
　皆さんの知識や技能を活用し、ボランティアと
して活動しませんか。登録は随時受け付けています。
　登録してくれた人の空いている時間と、依頼者
の希望をみどりーむがコーディネートします。
　特技を生かしたいと思っている皆さん、ぜひ気軽
にみどりーむに相談してください。

緑区市民活動支援センター「みどりーむ」
　 中山町93-1（ＪＲ横浜線・グリーンライン中山駅南口徒歩7分）
　 938-0631　　939-5401 
　 md-shiencenter@city.yokohama.jp
　　　　 【月～土】9時～21時
　　　　 【日･祝日】9時～17時
　　　　 第2月曜日（祝日の場合は翌日）・
　　　　 年末年始

　「ちょっと先生」とは、仕事や趣味などいろいろ
な活動の中で培ってきた豊富な知識や技能を生
かし、地域の仲間づくりや地域活動、生涯学習を
支援するボランティアの皆さんです。
　緑区市民活動支援センター「みどりーむ」に、
現在、約70人が登録しています。

例えばこんなコーディネート
自治会……音楽、スポーツ、手品
子ども会…レクリエーション、手芸、工作
学校………パソコン、野外活動、音楽

みどりーむが希望に合った「ちょっと先生」を探し、コーディネートします。
　まずは、みどりーむに相談してください！

※「ちょっと先生」の派遣
　には、謝礼、交通費、材
　料費等経費がかかる
　場合があります

文化・芸術分野（音楽、舞踊、写真、美術・工芸など）
生活一般分野（編物、育児、健康、食生活、ライフプランなど）
パソコン分野
学術・教養分野（朗読、文学・歴史など）
スポーツ・レクリエーション分野　など

ちょっと先生の一覧は
緑区Web ちょっと先生紹介リスト

マジック講座

バルーンアート

アーティーチョーク
パッチワーク

ポルトガル
刺しゅう

ホイップ粘土工作

リコーダー演奏

ポップアップカード三絃・筝・尺八
さんげん そう

健康運動

クッキーデコ
「ちょっと先生」に登録しませんか

「ちょっと先生」についての問合せ先

8月17日（金）・18日（土）に開催予定です（事前申込制）。
詳細は広報よこはま7月号に掲載します！

ちょっと先生の
ロゴマーク

開館時間

休 館 日

～　　ページはみどり区版です
緑区フォトコンテスト2017入選作品

「代掻き」 撮影者：田中 敏夫さん
た  なか とし  おしろ  か
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【問合せ】　 生涯学習支援係（　 930-2235 　 930-2242）・緑区市民活動支援センター「みどりーむ」（　 938-0631 　 939-5401）
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がん
鼻腔・副鼻腔がん
口腔・咽頭がん
喉頭がん
食道がん

肺がん

肝臓がん
胃がん
膵臓がん

膀胱がん
子宮頸がん

こうくう

すいぞう

けい

ぼうこう

　口の健康は身体の健康につながります。歯周病などの病気を予防し、
健康な口でおいしい食事をとり、いきいきとした生活を送りましょう。

　近年、国内の喫煙率は減少傾向にありますが、
諸外国と比較すると、まだ高い水準にあります。
　喫煙は本人だけでなく、周囲の人にも悪影響を及ぼします。
何歳からでも遅くはありません。禁煙に挑戦してみませんか。

　口の中にいる歯周病菌が歯を支えている歯茎や骨にダメージを与え、歯が抜けてし
まう病気です。40歳以上の50％がかかっているといわれており、この菌が動脈硬化・
糖尿病・認知症・心臓疾患・誤嚥性肺炎を引き起こすなど、全身へ悪影響を及ぼすことも分
かっています。予防のためにはまず歯垢（細菌の塊）をきれいに除きましょう。

　デンタルフロスまたは歯間
ブラシを必ず併用しましょう。
　使用方法は歯科医院で指導
を受けましょう。

　喫煙ががんのリスクを高めることはよく知られて
いますが、がん以外にも「因果関係を推定するのに
十分である」と厚生労働省が認めている疾患は多く
あります。

　受動喫煙による脳卒中、肺がんのリスクは1.3倍、虚血性心疾患は1.2倍に
なるといわれています。
　乳幼児突然死症候群（SIDS）も、たばこは危険因子と考えられています。

　喫煙者や喫煙が行われている部屋から感じるたばこの臭い。
それが「サードハンドスモーク」です。布や壁に染み込んだたばこ
成分からは有害物質が放出され続け、健康被害を招きます。
子どもや妊婦には特に注意が必要です。
　「家の中では吸わないから安心」とは言えないのです。

大人
脳卒中、ニコチン依存症、
歯周病、慢性閉塞性肺疾患、
呼吸機能低下、結核（死亡）、
虚血性心疾患、
腹部大動脈瘤、
末梢性の動脈硬化、
２型糖尿病の発生

妊娠・出産
早産、低出生体重、
胎児発育遅延

●定期健診
　症状がなくても年に１～２回は歯科医院で定期的に健診を受けましょう。
●横浜市歯周病検診
　40歳、50歳、60歳、70歳の人が対象。詳しくは
●乳幼児歯科相談・歯つらつ１歳児教室
　区役所で実施しています。詳しくは保健だより（10面）に掲載しています。

