
主な記念事業

お  の  ざき のぶゆき

緑区長 小野﨑 信之

昭和44年（1969年）10月1日に緑区が誕生しました。それから今年で50周年を迎えます。
緑区役所では、今年の1月から12月を「区制50周年アニバーサリーイヤー」と位置づけ、

区民の皆さんとお祝いするとともに、さまざまな事業を推進していきます。

　記念事業の実施にあたり、各連合自治会や地域団体、関係企業等の
代表者が集まり、緑区制50周年記念事業実行委員会を組織しました。
50周年をお祝いするイベントや式典、記念グッズの販売、各地域で行わ
れる事業への支援等について検討し、実施していきます。　緑区は2019年10月に50周年を迎えます。

　この50年、またその前から、この地に集うすべての人々は、豊かな自
然に囲まれた、安全、安心、快適な暮らしが享受できるまちを目指して、
まちづくりを続けてきました。
　50周年という大切な節目に、これまでの歩みを振り返り、苦労を分か
ち合い、すべての人 と々ともに50周年をお祝いします。
　そして、将来を担う次世代にこのまちを繋いでいくため、何ができるの
か、何を残せるのかを皆で改めて考え、さらに魅力あふれるまちを目指
して、新たな一歩を踏み出していきましょう。

　今年一年が、皆さまにとって、幸多く、笑顔にあふれた明るい年になりますよう、心から願っています。
　本年は、緑区が誕生して50周年という記念すべき年です。歴史的な節目に立ち会い、皆さまと共にお祝い
できることを、楽しみにしています。
　今日までの礎を築いてくださった先人たち、現在の緑区をさまざまな面で支えてくださっている皆さま方に改
めて感謝します。そして、魅力にあふれ、大切なふるさとである緑区を、明日を担う次世代へ継承し、将来のま
ちづくりに繋げていきたいと考えています。
　年明けから、50周年を記念する諸事業が、区民、団体、企業等、各方面の皆さまのお力をいただきながら、
開催されます。職員も一丸となって取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

8月24日(土)・25日(日)
中山地区センター

1月～12月　　緑区役所 

10月5日（土）
緑公会堂

10月
県立四季の森公園

11月
JR横浜線から見える田んぼ

　「こどもがつくるこどものまち」を
コンセプトに、子どもたちが自由な
発想で自分たちのまちをつくるイ
ベントを実施します。

　式典および的川 泰宣さん〈宇宙
航空研究開発機構（JAXA）名誉教
授・はまぎんこども宇宙科学館館長〉
による講演会を実施します。

　多くの区民の皆さんが参加する緑
区民まつりを50周年のメインイベン
トとして開催します。

　わらを使って巨大なアート作品を
制作・展示します。緑区の魅力のひ
とつである「田んぼ」を使って、50周
年をPRします。

　ここで紹介したのはほんの一部。　
このほかにも、いろんな団体や地域で
さまざまなイベントが行われるよ。
　楽しみにしていてね！ 
　詳しくは、緑区　 を見てね。

　人生の節目となる届出（婚姻
届・出生届）をした皆さんにメッ
セージカードを贈呈します。

2020年3月 
　緑区制50周年の記念事
業等を掲載した記念誌を
発行します。

1月～4月　　緑区内各所 
　昨年皆さんから募集した約50
年前の緑区内の写真と現在を比
較した写真展を開催します。
※詳細は6ページに掲載しています

まと がわ やす のり

ジャクサ

あけましておめでとうございます

緑区キャラクター
「ミドリン」

緑区制50周年記念事業について
事業実施に向けた考え方（実行委員会からのメッセージ）

▲緑区制50周年記念事業実行委員会  委員長 塚田 順一さん
つか だ  じゅんいち

昨年の3月にロゴマーク
とキャッチフレーズを
決定しました！

特 集
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「ひなたぼっこ」 撮影者：中嶋 妙子さん
なか じま たえ  こ



約50年前と現在を比較した緑区内の写真を展示します。

緑区制50周年の事業を実施するにあたり、協賛金の申し込みを受け付けています。
ご協力よろしくお願いします。
緑区制50周年の事業を実施するにあたり、協賛金の申し込みを受け付けています。
ご協力よろしくお願いします。

旧中山駅舎（昭和58年）
撮影者不明（緑区役所所蔵）
旧中山駅舎（昭和58年）
撮影者不明（緑区役所所蔵）

緑区今昔写真展

協賛金の募集について

記念グッズを発売中です！

　掲載している施設では、
緑区制50周年を記念して

ほかにもさまざまなミドリングッズを
作成しているよ。緑区役所で行われる
「みどりハートフルマーケット※」
または各施設にぜひ買いに来てね！

AA

※野菜の収穫状況により内容は写真と
　異なります。配送の際は、ミドリンは行きません

現在のJR中山駅現在のJR中山駅

展示会場展示会場 展示期間展示期間
1月11日(金)～24日(木)
1月29日(火)~2月12日(火)
2月1日(金)～17日(日)
3月1日(金)～17日(日)
3月4日(月)～15日(金)
3月12日(火)～25日(月)
3月13日(水)~27日(水)
4月中旬以降

グリーンライン中山駅
十日市場地区センター
白山地区センター
中山地区センター
緑区役所
緑図書館前のホール
長津田地区センター
緑区役所

全

全

　  印の会場では、緑区内全エリアの写真を展示します。
それ以外の会場は、会場周辺エリアの写真を展示します。
▶詳細は、緑区　 または 　広報相談係（　930-2219　　930-2225）に問い合わせてください。

