
　　　　　　　①スタンプを集める
　　　　　　　  「よこはま地産地消サポート店」
3店舗で食事をしてスタンプを集める。
②景品プレゼント
　「よこはま地産地消サポート店」で野菜型まな
板シート（全4種から1つ）または、とれ
たてみどり直売所で使える野菜クー
ポン券（300円分）と交換。 野菜型まな板シート4種▶

12月9日（日）は電気設備点検のため
緑区役所駐車場は終日閉鎖します
駐車場は利用できません。注意してください。

　 　予算調整係（　930-2207　　930-2209） 
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　緑区はその名のとおり、緑が多く市内でも農業が盛んな地域です。そんな
緑区には、地場野菜や卵などを使った料理を提供している「よこはま地産
地消サポート店」が14店舗あります。
　ぜひ「よこはま地産地消サポート店」で、地産地消料理を味わってみませんか？

　緑区内の「よこはま地産地消サポート店」の情報をまとめたマップを発行しました。イタリア料理、和食、
洋食、フレンチ、魚料理、パン、カレー、中華料理など、幅広いジャンルの店舗が盛りだくさんです。
　ぜひ、マップを手にとって緑区の地産地消グルメを楽しんでください。

　地産地消みどりガイドマップの発行にあわせて、緑区内の「よこはま
地産地消サポート店」を巡るスタンプラリーを開催します。
※対象は緑区内の「よこはま地産地消サポート店」のみ

　スタンプラリー期間中は、各店舗で来店者サービスがあり
ます。詳しくは、スタンプカードに掲載しています。

　緑区の農業や旬の野菜の
情報、地産地消についての
情報を発信しています。

※横浜市では、市内産の新鮮な旬の野菜や果物、卵、"はまぽーく”など、農畜産物を積極
　的にメニューに取り入れている飲食店を「よこはま地産地消サポート店」として登録
　しています

緑区役所、緑区内の
「よこはま地産地消サポート店」配布場所

実施期間

参加方法

スタンプカード
配布場所

緑区キャラクター 「ミドリン」

▲

トラットリア ダ テレーサ イタリア料理 中山4-26-19

ジローズ キッチン ダイニングバー 中山3-34-19 箱崎ビル1Ｆ

カフェ フェリックス フォール フレンチ 中山1-27-6 シロタ中山ハイツＡ104

炭火焼ハンバーグ＆ステーキレストラン ぶる 台村町352-1 ピコ中山102

カレーハウスCoCo壱番屋 緑区中山店 カレー料理 台村町322-1

猫舌亭2 ダイニングバー 台村町309-1 土井ビル2F

トラットリア ドルチェ イタリア料理 台村町317-1 緑センタービル106

海鮮酒家　海陽飯店 中華料理 十日市場町822-17

TDM 1874 Brewary バー 十日市場町835-1

うおたま＆くうかい 魚料理、総菜・弁当販売 霧が丘1-17-6

カフェベーカリーぷかぷか パン販売 霧が丘3-25-2-203

おひさまの台所 弁当・総菜販売 霧が丘3-25-2-204

ぷかぷかさんのおひるごはん ランチ 霧が丘5-26-2-201

臥龍 中国料理 長津田4-5-1

洋食

店  名 品  目 所 在 地

緑区役所、緑区内の「よこはま
地産地消サポート店」

11月1日（木）～
　31年1月31日（木）

　今年4月に、緑区内の「よこはま地産
地消サポート店」が農家と連携してよ
り地産地消を広めるための団体を立ち
上げました。団体名の「Verde(ベルデ)」
は、イタリア語で「緑」を意味します。
　今後、地場野菜を使った名物料理の
考案や緑区の野菜のPRなどに力を入
れて活動していきます。

　横浜市では、横浜の「農」
全体を1つの農場に見立
て「横浜農場」と名付けま
した。この名のもと「農」
の魅力を発信します。

　　　ヨコハマ　　　　　　チーム      ベルデ           スリー         スターズ

ティー・ディー・エム

が りゅう

ブリュワリー
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【問合せ】　企画調整係（　930-2228　　930-2209）
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保護者の皆さんへ

❶まずは、保護者が落ち着きましょう。感情が前面に出てしまうと
　つい怒鳴ったり、叩いたりしてしまいます。
　　かーっとなって怒鳴りそうになったり、手が出そうになったら、
　心の中で6秒数えましょう。怒りのピークは6秒と言われて
　います。6秒数えて怒りが過ぎるのを待ちましょう。

❷子どもがいる場所の安全を確認して、隣の部屋やトイレに行く
　など、その場から少し離れましょう。物理的に離れて深呼吸
　し、自分自身が落ち着いてから、子どものもとに戻りましょう。

子どもは抽象的な表現が苦手です。

禁止の表現を使うより、してほしい行動を「～しようね」
と期待を込めて伝える方が効果的です。

子どもにイライラしてしまったら

　一人で抱え込まずに、たまには子どもと離れてみることも大切
です。初めて預ける時は、親も子も慣れないこともありますが、お
互いの気分転換のために離れてみましょう。

子どもを預ける
　一人で悩まずに子どもと出掛けてリフレッシュしま
しょう。子どもとの外出先は、二次元コードまたは

出掛ける

子どもへの対応のこつ

具体的・肯定的な表現で伝える

❶❷でも落ち着かない時、切羽詰まった時は、
7面「相談する」の連絡先まで電話してください！

ちょっとした言い方の工夫で子どもに
伝わりやすくなり、イライラの減少にもつながります。

小さな声で
話そうね

ちゃんとして ここに
座ろうね

走っちゃダメ 歩こうね

伝わりやすい言い方伝わりづらい言い方

みどりっこひろば

親族や友人

一時保育・一時預かり

地域子育て支援拠点

子育て支援者会場
保育園の
園庭開放

子育てサポートシステム
（緑区地域子育て支援拠点いっぽ）
　 982-3521

親と子のつどいの広場
※一時預かりを行っている
　ひろばもあります

Point 1

Point 2

いい子に
してね

1、2、3… …4、5、6

横浜市　一時預かり
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11月9日～15日は、秋の全国火災予防週間です。住宅用火災警報器を点検しましょう！ 10年たったら緑消防署から

