
　食中毒は季節を問わず一年中発生しますが、夏場は温度・湿度が高く、食品の温度管理等に特に注意が必要な
時期です。食中毒は、飲食店だけではなく、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。
　この特集では、家庭の食事作りでの食中毒予防のポイントや食材別の対策について、役に立つ情報をお伝えします。

　肉には、もともとカンピロバクターや腸管出血性大腸菌O157などの
食中毒菌が付いていることがあります。
　そのため、生や加熱不十分な状態で食べると、数日から一週間程度で
下痢・腹痛・発熱などの食中毒の症状が
出る可能性があります。
　肉を調理するときは、中心部までしっかり
加熱しましょう。

　野菜や果物には土壌由来の食中毒菌が付いていることがあるため、水洗
いが必要です。
　特に、加熱せずに生で食べるときは、流水で十分に洗いましょう。
　また、生肉や生魚に付いている菌で汚染されないよう、
サラダを先に作るなど、調理の順番を工夫しましょう。

　塩分濃度が高い漬物は、塩分によって食中毒菌の増殖が抑えられています。
　しかし、浅漬けは、ほかの漬物に比べて塩分濃度が低いため、食中毒菌が
増えやすい食品です。
　家庭で浅漬けを作る時は、食中毒菌の増殖を抑えるために、野菜をよく
洗浄し、冷蔵庫で保存しましょう。

■生野菜や浅漬けによる最近の食中毒事例
　平成26年　花火大会で提供された「冷やしきゅうり」による
　　　　　　  O157食中毒（患者数510人）
　平成28年　高齢者施設で提供された「きゅうりのゆかり和え」
　　　　　　  によるO157食中毒（患者数84人、死者10人）

　食品衛生についての知識を楽しく学べるイベントを開催します！
　　●日時：7月31日（火）14時～15時30分
　　●会場：アピタ長津田店1階スナックコート
　　●内容：クイズやパネル展示　　※予約不要、当日直接会場へ

　サバやサンマ、イカなどの鮮魚介類には
「アニサキス」が付いていることがあります。
　アニサキスとは、体長が2～3センチくらい
で、半透明の白色でひも状の寄生虫です。
　気付かずに食べてしまうと、数時間以内に
激しい腹痛を起こすことがあります。

●加熱する（70℃以上）　
●取り除く（調理の際は明るい場所でよく見て確認！）　
●凍結する（‐20℃で24時間） ▲アニサキスの

実物

作業前後や食事の
前には、しっかり
手を洗おう！

冷蔵・冷凍品を
買ったら寄り
道をしないで
帰りましょう

帰ったらすぐに冷蔵庫や
冷凍庫へ入れましょう

冷凍食品の常温解凍は
やめましょう

生肉や生魚を切った
あとのまな板や包
丁は洗って熱湯を
かけましょう

生肉や生魚は
生で食べるもの
から離しましょう

野菜は流水でよく
洗いましょう

時間が経ち過ぎたり、
ちょっとでもおかしいと
思ったら口に
入れるのは
やめましょう

十分に加熱しましょう
（目安は中心部の温度
が75℃で１分以上）

電子レンジを使うとき
は均一に加熱される
ようにしましょう

調理をやめたら
食品は冷蔵庫へ
入れましょう

手洗い後、清潔な
器具、容器で保存
しましょう

菌が繁殖しないよう、
小分けして早く冷や
しましょう

長時間常温で
放置しないよう
にしましょう

清潔な器具・食器を使って
盛り付けましょう

温め直す
ときは
十分に
加熱しましょう
（目安は75℃以上）

手拭きや器具は
清潔なものを
使用しましょう

肉や魚は汁が漏れ
ないように包んで
保存しましょう

冷蔵庫は10℃
以下、冷凍庫は
-15℃以下に維
持しましょう

冷蔵庫の中は詰
めすぎに注意し
ましょう（目安は
７割程度）

消費期限などの
表示をチェック
しましょう

肉や魚は
それぞれ分けて
包みましょう

製造所
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飲食店
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家庭
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予防のポイント

★注意 アニサキスは酢やしょうゆにつけても死にません
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緑区フォトコンテスト2017入選作品

「初夏」 撮影者：伊藤 五弓さん
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【問合せ】　 食品衛生係（　 930-2365　　 930-2367）

特 集

浅漬けに注意！



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　  往復はがき　  Webページ 　  Eメール
　 先着　   抽選）　  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　　　　行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面

　 7月16日（月・祝）９時～11時45分
　 ※雨天中止
　 梅田川一本橋メダカひろば付近
　 ※駐車場なし
　 生き物調査（※当日先着100人）、
　 生き物観察会、川遊び体験
　 小学生以上

　 道路局河川管理課（　 671-2855　　651-0715）

　鶴見川流域の見どころを巡り、鶴見川の生物調査を体験しよう。
　 8月8日（水）9時～15時50分　※荒天時8月10日（金）
　 JR淵野辺駅集合～鶴見川流域の施設～JR新横浜駅解散
　 小学3年生以上と保護者　 45人
　 昼食、飲み物、水に入れる靴（指先が守れる靴）、雨具　※歩きやすい靴・服装で
　 7月20日必着で代表者の　　   と参加者全員の氏名・年齢を明記して
　 　　 鶴見川流域水協議会申込窓口（アジア航測（株）内　深見、山口、
　 伊豆　　044-967-6270　　044-965-0040 　　mizumasu.
　 tsurumi@ajiko.co.jp）へ

