
～地域でつながり 見守る子育て～

１時間単位でできる「ちょこっとお手伝い」

　利用会員からの「ありがとう」が嬉しくて
これからも続けていきたいと思います。

　横浜子育てサポートシステムは区民同士の助け合いで成り立っているんだよ。
　昨年は、毎月約500件の子育てサポート利用が、緑区であったんだ。
　子どもを預けたい人も、預かってくれる人も登録待ってるよ！

5月18日（金）10時30分～11時30分　　地域子育て支援拠点いっぽ
5月19日（土）10時15分～11時15分　　白山地区センター
5月24日（木）13時30分～14時30分　　地域子育て支援拠点いっぽ
5月30日（水）10時15分～11時15分　　長津田地域ケアプラザ
6月  8日（金）10時15分～11時15分　　ハーモニーみどり

横浜子育てサポートシステム緑区支部
　十日市場町817-8
　（地域子育て支援拠点「いっぽ」内）
　982-3521（火～土 9時～17時）

　いつも遊んでいる「いっぽ」で預かってもらえるので、安心です！

「子育てサポートシステムを利用したいけど、いきなりは心配…」
「私の家で、ほかの家の子を預かれるのかしら…」

　提供会員と利用会員が地域子育て支援拠点「いっぽ」に
来て、提供会員が子どもさんを預かります。預かっている間、
利用会員は用事を済ませたりリフレッシュしたりできます。
　「提供会員に興味があるが、自宅で預かるのは不安」という
人にもお勧めです。

　市内在住で健康で子育て支援に理解と熱
意のある20歳以上の人

　活動終了後、利用
会員から提供会員に
直接支払います
（1時間800円～900円）

　ママ友が提供会員をし
ていたのを知り、自分もお
手伝いできるかなと思っ
て2011年に提供会員に
なりました。小さな子ども
と遊ぶのは楽しく、利用会
員さんからも子育ての相
談をされたりして自分の
子育て経験が役に立った
のも嬉しかったです。

　子どもたちの預け先としてアットホームな雰囲気で
みてもらえる所を希望していたので、子育てサポート
システムはピッタリだと思い利用しました。引っ越して
間もない頃に近所の提供会員さんと出会えたことで、

地域のつながりもで
きて嬉しかったです。
　私が困っていた時
に助けてもらったの
で、私も他の誰かの
助けになれればと思
い、今は両方会員と
して登録しています。

保育園や幼稚園、学童や習い事の送迎
利用会員の家や自宅、「いっぽ」などで
子どもを預かる　など

近所に頼れる知り合いを増やせます！

　市内在住で生後57日以上、小学校6年生
までの子を育てている人

通院や学校行事、リフレッシュなど
自分の時間を持ちたい（習い事、同窓会）など

提供会員
（中野さん）

両方会員
（井出さん）

提供会員を
特に募集しています

そんなあなたに 「お試し預かり」がお勧めです！

横浜子育てサポートシステムの利用には、会員登録が必要です
まずは“入会説明会”に参加を！

会員登録条件
会員登録条件

報酬

入会説明会 問合せ

事務局が調整し、紹介します

なか　の

まつ お

い　 で

▲コーディネーターの皆さん

～　　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

「春風に乗って」 撮影者：長島 大輝さん
なが しま ひろ  き
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【問合せ】こども家庭係（　 930-2332　　930-2435）

　横浜子育てサポートシステムは、身近な地域で「子どもを預けたい人」
と「子どもを預かる人」をつなげ、応援するシステムです。
　現在、緑区内には、預かる人（提供会員）、預けたい人（利用会員）、利用
と提供の両方をする人（両方会員）が登録しています。

特集1

子どもを預かる人
（提供会員）

子どもを預けたい人
（利用会員）



特集2

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

　「地域包括ケアシステム」は、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいが
一体的に提供される、日常生活圏ごとの包括的な支援・サービス提供体制です。

　母さんの介護や認知症、これから心配だ・・・。
この不安をどうしたらいいだろうか。

　これからも畑仕事は続け
たいわ。そのためにも頭も体
も元気でいなくちゃ！

　緑区の人口は2018年現在で18万人超、2020年には最も多くなると予測されてい
ますが、区内では、2018年時点で人口が減少している地域もあります。 
　少子高齢化も進み、2025年には高齢化率は25％を上回り、人口の約4人に1人が
65歳以上と推計されています。
　高齢者が住み慣れた地域で、健康でその人らしく暮らし続けるためには「さまざま
な場での、住民の皆さんの参加」と「より多くの人が介護予防・健康づくりの取組を継
続できること」が重要です！

　要介護状態等にならないための取組です。心身機能の
改善だけを目指すのではなく、一人ひとりの生きがいや
自己実現のための取組を支援していきます。

サチさん（87歳）
　ヨシオの母。息子一家と同居している。畑仕
事をすることが楽しみだが、最近は足腰が弱くな
り、もの忘れがあることも・・・。

ヨシオさん（65歳）
　会社を定年退職し、隣町で事務

アルバイトとして勤務。

　65歳以上の約4人に1人が認知症、またはその
予備軍と言われています。認知症は誰でも発症
する可能性があるため、正しい理解が大切です。

　30年3月、緑区の地
域包括ケアシステム
構築のための指針を
作成しました！

区内の体操教室などの情報を紹介する 
「緑区元気づくりステーションマップ」 

「後谷元気会」の 
ボールを使ったゲーム 

健康体操で
無理なく
体力づくり 

　「認知症サポーター養成講座」で、認知
症の症状や接し方を学びませんか？
　もし、お母さんの認知症が進んだ時に
は、ぜひ「介護者のつどい」に来てください。
同じような立場の人と悩みを共有したり、解
決のための情報交換をしたりできますよ！

