
　10月に区制50周年を迎えるにあたり、区民の皆さんに提供してもらった約50年前の緑区の写真や市・区役所が所有
する昔の写真と、今の緑区の写真とを見比べて楽しみ、振り返る「緑区今昔写真展」を、1月から区内各所で開催しています。
　今月号では緑区今昔写真展の写真の一部を紹介します。「今」と「昔」の緑区の写真を見比べながら歴史の旅を楽しん
でみませんか。　※撮影者・提供者の敬称略。ご提供ありがとうございました。

　長津田駅は明治41年の横浜線開通時からある駅です。

　当時の駅舎は現在よりも100m
ほど東側に位置していました。

　昭和41年に東急田園都市線の延伸
で、溝の口～長津田間が開業しました。

　明治41年に横浜線開通
時に開業しました。平成20
年には市営地下鉄グリーン
ラインが開通しました。

　鴨居駅は地元住民が寄付をつのり開業した請願
駅です。3代目に当たる現在の鴨居駅は平成10年
に改修されました。

　十日市場駅は昭和54年に鴨居駅に次いで開業しま
した。地元からの要望により土地区画整理事業を機に
誕生した駅です。

撮影者：不明、緑区役所所蔵（昭和初期）

撮影者：不明、緑区役所所蔵（昭和58年）

撮影者：不明、十日市場町自治会所蔵（昭和54年）

撮影者：不明、東急長津田駅所蔵（昭和41年）

▲現在

▲現在

▲現在 ▲現在

現在▶

提供者：柳下 勤（昭和37年）
やなぎした つとむ

撮影者：岩間 茂次（昭和53年）
いわ  ま　 しげ  じ
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「春の日女子トーク」 撮影者：澤田 幸男さん
さわ だ ゆき お

特 

集



十日市場駅長津田駅

　「田奈」という名前は「長津田・恩田」の「田」と「奈良」
の「奈」を取って作られたといわれています。
　田奈中学校は昭和22年に開校し、この地域唯一の中
学校でした。その後、奈良中学校と青葉台中学校が分校
し、さらに生徒数の増加を受けて、あかね台中学校が開
校し、現在の学区になりました。
　木造校舎は昭和57年に建て替えられました。

　昭和天皇が皇太子だった大正
10年に陸軍大演習をご覧になっ
た場所です。
　長津田十景（※1）にも登録さ
れている景勝地です。

　現在は東京工業大学すずかけ
台キャンパスがあります。
　撮影した場所の裏山は緑区
最高峰（標高100.46ｍ）の高尾
山です。高尾山は緑区遺産（※2）
に登録されています。

　かつては、縄文時代の落とし
穴と見られる穴がある霧が丘遺
跡があり、霧が丘団地建設時に
はナイフ形土器などが発見され
ました。
　現在では原始・古代の遺構はあ
りませんが、地域内には、霧が丘公
園などに整備され、今も地域の
人々の集いの場となっています。

　現在の十日市場小学校
の場所に、旧十日市場中
学校があり、地元住民に桜
並木が親しまれていまし
た。現在は中学校の場所
も変わり、十日市場歩道橋
の南側に当時の桜が1本
のみ残っています。

　区民の皆さんから数多く
の写真を提供してもらったよ。
ありがとうございました。その
一部を紹介するよ。
　懐かしさあふれる昔の風
景と、日々目にする今の風景
を見比べてみてね！

撮影者：荻野 稔（昭和55年）
おぎ  の  みのる

撮影者：荻野 富蔵（昭和40年頃）
おぎ  の　 とみぞう

▲現在

▲現在

撮影者：岡部 豊（昭和39年）
おか べ  ゆたか

▲現在

(※1)長津田十景：中国の湖南省の「瀟湘八景」をモデルに長津田の
　　  見どころとして10か所選定された景勝地
(※2)緑区遺産：緑区内に現存する有形の歴史的・自然的・文化的資源で、
　　  その価値が地域に認められているもの

▲現在

撮影者：山口 弘（昭和54年）
やまぐち ひろし

撮影者：山口 等（昭和50年）
やまぐち ひとし

▲現在

しょうしょう
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お住まいの地域の自治会が分からない人は、　地域活動係（　930-2232）へ自治会へ加入しましょう



鴨居駅
中山駅

　白山町（当時）はかつて下猿山と呼ばれていましたが、白
山神社があることにちなんで改名したといわれています。
　その後昭和59年には、横浜市第１号の研究所団地である
白山ハイテクパークが整
備され、先端技術の研究
開発企業が立地しました。
パーク内にジャーマンイン
ダストリーパークもあり、
多くのドイツ系企業の拠
点となっています。

　「田奈」という名前は「長津田・恩田」の「田」と「奈良」
の「奈」を取って作られたといわれています。
　田奈中学校は昭和22年に開校し、この地域唯一の中
学校でした。その後、奈良中学校と青葉台中学校が分校
し、さらに生徒数の増加を受けて、あかね台中学校が開
校し、現在の学区になりました。
　木造校舎は昭和57年に建て替えられました。

　旧山下小学校は
横浜市立小学校で
最後の木造校舎で
した。現在はその一
部が山下地域交流
センターとして利用
されています。

　川和町は、緑区が誕生した時の区役
所があった場所で、かつては、都筑郡の
中心でした。
　この川和町へと至る道がある場所の
踏切という事で「川和踏切」と名付けら
れたといわれています。