し  ん ぶ   ん

家の人と一緒に読んで、
難しい漢字を教えてもらっ
たり、申し込みをしても
らったりしよう！

　NHK教育テレビ「モリゾー・キッコロ　森へいこうよ！」「なりきり！ 
むーにゃん生きもの学園」に出演した「森の遊び人」こと山田 陽治さんに、
自然の中で昆虫の話を聞いてみよう。
　 8月5日（日）10時～11時30分
　 新治市民の森　※雨天時「にいはる里山交流センター」内
　 　　　　　　　　「つどいの家」で開催
　 緑区内在住の小学生と保護者 　25組
　 7月11日から　　  　環境衛生係
　 （　 930-2368　　930-2367）へ

　 8月10日（金）10時～12時  ※雨天中止
　 園内の昆虫採集、セミの抜け殻で名前当てクイズ 
　 小学生　 12人　　虫取り網、虫かご、筆記用具
　 7月12日から　 長坂谷公園詰所（　　 934-5045）へ

　実物のカブトムシ・クワガタムシを見ながら生態についての説明を聞
いたり、実際に虫と触れ合ったりしよう。
　 8月8日（水）①10時～12時②14時～16時　
　 みどりアートパーク（長津田2-1-3）
　 みどりコミュニティーセンター「カブトクワガタ研究所」
　 小学生以下の子どもと保護者各回　15組 ※1申込みにつき1家族まで
　 子ども1人につき1,000円　
　 ※カブトムシのプレゼントあり（ケース、マット、餌代含む）
　 7月20日10時から　 みどりアートーパーク
　 （　 986-2441　　986-2445）へ

　 8月12日（日）10時～12時  ※雨天中止
　 園内の昆虫採集、オリジナル絵標本作り
　 小学生　 10人　　500円
　 虫取り網、虫かご、筆記用具、あれば色鉛筆
　 7月12日から　 玄海田公園詰所（　　 986-0986）へ　

　鴨居原市民の森の竹を切り出して作った
台で流すそうめんをみんなで食べよう。
　 8月4日（土）10時30分～13時
　 ※麺が無くなり次第終了
　 鴨居原市民の森 南地区 ふれあい広場
　 子ども100円、大人200円
　 鴨居原市民の森愛護会
　 菅原（　 090-9012-6541）

　パパと一緒に初めての水遊び体験！
　 7月28日（土） 10時30分～11時45分
　 アートフォーラムあざみ野（青葉区あざみ野南1-17-3）
　 1歳6か月までの子どもと父親　 17組　　900円　
　 7月11日9時から　 男女共同参画センター横浜北「子どもの部屋」（　910-5724　　910-5755）へ

　 8月5日（日）10時～14時30分（受付９時30分～10時）
　 ※少雨決行、荒天中止
　 新治市民の森　池ぶち広場
　 流しそうめん、竹切り体験、新治の木材や竹を使った
　 コースター、竹ポックリ、水てっぽう作り
　 子ども100円、大人300円　※未就学児無料
　 昼食、飲み物、軍手、タオル、子ども用ヘルメット ※長袖、長ズボン、帽子、運動靴で
　 新治市民の森愛護会　大川（　　 934-9898） 

森の遊び人・山田 陽治さんとの昆虫観察会
やま　だ　　 よう　じ 夏休み親子プログラム「かぶと・くわがた教室」

夏休み親子でワクワク鶴見川探検バスツアー　
　　　　～狩野川台風から60年・洪水の歴史も学ぶ！～

長坂谷公園  夏休み昆虫観察会

梅田川 こども川の日

パパと遊ぼう～オムツっ子も水遊び

鴨居原市民の森  森の中でソーメン流し こども森の日  夏まつり

玄海田公園  夏休み昆虫観察会

▲オムツっ子も水遊び

ふか  み

い  ず

やまぐち

すがわら おおかわ

申込不要申込不要

申込不要

この夏も、子ども向けのイベントがたくさん開催されます。ぜひお子さんと一緒に読んで、興味を持った
講座に申し込んであげたり、一緒に参加したりしてくださいね。特に記載がないものは無料です。保護者の皆さんへ
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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ので、区役所・公会堂へ来庁のご注意ください



自由研究

　海の生き物が
直面している
さまざまな
問題を知ろう。

　 9月3日（月）まで
　 ホッキョクグマ
　 水中観覧ビュー

　ドライミストで
真夏の動物園を
涼しく楽しもう。

　 9月30日（日）まで

 　特に記載がないものは緑図書館
　 （十日市場町825-1　　985-6331　　985-6333）
　※開館9時30分、7月17日（火）休館　

　大型手回し発電機を回して、太陽光発電との発電量を比較してみよう。 
　 8月9日（木）10時～12時　　小学4～6年生　 18人
　 7月12日9時30分から　
　 ※天候によっては、参加者同士で発電量を比較

　リカオンと犬との違いをズーラシアの飼育員と区役所の職員が教えます。
　 8月14日（火）10時～11時　　緑ほのぼの荘（緑図書館2階）
　 小学生以上　 50人
　 7月12日9時30分から　　

　普段は非公開の書庫を見学したり、
図書館の仕事を体験したりしてみよう！
　 8月17日（金）10時～12時
　 小学3～6年生　 20人
　 7月19日9時30分から　　

