
　暑い時期だよ！帽子を
かぶってきてね。水分
補給も忘れずに！

　同日開催で、みどりーむで
も「夏休み子ども体験講座」
をやってるよ！
　詳しくは、広報よこはま
みどり区版７月号を確認してね。

不測の事態により、プログラム内容が変更または中止になることがあります。
当日、午前8時の時点で「暴風警報」、「特別警報」または「降灰予報」のいずれ
か一つでも発表継続中の場合は中止とします。中止の際には、横浜市教育
委員会の子どもアドベンチャーホームページに掲載します。
後日、ホームページ等で当日の様子を紹介したり、事業の説明資料等に掲載
したりするため、参加者の写真を撮影します。ご理解・ご協力をお願いします。
来場の際は、公共交通機関を利用してください。駐車場の割引はありません。
プログラム実施会場には、お弁当などを食べる場所はありません。
一時託児はありません。
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お知らせ・お願い

アナウンサー体験
たい けん
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しゅうしゅうしゃ じょうしゃ ぶん べつ  つ

ごみ収集車の乗車と分別釣りゲーム
ねんりょう でん  ち　 じ  どう しゃ も  けい じっ けん

燃料電池自動車の模型で実験！
ま  なつ しょうぼうくんれん だいさくせん

真夏の消防訓練大作戦！
けい さつ かん みどり く あんぜんあんしん まも

警察官になって緑区の安全安心を守ろう
ど   ぼく  じ　 む　しょ し  ごと し

土木事務所の仕事を知ろう
みどりこう かい どう

緑公会堂のウラガワたんけん！
げん さい ぼう さい きょうしつ

みどり減災・防災教室
なつ やす ふく  し  たい けん

夏休みこども福祉体験
て  あら まな

正しい手洗いを学ぼう！
し ちょう まち すく

市長になって街を救おう！

子どもアドベンチャーの全市プログラムについては、横浜市教育委員会
作成のプログラム冊子を確認してください。

イッツ・コミュニケーションズ
（株）／　 区政推進課

資源循環局緑事務所／
　 地域振興課
NPO法人アース・エコ／
　 区政推進課

緑消防署

　 緑土木事務所

緑公会堂

　 総務課

　 生活衛生課

緑区選挙管理委員会

神奈川県緑警察署／緑防犯
協会／　 地域振興課

緑区社会福祉協議会／
緑ハートバリアフリー実行委員会

アナウンサーになって、テレビカメラに向かって緑区を紹介しよう！

舞台のウラガワをのぞくツアーに参加して、舞台を知って・体験しよう！

ごみ収集車（３Ｒ夢カー）の運転席に乗ってみよう！
分別釣りゲームで、正しい分別も学べるよ。
水素発電で、燃料電池自動車の模型を走らせよう！
いろんなエネルギーも体験できるよ。
放水などの訓練に参加し、消防の仕事を体験してみよう！
※運動のできる服装で（スカート、サンダル不可）

子ども警察官になって、パトロールカードを書いてみよう！

道路や下水、公園などに関するクイズに参加して、緑土木事務所の仕事を知ろう！

防災について学んで、日ごろの備えに役立てよう！

目が見えないと何が困る？ お手伝いできることを考えよう！

手洗いチェッカーを使って、正しく手洗いができているか確認しよう！

市長になって、ミッションをクリアし、みんなが住みやすい街にしよう！

★
プログラム全般について

参加申込の際にお預かりする個人情報は、
当イベント運営以外の目的では使用しません。

★
個人情報について

プログラム名 内 容 プログラム提供
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し ん ぶ  ん

緑区役所・緑公会堂（寺山町118）

緑消防署（中山町93‐1）
緑区役所1階ピロティ
横浜市内在住・在学の小中学生

保
護
者
の
皆
さ
ん
へ

※写真1はイメージです

子どもアドベンチャー

ス  リ  ム

①10時30分～11時30分 ②13時～14時 ③14時30分～15時30分

①10時～10時30分　②11時～11時30分
③13時30分～14時　④14時30分～15時

13時から

受付は各回終了時間の
10分前まで

各回先着10人
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　日々生活していれば必ず出るごみ。家庭から
出され回収されたあとは、どのように処理さ
れたり、再生されたりしているのでしょうか。
　この特集では、普段の生活からは見えてこ
ない、緑区の家庭で出されたごみの行方を追っ
てみました！

　リサイクルできる古紙
やプラスチック製容器包装
を燃やすごみに混ぜない
で、しっかり分別
してくださいね！

第5ブロック処分場
（29年10月供用開始）

第2ブロック処分場
（29年度埋め立て終了）

　　　アルミ缶、スチール缶（飲料・食料用）、びん
　　　類は、自治会・子ども会などの地域の団体に
よる資源集団回収が行われている地域もあります。
その場合、横浜市の収集とは出し方が異なります。
住んでいる地域の出し方に従って出してください。

最後に灰が残ります。

洗浄され、プレスされます。

　人の手で選別され、不適物
が取り除かれます。

　人の手で選別され、不適物
が取り除かれます。

機械で選別されます。

裁断され、粉状にされます。

プレスされます。

プレスされます。

　無色・茶色・その他の色の
3種類のびんと、残りかす（残渣）
に分けられます。

　アルミ合金となり、アルミ
缶などに再生利用されます。

　繊維製品や製品パッケージ、
ペットボトルとして再生利用
されます。

　金属材料として建築資材など
に再生利用されます。

　新たに「びん」をつくる材料
になったり、グラスウールなど
に再生利用されたりします。

残った灰は南本牧最終処分場に埋め立てられます。

　横浜市には鶴見、旭、金沢、都筑の4つの焼却工場があります。
　緑区から出た燃やすごみは、都筑工場か旭工場に運ばれ、焼却されています。

　缶・びん・ペットボトルは緑資源選別センターに集まり、アルミ缶、スチール缶、びん、
ペットボトルに分けられ、それぞれリサイクル事業者により再生されます。

へら星人 ミーオ

「ヨコハマ3R夢！」
マスコット　イーオ

特集

都筑工場

緑資源選別センター

焼 

却旭工場

ペット
ボトル アルミ缶

スチール缶
缶

びん

燃やすごみ
台所のごみ、少量の木の枝など

缶・びん・
ペットボトル

ス リ ム

フロアーマット

スーツ

ざん  さ
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　プラスチック製容器包装のマーク
があるものが全て対象です。
　食品トレーは、スーパー
などの店頭回収
も活用してくだ
さいね。

