
　3年前、緑区なかやま、緑新栄会通りに、不思議なお祭りが生まれました。
　まちのあちこちがさかさまになった夜。たてものに乗り移った宇宙人たちがまちの歴史を語り始めた夜。
サーカス団がにぎやかな結婚式をくりひろげた夜。あの夜は「マボロシ」だったのか。
　今年、不思議な夜にまた会える。懐かしいあの人たちが帰ってくる。
　このまちで生まれてきた物語を語り継ぐ。なかやま幻影横丁！！

し ん ぶ ん

　さかさま！ サーカス！ 宇宙人！？ 歴代参加アーティストが集う、一夜限りのパフォーマンス。
　最後は、会場にいるみんなと一緒に、グランドフィナーレを開催します。これは夢か、マボロシか…。

　いつもと違う街灯が、人々をマボロシ
のまちに誘います。メイン会場には、映
像作品による美しい夜景が映し出され
ます。

　緑新栄会によるおいしい食べ物と飲み物の屋台が出店
します。今やマボロシとなった料理が食べられる、かも？

　「スマートイルミネーションみどり」は、省エネルギー技術を活用したライトアップイベントです。
　明かりを使ったアートプログラムや、おいしい食事・飲み物のある屋台。秋の夜長のお出掛けにぴったりの、大人も子どもも楽しめる企
画です。ぜひ皆さんで来てください。

　メイン会場では、「ひかりと色の
ワークショップ」を開催します。カラ
フルなシートを使った模様作りや、
光る衣装、光るメッセージボードで
も遊べます。

　　　　★レジェンドの焼きそば ★わたあめドリーミー
★ハンパないたこ焼き　★ミラクルフランクフルト
★あの日あの時あの場所で食べたごはん
★子どもはジュース 大人は…　など

●18時15分～19時　パフォーマンス
●19時～20時　　   まちなかパフォーマンス
●20時～20時20分　グランドフィナーレ

●「宙／sora」：曽谷 朝絵
●「街灯のカラーチェンジ」 ●MIZUNOMICHIワークショップ：曽谷 朝絵

●光る衣装体験：日下 淳一 　●光のらくがき：株式会社中川ケミカル

●ペピン結構設計
●髙橋 匡太+柳井 祥緒
●祝祭のサーカス団（出演：イーガル、みま、 森田 智博
　演出：上ノ空はなび（to R mansion））

時 間（予定） 参加アーティスト
けっこうせっけい
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マボロシ劇場

マボロシのまち
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ひかりイロ遊び
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▲街灯のカラーチェンジ

※写真はマボロシ（イメージ）です
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メイン会場

ＪＲ・市営地下鉄中山駅から徒歩３分
ジェイアール し  えい   ち   か   てつなか やま えき   　　　　  と   ほ        ふん

げん     えい    　   よこ  　ちょう
9月28日（金）・
29日（土）
18時～20時30分
緑新栄会通り
みどり   しん    えい     かい
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くろさわ

※おうちの人に相談してから
　お出掛けしてください

日時

会場

▲曽谷朝絵展「宙色（そらいろ）」
　展示場所：水戸芸術館
　現代美術ギャラリー（茨城県）
　撮影：Nacasa & Partners Inc.
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【問合せ】　 企画調整係（　 930-2228　　 930-2209）

主催：横浜市緑区 協力：緑新栄会、横浜市文化観光局、スマートイルミネーション横浜実行委員会、株式会社黒澤フィルムスタジオ



長津田駅

十日市場駅
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長津田第二

いぶき野

長津田

十日市場

新治

霧が丘
三保

　家庭的な雰囲気の中で安全に放課後を「地域」で過ごすための場所として「放課後児童クラブ（放課
後児童健全育成事業届出事業所含む）」があります。
　小学生や小学校入学前のお子さんがいる家庭の皆さん、緑区内に12か所ある放課後児童クラブを
知って、お子さんの放課後の居場所の一つとして考えてみませんか。
※その他、横浜市では、小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる場所として、各小学校に設置されている「放課後キッズ
　クラブ（キッズ）」または「はまっ子ふれあいスクール（はまっ子）」を実施しています

緑区内の「放課後児童クラブ」を紹介します！

●地図上の番号は各クラブの番号と対応しています。
●　   印は、小学校です。
●　   線は、小学校通学区域です。

　 緑区 放課後児童クラブマップ

1 長津田学童保育クラブ

長津田南学童保育クラブ

霧が丘学童保育クラブ

十日市場放課後児童クラブ

みほ学童保育

特　集

クラブに聞いた！一押しポイント

　 983-1383　　 長津田町2203

ベテラン指導員の温かいサポー
ト！キャンプやお祭り等の楽し
いイベント！
子どもたちの放課後ライフが充
実すること間違いなし！

クラブに聞いた！一押しポイント

　 981-2355　　 長津田7-3-18  

現在、建替えのため仮移転先で
活動中。
来年度からは新築の建物になり
ます！

※建替えのため、31年春まで　
　一時移転中

クラブに聞いた！一押しポイント

　 921-4231　　 霧が丘3-26-1-205､204

歩行者専用、通称「赤い道」で
学校から学童、遊び場まで安全
に移動できます。

※放課後児童健全育成事業届出事業所

クラブに聞いた！一押しポイント

　 983-6721　
　 十日市場町815-4 SENRAKUEN Ⅱ 2階

平成30年4月に新規開設の「留守家庭児童
の放課後生活の自立を目指した育成支援に
よる家族支援」を事業理念に掲げるＮＰＯ
法人運営のクラブです。

クラブに聞いた！一押しポイント

　 931-8182　　 三保町1621 三保ツインドーム

一人ひとりの長所・短所を丸ご
と受け止めてくれる支援員がこ
こにいます。
だから、みほ学童は6年生まで
通い続ける子どもたちが多いの
です！

クラブに聞いた！一押しポイント

　 932-3095　　 森の台19-1 
森の台オリーブランドコミュニティセンター1階

放課後は屋内と屋外で、１日開
室日は四季の森公園やこどもの
国にも出かけます。
勉強は、毎日登室後の宿題の自
習を中心に毎週水曜日は英語に
親しんでいます。

森の台キッズルーム
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十日市場駅

中山駅
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緑
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山下みどり台