　地域の活動は「楽しさ」と「健康」の一石二鳥！
地域活動初めての人も大歓迎です。ぜひ最初の
一歩を踏み出してみてください。

▲後谷元気会の皆さん

▲認知症サポーターの皆さん

認知症対策

介護予防・健康づくり
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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）に相談を振り込め詐欺に注意



高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを 人生の最期まで続けるために ～地域包括ケアシステム～

　ボランティアに参加することで地域のつながり
が広がるんですよ。皆さんの「得意なこと」「好き
なこと」を生かして欲しいですね。

　義母が、今後寝たきりになってしまったら・・・。
往診医や福祉サービスについて相談をしたいわ。

★ふじ寿か園 （定休なし）
　西八朔町773-2　　　931-1187　　931-3990
★十日市場地域ケアプラザ （毎月第3月曜日休館）
　十日市場町825-1　　985-6321　　985-6325
★霧が丘地域ケアプラザ （毎月第4月曜日休館）
　霧が丘3-23  　　　　920-0666　　922-6611
★鴨居地域ケアプラザ （毎月第4月曜日休館）
　鴨居5-29-8  　　　　930-1122　　931-2203

★東本郷地域ケアプラザ （毎月第4日曜日休館）
　東本郷5-5-6  　　471-0661　　471-0678
★長津田地域ケアプラザ （毎月第4月曜日休館）
　長津田2-11-2　　981-7755　　981-7575
★中山地域ケアプラザ （毎月最終月曜日休館）
　中山町413-4（ハーモニーみどり内）　　935-5694　　935-5695
　　　開館時間はいずれも
　　　　月～土曜日 9時～21時、日曜日・祝日 9時～17時

　私は配食サービスのボランティアを
しているけれど、ほかにもできる事が
あるのかしら？ 

　かかりつけ医やケアマネジャー
など、専門職みんなで連携してサチ
さんの在宅生活を支えます！

　ボランティア、NPO、協同組合などによる生活支
援サービスが行われています。このサービスを利用
するだけでなく、サービスの担い手として「社会的
役割」を持つことは、生きがいや介護予防につなが
ります。ぜひ「生活支援コーディネーター」に相談を。
　緑区では、各地域ケアプラザと区社会福祉協議会
で、計8人のコーディネーターが活躍中です。

　疾病を持ちながら、自らが望む場で安心して暮らし
続けることができるように、在宅医療と介護が切れ目
なく連携して、効率的に提供します。

　ケアマネジャーの資格を持つ
看護師が対応します。

● かかりつけ医を紹介してほしい
● 往診してくれる医師を紹介してほしい
● 退院後、ご自宅での生活が不安なとき　など
【運営日時】平日9時～17時（年末年始を除く）
　　　　　　937-2303

　高齢者が住み慣れた地域で生活を
続けられるように支援する、相談機関
です。各地域ケアプラザ等に設置して
います。

● 介護保険の使い方や地域の情報
● 介護予防方法について
● 認知症、成年後見制度、高齢者虐待　など

ミチコさん（62歳）
　ヨシオの妻。こどもの独立後、得意な料理の腕を生
かして配食サービスのボランティアを始める。

送迎ボランティアの様子 

興味のある活動や講座があったら、地域ケアプラザ・地域包括支援センターへ！

▲緑区在宅医療相談室の皆さん

▲緑区社会福祉協議会の
生活支援コーディネーター

生活支援

在宅医療・介護連携

緑区在宅医療相談室 地域包括支援センター

問合せ・相談はこちら

こんな時に相談してください

こんな時に相談してください
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【問合せ】　 高齢者支援担当（　 930-2311　　930-2310）



▲昨年度の講座

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】
　5月16日(水)10時～11時45分　　
　1歳半くらいまでの子どもと保護者
【園庭で一緒にお弁当を食べよう！】
　5月24日(木)12時～13時　
　未就学児と保護者

【誕生会】
　5月24日（木）9時30分～10時
　5月生まれの未就学児と保護者

【おはなしフェスタ】
　5月9日・30日(水)11時40分～11時
55分　　未就学児と保護者
【ホール開放】
　5月16日、6月6日(水)10時～11時
30分　　未就学児と保護者

ズーラシアどうぶつ教室
「モウコノロバ糞ペーパー
  を作ろう！」

ふん

　5月13日・20日・27日(日)13時から
　モウコノロバ舎　　モウコノロバ
のふんを使った再生紙作り　
　よこはま動物園
ズーラシア
（　959-1000）

北西線事業PR・
北西線フォトコンテスト入賞作品展

　5月14日（月）9時～18日（金）16時
　緑区役所　　完成予想模型・パネ
ル・写真の展示、事業概要動画による
説明、広報紙配布、北西線フォトコン
テスト入賞作品の展示　　横浜環状
北西線建設課（　 671-3630　  651-
3269）

東京工業大学 第40回すずかけ祭

みどり地場野菜の直売会

　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。
　5月11日、6月8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　　JA
横浜野菜部新治支部　　　企画調整
係（　 930-2228　　930-2209）

　5月12日(土)・13日(日)10時～16時
　東京工業大学すずかけ台キャンパ
ス(東急田園都市線すずかけ台駅徒歩
5分)　　研究室・博物館・図書館公
開、模擬店、コンサート、スタンプラ
リーなど　※11日(金)～13日(日)は
オープンキャンパス同時開催
　東京工業大学すずかけ台地区事務
部総務課（　924-5904）

歯と口の健康週間行事

　6月7日(木)10時～12時　　ダイ
エー鴨居店　　口腔ケアグッズの配
布、無料歯科相談 　　　100人　　健
康づくり係（　 930-2357　　930-
2355）