全

緑区制50周年を記念してロゴマークやミドリンを使った記念グッズを作成しました。
記念グッズを身に着け、50周年をお祝いしませんか。

支払い方法 申込書提出後、口座振込または専用払込取扱票にて
入金してください。

協賛金額 企業・商店・団体 …… 1口10,000円
個人 ………………… 1口  5,000円

募集期間

ゆうちょ銀行

振 込 先

タオル
Tシャツ

6月30日（日）まで 緑区制50周年記念事業実行委員会

〇二九店　当座 　００８８８５５
（口座記号番号00290-4-88855）

500円
SS～5L:1,900円
100～150cm:1,800円
受注販売になります ※イメージ ※イメージ無くなり次第終了

横浜銀行 中山支店　普通 　６２２４０３７

▶詳細は、 　障害者支援担当（　 930-2433 　 930-2310）へ問い合わせてください。

※スケジュールは、緑区　 を
　確認してください

障害者就労
支援事業所
アルカヌエバ
小山町430-1

ミドリン柄付箋メモ

横浜市
中山みどり園
中山2-2-3

ちりめんの
ミドリンストラップ

ピネル工房
事業所
中山1-22-5
中山大谷ビル
2階

ミドリンの顔柄のビーズバッジ

みどり
地域活動
ホーム
あおぞら
中山3-16-1

ミドリンのハンカチ

緑工房
中山1-21-8
エクセル
WADA 1階

ミドリン柄トレー

あしたば工芸
長津田2-46-4 
リバーサイド2  
1階

ミドリンシール付きクッキー

▶申込方法は、緑区　を確認してください。

緑区役所で販売

障害者施設で販売

▶詳細は、緑区　 を確認してください。
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横浜がさらに魅力あふれる都市へと成長していくためには、何が必要なのでしょうか。
未来のために、これからの横浜について一緒に考えてみませんか。

緑区制50周年の事業を実施するにあたり、協賛金の申し込みを受け付けています。
ご協力よろしくお願いします。
緑区制50周年の事業を実施するにあたり、協賛金の申し込みを受け付けています。
ご協力よろしくお願いします。

1月31日必着で、はがきに「読者アンケート」
Q１～Q5の回答、住所、氏名、年齢、性別、電話
番号を明記し　 広報相談係（〒226-0013 
寺山町118）へ

旧中山駅舎（昭和58年）
撮影者不明（緑区役所所蔵）
旧中山駅舎（昭和58年）
撮影者不明（緑区役所所蔵）

1月4日9時～31日23時59分に二次元コー
ドからアクセスして回答してください。

※収集した個人情報は、賞
　品の送付とアンケートの
　集計以外には使用しません 
※当選者の発表は、賞品の
　発送をもって代えさせてい
　ただきます
※応募は1人1回とします

広報よこはま みどり区版 読者アンケート 応募方法
はがき

WEB

パソコンからは

▲スマートフォン用
　二次元コード

BB CC

DD EE

ザ　      　ウオーター

ティカッド

A賞は
50周年記念の
ミドリンカーで
届けるよ！

横浜市緑区　広報アンケート

広報よこはま みどり区版について、ご意見・ご感想や、印象に残っている記事などが
ありましたら、自由に記入してください。Q5

Q4 特集してほしい・興味のあるテーマは何ですか？

Q3 レイアウトについて教えてください

Q2 よく読む記事は何ですか？（複数選択可）

Q1「広報よこはま」をどの程度読みますか？

①防災　②子育て情報　③区政情報　④地域情報　⑤健康づくり　⑥戸籍・保険・税金
⑦福祉　⑧その他（具体的に記入）

①字の大きさ ア：大きすぎる イ：やや大きい ウ：適切 エ：やや小さい オ：小さい
②記事の量 ア：多すぎる イ：やや多い ウ：適切 エ：やや少ない オ：少ない
③色 ア：明るすぎる イ：やや明るい ウ：適切 エ：やや暗い オ：暗い
④全体を通して ア：満足 イ：やや満足 ウ：普通 エ：やや不満 オ：不満

①毎月読む　②毎月、特定の記事だけ　③気になる記事があるときだけ　④ほとんど読まない

①特集（5~7ページ）　②よりどりみどり情報（8~9ページ）　③施設から（10~11ページ）
④保健だより（10ページ）　⑤コラム（12ページ）

新春恒例！ 読者アンケート&お年玉プレゼント

「はまっ子どうし The Water」
TICAD7ボトル500ml 24本　

ズーラシア・金沢動物園
共通入園ペア招待券

緑区制50周年を記念して、
今年は総勢150人に当選の
チャンス！ぜひ応募してね。

AA 緑区でとれた野菜・
野菜加工品詰め合わせ　

障害者作業所の
クッキー詰め合わせ　

ミドリングッズ
詰め合わせ　※野菜の収穫状況により内容は写真と

　異なります。配送の際は、ミドリンは行きません

10人10人

10人10人

20人20人

40人 70人

現在のJR中山駅現在のJR中山駅

アンケートに全て答えると、抽選で豪華お年玉プレゼントが当たります。※プレゼントは選べません
▶読者アンケート・お年玉プレゼントについての問合せは、　広報相談係（　930-2220　　930-2225）へ

緑区制50周年を記念してロゴマークやミドリンを使った記念グッズを作成しました。
記念グッズを身に着け、50周年をお祝いしませんか。

▶詳細は、 　障害者支援担当（　 930-2433 　 930-2310）へ問い合わせてください。

第1部

申込み・
問合せ

日 時

会 場 定 員大都市制度フォーラムのお知らせ大都市制度フォーラムのお知らせ
緑区制50周年記念緑区制50周年記念

基調講演 第2部 座談会
「魅力と活力あふれる
都市の実現に向けて」

当日は、開場から開演までの間、中山中学校吹奏楽部の皆さんによる演奏が披露されます。

2月8日必着で代表者の氏名、代表者を含めた総参加人数、電話番号、ファックス番号（ファックスで申込みの場合のみ）を明記し
ファックス、はがき、Eメールまたは電話で政策局大都市制度推進課
（〒231-0017 中区港町1-1 　 671-2952　 663-6561　 ss-0216forum@city.yokohama.jp）へ

※申込者多数により参加不可の場合のみ、2月8日までに電話等で連絡します。連絡がない場合は、参加可能です

「横浜市が目指す大都市制度『特別自治市』とは？」
●登壇者 はな さんはな さん

横浜市長 林 文子 横浜市長 林 文子 

はなさんはなさん 渡辺 真理さん渡辺 真理さん

（モデル・タレント）（モデル・タレント）

はやし　 ふみ   こはやし　 ふみ   こ

渡辺 巧教 （横浜市副市長） 渡辺 巧教 （横浜市副市長） 
わた  なべ　  かつ  のりわた  なべ　  かつ  のり

小野﨑 信之 （横浜市緑区長） 小野﨑 信之 （横浜市緑区長） 
お    の    ざき  　のぶ  ゆきお    の    ざき  　のぶ  ゆき

●コーディネーター 渡辺 真理 さん
（アナウンサー）
渡辺 真理 さん
（アナウンサー）

わた  なべ      ま     りわた  なべ      ま     り

【緑区制50周年についての問合せ】緑区制50周年記念事業実行委員会 事務局［　 庶務係］（　 930-2211  　 930-2209）
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緑公会堂（寺山町118）
2月16日㈯ 13時30分～16時（13時開場）