森の台
上山

鴨居

竹山

東本郷

鴨居駅

　放課後の子どもたちのために「放課後キッズ
クラブ」、「はまっ子ふれあいスクール」、「放課後
児童クラブ」で一緒に働く人を募集しています。
　詳しくは、二次元コードから各事業所に問い
合わせてください。

　来年4月に小学校へ入学予定のお子さんを
対象に就学時健康診断が実施されます。
　詳しくは 

【問合せ】教育委員会 健康教育課
　　　 （　 671-3275　　681-1456）

緑区内の「放課後児童クラブ」を紹介します！

横浜市 就学時健康診断日程

一緒に働く人を募集しています！

中山学童保育 なかよしの家 緑・鴨居学童クラブ
クラブに聞いた！一押しポイント

　 933-8901　　 寺山町115-1 遠藤ビル1階

3つのおもいが“なかよしの家”
スタイル。「あたたかく、やわら
かく、ゆったりと。」
中山駅から近いので、お迎えに
も習い事へのアクセスにもとて
も便利です！

クラブに聞いた！一押しポイント

　 931-7163　　 鴨居5-6-3  アルカディア・マーサ201号

年間を通して楽しい行事が盛
りだくさん!!
子どもたちが安心して帰ってこ
られる「もうひとつの家」として、
楽しくのびのびと過ごせる場所
です。

山下放課後児童クラブ 竹山学童クラブ
クラブに聞いた！一押しポイント

　 934-8307　　 北八朔町1697

大きなイチョウの木の下の広い
庭で思い切り走り回って遊べ
ます。
季節の野菜を育て、夏にはカブ
トムシやクワガタムシ等の虫捕り
もできる緑あふれる学童です。

クラブに聞いた！一押しポイント

　 090-4836-0838　  竹山2-3-13 竹山ホール内

40年以上活動しているクラブで
す。1年生から6年生までの児童
が遊んだり、おやつを食べたり、
行事に取り組んだりして安全に
過ごしています。

みどりがくどう のびっこ広場学童保育
クラブに聞いた！一押しポイント

　 932-4662　
 　中山町113-1  ジョイプラザグリーンベル1-A

英語と習字を教えています。
ハロウィンやクリスマスでは英語
を生かしたイベントパーティー
を毎年行っています。

クラブに聞いた！一押しポイント

　 471-5094　　 東本郷4-36-34 アゼリアコート壱番館101

学年関係なく遊び、信頼関係を
築き安心できる居場所です。

　 932-3095　　 森の台19-1 
森の台オリーブランドコミュニティセンター1階

放課後児童クラブはこんなところ

目 的

横浜市内在住の小学１~6年生の留守家庭児童

児童福祉法に基づき、昼間に保護者のいない家庭
等の小学生が20~50人ほどで過ごします。家庭的な
雰囲気をより大切にした放課後の居場所です。

平日：放課後~19時 ※クラブによって時間延長有り
土曜日：各クラブに問い合わせてください。

クラブによって異なります。
各クラブへ問い合わせてください。

運営委員会または法人（株式会社は除く）

対 象

開所時間

利用料

運営主体
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【問合せ】　 こども家庭係（　 930-2216　　930-2435）
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　脳卒中における急性期・回復期・生活期(維持
期)のうち、生活期のリハビリで大切なポイント
について実技を交えながら学びます。
　 10月25日（木）13時30分～15時30分
　 加藤 潤さん
　 （介護老人保健施設ライフプラザ新緑 
　  理学療法士）　
　 緑区内在住者　 40人　　

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。

【先輩ママとおしゃべりタイム】
　9月11日（火）10時～11時　　未就
学児と保護者　　
【育児講座 パパと遊ぼう】
　9月15日（土）10時～11時　　 1歳
以上の未就学児と保護者　　
【ゆずります・ゆずってください。
無料フリーマーケット】
　9月29日（土）10時～11時30分　
※9月27日（木）まで提供品募集

【ミニ運動会】
　 10月10日(水)10時～11時　　 未
就学児と保護者

【1、2歳児と一緒にリズム遊び】
　9月6日(木)9時45分～10時15分
　1、2歳児と保護者　 10組

【クラスと交流「いっしょにあそぼう」】
1歳児クラス
　9月12日（水）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
2歳児クラス 
　9月13日（木）9時30分～10時15分
　27年4月～28年3月生まれの子ども
と保護者　 2組

　フラダンスとジャズ、ラテン＆歌
謡曲を楽しみませんか。
　9月16日（日）13時～14時30分
　JR鴨居駅改札前　　ラウアエフラ
スタジオ、テリーズバンド　　鴨居まち
研 テリー保谷（　 080-5183-5626）

第45回鴨居駅コン

　10月7日（日）9時30分から ※無く
なり次第終了　 　里山ガーデン
　2019年に50周年を迎える、緑・旭・
港南・瀬谷の4区による物販、ワーク
ショップなど　 　　企画調整係
（　 930-2228　　930-2209）