　歯肉が腫れ、歯磨き
をすると出血します。

　炎症が進み、歯を支
えている骨が溶け始め
ます。

　炎症が悪化し歯が動
き始めます。

　歯肉からは膿が出るこ
ともあり、歯がぐらぐら
し、抜けてしまいます。

歯周病って？

歯ブラシの選び方

歯と歯の間の清掃用具を
併用しましょう健康なお口を保つために、健診や講座に行きましょう

たばこが健康に及ぼす影響 受動喫煙で年間1万5千人が亡くなっているといわれています

サードハンドスモークを知っていますか？

歯肉炎 初期歯周炎 中等度歯周炎 重度歯周炎

横浜市歯周病検診

6月は食育月間、5月31日～6月6日は禁煙週間、
6月4日～10日は歯と口の健康週間です。
これを機に、歯と口、食、禁煙の視点から、

自分で健康についての知識を深め、
目標を立ててみませんか。

緑区みんなで

出典：国立がん研究センター

出典：厚生労働省
「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」（平成28年）

がん以外の健康影響 男性
4,523人

女性
10,434人

虚血性
心疾患
　35％

虚血性
心疾患
　28%

肺がん
14％

肺がん
18%

脳卒中
51%

脳卒中
54%

チャレンジ

サポート

ブラシの毛は
まっ平らなもの

ネックは
まっすぐなもの

ヘッドは、指を並べて
1本と半分ぐらいの
大きさ（2cm程度）が
目安です。

1か月に1回を
目安に、新しいものに
替えましょう。

歯槽骨
歯根

歯肉
（歯ぐき）

歯石と歯垢

歯槽骨が
溶けている

歯石と歯垢

歯が支え
られない

歯石と歯垢歯石と歯垢

赤く腫れて
プヨプヨ

へいそく

まっしょう

ご   えん
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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



かつおぶし

　「食」は全ての世代において、健康で豊かな生活を送るために
欠かせないものです。6月の食育月間では食育をより身近に感
じてもらえるように全国各地で様々な取組や活動が行われます。
　まずは「食に興味を持ち、食を楽しむ」ことから始めましょう！

　１日に必要な野菜の量は350ｇですが、350ｇ
以上食べている横浜市民（成人）の割合は、男
女合わせて3割程度(※）。
　積極的に食事に野菜を取り入れましょう。

　ヘルスメイトは「私たちの健康は私たちの手で」をスローガン
に、健康づくりを実践し、地域に伝えるボランティア活動を行う全
国的な団体です。緑区では現在108人が活動しています。８月から
平成30年度の養成講座を開催します！ 詳細は9面に掲載しています。

● ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で低エネルギー
● 肥満予防、生活習慣病予防、腸内環境改善
● かむ回数が増えるため、消化の促進や、脳の満腹中枢を刺激し
  食べ過ぎを防ぐ

　固いものをかめなくなった、食べこぼしが増えた、むせるようになった、滑舌が悪くなった…。
このような歯や口の働きの軽微な衰えを「オーラル（＝口）フレイル（＝衰え）」といいます。
　オーラルフレイルの症状は、老化の始まりを示すサインとして注目されています。早めに
気付き、適切な口腔ケアをすることで健康な状態に戻すことも可能です。

　口を閉じた
まま頬を膨ら
ませたりすぼ
めたりします
（5回ずつ）

　舌を出して
上下左右に動
かします
（5回ずつ）

　口を大きく
開けて舌を出
したり引っ込
めたりします
（5回ずつ）

　口を閉じて
口の中で舌を
上下左右に動
かします
（5回ずつ）

耳下腺
　両耳の横を、親指以外の4本の指で
後方から前方に向かって円を描くよう
にマッサージします(10回)

顎下腺
　耳の下からあごの下の柔らかいとこ
ろを5か所くらいに分けてやさしく親
指で押します(10回)

舌下腺
　両手の親指で、あごの下をゆっくり
押し上げます(5回)

簡単にできる体操やマッサージで口全体の機能を維持しましょう

１日に必要な野菜を食べていますか？

「野菜たっぷり」「塩分少なめ」を実践し、
地域に広める活動をしているのが、
緑区ヘルスメイトです。

食育月間イベント＆講演会

～緑区ヘルスメイトは2019年に創立50周年を迎えます～

　１日の食塩摂取量の目標は男性8ｇ、女性7ｇ未満。この
目標を達成できている横浜市民（成人）は、男女合わせて
3割弱(※）。まだまだ減塩の実践が必要です。

食塩を取り過ぎていませんか？

緑区野菜たっぷりメニュー野菜レシピは

●口全体を鍛え、口の中の健康を維持する「口腔体操」

●野菜の魅力 ● 「乳和食」で減塩（詳しくは下記「食育月間講演会」参照）
● 減塩調味料を上手に活用
● だしのうまみで減塩

◆日時：6月23日（土）9時30分～12時　◆会場：緑区役所
◆内容：食事診断、体・口の健康チェック、地場野菜の販売、小学校
　の食育展示、野菜についてのゲームなど　

● 耐熱容器にかつお節（4ｇ）、湯（200㎖）を注いで3分
  待つと即席だしの出来上がり
● 保存容器に水（200㎖）、昆布（5cm程度）を入れて冷蔵
  庫で一晩寝かせれば、昆布水の出来上がり

●減塩の実践

●イベント

◆日時：6月26日（火）14時～15時30分（13時30分受付開始）
◆会場：緑公会堂　◆対象：先着350人
◆講師：小山 浩子さん（管理栄養士、料理研究家）

●講演「健康長寿百歳を目指して
　　　 ～乳和食でおいしく食べて健康に～」

【簡単実践だしのとり方】

オーラルフレイルが
寝たきりにつながる！

●唾液の分泌を促す唾液腺マッサージ

歯の本数が
減少

かむ力が低下、
発音がはっきりしないため
会話がしづらくなる

食欲低下、低栄養、
地域等との社会的

つながりを持つ意欲の低下

体重の減少、
日常生活の質の低下、

筋力の低下

全身の機能の低下、
精神的な低下
（うつ等）

介護が
必要な状態
（寝たきり）

特集2

6月は食育月間、5月31日～6月6日は禁煙週間、
6月4日～10日は歯と口の健康週間です。
これを機に、歯と口、食、禁煙の視点から、

自分で健康についての知識を深め、
目標を立ててみませんか。

※国民（県民）・健康栄養調査（横浜市分）直近値（平成25－27年合算）

予約不要

が っ か

こ  やま ひろ  こ
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【問合せ】　 健康づくり係（　 930-2359 　 930-2355 ）



