
【問合せ】　 広報相談係 　 930-2219　　930-2225

　緑区では、区役所が撮影し保存してきた写真や、これまで実施していた「緑区フォトコンテスト『緑区を撮る！』」の
入賞作品、「緑区の昔の写真」として提供していただいた写真※など、緑区各地のさまざまな姿を収めた

写真をデジタル化し、オープンデータとして緑区Webページで公開・提供を始めました。
緑区フォトアーカイブのオープンデータは、写真ごとに指定されたライセンスを満たすことで、どなたでも利用できます。

　ぜひ緑区の魅力の再発見や世代間交流・地域活動、その他ＰＲ等に利用してください。
※「緑区を撮る!」入賞作品や「緑区の昔の写真」提供写真については、著作権者の許諾が得られた写真のみ順次掲載しています。
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子ども会の会報に区内の
公園の写真を載せたい！
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孫と一緒に昔の緑区の
写真を見たいな
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テーマ「将来に残したい緑区の姿」

※敬称略

おおぎや かつゆき

新治里山公園（緑区役所撮影 2020年12月）
雪の朝（篠原 勝清撮影 十日市場中里公園 2016年1月）
三保念珠坂公園（緑区役所撮影 2009年11月）
県立四季の森公園（緑区役所撮影 2020年12月）
竹山のイチョウ並木（緑区役所撮影 2009年11月）
長津田駅前（緑区役所撮影 2020年12月）
駅のまわりは田んぼだらけ2（扇谷 克幸撮影 中山駅周辺 1966年頃）
学校帰りの校庭(千原 康夫撮影 現・山下地域交流センター 1984年5月）
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お店の
ホームページに
近所の写真を
載せたい！

友達に緑区の
すてきな場所を
紹介したい！

検索緑区フォトアーカイブ

利用規約・利用方法等
詳しくは
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2021年（令和３年）１月～12月にデジタルカメラで撮影
された緑区内の写真または緑区に関連する写真で、自作
未発表かつ他のコンテスト等で発表される予定のないもの。

対象作品
2021年12月（予定）
応募期間

※変更になる場合があります。

緑区フォト
コンテスト

舞降りる
平和の使い
おおつか

（大塚 英夫撮影 
2017年11月）

ひでお
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52021（令和3）年 10月号 ／ 緑区版5～12ページは緑区版です

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、最新の情報に基づいた行動をお願いします

ワクチン接種に関するお問合せワクチン接種に関するお問合せ
新型コロナウイルス新型コロナウイルス

（　9時～19時）　0120-045-070　0120-045-070　0120-045-070
※耳の不自由な人の
　お問合せFAX番号です
※耳の不自由な人の
　お問合せFAX番号です　050-3588-7191　050-3588-7191



長津田駅

十日市場駅

　商店街のキャッチコピーと魅力ある写真をちりばめたポスターを制作する事業です。
商店街に興味を持ってもらえるようポスターのテーマは各商店街店主たちが考えます。
第1弾は緑新栄会。第2弾以降は順次制作します。
　ポスターに使用する写真は、緑区長津田にある中野写真館の中野 修平さんが撮影します。

なかのしゅうへい

スペシャル ウィーク
商店街Special Week事業

専門性のある品ぞろえで牛肉、ロースト
ビーフが特に好評です。
ギフトにも対応可能。「王様のバラ色ロースト
ビーフ」は、午後には完売する人気商品です。

(有)中山精肉店お店紹介

今年で創業20年を迎えます。材料選び、季節感を大事に
ベーシックな物をよりこだわって作ります。クロワッサン、
食パン、キッシュや週末限定商品もファンが多いです。

ケーキショップ そらお店紹介

JR・市営地下鉄「中山駅」徒歩3分

台村町187-19 18時～24時 日曜日定休

933-2418

JR「十日市場駅」から
市営バス23系統「郵便局前」下車徒歩1分

霧が丘3-25-2-202 11時～17時 
月・火曜日定休

921-6878 

※季節によって変わります。

うなぎ・季節料理 漁火お店紹介
いさりび

ホテルや割烹料理店で修業し、1977年に緑新栄会に
出店しました。四季の食材を使った季節料理やふぐ、
うなぎ、天ぷら、串焼きなど一品料理を扱っています。

かっぽう

緑区遺産第1号に
認定されたレトロな商店街
昭和の雰囲気を残すレトロな街並
みに、飲食店やスナック等が多く
集まる夜の顔を持つ商店街です。

　あなたに喜んでもらえる、創業
以来の伝統を守るお店・新たな
お店が商店街にあります。今回は
緑区内にある7つの商店街の各
会長のお店を紹介します。
※店舗・商店街の情報は2021年9月現在。