里山ガーデン 50周年4区DAY

　10月7日（日）10時～12時　　玄海
田公園　　園内の散策と植物の観察
　筆記用具、あれば虫眼鏡　　玄海
田公園（　　 986-0986）

自然観察会

緑区IT講習会10月
⑦ワード基礎講座(全3回)
　10月17日(水)～19日(金)12時30
分～14時30分　　白山地区センター
　文字入力、文章作成、表と罫線、画
像の挿入など　　　20人　　3,000
円　　筆記用具　　10月2日必着で
　　　を記入し

パソコン・スマホ・タブレット 無料体験会
　パソコン、スマートフォン、タブ
レットに興味がある人、困っている
人向け体験会。
　9月28日（金）13時から・14時50分
から　　みどりーむ　　①パソコン
でSNS②Windows10活用術③生活に
役立つインターネット活用④デジタ
ル画像処理⑤ワード⑥エクセル便利
帳⑦スマートフォン・タブレットの
上手な使い方　　①～⑥各回　 6人
⑦　 14人　

2018 みどりコスモスフェスタ

第36回民謡・舞踊・歌謡の祭典

緑区制50周年記念 中学生合唱団員募集
　世界をかける指揮者の山田 和樹さん＆東京
混声合唱団と、夢の共演をしませんか。2019年2月
23日(土)13時から、緑公会堂でオーディション
を実施し、40人程度を決定します。
　 審査曲から1曲選択
　 申込時に緑区内在住または在学で次の条件
　 を満たす中学1・2年生①12回の練習のうち8回
　 以上②2回のコンサートとリハーサルに参加
　 できること③保護者の承諾を得られていること
　 ※詳細は応募用紙参照
　 10月1日～12月28日消印有効で応募用紙に
　　　 　を記入し　 みどりーむNo.13（送付先は12面参照）　※応募用紙は
　 緑区内中学校、緑区役所、みどりーむ等で配布。緑区役所　からもダウン
　 ロード可。
　　 生涯学習支援係（　 930-2236　　930-2242）・緑区民音楽祭実行委員会 
　 本渡（　 932-5321）

　 9月23日（日）10時45分から
　 みどりアートパーク
　 芸能愛好者の演奏会 ※飛び入りコーナー（1曲2,000円）出演希望者は当日
11時30分までに受付へ

　 　 300人
　 日本芸能文化協会　川嶋（　 090-6199-8862）

緑区児童作品展
　 10月5日（金）12時～17時、6日（土）9時30分～17時、7日（日）9時30分～15時
　 みどりアートパーク
　 緑区内在学の小学生による絵画作品展
　 MOA美術館 緑区児童作品展実行委員会　阿部（　　 937-3822）

　田奈産の小麦粉を使い、地元の女
性農業者が手打ちうどんの作り方を
教えます。
　10月20日（土）9時～13時　　横浜
農業協同組合田奈支店（青葉区田奈町
52-8）　　田奈恵みの里推進委員会　
　緑・青葉区内在住者　 20組　　
1,500円　　エプロン、三角巾、マス
ク、飲み物　　9月20日必着で代表者
の　　　と参加者全員の氏名・年齢
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

　秋空の下でまるまると太った甘い
サツマイモの掘り取りを楽しみま
せんか。
　10月21日（日）13時30分～15時　
※雨天時27日（土）同時間　　 にい
はる里山交流センター　　新治恵み
の里発展会　　横浜市内在住の家
族・グループ　 15組程度　※4人程
度まで、個人参加可　　 1組1,800円
※収穫したサツマイモ8株の土産あ
り　　9月15日から新治恵みの里　
　北部農政事務所（　 948-2480　
　948-2488）

　農家の指導のもと、稲刈り・脱穀を
体験しませんか。
　①10月6日（土）9時から　※雨天時
8日（月）同時間②20日（土）13時から
　旭区矢指町の田んぼ（下川井ICそば）
　都岡地区恵みの里運営協議会
　横浜市内在住の家族　 20家族
※個人参加可　　3,000円　※1家族
につき玄米5kgのプレゼントあり
　9月21日必着で代表者の　　　と
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「稲刈り・脱穀体験教室」係
（〒241-0031旭区今宿西町289
（　 090-7733-8532　　955-5057）へ

都岡地区恵みの里
稲刈り・脱穀体験教室（全2回）

ウインドウズエスエヌエス

▲加藤 潤さん

▲山田 和樹さん
　©Taira_Tairadate

　9月15日（土）10時～14時　※雨天
決行　　みどり地域活動ホームあお
ぞら・緑区生活支援センター（中山町
1154-1） 　　障害者団体による物品
販売・演奏、消防車展示、工作体験等
　みどりコスモスフェスタ実行委員会
牧野（　 929-2566 　 929-1961）
まき  の

ほ たに

　高齢になり、筋力や活力が衰えた虚弱の状態を「フレイル」といいます。
　地域ぐるみでフレイルや高齢者の孤立予防に取り組むためのヒントを
もらいます。
　 10月12日(金)10時～12時
　 藺牟田 洋美さん(首都大学東京准教授)
　 緑区内在住者　 80人

い　む　た

か  とう じゅん

ひろ  み
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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）

鴨居保育園
 （　 933-2106　　933-2104）

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

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

パソコン関連 体験・講習会

【共通】　　  NPO法人M ICS
（〒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）

ミックス

かわしま

ほん  ど

エムオーエー

やま  だ かず  き

あ  べ

【共通】　 緑区役所　　9月11日から　 　高齢者支援担当（　
930-2311　　930-2310)へ

　 9月13日・27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）

緑区制50周年 中学生合唱団



　 9月28日(金)10時～14時
　 緑スポーツセンター
　 緑区内在住で脳血管疾患の後遺症
のある人とその家族

　 150円
　 昼食・飲み物
　 　 緑工房（　　 933-3249）へ

　9月27日（木）9時30分緑区役所前広場
集合～12時頃　
　緑区ヘルスメイトと一緒にウオーキング
　　 30人
　9月13日消印有効で　 に代表者の
　　　、参加者全員の氏名・年齢を明記
し　 健康づくり係イベントウオーキン
グ担当（　 930-2359　　930-2355）へ