　7月8日（日）15時～20時　　長津田
北口駅前広場（ぺデストリアンデッ
キ下）　　むつみ幼稚園児の歌の発
表、生演奏による歌と踊り、模擬店など
　長津田商店街協同組合 田村・井出
（　 981-0315　　981-0487）

　7月6日（金）10時30分～12時 ※荒
天時中止　　トウモロコシ畑での収
穫体験と試食　　緑区内在住・在学・
在勤者　 20人　　JR鴨居駅（集合）～
トウモロコシ畑で収穫体験と試食～
JR鴨居駅（解散）※天候や生育状況等
によって内容の変更あり　　トウモ
ロコシ1本につき100円、1人10本まで
　6月25日必着で　　　・年齢を明記し
　　　 　企画調整係（　 930-2228
　930-2209　　md-kikaku@city.
yokohama.jp）へ

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】
　6月20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　

【食育講座「食べることが大好きな子
にするために」】
　6月28日（木）10時～11時　　離乳
食を始める前または初期の子どもと
保護者　　

【誕生会】
　6月28日（木）9時30分～10時
　6月生まれの未就学児と保護者

【ホール開放】
　6月27日（水）10時～11時30分
　未就学児と保護者　
【交流保育「リズムであそぼう」】
　7月4日（水）10時～11時　　1歳6か
月以上の未就学児と保護者　 10組

【七夕飾り製作】
　7月6日（金）①10時から②10時50
分から　　1歳6か月以上の未就学児
と保護者各　 8組
【3歳児クラスと交流「どろんこあそび」】
　6月28日（木）10時～11時　　未就
学児と保護者　　着替え、タオル、飲
み物、帽子

長坂谷公園・玄海田公園
七夕祭り飾り付け

十日市場の「いちば」開催

　十日市場駅南口の駅前広場で、今
年も地元の新鮮な野菜を販売する
「いちば」を開催します。
　6月23日・30日、7月7日・14日（土）10
時～12時　  十日市場駅前　　　企画
調整係　　930-2217  　930-2209 　

　短冊に願い事を書いて孟宗竹に飾
り付けませんか。7月7日まで公園内に
展示します。雨天中止。
　6月30日（土）10時～12時　　長坂
谷公園・玄海田公園 各レストハウス
　各　 100人　　長坂谷公園（ 　　934-
5045）・玄海田公園（　 　986-0986） 

よこはま動物園ズーラシアのイベント

長津田ふれあいサマーフェスタ

夏野菜と出会う トウモロコシの収穫体験

夏休み宿題教室
ズーラシア・アドベンチャー
　7月22日(日)・23日(月)13時～15時
　クイズやゲームを通じ「日本の山里
ゾーン」の動物について学ぶ　　小学
1～3年生各回　 20人　　200円　

夏休み宿題教室 子ども写真教室
　8月2日(木)9時30分～12時　　一眼
レフカメラの使い方、動物を撮るポ
イントのレクチャー、園内での動物
観察、写真撮影　　小学4～6年生　 
20人　　200円　

ズーラシア1日飼育体験
　7月25日（水）～28日（土）9時30分～
15時　　飼育作業体験を通じ飼育の
工夫を知り、動物や動物園について
学ぶ　　小学4～6年生各回　 32人
※28日は親子12組24人　　100円
※28日のみ600円

第134回緑区民音楽祭 ふれあいコンサート
音楽の贈りもの ロビーコンサート

第20回 リリーピッキンパーティー
　アメリカン・ルーツ・ミュージックのブ
ルーグラスの楽しさを届けるコンサート。
　 6月24日（日）12時45分（12時15分開場）
　 緑公会堂
　 ウインズ　ほか　　 　500人　
　 リリーピッキンパーティー
　 実行委員会 杉崎（　 932-9741）

市民吹奏楽団ウインド・アンサンブル中山
第23回 定期演奏会～真夏の“空”の吹奏楽～
　子どもから大人まで幅広い層が楽しめる
「空」をテーマにした吹奏楽の演奏会です。
　 7月1日（日）13時30分開演
　 （13時開場・15時終演予定）
　 緑公会堂
　 歌劇「ファウスト」よりバレエ音楽、スタジオ･ジブリ･コレクション ほか
　 市民吹奏楽団ウインド・アンサンブル中山（指揮：深井 祥二・操神 大輔）
　 　500人　　　　操神（　 090-4021-5730　　962-6993）

第15回 KidsDanceJam!
　中学生以下のコンテスト部門と年齢制限なしの発表
部門の参加者が、ステージで元気いっぱいに踊ります。
　 7月8日（日）14時40分～17時頃（13時30分開場）
　 緑公会堂　　　300人
　 1,500円（小中学生500円）　※席確保の場合は未就学児も500円
　 NPO法人KidsDanceJam!
　 （　 934-5465　　934-5462　　info@kdj.tkfor.co.jp）

【おもちゃコンサルタントと遊ぼう】
　6月25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】
　6月26日（火）10時45分～11時15分
　6月生まれの未就学児と保護者

▲子ども写真教室

　夏になると、蚊が多く発生します。蚊はデング熱をはじめとする感染症を媒介す
る昆虫です。市内に生息する蚊の採取調査では、これまで感染症のウイルスは検出
されていませんが、予防のために蚊に刺されない・増やさない対策をしましょう。

　「まちライブラリー」とはみんなで本を持ち寄って、みんなで育てる「街の小さ
な図書館」です。本棚には、本の持ち主だった人が感動した本、みんなに読んでも
らいたい本が置いてあります。郵便局で本を読んで一息ついていきませんか。
　 平日の9時～17時（郵便局の開局時間内）
　 横浜市緑区内の全ての郵便局（全10局）　
　 横浜白山郵便局 佐久間
　 （　 931-9955　　931-9945）
　 ※そのほかの緑区内郵便局でも可