　 8月17日（金） 10時～16時、18日（土） 10時～15時　
　 緑区市民活動支援センター「みどりーむ」（〒226-0011中山町93-1　　938-0631　　939-5401）　
　 7月21日必着で　　 みどりーむへ（申込み不要の講座以外、全て抽選）　　　は有料

詳しくは　緑区Web  　

　詳細は地域の自治会や主催の商店街に問い合わせてください。

　 よこはま動物園ズーラシア
　 （旭区上白根町1175-1　　959-1000）

申込不要

申込不要

みどりーむ講座　イベント情報

ズーラシア×緑区役所×緑図書館 似てる？似てない？
ワンダフルな仲間たち　～日本の犬とアフリカの犬～

図書館探検隊

海の生き物ＳＯＳ！展 クールビＺＯＯ

緑図書館 de YES 太陽光と勝負！

紹介した以外にも地域の
お祭りが開催されます。
近所の掲示板などで確認
してみてください。

【問合せ】　 広報相談係（　 930-2220 　 930-2225）
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際は、できるだけ公共交通機関を利用してください

手品をマスターしてみんなに見せよう

写真をデコしちゃおう！

野菜たまご！ お花たまご！ タネたまご作り！

消しゴムハンコで楽しく遊びましょ！！

模型飛行機を作って飛ばそう！

スウェーデン刺しゅうを楽しもう！

スイーツデコ  パフェのメモスタンドを作ろう

リニアモーターで動く
地下鉄グリーンラインを知ってますか
かわいいブレスレットを着けて
タヒチアンダンスを踊ってみよう！

紙でデコしてポストカード作り
クイズに答えて緑区の鳥博士になろう！
日本の楽器にチャレンジ！ 弾いてみよう。箏・三味線!
草笛を吹いてみよう
バルーンアートを楽しもう！

8時45分みどりーむ集合
13時中山駅解散

10時～11時

10時～12時

13時～15時

10時～11時
11時～12時

10時～12時
13時～15時

10時～12時

13時～16時

13時～14時
14時～15時

各回15人

30人

30人

10人

25人

各回7人

5人

10人

各回12人

8月17日（金）の講座 時間 定員 8月18日（土）の講座 （※は有料） 時間 定員

こどもプログラミング教室

テラコッタ粘土で火焔土器を作ろう

紙コップや紙皿等を使って楽しい工作をしよう！

キラキラ水族館を作ろう！

パステルで描こう。海とイルカなど

ペーパービーズでアクセサリーを作ろう

色々遊ぼう! 指で描くパステルアート

森のクラフト（自然素材を使った工作教室）

家にあるハンカチタオルで簡単に布ナプキンを縫ってみよう！

パソコンやタブレットでゲームを楽しもう!

マジックをやってみよう

写真を楽しくトロー！

6人

20人

6人

4人

10時～12時
13時～15時

10時～11時
11時～12時

10時～12時
13時～15時

13時～14時
14時～15時

16人
12人

各回20人

各回15人

各回6人

各講座
各回10人

霧が丘盆踊り大会 
　16時から　　霧が丘公園 土 日

14 15

竹山団地中央商店会 夏祭り　
　15時から・花火打上げ19時30分から
　商店会・竹山池周辺
※竹山三丁目自治会と共催

日
15

緑新栄会 夏祭り
　18時から　　緑新栄会内 駐車場火 水

24 25

東本郷地区連合夏祭り 
　18時から　　東本郷第三公園

中山商店街
　18時から（予定） ※雨天時29日（日）
　中山駅南口 商店街第一駐車場

十日市場団地 夏祭り大会
　18時から　　十日市場東公園

竹山盆踊り大会
　18時15分から　　竹山小学校

金 土
27 28

鴨居納涼盆踊り大会
※鴨居連合自治会と鴨居商栄会の共催
　18時30分から　　鴨居小学校

長津田商店街納涼盆踊り
　18時から　　大林寺 山水閣日

19

当日自由に参加できるイベント（17日のみ）

7月

8月

土
28

申込不要

13時～15時

13時～15時

か えん 10時～12時

10時～12時

各講座10人

そう



　区民まつりで行う本の交換会「かえっこBOOK」のために、読まなく
なった子どもの本を寄贈してください。
※緑図書館または　 地域振興課に
　直接持参。
　書き込みがある本、漫画、教科書、
　参考書等は不可
　7月18日（水）～9月30日（日）
　※緑図書館、区役所ともに開庁時間内。
　　8月20日（月）、9月18日（火）は図書館休館

警察の者ですが、
あなたのキャッシュ
カードが悪用されて
います。

　最近、ATMでお金を振り込ませるのではなく、キャッシュカードを
だまし取る「手渡し型」の詐欺が増えています。
　手口としては、警察官やデパートの店員など、さまざまな
職業をかたり「あなたのカードが不正利用されています」等
と説明して、キャッシュカードをだまし取るものです。

「キャッシュカードを預かります」
「急にお金が必要！用意して！」
「ATMで医療費を還付します」

　 締切日：7月31日(火)
　 受付場所：　 広報相談係、緑図書館
　 昭和40～50年代に撮影されたまちの
　 風景や様子を伝える写真
　 ※紙媒体（デジタルデータ可）

　地元の農家さんが新鮮野菜を販売
します。生産者さんと直接話したり、
野菜のおいしい食べ方を教えても
らったりしませんか。
　7月13日（金） 8時45分～13時 ※売
り切れ次第終了、荒天時は実施しない
場合あり　　緑区役所　　　企画調整
係（　 930-2228　　930-2209）