　一日警察署長の☆まかりな☆さんが参加します。　
　 9月21日（金）12時05分～12時40分（予定）
　 ※荒天時は中止の場合あり
　 緑区役所～台村町交差点～中山商店街～JR中山駅南口
　 ※今年は交通安全リンゴの配布はありません

　「カフェみなみ運営委員
会」は、住民の高齢化が進む
南長津田団地において、高
齢者の孤立や災害時の自
助・共助が懸念されている
中、安全・安心で交流しやす
い拠点のある団地を目指し
て、自治会や地域ボラン
ティアによって作られた団
体です。
　今回の会場で団体の活動場所でもある「カフェみなみ」は、地域住民
のつながりをつくるとともに、多世代が交流できる拠点を目指して、28
年5月にオープンしました。
　カフェの運営にとどまらず、長津田地域ケアプラザによる出張相談
や地域子育て交流会、生活のちょっとした困りごとを解決するボラン
ティア活動も行うことで、地域のつながりづくりや課題の解決のきっ
かけの場となるよう活動しています。
　参加したメンバーからは「『ここに来れば誰かに会える』というテー
マで住民同士の交流や見守りをしていますが、次世代へつなげていく
ことが課題です」「このカフェがなければ出会うことがなかった人も多
く、この活動を通じて楽しく大きな活力になっています」「これからも
焦らずゆっくり進めていきたいです」などの話がありました。
　市長は「『カフェみなみ』に入ったとき、天井も高く開放的な空間の
中、木のぬくもりと地域の皆さまの朗らかさが感じられてとても感動
しました。100円で提供されている飲み物もとてもおいしく、食事もで
き、写真等の展示や小物の販売なども季節感にあふれていて素敵でし
た。色々な人との出会いや関わりで環境も変わります。『ここに来れば
誰かに会える』というテーマはとても大切だと思います。今後も課題解
決のためには焦らず、ゆっくりと着実な積み上げが大切です。これまで
の活動で大変なこともあったかと思いますが、これからも人と人との
つながりから団地全体がよい連鎖で活性化し、まちの活力の源になっ
ていくと思います」と感想を語りました。

★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！

田奈恵みの里 うどん作り教室緑区IT講習会10月
⑦ワード基礎講座(全3回)
　10月17日(水)～19日(金)12時30
分～14時30分　　白山地区センター
　文字入力、文章作成、表と罫線、画
像の挿入など　　　20人　　3,000
円　　筆記用具　　10月2日必着で
　　　を記入し

　9月23日（日）7時にJR横浜線長津
田駅ホーム･八王子寄り集合　※雨天
中止　　中央本線鳥沢駅～（バス）～
梨の木平登山口～扇山山頂（昼食）～
安達野集落～四方津駅（解散）
　500円 ※往復交通費等は別途各自
負担　　緑区体育協会ハイキング部
小林（　 090-2326-8662　※22時ま
で　　981-2074）　　昼食、飲み物、
雨具、ごみ袋、敷物、保険証、ストック
※軽登山靴、山用リュック着用。小学
生以下要保護者同伴

　両親教室、母子訪問などの業務 　
　助産師免許所持者 　　 こども家
庭係（　 930-2361　 930-2435）

区民登山 山梨百名山・扇山(1,138m)
おうぎやま

　田奈産の小麦粉を使い、地元の女
性農業者が手打ちうどんの作り方を
教えます。
　10月20日（土）9時～13時　　横浜
農業協同組合田奈支店（青葉区田奈町
52-8）　　田奈恵みの里推進委員会　
　緑・青葉区内在住者　 20組　　
1,500円　　エプロン、三角巾、マス
ク、飲み物　　9月20日必着で代表者
の　　　と参加者全員の氏名・年齢
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

新治恵みの里 サツマイモ収穫体験

　秋空の下でまるまると太った甘い
サツマイモの掘り取りを楽しみま
せんか。
　10月21日（日）13時30分～15時　
※雨天時27日（土）同時間　　 にい
はる里山交流センター　　新治恵み
の里発展会　　横浜市内在住の家
族・グループ　 15組程度　※4人程
度まで、個人参加可　　 1組1,800円
※収穫したサツマイモ8株の土産あ
り　　9月15日から新治恵みの里　
　北部農政事務所（　 948-2480　
　948-2488）

　農家の指導のもと、稲刈り・脱穀を
体験しませんか。
　①10月6日（土）9時から　※雨天時
8日（月）同時間②20日（土）13時から
　旭区矢指町の田んぼ（下川井ICそば）
　都岡地区恵みの里運営協議会
　横浜市内在住の家族　 20家族
※個人参加可　　3,000円　※1家族
につき玄米5kgのプレゼントあり
　9月21日必着で代表者の　　　と
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「稲刈り・脱穀体験教室」係
（〒241-0031旭区今宿西町289
（　 090-7733-8532　　955-5057）へ

区役所の母子保健事業を
一緒に行う助産師募集

こばやし

地域で活躍している団体と林市長が意見交換を行う
「ぬくもりトーク」が7月17日に行われました。

▲カフェみなみ運営委員会の皆さんと

▲29年度のミドリンパーク

交通事故死ゼロを目指す日 

スローガン

交通安全パレード＆駅前キャンペーン

9月30日(日)