● 肌の露出を避けましょう
● 虫よけ剤を使いましょう
● やぶの中や草むらなど蚊の多い場所を避けましょう

蚊に刺されない！ 蚊を増やさない！

い   でた  むら

●蚊に刺されないために

● 水たまりをなくしましょう
  蚊の幼虫（ボウフラ）は水たまりで発生し、1～2週間程度は
  水中に生息します。水をこまめに流すか、たまらないよう片付けると効果的です。
  ボウフラ用殺虫剤を使う場合、使用上の注意をよく読み、必ず用法用量を
  守って使用しましょう。
● やぶや草むらの手入れをしましょう
  蚊の成虫はやぶや草むらの中など、湿った風通しの悪い場所に潜んでいます。
  草刈りなどを行って、蚊の生息場所を作らないようにしましょう。

●蚊を増やさないために

緑区内の郵便局に「まちライブラリー」誕生

　グループ型・ステージ型でのビブリオバトルを体験してみませんか。紹介して
くれた本がチャンプになった人には豪華賞品をプレゼント。
　 7月25日（水）14時～17時　　神奈川県立霧が丘高等学校
　 緑図書館司書　　横浜市内在住・在学の中高生　 50人　　
　 紹介したい本、室内履き
　 6月19日（火）～7月20日（金）に、区読書活動推進　、右の二次元
　 コードまたは　　 緑図書館（　　　、学校名、学年、生年月日を連絡）
    緑図書館（　 985-6331　　985-6333）

中高生のビブリオバトル体験ワークショップ

　ソプラノ歌手とピアノ演奏による、日本歌曲、カン
ツォーネ、オペラアリアの名曲のコンサート。
　 6月13日（水）12時15分～12時50分
　 （11時45分開場）
　 緑区役所
　 「夏の思い出」
　 「帰れソレントへ」
　 「ある晴れた日に」ほか
　 北野 綾子（ソプラノ）、
　 篠宮 久徳（ピアノ）
　 椅子　 30人
　 （立ち見も可） 

きた の

しのみや ひさのり

あや こ

▲北野 綾子

▲ウインド・アンサンブル中山定期演奏会

▲リリーピッキンパーティー

キッズ ダンス ジャム

ふか い しょうじ あやがみ だいすけ

さ  く  ま

▲前回のコンテスト部門
　グランプリ受賞チーム

▲長津田駅北口郵便局
　「まちライブラリー」

すぎさき

【共通】     いずれも入園料別途　　7
月6日必着で　 よこはま動物園
ズーラシア（〒241-0001旭区上白
根町1175-1　　959-1000 ）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　　　　　　　　 

●　　　　　　　　2018（平成30）年 6 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

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

【問合せ】    環境衛生係　　930-2368　　930-2367



　7月21日（土）9時～17時　　 三ツ沢
公園　　小・中学、一般男女・壮年男女
の部  トラック競技・フィールド競技 
　緑区および近隣区在住・在勤者ま
たは走友会所属の選手　　小学生
400円、中学生500円、高校生600円、
一般・壮年1,000円、リレー800円　　6
月11日～6月23日消印有効で　 緑区
陸上競技連盟会長 有泉 昌雄（〒226-
0002 東本郷6-3-7-736　　090-8813-
8866　　472-2892）へ

　緑区の認可保育園が主催する、未就学児対象
の地域子育て応援イベントです。親子で楽しめ
るプログラムが盛りだくさんです。
　 6月16日（土）10時30分～12時30分 
　 鴨居保育園（鴨居1-3-19）※車での来場不可
　　 こども家庭係（　 930-2332  　930-2435）

　ヘルスメイトとして活動する仲間を募集します。セミナーを修了すると、食
生活等改善推進員として登録されます。
　 8月～3月の毎月第1水曜日 ほか 13時30分～16時
　 緑区役所
　 ヘルスメイトの活動、健康づくり、食生活・栄養
　 についての学習、調理実習、運動実習 ほか
　 緑区内在住で修了後ヘルスメイトとして
　 地域で活動できる人　 30人
　 1,200円程度（テキスト代）
　 7月10日までに　　　 （　　　・年齢を明記）

　横浜の農家に伝わるお盆料理を作っ
て、郷里の文化を見直してみませんか。 
　8月4日(土)10時～13時　　にいはる
里山交流センター　　新治恵みの里
発展会　　市内在住の個人・家族・グ
ループ　20人程度　※10歳以上から
参加可　 　1人800円　　6月15日から
新治恵みの里　　　北部農政事務所
（　 948-2480　　948-2488）

港北水再生センター＆
新羽車両基地の見学会

夫婦・親子で知っておきたい
「介護・相続の備え」

　7月8日（日）10時～14時  ※雨天中止 
　玄海田公園　　グラウンドゴルフ、輪
投げ、ナインゴールなどニュースポーツ
の体験会　　緑区さわやかスポーツ普及
委員会事務局（　 080-4654-5031　
　932-0836）　　

　6月30日（土）セミナー10時30分から・
個別相談12時15分から　　東本郷地域
ケアプラザ　　介護から相続まで役立
つ法制度と具体的な活用方法を学ぶ
　吉野 絵美さん（司法書士） 　　 30
人　　6月11日9時から　　 東本郷
地域ケアプラザ（　 471-0661　　471-
0678）へ

第37回M・M・T杯
　7月8日・22日（日）9時～17時　　長
坂谷公園　　男子ダブルス（リーグ
戦）　　ペアのどちらかが緑区・都筑区
在住・在勤または加盟団体員　初級：
　8組（午前のみ）、中級午前の部:　 8組、
中級午後の部:　 16組　　1組5,000円
　ラケット、テニスシューズ　　6月16
日～24日に申込書を記入し、申込先へ