　子育てをしていると、うれしいことや楽しいことがたくさんあります。
　でも、同時に、つらいことや不安に思うこともあります。
　自分の子育てのことや周りで育児をしている人へのサポートについて考えてみませんか。

特 集 2



　　虐待かどうかは、虐待する側の意識の問題ではありません。
子どもがどう感じ、どう傷ついているか「子どもの立場」から判
断されます。たとえ親が「しつけ」のつもりでも、子どもにとって
つらかったり、傷ついたりする場合は虐待にあたります。
　また、家庭内暴力（DV）を子どもの目の前で見せることも
虐待にあたります。

　　虐待を受けた子どもは、自分を大事にできなくなったり、他人との信
頼関係を上手に作れなくなったりと心身の成長や人格形成に重大な影響
があると言われています。
　また、虐待が脳の発達に深刻な影響を及ぼすことも分かってきています。

　身近に子育てで悩んでいる人はいませんか。子育てには周囲の協力が必要不可欠です。周りの親子に声を
掛けてください。安心して子育てができる地域を作っていきましょう。

　保護者・地域の皆さんが、ちょっと気になることで構いません。まずは、電話してください。

　ちょっとした会話や笑顔、気遣いが保護者の気持ちを軽くしたり、ほっとさせたり
することがあります。
　「大丈夫だよ」、「そういう時もあるよね」。そのような言葉が、保護者を安心させ、
勇気づけることがあります。

子どもへの虐待とは？

地域の皆さんへ

相談する

A
Q「しつけ」と「虐待」の違いは？

Q 虐待による子どもの心と体への影響は？
A

親子のSOSに気づく

「どうしたの？」「大丈夫？」の声掛けを

子どもが出すSOS

保護者が出すSOS

「心配な子どもがいる」「虐待かも？」と思ったら知らせてください。匿名でも構いません。秘密は守ります。

子どものけがに
不自然な説明をする

しつけと称して厳しく
あたる（暴言・暴力）

子どもの接し方に戸惑い、
しつけに悩んでいる

子どもを置いたまま
出掛けている

子どもの前で配偶者などに
暴力・暴言がある

原因がはっきりしない
けがをしている

服装、顔、髪の毛
などが不衛生

子どもの泣き声が
頻繁に聞こえる 家に帰りたがらない 表情が乏しく元気がない

子ども・家庭支援相談
（区役所）

よこはま
子ども虐待ホットライン 北部児童相談所

　保健師、保育士、教育相談員、
学校カウンセラーなどが、乳幼
児期から思春期までの子育て
についての相談に応じます。

　夜間・休日の虐待の
相談・通告はこちらに｡

　子どもの養育・非行・障害・不登校・性格
や行動などについての相談に応じます。

平日8時45分~17時 平日8時45分~17時15分24時間365日対応

【問合せ】　 こども家庭係（　 930-2361 　 930-2435）
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取り替えましょう！



　11月20日（火）13時30分～15時30分
　緑公会堂　　「公園や周辺での身
近な動物について」〈五十嵐 隆さん
（環境創造局動物園課）〉、「お金をか
けずに賢く素敵な花壇づくり」〈井上 
まゆ美さん（（株）河野自然園）〉　　
300人　　緑土木事務所下水道・公園
係（　981-2100　　981-2112）

★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！

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。

【赤ちゃんの日 ホール開放と身体測定】
　11月21日（水）10時～11時45分　　 ま
だ外遊びができない子どもと保護者　 【ホール開放】

　11月14日（水）10時～11時30分　
　未就学児と保護者

　11月17日（土）①回収：9時～12時
②譲渡：11時～14時 ※荒天中止　　緑
区役所　※当日は区役所駐車場の利
用不可　　12歳児までの清潔で保存
状態の良い子ども服。下着・靴・かばん・
おもちゃ・大人用衣類等不可　　　地域
活動係（　930-2241　　930-2242）

【伊藤 かね子さんと
木のおもちゃで遊ぼう】
　11月26日（月）10時～11時　　未
就学児と保護者
【11月生まれの誕生会と
親子ふれあい遊び】
　11月27日（火）10時45分～11時15分
　11月生まれの未就学児と保護者
【食育講座「食べることが大好きな子
にするために」】
　12月6日（木）10時～11時　　離乳
食開始前・初期の子どもと保護者

【育児講座「離乳食でおしゃべりタイム」】
　11月14日（水）10時～11時　　離
乳食中の子どもと保護者　
【11月生まれの誕生会】
　11月15日（木）9時30分～10時　　
　11月生まれの未就学児と保護者

【クラスと交流「いっしょにあそぼう」
1歳児クラス】
　11月15日（木）9時30分～10時15分
　28年4月～29年3月生まれの子ど
もと保護者　2組

秋の地産地消イベント
　11月23日（金・祝）9時～15時、24日
（土）9時～14時　　茶まんじゅうの
実演販売、田奈恵みの里の紹介

こんにゃく作り教室
　12月14日（金）9時30分～11時30
分　　女性農業者の指導による生芋
こんにゃく作り　　緑・青葉区内在住
者　20人 ※熱湯を使用するため子
どもの参加不可　　1,500円　　エ
プロン、三角巾、マスク、飲み物　　11
月16日必着で参加者全員の　　　・
年齢を明記し

恵みの里のイベント

衣類のリユース（子ども服）

都岡地区恵みの里 大根・白菜収穫体験
　12月15日（土）・16日（日）各日10時
から　※同内容。荒天時は翌週の同
じ曜日に順延　　 旭区下川井町の畑
※車での来場可　　横浜市内在住の
個人・家族　20組　　大根1本150
円、白菜1株300円 ※収穫した分を買い
取り　　11月30日必着で希望日、代
表者の　　　、参加者全員の氏名・年
齢を明記し　　都岡地区恵みの里運
営協議会事務局「大根・白菜収穫体験
in都岡」係（〒241-0031 旭区今宿西
町289　　090-7733-8532　　955-
5057）へ

田奈恵みの里のイベント

新治恵みの里 こんにゃく作り教室
　12月2日（日）13時30分～15時　　
にいはる里山交流センター（JR十日
市場駅徒歩15分）　　掘りたてのこん
にゃく芋で生こんにゃく作りと試食
　新治恵みの里発展会　　横浜市内
在住の個人・家族・グループ（2人程度）
　15組　　1組1,500円 ※こんにゃく
作り材料セットの持ち帰りあり　　
　11月15日から新治恵みの里　　
　北部農政事務所（　 948-2480　
　948-2488）　