500人



　1月27日（日）8時20分までに東急
長津田駅改札口前集合　※雨天中止
　江の島一周～龍口寺～七里ヶ浜～
稲村ケ崎～江ノ電～鶴岡八幡宮　
　500円　※往復交通費は各自負担
　昼食、飲み物、雨具、ごみ袋、敷物、
保険証、トレッキングシューズ、ザッ
ク等 　　緑区体育協会ハイキング
部 小林（　090-2326 -8662　　
981-2074）

　2月20日（水）～22日（金）12時30
分～14時30分　　白山地区センター
　エクセルの基本操作、表の作成、関数
と表計算、グラフや住所録の作成、印刷
の方法など　　NPO法人 MICS
　　 20人　　3,000円　　筆記用具
　2月5日必着で　　　を記入し　　
　NPO法人MICS（〒226-0011 中山
町93-1 みどりーむ内　　932-3272  
※火・木・土曜日13時～16時30分）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】
　1月16日（水）10時～11時30分　　
まだ外遊びができない子どもと保護者

【ホール開放】
　1月16日・23日、2月6日（水）10時～
11時30分　　未就学児と保護者
【育児講座「太鼓であそぼう」】
　1月30日（水）10時～11時
　未就学児と保護者

【お正月あそび】
　1月17日（木）10時～11時　　1歳6か
月以上の未就学児と保護者　　　7組
【リズムあそび】
　1月23日（水）10時～11時　　2歳
以上の未就学児と保護者　　　7組

　1月29日（火）13時30分～15時　
　緑公会堂　　落語、コント、曲独楽
　（公財）落語芸術協会　　　100人
　500円　　緑区老人クラブ連合会
（　　 933-1133） 

【伊藤 かね子さんの「おもちゃで遊ぼう」】
　1月28日（月）10時～11時　　未就
学児と保護者

【1歳クラスと一緒に遊ぼう
～わらべうたなど～】
　1月22日（火）10時～11時　　 1・2
歳児と保護者
【鬼のお面制作】
　1月24日（木）10時～11時30分の都
合のよい時間　　未就学児と保護者

【1月生まれの誕生会と親子ふれあい遊び】
　1月29日（火）10時45分～11時15
分　　1月生まれの未就学児と保護者

【1月生まれの誕生会】
　1月24日（木）9時30分～10時　　1
月生まれの未就学児と保護者　　
【節分】
　2月1日（金）9時45分～10時30分　
　未就学児と保護者　　

緑区シニア俳句の集い

区老連新春寄席

　2月8日（金）13時から　　緑ほのぼ
の荘　　55歳以上の緑区在住者　50
人　　筆記用具　　1月28日必着で
当季雑詠一句と　　　・年齢を明記し　
緑区老人クラブ連合会（〒226-0019 中山
2-1-1ハーモニーみどり内　　　933-
1133）へ ※兼題「梅」「氷」のうち一句
（傍題可）を作り当日持参。選句は出席者
による互選。参加賞あり　

都岡地区恵みの里 「ネギ収穫体験」

　2月16日（土）13時30分から ※荒天時
2月17日（日）13時30分から　　旭区
下川井町の畑　※車での来場も可　
　都岡地区恵みの里運営協議会　　
　横浜市内在住の家族　50家族 ※1人
での参加も可　　300円（収穫した分
を買い取り。約5本）　　1月31日必着
で代表者の　　　と参加者全員の氏
名・年齢を明記し　　都岡地区恵みの
里運営協議会事務局「ネギ収穫体験in
都岡」係（〒241-0031 旭区今宿西町289
　090-7733-8532　　955-5057）へ 

　2月6日（水）～8日（金）10時～17時
※8日は16時まで　　緑区役所
　地域ケアプラザ紹介、緑区地域活動
交流キャラクター名投票結果発表、日
替わりカフェなど
　カフェの飲み物は有料
　中山地域ケアプラザ
（　935-5694
　 935-5695）　　

緑区地域活動交流キャラクター

▲

　1月30日（水）10時～12時　　シル
バー人材センター緑事務所　　現役
から退いた高年齢者に向けて、働く
ということに焦点を当てたセミナー 
　横浜市シルバー人材センター　　
　20人　　1月15日から　シルバー
人材センター緑事務所（　935-0677 
　935-0688）へ

　1～3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　　①中学生以上②シニア　
　中学生以上の緑区内在住・在勤・在学・
在クラブ者　　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）

緑区IT講習会2月⑪
エクセル基礎講座（全3回）

緑区地域ケアプラザ地域活動交流
事業紹介「コーディネーターハウス」

い  とう こ

ミックス

きょく ご ま

ふるさと納税
　ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請した人で、6か所以上の自治
体にふるさと納税を行った場合や、確定申告を行う場合には、ふるさと納税
全ての金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告する必要があります。

公的年金等を受給している人
　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等
に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税および復興
特別所得税の確定申告をする必要はありません。　※所得税および復興
特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要
な場合があります。住民税については　 税務課へ問い合わせてください

開催月日 会場 最寄り駅 時間

1月31日（木）・
2月1日（金） 緑公会堂 ＪＲ横浜線・市営地下鉄

中山駅

税理士による無料申告相談 （車での来場不可）

【問合せ】 緑税務署 個人課税部門（　 972-7771）

平成30年分の確定申告の申告・納付期限
①所得税等：2月16日（土）～3月15日（金）（口座振替日：4月22日（月））
②贈与税：2月1日（金）～3月15日（金）
③個人事業者の消費税等：4月1日（月）まで（口座振替日：4月24日（水））

緑税務署の申告書作成会場
　2月18日（月）～3月15日（金）9時15分～17時（8時30分～16時受付）
※土日は閉場。ただし2月24日・3月3日（日）は開場。混雑状況により16時より
　前に受付を終了する場合あり。4月中旬まで、緑税務署の駐車場は利用不可
※過去に電子申告を利用したことがある場合は、利用者識別番号等のわかる
　書類（暗証番号を含む。）
※税務署には利用可能なコピー機はありません