親子でじゃがいも掘り体験

　「じゃがバター」を畑で味わえます。
　6月3日(日)10時～12時　※荒天時
6月10日（日）に順延　　横浜市営・神
奈中バス「竹山団地折返場」バス停集
合～徒歩移動（15分程度）～収穫体験
～現地解散　※天候や生育状況等に
よって内容の変更あり　　緑区内在
住・在学の小学生と保護者　10組20名
　1人300円※ジャガイモ代　　5月
22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

衣類（子ども服）のリユース

　まだ着られる子ども服を必要な人に譲
りませんか。回収と譲渡を1日で行います。
　6月2日(土)①回収：9時～12時②譲
渡：11時～14時　※荒天中止　　
　緑区役所　※当日は区役所駐車場
の利用不可　　12歳までの子ども服
で、清潔で保存状態の良いもののみ。
※不可なもの：大人用の衣類、下着、靴、
かばん、おもちゃ等　　　地域活動
係（　 930-2241　　930-2242）

サツマイモ作り教室(全3回)
　農家さんに教わりながら、サツマ
イモ作りと収穫を楽しみませんか。
　 ①6月9日(土)10時～12時　※参加
必須②7月7日（土）10時～12時③10月
20日(土)10時～12時　※作物・天候
状況による日時変更あり
　 ①苗植え付け②土寄せと草取り
③収穫　　1組2,500円　※収穫した
サツマイモ8株の持ち帰りあり

ジャガイモ収穫体験
　にいはる長屋門朝市で人気の新治
町の農家「みちこさんち」の畑で野菜
の話を聞きながら新ジャガを収穫し
ませんか。
　6月23日(土)10時30分～12時
※荒天時6月24日(日)に順延　　1組
1,000円　※収穫したジャガイモ3kg
の持ち帰りあり　

　 6月4日（月）まで　　動物の食性
や消化のしくみが学べる企画展　
　 よこはま動物園ズーラシア　
ホッキョクグマ水中ビュー
　 よこはま動物園ズーラシア
（　 959-1000）

【おもちゃコンサルタントと遊ぼう】
　5月28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】
　5月29日（火）10時45分～11時15分
　5月生まれの未就学児と保護者

▲にぎわう直売会

モウコノロバ 

▲

　毎年7～10月にかけて「ハチが巣を作ったけれど、どうしよう」という
相談が寄せられます。
　４～６月ごろは巣も小さく、働きバチの数も少ないため、この時期に
巣を作られやすい場所を点検しましょう。ハチの巣の駆除方法などに
ついての相談は 　 環境衛生係まで（区役所ではハチの巣の駆除は行って
いません）。

　軒下、換気扇、植え込み
の樹木、天井裏、戸袋など。
　巣に近づいたり、騒いだ
りしないよう注意しなが
ら点検しましょう。

①6月1日(金)②8日(金)③14日(木)④21日(木)10時～12時
①「緑区を知ろう！～緑区の歴史と魅力～」
　飯田 正明さん（緑区ガイドボランティアの会 会長）
②「人生100年時代 お金との上手な付き合い方」 
　山本 恵子さん（ファイナンシャルプランナー）
③「あなたは体力維持できていますか？～体力測定とスポーツ体験～」
　山田 武史さん（緑スポーツセンター所長）
④夢プラン交流会
①②④緑区役所③緑スポーツセンター
緑区内在住の60～70歳くらいの人
　 30名　　
筆記用具、③のみ運動しやすい服装と飲み物
5月11日から  　下記問合せ先へ

　区役所イベントスペースに、フロアマット敷きのフリースペース「絵
本ひろば」が登場します。親子で自由に絵本を楽しむことができます。
　また、地域子育て支援拠点いっぽで活躍する子育て支援者と遊んだ
り、読み聞かせグループ「えほんのブーケ・白山」の読み聞かせを聞いた
りできます。ぜひ区役所に遊びに来て、絵本に親しんでみませんか。
①5月22日(火)11時～25日(金)16時
②5月25日(金)13時30分～15時③14時～14時20分
①おすすめの絵本の展示 ②絵本ひろば ③乳幼児向けおはなし会
※②は「みどりおはなしフェスタ」のスタンプラリー参加事業（主催：
　地域子育て支援拠点いっぽ。11面にも掲載）
③のみ子ども連れ

巣を作られやすい場所

いい だ　 まさあき

やま だ　 たけふみ

やまもと けい こ

定年後も充実した毎日を
送るために

ハチの巣は早期発見・早期駆除をハチの巣は早期発見・早期駆除を

攻撃性が高いため、専門業者に駆除を依頼することをお勧めし
ます（ただし、女王バチ1匹で巣作りをしている期間に巣を発

見できれば、最盛期より攻撃性が低く、比較的簡単に駆除することもできます）。

スズメバチとアシナガバチの巣の見分け方
民家にできやすい

スズメバチ

スズメバチと比べ攻撃性が低く、
自分で駆除することもできます。アシナガバチ

●初期の巣
  ●こぶし程度の大きさ 
  ●穴が一つあり、
   そこからハチが
   出入りしている

●7月以降の巣
  ●ボールのような形
  ●出入りの穴は一つ

●巣の形
   ●お椀をひっくり返したような形
   ●下から見て穴がたくさんある

●各施設の催しの申込み・問合せは各施設へ。 施設の催しは特に記載のない場合は
会場は各施設　●　　 　： 行事名・〒・住所・氏名(ふりがな)・電話番号・往復はがきは返信面　●今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは、無料　　　　　　　　 
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アイコン説明・注意事項は
上部に記載しています。