▲昨年の伝統文化発表会

▲昨年のドイツ民衆劇

長津田音祭り2017▲

第13回伝統文化発表会
　民謡や舞踊、さまざまな楽器による伝統文化を
楽しめる演奏会。森の台小学校児童がソーラン節
で特別出演。
　11月18日（日）10時30分～16時（10時開場）
　緑公会堂　　　500人
　横浜緑伝統文化協会 服部（　932-3132）

ドイツ民衆劇「聖夜劇～キリスト生誕劇～」
　12月23日（日）13時30分～15時（13時開場）　　緑公会堂　
　横浜シュタイナー学園　　年長児以上　450人　
　高校生以上900円、年長児～中学生600円　
　　　　 横浜シュタイナー学園
　（　　922-3107　　gakuen-info@yokohama-steiner.jp）

提案型ロビーイベント「癒やしの音色  マンドリンアンサンブル」
　12月10日（月）12時10分～12時45分
　緑区役所　　エストレリータ、クリスマスメドレーなど　
　くららマンドリンアンサンブル　　椅子席　30人　※立ち見可　　
　本多 和美（　532-3019）

長津田音祭り2018
　12月1日（土）12時から・2日（日）11時30分から　
　みどりアートパーク　
　コンサート、演奏会、地元飲食店「ながつた市」、
　フリーマーケット、アート展など。一部有料・整理券配布　
　①1日：野呂 愛美（ボーカル）※有料。大人前売り
　2,000円・高校生以下前売り1,000円（当日券各500円増し）。みどりアートパーク、岸
　田屋酒店、創菜美酒たかおで販売②2日:田奈中学校吹奏楽部＆福澤 優加（トロン
　ボーン）、高木 凛々子（バイオリン）※無料。11時から整理券配布
　長津田音祭り実行委員会事務局
　（　981-0803　　988-1803　　nagatsuta.otomatsuri@gmail.com）
詳細はみどりアートパーク　「イベントスケジュール」参照

　12月1日（土）10時～15時　　マル
シェぶらり～と青葉台2018会場　　
歩数計ストラップ・電池の無償交換や
歩数計を紛失・故障した人への販売
（いずれも数量限定、先着順）、歩数計
アプリの新規登録サポート、無料相談
会　　交換希望者は歩数計を持参
　よこはまウォーキングポイント事業
事務局（　0570-080-130　　0120-
580-376　※平日9時30分～17時30
分。土・日・休日、年末年始は休み）

平成30年度 緑区公園愛護会のつどい
　12月1日（土）10時～16時　　都筑
区勝田町　　南関東で現存する最古
級の民家「関家住宅」の公開　　中学
生以上　 200人　　11月19日必着
で参加者全員の　　　、午前・午後の
希望を明記し　 横浜市教育委員会事
務局生涯学習文化財課（〒231-0017 
中区港町1-1　　671-3238　　224-
5863）へ

十日市場の「いちば」開催

　11月24日、12月1日・8日（土） 10時
～12時　※野菜がなくなり次第終了
　JR十日市場駅南口駅前広場　　十
日市場の農家さんによる新鮮な冬野
菜の直接販売　　　企画調整係（　
930-2217　　930-2209）

　12月2日（日）10時～15時　　ハーモ
ニーみどり　　 舞台発表、作品展示、
バザー、体験講座、飲食・喫茶、20周年
記念イベントなど　　緑区社会福祉協
議会（　931-2478　　934-4355）

い が ら し たかし

いのうえ

み かわ の

　緑区の認可保育園主催、未就学児対象の地域子育て応援
イベントです。親子で楽しめるプログラムがいっぱいです。
　11月17日（土）10時～12時
　長津田保育園、長津田地域ケアプラザ（長津田2-11-1）
　※駐車場はありません。公共交通機関を利用してください
　　 こども家庭係（　 930-2332　　930-2435）

　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(マルチコピー機設置店舗に
限る）で証明書を取得できます。 
※証明書の発行には自身で設定した4桁の暗証番号の入力が必要です

■コンビニ交付が可能な証明書（市内在住者のみ）
● 住民票の写し　● 住民票記載事項証明書　
● 印鑑登録証明書（※市内に印鑑登録している人のみ）
● 戸籍証明書
● 戸籍の附票の写し　

　6時30分～23時（12月29日～1月3日を除く。ただし、戸籍証明書および戸籍
　の附票の写しは平日9時～17時のみ）
　戸籍証明書1通450円、それ以外1通250円

▲昨年のみどりっこまつり

※市内に本籍がある人のみ。市外に本籍がある人は、
　本籍のある役所に問い合わせてください。

●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　　　　　　　　 

●　　　　　　　　2018（平成30）年 11 月号　／　みどり区版

アイコン説明・注意事項は
上部に記載しています。

【12月3日～9日は障害者週間】
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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）

鴨居保育園
 （　 933-2106　　933-2104）

12月5日（水）～7日（金）に障害者団体による販売会や障害者の作品展を緑区役所で行います。

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

【問合せ】 緑警察署（　 932-0110）

【問合せ】    戸籍担当（　 930-2247　　 930-2255）

はっとり

ふくざわ

ほん  だ かず  み

ほの か

の  ろ まな み

たか ぎ り  り  こ

【共通】    横浜農業協同組合田奈
支店　　田奈恵みの里推進委員会
　　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）



　11月20日（火）13時30分～15時30分
　緑公会堂　　「公園や周辺での身
近な動物について」〈五十嵐 隆さん
（環境創造局動物園課）〉、「お金をか
けずに賢く素敵な花壇づくり」〈井上 
まゆ美さん（（株）河野自然園）〉　　
300人　　緑土木事務所下水道・公園
係（　981-2100　　981-2112）

　2019年のラグビーワールドカップの開催に向けて、みんなでラグビーを楽
しみませんか。
　12月2日（日）14時～16時（13時30分開場）　　緑スポーツセンター
　デモンストレーション、タグラグビー体験、選手トークなど
　女子ラグビーチーム YOKOHAMA TKMの選手の皆さん 
　緑区内在住・在学の小学生　50人
　11月26日必着で緑区　申込みフォームから
　　生涯学習支援係
（　930-2236　　md-gakushu@city.yokohama.jp）へ