配偶者控除が見直しされました
　税制改正により、平成30年分の確定申告から、合計所得金額が1千万円
を超える人は配偶者控除が適用されません。

医療費控除を受けるための手続きが変わりました
　平成29年分の確定申告から、領収書の添付または提示の代わりに医療
費控除の明細書の添付が必要です。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要あり（税務署から求めら
　れたときは、提示または提出しなければならないため）。平成31年分ま
　での確定申告については、医療費の領収書の添付または提示も可

マイナンバーについて
　所得税・消費税等・贈与税の申告書は、税務署へ提出する都度、マイ
ナンバー（個人番号）の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が
必要です。
※郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの写しまたは通知
　カードと本人確認書類の写しを添付。自宅からe-Taxで送信する場合
　は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要

①緑・青葉・都筑区に納税地がある人
②事業・不動産・雑所得があり平成30年分の所得金額が300万円以下
　の人の所得税等 
③上記②に該当する個人事業者の消費税等 
④年金や給与所得が800万円以下の人の所得税等　
※土地、建物や株式の譲渡所得があるなど、相談内容が複雑な場合を除く 
源泉徴収票・医療費控除の明細書等の確定申告に必要な書類、筆記用具、
電卓、印鑑、マイナンバーについての本人確認書類、過去の電子申告
の利用者識別番号・暗証番号（該当者のみ）、本人名義の金融機関口座
番号の分かるもの、前年分の確定申告書等の控え
※簡易課税制度を選択している消費税の相談予定者は選択届出書の控え
〈申告書等の提出のみの場合は、直接税務署に提出してください（郵送可）〉

1月24日（木）・
25日（金）

十日市場
地区センター

ＪＲ横浜線
十日市場駅

2月5日（火）・
6日（水）

山内地区
センター

田園都市線・市営地下鉄
あざみ野駅

1月29日（火）・
30日（水） 都筑公会堂 市営地下鉄

センター南駅
受付： ９時１５分から
相談： ９時３０分～
　　  １6時
（休憩：12時～13時）

●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

鴨居保育園
 （　 933-2106　　933-2104）

　 1月24日、2月7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）



　2月2日（土）13時30分～16時（13時開場）　　緑公会堂 
　第1部：「緑区スポーツ人」の表彰、第2部：基調講演
　「苦難を乗り越えて努力で世界チャンピオンへ～
　スポーツはスタミナとハート～」〈花形 進（元ボク
　シング世界フライ級チャンピオン）〉、第3部：和太
　鼓演奏 日本一の和太鼓集団「打鼓音」
　　 500人
　緑区体育協会（　932-0835　　932-0836）

補助金の申請受付
　1月11日（金）～2月28日（木）9時～
17時 ※平日のみ　　緑区内で子育
てを支援するグループに対して補助
金を交付（上限5万円）　　申請書を
記入し　　　※郵送は消印有効

補助金制度説明会
　①2月8日（金）②18日（月） 10時～
12時　　①緑区地域子育て支援拠点
いっぽ②緑区役所　　無し、母子同室可
　各開催日当日9時までに　　 へ

子育て支援グループ
補助金申請団体募集

区民ハイキング 江の島・鎌倉方面

　1月27日（日）8時20分までに東急
長津田駅改札口前集合　※雨天中止
　江の島一周～龍口寺～七里ヶ浜～
稲村ケ崎～江ノ電～鶴岡八幡宮　
　500円　※往復交通費は各自負担
　昼食、飲み物、雨具、ごみ袋、敷物、
保険証、トレッキングシューズ、ザッ
ク等 　　緑区体育協会ハイキング
部 小林（　090-2326 -8662　　
981-2074）

　2月20日（水）～22日（金）12時30
分～14時30分　　白山地区センター
　エクセルの基本操作、表の作成、関数
と表計算、グラフや住所録の作成、印刷
の方法など　　NPO法人 MICS
　　 20人　　3,000円　　筆記用具
　2月5日必着で　　　を記入し　　
　NPO法人MICS（〒226-0011 中山
町93-1 みどりーむ内　　932-3272  
※火・木・土曜日13時～16時30分）へ

セカンドライフセミナー

　2月16日（土）13時30分から ※荒天時
2月17日（日）13時30分から　　旭区
下川井町の畑　※車での来場も可　
　都岡地区恵みの里運営協議会　　
　横浜市内在住の家族　50家族 ※1人
での参加も可　　300円（収穫した分
を買い取り。約5本）　　1月31日必着
で代表者の　　　と参加者全員の氏
名・年齢を明記し　　都岡地区恵みの
里運営協議会事務局「ネギ収穫体験in
都岡」係（〒241-0031 旭区今宿西町289
　090-7733-8532　　955-5057）へ 

　1月30日（水）10時～12時　　シル
バー人材センター緑事務所　　現役
から退いた高年齢者に向けて、働く
ということに焦点を当てたセミナー 
　横浜市シルバー人材センター　　
　20人　　1月15日から　シルバー
人材センター緑事務所（　935-0677 
　935-0688）へ

緑区ソフトテニス教室

　1～3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　　①中学生以上②シニア　
　中学生以上の緑区内在住・在勤・在学・
在クラブ者　　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）

ショートテニス教室（全4回）

　2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　
　体育館履き　　1月11日から　緑区
硬式テニス協会事務局（十日市場854-4 
オープン・スクエア　　988-0633
※10時～20時、水曜定休）　　清家 
祥子（　　 932-0730）

　1月27日（日）第1部：10時30分～12時（10時開場）第2部：13時30分～15時
　緑公会堂
　第1部：講演会「明日の障害福祉のために」〈浅野 史郎（元厚生省障害福祉
　課長・元宮城県知事）〉
　第2部：「うごく! 大きな絵があるコンサート」（ケチャップマヨネーズ？）
　ハートフルマーケット：クッキー、せんべい、弁当、雑貨等販売
　※11時～14時
　　 300人
　みどり地域活動ホームあおぞら（　929-2566　　929-1961）
浅野 史郎　
　神奈川大学特別招聘教授、元厚生省障害福祉課長・元
宮城県知事。東北大学客員教授・慶応義塾大学教授在職
中に成人T細胞白血病を発症し造血幹細胞移植を受け
2011年復帰。｢障害福祉の仕事はライフワーク｣と定
め活動中。著書｢豊かな福祉社会への助走｣、「運命を
生きる～闘病が開けた人生の扉～」、最新刊「明日の
障害福祉のために～優生思想を乗り越えて」など多数。

