）9時45分～10時15分
　1、2歳児と保護者　10組
【12月生まれの誕生会】
　12月19日（水）9時30分～10時　
　12月生まれの未就学児と保護者

　毎年恒例の出初式が、緑区制50周年消防記念事
業の一環として開催されます。
　31年1月5日（土）10時～12時30分
　十日市場消防訓練場・スポーツ広場（十日市場町888）
　式典、横浜市消防音楽隊ドリル演奏、消防団車両
等の分列行進、消防総合演技、一斉放水、中山中学校
吹奏楽部演奏、区民との消防ふれあいコーナー（消
防車の展示、子ども防火服の着装など）、鴨居郷土芸
能保存会（鴨居囃子連中）による獅子舞ほか
※荒天時は緑公会堂で、式典、横浜市消防音楽隊ド
　リル演奏、中山中学校吹奏楽部演奏等を実施
　緑消防署庶務係（　　932-0119）

無料口腔がん検診

みどり地場野菜の直売会

　ビッグバンドジャズ、クリスマス
ソングを楽しみませんか。
　12月16日（日）13時～14時　　JR鴨
居駅改札前　　神奈川県庁ブルーハー
バーオーケストラ　　鴨居まち研 
テリー保谷（　080-5183-5626） 

第46回鴨居エキコンクリスマスコンサート

　31年1月31日（木）13時～17時　　
緑区役所　　緑区歯科医師会と口腔
外科専門医による口腔内診査　　 　
30人　　31年1月10日消印有効で
　　　・年齢を明記し　 緑区歯科医師
会「口腔がん検診予約係」（〒226-0019
中山1-6-1 ミヨシズシードビル6階
あいはら矯正歯科　　932-6663 ※
火・水・金曜日11時～13時　　 532-
8864）へ　

▲一斉放水

▲車両の分列行進

　31年2月1日(金)・2日(土)13時～
15時　　横浜農業協同組合田奈支店
　田奈産の大豆と米こうじを使った
味噌の作り方　　緑・青葉区内在住
者各　15組　　5,000円　※1組5㎏
程度の味噌の持ち帰りあり　　ふた
付き容器（5㎏程度の味噌持ち帰り
用）、エプロン、三角巾、マスク、飲み
物　　12月21日必着で参加者全員の
　　  ・年齢・希望日を明記し　　横浜
農業協同組合田奈支店組織係（〒227-
0064 青葉区田奈町52-8　　981-
1811　　981-1839）へ

緑区IT講習会1月⑩
スマホ・タブレット入門講座(全3回)い  とう こ

ほ たに

はや し

ミックス

【ふれ愛トークについての問合せ】 
広報相談係
930-2219    930-2225ふれ     トーク愛小野﨑区長とミドリンの　

お　  の   ざき

第4回 「夫婦坂公園愛護会」
め お と ざ か

▲夫婦坂公園愛護会の皆さんと

▲ハロウィンパトロール

▲樹名板作り

▲そうめん流し

緑区長が地域で活躍する皆さんにインタビュー

●各施設の催しの申込み・問合せは各施設へ。 施設の催しは特に記載のない場合は
会場は各施設　●　　 　： 行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面　●今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは、無料　　　　　　　　 
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上部に記載しています。

区民のまど終了
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 長津田保育園
 （　 985-9978　　981-2710）

十日市場保育園
 （　 981-6470   　981-6525）

竹山保育園
 （　 932-3032　　932-3266）

これまで９ページに掲載していた区民の皆さんの投稿コーナー「区民のまど」は、30年3月をもって



　モーツァルト、ベートーベン、ドボルザーク、
その他クラシック音楽の名曲からなじみの深い
曲まで、解説と共に楽しむコンサートです。
　31年1月12日(土)14時～16時　　みどりアートパーク
　浦田 絵里、後藤 祐美、森園 ゆり、迫本 章子
　　330人　　1,500円　※全席自由
　　　　、チケット枚数を明記し　　　ルトローバ カルテットコンサート(　　
308-1755　　retrouverquartett@gmail.com）または　みどりアートパークへ

展示
　心を込めて作ったクリスマスをテーマにした作品を展示します。
　9時～17時　※初日は10時から、最終日は15時まで　
ワークショップ
　グラスアートのペンスタンド作りを体験しませんか。
　14時～16時　※材料がなくなり次第終了。最終日は15時まで　　300円

　柔らかく伸びやかな歌声と豊かな声量に定評があり、オペラ歌手と
して活躍中の堀口さんのソプラノを楽しみませんか。
　12月19日(水)12時15分開演(11時45分開場）　　緑区役所
　「ウィンターワンダーランド」、「赤鼻のトナカイ」、「O Holy Night」
　堀口 加奈子(ソプラノ)、大間 史絵(ピアノ)
　椅子席　30席　※立ち見も可
　みどりアートパーク(　986-2441　　986-2445)

　会期①31年2月12日(火)～15日(金)②2月18日(月)～22日(金)　　緑区役所
　緑区内で活動する以下の2点に当てはまるサークル
　● 絵画、写真、貼り絵などの創作活動をしていること
　● 12月26日(水)10時からの調整会議（　緑区役所）に出席できること
　希望会期（第2希望まで）、希望展示場所(壁、パネル）、サークル名、展示内容、代表者の
　　　を明記し12月20日必着で　　　　 生涯学習支援係「サークルミニギャラリー」担当
（　930-2236　　930-2242　　md-gakushu@city.yokohama.jp）へ