　7月31日（火）10時30分～15時
　子育て支援拠点いっぽ　　子育て
中のお父さん・お母さんのための体
組成測定、食生活・歯の健康チェック
　未就学児の保護者　　　健康づくり
係（　 930-2357　　930-2355）　

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。

【2歳児クラスと一緒に園庭でどろん
こ遊び】
　7月17日（火）9時45分～10時15分
　2・3歳児と保護者

【赤ちゃんの日 ホール開放と身体測定】
　7月18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

【誕生会】
　7月18日（水）9時30分～10時
　7月生まれの未就学児と保護者

【スチールパンコンサート】
　7月20日(金)10時15分～10時45分
　未就学児と保護者　 10組

【ホール開放】
　7月11日（水）・31日（火）10時～11
時30分　　未就学児と保護者

【水あそび】
　7月18日・25日、8月1日・8日（水）10時
45分～11時30分　※園庭開放中
　未就学児と保護者【おもちゃコンサルタントと遊ぼう】

　7月30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】
　7月31日（火）10時45分～11時15分
　7月生まれの未就学児と保護者

【2・3歳児クラスと交流
「どろんこあそび」】
　7月12日（木）・18日（水）10時～11
時　　未就学児と保護者　　着替え、
タオル、飲み物、帽子　※汚れてもい
い服装で

印融法印500回忌記念講演会
印融 ―その生涯と学問―

みどり地場野菜の直売会

　7月21日（土）13時～16時30分
（12時30分開場）　　横浜市歴史博物
館（都筑区）　　「印融法印ゆかりの
地・横浜市緑区の遺跡をめぐる」〈相澤 
雅雄さん（郷土史家・『図説都筑の歴史』
編さん委員）〉、「中世の横浜と印融法印の
周辺」〈西岡 芳文さん（上智大学特任
教授）〉、真言宗僧侶によるパフォー
マンス（15時50分～16時10分）　　　
175人　　横浜市歴史博物館（　912-
7777　　912-7781）

　7月26日（木）、8月21日（火）14時30
分～16時（14時受付開始）　※両日同
内容　　緑区役所　　食品衛生責任者
　30人　　食品衛生責任者証、筆記
用具　　7月11日から　　  　食品衛生
係（　 930-2365　　930-2367）へ

いっぽで気軽に健康チェック

　7月28日（土） 14時～16時（13時開
場）　　緑公会堂　　脳 塞・認知症・
健康についての講演　　三宅 義信さん
（東京・メキシコオリンピック金メダ
リスト）、北島 明佳さん（医療法人社団
元気会横浜病院理事長）、岸 博久さん
（横浜新緑総合病院脳神経センター
長）　　　 520人　
　　　 緑すこやか
健康講座事務局
（　 933-1011）へ

　8月1日（水）～3日（金）12時30分～
14時30分　　十日市場地区センター
　ワード・エクセルによるホーム
ページ作成、FTPソフトでサイトへの
転送など　　　 20人　　3,000円
　筆記用具　　7月17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　　問合せフォーム）へ

緑すこやか健康講座

食品衛生責任者講習会

▲直売会

▲旧中山駅舎（昭和58年）
　撮影者：不明（緑区役所所蔵）

▲三宅 義信さん

緑区IT講習会8月⑤  ワード・エクセル
を使ってホームページ作成講座（全3回）

ミックス

エフティーピー

あいざわ

にしおか よしふみ

まさ お

みや け

きたじま

きし ひろひさ

あきよし

よしのぶ

都筑水再生センター＆
川和車両基地の見学会

　8月1日（水）10時～15時　※市営
地下鉄中山駅改札前9時50分集合、
川和車両基地解散（途中移動は貸切
バス）　　横浜市内在住・在勤・在学者
　40人　※小学生以下要保護者同伴
　昼食　　7月18日から　 都筑水
再生センター（　 932-2321　　931-
8919　※平日9時～12時、13時～
16時）へ　

スイカマークの付いた記事は
子ども・親子向けです

こんな言葉を電話で聞いたら詐欺だ！！

　犯人は留守番電話を嫌います。常に留守番
電話設定をしておき、相手が名乗ってから
電話を取るようにしましょう。

留守番電話設定のお願い！

エーティーエム

えっ!?

●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 7 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。

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】    広報相談係（　 930-2219　　930-2225）

【問合せ】 緑図書館（　 985-6331　　985-6333）

【問合せ】 緑警察署（　 932-0110）

緑区の昔の写真募集詳しくは



　鴨居駅から鴨居原遺跡を通り上菅田、羽沢、和田へ通じる道と、小机
から白根、長津田に通じる道の交差点に建てられている「鴨居原辻山
の庚申塔」は、庚申信仰の象徴となっています。
　庚申信仰は、人の体内でその人の悪事を監視している三尸の虫が、
庚申の日に天帝に日頃の行いを報告
するという伝説に基づいています。
　三尸の虫が天帝に報告できない
ように行われるお祭りを3年18回
にわたり行った記念に建立された
のが庚申塔といわれています。
　7月27日（金）は60日ごとに巡る
「庚申の日」。ぜひ、庚申の日にちなん
で訪れてみませんか。

　9～10月の第2・4日曜日　　長坂
谷公園　　男子一般・50歳以上・60歳
以上、女子一般・50歳以上　※申込状況
によっては他組に組込みあり　　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（ペアのうちど
ちらかに資格があれば可）　　1組
4,000円　　7月14日～8月5日（　 
は現金書留で8月3日）必着で、申込書
を記入し、参加費を添えて　　 緑区
硬式テニス協会事務局（〒226-0025 
十日市場854-4 ラケットショップ
オープン・スクエア　※10時～20時、
水曜定休）へ　　緑区硬式テニス協会
事務局（　 988-0633　　info@midori-
tennis.mods.jp）