　10時30分～14時　　公園・森・谷戸田ボランティア等による手作り品販売、大
人のためのお話会、琴の演奏、丸太切り、わら細工体験など　

　12月8日（土）9時集合（8時30分受付開始）　　各コース　30人
　①白山～四季の森公園（約2時間30分。白山地区センター集合）
②北八朔田園風景（約2時間15分。緑区役所集合）③緑区遺産（三保
地区）（約2時間30分。緑区役所集合）※緑区遺産ガイドウオーキング
第3回目　　飲み物、履き慣れた靴・歩きやすい服装で
　11月12日から

　東京2020オリンピック・パラリンピック公認プログラム。
　世界の「いま」を知って東京2020大会に参加する世界の
アスリートを応援しませんか。
　12月4日（火）14時30分～16時（14時開場）　　緑公会堂
　世界の人々の暮らしに寄り添った視点の写真とともに語る世界の「いま」
　安田 菜津紀さん（フォトジャーナリスト）　　 　500人
※手話通訳希望者は11月22日までに申込者の　　　を明記し 　で問合せ先へ

　10時45分から・11時35分から・13時10分から　　どんぐり、まつぼっくりで
クリスマスオブジェ作り　　各回　17人　※当日10時15分から整理券配布

　12時～13時　　里山の自然を楽しむ野外コンサート
※雨天時は屋内で実施
　木村 真紀さん（シンガーソングライター）ほか

都岡地区恵みの里 大根・白菜収穫体験
　12月15日（土）・16日（日）各日10時
から　※同内容。荒天時は翌週の同
じ曜日に順延　　 旭区下川井町の畑
※車での来場可　　横浜市内在住の
個人・家族　20組　　大根1本150
円、白菜1株300円 ※収穫した分を買い
取り　　11月30日必着で希望日、代
表者の　　　、参加者全員の氏名・年
齢を明記し　　都岡地区恵みの里運
営協議会事務局「大根・白菜収穫体験
in都岡」係（〒241-0031 旭区今宿西
町289　　090-7733-8532　　955-
5057）へ

　①11月11日・25日、12月9日（日）②
11月16日 、12月21日（金）9時～13時
※雨天中止　　長坂谷公園　　緑区内
在住・在勤・在学・在クラブ者の①中学生
以上②シニア　　大人500円、中学・高校
生200円　　ラケット、テニスシューズ、運
動着　　緑区ソフトテニス協会（　934-
4616　　rse18129@nifty.com）

緑区ソフトテニス教室

　11月23日（金・祝）7時30分までにJR
長津田駅ホーム八王子寄り集合 ※雨天
中止　　JR高尾駅～城山～富士見台～
御主殿跡～JR高尾駅（解散）　　500
円 ※往復交通費各自負担　　昼食、
飲み物、雨具、敷物、防寒具、ごみ袋。
軽登山靴・山用ザックで　　緑区体育
協会ハイキング部小林（　090-2326-
8662 ※22時まで　　981-2074）

区民駅伝大会
　小学4年生以上の部、クラブ小学生・
中学生の各部、壮年男子の部、一般男女
混成の部　　緑・青葉または近隣区に
在住・在勤・在学者および走友会所属
選手　　3,500円（小・中学生2,000
円）　　11月24日消印有効で申込書
と払込払入受領証の写しを　緑区陸
上競技連盟 有泉 昌雄（〒226-0002 
東本郷6-3-7-736　　090-8813-
8866）へ　※申込書は緑スポーツセン
ター内緑区体育協会事務局等で配布。
緑区体育協会　からもダウンロード可

ランニングフェスタ
　初心者からベテランまで参加可。
横浜マラソン2019のチャレンジ枠に
もなる予定です。
　13年4月1日以前生まれの横浜市内
在住・在勤・在学者　200人　※チャ
レンジ枠選考対象者（緑区内在住・在
勤・在学者）優先　　男女別50歳未
満・50歳以上の部、各5.1㎞　　2,000
円　　11月22日必着で緑区　申込み
フォームから　　　生涯学習支援係
（　930-2236　　md-gakushu@c-
ity.yokohama.jp）

区民ハイキング 八王子・城山（547m）

　11月29日（木）10時～12時　　シ
ルバー人材センター緑事務所（中山
2-1-1）　　現役から退いた高年齢者
向けの働くことに焦点を当てたセミ
ナー　　横浜市シルバー人材セン
ター　　　20人　　11月12日から　
シルバー人材センター緑事務所（　
935-0677　　935-0688）へ

セカンドライフセミナー

　31年1月4日からIDとパスワード
を使用して「スマートフォンで確定
申告」ができます。このIDとパスワー
ドは、税務署窓口で、事前の申請が必
要です。
　1月以降、税務署は大変混雑します。
12月末までに申請してください
　いずれの税務署でも申請・取得可能
　運転免許証等の本人確認のできる
書類 　　緑税務署個人課税第1部門
（　972-7771（内線214・215・216））

緑税務署からの重要なお知らせ

　31年1月5日（土）12時30分から
（12時受付開始）　　十日市場地区
センター　　4,000円　　12月7日
までに　　 庶務係（　930-2206　　
930-2209）へ　※未成年の参加不可。
車での来場不可

31年緑区新年賀詞交換会

　毎週木曜日19時～20時30分　　長
津田地域ケアプラザ　　ひらがな、
カタカナ、単語、会話など　　日本語
が母国語ではない成人　　月200円
　筆記用具、ノート　　となみ（　　
985-2202）

長津田日本語クラブ開設のお知らせ

　12月6日（木）14時～16時30分（13
時45分受付開始）　　緑区役所　　 
不登校・ひきこもりなどの若者と支援機
関の取り組みの現状についてのセミ
ナー、若者や家族に対する相談会　　　
50人　　よこはま北部ユースプラザ
（　　 948-5505　　mail@kitapla.jp）

　12月5日（水）～7日（金）12時30分～
14時30分　　十日市場地区センター
　デジタルカメラ、タブレット、ス
マートフォンで撮影した写真や動画
のムービーへの加工方法、動画投稿
サイトへの掲載方法　　NPO法人
MICS　　　20人　　3,000円　　デ
ジカメ・スマホ・タブレットのいずれ
か、筆記用具　　11月20日必着で
　　　を記入し　　　 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