※営業時間は変更することがあります。

かつて大山街道の宿場町として栄えた
人情あふれる商店街

お客さまの笑顔のために頑張る宿場の情熱
商店街！また行きたくなるような魅力を持つ、
楽しさを満喫することのできる商店街です。

霧が丘団地内の
静かな環境にある商店街
少し奥まった住宅街にありますが、
ゆったりとお買い物、食事が
できる商店街です。

クロワッサン 248円
うな重（おしんこ・吸物付） 3,190円

981-0134
JR・東急「長津田駅」徒歩３分

長津田5-5-6 10時～19時
日曜日・祝休日定休

王様のバラ色ローストビーフ 100g 948円から
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鴨居駅中山駅

【問合せ】   地域活動係 　930-2232 　930-2242

JR「鴨居駅」から横浜市営・神奈中バス56系統で
「竹山団地中央」下車徒歩1分

竹山3-1-8 10時～18時 火・日曜日・祝休日定休

933-6653

コミュニティ・ストア こやなぎお店紹介

931-1581

JR・市営地下鉄「中山駅」から市営バス
74系統「谷津田原第1住宅入口」下車すぐ

北八朔町1598 7時～22時30分  酒店とコンビニの利便性を備えた、地域の皆さま
から「選ばれるお店づくり」を目指しています。
お米や灯油等、重たい商品もお届けします。

和菓子司 大平屋お店紹介

JR「鴨居駅」から横浜市営・神奈中バス56系統で
「竹山団地入口」下車  徒歩7分

鴨居町2544 8時～17時30分 ※日曜日・祝休日定休

935-5345

1988年に創業し、長年「地域に根ざした水道屋さん」として
親しまれています。空調や水まわりのリフォーム、給湯器などの
改修施工まで幅広く手掛けています。

（有）串田設備お店紹介

厳選された材料を使用し、風味しっかり、幸福感たっぷりの
商品でお客さまをお待ちしています。ふっくら生地に
風味豊かな小豆あんを使用した「どら焼」が人気です。

やき

竹山団地の中にある
ほのぼのとした雰囲気の

商店街
竹山団地の池のほとりにある
落ち着いた雰囲気の商店街です。
毎年、花火大会を実施し、地域
住民との交流を図っています。

鴨居駅の発展とともに
成長してきた商店街

鴨居駅南口を中心とした地域
密着型の商店街で「鴨居桜
まつり」やイルミネーションなど
地域を盛り上げるイベントも
実施しています。

地域に密着したフレンドリーな商店街。
防犯パトロール、町内清掃なども自治会
と協力し、住みよい街づくりに力を
入れています。

谷津田原団地の生活に
欠かせない地域密着型の商店街

緑区キャラクター「ミドリン」

ぜひ行って
みてね！

どら焼 140円
親切・丁寧なスタッフによる対応が好評です

お茶の奥津園お店紹介

932-1337
JR・市営地下鉄「中山駅」徒歩1分
※定休日なし ※時短営業中(要問合せ)

寺山町86
平日：9時～19時、
土・日曜日・祝休日：9時～18時 

親子4代100年続く、お茶とのりの
専門店。産地から直送される新鮮な
茶葉を昔からの量り売りで販売して
います。

高級煎茶「秘園の雫」
100g 1,080円

本格焼酎「八朔」
発売元：(株)小柳商店 720ml 1,325円

1946年に発足して以来、地域と
共に発展してきた地域に密着した
人情あふれる商店街です。

中山駅南北に展開する緑区
最大の店舗数を誇る商店街
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フードドライブに協力を

早めに相談してください

相談時間

※受話器を水平に置く電話機にだけ取り付けられます。

※公共交通機関で来てください。このイベントの駐車場はありません

【問合せ】　こども家庭係 　930-2331 　930-2435

【問合せ】　資源化推進担当 　930-2241 　930-2242

配布 横浜市Webサイト、
緑区役所1階12番

配布 横浜市Webサイト、
緑区役所1階12番 ほか

申請 認定・利用調整事務センターへ
専用封筒で郵送（原則）

10月1日(金)から「就労(予定)証明書
(様式)」を配布

10月12日(火)から「令和4年度横浜市
保育所等利用案内」を配布

　皆さんが持ち寄った使いきれない食品を緑区社会福祉協議会を通じて
必要とする人へ届けるしくみ。10月1日(金)から各施設の開館時間中なら、
いつでも寄付できるようになりました。

・窓口または電話で相談できます
・相談内容・状況にあった保育サービスなどが分かります
・相談の前に予約してください10月12日(火)～11月2日(火)消印有効

利用申請受付

認可保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業、
家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)
※幼稚園、横浜保育室、認定こども園(幼稚園部分)、認可外保育施設は
施設に利用申請してください。