　病気の基本的な知識と治療方法、日常生活で気を付けることなどに
ついて、専門医が分かりやすく話します。交流会もあります。
　7月30日(月)13時30分～16時
　緑区役所
　中西 亮介さん（昭和大学藤が丘病院整形外科 医師）
　特発性大腿骨頭壊死症の人と家族　 30人
　7月2日から　 　 高齢者支援担当（　 930-2311　　930-2310）へ

　参加が認められたイベントには、広報活動、経費一部助成、区内施設の優先予
約などの支援を行います。審査会による書類審査があります。
　 2019年4月1日～2020年3月31日に緑区内で開催される芸術文化イベント
　 各締切日までに申込書類を　　  　 生涯学習支援係へ　※募集要項・申込
　書類は　 生涯学習支援係、緑区内各地区センターで配布。緑区役所　 から
　ダウンロード可

　 8月30日（木）　　 緑区役所 
　 岡田 千穂さん
　 （横浜新緑総合病院内科 医師）
　 　50人　
　 7月23日から　　  健康づくり係（　 930-2358　　930-2355）へ
　　　　検査値の読み方：14時から
　　 肥満、脂質異常症、糖尿病などが気になる人　
　　 1年以内の健診結果、お薬手帳（内服中の人のみ）
　　　　糖尿病講演会：15時から
　　 緑区内在住で糖尿病に関心のある人、糖尿病を予防したい・
　　 悪化を防ぎたい人

　鴨居原辻山の庚申塔は、花や千羽鶴で飾られて、いつもきれ
いにされているよ。地元の皆さんに愛されているんだね！

2019緑・芸術祭に参加しませんか

　緑区役所１階イベントスペースを使った文化イベントを、次の2部門で
各2組募集します。多くの皆さんが楽しめる企画をお待ちしています。

● 施設利用料無料（MC用の機材、電子ピアノ、展示パネル等の貸出あり）
● 壁面使用不可
● 　 地域振興課がイベント実施に関する広報支援を行います
● 出演料の支払いはありません
● 提出物を確認のうえ、事業の実施を決定します

● これまで観客・参加者を招いたイベント等を主催した実績があること
● 区役所庁舎の保全・秩序の維持に支障を来さないもの
　（和太鼓、ロックバンドなど大音量のパフォーマンスは不可）

事業の実施が決定した場合は8月8日（水）の説明会に出席

7月25日必着で、申込書と各部門の提出物を　　   　生涯学習
支援係へ

下記期間のうちいずれか1日
※パフォーマンス時間
　12時15分～12時45分

音楽やエンターテイメントに
関する企画　※例　音楽演奏、
ダンス、コント、大道芸等
実施内容が分かる音源と写真
またはDVD

実施内容が分かる写真または
DVD

美術や工芸を主体としたワーク
ショップ　※展示のみは不可。
最低1回以上ワークショップ実施

2018年10月15日（月）～10月19日（金）、2018年12月10日（月）～
12月14日（金）、2019年2月12日（火）～2月15日（金）、2019年2月
18日（月）～2月22日（金）

下記期間のうちいずれか

※各部門の募集内容詳細および申込書は、　 生涯学習支援係、緑区内各地区セン
　ター、みどりーむ等で配布。緑区役所　 からもダウンロード可。

緑区役所でイベントを開きませんか

　10月21日（日）　　緑スポーツセン
ター　　①ミックス②9人制一般女
子　　①　 6チーム②　 12チーム
　 5,000円　　①8月3日②10月2日
必着で、緑区バレーボール協会　 記
載の申込先へ　　久保田 敏子（　　
981-3702）

　月に数回、赤ちゃん教室など午前中の
業務　　保育士資格所持者　　　こども
家庭係（　 930-2361　　930-2435）

第90回記念緑区民バレーボール大会

区役所の子育て支援事業を
一緒に行う保育士募集

第39回 緑区民硬式テニス
ダブルストーナメント

　①9月8日（土）10時30分～12時30
分 ※参加必須 ②9月29日（土）13時
30分～15時30分③11月10日（土）10
時30分～12時30分④12月1日（土）
10時30分～12時30分　※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　　農家に教
わる冬野菜作りと収穫①種まき・白
菜植付け②間引き・追肥③大根収穫
④ジャガイモ掘り　※収穫した野菜
の持ち帰りあり　　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
4,000円　　7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
冬野菜作り教室 （全4回）

く   ぼ   た とし こ

さん  し

なかにしりょうすけ

だい　 たい え　　し

■締切日
　2019年9月30日までに開催するイベント：2018年7月31日必着
　2020年3月31日までに開催するイベント：2019年1月31日必着

日 時

内 容

提出物

説明会

申込み

備 考

応募
要件

音楽・エンターテイメント部門（2組） ワークショップ・展示部門（2組）

おか だ ち  ほ

第一部

第二部

みどり区版　／  　　　　　　　 2018（平成30）年 7 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。
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生涯学習支援係
930-2236　　930-2242
md-gakushu@city.yokohama.jp