　戦後、中山駅南口には商店街
が形成され、昭和30年代頃まで
には、かなり広い商業圏になりま
した。一方、北口は昭和62年に完了
した土地区画整理事業が実施さ
れるまでは、広く田んぼや畑が広
がっていました。

　竹山団地は昭和46年に完成した
団地です。センターゾーンには、
天然池と見間違えそうな程の規
模の人工池があります。以前の地
形が谷戸・水田であった環境に配
慮して設計されました。夏の花火
大会と冬の鷺や鴨のバードウォッ
チングは特ににぎわいます。

【期間】4月15日(月)～26日(金)
【場所】緑区役所１階 イベントスペース

※公共交通機関を利用してください

撮影者：千原 康夫（昭和59年）
ち  はら　やす お

撮影者：古屋 光雄（昭和42年）
ふる や　 みつ お

撮影者：扇谷 克幸（昭和41年）
おおぎや　かつゆき

撮影者：入谷 雅久（昭和47年頃）
いり や　まさひさ

▲現在

▲現在

▲地下鉄グリーンライン中山駅
　イベントスペースでの写真展

▲現在

▲現在

▲現在

撮影者：磯貝 扶二男（昭和38年）
いそがい　ふ  じ  お

しも さる やま

さぎ

　今月号で紹介した
写真はごく一部。
　ほかにも区内名所の
昔の写真を展示する
よ！ぜひ見に来てね。

【問合せ】　 広報相談係（　930-2219　　930-2225）
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　5月5日（日）10時～14時　※雨天
中止　　鶴見川鴨居河川敷（JR鴨居駅
北口すぐ）　　カヌー、水族館展示や
こどもフリーマーケットなど　　みど
り・川と風の会 南（　　 932-5894）
「こどもフリーマーケット」
店長さん募集
　小学生　30組　　1組100円　　4
月20日必着で　　　・学年を明記し
　みどり・川と風の会 大隈（〒226-
0006 白山4-28-3）へ 

　5月15日（水）～17日（金）12時30
分～14時30分　　中山地区センター
　ワードの基本操作、文字入力、文章
作成、表と罫線、画像とイラストの挿
入、簡単な文章の作成等ワードの基本
　　20人　　3,000円　　筆記用具
　4月30日必着で　　　を明記し　
　　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

　4月21日、5月12日（日）10時30分～
11時30分、13時30分～14時30分　
　玄海田公園　　初心者・初級者向
けのインラインスケート滑走技術の
説明と練習方法　　各　20人　　
200円　　4月11日から　玄海田公園
（　　986-0986）へ

　女性農業者による茶まんじゅうの実
演販売などを行います。例年、周辺の
田んぼでレンゲが見頃を迎えます。
　4月20日（土）9時～14時　　横浜
農協田奈支店（東急田園都市線田奈
駅徒歩8分）　　田奈恵みの里推進委
員会　　横浜農協田奈支店組織係
（　981-1811　　981-1839）

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。

　4月14日（日）10時30分～17時（10
時30分～11時15分受付）　　中山地
区センター　　8級～7段5クラス別
変則トーナメント方式4回戦　　緑
区および近隣区に在住・在勤・在学者
　100人　　大人1,200円、中学生以
下1,000円　　緑区囲碁連盟 岡田
（　　 933-7927）　

【伊藤 かね子さんの「木のおもちゃで
遊ぼう」】
　4月22日（月）10時～11時　　未就
学児と保護者
【4月生まれの誕生会と親子ふれあい遊び】
　4月23日（火）10時45分～11時15
分　　4月生まれの未就学児と保護者

第136回緑区民囲碁大会

田奈恵みの里 春の地産地消イベント

　南米アンデスの響きを楽しみませんか。
　4月21日（日）13時～14時　　JR
鴨居駅改札前　　マチャスカ　　鴨居
まち研　テリー保谷（　080-5183-
5626）

第47回鴨居エキコン

玄海田公園
「インラインスケート講習会」

緑区IT講習会5月②ワード基礎（全3回）

　①5月25日（土）13時30分～15時30分
②6月8日（土）10時30分～12時30分
③7月6日（土）10時30分～12時30分
④7月20日（土）10時30分～13時　※
作物・天候状況による日時変更あり　
　にいはる里山交流センター　　①
麦刈り②脱穀③製粉体験と麦茶作り
④地粉調理と試食　　新治恵みの里
発展会　　①に必ず参加できる横浜
市内在住の家族・グループまたは個人
　15組程度※1組4人程度　　1組
6,000円（新治産地粉のお土産付き）
　4月15日から新治恵みの里　　　
　北部農政事務所（　948-2480　　
948-2488）

　地元の農家さんが新鮮野菜を販売
します。農家さんに旬の野菜のおいし
い食べ方を教えてもらいませんか。
　5月10日（金）8時45分～13時  ※売り
切れ次第終了、荒天時などは実施しない
場合あり　　緑区役所　　　企画調整
係（　930-2228　　930-2209）　

みどり地場野菜の直売会

　①5月17日（金）9時30分から・10
時30分から②5月20日（月）10時～
12時　　①緑区役所②中山地区セン
ター　　①健康チェック（体組成・骨
密度・末梢血液循環・血圧測定など）、
食生活チェック、口の健康の話②運
動の実践　　　30人　　②飲み物、
バスタオル　　①のみ　　4月11日
から　　　を明記し　　　　健康づ
くり係（　930-2357　　930-2355）へ