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）

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】    生涯学習支援係（　 930-2236　　930-2242）

【問合せ】    高齢者支援担当（　 930-2311　　930-2310） 【問合せ】    環境衛生係（　 930-2368　　930-2367）

ハチの巣

  天井裏・壁の中（スズメバチのみ）

木の
うろの中

（スズメバチのみ）

床下・
戸袋の中

（スズメバチ
のみ）

垣根・植え込みの中



第89回緑区民
バレーボール大会の観戦

からだリメイクせみなー
～生活習慣改善講座～(全2回)

　自分の体と生活を見つめ直しません
か。未就学児も一緒に参加できます。
2日間1コース。
　①5月29日(火)9時30分受付・10時
30分受付②6月7日(木)10時～12時
(9時30分受付)　　①緑区役所②緑
スポーツセンター　　①健康チェック、
食生活チェック、口の健康について
②運動の実践　　緑区内在住・在勤の
39歳以下または未就学児の保護者　 
30組　　　①測定時保育あり　　5月
11日から 　　健康づくり係（　930-
2357　　930-2355）

緑区IT講習会6月　
①スマホ・タブレット（iPhone・iPad）
入門講座(全3回)

　6月27日(水)～29日(金)12時30分
～14時30分　　白山地区センター　
　iPhone・iPadの基本操作、情報検
索、写真撮影の方法、アプリのインス
トール・楽しみ方など　　　 20人
　3,000円　　iPhoneスマートフォン
またはiPadタブレット　　6月5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

ミックス

　6月7日(木)10時～12時　　ダイ
エー鴨居店　　口腔ケアグッズの配
布、無料歯科相談 　　　100人　　健
康づくり係（　 930-2357　　930-
2355）

【共通】 　にいはる里山交流セン
ター　 横浜市内在住の家族・グ
ループ(4人程度まで。1人参加可)　
15組程度　　5月15日から新治恵
みの里　　　北部農政事務所
　 948-2480　　948-2488

大うんち展

新治恵みの里のイベント

　「じゃがバター」を畑で味わえます。
　6月3日(日)10時～12時　※荒天時
6月10日（日）に順延　　横浜市営・神
奈中バス「竹山団地折返場」バス停集
合～徒歩移動（15分程度）～収穫体験
～現地解散　※天候や生育状況等に
よって内容の変更あり　　緑区内在
住・在学の小学生と保護者　10組20名
　1人300円※ジャガイモ代　　5月
22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

　まだ着られる子ども服を必要な人に譲
りませんか。回収と譲渡を1日で行います。
　6月2日(土)①回収：9時～12時②譲
渡：11時～14時　※荒天中止　　
　緑区役所　※当日は区役所駐車場
の利用不可　　12歳までの子ども服
で、清潔で保存状態の良いもののみ。
※不可なもの：大人用の衣類、下着、靴、
かばん、おもちゃ等　　　地域活動
係（　 930-2241　　930-2242）

緑区民ソフトテニス大会

第37回
チャリティーみんれん全国大会
6月3日(日)10時30分開演　
緑公会堂
民謡・歌謡のコンクール。津軽三味線、舞踊
の演奏会　　　500人
全日本民謡民舞歌謡連盟
吉浜(　 935-1300)

緑区役所 お昼のロビーコンサート

土橋 はるか(左)、内田 小百合（右）▶

　フルートとファゴットの魅惑的な
ハーモニーを楽しみませんか。

5月12日(土)10時開演　　緑公会堂　　日本の民謡、舞踊、歌などの演奏
　500人　　みどり芸能同好会 成田（　 932-8740）

5月20日（日）11時開演（10時30分開場）
緑公会堂　
筝、三絃、尺八による古典曲や現代曲の
演奏会　　　 300人
緑区三曲協会 村田（　 931-0360）

6月10日(日) 14時開演　　みどりアートパーク　　　300人　　1,980円
　　 打鼓音（　 922-1677　　info@dako-on.com）

5月30日(水)
12時15分開演（11時45分開場）
6つのソナタより第1番
（カンビーニ） ほか
Torte/土橋 はるか（フルート）、
内田 小百合（ファゴット）
椅子　30席（立ち見も可）　
みどりアートパーク
（　 986-2441 　 986-2445）

みどり芸能同好会発表会

区民登山（10km）

　5月27日(日)7時までにJR横浜線
長津田駅ホーム(八王子寄り)　※雨
天中止　　青梅線古里駅～大塚山
（921ｍ）～御岳渓谷～御岳ケーブル
～御岳駅　　小学生以下要保護者同伴
　500円(往復交通費等は各自負担)
　リュック、軽登山靴着用。昼食、雨具、
飲み物、ごみ袋、敷き物、防寒着、あれ
ばストック　　緑区体育協会ハイキ
ング部 小林（　090-2326-8662
※22時まで　　981-2074）

こばやし

　5月27日（日）9時～13時　※雨天
中止　　長坂谷公園　　一般男女、
35歳以上男女、45歳以上男女　※年
齢は大会当日基準、ペア・1人どちら
での申込みも可　　緑区内在住・在勤・
在学・在クラブ者　　1ペア2,000円、
1人1,000円　　5月18日15時必着で
申込書を明記し　緑区ソフトテニス
協会 岡崎 彰彦（　　 931-5208）へ

ショートテニス教室(全4回)

　6月の毎週水曜日13時～15時　 
　緑スポーツセンター　　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　24人　　2,000円　
　室内履き　　5月11日から　 緑区
硬式テニス協会事務局（十日市場町
854-4 オープンスクエア　  988-0633）
　 清家 祥子（　　 932-0730）

緑区ソフトテニス教室

　6・7月の①第2・4日曜日②第4金曜
日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
　成人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)