「安全は 心と時間の ゆとりから」
「高齢者 模範を示そう 交通マナー」

▲☆まかりな☆
　双子のお笑いタレント

●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 9 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】 緑警察署（　 932-0110）

【問合せ】    地域活動係（　 930-2232　　930-2242）

【問合せ】    広報相談係（　 930-2219　　930-2225）



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）

胃がん検診

リハビリ教室

　 11月5日(月)　　霧が丘地域ケア
プラザ 　　40歳以上　 40人　　1,570
円（70歳以上無料）　　10月5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

肺がん検診(胸部Ｘ線検査)

　 10月17日(水)9時～10時受付
　 40歳以上 　50人 　 680円(70歳
以上無料) 　 9月19日から　 　 1へ

食と生活の健康相談

　 9月11日(火)13時～15時、9月28
日(金)9時～11時、10月9日(火)13時
～15時　　生活習慣病の健康相談
　 　 1へ

もの忘れ相談

　 9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

若年性認知症よこはま北部のつどい

　 9月28日（金）11時～15時　　中山
地域ケアプラザ 　 　  2

思いやり、健康づくりの日
(ウオーキング)

　 10月2日(火)9時25分(緑区役所正
面入口集合)～11時30分　　緑区食
生活等改善推進員(ヘルスメイト)と一
緒に四季の森公園をウオーキング
　    1　

抗HIV抗体・梅毒検査(匿名制)

　 9月13日・20日・27日、10月4日(木)
9時～9時30分受付　　前日までに 
　 1へ

ニコニコ卒煙クリニック

　 10月17日(水)11時～11時45分
　 前日までに　  1へ

　 10月2日(火)13時30分～15時30分
　 中山地域ケアプラザ　　 介護につ
いての勉強会や交流会　　 　 2

新治中部地区介護者のつどい
「すずらん会」

　 9月20日、10月4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

ひきこもり等困難を抱える
若者の専門相談(予約制)

　 9月25日、10月2日・9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

乳幼児歯科相談

　 9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

子どもの食生活相談

　 9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

妊産婦歯科相談

　 9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

母乳育児相談

　 9月14日(金)9時～11時、9月25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

乳幼児健康診査

　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：9月28日(金)・10月4日
（木）②1歳6か月児：9月12日(水)・27
日(木)・10月10日(水)③3歳児：9月20
日(木)・10月5日（金） 　 　  3　

離乳食教室「もぐもぐ教室」

　 9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　　9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

神経難病交流会緑ふれあいの会

　 ①9月12日②10月10日(水)10時～
12時 　 ①口腔ケアの話②アロマオ
イルを使って首まわりや口のマッサー
ジ　　 神経難病の人　　 　 2　

母親(両親)教室(全4回)

　 ①10月3日(水)②12日(金)③17日
(水)④24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2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

プレパパ・プレママ講座

　 10月19日・26日(金)10時～11時
30分　　虫歯予防の話、歯磨き練習
　 29年8月～11月生まれの子どもと
保護者　 25組　　 母子健康手帳
　9月11日から携帯・ス
マートフォンで二次元コー
ド　　3

　 10月27日(土)10時～12時30分(9
時45分受付開始)　　 中山地域ケア
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　　9月29日～10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

　 9月25日、10月16日（火）9時30分～
13時30分、10月30日（火）9時30分～
11時30分　　成人　 20人　　 2,100
円　　9月12日から 　 　

　 10月22日・29日、11月5日(月)15時
～16時　　 成人　 12人　　1,000
円　　 9月22日から 　 　

　 10月 1日・15日、11月5日(月)12時
30分～15時　　 成人　 16人
　 2,100円　　 9月11日から 　 　

　 10月2日（火）10時30分～13時
　 成人　 15人　　1,200円　　エ
プロン、三角巾、布巾、手拭きタオル、
筆記用具 　  9月11日から 　 　

　 10月 9日・23日(火)9時45分～11
時45分　　 古布でティーマット作り
　 成人　 10人　　1,700円　　裁
縫道具、反りはさみ、細字油性ペン　
　 9月12日から 　 　

　 10月19日、11月9日・30日(金)10
時～14時　　家庭でできるパン作り
　 成人　 12人　　3,900円　　エ
プロン、三角巾、布巾、手拭きタオル、
筆記用具、持ち帰り袋　　9月12日か
ら　　

　 10月18日(木)9時30分～11時30分
　 二つのキャラクターを作製　　成
人 　12人　※初心者可　　700円　
　 受付時連絡　　9月12日から　 　

　 10月20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　　特殊な部品は実費あり
　 9月11日から 　 　

　 11月9日(金)10時～13時30分
　 成人　 16人　　1,500円　　 9月
13日から 　 　 ※メニューは館内チ
ラシまたは 　

　母親の癒やしの時間と親子の触れ
合いヨガです。
　 10月の毎週金曜日10時～11時
　 2か月～1歳児(歩く前の幼児)と母親
　10組　　2,800円　　ヨガマットま
たはバスタオル　　9月11日から　

　 11月4日～12月2日の毎週日曜日9
時30分～11時　　バドミントンの基礎
　 小学生　 30人 　 1,000円
　 動きやすい服装、室内靴 　 9月15
日から 　 　※道具の貸し出しあり

　 9月19日(水)14時開演 　 モーツァ
ルト「2本のフルートのための『魔笛』」
ほか　　西村 祐さん、佐藤 智子さん
　 　300人　　500円　※全席自由、
当日現金で支払い　