▲にぎわう直売会
い とう こ

【こいのぼり製作】
　4月24日（水）10時から・10時50分
から　　1歳6か月以上の未就学児と
保護者　　各　8組

【4月生まれの誕生会】
　4月25日（木）9時30分～10時
　4月生まれの未就学児と保護者

［緑・芸術祭についての問合せ］　 生涯学習支援係
　 930-2236　　930-2242
　 md-gakushu@city.yokohama.jp

第70回 チャリティー緑区民謡愛好会演奏大会
　4月14日（日）10時30分開演　　緑公会堂
　日本の民謡・舞踊などの演奏会
　緑区民謡愛好会　　　500人
　緑区民謡愛好会 吉浜（　935-1300）

緑区サークルミニギャラリー～春～ 出展サークル募集
　会期:5月20日（月）～24日（金）　　緑区役所
　緑区内で活動し、以下の2点に当てはまるサークル
　①絵画、写真、貼り絵などの創作活動をしていること
　②5月8日（水）10時からの調整会議（会場：緑区役所）に出席できること
　4月25日必着で希望展示場所（壁またはパネル）・サークル名・展示内容・代表者の　　　を明記し
　　　　　  生涯学習支援係「サークルミニギャラリー」担当
　（　930-2236　　930-2242　　md-gakushu@city.yokohama.jp）へ

第42回「緑区コーラスのつどい」参加団体募集
　緑区内のコーラスグループが協力して運営する手づくりの合同演奏会です。
　　　  　11月10日（日）　　みどりアートパーク
　　　  　月1回程度 ※各団体から代表者が出席。第1回は6月11日（火）10時から
　　　  　緑公会堂
　緑区内で活動するコーラスグループ
　参加・出演料：1団体3,000円および出演者1人につき100円（予定）。
　別途「緑区コーラスの会」年会費：1団体1,000円
　4月11日～5月31日消印有効で、申込書を記入し　みどりーむ
　No.22（〒226-0011 中山町93-1）へ
　※詳細は募集チラシ参照。チラシ・申込書は緑区役所、みどりーむ、
　　緑区内各地区センターで配布。緑区　からもダウンロード可

ほ たに

おか   だ

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」

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!?

【問合せ】 緑警察署（　 932-0110）

演奏会
委員会

　5月26日（日）10時～12時30分　
※雨天中止、小雨決行　　こども自然
公園（旭区） 　　身近な薬草の名前を
調べながら園内散策コースをウォー
キング　　横浜市薬剤師会会員　　
横浜市内在住・在勤・在学者　50人　
　500円　　4月11日～5月7日必着
で　　　・年齢を明記し　　　横浜市
薬剤師会事務局（〒235-0007 磯子区
西町14-11 神奈川県総合薬事保健セン
ター内　　761-7840　　754-3000）へ

よしはま

●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　●敬称は省略
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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）

 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

ミックス

▲緑区民謡愛好会 ▲緑区コーラスのつどい

十日市場保育園
 （　 981-6470   　981-6525）

第26回 こども風のまつり 

おおくま

みなみ

薬草探索健康ウォーキング横浜



　5月15日（水）～17日（金）12時30
分～14時30分　　中山地区センター
　ワードの基本操作、文字入力、文章
作成、表と罫線、画像とイラストの挿
入、簡単な文章の作成等ワードの基本
　　20人　　3,000円　　筆記用具
　4月30日必着で　　　を明記し　
　　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

　4月21日、5月12日（日）10時30分～
11時30分、13時30分～14時30分　
　玄海田公園　　初心者・初級者向
けのインラインスケート滑走技術の
説明と練習方法　　各　20人　　
200円　　4月11日から　玄海田公園
（　　986-0986）へ

横浜シニア大学一般講座
（合同開講式含め全13回）

からだリメイクせみなー
～生活習慣改善講座～（全2回）

　①5月25日（土）13時30分～15時30分
②6月8日（土）10時30分～12時30分
③7月6日（土）10時30分～12時30分
④7月20日（土）10時30分～13時　※
作物・天候状況による日時変更あり　
　にいはる里山交流センター　　①
麦刈り②脱穀③製粉体験と麦茶作り
④地粉調理と試食　　新治恵みの里
発展会　　①に必ず参加できる横浜
市内在住の家族・グループまたは個人
　15組程度※1組4人程度　　1組
6,000円（新治産地粉のお土産付き）
　4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 小麦体験教室（全4回）

　①5月25日②6月29日③8月3日④9月
21日⑤10月5日(土)9時から　　①田
植え②草取り・生き物調査③かかし作
り④稲刈り⑤脱穀・もみすり・収穫祭※
天候等により日程変更あり　　青葉
区田奈町の水田(東急田園都市線田奈
駅徒歩8分)　　田奈恵みの里推進委
員会　　緑区・青葉区内在住の家族ま
たは個人　30組　　1組7，000円(収
穫した米の持ち帰りあり)　　当選者
に別途連絡　　4月19日消印有効で
参加者全員の　　　・年齢・緊急連絡
先を明記し　　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 

