


ベーカリー

緑区商店街ポイント
ラリーを始めよう！
ミドリンがやり方を
紹介するよ！

 　印のスタート店舗で
マップ&ポイント帳をも
らおう。 どこのスタート
店舗でもいいよ。

近くの商店街だけでなく、いろ
いろな商店街にも足を運ぼう。

マップ&ポイント帳に載って
いるお店を巡って、買い物を
してポイントを貯めよう！

緑区の7つの商店街を巡って
参加店舗で買い物をして　ポイントを貯めて
貯まったポイントで豪華賞品を当てよう！
参加者限定のお買い得商品はこちら！➡

各店舗の営業時間

★銀の杵:煎餅詰め合わせ…………………
★岸田屋酒店:酒かすと自家製漬物セット…
★Cake shop そら:300円商品券…………
★お茶の奥津園:抹茶入り玄米茶200g……
★エステルーム シオン:
　　コラーゲンパック30ml………………
★ピッツェリアゼータドゥエ:
　　ピッツァ注文で500円引き……………
★サロンド鹿鳴館:カルトナージュ作品…
★三光電気:40wLED電球…………………
★旭屋酒店:ワイン…………………………

3本
3本
5本
5本

5本

3本
2本
3本
6本

★三笠勉強堂:ペン3本セット………………
★コミュニティストアこやなぎ:
　　ワイン…………………………………
★アート屋わんど:選べるアート雑貨……
★三好種苗:花・野菜の苗……………………
★伊藤商店:菓子詰め合わせ………………
★おひさまの台所:総菜500円分…………
★たいむ中山店:ソースたこ焼き…………
★専富:500円分の商品……………………
★カフェベーカリーぷかぷか:
　　コーヒー1杯サービス…………………

3本

12本
3本
3本
3本
3本
3本
3本

3本

★生そば中村屋:鍋焼きうどん500円引き…
★金伝青果:果物または野菜………………
★ぷかぷかさんのおひるごはん:
　　ドリンク1杯……………………………
★ケアショップ アイティーオー:
　　眼鏡のクリーナーまたはハンドクリーム…
★打越屋 竹井商店:清酒300ml……………
★河原菓子店:和菓子500円分……………
★Tama Café:焼き菓子セット…………

3本
3本

3本

50本
3本
10本
3本

●来店ポイント
　（期間中、各店舗につ

き1回のみ）

　お店に行くだけで1
ポイント！

●買い物ポイント

　（期間中、各店舗につ
き1回のみ）

　300円以上で3ポイ
ント！

　500円以上で5ポイ
ント！

商店街を4つ以上巡る
と特別賞、

3つ以上で店舗賞のチ
ャンス！

60ポイント以上で
商品券
1万円

特賞
2本

50ポイント以上で
商品券
5千円

A賞
4本

40ポイント以上で
商品券
2千円

B賞
8本

32ポイント以上で
商品券
1千円

C賞
20本

26ポイント以上で
商品券
500円

D賞
82本

なんと！

特賞からC賞については、上位の賞に外れたときは、下位の賞で再度抽選対象になります。

※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます

20ポイント以上で
参加賞 もれなくポイントラリー限定

ミドリンタオル プレゼント

4商店街以上を訪問すると
特別賞
2本

商品券
1万円

3商店街以上を訪問すると
146本 参加店舗提供の

商品プレゼント！

なんと！

1 2 3

4 5

ス

終了するときはゴール店舗（※）
にポイント帳を持って行ってね。
20ポイント以上貯まっていたら、
その場でもれなく限定ミドリン
タオルをプレゼント！

特 集
2

※写真は29年度の
　ポイント帳です

※ゴール店舗はマップ＆ポイント
　帳に記載されています

※イラストは
　イメージです

※10月1日時点の所在地（住居表示）です。10月22日に住所表示が変更になる予定の店舗がありますが、場所は変わりません

※参加者限定商品は変更になる場合があります

500円
500円
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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月をもって終了区民のまど終了