　話を聞かせてくれたのは、緑区環境事業
推進委員連絡協議会の会長、石井 作治郎さん。
　お年は82歳、委員の活動は
なんと20年目になるんだって。

　　　　環境事業推進委員はどんな活動をしていますか？

　　　日々の活動の中で、感じていることを教えてください。

　　　　ごみを分けることが当たり前となっている時代ですが、燃やす
　　　　ごみの中には、まだまだリサイクルできるプラスチック製容器
　　　　包装や紙類が見受けられ、中には全く分別をしていないものも
あります。分ければ「資源」、分けなければ「ごみ」です。

　ヨコハマ3R夢プランでは、分別、リサイ
クルに加え、ごみそのものを減らすリデュ
ース（発生抑制）の取組

を進め、温暖化対策・ＣＯ２削減を進め、豊かな環境を
後世に引き継ぎ、子どもたちが将来に「夢」をもつ事の
できる社会の実現を目指します。

　　　　限りある資源を未来に残していくためにも分別は大切ですね。
　　　　最後に、区民の皆さんにメッセージをお願いします。

　　　　これからも、清潔できれいな街づくりを皆さんと一緒に進めて
　　　　いきたいと思います。

　　　　市長から委嘱を受け、それぞれの地域で、日々地域の実情に合わ
　　　　せて街の美化のためのさまざまな活動をしています。
　　　　例えば、ごみ集積場所などで分別やごみ出しマナーの普及啓発、
地域でのごみの減量による3R活動（※）の実践や普及・啓発、不法投棄や
ポイ捨て防止など。私は、地域でごみ集積場所での分別排出やごみ出し
マナーの実践に取り組んでいます。

　　　　石井さんは「美化推進重点地区」の空き缶や吸い殻などのポイ捨て
　　　　を無くすための啓発や指導などを行う「美化推進員」としても活
　　　　躍しているそうですね。

　　　　そうです、緑区の美化推進重点地区である十日市場駅周辺の清掃
　　　　や啓発活動をしています。

　中間処理施設で異物が取り
除かれ、プレスされます。

　プレスされリサイクル工場に
運ばれます。

　新聞紙、紙パック、段ボール、雑誌・
その他の紙など品目ごとにプレス
され再生工場に運ばれます。

　紙すき、脱水、乾燥工程後、ロー
ル状に巻き上げられます。

　品目ごとに再生
利用されます。
● 新聞紙→新聞、週刊誌など
● 雑誌・その他の紙→段ボール箱、絵本など
● 紙パック→トイレットペーパーなど
● 段ボール→段ボール箱、紙筒など

　古紙をどろどろに溶かし、ごみ
を取り除き、インクを除去して
漂白すると、新たな紙の原料の
「古紙パルプ」になります。

　素材、長さ、色別、状態別に
選別されます。

用途別に再利用されます。
● 国内外の中古衣料
● 機械の油拭きなどに使用する「ウエス」
● 原料の綿などに戻し、クッション材や断熱材として

　加熱して溶かされ、プランターなど、
プラスチック製品として再利用されます。

　リサイクル施設で細かく砕き、押
し固められると、プラスチック製品
の原材料の「ペレット」ができます。
熱分解され、アンモニアなどの化学
原料になることもあります。

プラスチック製容器包装は、プラスチック製品等の原材料として再利用されます。

　古紙・古布等は、自治会などの市民団体（登録団体）と登録業者が契約し
「資源集団回収」として回収されています。

　横浜市による収集
ではありません。

品目ごとに再生処理され、さまざまな製品に再生利用されます。

環境事業推進委員にインタビュー

素材、長さ、色別、状態別に分けられ、再利用されます。

※3Rとは…リデュース：発生抑制　リユース：再使用　リサイクル：再生利用

プラスチック製
容器包装

古紙

古布

古紙
ダンボール・新聞・紙パック・

雑誌・その他の紙

古布
衣類・シーツ・毛布・
カーテンなど

いし い さく じ ろう

◀選挙用
　看板

プランター▶

ス リ ム

【問合せ】　 資源化推進担当（　 930-2241　　930-2242）・資源循環局緑事務所（　 983-7611　　982-7973）
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　果樹園でブルーベリーやぶどうを
摘み取れます。浜なしも買えます！
　8月21日（火）9時～12時　※少雨
決行　　　40人　　JR中山駅（集
合）～ブルーベリー畑～ぶどう畑（北
八朔町／解散）　　100円 ※摘み取り
購入は別途実費　　 8月13日必着で
　に参加者全員の　　　・年齢を明記
し、緑区ガイドボランティアの会
（〒226-0011 中山町93-1 みどりーむ
No.9）へ　　飯田（　 090-2412-4397
※18時～20時まで）　※　 での問合
せは　 企画調整係（　 930-2209）

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】
　8月22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
【土曜日にホールで遊ぼう】
　8月25日（土）10時～13時　　未就
学児と保護者

【誕生会】
　8月23日（木）9時30分～10時
　8月生まれの未就学児と保護者

【ホール開放】
　8月29日、9月5日（水）10時～11時
30分　　未就学児と保護者

【水あそび】
　8月22日（水）10時45分～11時30分
※園庭開放中に実施　　未就学児と
保護者 　

【おもちゃコンサルタントと木のおも
ちゃで遊ぼう】
　9月10日（月）10時～11時　　未就
学児と保護者

【誕生会と親子ふれあい遊び】
　8月28日（火）10時45分～11時15分
　8月生まれの未就学児と保護者

【手形足形スタンプあそび】
　8月29日（水）10時から・10時50分
から　　未就学児と保護者各回　 10組

【赤ちゃんとふれあいあそび】
　9月6日（木）10時～10時30分・10時
50分～11時20分　　1歳2か月くらい
までの子どもと保護者各回　 10組

みんなの健康講座 in 
みどりアートパーク

　9月1日（土）10時～11時30分（9時
30分開場）　　みどりアートパーク
　脳卒中・胆のうの病気について
　小菊 実さん（横浜新緑総合病院脳
神経外科部長）、佐々木 一憲さん（同 
外科・消化器科医長）　　緑区民　 
300名　　　 横浜新緑総合病院 地域
医療連携室（　 984-6216）へ　※申込
時に「健康講座申込希望」・氏名・参加
人数を伝える