ま てき

さ と う と も こにしむら ゆう

　不用になった子ども服(新生児～120㎝、
状態の良いもの）を集めます。集まった
服は、10月19日(金)に提供します。
　回収期間：9月13日(木)～10月16日(火)　

　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。
　 9月20日(木)13時30分～14時30
分 　 　 緑区支部(　 982-3521)へ

　 9月29日（土）11時から・13時30分か
ら 　 各回　 60人 　 子育て中の母親
たちによるコーラス、楽器演奏など　

　 ①9月12日(水)11時から②9月19
日(水)10時30分から・11時15分から
③9月22日(土)15時30分から④9月
26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　

　 12月12日(水)19時開演　　宮田 
大さん、ジュリアン・ジェルネさん
　 　 300人　※未就学児入場不可。
車椅子席要予約 　 一般3,500円、高
校生以下1,500円、70歳以上・障害者
3,000円、ペア6,500円　※全席指定
　 9月12日から

　 10月3日(水)10時～12時　　子ど
もとの向き合い方を学ぶ講演会
　 柴田 愛子さん(保育施設「りんごの木」
代表）　　 おおむね2～3歳児の保護者
　50人 　 要問合せ 　 9月12日10
時から　　　・保育希望の場合は子ど
もの名前・月年齢を明記し　　　 
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ご注意ください 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、
●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

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

●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

中華料理＆ミニ中国語会話(全3回)

ベビーと一緒にママヨガ教室(全4回)

わんぱくバドミントン教室(全5回)タイ式ヨガ ルーシーダットン(全3回)

ハワイアンキルト スクエアポーチ

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

【共通】開場は開演の30分前

カルシウムたっぷり！ワンプレート料理

歯つらつ1歳児

手縫いのティーマット(全2回)

やさしいパン教室(全3回)

卵型の編むぬいぐるみ作り

おもちゃ病院

ワインに合うフランス料理教室

　 9月14日・21日・28日(金)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

あや
ワン・コインコンサートvol. 30
～フルート2本の彩～

ボリューム



親子のひろば「ひろばｄｅアート」
　 10時30分～15時30分　　季節の
イベントブースで子どもの写真を撮影
　 0～1歳児と保護者 　20組（1時間
につき5組)　　1組1,500円　　10
月5日から　 子どもの部屋（　 910-
5724）へ

　 9月23日(日)12時～12時40分
　 バリの音楽ガムランの演奏と器楽
体験 　　バリガムラン＆舞踊グルー
プ マタハリ・トゥルビットほか　

　 9月29日(土)～10月21日(日)10時
～18時　　風景をモチーフにした作
品の紹介　　西村 有さん、石垣 克子
さん、山城 知佳子さん、露口 啓二さ
ん、今井 智己さん　

にしむら ゆう いしがき か つ こ

やましろ ち か こ つゆぐち け い じ

い ま い と も き

　 9月18日(火)16時～17時　　みど
りアートパークによる出張コンサート　

善意の寄附

　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。(6月30
日受付分まで、敬称略)
神奈川土建一般労働組合 横浜緑支部、
全日本民謡民舞歌謡連盟、後藤　勇

ごとう いさむ

　 9月26日(水)14時～16時 　 ハー
モニーみどり 　 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 　 9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）

　 11月17日（土）・18日（日）・23日（金・
祝）・24日(土)9時30分～16時30分
　 15歳以上の緑区内在住・在勤・在
学者　 28人　　1,000円　　9月11
日から　　

　 10月7日(日)①②9時～12時③12
時30分～16時④15時20分～18時　
　 ①さわやかスポーツ体験②アイロン
ビーズ工作③キッズひろば④サークル
発表会観覧　　② 　100人③小学生
以下　　①③運動のできる服装、室内
靴④室内履き　※その他、物販、体力
測定、体験教室などあり。レンタル品実
費あり　

　 9月16日(日)13時30分～15時30
分　　高齢者の体の特徴を学ぶ講演
と実技　　山田 武史さん(緑スポー
ツセンター所長)　　100円　

やまだ たけし

　 9月23日(日)13時30分～15時30
分 　 ①飛び出す仕掛け絵本作り②
フォトフレームデコレーション③マ
ジック④もしもの時に備える常備食
　 ①年少以上　 5人 ※小学2年生ま
では要保護者同伴②小学生以上　10
人④　10人　　 ①②500円④300円
　 ①筆記用具、定規、はさみ、セロハン
テープ、スティックのり、色鉛筆、黒サ
インペン、折り紙セット③筆記用具、
トランプ　

　 10月19日、11月9日・30日(金)10
時～14時　　家庭でできるパン作り
　 成人　 12人　　3,900円　　エ
プロン、三角巾、布巾、手拭きタオル、
筆記用具、持ち帰り袋　　9月12日か
ら　　

　 10月18日(木)9時30分～11時30分
　 二つのキャラクターを作製　　成
人 　12人　※初心者可　　700円　
　 受付時連絡　　9月12日から　 　

　 10月20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　　特殊な部品は実費あり
　 9月11日から 　 　

　 11月9日(金)10時～13時30分
　 成人　 16人　　1,500円　　 9月
13日から 　 　 ※メニューは館内チ
ラシまたは 　

　母親の癒やしの時間と親子の触れ
合いヨガです。
　 10月の毎週金曜日10時～11時
　 2か月～1歳児(歩く前の幼児)と母親
　10組　　2,800円　　ヨガマットま
たはバスタオル　　9月11日から　

　 11月4日～12月2日の毎週日曜日9
時30分～11時　　バドミントンの基礎
　 小学生　 30人 　 1,000円
　 動きやすい服装、室内靴 　 9月15
日から 　 　※道具の貸し出しあり