★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！

【問合せ】 緑警察署（　 932-0110）

　1月26日（土）12時30分から（12時15分開場）
　緑公会堂
　童謡・民謡・演歌・クラシック等、幅広いジャンル
　の親しみのある曲による大正琴アンサンブル。
　コンサート終了後の大正琴体験コーナーもあり
　　 300人　　
　中原 文子（　080-1070-5538　　933-1437）

大正琴玲歌琴の会 第14回コンサート in 横浜

　参加が認められたイベントには、広報活動、経費一部助成、緑区内施設の優先
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10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
　※4月1日～9月30日に開催されるものも応募可能（支援内容が限られる場合あり）
　1月31日必着で申込書類を　　　※募集要項・申込書類は　生涯学習支援
　係、みどりーむ、緑区内地区センターで配布。緑区　からもダウンロード可
　　生涯学習支援係（　930-2236　　930-2242）

2019緑・芸術祭 参加イベント募集

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

せい  け

しょうこ

▲第13回コンサート

▲花形 進

なかばる

だ こ お ん

はながた すすむ

ふみ こ

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）

●会場の記載のないものは緑区役所です

●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

　1月11日、2月8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

もの忘れ相談

　1月18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

　1月15日・22日、2月5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

　①2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　　31年
6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）

　2月5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

　1月25日（金）9時～11時、2月5日
（火）13時～15時　　生活習慣病の健
康相談　　　 1へ

　3月8日（金）　　40歳以上　40人 
　1,570円（70歳以上無料）　　2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

　2月26日（火）9時～10時受付　　
40歳以上　50人　　 680円（70歳以
上無料）　　1月29日から 　　1へ

　2月26日（火）11時～11時45分
　前日までに　 1へ

食と生活の健康相談

胃がん検診

肺がん検診（胸部X線検査）

ニコニコ卒煙クリニック

　1月17日・24日・31日、2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）

まっしょう

あさ の

しょうへい

し ろう

こ ばやし

●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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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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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

【共通】　主に緑区内在住者で構成
された、未就学児を対象とした子育て
支援活動グループ　　　こども家
庭係（　930-2332　　930-2435）



　初級編：2月10日（日）10時～13時、
中級編：3月24日（日）10時～17時　
　コミュニティデザインを考える　　
波柴 純子（Cras-i design代表、ファ
イナンシャル・プランナー）　　18歳
以上各回　20名　　各回500円　　
1月11日からちらし裏面の申込書を記
入し

　1月17日、2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、家族、支援者、
地域の人　　　  4へ

　1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

　2月15日（金）10時～11時30分　　歯
科医による虫歯予防の話、歯磨き練習
　30年1月～4月生まれの子どもと保
護者　25組　　母子健康手帳
　1月11日から携帯・
スマートフォンで
二次元コード　　 3

　1月22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

　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：1月25日（金）、2月7日
（木）②1歳6か月児：1月24日（木）、2月
13日（水）③3歳児：1月17日（木）、2月
1日（金）　　　 3

　1月23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　　1月11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

　1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

　1月23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

　2月17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　　1月20日～2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

もく  よく

　1月22日・29日、2月5日（火）10時
～11時30分　　ハイハイする前の
赤ちゃんと親　12組　　1,000円　
　

　1月23日・30日、2月6日（水）10時～11
時30分　　成人　10人　　 1,000円 ※
材料費別　　　 6人、要問合せ

　1月28日（月）9時東急田園都市線市が
尾駅改札集合～11時30分現地解散　　麻
生不動院「だるま市」見学（川崎市麻生区）
　成人　12人　　200円　　歩きやす
い服装、靴、飲み物　　1月12日から

　2月21日（木）10時～13時　　成人　
12人　　650円　　1月16日から

　2月中の毎週火曜日15時30分～17
時　　治癒力、免疫力などを使い、呼
吸でリラックス。リハビリにもなります
　成人　12人　　2,000円　　動き
やすい服装、タオル、飲み物　　1月
12日から

　2月11日（月・祝）10時30分～12時30分
　陶磁器にシールを転写したプレート
作り。ハート型または丸型を選択　　
　15人　　800円　　1月12日から

　2月21日（木）10時30分～13時30分
　家庭でも簡単に作れるにくまん・あん
まん　　成人　24人　　300円　　
エプロン、三角巾、布巾、手拭き用タオ
ル、筆記用具　　1月11日から

　2月12日（火）9時45分～12時30分 
　箱付き、贈り物にも可能　　成人　
12人　　1，700円　　1月11日から

　①2月4日②3月4日（月）10時～13時
　成人各日　16人　　①1,200円②
1,150円　　1月11日から

　子育てを援助する提供会員および
利用会員を募集します。
　①1月23日（水）10時30分～11時
30分②1月24日（木）10時30分～11時
30分③2月9日（土）10時～11時30分
※③は職場復帰するママのための説
明会。先輩ママの体験談あり　　①③
いっぽ②みらいポケット（鴨居1-11-2
リバーサイド鴨居101）　　　　緑区
支部（　982-3521）

横浜子育てサポートシステム
入会説明会

　2月15日（金）10時15分～12時　
　十日市場地域ケアプラザ　　日戸 
由刈（相模女子大学人間心理学科教
授）　　子育て支援に関わる人、子ど
もの発達に不安のある人　60人　　
6か月児以上から　12人※1人1,000
円　　1月16日10時から

障害理解講座 発達障害の子の
立ち直り力

　①1月16日（水）10時30分から・11
時15分から②1月23日（水）10時30分
から③1月26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②③3歳以
上の子ども各　30人

　1月19日（土）～31日（木）　　緑区
内市立中学校の生徒の書き初め作品
展と、書道関連図書の展示、貸出

　2月7日（木）13時30分～16時　　
じょうよまんじゅう　　60歳以上の横浜
市内在住者　15人　　300円　　エプ
ロン、三角巾、タオル、プラスチックの
保存容器　　1月11日9時から

　3月2日（土）10時～12時　　緑図書
館2階（緑ほのぼの荘 会議室）　　折り
紙でおひなさま作り。持ち帰り可　　小
学生と保護者　10組　　2月1日9時
30分から