　緑区民音楽祭35周年・緑区制50周年を記念
するガラコンサートを楽しみませんか。
　31年3月3日(日)14時～16時(13時30分開場）
　みどりアートパーク
　「熊蜂の飛行」、「トランペット協奏曲」、
　「バイオリンソナタ第5番『春』」ほか
　長谷川 潤(読響首席トランペット奏者)、枝光 
布由子(ピアノ、ハンガリー ドナウ国際コン
クール第1位)、濱田 明衣(バイオリン、イタリア 
ヴァルテイドーネ国際音楽コンクール第1位）、
マリンバデュオStucher
　　300人
　1,000円　※全席自由
　12月13日から　みどりアートパーク、三笠
勉強堂、山響楽器店中山店、東急トラベルサ
ロン青葉台駅へ

　オリンピックなど国際大会の第一線
で活躍してきた選手に上達のこつを
教えてもらいませんか。
　31年1月12日(土)14時～16時　　
緑スポーツセンター　　バドミントン
実技指導、トーク、Ｑ＆Ａ  　池田 信太郎
さん(北京・ロンドン五輪 バドミントン
日本代表）、藤原 大輔さん(パラバド
ミントン選手・強化指定選手Ｓ)　　
緑区内在住・在学の小学4年～中学生
　50人　　バドミントンラケット、
シューズ　　12月21日必着で緑区　
から電子申請　　　生涯学習支援係

(　930-2236 　　
　 md-gakushu@
city.yokohama.jp）

　31年2月～4月の第2・4日曜日9時から
※雨天順延　　長坂谷公園　　緑区
内在住・在勤・在学者または緑区硬式
テニス協会加盟団体員　　男子一般・
50歳以上・60歳以上（申込状況によっ
ては他組に組込みあり）、女子一般　
※年齢別は31年中に基準に到達すれ
ば可。参加者64人以上の場合は予選・
本選制　　3,000円　　12月13日～
31年1月5日に申込用紙を記入し参加
料を添えて　緑区硬式テニス協会事務
局（十日市場町854-4 ラケットショップ
オープン・スクエア　　988-0633 ※
10時～20時、水曜定休　　988-0683
　info@midori-tennis.mods.jp）へ

　31年2月13日(水)中山駅北口広場
集合～15日(金)　　野沢温泉スキー
場(宿舎：ガストフかずみ)　　緑区内
在住・在勤・在学者　27人　　大人
43,000円(会員40,000円)、小学生以
下40,000円(会員38,000円)　※リフ
ト券3日分付き、レンタルスキーセット
1日1,000円　　12月11日～28日必
着で　　　・年齢(学年)・スキーレベ
ルを明記し　 緑区スキー部　佐々木 
洋一(〒226-0021 北八朔町1211-7　
　090-9106-3654　※18時～22時
　silver_rider@dab.hi-ho.ne.jp)へ

　31年1月23日(水)～25日(金)12時
30分～14時30分　　中山地区セン
ター 　　スマートフォン、タブレッ
トの基本操作・情報検索、写真撮影の
方法、アプリのインストールと楽し
み方　　NPO法人MICS　　　20人 
　3,000円　　スマートフォンまた
はタブレット、筆記用具　　31年1月
8日必着で　　　を明記し　　　 
NPO法人MICS（〒226-0011 中山町
93-1 みどりーむ内　　932-3272  
※火・木・土曜日13時～16時30分）へ

第48回 緑区民スキー(2泊3日)

　31年3月7日（木）10時～16時30分
　緑公会堂　　高齢者による歌や踊
りの発表　　緑区内在住の高齢者　
10組程度　※初出演者優先　　個人
1,000円、団体（2人以上）2,000円　　
31年1月7日までに申込書を記入し　
高齢・障害運営係（　930-2317　　
930-2310）へ　※申込書は　高齢・
障害支援課、緑区老人クラブ連合会事
務局（ハーモニーみどり内）で配布

　12月30日（日）～31年1月3日（木）
10時～16時　　内科、小児科、耳鼻科
（31年1月2日のみ）　※横浜市救急相
談センターの詳細やその他の施設の
情報は市版20ページへ

　12月16日（日）10時～16時
　緑区役所
　①クッキー・デコ②クリスマスオー
ナメント作り③ステンドグラス風ペ
イント④ミドリンの巾着作り⑤缶
バッジ作り⑥区長室で写真撮影⑦
ピエロ・ショー⑧紙芝居⑨障害者施
設の製品販売(11時～14時)
　小学生以下の子ども(小学3年生
以下要保護者同伴) ※①②は当日9
時30分と13時から参加する子ども
本人に整理券を配布。①9回開催、各回
　20人②10回開催、各回　10人　
　　企画調整係
　（　930-2228　　930-2209）

▲池田 信太郎

田奈恵みの里 味噌づくり教室
み   そ

　31年2月1日(金)・2日(土)13時～
15時　　横浜農業協同組合田奈支店
　田奈産の大豆と米こうじを使った
味噌の作り方　　緑・青葉区内在住
者各　15組　　5,000円　※1組5㎏
程度の味噌の持ち帰りあり　　ふた
付き容器（5㎏程度の味噌持ち帰り
用）、エプロン、三角巾、マスク、飲み
物　　12月21日必着で参加者全員の
　　  ・年齢・希望日を明記し　　横浜
農業協同組合田奈支店組織係（〒227-
0064 青葉区田奈町52-8　　981-
1811　　981-1839）へ