緑区民スキー部 会員募集

打鼓音 和太鼓コンサート
だ　　  こ     おん

サツマイモ作り教室(全3回)
　農家さんに教わりながら、サツマ
イモ作りと収穫を楽しみませんか。
　 ①6月9日(土)10時～12時　※参加
必須②7月7日（土）10時～12時③10月
20日(土)10時～12時　※作物・天候
状況による日時変更あり
　 ①苗植え付け②土寄せと草取り
③収穫　　1組2,500円　※収穫した
サツマイモ8株の持ち帰りあり

ジャガイモ収穫体験
　にいはる長屋門朝市で人気の新治
町の農家「みちこさんち」の畑で野菜
の話を聞きながら新ジャガを収穫し
ませんか。
　6月23日(土)10時30分～12時
※荒天時6月24日(日)に順延　　1組
1,000円　※収穫したジャガイモ3kg
の持ち帰りあり　

　 6月4日（月）まで　　動物の食性
や消化のしくみが学べる企画展　
　 よこはま動物園ズーラシア　
ホッキョクグマ水中ビュー
　 よこはま動物園ズーラシア
（　 959-1000）

▲定期演奏会

▲大うんち展

　6月10日（日）9時30分から　　
　緑スポーツセンター　　ミックス、
9人制一般女子　※詳細は緑区体育
協会　参照　　緑区バレーボール協会
久保田 敏子（　　981-3702）
く   ぼ   た とし  こ

　2月に宿泊スキー、春・秋にハイキ
ングを実施。費用の会員割引あり。
　緑区在住・在勤・在学者　　入部金:
1,000円　年会費:個人1,000円・家族
2,000円　　5月31日までに、郵便振
替で、口座番号:00250-0-63583　
加入者名「緑区体育協会スキー部」へ
　緑区スキー部 黒沢(　070-5541-1586
　kurosawa.1943@outlook.jp)

くろさわ

なり た

第49回
緑区三曲協会定期演奏会

むら た

そう さんげん

よしはま
つちはしトルテ

うち だ さ  ゆ  り

せい  け  しょうこ

アイフォン アイパッド

おかざき　あきひこ
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これまで９ページに掲載していた区民の皆さんの投稿コーナー「区民のまど」は、30年3月をもって

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



　5月11日・18日・25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

　7月7日（土）19時開演（30分前開
場）　　ラテンジャズライブ　　マン
ボ・インほか　　　300人　※未就学
児入場不可、全席指定。車椅子席は要
予約　　大人2,800 円、高校生以下
1,000円、70歳以上・障害者2,000 
円、ペアチケット5,000円　　　5月
11日から　　　　※中学・高校生を
無料で50人招待。詳細は要問合せ

夏糸のかぎ針編み
「ペットボトルカバー」（全2回）

　5月23日（水）9時45分～12時30分
　成人　12人　　1,000円　　5月11
日から

季節のパン作り「メロンパン」

　6月16日（土）10時～13時　　小学
生以下の子どものおもちゃの修理　
　小学生以下 　24品　　特殊な部
品は実費あり　　5月11日から

おもちゃ病院

　6月17日（日）9時30分～12時30分
　小学生と保護者　 8組　　1組1,200
円　　5月12日から

親子でおいしいピザ作り

　7月1日（日）14時開演（30分前開場）
　生のおはやしで日本の伝統話芸を楽
しむ　　入船亭 扇遊、桂 福丸、入船亭 
遊京　　　300人　※未就学児入場不
可、全席指定。車椅子席は要予約　　大
人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
　5月11日から 　　　　※小・中学生
を無料で50人招待。詳細は要問合せ

　6月4日～7月9日の毎週月曜日13
時～14時30分 ※6月18日を除く　　
　　 30人　　2,500円　　室内用運
動靴　※動きやすい服装で　　5月
11日から

音楽に合わせてリズム体操！（全5回）

　6月6日～6月27日の毎週水曜日①
9時20分～10時20分②10時40分～
11時40分　　①20～40代の女性②
50代以上の女性各 　10人　　2,000円
　動きやすい服装で。スカートの貸し
出しあり　　5月11日から

　 5月28日・6月4日・18日・25日　
(月) 10時30分～11時30分　　ベ
ビーマッサージ3回・ベビーリトミック1
回　　ハイハイ前の赤ちゃんと親 　12
組　　1,200円　　5月12日から

ベビーマッサージ＆リトミック（全4回）

　6月7日(木) 10時30分～12時　　
　手作りみそ1kg　　成人　 20人　
　1,150円　　5月13日から

手作り味噌講習会
み　そ

　5月30日（水）9時45分～12時30分
　フルーツサンド、オープンサンド作り
　成人　 12人　　1,500円　　エプ
ロン、三角巾、布巾、手拭用タオル、筆
記用具　　5月11日から

簡単！ワンプレート料理

　6月10日（日）10時30分～12時
30分　　転写式のシールを焼きつけ
たグラス。①冷たい飲み物用②耐熱ガ
ラスを選択 　　　15人　　①500円
②900円　　5月12日から

季節のポーセリン～ガラスのカップ作り～

　6月11日・18日、7月16日・30日、8
月20日・27日、9月10日・24日、10月
15日・29日（月）15時15分～16時15分
　成人　12人　　7,000円　　動き
やすい服装、タオル、飲み物　　5月
11日から