田奈恵みの里 体験水田（全5回）

　①5月17日（金）9時30分から・10
時30分から②5月20日（月）10時～
12時　　①緑区役所②中山地区セン
ター　　①健康チェック（体組成・骨
密度・末梢血液循環・血圧測定など）、
食生活チェック、口の健康の話②運
動の実践　　　30人　　②飲み物、
バスタオル　　①のみ　　4月11日
から　　　を明記し　　　　健康づ
くり係（　930-2357　　930-2355）へ

　4月25日（木）7時50分にJR横浜線
長津田駅ホーム（八王子寄り）集合　
※雨天中止　　高尾駅（バス）～小仏
バス停～景信山（727m）～相模湖方面
または高尾山方面　　500円　※往
復交通費等は各自負担　　弁当、飲み
物、雨具、ごみ袋、敷物、保険証、手袋、ス
トック等　※軽登山靴着用、登山リュッ
クで　　緑区体育協会ハイキング
部 小林（　090-2326-8662 ※22時
まで　　981-2074）

合同開講式
　6月7日（金）13時から
　関内ホール（中区）
講座
　6月14日～10月4日の毎週金曜日
（8月は除く）10時～12時　　緑ほの
ぼの荘　　健康づくり、食生活、法律、
教養、生きがいづくり、老人クラブ活
動の概要、緑区の歴史、口腔ケア、認
知症予防体操など　　横浜市内在住
のおおむね60歳以上　55人　　
2,000円　　5月10日までに申込書
に記入し　緑区老人クラブ連合会、　
高齢・障害支援課、緑ほのぼの荘へ
※申込書は各申込先で配布　　緑区
老人クラブ連合会（　　 933-1133）

【問合せ】    広報相談係（　 930-2219　　930-2225）

　東京工業大学「すずかけサイエンスデイ」にあわせて、キャンパスで一
番高い施設からの眺望や、キャンパス内の展示物などを撮影します。撮影
した写真を印刷してフォトフレームを作成し、一人ひとり発表します。
　フォトワークショップ終了後は「すずかけサイエンスデイ」を楽しめます。

毎週金曜日、毎月
第1・3月曜日（8・
12月は毎週金曜
日のみ実施）
13時～16時

相談実施日の1
週間前の8時45分
から（※）

弁護士による、相続・
離婚・契約など法律問
題全般についての相談

　5月11日（土）9時～12時30分
　東京工業大学すずかけ台キャンパス
　中野 修平（中野写真館）
　緑区内在住の小学1～6年生と保護者　10組　
　デジタルカメラ　※記録媒体はSDカードに限る
　4月11日9時～23日17時に右の二次元コード
　※協力：東京工業大学すずかけサイエンスデイ実行委員会

【作品展】
　フォトワークショップで撮影した写真は
緑区役所で展示します。
　展示期間：5月27日（月）～31日（金）

【問合せ・予約】 　広報相談係（　930-2219　　930-2225）

緑区役所の無料特別相談

相談の種類

法律相談

偶数月第2火曜
日（2月を除く）
13時～16時

相談実施日の2
週間前の8時45
分から

税理士による、所得
税・相続税・贈与税な
どの相談

税務相談

毎月第2月曜日
13時～16時

毎月第1水曜日
13時～16時

毎月第3火曜日
13時～15時

事前に

司法書士による、債務
整理（140万円以下）・
不動産登記などの手
続きについての相談

司法書士
相談

公証人による、遺言・
契約などの公正証書
についての相談

公証相談

行政書士による、相
続・離婚・契約などの
手続き方法について
の相談

行政書士
相談

予約開始日 相談内容実施日時

毎月第3木曜日
9時～12時、
13時～16時

交通事故相談員による、示談や保険金の
請求方法などについての相談

相談の種類

交通事故
相談

行政相談 毎月第4木曜日
13時～16時

行政相談委員による、国や独立行政法人
などの仕事に対する意見・要望の相談

相談内容実施日時

第69回 M．L．T杯春季トーナメント大会
　①5月10日②5月24日（金）9時か
ら　　女子ダブルス①初中級（試合
経験の少ない人）②中上級（各種トー
ナメント1～3回戦敗退者）　　緑区・
都筑区内在住・在勤または緑区・都筑区
テニス協会加盟団体員各　16組　　
1組5,000円　　4月12日～19日に

第49回 硬式テニスミックス大会
初級・中級
　5月12日（日）9時から　　1ブロック
4ペアによりリーグ戦、6ゲーム先取
　緑区内在住・在勤または緑区テニス
協会加盟団体①初級　12組②中級　
20組　　1組4,000円　　4月13日
～21日に

こばやし

こぼとけ

相談時間はいずれも
25分間です。

（※）予約開始日が祝日の場合は前開庁日の8時45分から。詳しくは緑区　

■事前予約が必要な相談

■事前予約不要の相談

なか  の しゅうへい

●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　●敬称は省略
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終了しました。今まで投稿ありがとうございました。

9

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

まっしょう

ダブルステニス大会

区民ハイキング 景信山（12km）
かげのぶやま 【共通】　 長坂谷公園　　ペアのうち

どちらかに資格があれば可　　各
大会指定の方法で緑区硬式テニス
協会事務局（ラケットショップオー
プンスクエア　　988-0633　　988-
0683　※10時～20時、水曜定休）へ

大学会館▶

▲J2・J3棟からの眺望



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）

　 5月22日(水)9時～10時受付　　40歳
以上　 55人　　680円(70歳以上無料)
　 4月17日から　　　1へ

　①5月7日(火)②17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　　 9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　　