緑区IT講習会9月⑥ デジカメ・スマホ・
タブレットでとる写真講座（全3回）

　9月19日（水）～21日（金）12時30
分～14時30分　　中山地区センター
　デジタルカメラ・スマートフォン・
タブレットでのデジタル写真の撮り方、
写真のパソコンへの取り込み・写真
の加工・保存・印刷方法等　　　20人
　3,000円　　筆記用具、スマホ、デジ
カメ等　　9月4日必着で　　　を明記
し　　　 MICS（〒226-0011 中山町
93-1 みどりーむ内　　932-3272 
※火・木・土　13時～16時30分）へ

　高齢者の健康づくりに効果的な体
操を実践で学びます。
　9月7日～10月5日の毎週金曜日13時
15分～14時45分　　中山地域ケア
プラザ　　高垣 茂子さん（かながわ
健康財団 ※第1回のみ）、大橋 信子さん
（日本体育協会公認スポーツ指導者 
※全回）　　　30人　　飲み物、タオル、
室内履き　　8月13日から　　 　 高齢
者支援担当（　 930-2311  　930-2310）
へ　※　 は　　　を明記

ナイトズーラシア
　開園時間を20時30分まで延長し、
夜の動物たちの姿を特別公開する
スペシャル
イベントです。
入園は19時まで。

ズーラシア夜市
　ベトナム ホイアンのランタン祭り
をテーマに園内を装飾します。アジ
アングルメや雑貨が大集合します。
16時～20時30分
に開催。
　ころころ広場

介護予防 体操リーダー養成講座（全5回）

▲夜のライオン

▲ズーラシア夜市イメージ

　①9月29日②10月13日（土）③10月
28日（日）10時30分～12時30分 ※①は
参加必須。作物の生育・天候状況による
変更あり　　にいはる里山交流セン
ター　　農家と一緒に稲刈り、脱穀、
精米を体験。かまどで炊いた新米の
試食あり　　新治恵みの里発展会　
　横浜市内在住の家族・グループ（※4人
程度。個人可）　15組　　1組7,000
円　※収穫した玄米15kgの持ち帰り
あり　　8月15日から新治恵みの里
　　　北部農政事務所（　 948-2480
　948-2488）

緑区ガイドボランティアの会と歩く
農と親しむ 果樹園巡り

いい だ

こ  ぎく

たか がき

おおはし

しげ こ

のぶ こ

かずのりさ　 さ　 き

みのる

ミックス

　双子芸人の☆まかりな☆さんが緑区で一日警察署長を務め「うたごえ伴奏
ピアニスト」ひろせ めぐみさんが、みんなで歌う楽しさと元気を届けます。

　9月21日（金）14時～16時（13時30分開場）
　緑公会堂
　式典、交通安全教室、☆まかりな☆さんのステージ、ひろせ めぐみさん
　の伴奏でみんなで歌うコンサート
　　 200人
　8月24日必着で　 に代表者の　　　 、参加人数（2人まで）を明記し 
　　地域活動係「交通安全緑区民大会」担当へ
　　※当選者の発表は、チケットの発送をもってかえさせていただきます

☆まかりな☆
　夏目 佳奈、真里の双子のお笑いタ
レントコンビ。30年度神奈川県警察
犯罪インフラ撲滅特命大使に任命さ
れるほか、テレビ、ラジオ、舞台など
各メディアで活躍中。

ひろせ めぐみ
　「すべての人に歌う楽しみと喜び
を」をテーマに、地域でうたごえ（生の
伴奏でみんなで歌う場）の普及を目指
すピアニスト。歌声喫茶「ともしび」
などで伴奏。音楽療法士。

　10月21日（日）10時～15時に、県立四季の森公園で開催される緑区民
まつりに参加しませんか。
　募集要項・申込書は、いずれも緑区役所の各申込み先で配布しています。
緑区役所　 からもダウンロードできます。
※「お助け隊」のみ地区センターでも配布しています

　9月20日（木）10時～11時30分
　緑区役所
　子どもの虫歯予防と大人の歯周病予防について、親子でお口を健康に
　する教室、歯科医師の講話、ブラッシング練習、細菌観察等
　2歳未満の子育て中の親子　 20組40人　
　8月13日から　　　   健康づくり係（　930-2357　　930-2355）へ

　緑区民まつり会場でのステージ出演（歌、踊りなど）
　緑区民を中心に10人以上で構成され、15分以内で演技可能な団体、5
　団体程度　※選考で決定
　申込書に記入し、8月15日必着で　　　  　国民年金係（　 930-2336
　　930-2347）へ　

　模擬店や展示PRなど
　拠点および主な活動場所が緑区内の任意団体、サークル、ボランティア、
　公益活動等の団体、50団体程度　※選考で決定、個人参加不可
　5,000円～12,000円　※テント、机、いすは主催者側が用意、他は自己負担。
　1団体1台まで駐車場利用可（有料）
　申込書に記入し、8月15日必着で　　　　  　地域活動係（　 930-2233
　　930-2242　　md-chikatsu@city.yokohama.jp）へ　

　出店団体のテント運営の手伝い　
　緑区在住・在学の小学4年～中学3年生　 50人
　申込書に記入し、9月5日必着で　　　　  　生涯学習支援係（　 930-2235
　930-2242　　md-gakushu@city.yokohama.jp）へ
　※10月14日（日）10時から緑区役所で事前説明会を開催

▲左：姉の佳奈、右：妹の真里

なつ め か  な ま  り
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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