店 名 営業時間 定休日 品 目 参加者限定商品所在地（※）

店 名 営業時間 定休日 品 目 参加者限定商品所在地

店 名 営業時間 定休日 品 目 参加者限定商品所在地

店 名 営業時間 定休日 品 目 参加者限定商品所在地

店 名 営業時間 定休日 品 目 参加者限定商品所在地

銀の杵 寺山町90 9時～19時 日 煎餅

寺山町86 9時～20時 無し

無し

無し

無し

お茶

サロンド鹿鳴館

お茶の奥津園

中山町
307-11 9時～17時 日 介護用品

三笠勉強堂 台村町302 日 文具

三好種苗 9時～19時

9時～
19時30分

花

メガネのなかむら 台村町290

中山町304 ミヨシ
シードビル101

寺山町102-2
コンフォート101

10時～19時　土・日・
祝 9時～18時30分

9時30分～21時30分
日・祝 9時～21時

11時～14時30分、
17時～24時30分

10時～20時 眼鏡

リビングみつぼり 中山町2１9

中山町219

寺山町86

中山町97-1

中山町181

中山町304-8

台村町283-1

9時～19時

水

木

水

木

日

生活用品

たいむ中山店 台村町289-5 月 たい焼き、
たこ焼き

L-TOPアライ 家電 LED電球40w460円、
60w560円

500円以上購入で
たい焼1匹プレゼント

商品購入の人に
入浴剤プレゼント

眼鏡のクリーナー
1,080円→540円

パンジー、ビオラ、
ハボタン100円

500円以上購入で消える
ボールペンプレゼント

店内商品20％OFF

店内商品8％OFF

鉄板小丸 500円→400円

三和産業（株）南口店 不動産

美容院ルミエール 美容院

生そば中村屋 そば けんちんうどん、肉みそうどん
各100円引き

ミニシャンプー・
ミニトリートメント半額

バッティング
センター

メダル2,000円以上
購入でもう1枚
フレームレンズセット
5,000円から
その日のお薦め商品を
お安く提供魚兵鮮魚

ケアショップ アイティーオー

中山バッティングセンター

鮮魚

眼鏡・補聴器

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

10時30分～
19時50分

11時～15時、
17時～20時

10時～18時

10時～19時
10時～
18時30分

9時～
19時30分

河原菓子店 長津田5-4-28 9時～18時30分

10時～
19時30分
9時～20時

10時～19時

17時～23時

9時30分～
19時

9時30分～
21時30分

月 和菓子 どら焼き 151円→100円

育毛トニック
1,800円→1,000円
かりんとうまんじゅう
130円→100円

サンマーメン
640円→500円
食事代10％OFF
ステーキ切り落とし
100g 1,280円→1,098円

単3アルカリ電池
20本パック 880円

顔脱毛エステ90分
8,640円→4,320円

酒蔵直送高級酒かす
400円→300円岸田屋酒店 長津田4-2-22 月 酒

エステルームシオン 長津田5-1-12
松ビル2F 不定休

火、月
（隔週）

水、
第1・3木

エステ

ヘアーサロン
アート 長津田5-4-24 理容院

マルヤ餅菓子店 長津田4-4-15

長津田2-5-18

長津田5-6-19

長津田5-4-38

10時～19時
8時30分～
18時

長津田5-5-6

長津田6-1-3

月

水

火
火

月

日・祝

日
火、
第3水

和菓子

三光電気 家電

誠苑 中国料理

トリスクラブ 焼鳥

中山精肉店 肉

美容室CLASSY 美容院 カット10％OFF 初回限定

ス

ス

ス

ス

ス

ス

参加店舗を
ちょっとだけ紹介

　ここでの営業は8年ほどになります。主な業務は、駐車
場やアパートなどの不動産管理ですが、不動産の売買・
賃貸に関する相談も無料で承っています。

渡辺地所 参加店舗を
ちょっとだけ紹介

　地元に密着した営業を続け、早35年。お薦めは、地名
が入ったオリジナルの日本酒ブランド『霧が丘』。その
ほか、外国ビールも100種類以上の品ぞろえ。おいしい
お米の取り扱いも始めました。

旭屋酒店

参加店舗を
ちょっとだけ紹介

　大正10年ごろ牛乳販売店を興して以来、およそ90年以
上も中山で商売を続けています。今は三代目の御主人が
取り仕切り、のし袋、ボールペンの替え芯は、よその店に
負けない品揃えを誇ります。

三笠勉強堂

参加店舗を
ちょっとだけ紹介

　家庭ごとに味付けが違う中国家庭料理。お客さんの好
きな味で食べられるよう、卓上調味料の種類を増やした
り、常連さんの味の濃さを覚えたり。おいしく食べてもら
いたいという思いでお店を始め、13年がたちました。

誠苑

参加店舗を
ちょっとだけ紹介 中山飯店

参加店舗を
ちょっとだけ紹介 湘南青果

参加店舗を
ちょっとだけ紹介

　今の場所に移って12年、前の場所と合わせて鴨居の町
では43年になります。昔からのお客さんも多く、世間話と
買い物を楽しみに訪れる、鴨居でただ1軒の魚屋さん。
マグロの刺身と塩鮭がおいしいと評判です。

専富

コミュニティストア
こやなぎ 北八朔町1598

北八朔町1599

北八朔町1601

7時～
22時30分
9時～18時

10時～17時

無し

日
水、木、
第2・3日

コンビニ 来店で、お皿または
マグカッププレゼント
300円以上購入で
駄菓子セットをプレゼント伊藤商店 駄菓子

渡辺地所 不動産

ス

ス

ス

ス

Cake shop そら 洋菓子10時～
19時30分

9時30分～
20時

11時～20時

11時～18時

11時～18時

11時～18時

11時～18時

第1・3火

日・祝、
第1・3・5土
土・日・祝
（要確認）
日・祝、
第1・3・5土
日・祝、
第1・3・5土

火、
第1・3月

霧が丘3-25-
2-202
霧が丘3-26-
1-203
霧が丘3-26-
2-202
霧が丘3-25-
2-205
霧が丘3-25-
2-204
霧が丘3-26-
2-203
霧が丘3-26-
2-201

シュービスケット
218円→200円

ピッツェリア
ゼータドゥエ ピッツァ月・火 ピッツァ全品200円OFF

旭屋酒店 酒 特別展示コーナーの
ワイン全品半額

アート屋わんど 雑貨 1,000円以上購入で
ポストカードプレゼント

おひさまの台所 総菜 1,000円以上購入で
ピクルスプレゼント

カフェベーカリー
ぷかぷか パン 1,000円以上購入で

10％割引
ぷかぷかさんの
おひるごはん ランチ ご飯大盛り無料

ローズ美容院 台村町205

台村町188

9時30分～
18時
10時～
17時30分
11時～14時、
17時～20時

台村町186
カワグチビル1階

美容院

Tama Café カフェ土・日・
祝

リングケーキ
170円→150円

中山飯店 中華料理 肉チャーハン
850円→700円

美容用品プレゼント

ス スタート店舗

長津田商店街協同組合

中山商店街協同組合

谷津田原商栄会

鴨居商栄会

竹山団地中央商店会

霧が丘商店会

緑新栄会

店 名 営業時間 定休日 品 目 参加者限定商品所在地

店 名 営業時間 定休日 品 目 参加者限定商品所在地

ス

ス

ス

青柳菓子舗 鴨居4-2-30

鴨居1-9-12

9時30分～
18時30分
9時30分～
18時30分
9時30分～
17時30分
8時30分～
16時30分
8時30分～
16時30分

9時30分～
18時30分
7時30分～
19時30分
8時～18時

10時～18時
10時30分～
17時
8時～18時

8時～18時

9時～17時

9時～18時

鴨居3-１2-3

鴨居3-１2-3

鴨居3-11-15

鴨居1-9-18

鴨居1-8-3

鴨居3-12-4

竹山3-1-8

竹山3-1-8

竹山3-1-8
9時～
18時30分竹山3-1-8

竹山3-1-8

竹山3-1-8

竹山3-1-8

鴨居3-12-5

木

木

木

木

日・火
土・日・
祝

土・日・
祝
日・水・
木・祝
火、第3
日・月

日・祝

日・祝

日

日

和菓子 豆大福 110円→70円
200円相当を
150円で販売

美容用品プレゼント

店内商品 20％OFF

柔らか健康ふりかけ
10％OFF

季節の果物を
特価で大奉仕

ポイント貯めて
最大1,000円サービス

鳴門産生さしみわかめ
200円→150円

パン屋のエッセン パン

専富 月

日・祝

火、第1水、
第3日・月

9時30分～22時
日・祝 9時30分～
21時30分

魚

金伝青果 青果

美容室カモイ 美容院

打越屋 竹井商店

（有）フジミヤの家具

酒販

家具

山田クリーニング クリーニング

富士ランドリー クリーニング

大平屋（11月10日のみ　 ） 和菓子

カプカプ竹山 カフェ コーヒー 280円→180円

どら焼き140円→100円

カルシウムまたは鉄のウエハース
それぞれ415円→398円

当日サービス品を提供

当日サービス品を提供魚佐水産 魚

くすりのサニタ

竹山郵便局

薬

郵便局

湘南青果 青果
ビューティーサロンかもい
（11月11日のみ　 ） 美容室

ス

ス

ス

火、
第3月

　平成19年3月オープン。新鮮な品物を安く提供し、品ぞ
ろえにも妥協を許しません。野菜や果物は産地で一番お
いしい時期が異なるため、産地を表示しています。また、
お薦めの調理法も提案しています。