　4月24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

　4月18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

　5月26日（日）10時～12時30分（9時
45分受付開始）　　鴨居地域ケアプラ
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　　4月11日～30
日に携帯・スマートフォン
で二次元コード　　　 3
※車での来場不可

　4月18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

　4月16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：4月26日(金)・5月9日
(木)②1歳6か月児：4月25日(木)・5月
8日(水)③3歳児：4月18日(木)・5月10
日(金)　　　 3

　4月24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　　4月12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

　5月24日・31日(金)10時～11時30分
　虫歯予防の話、歯磨き練習　　30
年4月～7月生まれの子どもと保護者
　25組　　母子健康手帳
　4月11日から携帯・スマー
トフォンで二次元コード
    3

　4月18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

　5月22日(水)11時～11時45分
　前日までに　  1へ

　4月11日・18日・25日、5月9日(木)9
時～9時30分受付　　前日16時まで
に　 1へ

　4月26日(金)9時～11時、5月7日
(火)13時～15時　　生活習慣病の個
別相談　　　 1へ

　5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　※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　

　4月12日、5月10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

　4月18日(木)13時～15時　　中山
地域ケアプラザ　　 介護についての
勉強会や交流会　　　  2

まっしょう

もく よく

　5月22日(水)10時～13時　　成人 
　16人　　1,000円　　4月18日から

　5月23日・30日(木)9時45分～11時
45分　　成人 　10人　　700円　

　5月27日、6月3日・17日・24日(月)
10時～11時30分　　ハイハイする
前の赤ちゃんと保護者　12組　　
1,200円　　4月27日から

　5月29日(水)9時45分～12時30分
　成人   12人  　1,250円

　季節の植物を使った草木染めを楽
しみませんか。最終回は、種から育て
た藍で生葉染めをする予定です。
　4月25日(木)、6月14日(金)、7月26
日(金)9時45分～11時45分　　 成人
　10人　　6,000円　　エプロン、厚
手のゴム手袋、バスタオル　　4月11
日から

　5月5日(日)9時30分から　　未就
学児に折り紙の「かぶと」とお菓子を
プレゼント　　未就学児　40人

　5月17日～9月6日の毎週金曜日(8
月9日・23日を除く)12時30分～13時
30分　　自分の体と対話しながら体
をゆるめるストレッチ　　成人　15人
　6,000円　　動きやすい服装、タオ
ル、飲み物　　4月13日から

　5月15日、6月19日、7月17日(水)9
時45分～12時45分　　フルーツサ
ンドや羽根付きギョーザなど　　成人
　12人　　3,900円　　エプロン、三
角巾、布巾、手拭き用タオル、筆記用具
　4月11日から

　作った鯉のぼりは「第26回 こども風
のまつり」(8面に掲載)で展示します。
　4月20日(土)13時～15時　　幼児
～小学生　30人　※幼児は要保護者
同伴　　100円　※汚れてもよい服
装で　

　5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
　4月11日から

　5月18日(土)11時～12時　　白山
地区センター中庭のグリーンカーテン
作り。 ゴーヤ苗一つの持ち帰りあり　
　小学生以上　20人　　200円　　
4月11日から　　　※汚れてもよい
服装で

　5月7日(火)10時～11時30分　　成
人　16人　　1,500円　　4月11日
から

　5月7日～28日の毎週火曜日13時
～14時30分　　小筆・太筆を使って
学ぶ仮名文字・漢字　　成人　16人
　2,000円　　4月11日から

　5月11日(土)10時～11時30分　　
季節の花など　　小学生以上　20人
　300円

　①5月16日・30日、6月13日・27日
(木)10時～11時45分②5月25日(土)
10時30分～13時30分　　①初心者
対象の初級レベル②チーズタッカル
ビ、ズッキーニチヂミほか　　成人
各　20人　　①2,000円②1,500円
　4月13日から

　5月10日・24日、6月14日・28日、7月
12日(金)12時45分～14時45分　　
古事記・日本書紀から探る日本古代の
神々から日本の文化を創ってきた天
皇の祭事　　成人　24人　　2,500円
　4月11日から

　4月12日(金)13時30分から　　いっ
ぽの紹介とお友達作りのプログラム　
　いっぽを初めて利用する人・数回し
か利用したことがない人

　YAMAHAのCF-Xを舞台上で弾い
てみませんか。
　4月15日(月)・16日(火)・18日(木)10
時～12時、13時～15時、15時30分～
17時30分、18時～20時　　各枠　
1人　※グループも可。18歳未満要保
護者同伴　　1枠2,000円　

　①4月19日②5月10日(金)14時開
演(13時30分開場)　　①フェリス・
フラウエンコーア②斎藤 真理恵(ピア
ノ)、Bohemianist MasahiRo(バイ
オリン)　　各　300人　　当選はが
き　　①4月11日必着②4月30日必着
で　　　・年齢・希望日・希望枚数を明
記し　　※1枚につき2人まで

　子育てを援助する提供会員および
利用会員の募集説明会を開催します。
　4月13日(土)・24日(水)10時30分～11
時30分　　 　緑区支部(　 982-3521)ま
たは　

　5月25日(土)①11時から②13時30
分から　　みどりアートパーク　　①
0～2歳向け②3歳～小学生向けの人形
劇　　各　60人　　 4月23日10時か
ら　
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ご注意ください 緑区役所駐車場は行事や天候により満車で使用できない場合があります。区役所・公会堂へ来庁の
●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　●敬称は省略