　2月16日（土）13時30分～16時30分
　2,000円　　女性　28人　　1月11
日から

　2月16日（土）10時～14時　　小学
生以下のおもちゃの修理　　　24品
　特殊な部品は実費あり　　1月11
日から

　2月9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
　1月11日から

　1月26日（土）13時30分から　※入れ
替え制。申込み順に時間を指定　　粘土
で手形をとり、素焼きにして後日渡し
　未就学児　60個　　1個700円　
　1月12日10時から

　2月17日（日）10時～15時30分　　3人
1組の源平合戦　　小学生以上　60人
　100円　　1月11日から

　3月7日（木）9時30分～11時30分　
　成人　12人　※初心者可　　600
円　　受付時連絡　　1月15日から

　2月2日・9日・16日（土）13時～14時 
　フラダンスの基本を親子で体験　
　3～6歳の未就学児と母親　8組　
※2人1組。初心者対象　　2,400円　
　動きやすい服装 ※スカートの貸出
有　　1月11日から

　2月21日（木）・22日（金）9時30分～
11時30分　　スマートフォンのカメラ
機能と撮影した写真の編集・管理　　
成人　20人　　1,500円　　スマート
フォン　　1月11日から

　3月1日～22日までの毎週金曜日10時
～11時　　母親の癒やしの時間と親子
の触れ合いを目的としたヨガ　　2か月～
1歳児（歩く前の幼児）と母親　10組（2
人1組）　　2,800円　　ヨガマットま
たはバスタオル　　1月11日から

　1月30日（水）10時・14時　※開演
の30分前開場　　ワン・コインで名画
を大画面で鑑賞。レ・ミゼラブル（上映
時間158分）　　　300人　　500円
※全席自由

　3月22日（金）19時開演　※開演の
30分前開場　　軽快なおしゃべりと
ジャズライブ　　鵜飼 一嘉（MC）　
　　300人 ※全席指定。未就学児入場
不可、車椅子席要予約　　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　
　　　　　※中・高校生50人を無料
で招待します。要問合せ

　3月23日（土）9時～17時　　舞台
上に何もない状態から､アカペラコン
サートができるように機材･機構を舞
台技術スタッフと作り､本番公演を開
催　　専修大学アカペラサークル
「EmoHil」有志　　中学生以上　30人
　1,000円　　1月12日から

　①3月16日（土） 10時30分開演②
13時開演③3月17日（日） 10時30分開
演　※開演の15分前開場　　世界の
童歌、チリンとドロンのオリジナル曲 
　①②チリンとドロン、しみずけんた
③チリンとドロン　　①②1歳～小学
6年生の子どもと保護者③13か月まで
の子どもと保護者各回　90人　　
大人800円､子ども300円　　1月11
日から
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に っ と

ゆ  かり

じゅんこ ク ラ シ デザイン

う かい

エ モ ヒ ル

かずよし

ひきこもり等困難を抱える
若者の専門相談（予約制）

妊産婦歯科相談

歯つらつ1歳児

母乳育児相談

乳幼児健康診査

離乳食教室「もぐもぐ教室」

乳幼児歯科相談

プレパパ・プレママ講座
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〒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

〒226-0019 中山2-1-1
　 935-1982     935-1983

〒226-0025　十日市場町817-8
　 989-5850     989-5851

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

子どもの食生活相談

おもちゃ病院

百人一首大会

キルトで作るかわいい小物入れ

舞台講座2019 ゼロから創る舞台

ガトーショコラ・クラシック
（スフレタイプ）

相澤先生（地域史研究家）と行く
郷土の祭事～麻生のだるま市～

あいざわ

赤ちゃんのはじめての音楽会
チリンとドロンのコンサート

ママとベビーマッサージ（全3回）

入園・入学準備グッズ作り（全3回）

捏ねないパン作り（全2回）
こ

親子ではじめての
フラダンス体験講座（全3回）

おもちゃ病院

手形づくり

ベビーと一緒にママヨガ教室（全4回）

ワン・コイン シネマ

企画講座2019

スマホ入門講座 スマホカメラの
使い方と写真編集(全2回）

おしゃべりジャズ倶楽部 Vol.15
ボリューム

ひなまつり キャラスイーツ教室

はじめての気功（全4回）

にくまん・あんまんを作ろう！

季節のポーセリン～ひなまつりプレート～



おもちゃ病院

　1月26日（土）10時～14時　　小学
生以下の子どものおもちゃの修理　
※弾が出るおもちゃ、家電に類するも
のは除く　　部品交換は実費　　

　2月23日（土）15時～17時　　ス
ポーツを始めるうえでの体の不安、ス
ポーツ中のけがによる不安等、スポー
ツ活動と体についての相談　　神田 
健博（横浜スポーツ医会医師）　　　6
人　　1月24日10時から

　毎週月曜日9時～9時40分（休館日、
祝日を除く）　　簡単な体操やスト
レッチで肩こりや腰痛改善　　　20
人　　400円　　動きやすい服装、タ
オル、飲み物

Welcome！ロビーコンサート
ウェルカム

My減災マップを作成しよう！
マイ

　2月5日（火）10時～12時　　①不
思議大好き マジックをやってみよう②
中山 みどりーむ周辺の歴史と今③写
真をデコしちゃおう！④介護体験者の
認知症予防法と絵手紙術⑤スイーツ
デコ講座 粘土でチョコレートを作ろう
⑥書いてみようエンディングノート
～老後の安心、家族の安心～⑦リズムde
健康体操⑧先取り春のトンボブロウチ
⑨タヒチへの旅入門２～タヒチアンダン
スレクチャー付⑩NISA・イデコって
何？お得なの？私もできる？⑪いざとい
うときのトイレ対策を考えよう！　　①
6人②15人③6人④成人8人⑤6人
※未就学児は要保護者同伴 ⑥成人8
人⑦成人10人⑧成人5人⑨成人10人
⑩成人20人⑪緑区民20人　　②印刷
費実費③500円⑤700円⑥300円⑧
800円⑪2,000円　　①筆記用具、ト
ランプ②メモ用紙⑥筆記用具⑦飲み
物、タオル⑧ティッシュ⑪ゴミ袋2枚、
簡易トイレパック　　1月25日までに

　2月8日（金）10時～12時　　状況に
あった施設の種類と選び方　　松浦 
恵理子（認定NPO法人市民シンクタン
クひと・まち社 事務局長）　　　50
人　　1月27日必着で　　　を明記
し　　　  「地域福祉セミナー」係へ