　昭和48年からこの場所で営業しています。看板メ
ニューは肉チャーハン。あんかけではなく、チャーハン
に炒めた野菜や肉を乗せたもので、よそでは食べられ
ない味です。

※10月1日時点の所在地（住居表示）です。10月22日に住所表示が変更になる予定の店舗がありますが、場所は変わりません

※参加者限定商品は変更になる場合があります

【問合せ】　 地域活動係（　 930-2232　　930-2242）

みどり区版　／  　　　　　　　 2018（平成30）年 10 月号　●7
しました。今まで投稿ありがとうございました。



10月24日（水）12時15分開演
（11時45分開場）
緑区役所
バイオリンとピアノで奏でる
メロディ
新山 開さん（バイオリン）、
新山 茜さん（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)　　

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。

【ミニ運動会】
　 10月16日(火)10時～11時　　未
就学児と保護者

【かね子さんと「木のおもちゃで遊びをみつけよう」】
　 10月29日(月)10時～11時　　未
就学児と保護者 　

【10月生まれの誕生会と親子ふれあい遊び】
　 10月23日(火)10時45分～11時15分
　 10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】
　 10月17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 　

【ミニ運動会】
　 10月11日(木)10時から ※雨天時
10月18日(木)　　 2歳以上の未就学
児と保護者
【10月生まれの誕生会】
　 10月26日(金)9時30分～10時
　 10月生まれの未就学児と保護者

【「ミニ運動会」1・2・5歳児クラスとの交流】
　 10月11日(木)9時45分～10時45
分 ※雨天時10月17日(水)　　 未就
学児と保護者 ※園庭開放時。終了後
も遊べます 　
【小児救急講習会】
　 10月31日(水)10時～11時30分
　 鴨居地域ケアプラザ　　未就学児
の保護者 　15組　　鴨居消防出張所 
所長　　1歳以上は託児あり。予約時
に申込み

　地元農家さんによる新鮮野菜の直
接販売。
　10月12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) 
　

みどり地場野菜の直売会

　10月14日(日)10時30分～17時(10
時30分～11時15分受付)　　中山地
区センター　　クラス別変則トーナメ
ント方式4回戦(四段～七段、初段～三
段、2級～1級、8級～3級)　　緑区・近
隣区在住・在勤・在学者 　100人
　 大人1,200円、中学生以下1,000円
　 緑区囲碁連盟 岡田(　 090-1059-
8832　　ss_oka2814@yahoo.
co.jp) 　

第135回緑区民囲碁大会

第6回気軽なおしゃべり会

　箏とフルートのコラボで、美しい日本の音色を伝えます。
　 10月17日（水）12時10分開演（11時45分開場）
　 緑区役所
　 緑区内で活動するアーティストと地域の皆さんが共に楽しむステージ
　 うたわ会
　 椅子席　 30席（立ち見も可）
　 岩﨑雅楽和（　 080-3177-0020） 　

いわ さき う た わ

にいやま かい

にいやま あかね

緑区民公募による美術展です。
10月28日（日）～11月4日（日）10時～17時　※最終日は15時まで
みどりアートパーク
油彩、水彩、パステル、アクリル、日本画、水墨画、ちぎり絵などの絵画 　

10月26日（金）10時から　　緑公会堂
民謡・舞踊・歌などの演奏　　　 500人
みどり芸能同好会　成田（　 932-8740） 　

10月28日（日）14時30分開演
（14時開場）　
緑公会堂
緑区内で活動する16のコーラス
グループの発表、ゲスト「郷愁と
情熱のスラヴ音楽」〈澤田 智恵
（バイオリン）、グルナラ・アズマ・
サファロバ（ピアノ）〉
　 500人
緑区コーラスの会  真船
(　 midoriku.chorus@
gmail.com)
※電話での問合せは生涯学習
　支援係へ 　

さわ だ ち  え

ま ふね

認可保育所、認定こども園（保育所部分）、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所
内保育事業（地域枠）　※幼稚園、横浜保育室、認定こども園（幼稚園部分）、認可外
保育施設は直接各施設へ申請してください

10月12日（金）～11月16日(金)
出生前申請希望者、市外保育所希望者、子どもに障害等があり特別な支援を
必要とする人

※市外保育所希望者は、申請先自治体に必要書類・締切等を十分確認し、申請先締切の7日前
までに緑区役所1階12番窓口で申請してください
※子どもに障害またはその疑いがある場合や医療的配慮が必要など、保育所等で特別な支援
が必要な人は、事前に希望保育所を見学し、早めに緑区役所1階12番窓口に相談してください

就業(予定)証明書様式　配布開始
配布場所 :緑区役所1階12番窓口、長津田駅行政サービスコーナー
　　　　　　　　　　 　　　　　　　  
利用案内配布開始
配布場所 :緑区役所1階12番窓口、緑区内の各認可保育所・認定

こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業、長津田駅
行政サービスコーナー　など

　　　　　　　　　　利用申請書受付期間
原則、認定利用調整事務センターあて専用封筒での郵送申請

31年4月1日から保育所等の
利用を希望する人の手続きについて

31年4月からの子どもの通園先・
保育所等利用申請についての説明会・個別相談会

区役所で利用申請をする施設・事業

31年4月1日利用開始　申請スケジュール【緑区民向け】

説明会

10月12日(金)から

10月12日(金)～11月5日（月）消印有効

10月1日(月)から

※こども青少年局　 からもダウンロード可

窓
口
申
込
み

10時30分～10時50分、14時～14時
20分(同内容)
保育施設等の申請方法、一時保育など
の情報提供
各回　 25組
10月11日8時45分から

個別相談会・情報コーナー
10時～15時30分
保育・教育コンシェルジュなどに
よる個別相談(1組10分程度) 、各
保育施設・幼稚園等パンフレット
や保育所等申請書類の配架

31年4月からの保育施設等の利用を検討している人
10月25日（木）・26日(金)　　緑区役所

【問合せ・申込み】     こども家庭係（　930-2331　  930-2435）

【ホール開放】
　 10月11日(木)・24日(水)、11月1日
(木)10時～11時30分　　未就学児と
保護者 　

　 10月12日(金)14時～15時30分
　 ハーモニーみどり　　テーマ「視覚
障害者と防災情報」　　緑区視覚障害
者福祉協会　　杉崎 正明
( 　 　931-2616) 　