●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

肺がん検診（胸部Ｘ線検査）

母親(両親)教室(全4回)

子どもの食生活相談

ひきこもり等困難を抱える若者の
専門相談(予約制)

プレパパ・プレママ講座

妊産婦歯科相談

母乳育児相談

乳幼児健康診査

離乳食教室「もぐもぐ教室」

歯つらつ1歳児

乳幼児歯科相談

ニコニコ卒煙クリニック

抗ＨＩＶ抗体・梅毒検査(匿名制)

食と生活の健康相談

思いやり、健康づくりの日

もの忘れ相談

介護者のつどい「にじいろ」

手作りこんにゃく

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

カッシー先生のはじめての
草木染教室(全3回)

端午の節句(こどもの日)イベント

はじめての55才からのストレッチ
～体をゆるめよう～(全15回)

おしゃれにランチ(全3回)

夏糸のかぎ針編み
ペットボトルカバー(全2回)

ママとベビーマッサージ＆
リトミック(全4回)

ゴルゴンゾーラとナッツ＆ハチミツ
フォカッチャ

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

〒226-0006 白山1-2-1
　 935-0326     935-6039

ミニ鯉のぼりを作ろう

おもちゃ病院

ゴーヤのグリーンカーテンを作ろう

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

贈りものにもなるプリザーブド
フラワーブーケ作り

書をたのしむ(全4回)

オリガミクラブ

①はじめての韓国語講座(全4回)
②韓国家庭料理

日本の古代史とその文化
～古事記と日本文化～(全5回)



【共通】 　各　 40人 　 1回500円   　 

　作った鯉のぼりは「第26回 こども風
のまつり」(8面に掲載)で展示します。
　4月20日(土)13時～15時　　幼児
～小学生　30人　※幼児は要保護者
同伴　　100円　※汚れてもよい服
装で　

　5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
　4月11日から

　5月18日(土)11時～12時　　白山
地区センター中庭のグリーンカーテン
作り。 ゴーヤ苗一つの持ち帰りあり　
　小学生以上　20人　　200円　　
4月11日から　　　※汚れてもよい
服装で

　5月7日(火)10時～11時30分　　成
人　16人　　1,500円　　4月11日
から

　5月7日～28日の毎週火曜日13時
～14時30分　　小筆・太筆を使って
学ぶ仮名文字・漢字　　成人　16人
　2,000円　　4月11日から

　5月11日(土)10時～11時30分　　
季節の花など　　小学生以上　20人
　300円

　①5月16日・30日、6月13日・27日
(木)10時～11時45分②5月25日(土)
10時30分～13時30分　　①初心者
対象の初級レベル②チーズタッカル
ビ、ズッキーニチヂミほか　　成人
各　20人　　①2,000円②1,500円
　4月13日から

　5月10日・24日、6月14日・28日、7月
12日(金)12時45分～14時45分　　
古事記・日本書紀から探る日本古代の
神々から日本の文化を創ってきた天
皇の祭事　　成人　24人　　2,500円
　4月11日から

　4月12日(金)13時30分から　　いっ
ぽの紹介とお友達作りのプログラム　
　いっぽを初めて利用する人・数回し
か利用したことがない人

　YAMAHAのCF-Xを舞台上で弾い
てみませんか。
　4月15日(月)・16日(火)・18日(木)10
時～12時、13時～15時、15時30分～
17時30分、18時～20時　　各枠　
1人　※グループも可。18歳未満要保
護者同伴　　1枠2,000円　

　①4月19日②5月10日(金)14時開
演(13時30分開場)　　①フェリス・
フラウエンコーア②斎藤 真理恵(ピア
ノ)、Bohemianist MasahiRo(バイ
オリン)　　各　300人　　当選はが
き　　①4月11日必着②4月30日必着
で　　　・年齢・希望日・希望枚数を明
記し　　※1枚につき2人まで

　子育てを援助する提供会員および
利用会員の募集説明会を開催します。
　4月13日(土)・24日(水)10時30分～11
時30分　　 　緑区支部(　 982-3521)ま
たは　

　5月25日(土)①11時から②13時30
分から　　みどりアートパーク　　①
0～2歳向け②3歳～小学生向けの人形
劇　　各　60人　　 4月23日10時か
ら　

さい とう ま    り    え

ボ　ヘ　ミ　ア　ニ　ス　ト マ　サ　ヒ 　ロ

　①4月17日(水)10時30分から・11
時15分から②4月27日(土)15時30分
から③5月8日(水)11時から　　絵本
の読み聞かせ、童歌　　①0・1歳児と
保護者各　12組②3歳以上の子ども
　30人 ③2・3歳児と保護者　12組　

　5月10日(金)13時30分から・14時
30分から・15時30分から　　横浜市
内在住の就労を目指すシングルマザ
ー各　1人　　2か月～未就学児。4日
前までに　子どもの部屋(　910-
5724)へ　　4月11日から

　5月19日(日)まで　※4月15日(月)
は休館　 小学生～高校生にぴったり
の本の紹介　

　4月19日・26日、5月10日(金) 15時
～16時　　体を整える簡単なストレッ
チ　　　20人　　1回600円　　飲
み物、タオル、動きやすい服装　　1歳
6か月～未就学児。4日前までに　子ど
もの部屋(　910-5724)へ　