アロマでリラックスヨガ（全10回）

　5月24日・31日（木）　9時45分～
11時45分　　ビーズを入れながら編
む　　成人　 10人　　1,200円　　5
月11日から

かわいいハンドメイド 
マカロンポーチ作り

　6月7日（木）9時30分～11時30分
　成人　 12人　※初心者可　　400
円　　受付時連絡　　5月11日から

　6月7日（木）～10日（日）・15日（金）～17
日（日）10時～17時　※最終日15時まで

プリザーブドフラワーで作る
お供えにもなる飾り作り

　6月23日（土）9時45分～11時30分
　成人　 20人　　1つ1,800円、2つ
3,400円　　5月15日から

60歳から始める初心者のための
卓球講座（全5回）

はじめてのフラダンス
体験講座（全4回）

　5月30日～6月27日の毎週水曜日13
時～14時45分　　60歳以上　 24人　
※初参加者優先　　2,000円　　室内
用運動靴　※動きやすい服装で。道具
の貸し出しあり　　5月18日必着で

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29日（金）9時～10時受付　　
　40歳以上　 50人  　 680円(70歳
以上無料)　　5月25日から　　 1へ

肺がん検診（胸部Ｘ線検査）

　6月29日（金）11時～11時45分
　前日までに　 1へ

ニコニコ卒煙クリニック

　5月17日・24日・31日、6月7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）

　 5月25日（金）9時～11時、6月5日
（火）13時～15時　　生活習慣病等の
健康相談　　前日までに　 1へ

食と生活の健康相談

　6月8日（金）13時30分～16時30分（1
人1時間以内） 　 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

　5月25日(金)11時～15時 　 中山
地域ケアプラザ　　　 2

若年性認知症よこはま北部のつどい

　5月15日・22日・29日、6月5日(火)13
時～15時　　中途障害者地域活動セン
ター緑工房　　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

　①6月6日(水)②15日(金)③20日
(水)④27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10
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）

　6月5日（火）9時～11時30分 　 健
康チェック、呼気一酸化炭素濃度測
定、かむ力チェック、栄養・歯科相談 
※ヘルスメイトとのウオーキング同
時開催。希望者は9時25分までに　正
面入口に集合（雨天中止）　　　1

思いやり、健康づくりの日

　6月17日（日）10時～12時30分（9時45分
受付開始）　　霧が丘地域ケアプラザ　　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　　5月20日～6月
3日必着で参加者全員の　　　・出産予定日
を明記し　 3へ　※車での来場不可

プレパパ・プレママ講座

　5月24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

　5月30日（水）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

　5月30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　　5月18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」

　 6月15日（金）10時～11時30分　
　虫歯予防の話、歯磨き練習
　 29年5月～8月生まれの子どもと
保護者 　25組　　母子健康手帳　
　5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

　5月24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

　5月30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

　5月17日、6月7日（木）13時30分～16
時30分（1回50分）　　横浜市内在住の
15～39歳の本人と家族、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：5月25日(金)・6月7日
(木)②1歳6か月児：5月24日(木)・6月
13日(水)③3歳児：5月17日(木)・6月1
日(金)　　　 3

乳幼児健康診査

　7月14日(土)開演14時開演（30分前開
場）　　デフ・パペットシアター・ひとみ　
ほか 　　　300名　※全席自由。車椅子
席は要予約　　大人2,000 円、高校生以
下1,000 円　　5月11日から　

スタンプラリー
　緑区内で開かれるおはなし会を
回ってスタンプを集めませんか。
　6月2日(土)まで　　図書館のおはなし
会、保育園園庭開放、子育てサロンなど緑
区内各施設　※詳細は　・ちらし参照

　6月21日・7月19日・8月16日・9月20
日 (木）9時30分～11時45分　　成人
　 10人　　1,600円　　水入れ容器、
タオル　　5月12日から

はじめての絵手紙教室（全4回）
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ご注意ください 緑区役所駐車場は緑区役所隣（東側）に移転しました。行事や天候により満車で使用できない場合
●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

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

アイコン説明・注意事項は
  上部に記載しています。

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



　5月11日・18日・25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

　①5月16日（水）10時30分から・11
時15分から②5月26日（土）15時30
分から　　絵本の読み聞かせ、童歌な
ど　　①0・1歳児と保護者、各回 　
12組②3歳以上の子ども 　20人　 

おはなし会

　6月13日(水)13時30分～16時　　
　60歳以上の横浜市内在住者　30
人　　5月17日から

健康講座　知らないと怖い脊柱管狭さく症

　開催中～7月12日（木）9時～21時
　障害のあるアーティストたちの
作品の常設展。糸と布による刺しゅう
作品の紹介

　5月8日・15日・22日・29日（火） 19時
～20時15分　　各 　15人　　820円
　1歳6か月～未就学児

当日受付教室ナイトリラックスヨガ

　大人向け全26教室、親子向け全11教
室、子ども向け全14教室　※詳細は　
参照　　5月19日必着で　　　・生年
月日・性別（市外在住者は勤務先または
学校名）を明記し 　　 ※応募用紙は
    で配布

30年7～9月　夏の事前受付教室

　5月19日（土）10時～15時　　新鮮
野菜、手作り菓子等加工食品販売　

あざみ野マルシェ

　5月20日（日）13時30分～15時
30分　　 河上 可央里さん、奥野 容子
さん（（株）虎屋　虎屋文庫研究主事）
　100円

サロンふらっと「和菓子の歴史」

　7月7日（土）19時開演（30分前開
場）　　ラテンジャズライブ　　マン
ボ・インほか　　　300人　※未就学
児入場不可、全席指定。車椅子席は要
予約　　大人2,800 円、高校生以下
1,000円、70歳以上・障害者2,000 
円、ペアチケット5,000円　　　5月
11日から　　　　※中学・高校生を
無料で50人招待。詳細は要問合せ