【緑区遺産についての問合せ】
　 広報相談係（　 930-2219　　930-2225）

緑区遺産



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）

　7月14日（土）13時～15時　　中山
地域ケアプラザ　　介護に関する勉
強会や交流会　　　 2

介護者のつどい「おとこの介護」

　7月12日・19日・26日、8月2日・9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）

　7月27日（金）9時～11時、8月7日
（火）13時～15時　　生活習慣病の健
康相談　　　 1へ

食と生活の健康相談

　①9月11日②18日(火)　　①白山
地区センター　　40歳以上　 40人
　1,570円（70歳以上無料）　　①8月
3日②8月8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

胃がん検診

　8月22日(水)9時～10時受付　　40
歳以上　 50人　　680円（70歳以上
無料）　　7月25日から　  　1へ

肺がん検診（胸部X線検査）

　8月22日（水）11時～11時45分
　前日までに　  1へ

ニコニコ卒煙クリニック

　7月13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

もの忘れ相談

　7月17日・24日・31日、8月7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

　7月11日(水)10時～12時　　言語
リハビリ　　神経難病の人　　　  2

神経難病交流会緑ふれあいの会

　①8月1日(水)②10日(金)③22日
(水)④29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　　30年12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）

　8月7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

　8月19日（日）10時～12時30分(9時
45分受付開始)　　十日市場地域ケ
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　　7月22日～8月5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

プレパパ・プレママ講座

　7月19日（木）、8月8日(水)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 

妊産婦歯科相談

　7月13日（金）9時～11時、7月24日
（火）13時30分～15時30分、8月10日
（金）9時～11時（1組30分程度）　　卒
乳までの母乳・育児相談　　母乳育児
中の母親と赤ちゃん　　母子健康手
帳、フェイスタオル　　　　 3へ

母乳育児相談

　7月25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　　7月13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」

　8月17日(金)10時～11時30分
　むし歯予防の話、歯磨き練習
　29年7月～10月生まれの子どもと
保護者　 25組　　母子健康手帳
　7月11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

　7月19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

乳幼児歯科相談

　7月25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

　7月19日、8月2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）

　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：7月27日(金)・8月2日
(木)②1歳6か月児：7月26日(木)・8月
8日(水)③3歳児：7月19日(木)・8月3
日(金)　　　3

乳幼児健康診査

　8月2日(木）・3日（金）9時30分～11
時30分　　成人　20人　　1,000円
　 筆記用具、自分のスマートフォンま
たはタブレット（Android限定）　　7月
11日から

スマホ・タブレット
（Android）入門講座（全2回）

まっしょう

もく よく

　 8月19日・26日、9月2日（日）10時
30分～11時30分　　英語の手遊び
歌と絵本　　年長～小学3年生　10
人　　900円　　色鉛筆、筆記用具
　7月11日から　　

英語であそぼう！（全3回）

　8月25日（土）①10時30分～12時②12
時30分～14時　　①ポーセリンアート
体験②珪藻粘土で夏の思い出プレート
作り　　小学生各回　 15人　　①300
円②400円　　7月26日から　　

夏休みこどもDay体験講座

　7月23日(月)9時45分～12時30分
　成人　 12人　　1,150円　　7月
11日から

季節のパン作り「コッペパン」

　7月30日(月)10時～13時　　いち
からかふぇ　　成人　 16人　　1,150
円　　7月13日から

プロのカフェ出張講座

　8月27日(月)10時～12時　　成人
　10人　　700円　　7月30日から

輸入生地でカードケース作り

　7月14日（土）13時30分～15時30
分　　横浜の稲作の開始～弥生時代
中期の社会　　古屋 紀之さん　　成人
　 50人　

歴史講演会

　7月17日（火）、8月9日（木）13時30
分～16時　　お茶を飲みながらくつろ
ぎの時間を過ごしませんか　　100円　 

シニアほっとカフェ
～折り紙を楽しもう～

アンドロイド

   7月12日・26日（木）19時～20時15分 
※1回ずつの参加可　　一日の終わ
りに身体をほぐしリラックス　　成
人各回   7人　　1回500円　　飲み
物、動きやすい服装　　

ナイトタイム・ストレッチ

   7月13日・20日・27日、8月3日（金）
15時15分～16時45分 ※1回ずつの
参加可　　成人各回    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

   8月2日・9日・23日（木）18時～19時
　初心者の成人   10人　　1,500円
　室内用靴、動きやすい服装　　7月
11日から　　

はじめての社交ダンス体験講座（全3回）

　7月28日（土）10時30分～11時30分
　ひまわりの壁飾りなど　　　15人
　100円（その他一部実費あり）　　の
り、はさみ     

オリガミクラブ

　①8月6日（月）②7日（火）③8日（水）
9時30分～11時30分　　①サイクロ
ンペットボトル掃除機②魚釣りくる
くるフロート③輪ゴムの力おさんぽ
カメさん　　①小学5・6年生②小学
3・4年生③小学1・2年生各回    16人
　①500円②300円③200円　　7月
25日必着で         ・学年を明記し   （1
枚で１人まで）

夏休みの工作教室

   8月18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
　7月11日から　　

おもちゃ病院

   8月11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
　7月11日から　　

おもちゃ病院

   9月6日～11月15日の毎週木曜日
13時～14時30分※9月20日を除く
　健康維持と体力増進　　おおむね
60歳以上   50人　　4,000円　　7
月12日から     

イキイキ健康体操（全10回）

けい そう

ふる や のり ゆき
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振り込め詐欺に注意 身内に成り済ました振り込め詐欺に注意しましょう。自分独りで判断しない。緑警察署（　 932-0110）
●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