　 9月19日(水)14時開演 　 モーツァ
ルト「2本のフルートのための『魔笛』」
ほか　　西村 祐さん、佐藤 智子さん
　 　300人　　500円　※全席自由、
当日現金で支払い　

　不用になった子ども服(新生児～120㎝、
状態の良いもの）を集めます。集まった
服は、10月19日(金)に提供します。
　回収期間：9月13日(木)～10月16日(火)　

　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。
　 9月20日(木)13時30分～14時30
分 　 　 緑区支部(　 982-3521)へ

　 9月29日（土）11時から・13時30分か
ら 　 各回　 60人 　 子育て中の母親
たちによるコーラス、楽器演奏など　

　 ①9月12日(水)11時から②9月19
日(水)10時30分から・11時15分から
③9月22日(土)15時30分から④9月
26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　

　 ①10月2日(火)②10月18日(木)③
11月1日(木)10時～12時　※①は参
加必須、②③は選択可　　①講演会②
絵本講座③童歌講座　　①石川 道子
さん〈29年に童歌と読み聞かせで初の
社会教育功労者表彰（文部科学大臣表
彰）受賞〉②③緑図書館司書　　① 　 
40人②③各回　 15人　　9月12日9
時30分から　　

いしかわ みちこ

　 12月12日(水)19時開演　　宮田 
大さん、ジュリアン・ジェルネさん
　 　 300人　※未就学児入場不可。
車椅子席要予約 　 一般3,500円、高
校生以下1,500円、70歳以上・障害者
3,000円、ペア6,500円　※全席指定
　 9月12日から

　これからの暮らしとお金、働き方に
ついて考えてみませんか。
　 10月25日(木)10時～12時
　 山崎 悦子さん(キャリアコンサルタ
ント、税理士) 　 女性　 20人 　 要
問合せ 　 9月11日9時30分から　　

やまざき えつこ

　 10月3日(水)10時～12時　　子ど
もとの向き合い方を学ぶ講演会
　 柴田 愛子さん(保育施設「りんごの木」
代表）　　 おおむね2～3歳児の保護者
　50人 　 要問合せ 　 9月12日10
時から　　　・保育希望の場合は子ど
もの名前・月年齢を明記し　　　 

しばた あいこ

原作者トーク＆朗読で愉しむ
「日日是好日」
　 14時～15時15分　　朗読、ピアノ
演奏と共に楽しむエッセイスト森下 典子
さんのトーク 　 　 120人　　1,000円
　 要問合せ　　9月11日から　　　
総合受付（　 910-5723）へ

にちにち これ こうじつ

のりもり  した こ

たの

おもちゃ病院

　壊れたおもちゃを何でも修理します。
　9月22日（土） 10時～14時　　 小
学生以下のおもちゃの修理　※弾が
出るおもちゃ、家電に類するものは
除く　　部品実費　　

　 10月17日～11月14日の毎週水曜日
9時30分～12時（11月7日は12時～15
時）　　①オリエンテーション②緑区
の地域活動紹介③緑区の自然④東工
大施設見学⑤地域デビューメニュー
の紹介 　　緑区内在住・在勤者 　20
人　　交通費、昼食代　　 9月11日～
10月5日に　　　を明記し　 　 　
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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、 できるだけ公共交通機関を利用してください

●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
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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

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

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。

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

子ども服のリユース品募集

　 910-5700     910-5755

〒225-0012　青葉区あざみ野南1-17-3

わんぱくバドミントン教室(全5回)

〒226-0025　十日市場町817-8
　 989-5850     989-5851
　 kosodate@midori-ippo.com

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

【共通】9月18日（火）、10月9日（火） 休館日

【共通】 　 10月21日(日)

サロンふらっと
「認知症予防をやさしく理解する」

みどり魅来塾
「きっとある 自分の楽しみ したい事」

み  らい

　 910-5656     910-5674

横浜子育てサポートシステム 入会説明会

セプテンバーコンサート

おはなし会

ボランティアオリエンテーション

アートフォーラムフェスティバル2018

「おはなし会ボランティア養成講座
～絵本の楽しさを伝えるために～」
3回連続講座

ロビーコンサート

ちょっと先生の日曜リレー講座

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

あざみ野コンテンポラリーvol.9
今もゆれている

ボリューム

スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2018

宮田 大　チェロ・リサイタル
みやた だい

Welcome！ロビーコンサート特別版
ウェルカム

　 9月14日・21日・28日(金)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　

子育て講演会 イヤイヤ期がやってきた！

講座「そろそろ働こうかな
～子育てママのためのお仕事探しの
その前に～」

赤十字救急法講習会

〒226-0005　竹山3-1-16
　    939-3099

移動図書館  「はまかぜ号」は
8面に掲載しています



横浜市立
十日市場中学校

ヒルタウン西
中山谷

十日市場
西田公園入口

十日市場
だんご山公園

十日市場南口
JR横浜線

東名
高速
道路

ヒルタウン西交差点
～中山谷交差点

今年も受講生それぞれの「夢プラン」を作るにあたって、まず「図解」で作成
してもらいました。自分のやりたいことを文章で表現するのも必要ですが、
第三者に分かりやすく伝えるため「図解」というアプローチを学んでもらえ
ればと思っています。

幅広い年齢層の受講生が参加していることや、経験値もさまざまな人たちが、
刺激しあいながら活発に学んでいるところです。

１.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

イワシは塩こしょう（分量外・適量）して、
オリーブオイルまたはサラダオイル（分
量外・大さじ1～2）で両面を焼く
1のイワシが焼き上がったら皿に盛り付ける
Aをボールに入れてかき混ぜてマリネ液を作る
少し深い鍋に、サラダオイルを入れ温める
4に5ｍｍくらいにスライスしたパプリカと玉ね
ぎを入れて全体に火が通るようかき混ぜる
プチプチと野菜から水分が出る音がしてきたら
3のマリネ液を入れて火を止める
皿の上のイワシに好みの量の6を盛り付けたら
完成！