　 910-5700     910-5755

〒225-0012　青葉区あざみ野南1-17-3

　①4月14日②28日(日)12時～12時
40分　　①成田 夕香(ソプラノ)、北村 
真紀子・小林 穂乃香(ピアノ)、大谷 桜子
(バイオリン)②Picardie(クラリネット、
ピアノ)

　 910-5656     910-5674

なり  た きたむらゆう か

ま  き  こ こ ばやし おおたに さくらこほ   の   か

ピカルディ

　緑区社会福祉協議会に寄付をいた
だき、ありがとうございました。
(1月31日受付分まで)
日本舗材㈱、後藤  勇

　6月1日・8日・15日(土)10時～12時
　ハーモニーみどり　　ろう者と交
流しながら学ぶ手話　　全3回参加で
きる人　30人　※小学生以下要保護
者同伴 　　500円　　筆記用具　
4月11日から　　   を明記し

　5月5日(日)10時～15時　　カラフ
ルな紙を使った帽子作り　　未就学
児要保護者同伴

　5月24日・31日、6月14日・21日、7
月5日(金)13時30分～16時　　化粧
土を使用してさまざまな装飾を施す
スリップウェアの化粧掛け、装飾、成
形、釉掛けの技法体験　　 並木朱子
(陶芸家)　　中学生以上　20人
13,000円　　要問合せ　　5月3日
必着で　　　を明記し 

　4月25日(木)までの9時～11時30
分、13時～16時30分受付　　緑区内
で行われる非営利な地域福祉推進事
業や障害福祉推進事業を支援するた
めの助成金　　3月18日から

ご  とう いさむ

ベーシックエアロ
　毎週火曜日12時～12時50分　　
初心者向けのエアロビクス　　動き
やすい服装、室内シューズ

美姿勢バレエエクササイズ
　毎週水曜日12時10分～13時　　
バレエのメソッドを使ったしなやかで
芯のある身体づくり　　動きやすい
服装

シェイプアップヨーガ
　毎週土曜日9時～9時50分　　癒や
しと体力向上を目指すリフレッシュヨ
ガ　　動きやすい服装

筋トレ＆ボディケア
　毎週土曜日10時～10時50分　　
日常生活に必要な筋力アップとボディ
ケア　　動きやすい服装、室内シューズ

　知っているようで、よく知られてい
ない「飲料」について理解を深めてみ
ませんか。
　4月21日(日)13時30分～15時30分
　渡邊 隼人(コカ・コーラ ボトラーズ
ジャパン（株） 総務本部地域共生課 
課長)　　100円

わた なべ はや   と

　 4月18日 、5月2日(木)15時
～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）

なみ  きくすり あか  ね

みどり区版　／  　　　　　　　 2019（平成31）年 4 月号　●11
緑区役所駐車場は行事や天候により満車で使用できない場合があります。区役所・公会堂へ来庁の 際は、できるだけ公共交通機関を利用してください

●各施設の催しの申込み・問合せは各施設へ。 施設の催しは特に記載のない場合は
会場は各施設　●　　 　： 行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面　●今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは、無料　●敬称は省略

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

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。

ゴーヤのグリーンカーテンを作ろう

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

はじめてのいっぽ

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

みどりアートパークでCF-Xを
弾こう！

みどりアートパークプレゼンツ
緑区制50周年記念コンサート！

横浜子育てサポートシステム
入会説明会

みどりおはなしフェスタ
～人形劇を楽しもう～

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

おはなし会

シングルマザーのための就労相談

図書展示
「新学期、読んでみようこんな本」

当日受付教室
バランスコーディネーション

Welcome！ロビーコンサート
ウ ェ ル カ ム

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

善意の寄付

やってみよう！手話(全3回)

こどもの日イベント
「ふわふわ帽子をつくろう」

市民のためのプログラム
陶芸－スリップウェア(全5回)

平成31年度「緑区ふれあい助成金・
緑いきいき助成金」申請受付

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

当日受付教室

〒226-0011　中山町93-1　
　 938-0631 　 939-5401
 　md-midreamkouza@city.yokohama.jp

サロンふらっと
飲料の正しい知識と飲み方



旭区上白根町1175-1（☎959-1000） 

よこはま動物園ズーラシア

4月21日(日)
みんなのはらっぱ大テント
ズーラシアン
ブラスの演奏や
記念植樹など
※詳細は

4月20日(土)・21日(日)
各該当動物展示場
4月19日の「4・19
（しいく）の日」に
ちなんだ20周年の
特別ガイド

鍋に水（分量外・1000cc）、塩を入れ、沸騰したら一口大に切ったアスパラガス
をゆでる
フライパンに油をひき、ベーコンを弱火で２～３分炒めて取り出す
2のフライパンで、スライスしたじゃがいも、玉ねぎ、にんにくを弱火で炒めたら、
いったん取り出す。さらに、1のアスパラガスを焦げないように炒める
3にコンソメ、水（分量外・50cc）、牛乳、3のじゃがいも、
玉ねぎ、にんにくを入れ、３～４分沸騰しないように加熱する
4をミキサーなどですりつぶした後、ざるでこす
5を鍋に入れ、生クリーム、バターを加えて加熱した後、
塩・こしょうで味を調えたら完成

１.

2.
3.