【問合せ】    地域活動係（　 930-2232　　930-2242）

よこはま動物園ズーラシアのイベント

【共通】    8月中の毎週土・日曜日
　 入園料　　ズーラシア（〒241-
0001　旭区上白根町1175-1
　 959-1000）



　緑区内の22か所の地域防災拠点（主に小中学校）で、9月1日の「防災の
日」を中心とした「防災週間」に、地域の皆さんによる防災拠点の訓練が
実施されます。大地震はいつ発生してもおかしくないといわれています。
　「自助・共助」のもと、日頃の
備えや訓練を行うことが、被害
を減らす「減災」のためにとても
大切です。
　ぜひ近くの地域防災拠点の
訓練に積極的に参加し、防災に
ついて考えてみませんか。

東本郷小学校
　 9月2日（日）10時から

山下みどり台小学校
　 9月8日（土）8時30分から

東鴨居中学校
　 9月2日（日）8時30分から

三保小学校
　 9月1日（土）8時から

鴨居小学校
　 9月2日（日）9時15分から

新治小学校
　 11月17日（土）8時30分から

緑小学校
　 10月14日（日）8時から

十日市場小学校
　 11月4日（日）9時から

中山中学校
　 9月2日（日）9時から

いぶきの小学校
　 9月1日（土）8時30分から

中山小学校
　 11月4日（日）9時から

長津田小学校
　 9月1日（土）9時から　

森の台小学校
　 9月2日（日）9時から

長津田第二小学校
　 9月2日（日）8時から

山下小学校
　 9月8日（土）9時から

田奈中学校
　 9月2日（日）7時30分から

竹山小学校
　 9月2日（日）9時から
上山小学校
　 9月2日（日）9時から

霧が丘学園・霧の里合同
（会場：霧の里）
　 9月9日（日）9時から
　 1月13日（日）9時から

鴨居中学校
　 9月1日（土）10時から
　 9月2日（日）9時から

十日市場中学校
　 11月4日（日）9時から

★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！

　①8月26日、9月9日（日）②9月28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）　

　9月1日（土）10時～11時30分（9時
30分開場）　　みどりアートパーク
　脳卒中・胆のうの病気について
　小菊 実さん（横浜新緑総合病院脳
神経外科部長）、佐々木 一憲さん（同 
外科・消化器科医長）　　緑区民　 
300名　　　 横浜新緑総合病院 地域
医療連携室（　 984-6216）へ　※申込
時に「健康講座申込希望」・氏名・参加
人数を伝える

緑区IT講習会9月⑥ デジカメ・スマホ・
タブレットでとる写真講座（全3回）

　9月19日（水）～21日（金）12時30
分～14時30分　　中山地区センター
　デジタルカメラ・スマートフォン・
タブレットでのデジタル写真の撮り方、
写真のパソコンへの取り込み・写真
の加工・保存・印刷方法等　　　20人
　3,000円　　筆記用具、スマホ、デジ
カメ等　　9月4日必着で　　　を明記
し　　　 MICS（〒226-0011 中山町
93-1 みどりーむ内　　932-3272 
※火・木・土　13時～16時30分）へ

　高齢者の健康づくりに効果的な体
操を実践で学びます。
　9月7日～10月5日の毎週金曜日13時
15分～14時45分　　中山地域ケア
プラザ　　高垣 茂子さん（かながわ
健康財団 ※第1回のみ）、大橋 信子さん
（日本体育協会公認スポーツ指導者 
※全回）　　　30人　　飲み物、タオル、
室内履き　　8月13日から　　 　 高齢
者支援担当（　 930-2311  　930-2310）
へ　※　 は　　　を明記

森ラボ2018

Laboratory of forest art 2018

　9月29日（土）9時30分～16時30分
　緑スポーツセンター　　初級・中級
の、混合の部（男女混成5人以上）・女性
の部（女性のみ5人以上）　　緑区在
住・在勤・在学者（中学生以上）で構成
された　 30チーム　　1チーム
2,000円　　室内履き　　8月20日
必着で申込書に記入し　　 緑区さわ
やかスポーツ普及委員会事務局
（〒226-0011 中山町329-25 緑ス
ポーツセンター内  　080-4654-5031
　 932-0836）へ　※9月15日（土）9時
からの審判講習会・代表者会議には1
チーム1人以上出席必須

第15回緑区ソフトバレーボール交流大会

緑区ソフトテニス教室

介護予防 体操リーダー養成講座（全5回）

　個性豊かなアーティスト9人による、里山
での実験的なアートの試みです。
　 9月2日（日）～30日（日） 　

緑区サークルミニギャラリー～秋～ 出展サークル募集
　 ①10月15日（月）～19日（金）②10月22日（月）～26日（金）
　 次の2点に当てはまる緑区内で活動するサークル①絵画、写真、貼り絵などの創作活動を
　 していること②8月22日（水）10時からの調整会議（緑区役所）に出席できること
　 8月15日必着で　　　 に希望会期（第2希望まで）、希望展示場所（壁またはパネル）、サー
　 クル名、代表者の　　　 を明記し　 生涯学習支援係「美術」担当（　 930-2236　　930-2242 
　 　 md-gakushu@city.yokohama.jp）へ

森のワークショップ
～森にふしぎな木をつくろう～
　森にあるいろいろな葉っぱや小枝を並
べ、みんなで考えて1本の木を作りましょう。
どんな木ができるでしょうか。
　 9月16日（日）10時～13時
　 岡 典明さん（美術家）
　 大人300円、子ども200円　※小学3年生
　 以下要保護者同伴
　 9月15日までに、メールタイトルを「WS
　 参加希望」として本文に　　　を明記し

第13回長津田ジャズまつり2018
　今回のために特別に編成された一流ジャズ・クインテット（五重
奏）のコンサートです。
　 10月27日（土）13時30分～16時（12時50分開場）
　 みどりアートパーク　
　 中村 誠一ジャズクルー、ボーカル：おぬきのりこ・紗理
　 　330人
　 2,000円
　 9月1日から岸田屋酒店、長津田商店街
　 協同組合事務所、銀の杵、お茶の奥津園、
　 ジローズキッチン、バーバー小川、みどり
　 アートパークでチケット販売
　 長津田ジャズ愛好会　篠崎（　 983-4760）