　子育てを援助する提供会員および
利用会員を募集します。
　①1月23日（水）10時30分～11時
30分②1月24日（木）10時30分～11時
30分③2月9日（土）10時～11時30分
※③は職場復帰するママのための説
明会。先輩ママの体験談あり　　①③
いっぽ②みらいポケット（鴨居1-11-2
リバーサイド鴨居101）　　　　緑区
支部（　982-3521）

　2月15日（金）10時15分～12時　
　十日市場地域ケアプラザ　　日戸 
由刈（相模女子大学人間心理学科教
授）　　子育て支援に関わる人、子ど
もの発達に不安のある人　60人　　
6か月児以上から　12人※1人1,000
円　　1月16日10時から

講座「世界の人たちと楽しもう！おりがみ
教室～親子で触れる日本の文化～」

当日受付教室
「かんたん！肩こり腰痛ストレッチ」

　①1月16日（水）10時30分から・11
時15分から②1月23日（水）10時30分
から③1月26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②③3歳以
上の子ども各　30人

　1月19日（土）～31日（木）　　緑区
内市立中学校の生徒の書き初め作品
展と、書道関連図書の展示、貸出

　2月10日（日）13時30分～16時　　
緑公会堂　　講演〈人はなぜ「詐欺」に
だまされるのか？「振り込め詐欺の撲
滅」〉、“社会を明るくする運動”作文コン
テスト表彰式、十日市場中学校吹奏楽
部による演奏　　新川 修吾（神奈川
県緑警察署 生活安全課長）

　2月7日（木）13時30分～16時　　
じょうよまんじゅう　　60歳以上の横浜
市内在住者　15人　　300円　　エプ
ロン、三角巾、タオル、プラスチックの
保存容器　　1月11日9時から

　3月10日（日） 13時～15時　　がん
を経験した女性のための回復支援プ
ログラム　　女性　15人　　20円　
　1月19日から

　3月2日（土）10時～12時　　緑図書
館2階（緑ほのぼの荘 会議室）　　折り
紙でおひなさま作り。持ち帰り可　　小
学生と保護者　10組　　2月1日9時
30分から

働く女性のためのスキルアップ講座
～段取り力がアップする時間管理術

　2月16日（土）13時30分～16時30分
　2,000円　　女性　28人　　1月11
日から

サロンふらっと
携帯電話の中身をのぞいてみよう

介護施設の基礎知識
－いざという時、あわてないためにー

　2月27日、3月6日・13日・20日（水）9
時30分～12時　　講座を企画してみ
ましょう。第1回：オリエンテーション、
第2・3回：企画案まとめ、第4回：企画
発表　　緑区内在住・在勤者　20
人　　500円　　2月10日必着で
　　　を明記し

地域活動ウオーミングアップ講座
「あなたの思いが講座になります!!」全4回

　1月19日（土）10時～15時　　帆布
リバーシブルトートバッグ（かもめ福祉
工房）、手作り菓子など加工食品の販売

　1月26日（土）～2月24日（日）10時～
18時　　長島 有里枝個展、横浜市所蔵
カメラ・写真コレクション展　　長島 
有里枝（出品作家・写真家）、野村 浩
（コレクション展ゲスト・キュレーター）

　①1月27日②2月10日（日）12時～
12時40分　　①シャコンヌ（尺八・
箏）②守谷 博美&佐藤 里美（ピアノ
デュオ）、小林 みどり（フルート）&前田 
菜月（ピアノ）

　1月20日（日）13時30分～15時30
分　　森岡 登〈（株）村田製作所通信
モジュール事業部コネクティビティ商品
部シニアマネージャー〉　　100円　

　2月3日（日）10時～12時　　鈴木 光
〈（一社）減災ラボ代表理事〉　　　緑区
内在住者　30人　　500円　　筆記
用具　　1月25日必着で　　　を明
記し　　　　「防災・減災講座」係へ

　1月26日（土）13時30分から　※入れ
替え制。申込み順に時間を指定　　粘土
で手形をとり、素焼きにして後日渡し
　未就学児　60個　　1個700円　
　1月12日10時から

　3月22日（金）19時開演　※開演の
30分前開場　　軽快なおしゃべりと
ジャズライブ　　鵜飼 一嘉（MC）　
　　300人 ※全席指定。未就学児入場
不可、車椅子席要予約　　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　
　　　　　※中・高校生50人を無料
で招待します。要問合せ

　3月23日（土）9時～17時　　舞台
上に何もない状態から､アカペラコン
サートができるように機材･機構を舞
台技術スタッフと作り､本番公演を開
催　　専修大学アカペラサークル
「EmoHil」有志　　中学生以上　30人
　1,000円　　1月12日から

　①3月16日（土） 10時30分開演②
13時開演③3月17日（日） 10時30分開
演　※開演の15分前開場　　世界の
童歌、チリンとドロンのオリジナル曲 
　①②チリンとドロン、しみずけんた
③チリンとドロン　　①②1歳～小学
6年生の子どもと保護者③13か月まで
の子どもと保護者各回　90人　　
大人800円､子ども300円　　1月11
日から
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善意の寄附

　緑区社会福祉協議会にご寄附いた
だき、ありがとうございました。（10月
31日受付分まで、敬称略）
横浜新緑総合病院、日本芸能文化協
会、後藤 勇

しんかわ しゅうご

ご とう いさむ

ながしま かん  だ

ニーサ

たけひろ

そう もり や ひろ  み さ  とう さと  み

こばやし まえ だ

な つき

ゆ   り  え の  むら ひろし

はまかぜ号は8面に
掲載しています
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緑区役所駐車場は行事や天候により満車で使用できない場合があります。区役所・公会堂へ 来庁の際は、できるだけ公共交通機関を利用してください

●各施設の催しの申込み・問合せは各施設へ。 施設の催しは特に記載のない場合は
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

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。

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

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

〒226-0019 中山2-1-1
　 931-2478     934-4355

〒226-0019 中山1-29-7
　 932-0733     934-7048

〒226-0005　竹山3-1-16
　 　 939-3099

ちょっと先生の平日体験講座
～平日の午前中、ちょっと先生の
講座を楽しみましょう

　 910-5700     910-5755

〒225-0012　青葉区あざみ野南1-17-3

　 910-5656     910-5674

おはなし会

展示「緑区中学校 書き初め展」 

緑区“社会を明るくする運動”講演会

和菓子づくり講座

キャンサーヨガ＆ピラティス

スポーツ医事相談（整形外科）
あざみ野フォト・アニュアル

あざみ野アートワゴン&あざみ野マルシェ

【共通】　1歳6か月～未就学児。4日
前までに　子どもの部屋（　
910-5724）へ



旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 

よこはま動物園ズーラシア

職場で働く人との関係づくりにも
配慮してもらえたので、自信が回
復し、前向きに仕事に取り組める
ようになりました。

就労支援促進事業
　    ジョブスポット緑

       就労訓練事業
　さまざまな事情により今すぐには
一般的な働き方が難しい人へ、短
時間就労の機会を提供するなど、 
状況に合わせた柔軟な支援を行う
事業です。

１.