市素案縦覧（閲覧）、公述申出受付
　6月15日（金）～6月29日（金）※土・
日を除く　　縦覧場所：建築局都市
計画課（8時45分～17時15分）、閲覧
場所：　 企画調整係（8時45分～17
時）　　6月29日必着で公述申出書を
　　 都市計画課（〒231‐0012 中区
相生町3-56-1 JNビル14階 　671-
2657　　664-7707）へ。または都市
計画課　 から電子申請  ※閲覧は

公聴会
　公述申出があった場合に開催。開
催の有無は7月3日以降に都市計画課
　に掲載。 　　7月20日（金）19時開始
　緑公会堂　　　10人　※傍聴は　
　都市計画手続に関する問合せ・公述
申出先：建築局都市計画課（　 671-
2657　　664-7707）、都市計画の内
容に関する問合せ：都市整備局市街地
整備推進課（　 671-3799  　664-7694）

　誰でも気軽に楽しめるスポーツイ
ベント。小さな子から大人まで笑顔
あふれるスポーツ体験！今年も豪華
景品が当たるスタンプラリーや親子で
楽しめるキッズスペースもあります。

　現場で活躍する医師が、脳卒中と
生活習慣病の関係性や予防方法につ
いて話します。 
　 6月29日（金）13時30分～14時30分
　 （13時から受付）
　 緑区役所 
　 遠藤 純男さん（横浜新緑総合病院
副院長）　　緑区内在住者　 60人　
　 6月11日から　　 高齢者支援担当
（　 930-2311　　930-2310）へ

　6月24日（日）10時～15時30分
　緑スポーツセンター
　ソフトバレー、フリースロー、T
ボール、バドミントン、インディアカ、ナ
インゴール、キンボール、ドッヂ
ビー、スカットボールなど
　 室内履き。動きやすい服装で
　　 生涯学習支援係
（　 930-2236　　930-2242）

第32回緑区民陸上競技大会

　6月17日（日）9時までに東急田園都
市線長津田駅改札前広場集合 ※雨天
中止　　田園都市線～皇居前広場～
警視庁～国会議事堂～北の丸公園～
皇居東御苑の本丸跡、二の丸庭園等
見学～大手門(解散) 　　小学生以下
要保護者同伴　　500円 ※往復交通費
等は各自負担　　昼食、飲物、雨具、ご
み袋、敷き物、保険証  ※履きなれた
ウオーキングシューズで 　　緑区ハ
イキング部　小林（　 090-2326-
8662  ※22時まで　 　981-2074）

区民ハイキング

さわやかスポーツタイム in 玄海田公園

硬式テニスの大会

　 7月27日（金）10時～15時　　港北
水再生センター、交通局新羽車両基
地　　港北水再生センター集合～港
北水再生センター施設見学～昼食（各
自持参）～交通局新羽車両基地施設見
学～新横浜駅・港北水再生センターで
解散（途中移動は貸切バス）　　　50人 
　 6月29日必着で代表者の　　　と
参加者全員の年齢、参加人数を明記し
　　 港北水再生センター（〒222-0037
港北区大倉山7-40-1 　542-3031 
　 545-6564　　ks-kohoku@city.
yokohama.jp）へ

▲みどりスポーツフェスティバル

▲みどりっこまつり

よし  の　  え　 み

都岡地区恵みの里
「とうもろこし収穫体験 in 都岡」

田奈恵みの里
「親子料理教室」参加募集

　7月14日（土）・15日（日）11時から
※雨天時7月16日（月・祝）に順延　　 旭
区下川井町の畑　　農家指導による
トウモロコシの収穫体験　　都岡地
区恵みの里運営協議会　　横浜市内
在住の家族（※個人参加可）各回　 50
家族　　3本500円（収穫した分を買
い取り）　　6月29日必着で代表者の
　　　と参加者全員の氏名・年齢、希
望日を明記し　　 都岡地区恵みの里
運営協議会事務局「とうもろこし収穫
体験in都岡」係（〒241-0031 旭区今宿
西町289　　090-7733-8532　　
955-5057）へ

　7月21日（土）9時～11時　　横浜
農協田奈支店（青葉区田奈町52-8） 
　ベテランの女性農業者に教わる地
場野菜を使ったおやつ作り　　田奈
恵みの里推進委員会　　緑区・青葉
区在住の小学生と保護者　 10組（1
組3名まで）　　1組1,500円　　エプ
ロン、三角巾、マスク、飲み物　　6月
20日必着で参加者全員の　　　・年
齢を明記し　　 横浜農協田奈支店組
織係（〒227-0064 青葉区田奈町52-8
　981-1811　　981-1839）へ

新治恵みの里 お盆料理教室

　7月18日（水）～20日（金）12時30
分～14時30分　　長津田地区セン
ター　　インターネットの便利なサイ
トの活用、ネットで買い物、地図やユー
チューブの見方など   　　20人　　
　3,000円　　7月3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

緑区IT講習会7月④ 生活に役立つ
インターネット活用講座（全3回）

第65回緑区民ジュニアテニス
トーナメント大会
　7月26日（木）・27日（金）・30日（月）・
31日（火）　　長坂谷公園、都田公園 
　緑区在住・在学または緑区硬式テニス
協会加盟団体　　シングルス 1人2,000
円、ダブルス1組2,500円　　6月11日
～17日に申込書を記入し参加費を添え
て申込先へ ※年齢・性別区分は要確認

就学前の子どもの保育所利用等を
考えている人への説明会・個別相談会

説明会
　10時30分～10時50分、14時～14
時20分（同内容）　　緑区内の一時保
育・幼稚園・認定こども園・保育施設の
案内、保育所等利用の申請方法など
　各回　 25組　　6月11日8時45分
から　　 で申込先へ
個別相談会・情報コーナー　
　10時～15時30分　　1組10分程
度の個別相談、幼稚園・保育施設等に
関するパンフレットの配架