バドミントンレクチャー！
～トップアスリートに学ぼう～

第35回緑区シルバーフェスティバル
出演者募集

年末年始の緑区休日急患診療所
(中山3-16-2　　937-2300)

第33回緑区民硬式テニス
シングルストーナメント

いけ だ

ふじはら だいすけ

しん た ろう

　31年4月1日以降に住民票の写しなど各種証明書を取得する際は、区役所や
近隣の行政サービスコーナーを利用してください。なお、マイナンバーカード
を持っている人は、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコ
ピー機で証明書を取得できます。

★こんな言葉を電話で聞いたら詐欺です！
　「キャッシュカードを預かります」「急にお金が必要!」
　「ATMで医療費を還付します」

★犯人は留守番電話を嫌います。常に留守番電話設定にして、相手が
　名乗ってから電話を取りましょう。

電話でお金やキャッシュカードの話が出たら、電話を切って、
緑警察署に相談を！

【問合せ】 緑警察署（　 932-0110）

▲堀口 加奈子

▲枝光 布由子

▲Retrouver Quartett

▲濱田 明衣

提案型ロビーイベント
「グラスアート展」

お昼のロビーコンサート

Retrouver Quartett 弦楽四重奏の楽しみ
～入門編 弦楽四重奏ってなんだろう？？？

緑区サークルミニギャラリー出展サークル募集 第135回 緑区民音楽祭ふれあいコンサート
音楽の贈りものスペシャル

生涯学習支援係
　 930-2236　　930-2242
　 md-gakushu@city.yokohama.jp

ルトローバ

うら た

ほりぐち おお ま

は せ が わ

スチューチャー

えだみつ

ふ   ゆ   こ

はま だ め  い

じゅん

ふみ えか  な  こ

オー ホーリー ナイト

え  り ご とう ゆ  み もりぞの さこもと しょうこ

カルテット

さ  さ   き

よういち

●各施設の催しの申込み・問合せは各施設へ。 施設の催しは特に記載のない場合は
会場は各施設　●　　 　： 行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面　●今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは、無料　　　　　　　　 

みどり区版　／  　　　　　　　 2018（平成30）年 12 月号　●

マーク
の説明

　 日時・日程　  会場　  内容　  講師・出演者　  対象・定員　  コース　  費用・チケット　  持ち物　  申込み（    電話　  ファクス　  窓口　  はがき　  往復はがき　  Webページ　  郵送　  先着　  抽選
　 Eメール）　　問合せ　  電話番号　  携帯番号 　 ファクス番号　  Eメールアドレス　  保育あり　  申込み不要、当日直接会場へ　　　　行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面

終了しました。今まで投稿ありがとうございました。

9

これまで９ページに掲載していた区民の皆さんの投稿コーナー「区民のまど」は、30年3月をもって

【問合せ】　 戸籍担当（　930-2247　　930-2255）

【共通】　 12月11日(火)～14日(金)　　緑区役所　　グラ
スアートアトリエ「Ｋ」　　加藤 清恵（　981-4758）

か とう きよ え



　①31年2月9日②3月9日（土）14時
開演（13時30分開場）　　テーマ「石仏
を見る楽しみ方」　　相澤 雅雄（地域
史研究家）　　　60人 ※未就学児入
場不可　　1回800円・2回券1,500円
　12月11日から

　12月20日（木）、31年1月8日（火）13
時30分～16時30分（1回50分）　　 
横浜市内在住の15～39歳の本人、家
族、支援者、地域の人　　　  4へ

　12月27日（木）9時20分～10時　　妊
娠中または産後1年未満の人　　母子
健康手帳　　　  3へ

　31年1月18日・25日（金）10時～11
時30分　　歯科医による虫歯予防の
話、歯磨き練習 　　29年12月～30年
3月生まれの子どもと保護者　25組
　母子健康手帳　　12月11日から
携帯・スマートフォンで
二次元コード　　 3

　12月18日、31年1月8日（火）13時～15
時　　中途障害者地域活動センター緑
工房　　おおむね40～64歳で脳血管疾
患などの後遺症がある人　　　 2へ

　①12月12日②31年1月9日（水）10時
～12時　　①音楽療法②交流会・栄
養の話　　神経難病の人　　　2

1健康づくり係
（ 　930-2357 　 930-2355） 
2高齢者支援担当
（　 930-2311 　 930-2310）
3こども家庭係
（　 930-2361 　 930-2435） 
4子ども・家庭支援相談担当
（　 930-2356 　 930-2435 
  月～金8時45分～12時・13時～17時）

　12月21日（金）9時～11時、31年1月
8日（火）13時～15時　　生活習慣病
の相談　　　 1へ

　12月12日（水）13時30分～15時　　
十日市場地域ケアプラザ　　介護に
ついての勉強会や交流会　　　 2へ

　12月14日（金）13時30分～16時30分
（1人1時間程度）　　専門医による認知症・
高齢者のうつ症状などの相談 　　　 2へ

　12月13日・20日、31年1月10日（木）9時
～9時30分受付　　前日までに　 1へ

　31年2月5日（火）　　山下地域交流セン
ター　　40歳以上　 40人　　1,570円
（70歳以上無料）　　12月21日から　
神奈川県結核予防会（　251-2363※
土日祝日を除く9時～12時）へ　　　 1