第16回みどり区民アート展　出展作品募集
　緑区民が企画運営・出展する美術展です。
日頃の創作活動を発表しませんか。
　 展示期間10月28日（日）～11月4日（日）
　 みどりアートパーク
　 絵画作品（油彩、水彩、パステル、アクリル、
　 日本画、水墨画、ちぎり絵、その他）を募集　
　 高校生以上の緑区内在住・在勤・在学者または緑区内サークル
　 活動参加者　 120点　※1人1点まで
　 500円　※高校生無料
　 8月11日から、申込書に　　　 を明記し　　　 みどりアートパーク
　 「区民アート展」係（〒226-0027 長津田2-1-3　　986-2441
　 　 986-2445）へ
　 ※申込書はみどりアートパーク、緑区役所、緑区内各地区セン
　 　ターなどで配布

　①9月29日②10月13日（土）③10月
28日（日）10時30分～12時30分 ※①は
参加必須。作物の生育・天候状況による
変更あり　　にいはる里山交流セン
ター　　農家と一緒に稲刈り、脱穀、
精米を体験。かまどで炊いた新米の
試食あり　　新治恵みの里発展会　
　横浜市内在住の家族・グループ（※4人
程度。個人可）　15組　　1組7,000
円　※収穫した玄米15kgの持ち帰り
あり　　8月15日から新治恵みの里
　　　北部農政事務所（　 948-2480
　948-2488）

新治恵みの里
新米体験教室（全3回）

▲長津田ジャズまつり

▲森ラボ

なかむら

おか

ラボラトリー オブ フォレスト アート

のりあき

しのざき

せいいち さ　り
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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

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】    庶務係（　 930-2208　　930-2209）

グループ創造と森の声　ブログ詳細は

【共通】　  横浜動物の森公園予定地（よこはま動物園ズーラシア隣接の森）
　　　　 長袖、長ズボン、歩きやすい靴、タオル、昼食、飲み物、虫よけ  ※汚れてもよい服装で
　　　　 GROUP創造と森の声　渡部 久子（　 936-2516　　 morilabo.ws@gmail.com）へ

グループ わたなべ ひさ こ

きね



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）

　 8月16日・23日・30日、9月6日（木） 9時～
9時30分受付 　　前日までに　  1へ

抗HIV抗体・梅毒検査（匿名制）

　8月24日（金）9時～11時　　生活
習慣病の健康相談　　　 1へ

食と生活の健康相談

　 8月13日（月）13時～15時、8月16日
(木)14時～16時　　霧が丘地域ケア
プラザ　　介護に関する勉強会や交流
会　　　2

　8月21日・28日、9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

リハビリ教室

　①9月5日(水)②14日(金)③19日
(水)④26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
1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

母親（両親）教室（全4回）

　 9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　　　 1 　

思いやり、健康づくりの日

　9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　　 8月25日～
9月8日必着で参加者全員の　　　・
出産予定日を明記し 　 3へ 

プレパパ・プレママ講座

　8月21日(火)13時～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

母乳育児相談

　8月29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　　8月17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

離乳食教室「もぐもぐ教室」

　9月21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
　8月13日から携帯・
スマートフォンで
二次元コード　　3

歯つらつ1歳児

　8月29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

子どもの食生活相談

　8月16日、9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

ひきこもり等困難を抱える若者の
専門相談（予約制）

まちともカフェ（オレンジサロン）
介護の悩み相談会

　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：8月24日（金）・9月6日
（木）②1歳6か月児：8月23日（木）・9月
12日（水）③3歳児：8月16日（木）・9月
7日（金）　　　 3

乳幼児健康診査

　8月25日(土)18時～19時45分
　ハワイアンバンドによる演奏
　　 50人　

夏のロビーコンサート
「ハワイアンの夕べ」

まっしょう

もく よく

　9月～10月の第1・3水曜日①13時～
14時30分②15時～16時30分　　成人
各回　8人　　2,000円　　8月12日
から

ウクレレ教室入門①②（全4回）

　9月6日(木)10時～12時　　成人
　10人　　1,000円　　8月11日から

リボンで作るお花のバッグチャーム

　9月～11月の第2・4水曜日9時30分
～11時30分　　成人　10人　　2,500
円　　8月12日から

はじめてのバードカービング(全6回)

　8月30日、9月13日・27日（木）10時
～11時50分　　足をもんで体質改善
　 成人　 10人　　8月11日から

女性のためのリフレクソロジー講座

　8月25日(土)10時～15時　　体験・
販売・おたのしみコーナーなど　　小
学生以下 ※未就学児は要保護者同伴
　一部有料　※詳細は　 または館内
チラシ　　

夏休みこどもDay

　8月24日、9月7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

　9月14日～10月12日の毎週金曜日
18時30分～20時　　親子で学ぶ卓
球の基礎　　小学生と保護者　12組
（2人1組）　　2,000円　　8月11日
から　　　※道具の貸し出し有り

親子卓球教室（初級）（全5回）

　10月13日（土）14時開演（13時30分
開場）　　生のおはやしで楽しむ日本
の伝統話芸　　春風亭 一朝ほか
　　 300人　　一般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 ※全席指定。車椅子
席要予約。未就学児入場不可　　8月
13日から
《小・中学生50人を寄席に無料招待》
　9月15日消印有効で　　　、学年を
明記し　　※1枚につき1人まで

第15回みどりアートパーク寄席

　9月19日(水)～21日(金)9時30分～
11時30分　　フリーソフトの活用　
　成人　 20人　　1,200円
　8月12日から

パソコン講座（全3回）

　9月28日（金）10時～11時　　ブ
ルーミング中西株式会社　　成人　
12人　　200円　　ハンカチ、カメラ、ス
マートフォン　　8月21日から

　10月4日・11日（木）10時～11時30
分　　果物や花など　　成人　12人
　1,200円　　8月22日から

美しい色鉛筆画（全2回）

　①毎月第1・3水曜日（1月は第2・3水曜
日）16時～17時15分②毎月第1土曜日（12
月は第2土曜日）12時～15時　　①囲
碁将棋ゲーム②百人一首　　①小学
～高校生②小学生以上各　20人