ミックス

えんどう　すみ  お

ありいずみ

こ  ばやし

まさ  お
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【問合せ】    健康づくり係（　 930-2359　　930-2355）

【共通】    各大会指定の期日に　 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　※申込
書は　 で配布　　988-0633　※10
時～20時、水曜定休）へ　

中山駅南口地区における
都市計画決定・変更について

市素案説明会
　6月15日（金）19時開始　　緑公
会堂　　

　中山駅南口地区第一種市街地再開発
事業等の都市計画の決定および変更に
ついて、市素案説明会を開催します。

【共通】    6月22日（金）　　緑区役所
　緑区内で就学前の子どもの保育
所利用等を考えている人　　要問
合せ　　　こども家庭係（　 930-
2331　　930-2435）へ

食生活等改善推進員（ヘルスメイト）セミナー 全9回講座



　7月6日（金）10時～11時30分　  浴衣
着付けの基本　　成人女性　 15人 
　500円　　浴衣、着付け用品一式 
※レンタルは別途300円　　6月11
日から

浴衣着付け体験講座

　6月25日～7月9日の毎週月曜日10時
～11時30分　　初心者の成人　 6人 
　1,500円　　6月11日から　　
※大正琴の貸出有

大正琴体験講座（全3回）

　7月7日（土）13時～14時30分
　幼児以上　 30人　※未就学児は
要保護者同伴

　8月20日（月）～23日（木）10時～
17時　※全8講座。7・8講座は連続受講
必須　　ダンス、歌、セリフ、舞台衣装、
小作品等の舞台づくりワークショップ
　立山 ひろみ（舞台演出家、劇作家）、
大島 広子（舞台美術家）ほか　　中学・
高校生各回　 20人　　1講座100円
　6月20日から

七夕まつり 折り紙教室

おいでよ！劇場 遊ぼう！表現のひろばへ
～中高生のための舞台・演劇
　ワークショップコレクション～

　6月27日（水）14時開演（13時30分開
場）　　新山 開（バイオリン）、小田野 
直子（ピアノ）　　　300人　  500円  
※全席自由、当日現金で支払い

ワン・コインコンサートvol. 28
ボリューム

　6月25日（月）10時～12時30分　
　プロの指導による網戸の張替方法
　成人　 12人　  6月11日から

夏のアロマ UVケアもできる
虫よけローション

ユーブイ

　6月26日（火）10時～11時30分　  ガ
ラス瓶にプリザーブドフラワー等とオイ
ルを入れたインテリア雑貨作り　  成人
　 20人　　1,200円　　6月12日から
　　

ハーバリウム

　7月26日（木）・27日（金）、8月3日
（金）9時30分～11時30分 ※8月3日は
額縁作り　　小学生　 16人　　5,000
円　　7月10日必着で　 （1枚で1人まで）

子どものアトリエ 油絵教室（全3回）

　7月12日（木）13時～15時　　成人
　 24人　  900円　  6月13日から

森永乳業出張講座 ミルク和食教室

　6月29日（金）9時45分～12時30分 
　地元産ブルーベリーのタルト作り 
※持ち帰りあり　　成人　 12人
　1,700円　　エプロン、三角巾、布
巾、手拭き用タオル、筆記用具　　6月
11日から

ブルーベリータルトを作ろう

　7月1日（日）①10時15分から・11時
15分から・13時から②10時～13時　
　①移動式プラネタリウム②飾り作り
　①各回　 10人程度

七夕を楽しもう！

　7月9日（月）9時30分～11時30分 
　ういろう生地のあさがお作り　　成人
　15人　　1,200円　　エプロン、三角
巾、布巾、手拭き用タオル、筆記用具、
持ち帰り用容器　　6月12日から　　

季節を楽しむ和菓子・夏

　7月21日（土）10時～13時　　子ど
も向けおもちゃ　　部品実費の場合
あり　　6月12日から

おもちゃ病院

　7月21日（土）10時30分～14時　
　成人　 20人　　 2,000円 　　受
付時連絡　　6月11日から　

夏バテに効く！韓国料理 参鶏湯
サム ゲ タン

　6月28日（木）10時30分～13時30分 
　成人　 20人　　700円　　6月12
日から　　

ヨガ体験（全3回）

　7月3日・17日・24日（火）15時～16時
　成人　 12人　　1,000円　　6月
13日から　　

サマーチャレンジ
世界に1つ私が作るパン

　7月25日（水）①9時45分～12時30
分②13時15分～15時40分　　小学生
各回　 16人　　600円　　7月9日必着
で希望時間を明記し　 （1枚で1人まで）

夏のハウスメンテナンス
網戸の張り替え

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）

　 6月13日（水）13時30分～15時　
　十日市場地域ケアプラザ　　介護
に関する勉強会や交流会　　　 2

介護者のつどい

　6月14日・21日・28日、7月5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）

　6月22日（金）9時～11時、7月10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

　原則毎月第2金曜日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

　6月12日・19日・26日、7月3日（火）13
時～15時　　中途障害者地域活動セン
ター緑工房　　40～60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

　6月13日（水）10時～12時　　音楽
療法　　神経難病の人　　　2

神経難病交流会緑ふれあいの会

　①7月4日(水)②13日(金)③18日
(水)④25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
11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）

　7月3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

　7月29日（日）10時～12時30分（9
時45分受付開始）　　長津田地域ケ
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1日～7月15
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

　6月21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 

妊産婦歯科相談

　6月15日（金）9時～11時、6月26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

母乳育児相談

　6月27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　　 6月15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」

　7月20日（金）10時～11時30分
　むし歯予防の話、歯磨き練習　　
　 29年6月～9月生まれの子どもと
保護者　 25組　　母子健康手帳
　6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

　6月21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

　6月27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

　6月21日、7月5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：6月22日(金)・7月5日
(木)②1歳6か月児：6月28日(木)・7月
11日(水)③3歳児：6月21日(木)・7月6日
(金)　　　 3