緑区IT講習会12月⑨ビデオ編集（全3回）

　12月20日（木）10時～11時30分　
　緑区役所　　2歳未満の子と親　
20組40人　　11月12日から　　　健
康づくり係（　930-2357  　930-2355）

親子でお口の健康教室

▲関家住宅

YOKOHAMA TKM▲

▲2017年のランニングフェスタ

　12月1日（土）10時～15時　　マル
シェぶらり～と青葉台2018会場　　
歩数計ストラップ・電池の無償交換や
歩数計を紛失・故障した人への販売
（いずれも数量限定、先着順）、歩数計
アプリの新規登録サポート、無料相談
会　　交換希望者は歩数計を持参
　よこはまウォーキングポイント事業
事務局（　0570-080-130　　0120-
580-376　※平日9時30分～17時30
分。土・日・休日、年末年始は休み）

国重要文化財「関家住宅」特別公開

　12月1日（土）10時～16時　　都筑
区勝田町　　南関東で現存する最古
級の民家「関家住宅」の公開　　中学
生以上　 200人　　11月19日必着
で参加者全員の　　　、午前・午後の
希望を明記し　 横浜市教育委員会事
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24日、12月1日・8日（土） 10時
～12時　※野菜がなくなり次第終了
　JR十日市場駅南口駅前広場　　十
日市場の農家さんによる新鮮な冬野
菜の直接販売　　　企画調整係（　
930-2217　　930-2209）

「よこはまウォーキングポイント
ご利用感謝キャンペーン」

　12月2日（日）10時～15時　　ハーモ
ニーみどり　　 舞台発表、作品展示、
バザー、体験講座、飲食・喫茶、20周年
記念イベントなど　　緑区社会福祉協
議会（　931-2478　　934-4355）

ハーモニーみどりふれあいまつり
おかげさまで開館20周年

ひきこもり等の
若者支援セミナー・相談会

第32回緑区民駅伝大会・緑区ランニング
フェスタ2018 出場ランナー募集

～女子ラグビーチームYOKOHAMA TKMがやってくる！～

ウオーキングイベント（ガイド付き・事前申込制）

　12月8日（土）10時～13時　　緑区役所　　健康チェック、野菜をもっと食べ
ようキャンペーン、お口の健康チェック、大腸トンネル探検隊など

健康づくりイベント

にいはる里山 秋まつり

森を楽しむコンサート

森の恵みクラフト ▲木村 真紀さん
▲安田 菜津紀さん

ヨ コ ハ マ

レ ッ ツ エ ン ジ ョ イ ラ グ ビ ー

ティーケーエム

●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
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12月5日（水）～7日（金）に障害者団体による販売会や障害者の作品展を緑区役所で行います。

【問合せ】    庶務係（　 930-2211　　930-2209）

【問合せ・申込み】　 健康づくり係（　930-2357　　930-2355）

【問合せ】にいはる里山交流センター事務局（　931-4947   　937-0898）

き むら ま  き

【共通】    12月24日（月・祝）
　　　　三ツ沢公園陸上競技場 

【共通】    11月18日（日）※雨天決行
　　　   新治里山公園

ミックス

こばやし

ありいずみ まさ  お

やす だ な  つ  き



　11月15日、12月6日（木）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

　11月22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

　12月21日（金）10時～11時30分　
　虫歯予防の話、歯磨き練習 　　29年
11月～30年2月生まれの子どもと保
護者　25組　　 母子健康手帳　　11
月12日から携帯・スマート
フォンで二次元コード
　 3

　①12月5日（水）②14日（金）③31年
1月16日（水）④23日（水）13時15分～
15時30分（13時受付開始）　　妊娠
中のこと、出産・育児について学ぶ　
　31年4・5月出産予定（目安）の初産の
人　　母子健康手帳、子育てガイドブッ
ク「どれどれ」、筆記用具、飲み物 ※②
は運動のできる服装で　　　 3

　11月13日・20日・27日、12月4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

　11月14日（水）10時～12時　　感
染症の話、次年度計画について　　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）

　11月16日（金）9時～11時、12月4日
（火）13時～15時　　生活習慣病の健
康相談　　　 1へ

　12月4日（火）9時～11時30分　　健
康チェック、末梢血液循環測定、栄養・
歯科相談　※ウオーキング同時開催。
希望者は9時25分に　正面入口に集
合（雨天中止）　　　 1 

　11月15日・22日・29日、12月6日（木）
9時～9時30分受付  　前日までに　 1へ

　12月5日（水）9時～10時受付　　40
歳以上　 50人　　680円（70歳以上
無料）　　11月12日から　　  1へ

　12月5日（水）11時～11時45分
　前日までに　  1へ

　11月20日（火）13時30分～15時30
分（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：11月16日（金）・12月6
日（木）②1歳6か月児：11月22日（木）・
12月12日（水）③3歳児：11月15日
（木）・12月7日（金）　　　 3

　11月28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　　11月16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

　11月22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

　11月28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

　12月22日（土）9時30分～12時（9時
15分受付開始）　　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　32組　　11月24日～
12月8日必着で参加者全員の　　　・
出産予定日を明記し　  3へ

もく  よく

　11月17日（土）13時30分～14時15
分　　2歳以上　※未就学児要保護
者同伴、大人のみの参加可　

　11月29日（木）10時～12時　　山崎 
悦子さん　　成人　15人　

　11月26日、12月3日（月）9時40分～
11時40分　　成人　12人　　2,500
円　　11月11日から

　12月15日（土）9時45分～13時30分
　成人　12人　　2,100円　　11月
12日から

　12月1日（土）18時～19時30分　　オ
ペラコンサート　　　 50人　　

　12月8日（土）10時～14時　　成人
　12人　　1,800円　　エプロン、三
角巾、布巾、手拭きタオル、筆記用具、
持ち帰り用袋　　11月13日から

　12月8日（土）12時～15時　　小学
生以上　20人

　12月1日（土）10時30分～12時30分
　陶磁器にシールを転写したプレート
作り。もみの木型と丸型から選択　　　
20人　　900円　　11月12日から

　12月10日（月）9時45分～12時30分
　成人　12人　　1,700円　　エプ
ロン、三角巾、布巾、手拭きタオル、筆
記用具　　11月12日から

　12月9日（日）15時開演（14時30分
開場）　　ゴスペルワークショップ「歌
おう、ゴスペル」の仕上げとクワイア
Cieloのコンサート　　みどりアート
パークゴスペルクワイア､Cielo､野呂 
愛美さん､角脇 真さん　　　300人
※全席自由、車椅子席要予約