2.

3.

4.
5.

卵を溶き、フライパンにサラダ油をひいて半熟のスクランブルエッグを作
り、いったんフライパンから取り出す
1のフライパンにもう一度サラダ油をひき、適当な大きさに切った白菜をざっ
と炒め、Aを入れて中火で煮込む
2の白菜がしんなりしてきたら、水溶き片栗粉を
入れてとろみをつける
1の卵を3に入れて火を止める
仕上げに4にごま油をたらし、ご飯に盛り付けたら完成

このレシピは、緑区内で地産地消を推進しているよこはま地産地消サポート店有志の団体「YOKOHAMA 
Team Verde THREE STARS」の協力で提供しています

海鮮酒家 海陽飯店
所在地：十日市場町822-17
　　　  ☎988-2301
営業時間：11時30分～13時30分、
　　　　  17時30分～21時30分
　　　　  ※要予約　※火曜定休 レシピ作成：鳥海 文雄さん

とり うみ ふみ  お

●サラダ油：少量 ●卵：2個 ●白菜：100ｇ 
●Ａ（しょうゆ：大さじ2、水またはお湯：
140cc、オイスターソース：小さじ１、中華だし
の素またはチキンスープの素：小さじ1/2、
砂糖：大さじ1） ●片栗粉：大さじ1（同量の
水で溶く） ●ごま油：少量 ●ご飯：適量
作り方

【問合せ】　 地域力推進担当　　930-2237　　930-2242

材料（2人分）

　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！

　10月27日、約半年間にわたったみどり「ひと・まち」スクールの修了式が行われま
した。４期生それぞれが作りあげた「夢プラン」（具体的な活動プラン）を紹介します。

　名和田学長からは「子育て世代にうれしいプランや、市民活動に気軽に入れる
構想があった。住み開くというユニークなテーマもあり感心した」など、一人ひとり
にエールが贈られました。
　既に活動に向けた準備を進めている４期生もいます。「夢プラン」が実現する
ように、スタッフ一同、これからも応援していきます！

　生活支援課では「生活」・「仕事」・「家計」など一人ひとりの困りごとや悩みごとに
応じて、解決策を一緒に考え、生活の立て直しに向けた自立相談支援を行っています。
　一緒に解決の道を探しましょう！

10時限目は、サブナビゲーターの活躍に迫ります。

４期生、修了式で「夢プラン」発表！9時限目

料理のポイント

　水溶き片栗粉を入れた後に、
あらかじめ半熟で焼いた卵を
入れることで卵がトロトロにな
ります！ 白菜の代わりに、他の
野菜を使ってもおいしいです！

▲ツインテールのような耳の飾り毛

並んで眠る姿▲

イベント情報

アカカワイノシシ 第 歩3

第4歩では家計相談支援事業について紹介します！

30年12月号「第２歩」に
掲載しています！

就労準備事業
　「これまで働いた経験が少な
い…」「長年働いていない…」と
悩んでいたり不安を抱えていた
りする人を支援し、生活習慣や
基礎能力を養う事業です。

2月9日（土）～11日（月・祝）
各該当の動物の展示場
動物たちにバレンタインの
特別な餌をプレゼントしな
がらガイドします。ガイドに
参加された皆さんにもお菓
子をプレゼント。
※数に限りがあります

　　　　　　　　　　2019年の干支は、
イノシシですね！ ズーラシアでは、アカカ
ワイノシシを飼育しています。赤毛の川辺
にすむイノシシという意味です。アフリカ
に群れで生息していて、特徴は、綺麗な赤
褐色の毛並みとツインテールのような耳
の飾り毛。きょうだいで並んで眠る姿は見
ていると癒やされますよ。鼻で物を持ち
上げる力が強く、運動場でもよく鼻で土を
掘り返しています。鳴き声は甲高く、耳を
澄ませると鳴き合っているのが聞こえま
す。2月末までは、毎日14時15分からアカ
カワイノシシのとっておきタイムを実施し
ています。ちょっと変わったアフリカのイ
ノシシにぜひ会いに来てくださいね。

休園日 1月15日・22日・29日、2月5日（火）

イン

すぐに就労することが困難な人に向けての支援です。

ヨ コ ハ マ

チーム ベルデ スリー スターズ

【問合せ】　 生活支援係
（　 930-2333　　930-2329）

事業の利用には、一定の要件があります。
詳しくは担当まで問い合わせてください。！

な   わ   た

霧が丘を
ふるさとと呼べる
地域にしたい

地元長津田に、多目的
カフェを作りたい

身近な樹々を
助けたい

長津田の町を
長寿の町に!

学校の先生として、子ども
たちと地域を結び、コラボ
レーションを実現する！

先人の知恵を
つかって、みんなで
健康になろう！！

緑区で点訳グループを
はじめたい

公園を利用した
「青空遊人クラブ」を作る

こどもの
朝の「広場」

４期生の
「夢プラン」を紹介！

お囃子を守りたい！
＆広めたい！

はやし

働く経験ができたこと
で生活リズムが整い、
仕事をする自信や
やる気が持てました。
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　地場野菜を使ったレシピを紹介するよ！ 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

餅などによる窒息に注意！詰まりやすいものは、小さく切ってゆっくりとかんで飲み込みましょう！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12月1日現在 区の人口181,559 区の世帯数人 世帯76,926
　あけましておめでとう
ございます！ 今年のお年
玉アンケートは何と150
人にプレゼントが当たる
よ。ぜひ応募してね！

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
930-2220 930-2225

（総合案内）930-2323
ミドリン
からの

今月は7ページで「新春恒例！
読者アンケート&お年玉プレゼント」を
実施しています。ぜひ参加してください。