　31年1月16日（水）9時～10時受付
　40歳以上　 50人　　680円（70歳
以上無料）　　12月12日から　　  1へ

　31年1月16日（水）11時～11時45分
　前日までに　  1へ

　12月14日（金）9時～11時、12月25日
（火）13時30分～15時30分、31年1月8日
（火）9時～11時（1組30分程度）　　卒
乳までの母乳・育児相談　　母乳育児
中の母親と赤ちゃん　　母子健康手
帳、フェイスタオル　　　　 3へ

　各13時～13時45分受付。対象の子
には個別通知を送付しています。
　①4か月児：12月21日（金）・31年1月
10日（木）②1歳6か月児：12月27日
（木）・31年1月9日（水）③3歳児：12月20
日（木）・31年1月11日（金）　　　 3

　12月26日（水）13時30分～15時
（13時15分受付開始）　　7～8か月児
と保護者　30組　　母子健康手帳、
試食用スプーン　　12月14日消印有
効で参加者全員の　　　・子の生年月
日を明記し　  1へ　※1世帯1通

　12月27日（木）9時30分～10時30分 
　歯科健診、相談、歯磨きアドバイス
　未就学児　　　　  3へ

　12月26日（水）9時～11時（相談時
間30～60分）　　離乳食、幼児～思春
期の子どもの食生活相談　 　　1へ

　 31年1月27日（日）10時～12時30分
（9時45分受付開始）　　鴨居地域ケ
アプラザ　　沐浴実習、妊婦疑似体験 
　緑区内在住の初産の妊婦（実施日に
妊娠7～9か月）とこれから父親になる人
　20組　　12月23日～31年1月13日
必着で参加者全員の　　　・出産予定日
を明記し　  3へ　※車での来場不可

もく  よく

　31年1月17日（木）13時 ～15時  　
成人　24人 　　800円　　 12月12
日から

　31年1月24日、2月7日（木）10時～
12時　　成人　10人　　1,500円　　
12月15日から

　31年1月31日（木）10時～11時30
分　　 成人　12人　　1,100円　　
12月16日から

　12月18日（火）、31年1月10日（木） 
13時30分～16時　　お茶を飲みな
がらくつろぎの時間を過ごしません
か。折り紙も楽しめます　　100円

　31年1月11日（金） 9時30分～11時
30分　　新年を祝う和菓子「花びら
餅」作り　　成人　15人　　1,200円 
　エプロン、三角巾、布巾、手拭き用タオ
ル、筆記用具、持ち帰り用容器　　12
月12日から

　31年1月16日（水）10時30分～13
時30分　　牛乳・乳製品のコクを生か
したカルシウムたっぷりの料理作り 　　
成人　20人　　600円　　エプロン、
三角巾、布巾、手拭き用タオル、筆記用
具　　12月11日から

　31年1月25日、2月22日、3月22日
（金）9時45分～11時45分　　季節の
植物を使った草木染め　　成人　10
人　　6,000円　　エプロン、厚手の
ゴム手袋、バスタオル　　12月12日
から 　31年1月13日（日）・14日（月・祝）10時

～17時　　小山 ゆうな（演出家、雷ス
トレンジャーズ主宰）、大島 広子（舞台
美術、衣裳デザイナー）、芳賀 薫（映像
ディレクター）　　中学・高校生　20
人　　200円　　12月11日から

　31年2月3日（日）14時開演（13時30分
開場）　　体感音響システム・手話通訳・
要約筆記を使用した聴覚障害のある人
と健聴者が共に楽しめるコンサート　
　鈴木 より子（歌）、津田 直士（ピア
ノ）、神奈川県立二俣川看護福祉高校手
話部（手話歌）　　　300人 ※車椅子
席要予約　　12月11日から　　　・年
齢・聴覚障害の有無、体感音響システム
の利用希望の有無を明記し　　※申
込み1回につき2人まで 

　子育てを援助する提供会員および
利用会員募集の説明会を開催します。
　12月14日（金）10時30分～11時30分
　　緑区支部（　982-3521）へ 

　親子で楽しめるイベントです。
　①12月12日（水）10時45分から②
12月13日（木）11時30分から　　①
ぴよぴよおはなし会②スイミーミニコン
サート　　各日　40人

　12月16日（日）13時～15時　　「え
ほんのブーケ.白山」による絵本の読み
聞かせ発表会　　　60人 ※幼児は
要保護者同伴

　31年1月18日～3月15日の隔週金
曜日13時～14時30分　　ひらがな、
カタカナ、楷書の書き方などペン習字
の基礎　　　成人16人　　2,500円
　ボールペン　　12月11日から

　31年1月18日～3月22日の毎週金曜
日13時～14時30分　　正しいトレー
ニング法を学び、身体を整える　　成人
男性　40人　　3,000円　　室内履き、
動きやすい服装　　12月11日から

　31年1月26日（土）14時～15時30分
　茨木 智博さん（オカリナ）、志野 文音
さん（クラシックギター）　　成人　60人
　300円　　 12月11日から

　31年1月10日～3月28日の毎週木
曜日（3月7日・21日を除く）13時～14
時30分　　健康維持と体力増進を
図るさまざまな運動　　おおむね60
歳以上　60人　　4,000円　　12月
13日から