　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。
　11月29日（木）10時30分～11時30分
　　緑区支部（　982-3521）へ 

　作品募集：31年1月10日（木）まで　
展示：31年2月13日（水）～18日（月）
　「新治中部地区の風景」をテーマに
現在および昔の中山町・台村町・森の
台・寺山町・上山にある建物､風景､寺社
仏閣などの写真を募集　　申込書に
　　　を明記し　　　※申込書は　
からダウンロード可

　11月22日（木）13時～14時　　緑
区歯科医師会の歯科医師による子ど
もの虫歯についての話

　2～3歳児が自由に遊べるおもちゃ
を出します。出入り自由です。
　11月30日（金）10時30分～12時

　①11月14日（水）11時から②11月21
日（水）10時30分から・11時15分から③
11月24日（土）15時30分から④11月
28日（水）10時30分から　　絵本の読
み聞かせ、童歌　　①2・3歳児と保護者
　12組②0・1歳児と保護者各回　12
組③④3歳以上の子ども　20人 

　①12月9日（日）9時30分～12時30
分②12月12日（水）10時30分～13時
30分③12月19日（水）9時30分～12時
30分　　①ブッシュドノエル②ロースト
チキン含む4品③シュトーレン　※①③
は持ち帰り箱付き　　①小学生　12
人②③成人各　12人　　①1,300円
②2,500円③1,900円　　①11月23
日必着で　　　・学年を明記し　 ②③
11月11日から

　12月15日（土）10時～14時　　小学
生以下の子どものおもちゃの修理　
　　24品　　一部実費あり　　11月
11日から

　11月24日（土）10時～13時30分　
　5人前のそばを打ち、1食を試食、
残りを持ち帰り　　成人　15人
　2,200円　　11月11日から

　11月26日（月）9時30分～12時　　水
回りの掃除法など　　　20人　　11
月11日から

　11月28日（水）10時～11時30分　
　秋冬～春まで楽しめる草花を寄せ
植えして持ち帰り　　成人　16人　
　2,000円　　汚れてもいい服装　
　11月11日から

　12月9日（日）11時～14時30分　　成
人　12人　　1,800円　　11月11日
から

　11月18日（日）14時開演（13時30分
開場）　　オールディーズ、洋楽、邦楽
のポップス、フォーク・ジャズの名曲を
アマチュアバンドが競演ライブ　　青葉
ミュージックフレンズ、めぐみーず、緑
ベンチャーズ、The Backs Team 
JS、Mii-rno、ぱいるどらいばーず、
The Backs Team 54　　　300人  
※全席自由、車椅子席要予約

　12月27日（木）12時30分～14時30
分　　　14人　　2,300円　　受付
時連絡　　11月12日から

まっ しょう

　11月21日（水）13時～14時30分　
　山下地域交流センター　　介護に
ついての勉強会や交流会　 　　 2

やまざき

えつ こ

あお ば

みどり

ザ

ザ ゴーヨン

バックス

ミ  ル  モ

バックス チーム

チーム

ジェイエス

チョークアート講座 クリスマス（全2回）

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

母親（両親）教室（全4回）

リハビリ教室

食と生活の健康相談

思いやり、健康づくりの日

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

●　　　　　　　　2018（平成30）年 11 月号　／　みどり区版10

がん検診へ行きましょう 横浜市では、現在加入している健康保険などで受診機会のない横浜市民を対象に、がん検診を
●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

肺がん検診（胸部X線検査）

神経難病交流会緑ふれあいの会

子どもの食生活相談

家族介護者のつどい

クリスマスの料理教室

おもちゃ病院

ちょっと早めの年越しそば打ち講座

生け花で明るくお正月を迎えましょう

プロの振付師による
「木皮 成とダンスオーケストラ！」

き  がわ  せい

アラフィフ女性のための
ライフ＆マネープランニング

年末ハウスクリーニング講座
簡単お掃除法季節のポーセリン

～クリスマスプレート～

ニコニコ卒煙クリニック

年越しそば打ち体験

クリスマスロビーコンサート

クリスマス・シュトーレン作り

クリスマスのお菓子・ブッシュドノエル

百人一首を楽しもう

冬を彩り春まで楽しめる寄せ植え

クリスマス・シュトーレン作り

MAP BAND FES 2018
マップ バンド フェス



　①11月11日②11月25日③12月9日
（日）12時～12時40分　　①芦川 可
奈子さん（マリンバ）、佐藤 ゆみさん・
椛沢 恵子さん（ピアノデュオ）②小松崎 
綾さん（ソプラノ）、吉田 幸央さん（ピ
アノ）③川瀬 まり子さん（バイオリン）、高田
玲子さん（ピアノ）、山口 尚子さん（メ
ゾソプラノ）、片野 敦子さん（ピアノ）

善意の寄附

ちょっと先生秋の1日体験講座

Welcome！ロビーコンサート
ウェルカム

　緑区社会福祉協議会にご寄付いた
だき、ありがとうございました。（8月31
日受付分まで、敬称略）
みどり97会、フォレストヒルズ三保自
治会、後藤 勇、匿名1件

31年1月～3月 冬の事前受付教室

　大人向け全26教室、親子向け全10
教室、子ども向け全14教室の受講者
募集　※申込み多数の教室は　
　11月17日必着で　　　・生年月日・
性別・横浜市外在住者は勤務先または学
校名を明記し　　　※詳細は

おもちゃ病院

　壊れたおもちゃを何でも修理します。
　11月24日（土）10時～14時　　小
学生以下のおもちゃの修理　※弾の
出るおもちゃ、家電に類するものは除
く　　部品実費　　　

　12月9日（日）15時開演（14時30分
開場）　　ゴスペルワークショップ「歌
おう、ゴスペル」の仕上げとクワイア
Cieloのコンサート　　みどりアート
パークゴスペルクワイア､Cielo､野呂 
愛美さん､角脇 真さん　　　300人
※全席自由、車椅子席要予約

　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。
　11月29日（木）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