　7月27日（金）～8月5日（日）10時～17
時　※最終日は19時まで　　子ども
たちが撮影した写真の展示やアー
ティスト伊東 純子による展示など。
体験コーナーや出品作家によるワーク
ショップなど関連イベントあり　　

   10月28日（日）14時開演（13時30
分開場）　　チリンとドロン、しみず
けんた ほか　　小学生以下の子ども
と保護者   300人　　成人800円、子
ども300円　※全席自由   

チリンとドロンのあそび祭

夏休み親子プログラム
「夏休み！みどりアートパーク
こどもギャラリー」作品募集

   募集期間：7月31日（火）必着　展示
期間:8月7日（火）～13日（月）9時～17
時　※最終日は15時まで　　応募の
あった絵画作品をギャラリーに展示。
優秀作品3点には記念品贈呈、みどり
アートパーク　 に掲載　　小学生
※未発表作品に限り１人１点まで。用
紙サイズは四つ切、画材自由。立体不
可　　郵送費等は参加者負担　　申
込書を記入し、作品を添えて    

夏休み親子プログラム「クラシック音楽への扉
｢ともあれ聴かなきゃはじまらない?!｣
シーズン３「タイトル付き作品」

女性としごと応援デスクミニセミナー
社労士が解説!
～意外に複雑な「夫の扶養の範囲」

   8月7日(火)10時～11時30分　　高
性能オーディオで楽しむクラシック
音楽　　ニシムラ・ユウ　　小学生
以上　 60人　　800円  

さい

横浜子育てサポートシステム
入会説明会

子育てを援助する提供会員および利
用会員募集説明会
   7月18日(水)13時30分～14時30分
　　緑区支部（   982-3521）へ

おはなし会

   ①7月11日、8月8日（水）11時から
②7月19日（木）10時30分から・11時
15分から③7月25日(水)10時30分から
④7月28日（土）15時30分から　　絵
本の読み聞かせ、童歌など　　①2・3
歳児と保護者各回   12組②0・1歳児
と保護者各回   12組③④3歳以上の
子ども    20人   

中高生対象 図書館ボランティア体験

   8月2日（木）9時30分～16時　　本
棚の整理や返本、お薦め本のPOP
作りなど　　横浜市内在住・在学の
中学生・高校生   8人　　7月11日9
時30分から   

   7月27日（金）13時30分～15時　
　 横浜市内在住の60歳以上　 30人
　 動きやすい服装　　7月11日か
ら　　

楽しく続けるゴムバンド体操

   7月31日(火)10時～14時　　緑ほ
のぼの荘、十日市場地域ケアプラザ
　小物作り・販売　　一部有料　

夏休み！手作りクラフトフェア

   8月30日（木）10時～12時　　女性
　15人　　　 1歳6か月～未就学児。
4日前までに子どもの部屋 ( 　
910-5724）へ　　7月11日から　　

アートフォーラムあざみ野
Welcome！ロビーコンサート

ウェルカム

　7月22日（日）12時～12時40分
　佐藤 里奈（ピアノ）  

さ  とう　 り    な

い とう

あざみ野こどもぎゃらりぃ 2018

　アートワゴンではアーティストや
福祉団体のオリジナルグッズ、マル
シェでは食材・食品を販売します。
   7月29日（日）、8月1日（水）10時～15
時　※7月29日はアートワゴンのみ　 

あざみ野アートワゴン＆マルシェ

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。（4月
30日受付分まで、敬称略）
公益社団法人スコーレ家庭教育振興
協会、後藤 勇

善意の寄附

ご  とう いさむ

　8月21日（火）10時～12時　　画像解
析による姿勢のチェックと改善トレー
ニングの紹介　　　20人　　1,000円
　動きやすい服装、タオル、飲み物　
　7月21日14時から　

姿勢測定会

　7月15日(日)13時30分～15時30分
　太田 久士さん（株式会社横浜ビー
ル 代表取締役社長）、横内 勇人さん
（同 営業部長）　　100円　

サロンふらっと
地元横浜のビール会社
「横浜ビール」の取組と
クラフトビールの楽しみ方

　7月22日（日）13時30分～15時30
分　　①プログラミング体験②エン
ディングノート作成③マジック④模
型飛行機製作⑤簡単ベスト作り　　 
　①年中～小学4年生　10人②中高
年　10人④成人　5人⑤かぎ針が使
える人　7人　　 ②300円④400円
⑤3,500円　　②筆記用具③筆記用
具、トランプ④小型カッターナイフ、
はさみ⑤4～6号針　

ちょっと先生の日曜リレー講座

おお  た    ひさ  し

よこ うち はや  と

Open! みどりーむ vol.3
地域交流、見つかる、つながる！

　7月21日（土）16時～19時　　地域
で何かを始めたい人、地域で仲間を
作りたい人がゲストの話を聞きなが
ら皆で話し合う異分野交流会　
　200円　  

ボリューム

   7月25日(水)10時15分～10時45
分　　始まったばかりの赤ちゃんと
の生活について、ひろばでおしゃべ
りしませんか。身長・体重の計測あり
　2～5か月児と保護者　

ねんねサロン

じゅん こ

ポ ッ プ
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に相談を
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