　31年1月19日・26日（土） 10時～13
時30分　　手持ちの着物と帯で、基
本的な着物の着付けを学ぶ　　女性
　15人　　1,000円　　受付時に連
絡　　12月11日から

　31年1月25日～2月22日の毎週金
曜日18時30分～20時　　小学生と
保護者　20組　　小学生1,000円、保
護者1,500円　　31年1月10日必着
で　　※小学生は学年を明記

　31年1月23日（水）・24日（木） 9時
30分～11時30分　　「スクラッチ」を
使い、図画工作のように視覚的にプロ
グラミングを学ぶ　　　 20人　　
1,200円　　12月12日から

　31年1月19日（土）10時30分～12
時 ※個別相談12時20分から　　成
人　30人　　12月11日から

　31年2月16日（土）14時開演（13時
30分開場）　　生のお囃子で日本の
伝統話芸を楽しむ　　瀧川 鯉昇・三
遊亭 萬橘ほか（話芸）、恩田えり社中
（お囃子）　　　300人 ※未就学児入
場不可、車椅子席要予約　　大人
2,800円、高校生以下1,000 円、70歳
以上・障害者2,000 円、ペア5,000円 
　12月15日から　　　　※小・中学
生を無料で50人招待。要問合せ

　31年2月19日（火）14時開演（13時
30分開場）　　O’Jizo〈豊田 耕三（アイ
リッシュフルート・ティンホイッスル）、
長尾 晃司（ギター）、中村 大史（ブズー
キー・アコーディオン）〉　　　300人 
※車椅子席要予約、未就学児は親子室
（限定6席）のみ入場可　　1,500円 
　12月12日から

いばらき ともひろ し  の あや ね

こ やま

は  が

おおしま

つ  だ なお  し

ひろ  こ

かおる

ひきこもり等困難を抱える
若者の専門相談（予約制）

妊産婦歯科相談

歯つらつ1歳児

リハビリ教室

食と生活の健康相談

抗HIV抗体・梅毒検査（匿名制）

母乳育児相談

乳幼児健康診査

離乳食教室「もぐもぐ教室」

乳幼児歯科相談

プレパパ・プレママ講座
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自治会へ加入しましょう お住まいの地域の自治会が分からない人は、　地域活動係（　930-2232）へ
●各施設の催しの申込み・問合せは各施設へ。 施設の催しは特に記載のない場合は

会場は各施設　●　　 　： 行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面　●今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは、無料　　　　　　　　 

●会場の記載のないものは緑区役所です

●アイコン説明・注意事項は上部に記載
しています。はがき・ファクス・Eメールでの
申込みには　　　 を明記してください。

申込み・問合せ先

〒226-0006  白山1-2-1
　 935-0326     935-6039

〒226-0026  長津田町2327
　 983-4445     983-6945

〒226-0025  十日市場町808-3
　 981-9573     982-3161

〒226-0019 中山2-1-1
　 935-1982     935-1983

〒226-0027　長津田2-1-3
　 986-2441     986-2445

介護者のつどい たんぽぽ

胃がん検診

神経難病交流会緑ふれあいの会

子どもの食生活相談

絵本読み聞かせ発表会

イキイキ健康体操（全10回）

カッシー先生のはじめての
草木染教室（全3回）

ニューイヤーコンサート
オカリナとギターの響き

ママとシニアのための
プログラミング体験 

身体で聴こう音楽会
「鈴木 より子の歌声のおもちゃ箱」

すず き

第11回中高生のための舞台、
演劇ワークショップ
おいでよ! 劇場 遊ぼう! 表現のひろばへ

肺がん検診（胸部X線検査）

ニコニコ卒煙クリニック

冬のアロマ「冬の肌荒れ乾燥予防クリーム」

リボンで作るお花いっぱいの春リース

夫婦・親子で知っておきたい
介護・相続の備え

ココワークスの縫わないちびがま口 

シニアほっとカフェ・折り紙を楽しもう

季節を楽しむ和菓子・冬

洋食で素敵なおもてなし！

着物でお出かけしましょう（全2回）

もの忘れ相談

ペン習字の一歩（全5回）

男性のための筋トレ体操（全10回）

親子バドミントン教室（全5回） 



石井 桃子 フォトリーフレット
　12月5日（水）～27日（木）　　没後
10年となる児童文学者石井 桃子の足
跡のパネル・資料展示

説明会
　12月18日（火）13時～14時　　筆
記用具 

講座（全7回）
　31年1月15日～2月19日の毎週火
曜日・2月27日（水）13時～15時30分 
　　15人 ※パソコン経験者、講座終
了後3月末まで実施予定のフォロー
アップに参加できる人推奨　　1,000
円　　受講決定者に別途連絡　　説
明会出席時に講座申込書を配布 

横浜―上海友好都市提携４５周年
～中国・上海を知る本
　12月6日（木）～27日（木）　　中国関
連のパネル・資料の展示や貸し出し

　①31年2月9日②3月9日（土）14時
開演（13時30分開場）　　テーマ「石仏
を見る楽しみ方」　　相澤 雅雄（地域
史研究家）　　　60人 ※未就学児入
場不可　　1回800円・2回券1,500円
　12月11日から

　①12月23日②31年1月6日（日）12
時～12時40分　　①あざみ野クリス
マスジュニアコーラス②横浜都筑太鼓

　31年3月17日（日）14時開演　　大宮
臨太郎・奥村 愛（バイオリン）ほか　　
　180人 ※未就学児の入場・同伴不可
　前売券2,500円　　要問合せ　　
　12月17日から　　総合受付（　
910-5723）