トラットリア ドルチェ
所在地：台村町317-1
　　　　緑センタービル106
          ☎933-2217
営業時間：11時30分～15時、17時30分～22時
　　　　　※月曜定休 レシピ作成：小沼 茂さん

こ  ぬま しげる

なか　ざん　や

●イワシ (3枚おろし):2尾 ●パプリカ:赤1
個・黄1個 ●玉ねぎ:中1個 ●Ａ(砂糖:大さ
じ1、塩:小さじ1、こしょう:少々、ワインビネ
ガー:1/2カップ) ●サラダオイル：1/2カップ

作り方

【問合せ】　 地域力推進担当　　930-2237　　930-2242

【問合せ】　 企画調整係 　930- 2228 　930- 2209

アフリカにすむイメージが強いライオンですが、実は
アジアにも生息しています。インドの一部の森にすむインドライオンは、非常に数
が少なく、希少な動物です。ズーラシアは日本で初めてインドライオンを飼育し、
赤ちゃんも生まれ、これまでに5頭がおとなになりました。現在、日本でインドライ
オンを見ることができるのは3施設のみです。
　29年5月にシンガポールの動物園からオスの「バドゥリ」がやって来ました。遺伝
的多様性を保ちながら子孫を残していくためには、新たな血統の導入が大切で
す。来園当初は警戒していたバドゥリですが、今ではリラックスして過ごす姿が見ら
れるようになりました。これは、動物園で暮らすためには非常に重要です。また、全
身麻酔は動物にとって大きな負担になるため、ズーラシアのインドライオン３頭は、
麻酔をかけずに棒と笛の合図と褒美の餌を使って、檻の間から尻尾を出して採血
するトレーニングをしています。この
ように、動物園の裏側では、動物たち
の健康を守るためにさまざまな取り組
みがなされています。
　9月には「ズーラシア ネコフェス！」
を開催します。ぜひバドゥリをはじめと
したズーラシアのネコ科動物たちに
会いに来てくださいね！

旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 
休園日 9月11日（火） ※9月12日（水）～10月22日（月）は無休

よこはま動物園ズーラシア

　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。

　「ヒルタウン西交差点」から「中山谷交差点」
までの道路の両側には、サルスベリが植えられ
ています。名前の由来は「幹の表面がツルツル
していて、猿も滑ってしまうほどだから」だとい
われています。
　一つの花はごく小さく縮れた形ですが、枝先
に房状にまとまって咲き、木全体が色鮮やかな紅色に染まります。
　見頃は初夏から９月下旬頃まで。約100日の間に次々と花をつけることから、
漢字で「百日紅」と書きます。

材料（2人分）

▲尻尾から血を
　とるトレーニング

▲バドゥリ

イベント情報

9月15日（土）～17日（月・祝）、22日(土)～24日（月・祝）
ズーラシアで飼育しているネコ科8種（アムールヒョウ、インド
ライオン、ウンピョウ、オセロット、スマトラトラ、チーター、ツシマ
ヤマネコ、ライオン）の特別ガイド、スタンプラリー、一緒に
写真が撮れる等身大パネル、園長と飼育員の講演会など

インドライオン

　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！

　スクールでは、受講生の「夢プラン」（活動プラン）を具体的な形にするワーク
ショップの講師に、ファシリテーターとして活躍中の竹迫 和代さんを迎えています。
竹迫さんの講義は受講生にとても好評です。

6時限目は、「夢プラン」誕生に迫ります。

十日市場ヒルタウン内の街路樹 「サルスベリ」

場 所 ヒルタウン西交差点～中山谷交差点

講師の竹迫和代さんを紹介します5時限目
たか ば かず よ

地 図

料理のポイント

　温かくても冷たくてもお
いしい料理です！
　カルピオーネの野菜は冷
蔵保存（3日程度まで）して
付け合わせにも使えます。
イワシの代わりに好みの魚や
肉を使ってもおいしいです！

竹迫さんから見た「ひと・まち」スクールの魅力は？

「夢プラン」作成の工夫を教えてください。

自分自身の人生を豊かにしてくれる、さまざまな世代の人とのつながりが生ま
れるところです。また、活動の「ミッション（使命）」を分かち合える仲間ができる
ことです。仲間がいると、幾つになっても自分を開く楽しさを味わえます。

【主な経歴】
2004年から 「江戸川総合人生大学」まちづくり学科専任講師 
2007年　　 「参画はぐくみ工房」設立。ファシリテーションの普及・
　　　　　  研修に尽力 
2007年から  群馬県、川崎市、横浜市で各種研修を推進 
2013年　　 文部科学省「全国生涯学習ネットワークフォーラム
　　　　　  2013」のトータルファシリテーターを担当
【専門】 社会教育、生涯学習、コミュニケーション学、児童教育

竹迫さんの思う市民活動のよさ、醍醐味はどんなところでしょうか？

竹迫 和代さん

●　　　　　　　　2018（平成30）年 9 月号　／　みどり区版12

　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

病院に行くか？救急車を呼ぶか？迷ったら！救急相談センター「＃7119」に電話しましょう！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8月1日現在 区の人口181,548 区の世帯数人 世帯76,824
　9月もイベントが盛りだ
くさんだよ。まだ暑いか
ら、お出掛けするときは熱
中症に気を付けてね。

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