すぎざき まさあき

おか だ

緑区読書活動推進事業

①本の交換会「かえっこBook」
　 10月21日(日)10時～15時　　緑
区民まつりかえっこBookテント　　新
しい本と出会う本の交換会　　 本 ※1
人10冊まで。汚れ・書き込み入り、漫
画、教科書、ドリル、参考書等不可 　
②トークショー×本の持ち寄りおしゃべり会
　 11月17日(土)14時～16時　　み
どりーむ　　「なぜ本屋大賞は、日本
一の文学賞になったのか！－作家と本
と本屋の裏話を語ります－」〈杉江 由次
さん(「本の雑誌社」ひとり営業マン、
本屋大賞発起人)・草彅 主税さん(㈱有
隣堂商品戦略部)〉　　　30人　　お薦
めの本1冊(可能なら
「まちライブラリー」に
寄贈可能の本)　　10
月11日から　　　を
明記し 
③中高生のための文章術講座
　11月23日(金・祝)14時～16時　　 緑
区役所　　坪田 知己さん(元日本経
済新聞社勤務、(同) Loco共感編集部 
代表社員・編集長)　　自分の考えを
伝え、訴えかける文章の書き方を学ぶ。
講師による文章の添削あり　　横浜
市内在住・在学の中学・高校生　30人
　筆記用具　　10月11日から　　　・
学校名・学年を明記し
　　　　　
※詳しくは「緑区読書
活動推進」で検索

すぎ  え よし つぐ

くさなぎ ちから

ロ　コ

つぼ た ともみ

　10月21日(日) 10時～15時 ※緑区
民まつり開催時間内　　完成イメー
ジ模型展示、北西線紹介パネル展、北
西線グッズ配布など　　県立四季の
森公園　　道路局横浜環状北西線建
設課(　 671-3630 　 651-3269)　

●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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アイコン説明・注意事項は
上部に記載しています。

ご注意ください
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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）

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

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

【共通】　    緑図書館(　985-6331
　985-6333)

横浜環状北西線の模型・パネルを展示

提案型ロビーイベント 箏とフルートによるロビーコンサート
そう

緑区役所  お昼のロビーコンサート

▲新山 開さん ▲新山 茜さん

第16回みどり区民アート展

みどり芸能同好会発表会

なりた

第41回  緑区コーラスのつどい



【共通】　 ペアのどちらかに参加資
格があれば可　　長坂谷公園　　 
　 申込書に記入し、各大会指定の方
法で緑区硬式テニス協会事務局(十
日市場町854-4 オープン・スクエア
　 988-0633 　 988-0683 ※10
時～20時、水曜定休)へ
　 緑区硬式テニス協会
(　 info@midori-tennis.mods.jp)
第48回硬式テニスミックス大会
　 11月11日・25日、12月9日(日)9時
から　　ミックスダブルストーナメン
ト8ゲームマッチ　　緑区内在住・在
勤・在学者または緑区テニス協会加盟
団体員、一般の部 　32組、ペアの合
計年齢100歳以上の部 　16組、120
歳以上の部　 16組　　1組4,000円
　 10月13日～21日に　
第68回 M・L・T杯 秋季トーナメント 
　 ①11月2日②11月16日(金)9時か
ら 　 女子ダブルスの①初・中級者(試
合経験の少ない人)②中・上級者(各種
トーナメント1～3回戦敗退者) 　 緑・
都筑区内在住・在勤者または両硬式テ
ニス協会加盟団体員各 　16組  　 1組
5,000円 　 10月12日～19日必着で　

　 11月10日(土) 10時～14時 ※荒
天時は料理教室のみ開催　　JR十日
市場駅集合～畑で収穫体験～料理教
室(十日市場地区センター)～解散
※天候や生育状況等による変更あり
　 緑区内在住・在学の小学生と保護
者 　 10組20人　　1組1,000円
　 10月25日必着で　　　を明記し
　 　 　 　企画調整係（　 930-2228 
　930-2209　 　md-kikaku@city.
yokohama.jp）へ

　 11月8日(木)・9日(金)12時30分～
14時30分　　長津田地区センター
　実用文章・宛名印刷入り案内文の作成、
ラベル印刷、小冊子の作成、校正と印刷
　 　 20人　　2,500円　　筆記用具
　 10月23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

　 ①11月6日(火)10時30分～11時
40分②13時30分～16時(13時受付・
用紙配布開始)　　緑公会堂　　①消
費税軽減税率制度説明会②平成30年
分年末調整等説明会　　緑税務署
(　 972-7771㈹) ※公共交通機関を
利用してください。公会堂の駐車場は
有料

　 11月7日(水)10時～12時　　緑区
役所　　子育ての楽しさや困りごとを
語りながら、次世代の子育てのあり方
を考えてみませんか。皆さんの声を次
期「横浜市子ども・子育て支援事業計
画」の策定に生かします　　子育て中
の人等　30人　　要問合せ　　10
月11日から　こども青少年局企画
調整課(　 671-3722　　663-8061
　 　　　　　　　　　　　　　　)へ

　 11月17日(土)9時～15時40分
※雨天決行、荒天時11月23日(金・祝)
　 JR淵野辺駅南口集合～杉谷戸調整
池、鶴見川多目的遊水地などの鶴見川
流域施設～JR新横浜駅解散　　治水
施設見学、生物調査体験など　　小学3
年生以上  　45人 ※小中学生は要保
護者同伴　　昼食、飲み物、水に入れる
靴(指先が守れるもの)、雨具等 ※歩き
やすい靴・服装で　　10月31日17時
必着で代表者の　　　と参加者全員
の氏名・年齢を明記し 　 　鶴見川流
域水協議会申込窓口 アジア航測㈱
( 　044-967-6270 　 044-965-0040
　 mizumasu.tsurumi@ajiko.co.jp)へ

みんなで話そう！横浜での子育て

　 11月 25日(日)9時～12時　　十日
市場小学校　　防災意識を身に付け
られるゲーム感覚の防災体験イベント
　 緑区青少年指導員　　緑区内在
住・在学の小学生　100人　　室内
履き、水筒、タオル 　 10月31日必着
で申込書を記入し   　　　  　生涯学習
支援係（　930-2235  　930-2242）へ
※申込書は緑区役所等で配布

青少年向け防災イベント

緑区遺産ガイドウオーキング(2コース)