4.

5.
6.

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

カフェ フェリックス フォール
所在地：中山1-27-6
　　　  シロタ中山ハイツＡ104
　　　  ☎532-6816
営業時間：11時～22時
　　　  ※木曜定休(水曜は15時から休み) レシピ作成：宮地 昌彦さん

みや  じ まさひこ

●アスパラガス：300ｇ ●油:少量 ●ベー
コン：スライス１～２枚  ●じゃがいも：中
１/２個  ●玉ねぎ：１/２個 ●にんにく：１/4
片  ●コンソメ：2g ●牛乳：100cc ●生
クリーム：100cc ●バター：30ｇ ●塩：少量 
●こしょう：少量
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！

　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！

　みどり「ひと・まち」スクール修了後、「サポーター」としてスクールに関わりな
がら受講生をそっと支えてくれる修了生がいます。最終回は、サポーターとして
４期生を見守った３人を紹介します。

スクールの“つながり”を支えるサポーターの力最終回

開園20周年記念ロゴマーク▲ズーラシアンブラス

▲

イベント情報

開園20周年 園長挨拶
第 歩6

よこはま動物園ズーラシア
開園20周年を迎えるにあたって
　1999年4月24日、よこはま動物園ズーラシア
は「生命の共生・自然との調和」をメインテーマ
に掲げ、「世界一周の動物旅行」ができる動物園
として開園しました。そして20周年を迎える
今日、緑あふれる園内で世界中の野生動物と出会いながら、自然環境と人
間との関係を楽しく学べる場となり、国際的にも高い評価を得るまでに育
ちました。これもひとえに、多くの来園者ならびに関係者の皆さまのご支
援とご協力のおかげであると心より感謝しています。
　さらなる未来に向けて、ズーラシアが来園者にとっても動物たちにとっ
ても楽しく幸せな時間を過ごせる場となるように、そして生物多様性と地
球環境の保全に貢献できる場であり続けるように、スタッフ一同、努力を
重ねていきます。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。

休園日 5月7日（火）

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）

　地域の関係機関と連携して「十日市場駅周
辺 こどもの居場所づくり検討委員会」を設置
し、検討を進めました。
　昨年12月には「こどもの居場所『こども村』」
を立ち上げ、地域ケアプラザを会場に月２回
開催しています。

　牛乳を沸騰しないよう
に加熱することで、ポター
ジュの色がきれいになりま
す。アスパラガスの皮をむ
かずに調理することで、風
味豊かに仕上がります。

料理のポイント

よこはま動物園
ズーラシア園長 村田 浩一

むら  た こういち

詳しくは下記問合せ先へ。

　　 サポーターになってどうでしたか？　　　スクールの面白さは？　
　　５期生に応募する人に一言。

５期生募集中！

Ｑ１

　　４期生の「夢プラン」に接して、それぞれの思いの具体化に
　　向けて応援したくなるとともに、私自身も勉強になった。
　　全ての人が対等な立場で意見交換できること。
　　思いが見つかっていない人は、見つけるために。思いがある
　　人は、実現への道筋を考えるために参加してください。

A1

A2
A3

　　サポーターになると、もう一度、講義が聞けると思いまして。
　　放課後に有志での親睦会もあります。お酒が少し入る席
　　でクラスメートになった人たちが、どんな人生を歩んでき
　　たのかを聞くのはとても面白く、感動しますよ。
　　軽い気持ちで参加していいと思います。仕事や家庭では
　　味わえない「新しい舞台」が見つかるかもしれません。

A1
A2

A3

　　世代、地域を超えて、４期生が真剣に考えている姿に感銘
　　を受けました。
　　自由な議論、方向性が見えていく過程。和気あいあいなところ。
　　スクールに入ると自然に「人と人のつながり」ができます。
　　それは、貴重な財産です。スクールで新しい出会いを！

A1

A2
A3

Ｑ3
Ｑ2

野澤 俊夫さん
３期生

の ざわ とし お

新名 三郎さん
３期生

しんみょうさぶろう

志賀 稔さん
３期生

し  が みのる

　生活支援課では、地域ケアプラザ等と連携して、生活に
困っている人を地域で支えるための取組を進めています。

十日市場地域ケアプラザ

　地域で学習支援や食支援を行うグループ
と地域の皆さんが意見交換を行う「子どもと
大人のeee場所づくり」を開催しました。今後
は共通ののぼり旗などを作成し、連携やＰＲ
活動を進めていく予定です。

鴨居地域ケアプラザ

　「老い支度」についての検討や取組を
行う「ＭＳＯ（みんなさいごはお一人様）研
究部」に参加し、老後のお金に関する備え
を啓発するためのＦ（ファイナンシャル）ノ
ートの作成などに取り組んでいます。

霧が丘地域ケアプラザ

こども村ポスター

子どもと大人のeee場所づくり
（everyday enjoy egao） のぼり旗

Ｆノート ＭＳＯ研究部

こども村
オープニングイベント

イー

エブリデイ エンジョイ エガオ
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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

緑消防団に入団して一緒に緑区を災害に強いまちにしませんか　　緑消防署庶務課（　932-0119）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

2019年3月1日現在 区の人口181,452 区の世帯数人 世帯76,947
　新しい年度が始まった
ね。今年度も広報よこは
まみどり区版では、区民
の皆さんに役立つ情報を
掲載していくよ！

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
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