おしゃべりジャズ倶楽部Vol.13

　6月16日（土）10時～13時　　小学
生以下の子どものおもちゃの修理　
　小学生以下 　24品　　特殊な部
品は実費あり　　5月11日から

　乳幼児期の子育ての悩みを聞き合
います。ティータイム付き。
　6月20日・27日(水)、7月6日・13日・
20日(金) 10時～12時　　6か月以上
～未就学児の親　 8人　　500円　
　子ども1人3,000円　　5月11日10
時から　　　・Eメールアドレス・申込
み動機を明記し　　　　※保育希望
の場合は子どもの名前・ふりがな・性
別・月齢を明記

保育付き子育て連続講座（全5回）　

　6月17日（日）9時30分～12時30分
　小学生と保護者　 8組　　1組1,200
円　　5月12日から

　7月1日（日）14時開演（30分前開場）
　生のおはやしで日本の伝統話芸を楽
しむ　　入船亭 扇遊、桂 福丸、入船亭 
遊京　　　300人　※未就学児入場不
可、全席指定。車椅子席は要予約　　大
人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
　5月11日から 　　　　※小・中学生
を無料で50人招待。詳細は要問合せ

第14回みどりアートパーク　寄席

　6月4日～7月9日の毎週月曜日13
時～14時30分 ※6月18日を除く　　
　　 30人　　2,500円　　室内用運
動靴　※動きやすい服装で　　5月
11日から

音楽に合わせてリズム体操！（全5回）

　5月29日(火)13時10分～14時　　
　鴨志田亭 金頓、花伝亭 長太楼

ほのぼの寄席

　6月6日～6月27日の毎週水曜日①
9時20分～10時20分②10時40分～
11時40分　　①20～40代の女性②
50代以上の女性各 　10人　　2,000円
　動きやすい服装で。スカートの貸し
出しあり　　5月11日から

　6月7日（木）9時30分～11時30分
　成人　 12人　※初心者可　　400
円　　受付時連絡　　5月11日から

　6月7日（木）～10日（日）・15日（金）～17
日（日）10時～17時　※最終日15時まで

　6月23日（土）9時45分～11時30分
　成人　 20人　　1つ1,800円、2つ
3,400円　　5月15日から

　5月30日～6月27日の毎週水曜日13
時～14時45分　　60歳以上　 24人　
※初参加者優先　　2,000円　　室内
用運動靴　※動きやすい服装で。道具
の貸し出しあり　　5月18日必着で

企画展示「資料は語る　セピア色の
横浜ライフ展～装い・嗜み・遊び～」

　5月10日（木）～31日（木）※21日
休館　　戦前の横浜市民の生活のパ
ネル展。美容、裁縫、料理、園芸、団体
旅行の5テーマ　

女性のためのパソコン講座～
速習パワーポイント（全2回）

　6月21日(木)・22日(金) 10時～15
時30分　　プレゼンテーション資料
作成、スライドショーの操作など　　
　女性　 12人　　10,800円　　1歳
6か月～未就学児。4日前までに子ども
の部屋(　 910-5724)へ　　5月17日
から　、　パソコン講座専用(　 862-
4496　※日曜・祝日・第4木曜を除く9
時～16時)

アートフォーラムあざみ野 
Welcom！ロビーコンサート

　①5月13日②27日③６月１０日（日）12
時～12時40分　　①青山 瑠美子（ピ
アノ）、恩田 美佳（フルート）、片野 敦
子（ピアノ）②横浜緑吹奏楽団③太田 
有子（チェロ）ほか

お散歩 de 楽習　
山下公園のバラを見に行こう

フェローアートギャラリー　
浅井 治江展

　5月23日（水）13時　みなとみらい
線元町中華街駅集合～15時現地解散
　ガーデンネックレス横浜 山下公園
会場のバラ鑑賞　　60歳以上の横浜
市内在住者 　20人　　5月11日から

いりふねてい  せ ん ゆう  かつら  ふくまる　いりふねてい  

ゆうきょう

広田 泉 写真展＋
写真講座参加者による写真展

ひ ろ た いずみ

　7月14日(土)開演14時開演（30分前開
場）　　デフ・パペットシアター・ひとみ　
ほか 　　　300名　※全席自由。車椅子
席は要予約　　大人2,000 円、高校生以
下1,000 円　　5月11日から　

スタンプラリー
　緑区内で開かれるおはなし会を
回ってスタンプを集めませんか。
　6月2日(土)まで　　図書館のおはなし
会、保育園園庭開放、子育てサロンなど緑
区内各施設　※詳細は　・ちらし参照

絵本ひろば
　乳幼児向けの絵本を集めた出入り
自由のフリースペース。司書等が絵本
の相談にのります。
　5月29日（火）・30日（水）10時30分
～14時30分　※各日とも11時から・
13時30分からミニおはなし会あり

デフ・パペットシアターひとみ　
人形劇「河の童」

かわ　　わっぱ

かも  し    だ  てい   きん とん か  でんてい  ちょう た  ろう

ウェルカム

あお  やま     る    み   こ

かた   の      あつ

　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。（2月
28日受付分まで、敬称略）
横浜労働者福祉協議会 北部支部

善意の寄附

かわかみ   か お り 　        お く の よ う こ

　5月27日（日）13時30分～15時30
分　　①草笛②セカンドライフの家
計収支表作成③かぎ針でペットボトル
ホルダー作り④写真デコレーション
　①小学生以上 　20人②中高年 　
20人③かぎ針が使える人 　7人④ 　
6人 ※未就学児要保護者同伴　
　③800円④300円　　②筆記用具
③4・5号針