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）

鶴見川流域とふれあい
治水を学ぶバスツアー

　 ①10月27日(土) 10時～12時②11
月11日(日) 10時～11時30分 ※②は
雨天中止　　①緑区役所②玄海田公
園　　①専門家による犬の生態に基
づいたしつけ方や災害に備えた準備
などの講義②1回目の講義を踏まえた
飼い犬同伴のしつけの練習　　①緑
区内在住で犬を飼育している人 　 
30人 ※犬同伴不可②1回目の参加者 
※犬同伴の場合は、飼い犬登録・30年
度狂犬病予防注射が済んでいる人　 10
人　　10月11日から 　　 　 環境衛
生係(　930-2368　　930-2367)へ

犬のしつけ方教室
～災害に備えて～(全2回)

　 12月7日(金)9時30分～17時
　 緑ほのぼの荘　　60歳以上の緑区
内在住者、囲碁　60人・将棋　20人
　1,000円(昼食代含む)　　11月8日
必着で　　　・生年月日・囲碁・将棋の
段級位(自己申告可)を明記し 　　
緑区老人クラブ連合会（〒226-0011 
中山町413-4 ハーモニーみどり内 　
　　933-1133） ※10月22日以降は
「〒226-0019 中山2-1-1 ハーモニー
みどり内」へ（住居表示の変更により。
場所は変わりません）

　 11月10日(土)10時～12時　　緑
区役所・緑公会堂　　緑区の認可保
育園主催の地域子育て応援イベント。
親子で楽しめる各種プログラムあり
　 　 こども家庭係(　 930-2332
　 930-2435) ※公共交通機関を利
用してください。駐車場は有料

鴨居コース（約5.3ｋｍ）
　11月13日(火)9時30分～12時30
分ごろ　　JR鴨居駅改札前集合～奇利
吹の瀧～東本郷第一公園からの山岳
展望～鴨居杉山神社の絵馬～白山神
社の碑～白山地区センター（解散）
長津田コース（約5ｋｍ）
　11月21日(水)9時～12時ごろ　　JR
十日市場駅南口集合～餅塚～横浜線
の岩川橋梁～旧大山道と神奈川道分
岐の道標～大林寺～長津田駅（解散） 
※12月に「三保コース」も開催。詳細は
11月号みどり区版に掲載予定

き　り

たきふき

　 11月1日(木)～12月25日(火)まで
※景品は先着順、なくなり次第終了
　 緑区内の19の区民利用施設　　ラ
リー対象のイベントや講座に参加し、
スタンプを集めませんか。※長津田地
区センター、十日市場・鴨居各地域ケ
アプラザ、みどりーむなど対象施設で
専用カードを配付。対象イベント等の
問合せは各施設へ。詳細はみどりーむ
　 に掲載　　みどりーむ
(　 938-0631 　 939-5401)

　 10月22日(月)～24日(水)診療・薬
局開局時間内　　大規模地震発生時
等に診療・開局が可能な医療機関・薬
局が掲げる「診療中」「開局中」と記載
されたのぼり旗の掲出訓練を、緑区医
師会・緑区歯科医師会・緑区薬剤師会
会員で協力可能な病院・診療所・歯科
医院・薬局で実施　　　運営企画係
(　 930-2330 　 930-2355)

　 10月30日(火)9時30分～12時ごろ
※十日市場駅南口集合　　秋の新治
里山をヘルスメイトと歩きませんか
　 　 30人　　10月16日消印有効で
　　　・参加者全員の氏名・年齢を明
記し 　 　健康づくり係（　 930-2359
　 930-2355）へ 　 10月27日(土)10時～12時　　昭

和大学横浜キャンパス(十日市場町
1865)　　佐藤 満さん(昭和大学理学
療法学科)ほか　　　70人　　10月
11日から 　　昭和大学保健医療学部
事務課(　985-6503 　 985-6557)
へ ※靴下を脱げる服装で

さ  とう みつる

　11月4日 (日) 10時～13時　　に
いはる里山交流センター(JR十日市場
駅徒歩約15分)　　農家さんと一緒に
里芋掘り、みそ汁作り　　新治恵みの
里発展会　　横浜市内在住の家族・グ
ループ(1組4人程度)　20人程度　　
　1組1,700円(1株掘り体験、試食、里芋
2㎏の土産付き)　　10月15日から新
治恵みの里 　　　 北部農政事務所
（　 948-2480　　948-2488）

　 10月27日(土)14時～15時30分
(13時30分開場)　　緑公会堂　　落
語を通じた心と身体の健康づくりの大
切さの話　　林家 
木久蔵さん(落語家)
 　   400人
　    健康づくり係
(　 930-2357
　 930-2355) 　

はやし や

き く ぞう

　 11月5日(月)13時30分～16時
　 緑区役所　　病気の理解と治療方
法、日常生活の過ごし方、交流会など
　 川合 眞一さん(東邦大学医学部 炎
症・疼痛制御学講座教授)　　全身性
強皮症の患者や家族　30人　　10
月11日から 　 　高齢者支援担当
（　 930-2311 　 930-2310）へ

かわい しん いち

とう
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横浜市 子ども・子育て計画

ミドリンネットスタンプラリー
いってみよう！参加しよう！楽しもう！

【共通】小雨決行、荒天中止。申込時
にコースを選択　　各コース成人
　30人　　飲み物、タオル、雨具、
歩きやすい服装で　　10月11日か
ら参加者の　　　・年齢を明記し
　　　 　　広報相談係（　 930-2223
　930-2225）へ

「災害時医療のぼり旗掲出訓練」実施

緑をたっぷり召し上がれ
イベントウオーキング

あつまれ！みどりっこまつり

第49回緑区高齢者囲碁・将棋大会

30年度緑区健康づくり月間講演会
「木久蔵流 笑うが一番」

▲林家 木久蔵さん

昭和大学横浜キャンパス公開講座
「心身の健康測定会 自分の体を知り
対策をたてよう！」

30年度緑区認知症シンポジウム

　 11月2日(金)10時～12時　　緑公
会堂　　①基調講演「認知症をポジ
ティブにとらえよう！」②パネルディス
カッション「認知症の人が安心して暮
らせる地域づくり」　　山口 晴保さん
（認知症介護研究・研修東京センター 
センター長）、認知症支
援者　　　300人
　10月11日から　　　 
　高齢者支援担当（　 
930-2311　 　930-
2310）へ

やまぐち はるやす

▲山口 晴保さん

新治恵みの里 里芋料理教室

難病講演会 全身性強皮症

緑区ＩＴ講習会11月
⑧ワード応用講座(全2回)

ミ ッ ク ス

緑税務署からの説明会のお知らせ

ダブルステニス大会

長ネギの収穫体験＆クッキング

　 10月31日(水)9時～13時 　 初・中
級者 　 16組 　 長坂谷公園 　 1人
2,700円 　 10月11日から 　　 長坂
谷公園第二 (　 　 934-5046)へ