乳幼児健康診査

　7月21日（土）10時30分～12時30分 
　成人女性　 20人　　600円　　受付
時連絡　　6月12日から

浴衣の涼やかな着付け講座
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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が緑区内で急増中。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

〒226-0027　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



おはなし会

　6月23日（土）14時30分～16時30分
　渡邉 晃（太田記念美術館 学芸員）
　高校生以上　 40人　　500円
　要問合せ

　7月7日・21日・28日（土）10時～12
時　　全3回出席できる、緑区内在
住・在勤・在学者　 30人　※小学生
以下要保護者同伴　　300円　　6月
11日から

やってみよう！手話1・2・3（全3回）

　毎週月曜日9時～9時40分　※休館
日、祝日を除く　　ラジオ体操、スト
レッチ　　　20人　　400円　　動き
やすい服装、タオル、飲み物　

当日受付教室 すっきりストレッチ

　8月25日（土）13時30分～17時
　区内で活動しているサークルで、
15分（入退場・セッティング時間含
む）で、縦横約6ｍ×13ｍの公会堂舞
台で発表できる10団体　※審査あり
　6月30日までに申込書を記入し
　　　　※申込書は緑公会堂で配布

　6月17日（日）13時30分～15時
30分  　何 静怡さん（二胡）ほか
　100円　

サロンふらっと「中国伝統楽器
“二胡”で綴る日本の歌」
に　 こ つづ

日本語ボランティア
養成講座 入門編

　7月25日（水）14時開演（13時30分
開場）　　大矢 菜季、フィリップ・ホルト
マン、ホルトマン西江 麻衣子　　　300
人　※未就学児は親子室のみ入場可
（限定6席、要予約）。車椅子席要予約
　1,500円　※全席指定　　

アフタヌーン・コンサート ＃6
ナンバー

手作り七夕飾り展示

　6月23日（土）10時～12時　　プラ
レールや無限積み木などのおもちゃで
パパと子どもで遊ぶ

　①6月13日（水）11時から②6月20
日（水）10時30分から・11時15分から
③6月23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　 12組②0・1歳児と保
護者各回　 12組③3歳以上の子ども
　20人　

パパおいDAY あそびタイム

　8～9月　　1日単位・3割引でのギャ
ラリーの貸出実施　　1日3,010円　
※入場料なしの場合　　6月11日10時
から申込書を記入し

ギャラリートライアル企画

横浜子育てサポートシステム
入会説明会・提供会員予定者研修会

入会説明会
　送迎・預かりなど近所での子育てを
応援する提供会員および利用会員募集
説明会　　6月19日（火）10時30分～11
時30分　　　緑区支部（　 982-3521）へ
提供会員予定者研修会（全3回）
　6月28日（木）9時30分～12時50
分、29日（金）9時30分～14時20分、
30日（土）9時30分～15時15分　　事前
に上記入会説明会（随時受付）に参加
のうえ　 緑区支部（　 982-3521）へ

展示「本が泣いています。図書館
マナーを考える」＆「知っていますか。
修理ボランティア」

あざみ野カレッジ「故キヲ温ネテ
現在ヲ知ル」芸術？ サブカルチャー？
浮世絵への視線をめぐって

フル

イ   マ シ

タズ

　6月25日（月）まで　※6月18日（月）
休館　　誰もが図書館の本を気持ち
よく使える方法を考えるとともに、
本の修理ボランティアの活躍を紹介
する展示　

　6月25日（月）～7月7日（土）　　願い
事を書いた短冊を飾る　

【女性のためのパソコン講座】
再就職・転職のためのパソコン講座

　7月19日（木）・20日（金）・24日（火）～
26日（木）10時～15時30分　　ワード・
エクセルの基本操作と演習　　19,500円
※免除あり。要問合せ　　女性　 12人
　先着順。1歳6か月～未就学児。4日前
までに子どもの部屋（　910-5724）へ
　6月18日から　 パソコン講座専用
電話（　 862-4496）または

アートフォーラムフェスティバル
2018 出展グループ募集！

　募集期間:6月11日（月）～30日（土）
　10月21日(日)に開催する『アート
フォーラムフェスティバル2018（アート
フォーラムマーケット等）』に出展する
グループの募集　　横浜市内在住・
在勤・在学者を主としたグループ　 50
組　　 1,000円～2,000円　　6月11
日から、チラシまたは　 上の申込用紙
を記入し　

アートフォーラムあざみ野 
Welcom！ロビーコンサート

ウェルカム

第2回緑公会堂フェスティバル
出演者募集

　①6月24日②7月8日（日）12時～12時
40分　　①エイトドッグズ（男声合唱
団）②鈴木 研吾（サックス）、北川 恭子
（ピアノ）ほか

　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。（3月
31日受付分まで、敬称略）
後藤 勇、木村 信保、匿名1件

善意の寄附
　6月24日（日）13時30分～15時30
分　　①草笛②もしものときの年金
③スマートフォンのセキュリティ④簡
単ベスト作り（6・7月の2か月講座）⑤指
で描くパステルアート　　①小学生
以上　 20人程度②中高年　 20人③成
人　 10人程度④かぎ針が使える人
　 7人⑤　 10人　　④3,500円⑤500
円　　②筆記用具③あればスマート
フォン④4～6号針⑤手拭き　　

ちょっと先生の日曜リレー講座

　①7月13日②20日③27日④8月3
日⑤10日(金)10時～12時　　①地域
の日本語教室を知る②外国語として
の日本語、日本語文法（名詞・形容詞）
③日本語文法（動詞1）④日本語文法
（動詞2）⑤実践練習　　武 一美（早稲
田大学非常勤講師）ほか　　全回出席
でき、開講中に日本語教室を見学し、
受講後緑区の日本語教室で日本語
ボランティアとして活動できる　 
20人　　2，000円　　6月29日必着
で　　 みどりーむ「日本語ボラン
ティア養成講座」担当へ　
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にし   え　　ま　 い　 こ
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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