パパといっしょに作って遊ぼう! ペット
ボトルでつくる光る雪だるまのランプ

サロンふらっと
職人気質のケーキづくり

緑公会堂でグランドピアノ（ヤマハ
Ｆ3シリーズ）を弾いてみませんか？

　作品募集：31年1月10日（木）まで　
展示：31年2月13日（水）～18日（月）
　「新治中部地区の風景」をテーマに
現在および昔の中山町・台村町・森の
台・寺山町・上山にある建物､風景､寺社
仏閣などの写真を募集　　申込書に
　　　を明記し　　　※申込書は　
からダウンロード可

　11月22日（木）13時～14時　　緑
区歯科医師会の歯科医師による子ど
もの虫歯についての話

　2～3歳児が自由に遊べるおもちゃ
を出します。出入り自由です。
　11月30日（金）10時30分～12時

みどりアートパーク
公募写真展2019　作品募集

　①11月14日（水）11時から②11月21
日（水）10時30分から・11時15分から③
11月24日（土）15時30分から④11月
28日（水）10時30分から　　絵本の読
み聞かせ、童歌　　①2・3歳児と保護者
　12組②0・1歳児と保護者各回　12
組③④3歳以上の子ども　20人 

　11月29日（木）13時10分～14時　
　横浜市内在住の60歳以上　50人

　12月12日（水）13時30分～16時　
　講義と体を動かしての実技　　横
浜市内在住の60歳以上　30人　　動
きやすい服装　　11月13日から

　11月13日・20日・27日（火）19時～
20時15分　　一日の終わりに体をほ
ぐしリラックス　　1回820円　　各回
　15人

　12月8日（土）10時30分～12時　　未
就学児の親子　30組　　1組300円 

　12月1日（土）10時～12時　　緑区
遺産の散策現地など　　郷土史家・相澤 
雅雄さんによるミニ講演会と岩川橋梁
などの緑区遺産を巡る歴史散策
　相澤 雅雄さん　　成人　15人　
　11月13日9時30分から

歴史散策「緑区遺産めぐり・長津田編
～横浜線岩川橋梁見学ツア―～」

きょうりょう

　12月1日（土）・2日（日）11時～15時
※時間内いつでも参加可。材料がなく
なり次第終了　　ツリーに吊したり、
窓辺に置いたりして楽しめるクリスマス
の飾り作り　　YAPS　　4歳以上　
※未就学児要保護者同伴、大人のみの
参加可

　12月1日（土）・4日（火）・7日（金）・8
日（土）17時30分～21時30分　※1枠
1時間、最大2枠　　19歳以上、各枠　
1組　※個人利用のみ可　　11月11
日から　　　を明記し

　11月18日（日）13時30分～15時30
分 　　ケーキ作りのこだわりと洋菓
子の基礎知識　　濱田 舟志さん（菓子
工房グリューネベルグ　オーナーシェ
フ）　　100円

　11月25日（日）10時～15時　　草笛、
健康運動、アルバム作り、写真デコ、
琴・三線、マジック、クリスマスの飾り作
り、グラスアートなど15講座　　材料費
実費

　①12月9日（日）9時30分～12時30
分②12月12日（水）10時30分～13時
30分③12月19日（水）9時30分～12時
30分　　①ブッシュドノエル②ロースト
チキン含む4品③シュトーレン　※①③
は持ち帰り箱付き　　①小学生　12
人②③成人各　12人　　①1,300円
②2,500円③1,900円　　①11月23
日必着で　　　・学年を明記し　 ②③
11月11日から

　12月15日（土）10時～14時　　小学
生以下の子どものおもちゃの修理　
　　24品　　一部実費あり　　11月
11日から

　11月24日（土）10時～13時30分　
　5人前のそばを打ち、1食を試食、
残りを持ち帰り　　成人　15人
　2,200円　　11月11日から

　11月26日（月）9時30分～12時　　水
回りの掃除法など　　　20人　　11
月11日から

　11月28日（水）10時～11時30分　
　秋冬～春まで楽しめる草花を寄せ
植えして持ち帰り　　成人　16人　
　2,000円　　汚れてもいい服装　
　11月11日から

　12月9日（日）11時～14時30分　　成
人　12人　　1,800円　　11月11日
から

　11月18日（日）14時開演（13時30分
開場）　　オールディーズ、洋楽、邦楽
のポップス、フォーク・ジャズの名曲を
アマチュアバンドが競演ライブ　　青葉
ミュージックフレンズ、めぐみーず、緑
ベンチャーズ、The Backs Team 
JS、Mii-rno、ぱいるどらいばーず、
The Backs Team 54　　　300人  
※全席自由、車椅子席要予約

　12月27日（木）12時30分～14時30
分　　　14人　　2,300円　　受付
時連絡　　11月12日から

あお ば
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ヤップス

はま だ しゅうじ

　31年1月13日(日)14時開演　　金
原亭 馬玉、翁家 和助(太神楽)　　小
学生以上　80人　※未就学児入場不
可　　大人1,500円、中学生以下
1,000円　※全席自由　　要問合せ　
　　 総合受付(　 910-5723)へ

まな み かどわき まこと
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横浜市では、現在加入している健康保険などで受診機会のない横浜市民を対象に、がん検診を 実施しています。ぜひこの機会を利用して、定期的にがん検診を受けましょう

●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

〒226-0025　十日市場町825-1
　 985-6323     985-6324

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

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

〒226-0013 緑区寺山町118
　 930-2400     930-2393

〒226-0005　竹山3-1-16
　 　 939-3099

生け花で明るくお正月を迎えましょう

ゴスペルコンサートⅥ

歯医者さんのおはなし

おはなし会

ほのぼの寄席

健康講座「肩こり・首こり・血流改善」

　 910-5700     910-5755

〒225-0012　青葉区あざみ野南1-17-3

ナイトリラックスヨガ

　 910-5656     910-5674

　 11月22日 、12月6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）

2～3歳児の遊び場

みんなでつくるあったかクリスマス

あざみ野寄席 新春！金原亭 馬玉独演会
きんげんてい ば  ぎょく

おきなや わ すけ



旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 
休園日 11月13日・20日・27日、12月4日（火）