男子ダブルステニス練習会

緑区遺産ガイドウオーキング



　10月18日、11月1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

　10月18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

　10月24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

　11月30日（金）10時～11時30分　　虫
歯予防の話、歯磨き練習 　　29年10
月～30年1月生まれの子どもと保護者
　25組　　母子健康手帳　　10月11
日から携帯・スマートフォン
で二次元コード　 　3

　①11月6日（火）②9日（金）③21日
（水）④28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3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

　10月16日・30日、11月6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
脳血管疾患などによる後遺症がある
人　　 　 2へ

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）

　10月26日（金）9時～11時、11月6日
（火）13時～15時　　生活習慣病の健
康相談　　　 1へ

　10月18日（木）13時～15時　　中山
地域ケアプラザ　　介護についての
勉強会や交流会　　　 2

　11月6日（火）9時～11時30分　　健
康チェック、体験型食事診断、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　

　10月18日・25日、11月1日・8日（木） 
9時～9時30分受付  　前日までに　 1へ

　10月18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

　10月12日（金）9時～11時、10月23日
（火）13時30分～15時30分、11月9日
（金）9時～11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：10月26日（金）・11月1
日（木）②1歳6か月児：10月25日（木）・
11月14日（水）③3歳児：10月18日
（木）・11月2日（金） 　 　 3　　 

　10月24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　　10月12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17日（土）10時～12時30分（9時
45分受付開始）　　 東本郷地域ケア
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　　10月20日～11月3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

　11月1日・8日・22日（木）10時～11
時30分　　成人　15人　　1,000円
　10月11日から

　11月7日（水）・9日（金）9時30分～
11時30分　　成人　20人
　800円　　10月12日から

　①11月18日、12月2日（日）②11月
27日、12月11日（火）9時45分～12時
　成人各　 12人　　1,900円　　 10
月14日から

　11月11日（日）10時～12時　　小学
生以上 　20人※小中学生要保護者同伴
　1,300円　　10月13日から

　10月29日（月）9時30分～11時30分
　栗蒸しようかん作り　　成人　 15
人　　1,200円　　エプロン、三角
巾、布巾、手拭きタオル、持ち帰り用容
器、筆記用具　　10月11日から

　10月31日、11月14日・28日(水)  
15時30分～17時　　成人 　15人　
　1,200円　　 筆記用具　　10月11
日から

　11月3日(土)10時～16時、11月4日
(日)10時～15時　　ステージ発表、
作品展示・即売、販売コーナー、ポーセ
リンアート（10時～13時）、体験コー
ナー（3日のみ）、ロビーコンサート（4
日12時30分～14時30分）　※詳細は
館内チラシまたは　

　11月12日（月）・13日（火）9時30分～
13時30分　　家庭でできるそば打ち
　成人　12人　　1,500円　　エプ
ロン、三角巾、布巾、手拭きタオル、筆
記用具　　10月12日から

　11月5日・12日（月）10時～11時　
　おおむね2～3歳児と保護者　15組
　1組1,000円　　10月11日から

　11月10日(土)10時30分～11時30
分　　ポインセチアなど　　　15人 
※初心者可　　 100円（その他一部
実費あり）　　折り紙、のり、はさみ　

　11月29日(木)10時～11時30分
　筆ペンで線描写、色鉛筆または絵具
で彩色　　成人　16人 ※初心者可
　600円　　10月16日から　　

　10月28日(日)10時～15時　　 舞
台、展示発表、模擬店、カフェなど　※
未就学児要保護者同伴 

　11月9日・23日、12月14日、31年1
月11日・25日（金）12時45分～14時
45分　　平安～江戸時代の文化とそ
れを形作った奈良時代までの施政を
考察　　成人　24人　　2,500円　
　10月11日から

　10月12日～11月9日の毎週金曜日
15時15分～16時45分　※1回ずつの
参加可　　成人　16人　　1回500
円　　動きやすい服装と靴　

午後の初級エアロビ＆リフレッシュ

おもちゃ病院

　11月10日(土)10時～14時　　小
学生以下の子どものおもちゃの修理
　　24人　　特殊な部品は実費あり
　10月11日から　

　11月8日(木)14時開演　　アーバ
ン・サクソフォン・カルテット　　　
300人　※未就学児は親子室のみ入
場可(限定6席)。車椅子席要予約　　
　1,500円　※全席指定　　　

　11月23日(金・祝)14時開演　　古
楽器と空想楽器の演奏会　　ロバの
音楽座　　　300人※車椅子席要予
約　　一般1500円、高校生以下500
円　※全席自由　　　　　　
空想楽器「ブンパカパッパ」を作る
ワークショップ
　同日10時～13時　　チケット購入
者　　300円

　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。
　10月12日(金)、11月10日(土)10時
30分～11時30分　　　緑区支部(　
982-3521)へ

　11月9日(金)10時～12時　　緑区
内で育児グループ活動をしている人、
グループを立ち上げたい人　20人(1
団体2人まで)　　6か月以上　10人
　10月11日から　　

　不用になった子ども服や子ども用品
を無料で提供します。
　10月19日(金)10時30分から  ※10
時から整理券配布。入れ替え制。品物
がなくなり次第終了　

　本のＰＯＰ広告を書いて、自分の好
きな本をお薦めしてみませんか。
　募集期間：11月25日(日)まで 展示
期間：11月1日(木)～30日(金)　　Ｐ
ＯＰ用紙を記入し募集期間に　 ※用
紙は緑図書館で配布。11月19日(月)
は休館　

　①10月11日(木)11時から②10月17
日(水)10時30分から・11時15分から③
10月27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　12組②0・1歳児と保護者各回
　12組③3歳以上の子ども　20人　

　10月31日(水)15時30分から　　3
歳～小学生　30人　

　11月21日(水)10時～11時30分　
　パンジー、ビオラ、シルバーリーフな
ど　　　16人　　2,000円　　10月
12日から　　

背骨を緩める体操

ひきこもり等困難を抱える
若者の専門相談（予約制）

乳幼児歯科相談

子どもの食生活相談

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

介護者のつどい「にじいろ」

抗HIV抗体・梅毒検査（匿名制）

妊産婦歯科相談

母乳育児相談

乳幼児健康診査

離乳食教室「もぐもぐ教室」

プレパパ・プレママ講座

●　　　　　　　　2018（平成30）年 10 月号　／　みどり区版10

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

スマートフォン入門講座（全2日間）

つまみ細工 剣菊

陶芸で作るクリスマスツリー

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

【共通】開場は開演の30分前

季節を楽しむ和菓子・秋

オペラの魅力・楽しみ方（全3回）

十日市場地区センターまつり

そば打ち講座
～新そばを楽しもう～（全2回）

にこにこ親子体操(全2回)