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。

　 910-5700     910-5755

〒225-0012　青葉区あざみ野南1-17-3
　

　 910-5656     910-5674
http://artazamino.jp/

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

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

　 6月14日、7月5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）

〒226-0013  寺山町118
    930-2400　　930-2393
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四季の森公園

おひさまの台所
所在地：霧が丘3丁目25-2-204
          ☎923-0277
営業時間：11時～18時
　　　　　土曜日、日曜日、祝日定休
　　　　　（一部の土曜日は11時～15時営業） レシピ作成：川本 陽子さん

かわもと  よう こ

●タラ：2～3枚 ●きゅうり：1／2本 ●トマト：
大1個 ●玉ねぎ：大1／2個 ●大葉：5～6枚 
●オリーブオイル：大さじ2 ●塩：小さじ1

タラに卵、薄力粉、パン粉で衣をつ
けておく
きゅうり、玉ねぎ、トマトを5㎜くらい
のみじん切りにする
2の玉ねぎを水にさらして塩（分量外）
でもんで、水をしっかり切る。2のきゅ
うりを塩（分量外）でもんで、水を切る
大葉をみじん切りにして、水にさらす
ボールに2のトマト、3のきゅうり、
玉ねぎ、4の大葉を入れ、オリーブオイル、
塩で味付けする
1のタラを揚げて、5を盛り付けて
出来上がり

１.

2.

3.

4.
5.

6.

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

　「ゴールデンターキン」と聞いて、
その姿が思い浮かびますか？ ゴール
デンターキンは中国の山岳地帯に生
息するウシ科の動物です。オスはお
となになると体色が金白色になるこ
とから「ゴールデン」の名がつきまし
た。「ジャイアントパンダ」と聞いて、
姿が思い浮かばない人は少ないと思
いますが、実はこのゴールデンター
キン、中国ではパンダと同じ国家第

一級の保護動物に指定されています。日本でいう特別天然記念物のような
もので、中国ではジャイアントパンダと同じくらい大切にされています。

　ゴールデンターキンは、日本では現在、3園館でのみ飼育されています。
ズーラシアでは4頭を飼育していて、4月から「メイ」(メス・2歳)の一般公開
も始まりました。メイは今年1月に東京都の動物園からやって来ました。人
懐っこい性格ですが、おてんばなと
ころもある子どものゴールデン
ターキンです。運動場へ出る練習を
重ねて、ついにデビューしました。ぜ
ひ会いに来てくださいね。
　一昨年12月に和歌山県から来た
「ロウ」(オス・3歳)とともに、成長を
楽しみにしていてください。

　6月2日に4期目のみどり「ひと・まち」スクールがスタート！
　今年度も7つの講座を通して地域課題に
目を向け、地域の中で自分が「できること」
を考えていきます。
　その考えをまとめた具体的な活動プラン
をスクールでは「夢プラン」と呼んでいます。
　「私がやりたいこと」「私ができること」
「地域の課題」の重なりの部分を見つけることがスクールの大きな目標です。
　スクールの修了生が描いた「夢プラン」のいくつかを紹介します。
　1期生の大久保さんは、栄養士の資格を生かして、一人暮らしの人たちが集
い、料理を楽しむ場を提案。「笑顔でお昼ごはん・作って食べよう」で活動中。
　2期生の松本さんは「外国の人に日本語を教えたい」と夢プランにまとめま
した。その思いは霧が丘でインドの子どもたちに日本語を教える活動につな
がりました。

　3期生の有賀さんは、得意なそろばん
を生かして子どもたちの居場所作りを考
えました。「みどりパチパチ会」として十
日市場地域ケアプラザで小さな一歩を
踏み出しています。
　この他にも数多くの「夢プラン」が生ま
れています。
　これらの「夢プラン」を作る際に欠かせ
ない存在が「ナビゲーター」の皆さんです。

旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 
休園日 6月12日・19日・26日、7月3日・10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。

　　中山商店街やボランティアの皆さんがアジサイの
手入れをしている四季の森公園プロムナード。たくさん
の品種が咲いているので、色や形など
を見比べて楽しめます。

材料（2人分）

ロウ 

▲

▲メイ

ゴールデンターキン

　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！

3時限目は、ナビゲーターの活躍に迫ります。

「夢プラン」は緑区の宝！

み

四季の森公園プロムナード 「アジサイ」

場 所 四季の森公園プロムナード
（地図参照。専用駐車場はありません）

2時限目

地 図

　野菜もたっぷりとれる
メニューです。チキンカツ、
魚、肉のソテーなどにも合
う万能ソースです。

料理のポイント

▲夢プラン作成のワークショップ

白色やピンク色も
楽しめます。

花びらが八重に重なっていて、
ブーケのようなアジサイです。

ぷっくりと花びらが膨らんだ
「ウズアジサイ」。別名「オタフク
アジサイ」とも呼ばれます。

こちらはガクアジサイ。
花びらが八重になって
いるものや、丸いもの
があります。

（写真右）
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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

熱中症に注意！ 湿度や気温が高い時は、日傘をさし、帽子をかぶり、水分と休憩をこまめに取りましょう！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5月1日現在 区の人口181,390 区の世帯数人 世帯76,659
　これからの時期は、食中
毒が多くなる季節だよ。
　手をよく洗う、保存温度を
守る、しっかり加熱するなど
で、食中毒を予防しよう。

今月
のひと言

月～土曜日（祝日を含む）8時30分～17時

〒226-0013
緑区寺山町118

緑区役所広報相談係 緑区Webまたは2次元コード
から回答を送ってください930-2220 930-2225

（総合案内）930-2323

回答者の中から毎月抽選で3人に
ミドリングッズをプレゼント！

ミドリン
からの

ひ  がさ