ちょっと先生の日曜リレー講座

　6月21日・7月19日・8月16日・9月20
日 (木）9時30分～11時45分　　成人
　 10人　　1,600円　　水入れ容器、
タオル　　5月12日から

おん  だ 　  み か

こ お お た

ゆう  こ

あさ   い     はる   え

ボリューム

デ
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緑区役所駐車場は緑区役所隣（東側）に移転しました。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・公会堂へ来庁の際は、できるだけ公共交通機関を利用してください
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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

〒226-0025　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

みどりおはなしフェスタ

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

　 5月17日・31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）



鴨居原市民の森
北地区

鴨居原市民の森
南地区

案内板

バス停
竹山団地入口

竹山団地入口

横浜市
鴨居地域
ケアプラザ

109

ハンカチの木
広場

炭火焼ハンバーグ＆ステーキレストラン  ぶる
所在地：台村町352-1 ピコ中山102
          ☎933-9929
営業時間：11時～14時30分、
　　　　  17時30分～21時45分
　　　　  水曜定休

レシピ作成：飯森 洋平さん
いいもり  ようへい

【サラダ】
●レタス:適量 ●サニーレタス:適量 ●紫
タマネギ：1/2個 ●トマト：1/2個  ●キュ
ウリ:1/3本 ●モッツァレラチーズ：1/2個 
【ドレッシング】
●オリーブオイル:大さじ3
●バルサミコ酢:大さじ1 ●塩:2つまみ
●こしょう:1つまみ

ドレッシングの調味料をすべて混ぜ合わせ、味を調えておく
レタス、サニーレタスを手で一口大にちぎり、水にさらす
紫タマネギは薄く切って水にさらす
トマト、キュウリ、モッツァレラチーズを
好みの大きさに切る
2 3 4を器に盛り、上から1のドレッシングをかける
5にレモン（分量外）をしぼり、ざっくりと
混ぜ合わせれば出来上がり

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

　「森」や「里山」、「農」といった緑区の特徴、さまざまな人々の暮らし、そして次世
代にこのまちをつないでいく想い、これらを表現しました。
　いろいろな場面で活用して、区制50周年を盛り上げていきましょう。

　このコラムでは、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。

　その名のとおり、枝に白い大きなハンカチがたくさんぶら下がっているよう
に見える木です。白いものは、花びらではなく「苞葉」といい、真ん中にある球
形のものが「花」です。
 この鴨居原市民の森に植えられているハンカチノキは、森の整備記念として、
広場に植樹されたそうです。
　例年4月下旬から5月上旬に開花し、春の風に「ハンカチ」がひらひらとなびく
様子が見られます。行楽日和に、訪れてみませんか。

緑区制50周年記念事業実行委員会および区の主催、共催または後援をして
いる事業で使う場合
　➡ 使用見本の提出をお願いします。
1以外の事業で使う場合
　➡ 緑区制50周年記念事業　 から
　　 申請書をダウンロードし、提出をお願いします。
　　 使用承認後、使用見本が必要です。　

緑区制50周年記念事業実行委員会事務局（　 庶務係内）
　 930-2211　　930-2209　　md-50ｔｈ＠city.yokohama.jp

材料（2人分）

緑区 50周年

　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！

　みどり「ひと・まち」スクールには、学長とカリキュラムを設計するコーディ
ネーターがいます。1時限目は、スクールの要でもある2人が登場です。

2時限目は「夢プラン」って何？ に迫ります。

　みどり「ひと・まち」スクールの開講当初から学長を務めています。
このスクールには、自分たちの住む地域がどんな課題を抱え、それ
をどう解決していくかを考え、実践に向けた学びの場があります。
　３年を経過したスクールが今も生き生きとした力を保っている
のは、緑区民の優れた市民性の表れではないでしょうか。

　みどり「ひと・まち」スクールには、他区にはない特徴があり
ます。それは、市民活動の経験豊富な５人が“ナビゲーター”と
して受講生の学びをサポートしていることです。受講生が相
談しやすく、安心して学べる雰囲気を作っています。

緑区在住。コミュニティ政
策学会会長、法政大学法
学部教授。専門は、法社会
学、コミュニティ論。

山路商事株式会社 都市・
建築設計室長、都市デザ
イナー（一級建築士）、東
京都市大学講師。

みどり「ひと・まち」スクールで学ぶこと。1時限目

名和田 是彦さん 山路 清貴さん

　サラダの材料に紫タマ
ネギを入れることで、紫
タマネギのピリッとした
辛みとドレッシングが
マッチして劇的においし
くなります。紫タマネギ
はぜひ入れてください！

キャッチフレーズ

ロゴマーク

料理のポイント

やま  じ きよ たかよし ひこな　 わ　 た

ロゴマークは申請することで使用できます
1

2

申込み

鴨居原市民の森 「ハンカチノキ」

ほう よう

場 所 鴨居原市民の森「南地区」
ハンカチの木広場
（地図参照）

地 図

※開花時期は気候により前後することがあります

　それに「受講して、それで終わり」というスクールにはしないと
いう思いが共有できていて、地域での実践につなげようとして
いるところが素晴らしいですね。

　そうですね。スクールには「夢プラン」を作るという目標があります。修
了生の「夢プラン」の中から実践に結びついたものがいくつもあります。
　市民活動に関心のある人は、参加してほしいですね。

●　　　　　　　　2018（平成30）年 5 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

平成30年度全国統一防火標語 「忘れてない？ サイフにスマホに火の確認」緑消防署より

横浜市緑区制50周年横浜市緑区役所

編集・発行

今月の緑区

0570-200-530
045-330-3953

2018年4月1日現在 区の人口180,894 区の世帯数人 世帯76,310
　みんな、新しい生活には
慣れたかな？
　緑区には美しい自然がた
くさんあるよ。ぜひ休日に
散策してみてね！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！