日本の伝統的な遊び

ワン・コインコンサートvol. 29
～キッズ大集合みんなで楽しもうマリンバ～

　ドレミの歌をみんなで演奏しませんか。
　8月17日（金）14時開演（13時30分
開場）　　真崎 佳代子さん（マリン
バ）、湯浅 ちささん（ピアノ）、マリンバ
キッズ　　　300人　　500円　※全
席自由、当日現金で支払い

ゴスペルワークショップ第6弾
「歌おう、ゴスペル」参加者募集

　9月28日（金）から全8回　　楽譜を
使わずに、聴いて覚える歌のレッスン。
最後はホールでの発表会
　野呂 愛美さん、角脇 真さん　　各
レッスンと発表会に参加可能な高校生
以上 　60人　　10,000円　　8月
27日10時から

　8月31日(金)まで　　小学～高校生
向けの本や自由研究に役立つ本の展
示と貸し出し

　8月24日（金）11時～15時　　ヨー
ヨー釣り、ゲーム、おもちゃくじなど
　一部有料

　子育てを援助する提供会員および
利用会員の募集説明会を開催します。
　8月21日(火)10時30分～11時30分
　　緑区支部（　982-3521）へ

　外国人の親が利用しやすい日です。
　8月14日（火）・25日（土）10時～
16時

　①8月15日（水）10時30分から・11
時15分から②8月25日（土）15時30分
から　　絵本の読み聞かせ、童歌
　①0・1歳児と保護者各回　12組②3
歳以上の子ども　 20人

　夏の夜にぴったりな話を聞きませんか。
　8月22日（水）18時～18時30分
　小学生　 30人

デー

　9月21日～11月30日の毎週金曜日
（11月23日を除く）13時～14時30分
　身体を整える正しいトレーニング方
法　　成人男性　 40人　　3,000円
　8月21日から

男性のための筋トレ体操（全10回）

　9月23日（日）14時～15時30分
　高橋 龍之介さん（サクソフォン）、
柳川 瑞季さん（ピアノ）　　成人　 
60人　　300円　　8月11日から

サクソフォン＆ピアノコンサート

　9月14日～31年2月22日の毎週金
曜日（11月～31年1月の第1・4金曜日
を除く）12時30分～13時30分　　成
人　 15人　　7,200円　　運動ので
きる服装、タオル、飲み物　　8月13
日から

55才からのストレッチ
～体をゆるめよう～（全18回）

インスタ映えも楽しめる
切らずにハンカチでドレス作り

ま   さき か    よ    こ

ゆ  あさ

の   ろ

しゅんぷうてい いっちょう

まな み かど わき まこと

ボリューム

　9月8日（土）13時30分～15時（個別
相談会15時15分～15時45分）
　大田 泰巳さん（神奈川県行政書士
会）　　成人　24人（個別相談会　4
人）　　8月15日9時30分から

　9月7日～12月14日の毎週金曜日
（11月23日を除く）①9時15分～10時
25分②10時35分～11時45分　　筋
力アップ・脳を鍛える体操、有酸素運動
など　　成人各回　 60人　　3,500円
　運動のできる服装、運動靴、バスタ
オル（床に敷いて使用）、タオル、飲み物
　8月12日から

●　　　　　　　　2018（平成30）年 8 月号　／　みどり区版10

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

〒226-0027　長津田2-1-3
　 986-2441     986-2445
　 otoiawase@m-artpark.com

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

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

りゅう の すけたか  はし

やな がわ みず き

金曜エクササイズ（全14回）



秋の大運動会
　 9時20分～12時30分　　風船割り
競争などの種目を行う運動会　　 3
歳以上各　 40人　　運動のできる
服装、室内靴　　9月7日10時～30日
20時に

サークル発表会
　成果を発表したいサークルを募集
します。観覧のみは
　15時20分～18時　　緑区内で
活動しているサークル　 12団体（発
表時間：入退場含み1団体10分以内）
　8月20日～9月9日に申込書を記入
し　　※申込書は　 で配布または　 
からもダウンロード可

　8月24日、9月7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

　9月14日～10月12日の毎週金曜日
18時30分～20時　　親子で学ぶ卓
球の基礎　　小学生と保護者　12組
（2人1組）　　2,000円　　8月11日
から　　　※道具の貸し出し有り

　10月13日（土）14時開演（13時30分
開場）　　生のおはやしで楽しむ日本
の伝統話芸　　春風亭 一朝ほか
　　 300人　　一般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 ※全席指定。車椅子
席要予約。未就学児入場不可　　8月
13日から
《小・中学生50人を寄席に無料招待》
　9月15日消印有効で　　　、学年を
明記し　　※1枚につき1人まで

ワン・コインコンサートvol. 29
～キッズ大集合みんなで楽しもうマリンバ～

　ドレミの歌をみんなで演奏しませんか。
　8月17日（金）14時開演（13時30分
開場）　　真崎 佳代子さん（マリン
バ）、湯浅 ちささん（ピアノ）、マリンバ
キッズ　　　300人　　500円　※全
席自由、当日現金で支払い

スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2018

　9月28日（金）から全8回　　楽譜を
使わずに、聴いて覚える歌のレッスン。
最後はホールでの発表会
　野呂 愛美さん、角脇 真さん　　各
レッスンと発表会に参加可能な高校生
以上 　60人　　10,000円　　8月
27日10時から

夏休み よんでみようこんな本
　8月31日(金)まで　　小学～高校生
向けの本や自由研究に役立つ本の展
示と貸し出し

夏まつり

横浜子育てサポートシステム 入会説明会

　8月24日（金）11時～15時　　ヨー
ヨー釣り、ゲーム、おもちゃくじなど
　一部有料

　子育てを援助する提供会員および
利用会員の募集説明会を開催します。
　8月21日(火)10時30分～11時30分
　　緑区支部（　982-3521）へ

Hello Foreigners’ Day
　外国人の親が利用しやすい日です。
　8月14日（火）・25日（土）10時～
16時

おはなし会
　①8月15日（水）10時30分から・11
時15分から②8月25日（土）15時30分
から　　絵本の読み聞かせ、童歌
　①0・1歳児と保護者各回　12組②3
歳以上の子ども　 20人