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

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

〒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

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

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

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

　 7月19日、8月2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
　

　 910-5656     910-5674



JR 鴨居駅

←至 中山

至 小机→

コンビニ
エンス
ストア

鶴見川

横浜線

北口

南口

鴨居西河内第二公園
鴨
池
大
橋

１.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

白身魚の両面に塩こうじを塗る
ニンニクをつぶして、みじん切りにする
トマトはヘタを取り、ざく切りにする
フライパンにオリーブオイル、2のニン
ニクを入れ、中火にかける
香りが出てきたら白身魚を入れ、さっと両面
を焼く ※完全に火を通す必要はなし
白ワインをかけ回し、3のトマトを入れ、落と
しぶたをして弱火にかける
時々混ぜて水分を飛ばしとろみをつける
味が足りなければ塩こうじを加えて味を調える
器に盛り付けバジルを飾る。またはサラダ
を盛り付ける

うおたま＆くうかい
所在地：霧が丘1-17-6
          ☎922-6130
営業時間：11時～14時、17時～21時
          ※月曜・月曜朝市（月2回）の
          　翌火曜日定休

レシピ作成：
オーナー 西原 聡さん（左）と

西原 和江さん（右）

にし はら  さとし

にし はら  かず  え

●白身魚：2切れ ●塩こうじ：大さじ2 ●トマ
ト：中2個 ●オリーブオイル：大さじ2 ●ニン
ニク：1かけ ●白ワイン：大さじ2 ●バジル
またはサラダ：適量
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

　ズーラシアの見どころのひとつと
いえば、草食動物のキリン・シマウマ・
エランドと、肉食動物のチーターの4種
混合展示です。チーターは自分より
も大きな草食動物を獲物にしないた
め、この4種で展示できるのです。
　2016年11月28日に生まれたグラ
ントシマウマの「ラン」（メス）は、今年
3月、チーターと一緒に運動場へ出る
練習を始め、5月9日から毎日一緒に
展示できるようになりました。

　ランが自らチーターに近づき、威嚇されて逃げたり、母親のモトコや姉に助
けられたりする姿がよく見られます。好奇心旺盛、でも少し臆病なランです。
　動物たちの絶妙な関係性を見ることができる、日本でただひとつの4種
混合展示をぜひ見に来てください。

旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 
休園日 7月17日・24日・31日、8月7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。

　年間を通じて約130種類の草花を楽しむこと
ができる、鶴見川沿いの堤防にある公園です。
6月中旬～7月中旬の間には、タチアオイが一斉
に咲きます。
　ハイビスカスなどと同じアヤメ科で、下から
順番に花が咲き、一番上の花が咲く頃が梅雨
明けといわれ、季節を教えてくれる花です。
　普段の散歩や通勤・通学の途中にある身近
な公園で、花や緑を探してみませんか。区役所
や土木事務所に『緑区公園マップ』があります。
ぜひ活用してください。

材料（2人分）

▲ランとモトコ

イベント情報イ

　野生動物や自然環境の多様な状況について、飼育
員と一緒に毎月学びます。
　 9月～2019年3月までの毎週第3土曜日 13時～15時
　 小学4～6年生　 30人

グラントシマウマ

　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！

　スクールには、市民活動の経験豊富な５人のナビゲーターがいます。ナビゲー
ターの存在は、緑区ならではのもの。市民活動と受講生をつなぐ役割を果たす
ことはもちろん、全ての講座の企画・運営も担っています。

4時限目は、4期生の学びに迫ります。

鴨居西河内第二公園 「タチアオイ」

場 所 鴨居西河内第二公園

ナビゲーターは市民活動の大先輩！3時限目

地 図

料理のポイント

にし こ  うち

　塩こうじは糖分が多いた
め、白身魚が焦げないよう
に注意しながら焼いてくだ
さい。白ワイン、トマトをフ
ライパンに入れた後、水分
を煮詰めて、適宜味を調え
ることがポイントです！

みどりーむ運営委員長
として活躍中。ＮＰＯ法人
「みどりＩＴコミュニティサポー
ターズ（ＭＩＣＳ）の代表も務める市
民活動の達人。

「鴨居駅周辺まちづくり
研究会」代表。みどりーむ
の市民活動セミナー等も企画。生
涯学習の達人を目指して勉強中。

みどりーむ生涯学級部
会長として活躍中。また、
相模原市のＮＰＯ法人で森林ボ
ランティア活動も行っている。

岡部 忠男さん
ただ  おおか  べ

神田 廣志さん
ひろ  しかん  だ

藤村 勝典さん
かつ のりふじ むら

みどりーむの人気講座
「横浜線ものがたり」の
企画・運営を手掛ける歴史の達人。
緑区の魅力スポットにも精通。

金子  憲さん
けんかね  こ

歴史、福祉、防災、まちづ
くりの市民活動が得意
分野。特に防災・減災講座の企画・運
営に力を注いでいる。

田中  晃さん
あきらたな  か

「スクールの魅力」
５人に聞いた

ズーラシアスクール応募の詳細は

ミックス

※気候により開花時期が
　前後する場合があります
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　区内のよこはま地産地消サポート店による、
地場野菜を使ったレシピを掲載するよ！ ぜひ
直売所等で地場野菜を買って作ってみてね！

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

花火は楽しく安全に！ 使用方法や注意事項を守り、楽しい夏の思い出に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6月1日現在 区の人口181,568 区の世帯数人 世帯76,732
　いよいよ夏休み。緑区で
も楽しいイベントがたくさん
開催されるよ。出かけるとき
は帽子、水筒を忘れず、熱中
症にも気を付けてね。

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