　31年1月19日（土）14時～16時 　
　愛好家による収集が美術の世界に
与えてきた影響について　　天野 太郎
（横浜市民ギャラリーあざみ野主席学
芸員）　　高校生以上　40人　　
500円 　　要問合せ

Welcome！ロビーコンサート
ウェルカム

音声訳ボランティア入門講座

　視覚障害者の目の代わりに「文字を音
声」に変える音声訳の基礎を学びません
か。説明会参加者のみ講座の受講可。

姿勢測定会のお知らせ

　31年2月5日(火) 10時～12時　　
画像解析による姿勢チェック、筋肉の
状態の判定、改善トレーニングの紹介 
　　 20人　　1，000円 　　動きや
すい服装、タオル、飲み物　　1月7日
14時から

　31年1月13日（日）・14日（月・祝）10時
～17時　　小山 ゆうな（演出家、雷ス
トレンジャーズ主宰）、大島 広子（舞台
美術、衣裳デザイナー）、芳賀 薫（映像
ディレクター）　　中学・高校生　20
人　　200円　　12月11日から

　31年2月3日（日）14時開演（13時30分
開場）　　体感音響システム・手話通訳・
要約筆記を使用した聴覚障害のある人
と健聴者が共に楽しめるコンサート　
　鈴木 より子（歌）、津田 直士（ピア
ノ）、神奈川県立二俣川看護福祉高校手
話部（手話歌）　　　300人 ※車椅子
席要予約　　12月11日から　　　・年
齢・聴覚障害の有無、体感音響システム
の利用希望の有無を明記し　　※申
込み1回につき2人まで 

　子育てを援助する提供会員および
利用会員募集の説明会を開催します。
　12月14日（金）10時30分～11時30分
　　緑区支部（　982-3521）へ 

横浜子育てサポートシステム
入会説明会

「シークレットブック
～本の福袋あらため～」 

あざみ野カレッジ
現代美術探求ラボ 美術とコレクション

　親子で楽しめるイベントです。
　①12月12日（水）10時45分から②
12月13日（木）11時30分から　　①
ぴよぴよおはなし会②スイミーミニコン
サート　　各日　40人

　①12月12日、31年1月9日（水）11時
から②12月19日（水）10時30分から・
11時15分から③12月22日（土）15時
30分から　　絵本の読み聞かせ、童歌 
　①2・3歳児と保護者各日　12組②
0・1歳児と保護者各回　12組③3歳以
上の子ども　20人

　12月26日（水）10時30分～11時　
　冬にぴったりの楽しい話　　小学生
　30人

　31年1月9日（水）～1月11日（金）開館時
間内　　緑図書館司書が選んだお薦め
の本を福袋に入れて貸し出し。中身は借
りてからのお楽しみ  　各日　20人

産後のヨーガ～初めての保育＆
ママのおしゃべりタイム（全4回）

サロンふらっと
ゴスペルソングとは?その魅力を探る

　31年1月11日～2月1日の毎週金曜日
12時50分～15時　　産後の体をほぐ
すヨガ、ランチ・交流会　　 10,000円
（1人分の乳児保育料込み）　　2か月～
1歳5か月の子どもをもち、保育を希
望する女性　20人 ※保育希望者限
定講座。2人目以降の子どもに保育が
必要な時は要問合せ　　12月14日から
　子どもの部屋（　910-5724）

　31年1月29日（火）10時～12時
　女性　15人　　2か月～未就学児。
4日前までに　子どもの部屋（　
910-5724）へ　　12月11日から　　

　12月16日(日)13時30分～15時30
分　　ゴスペルソングのミニコンサー
トとお話　　野呂 愛美さん・Cieloの
皆さん　　100円　　

　12月16日（日）13時～15時　　「え
ほんのブーケ.白山」による絵本の読み
聞かせ発表会　　　60人 ※幼児は
要保護者同伴

　31年1月18日～3月15日の隔週金
曜日13時～14時30分　　ひらがな、
カタカナ、楷書の書き方などペン習字
の基礎　　　成人16人　　2,500円
　ボールペン　　12月11日から

　31年1月18日～3月22日の毎週金曜
日13時～14時30分　　正しいトレー
ニング法を学び、身体を整える　　成人
男性　40人　　3,000円　　室内履き、
動きやすい服装　　12月11日から

　31年1月26日（土）14時～15時30分
　茨木 智博さん（オカリナ）、志野 文音
さん（クラシックギター）　　成人　60人
　300円　　 12月11日から

　31年1月25日～2月22日の毎週金
曜日18時30分～20時　　小学生と
保護者　20組　　小学生1,000円、保
護者1,500円　　31年1月10日必着
で　　※小学生は学年を明記

　31年1月23日（水）・24日（木） 9時
30分～11時30分　　「スクラッチ」を
使い、図画工作のように視覚的にプロ
グラミングを学ぶ　　　 20人　　
1,200円　　12月12日から

あいざわ まさ お

　31年2月16日（土）14時開演（13時
30分開場）　　生のお囃子で日本の
伝統話芸を楽しむ　　瀧川 鯉昇・三
遊亭 萬橘ほか（話芸）、恩田えり社中
（お囃子）　　　300人 ※未就学児入
場不可、車椅子席要予約　　大人
2,800円、高校生以下1,000 円、70歳
以上・障害者2,000 円、ペア5,000円 
　12月15日から　　　　※小・中学
生を無料で50人招待。要問合せ