オリガミクラブ

楽しもう！冬の花の寄せ植え

絵入りカレンダー作り

白山地区センターまつり

日本の古代史とその文化 
古代文化とその伝道者(全5回)

アフタヌーン・コンサート ＃７
ナンバー

ロバの音楽座
「わいてくるくる おんがっかい」

〒226-0011  中山町413-4
　 935-1982     935-1983

10月22日より住居表示が変わります。
※場所は変わりません
〒226-0019 中山2-1-1



善意の寄附

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。(7月31
日受付分まで、敬称略)
日本舗材株式会社、株式会社清光社、
NPO法人K id s  Dance  J am、
後藤  勇
ごとう いさむ

　11月29日(木)10時～11時30分
　筆ペンで線描写、色鉛筆または絵具
で彩色　　成人　16人 ※初心者可
　600円　　10月16日から　　

　10月28日(日)10時～15時　　 舞
台、展示発表、模擬店、カフェなど　※
未就学児要保護者同伴 

　11月9日・23日、12月14日、31年1
月11日・25日（金）12時45分～14時
45分　　平安～江戸時代の文化とそ
れを形作った奈良時代までの施政を
考察　　成人　24人　　2,500円　
　10月11日から

　10月12日～11月9日の毎週金曜日
15時15分～16時45分　※1回ずつの
参加可　　成人　16人　　1回500
円　　動きやすい服装と靴　

　11月10日(土)10時～14時　　小
学生以下の子どものおもちゃの修理
　　24人　　特殊な部品は実費あり
　10月11日から　

　11月8日(木)14時開演　　アーバ
ン・サクソフォン・カルテット　　　
300人　※未就学児は親子室のみ入
場可(限定6席)。車椅子席要予約　　
　1,500円　※全席指定　　　

　11月23日(金・祝)14時開演　　古
楽器と空想楽器の演奏会　　ロバの
音楽座　　　300人※車椅子席要予
約　　一般1500円、高校生以下500
円　※全席自由　　　　　　
空想楽器「ブンパカパッパ」を作る
ワークショップ
　同日10時～13時　　チケット購入
者　　300円

　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。
　10月12日(金)、11月10日(土)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

　11月9日(金)10時～12時　　緑区
内で育児グループ活動をしている人、
グループを立ち上げたい人　20人(1
団体2人まで)　　6か月以上　10人
　10月11日から　　

子育てグループ交流会
SNSの活用講座
エスエヌエス

　不用になった子ども服や子ども用品
を無料で提供します。
　10月19日(金)10時30分から  ※10
時から整理券配布。入れ替え制。品物
がなくなり次第終了　

　本のＰＯＰ広告を書いて、自分の好
きな本をお薦めしてみませんか。
　募集期間：11月25日(日)まで 展示
期間：11月1日(木)～30日(金)　　Ｐ
ＯＰ用紙を記入し募集期間に　 ※用
紙は緑図書館で配布。11月19日(月)
は休館　

　①10月11日(木)11時から②10月17
日(水)10時30分から・11時15分から③
10月27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　12組②0・1歳児と保護者各回
　12組③3歳以上の子ども　20人　

　10月31日(水)15時30分から　　3
歳～小学生　30人　

　10月30日(火)13時30分～15時30
分　※ノーメイクで集合　　横浜市
内在住の60歳以上の女性　20人　
　髪留めまたはヘアターバン、スポー
ツタオル、文庫本サイズの卓上鏡　　
10月11日9時から　

　十日市場の対象施設でスタンプを
押すごとにプレゼントがもらえます。
　10月31日(水)10時～16時　　　
500人 ※スタンプ台紙は当日、1階ロ
ビーで配布 

　11月19日(月)9時～12時　　心肺
蘇生法やＡＥＤ使用方法の実習。受講
者には修了証を発行　　横浜市内在
住・在勤者　10人　　1,000円　　
10月25日～11月9日に　

　10月21日(日)10時～16時　　手
作り作品やランチの販売、親子イベン
トなど　　一部有料　　要問合せ

　11月17日(土)・18日(日)10時～15
時30分　　10,800円　※免除あり
(要問合せ)　　女性　12人　　要問合
せ　　10月17日～11月16日に　　パ
ソコン講座専用電話(　862-4496)へ

【女性のためのパソコン講座】
エクセル中級(全2回)

　①10月13日(土)13時30分～16時30
分②10月14日(日)15時～16時30分　
　「あざみ野コンテンポラリーvol.9今
もゆれている」出品作家によるトーク
　①西村 有さん、今井 智己さん②
山城 知佳子さん　　　80人　　要問
合せ　　　　　を明記し　

　①10月14日②21日(日)12時～12時
40分　　①Perle(バイオリンとピアノ)
②みなとみらい Super Big Band 

【共通】　ハーモニーみどり　　10
月11日から　　　を明記し　　　
　緑区社協ボランティアセンター
(　935－7807)

　10月27日(土)10時～12時　　手
話の初心者～初級者　30人　

手話でチャレンジ
ろう者との交流会

　11月15日(木)14時～16時　　ボラ
ンティアの心構えやルールを学ぶ初
心者向け講座　　　20人

　毎週月曜日9時～9時40分　　ラジオ
体操やストレッチ　　　20人　　400円

　毎週火曜日19時～19時50分　　
エアロビクスを楽しく学ぶ初心者向け
教室　　　40人　　500円　

【共通】　各締切りまでに　　　を
明記し 　　　※　は落選者のみ
連絡

　10月19日(金)18時～20時30分　
　地域で何かを始めたい人・仲間を作
りたい人が講師の話を聞きながら話し
合う交流会　　坂口 裕太さん(ハマっ
子が楽しむ横浜ツアー ハマブラ協同
代表)、泉 幸太郎さん(栄区で若い活
力を生み出すプロジェクト SAKAE 
NEXT PROJECT代表)　　500円　
　10月15日必着

Open! みどりーむ vol.4
地域交流、見つかる、つながる！

ボリュームオープン

　10月28日(日)13時30分～16時　
　庄子 さち子さん、渡邉 秀夫さん、
庄司 健治さん、戸塚区ハウスメンテナ
ンス防災クラブ　　　50人　　10月
25日必着 

「家具の転倒防止でわが身を守る　
～震災から生き延びる
　　　　　　ノウハウを学ぼう～」

　11月6日・20日(火)13時30分～15
時30分　　活動団体の「世代交代」に
ついて課題の考察、成功事例の紹介、
意見交換　　内海 宏さん(株式会社
地域計画研究所 代表取締役)　　市
民活動・ボランティア団体、NPO法人、
自治会で活動している人　20人　　
10月26日必着