夏休み子どもクラブ
「小学生特別おはなし会　
～夏の夜のおはなし会～」
　夏の夜にぴったりな話を聞きませんか。
　8月22日（水）18時～18時30分
　小学生　 30人

　9月26日（水）13時30分～16時　　横
浜市内在住の60歳以上　 30人　　動
きやすい服装　　8月29日から

健康講座
「知らないと怖い脊柱管狭さく症」

　10月～31年3月末の受講者を募集
します。
　健康詩吟、デジカメ写真、太極拳
など　※詳細は　　　横浜市内在住
の60歳以上各　15人　　教材費、保
険料　　無地の官製はがき、住所・氏
名・生年月日が確認できるもの　　9
月3日～21日に　　※9月17日（月・
祝）休館

平成30年度後期趣味の教室

　市内農家の女性グループ「横浜ベジフル
レディ」が、地元野菜や果物を販売します。
　8月22日(水)11時～14時 ※売り切れ
次第終了　　浜ぶどう（藤稔）、ピーマン、
ナス、ニンジンなど　　エコバッグ

新鮮野菜のプチ市場

　 8月19日（日）13時30分～15時30分
　 旧暦の成り立ち、仕組みなど
　 吉岡 安之さん（暦愛好家、サイエン
スライター）　　100円

　 9月9日(日)10時～15時　　1部：
市民活動団体の活動発表、昼：アンデス
の音楽と交流会、2部：グループ討議
　 1部：山下地区エコ生活を考える
会、ワイワイ広っぱ、緑区さわやかス
ポーツ普及委員会、MICS友の会、中途
障害者地域活動センター緑工房ほか
　 市民活動・地域活動に関心のある
人、地域デビューしたい人　　8月31
日必着で　　　を明記し

よしおか やすゆき

ミックス

サロンふらっと
「暮らしに身近な旧暦を知る」

保育つき！イキイキおかあさん
（子育てママのためのリフレッシュ講座）

　9月21日～11月30日の毎週金曜日
（11月23日を除く）13時～14時30分
　身体を整える正しいトレーニング方
法　　成人男性　 40人　　3,000円
　8月21日から

　9月23日（日）14時～15時30分
　高橋 龍之介さん（サクソフォン）、
柳川 瑞季さん（ピアノ）　　成人　 
60人　　300円　　8月11日から

ハロー フォリナーズ デー

はじめての相続・遺言講座

　9月8日（土）13時30分～15時（個別
相談会15時15分～15時45分）
　大田 泰巳さん（神奈川県行政書士
会）　　成人　24人（個別相談会　4
人）　　8月15日9時30分から

おお  た ひろ  み

ふじみのり

　9月30日（日）13時30分～15時50分
　横浜市の保育制度や入園手続きの
説明　　初めて保育園に子どもを預
けて働く予定の人　60人　　一世帯
500円　　8月11日から参加者全員の
　　　、子どもの年齢、会場への子ど
も同伴の有無を明記し　　保育園を
考える親の会（　hoikudesk@g-
mail.com）へ　　　 2か月～未就学
児。9月26日までに子どもの部屋（　 
910-5724）へ

はじめての保育園 in 横浜

　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。（5月31
日受付分まで、敬称略）
緑区民謡愛好会、なかの 美智江、後藤 勇

善意の寄附

みどり市民活動交流会

　 ①10月12日（金）②22日（月）③11月
2日(金）④13日(火)⑤19日(月)10時～
12時　　①交流会②ブレスヨガ③プ
リザーブドフラワー④簡単おやつの作
り方と子育てトーク⑤収納・片付け講
座　　緑区内在住・在勤の未就学児の
母親　 25人　　2,500円　　 2歳以
上の未就学児　※1人につき500円　
　9月10日までに

　9月23日（日）14時30分開演（14時開
場）　　バリガムラン＆舞踊グループ マタ
ハリ・トゥルビットほか 　3歳以上　
190人　　一般1,000円、3歳～高校生500
円　※3歳未満入場不可　　　　総合
受付（　 910-5723）へ　　要問合せ

あざみ野サロン vol.61
バリ舞踊とガムラン公演
～南の島バリ ガムラン音楽と舞踊～

　障害のあるアーティストたちの常設
展示「フェローアートギャラリー」で、
十亀史子が描く人物画を紹介します。
　10月11日（木）まで。9時～21時

十亀 史子展
そ がめ ふみこ

Welcome！ロビーコンサート
ウェルカム

　①8月12日②26日③9月9日（日）12時
～12時40分　　①鈴木 美祐さん（ピ
アノ）、佐々木 ふみさん・礒部 友美さん・
松田 梨沙さん・村上 雅基さん(フルー
ト四重奏)②WEEDS(アコースティック
バンド)③岩本 久美さん（メゾソプラ
ノ）、北川 恭子さん・飯田 彰子さん（ピ
アノ）、森崎 美穂さん（トランペット）

すず  き み ゆ

さ   さ   き いそ  べ とも み

まつ   だ り    さ むら  かみ まさ   き

いわ  もと く    み

きた がわ きょう  こ いい   だ しょう  こ

もり  さき み   ほ

ウィーズ

み ち え ご  とう いさむ

ボリューム

みどり区版　／  　　　　　　　 2018（平成30）年 8 月号　●11
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
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

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

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

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

　 8月16日・30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）

　 910-5700     910-5755

〒225-0012　青葉区あざみ野南1-17-3
　

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

【共通】8月20日（月）休館

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

　 910-5656     910-5674

【共通】　10月7日（日）



←至 長津田

至 中山→

JR十日市場駅

十日市場
小学校

新治小学校

幼稚園

新治市民の森

急階段 バス停
「杉沢」

保育園
郵便局

スーパー

JR十日市場駅より
徒歩15分

１.
2.
3.
4.
5.
6.
７.