よこはま動物園ズーラシア

１.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Aをボウルに入れ、約5分間なめらかになるまでこねる
1をラップに包んで、冷蔵庫で１時間以上休ませる
2を直径23ｃｍくらいの円形に伸ばし、油を塗ったタルト型にしっかり敷いて
密着させたらフォークで細かく穴を開ける
予熱しておいた200℃のオーブンで3を12分焼く
フライパンでオリーブオイルを熱し、適当な大きさに切った野菜を軽く炒め、
塩こしょうする
Bをボウルに入れ、よく混ぜて生地をつくる
4に5と6を順番に入れ、ピザ用チーズ、パルメザンチーズを
散らして200℃のオーブンで30分焼いたら完成！

カフェベーカリーぷかぷか
所在地：霧が丘3-25-2-203
　　　  ☎921-0506
営業時間：月～金曜日  11時～18時
　　　　  第2土曜日　11時～14時
　　　　  ※第1・3・4・5土、日、祝日定休

レシピ作成：
永瀬 敦子さん（写真左）
なが  せ あつ  こ

●A（全粒粉:40ｇ、薄力粉:35ｇ、強力粉:35ｇ、塩:
ひとつまみ、菜種油:30ｇ、水:38ｇ） ●B（卵:L1個、
豆乳:50g、塩:小さじ1/4、好みのハーブ:適量）
●大根:3cm ●パプリカ:1/4個●ごぼう:10cm 
●白菜:1枚 ●小松菜:1束 ●ブロッコリー:3房 
●にんじん:2cm ●玉ねぎ:1/4個 ●里芋:1個 
●塩:小さじ1/4 ●こしょう:適量 ●オリーブオイル:
適量 ●ピザ用チーズ:40g ●パルメザンチーズ:10ｇ
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（直径18㎝タルト型１台分）

　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！

　長年企業で培った経験を地域に還元したいと思い「ひ
と・まち」スクールに参加しました。スクールでは夢のあ
る前向きな人との出会いがあり、修了してからも交流が
続いていることが財産の一つです。
　私の夢プランは「友愛サロンの継続と発展」。夢は実
現し、活動の中で今も生きています。夢プランを描くこと

は、思いをまとめることに大いに役立ち、今もその学びを心に刻んでいます。
　今後は仲間とともに健康・福祉・防災・文化のまちづくりを視野に入れた
NPOの設立に挑戦したいと思います。魅力ある街を次世代に引き継ぐため
に自分は今何をすべきかを見つめ、エネルギッシュに頑張ります！

　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！

Etc…

８時限目は、フィールドワークに迫ります。

修了生が語る「ひと・まち」スクールへの思い。7時限目

料理のポイント

　根菜は厚く切りすぎない
ことがポイントです！ほかの
旬の野菜を使ってもおいし
いです。型の大きさやオー
ブンによって、焼き時間を
調整してください。

　　　　　　　　　　　　タヌキもアナグマも古くから日本に生息してい
る哺乳類ですが、それぞれ姿を想像できますか？ 昔はこの2種が混同され、
どちらも「ムジナ」と呼ばれていたともいわれています。しかし、タヌキはイ
ヌ科、アナグマはイタチ科の動物です。
　ズーラシアでは、ホンドタヌキとニホンアナグマを飼育しています。どことなく
色も大きさも似ているタヌキとアナグマですが、この両方を見ることのできる
東屋がありますので、ぜひじっくり観察して、その違いを見比べてみて下さい。
　冬に備えて脂肪を蓄え、冬毛に生え変わった日本の山里ゾーンの動物た
ちは、まるまる・もふもふとした今が最
も愛らしい姿かもしれません。さらに日
本の山里ゾーンでは、美しい紅葉も見
ることができます。また、11月25日まで
の土・日・祝日はイヌや小動物と触れ合
える「秋のふれあい動物園」を開催中で
す！残り少なくなった戌年を、思う存分
イヌ尽くしで楽しんでください。

▲ホンドタヌキ

ニホンアナグマ▲

▲過去の
　ふれあい
　動物園▶

イベント情報

11月25日（日）までの土・日・祝日
イヌや小動物との触れ合い、リスザルやメン
フクロウなどの小動物の展示、動物について
のお話コーナー、リスザルなどの動物との
写真撮影コーナー
ころこロッジ

タヌキとアナグマ 第 歩1

悩みごとや困りごとを
聞きます！

状況を確認し、
課題を整理します

解決策を一緒に考え、
支援プランを作り、
サポート
します

自立相談

仕事を
探している

仕事をしたいが
ブランクがある

家計をうまく
やりくりしたい

仕事をする
自信がない

生活保護
制度

関係機関、
他制度による支援

就労支援
促進事業

家計相談
支援事業

就労訓練
事業

就労準備
事業第4歩で紹

介

第2歩で紹
介

第3歩で紹
介

第3歩で紹
介

第5・6歩で
紹介

①まずは相談 ②課題の整理 ③支援スタート

第2歩では「ジョブスポット緑」による就労支援（就労支援促進事業）について紹介します！

関係機関による地域ネットワーク

髙橋 律夫さん（1期生）
りつ  おたか はし

　教育ドキュメンタリー映画「みんなの学校」の自主上映
会の実現を夢プランにしました。スクールで出会った皆さん
のおかげで上映会は大成功！ スクールは、世代を超え、自
分の分野を超え、対等の関係で話し合える場でした。話し好
きの人ばかりで、いつも時間が足りませんでしたね(笑)
　現在、３期生の有賀さんと、そろばんを学べる子どもたち

の居場所「みどりパチパチ会」を立ち上げ活動しています。サポーターも募集中！
元気な子たちに会いにきてください。４期生の皆さんには、とにかく楽しんで、
スモールステップから活動を始めてほしいですね。これからの「ひと・まち」
スクールには、多様な社会に向けたニーズに応えてほしいと願っています。

大波多 志保さん（3期生）
し   ほおお  は  た

あり  が

相
談
の
流
れ

いぬ
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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

いっぽでは0歳児、1歳児、2～3歳児向けのプログラムを毎月開催。詳しくは、いっぽ 　へいっぽ年齢別プログラム

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10月1日現在 区の人口181,523 区の世帯数人 世帯76,855 　だんだんと寒くなってく
る季節だよ。
　インフルエンザやノロ
ウイルスに負けないよう、
外出から帰ったら、しっか
り手洗いをしよう！

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