市民活動セミナー
「先輩たちが築いた“活動のノウハウ”
  を次世代につなぐ！」

エーイーディー

ボリューム

にし むら ゆう

やま しろ ち  か  こ

いま   い とも   き

ペ  ル  レ

スーパー ビッグ バンド

キッズ ダンス ジャム

さか ぐち

いずみ こう  た  ろう

ゆう  た

しょう じ こ わた なべ ひで  お

しょう じ けん  じ

うつ   み ひろし

　11月21日(水)10時～11時30分　
　パンジー、ビオラ、シルバーリーフな
ど　　　16人　　2,000円　　10月
12日から　　

サカエ

ネクスト プロジェクト
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●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

　 910-5656     910-5674

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

子ども服・子ども用品のリユース

本のPOP大会
ポップ

おはなし会

ハロウィンのおはなし会

シニアいきいきメイクアップセミナー

十日市場「ハロウィンDAY」
デー

普通救命救急講習Ⅰ

　 910-5700     910-5755

〒225-0012　青葉区あざみ野南1-17-3

アートフォーラムフェスティバル2018

アーティストトーク

enjoyエアロ
エンジョイ

すっきりストレッチ

ボランティアオリエンテーション

【共通】　休館日、祝日は除く　　動
きやすい服装、室内靴、タオル、飲み
物

　 10月11日・25日（木）、
　11月8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）

〒226-0011　中山町329-25
　 932-0733     934-7048

10月22日より住居表示が変わります。
※場所は変わりません
〒226-0019 中山1-29-7

〒226-0011　中山町413-4
　 931-2478     934-4355

10月22日より住居表示が変わります。
※場所は変わりません
〒226-0019 中山2-1-1



１.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Aの材料を合わせて甘酢ソースを作る
Bの材料、ピーマン、玉ねぎをそれぞれ一口大に切る
2のBを電子レンジで8分程度加熱する
鶏肉を一口大に切り、塩こしょうして、卵、片栗
粉で衣を付ける
フライパンで4を180℃の油で揚げる。3と2の
ピーマン、玉ねぎも素揚げする
別のフライパンに甘酢ソースを入れ、弱火にか
けながら水溶き片栗粉でとろみを付ける
6に5を入れて、ソースをからめたら完成！

臥龍
所在地：長津田４-５-１
          ☎984-1009
営業時間：11時30分～14時30分、
　　　　  17時～22時　※火曜定休

レシピ作成：渡辺 政行さん
わたなべ まさゆき

●A（黒酢:40㏄、酢:100㏄、三温糖または
白砂糖:60ｇ、ケチャップ:15ｇ、ウスター
ソース:10ｇ) ●B（カボチャ:中1/8個、さつ
まいも:小1/2個）  ●ピーマン：緑1個・赤1
個  ●玉ねぎ：中1/4個 ●鶏肉（もも）:
250ｇ ●卵:１個 ●こしょう:少々 ●塩:
少々 ●片栗粉:適量 ●水溶き片栗粉:適量
作り方

【問合せ】　 地域力推進担当　　930-2237　　930-2242

【里山ガーデンについての問合せ先】NTTハローダイヤル 　 050-5548-8686
 受付時間：8時～22時　※10月17日まで
【このコラムについての問合せ先】　 企画調整係 　930- 2228 　930- 2209

　緑区内の花や緑にまつわる魅力を、「みどりの魅どころ」として紹介します。

　10月14日まで開園中の里山ガーデンで見る
ことができます。ふんわりとした独特な形がかわ
いらしい植物です。
　最初は緑色ですが、秋が深まるにつれて赤く
紅葉していき、日に日に存在感が増します。
　今年の里山ガーデンのテーマは「錦秋の丘」。
コキアのほかにもコスモスやマリーゴールドな
ど、夕焼け色の鮮やかな花々が見られます。ぜひ
足を運んでみてください。

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！

　いよいよ、みどり「ひと・まち」スクールの大きな目的の一つ、受講生それぞれ
の「夢プラン」（活動プラン）の作成が始まり、地域でやってみたいことを発表し
ました。その幾つかを紹介します。

　4期生は「自分のやりたいことは、地域のどんな課題解決につながるのか」を
しっかりと考え、アドバイスを受けながら修了式まで「夢プラン」を育てていきます。

7時限目は、修了生の「ひと・まち」スクールへの思いに迫ります

里山ガーデン 「コキア」

場 所
里山ガーデン（よこはま動物園ズーラシア隣接）
ＪＲ・市営地下鉄中山駅からバスで20分
「よこはま動物園北門」バス停下車　徒歩2分

４期生の「夢プラン」の芽が生まれました！6時限目

料理のポイント

　豚肉や魚、他の根菜を
使ってもおいしいです。
　甘酢ソースは、冷蔵庫で
保存できるので余ったら
酢豚や天津丼など何でも
使えます！

冨岡 恵子さん
けい  ことみ おか

前田 實さん
みのるまえ   だ

川口 信二さん
しん  じかわ ぐち

井山 恵理子さん
え  り  こい  やま

▲こんなに赤く色づきます

▲最初は緑色です

※写真は昨年撮影したものです

中山町の一部で住居表示を実施します
　10月22日（月）に、住居表示実施により中山町の
一部が「中山一丁目」～
「中山四丁目」に
変わります。

中山一丁目

中山二丁目中山三丁目

中山四丁目

中山駅

緑郵便局緑区役所

緑警察署

緑消防署

横浜市緑区

第一次地区
実施区域

【問合せ】市民局窓口サービス課　　671-2320　　664-5295

ズーラシア

里山ガーデン

ズーラシア P

JR線 中山駅 新横浜駅

横浜市営地下鉄グリーンライン

動物園入口

よこはま動物園

正面入口

東入口
西ひかりが丘よこはま

動物園
北門

地 図

休園日 10月23日・30日、11月6日 ※10月22日までは無休

イベント情報

10月13日（土）・14日（日）
13時～16時
ころころ広場
動物たちの能力に挑戦

※写真は過去の大運動会 ※写真は過去の特別ガイド

10月27日（土）・28（日）
対象動物種展示場前
飼育員がカボチャなどを動物にプレ
ゼント ※詳細は
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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

これからの季節はインフルエンザが流行し始めます。手洗い、うがいを励行しましょう緑消防署より

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9月1日現在 区の人口181,487 区の世帯数人 世帯76,813 　運動、食欲、芸術の秋。
緑区でもたくさんイベント
が開催されるよ。
　区民まつりではミドリンが
登場するよ。ぜひみんなで
会いに来てね。

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

旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 

よこはま動物園ズーラシア