8.

乾燥シイタケは30分～1時間かけて水200ccで戻す（戻し汁は捨てない）
生シイタケ、キクラゲは1cm角、玉ネギ、ニンニクはみじん切りにする
フライパンにオリーブオイルを引き、2の玉ネギ、ニンニクを焦げ目がつくくらいに炒める
3に2の生シイタケとキクラゲを加え軽く炒めた後、1で戻した乾燥シイタケを加える
4にシイタケの戻し汁100ccとデミグラスソース（またはブイヨン）を加える
バターでオムレツを焼き、皿に盛り付ける
オムレツを作った後のフライパンに5を入れ、
生クリーム、塩こしょうで味付けする
とろみがついたら7を6のオムレツにかける。
パセリ、トマトで飾り付けをしたら完成！

カフェ フェリックス フォール
所在地：中山町327-11　A-104
          ☎532-6816
営業時間：11時～22時
　　　　  ※木曜定休

レシピ作成：宮地 昌彦さん
みや  じ    まさひこ

●生シイタケ：小3個 ●乾燥シイタケ（スライ
ス）：2個分 ●キクラゲ：2～3枚 ●ニンニク：1片 
●玉ネギ：中1/2個 ●生クリーム：50ml ●塩
こしょう：適量 ●デミグラスソースまたはブ
イヨン：50ml ●オリーブオイル：少量 ●バター
(オムレツ用)：20g程度 ●卵（オムレツ用）：3個 
●トマト：中1/2個 ●パセリ：少量

作り方

【問合せ】　 地域力推進担当　　930-2237　　930-2242

【アクセスや花の見頃の問合せ先】にいはる里山交流センター（　 931-4947）
【コラムについての問合せ先】　 企画調整係（　 930-2228　　930-2209）

　ペンギンといえば、ホッキョクグマと
一緒に氷の上に乗っているイメージ
を持っている人も少なくないかもしれ
ませんが、実はペンギンは南半球に
しか生息していないため、野生でホッ
キョクグマと一緒にいることはあり
ません。
　陸上ではよちよちと不器用そうに
歩いているペンギンも、水中では見
違えるように巧みに泳ぎます。基本

的に鳥類の骨は飛ぶために軽い作りになっていますが、ペンギンの骨は水
圧に耐えられるように丈夫にできています。また、地肌まで水が浸透しない
ように、羽毛の間に空気を保って潜水します。なのでペンギンが水中を横切
ると、体から気泡がプクプク…。それがキラ
キラと輝いて、見ているこちらが涼やかな気
持ちになることでしょう。
　ペンギンが魚を食べる時は、頭から食べて
いるでしょうか、それとも尻尾からでしょうか？ 
毎日11時からの「飼育員のとっておきタイム」
（8月末まで）では、飼育員がペンギンに魚を
あげながら解説をしています。好奇心旺盛な
ペンギンは、しばしばガラス越しに私たちをのぞきに来てくれますよ。
　8月の土日はナイトズーラシアが開催されます。ペンギンたちは夜は何を
して過ごしているのかを知る貴重なチャンスです。ぜひ会いにきてくださいね。

旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 
休園日 8月14日・21日・28日、9月4日（火）

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。

　昔から、美しい女性の例えにも用いられる「フヨウ」。7月下旬から9月下旬
頃まで、公園内にある旧奥津邸周辺で見られます。夏空に映える、ピンク色の
大輪の花が咲きます。早朝に花が開き、お昼をピークにしぼみ始めるので、
午前中の鑑賞がお勧めです。
　旧奥津邸では、長屋門や土蔵などの昔の農家の面影を残す木造建築を見
ることができます。花とともに楽しんでください。

材料（2人分）

▲夜のペンギン

▲水中を自由に泳ぎ回るペンギン

フンボルトペンギン

　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！

　今年度のみどり「ひと・まち」スクールは、15人の４期生を迎えて、開講式、交流
会、緑区域の歴史を学ぶ講座などで「夢プラン」への思いを膨らませています。
　4期生の2人にスクール入学について聞きました。

5時限目は、スクールの講座を担当する講師に迫ります。

新治里山公園 「フヨウ」

場 所 新治里山公園（旧奥津邸）
※専用駐車場はありません

4期生を紹介します！4時限目

地 図

料理のポイント
　取れたての生シイタケと
乾燥シイタケを使ってシイ
タケの香りを十分に引き出
します！
　肉や魚のソテー、パスタ
などにも合う
ソースです。

西八朔のお囃子保存会に約15年所属し、去年の１月から中心
メンバーの1人になりました。地域の活性化や保存会の存続
のためにできることを探すため、スクールに入りました。
皆さん、優しい人ばかりです。経歴もさまざまで、これからも
たくさん話をして、つながりを深めたいです。
自分の知らない緑区について知ることが、とても楽しみです。
どんな活動があるのかを学び、自分にできることを見つけて
いきたいと思います。

長く市民活動に携わってきましたが、改めて学び直してみた
いと思いました。緑区の資源を再発見し、地域をよくするた
めの手法を学びたいと思っています。
4期生は、それぞれの個性をしっかり持っている人が多いと感
じています。今後、何かの形でコラボができればうれしいです。
スクールには、コーディネーターやナビゲーター、修了生が
サポーターとして関わっていて、恵まれた環境で学べると
期待しています。

稲田 麻里さん
ま　 りいな  だ

飯田 正明さん
まさ あきいい  だ

Q2
Q3

Q1

A1

A2

A3

A1

A2

A3

は や し

新治里山公園
（旧奥津邸）

写真提供：
にいはる里山
交流センター

●　　　　　　　　2018（平成30）年 8 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

プールや海、川での事故に注意！ 子どもだけの水遊びや危険な場所での遊泳などはやめましょう！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7月1日現在 区の人口181,592 区の世帯数人 世帯76,817
　暑い日が続くよ。熱中
症に注意しよう。水分・
塩分を補給して、十分に
休憩を取ってね。

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