たきがわ さん

ゆうてい まんきつ おん だ

はや  し

しゃちゅう

り しょう

　31年2月19日（火）14時開演（13時
30分開場）　　O’Jizo〈豊田 耕三（アイ
リッシュフルート・ティンホイッスル）、
長尾 晃司（ギター）、中村 大史（ブズー
キー・アコーディオン）〉　　　300人 
※車椅子席要予約、未就学児は親子室
（限定6席）のみ入場可　　1,500円 
　12月12日から

とよ  た こうぞう

なが お こう  じ なかむら

オジゾー

ひろふみ

の  ろ まな  み チェーロ

あや ね

いし い もも こ

おおみや

りん た  ろう おくむら

あま の た ろう

あい

善意の寄附

　緑区社会福祉協議会にご寄附いた
だき、ありがとうございました。（9月30
日受付分まで、敬称略）
蕎麦打ち塾雲水十五周年記念塾生有
志、後藤 勇

うんすい

ご とう いさむ

みどり区版　／  　　　　　　　 2018（平成30）年 12 月号　●11

●各施設の催しの申込み・問合せは各施設へ。 施設の催しは特に記載のない場合は
会場は各施設　●　　 　： 行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面　●今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは、無料　　　　　　　　 

マーク
の説明

　 日時・日程　  会場　  内容　  講師・出演者　  対象・定員　  コース　  費用・チケット　  持ち物　  申込み（    電話　  ファクス　  窓口　  はがき　  往復はがき　  Webページ　  郵送　  先着　  抽選
　 Eメール）　　問合せ　  電話番号　  携帯番号 　 ファクス番号　  Eメールアドレス　  保育あり　  申込み不要、当日直接会場へ　　　　行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面

↙

〒226-0011　中山町93-1　
　 938-0631 　 939-5401
 　md-midreamkouza@city.yokohama.jp

広 告

以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

〒226-0025　十日市場町817-8
　 989-5850     989-5851

〒226-0025　十日市場町825-1
　 985-6331     985-6333

〒226-0019 中山2-1-1
　 931-2478     934-4355

〒226-0019 中山1-29-7
　 932-0733     934-7048

いっぽでクリスマス

女性としごと応援デスク
イメージコンサルタントに聞く
あなたの魅力を引き出す♪
面接ファッションのポイント

　 910-5700     910-5755

〒225-0012　青葉区あざみ野南1-17-3

　 910-5656     910-5674

【共通】　緑区社協ボランティアセン
ター（　935-7807）

【共通】休館日：12月17日（月）

　 12月20日、31年1月10日（木）
15時10分～15時50分 
※荒天中止　　竹山中公園

移動図書館  「はまかぜ号」

    中央図書館サービス課
（   262-0050　  231-8299）

パネル・図書展示

おはなし会

あざみのサロン バイオリンデュオ

冬休み 小学生特別おはなし会

街道ものがたり 第6期（全2回）

男性のための筋トレ体操（全10回）

第十六回みどりアートパーク寄席

アフタヌーン・コンサート ＃8
ナンバー



旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 
休園日 12月11日・18日・25日（火）、29日（土）～31年1月1日（火・祝）、8日（火）

よこはま動物園ズーラシア

１.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

小口切りにした長ネギをフライパンに入れて、ヒマワリ油でじっくり炒める
別のフライパンで、バターと薄力粉を軽く炒め、牛乳で少しずつのばし、ホワ
イトソースをつくる
1にサイコロ状に切ったサーモンを入れ、強火でさっと火を通したら、みじん
切りにしたニンニクを入れて炒める
3に白ワインを入れアルコールをとばす
4に2と生クリームを入れ、塩で味を調えたあとに、粒マスタードを加えてソース
にする
リングイネは、塩（分量外）を加えた熱湯で茹でる
5に6を加えてソースをからめ、最後にパルメザン
チーズを入れたら完成

トラットリア ダ テレーサ
所在地：中山４-26-19
　　　  ☎938-5157
営業時間：11時30分～15時30分、
　　　　  17時30分～22時30分
　　　　  ※月曜（祝日の場合は翌火曜）定休

レシピ作成：
土井 俊介さん
ど   い しゅんすけ

●長ネギ：1本 ●サーモン：120ｇ ●牛乳：
100㏄ ●バター：12ｇ ●薄力粉：4ｇ●ニン
ニク：少量 ●ヒマワリ油：少量 ●生クリーム：
200㏄ ●塩：少々 ●粒マスタード：6～8ｇ
●リングイネ：140ｇ ●白ワイン：少量 ●パル
メザンチーズ：適量

作り方

【問合せ】　 地域力推進担当　　930-2237　　930-2242

【問合せ】　 生活支援係
（　 930-2333　　930-2329）

材料（2人分）

　みどり「ひと・まち」スクールは、横浜市18区で展開されている協働の「地域づ
くり大学校」の緑区版。地域のために活躍したい人たちが集まり、学び合う場です。
　4期目となるスクールの全容をレポートします！

　「みどりーむ」に程近く、大通りから1本入った
静かな住宅街に「なごみ邸」はあります。
　ここは日本家屋が改修された建物で、個展や演奏
会などの貸しスペースとして活用されています。
周辺には、カフェやシェアオフィス、ギャラリーと
しての貸しスペースなどもあり、地域とのつながり
を生む場となっています。
　代表の齋藤さんは「20年、30年先の街の魅力はどうあるべきか。中山の地
に若者が集い、街に活力を生み出してほしい」と、なごみ邸界隈に託すビジョン
を話してくれました。
　途中、大藏寺を経て、みどり地域活動ホームあおぞらに到着。所長の蕨さん
から「あおぞらは、緑区や近隣地域に暮らす障害のある人たちが、地域で安心
して暮らせるためのサービスやサポートが受けら
れる施設です。地域交流事業や子育てについての
相談も行っています。また、せんべい工房があり、
障害者が仕事を通じて社会参加を実現する場とな
っています。施設内でも販売していますよ」と紹
介されました。
　このあと、ハーモニーみどりに向かい、緑区の
福祉について学びました。
　参加した４期生からは「知らなかった場所を訪
ね、活動者の率直な思いに触れたことは、とても
有意義だった」という感想が聞かれました。

　生活支援課では「生活」・「仕事」・「家計」など一人ひとりの困りごとや悩みごとに
応じて、解決策を一緒に考え、生活の立て直しに向けた自立相談支援を行っています。
　一緒に解決の道を探しましょう！

 ９時限目は、４期生の修了式に迫ります。

フィールドワークで街を知る。8時限目

料理のポイント

　長ネギの臭みを抑えて
甘みを引き出すために、
じっくり炒めることがポイ
ントです。ヒマワリ油の代
わりにサラダ油を使っても
いいですよ！

　　　　　　　　メガネグマはその名の通り、メガネのような目の周りの
模様が特徴です。この模様は、一頭一頭違っているため、個体を見分ける目
印になります。主にアンデス山脈に生息する、南米で唯一のクマです。ずん
ぐりとした体型で不器用そうにも見えますが、木登りはとても得意です。野
生では木の上に枝を集めてベッドを作り、そこで何日も休むことがあるそう
です。果物が大好きで、食べ物は植物性のものが中心です。
　現在日本では、ズーラシアを含めた３つの動物園で
しか飼育をしておらず、野生でも絶滅危惧種に指定さ
れている珍しいクマです。性格は優しく穏やかです。
　ズーラシアでは、二本足で立ち上がる、大胆な寝相
で眠る、餌を両手で持って食べるなど、いかにも人間
のような姿に驚くことがあります。かかとをつけて歩
くため、二本足で安定して立つことができるのです。
　1月2日と3日には、お正月特別ガイドがあります。ぜ
ひ、餌を食べる様子を観察してみてくださいね。

▲上手に木登り

木の上で休憩▲

過去のクリスマスツリー▶

イベント情報

12月24日（月・祝）まで
正門、オージーヒルレストラン前など
イルミネーションや
クリスマスツリー

メガネグマ 第 歩2

利用者の声

第３歩では就労訓練事業と就労準備事業について紹介します！

12月22日（土）～12月24日（月・祝）
該当動物展示場
サンタクロースから動物たちに
特別な餌をプレゼント

31年1月2日(水)～1月3日(木)
ころころ広場
竹馬やこま回しなどのお正月遊び

さいとう

だいぞう じ わらび

▲なごみ邸で話を聞く受講生

▲なごみ邸周辺を見学

▲あおぞら内の見学

　緑区役所内に設置されているハローワークの窓口
「ジョブスポット緑」と連携して、求職活動をサポートします。

　予約制で丁寧な対応を心掛けています。
一人ひとりに担当ナビゲーターが付き、ジョブ
スポット内の求人検索機では、ハローワーク
と同じ求人情報が確認できます！

　年金暮らしが不安で仕事を探していましたが、
一人では見つけられませんでした。
　求人検索機の操作や仕事の探し方などいろいろ
とアドバイスしてもらいました！ (70代男性）

　子育てがひと段落し、働こうと思ったのですが、ブランク
があり不安でした。
　ナビゲーターに履歴書の書き方や面接のアドバイスを
してもらい、自信を持って就職活動ができました！（40代女性）

▲ジョブスポット緑

▲ジョブスポット緑の
　担当ナビゲーターの皆さん

就職率
73％！

「ジョブスポット緑」の利用には　 生活支援課
での申し込み手続きが必要です。！
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　区内のよこはま地産地消サポート店による、
地場野菜を使ったレシピを掲載するよ！ ぜひ
直売所等で地場野菜を買って作ってみてね！

【問合せ】　 企画調整係
　　　    　 930-2228
　　　    　 930-2209

冬の事故を防ぎましょう！ 路面凍結や積雪による転倒などの事故に十分注意しましょう！緑消防署から

横浜市緑区制50周年横浜市緑区役所

編集・発行

今月の緑区

0570-200-530
045-330-3953

2018年11月1日現在 区の人口181,630 区の世帯数人 世帯76,953
　何かと忙しい季節だ
けど、手洗い、睡眠、適
度な運動を心がけて体
調に気を付けて、よいお
年を迎えてね。

今月
のひと言

月～土曜日（祝日を含む）8時30分～17時

〒226-0013
緑区寺山町118

緑区役所広報相談係 緑区Webまたは2次元コード
から回答を送ってください930-2220 930-2225

（総合案内）930-2323

回答者の中から毎月抽選で3人に
ミドリングッズをプレゼント！

ミドリン
からの
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