平日9時～15時
窓　口 緑区役所1階12番
電　話 930-2331

期　間 10月11日(月)から なくなり次第終了

対　象

場　所

日　時

11月13日(土)
①10時30分～12時:
　小学校1～3年生 
②14時～16時:
　小学校4～6年生

講　師

はしば はやし りおな

橋場 こゆき・林 利緒奈
神奈川県立白山高等学校
美術科卒業生

会　場 山下地域交流センター

対　象 各回抽選で8人

参加費 1,200円

持ち物 汚れてもよい服装

日　時 10月30日(土)～11月21日(日)
会　場 十日市場町(予定)

ファクス 930-2435

・賞味期限まで２か月以上のもの
・開封していないもの
・常温保存できるもの

簡易型
自動録音機
録音チュー／SM700

　「わたしたちのまち」をテーマに黒板アートを
みんなで制作し、11月28日(日)まで展示。

作品展示

障害などがある子に特別な支援が
必要なときは①事前に希望する
保育所を見学して②　こども家庭
係(1階12番)に相談を。

【問合せ】　区民施設担当 　930-2238 　930-2242

【問合せ】　企画調整係 　930-2228 　930-2209

十日市場まちかどアートフェスティバル
「『ひかりの実』を作ろう」

山下学舎 文化祭
「チョークで描く“わたしたちのまち” 
～黒板アートワークショップ～」

まなびや

寄付できる食品

・賞味期限まで２か月以下のもの
・開封されているもの
・常温保存できないもの

寄付できない食品

日　時
10月30日(土)
①13時30分から
②15時30分から

講　師
たかはし きょうた

髙橋 匡太

対　象 各回抽選で20人

参加費 500円

会　場
十日市場ヒルタウン
7街区集会所

ワークショップ
　果物を風雨などから守る果実袋に笑顔を描いて、
LEDライトを入れた「ひかりの実」を制作。

申込み

10月15日までに
イベントWebページ

申込み

10月20日までに
イベントWebページ

・緑区役所4階41番
・資源循環局緑事務所
・長津田地区センター

・十日市場地区センター
・白山地区センター
・ハーモニーみどり1階

食品回収ボックス
設置場所

・電話をかけてきた人に「通話内容を録音
  します」という警告音声を再生します
・電話をかけてきた人の声を録音します

固定電話の受話器に
取り付けると

利用申請のスケジュール〈緑区在住者向け〉

緑区役所で利用申請する保育施設・保育事業

利用できそうな施設が分からないときは
「保育・教育コンシェルジュ」に
気軽に相談してください

　特殊詐欺電話の多くは家の固定電話にかかってきます。対策
しましょう。

②緑区役所(地域振興課)・
緑ほのぼの荘・緑区内の
地区センター※

①緑警察署
　運転免許証を返納するとき

65歳以上の緑区在住者
1世帯1個まで

※②には住所・年齢が分かるもの
(健康保険証など)を持参して
ください

米(白米、玄米、アルファ米)、
乾麺、缶詰、レトルト・インスタント
食品、のり、茶漬け、ふりかけ、
粉ミルク、離乳食、菓子、調味料

例 生鮮食品(生肉、魚介類、生野菜)、
アルコール(みりん、料理酒を除く)例

8 2021（令和3）年 10月号 ／ 緑区版

アイコン
について

　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　　保育あり　　申込み　　問合せ先
　電話　　ファクス　　はがき　　郵送　　Eメール　　往復はがき　　Webサイト　　窓口　　先着　　抽選　　申込み不要、当日直接会場へ

イベントは変更・中止することがあります。参加する前にWebサイト・問合せ先で確認してください



アイコン説明・
注意事項は上部に
記載しています。

鴨居保育園
　933-2106　 933-2104

竹山保育園
　932-3032　 932-3266

公立保育園に遊びに来ませんか
要予約。詳しくは各保育園へ問い合わせて
ください。

長津田保育園
　985-9978　 981-2710

　大きな災害などが起きたときに
被害を免れて診療・開局できる
医療機関・薬局が掲げる「のぼり
旗」の掲出訓練を実施します。

930-2328 　930-2355
【問合せ】　運営企画係

育児講座
「秋のモビール作り」
　10月18日(月)～21日(木)9時30分
～11時30分　　未就学児と保護者
各　3組

育児講座
「あかちゃんとふれあいあそび」
　10月27日(水)10時から、11時から
　0歳児と保護者各　4組

「園庭あそび」
　10月14日(木)10時45分～11時45分 
※雨天中止　　1歳以上の子と保護者
　10組

ホール開放
　10月20日(水)、11月4日(木)10時～
10時45分　　未就学児と保護者各
　5組

　10月25日(月)～27日(水)
　緑区医師会・歯科医師会・薬剤
師会の会員で訓練に参加できる
病院・歯科医院・薬局

【問合せ】　高齢者支援担当 　930-2311 　930-2310

新型コロナウイルス感染症の影響で、
自宅で過ごす時間が長くなり体力が落ちていませんか？

自宅で手軽にできる体操を紹介します！

年齢を重ねることで生じる体の衰え

緑区役所健康づくり係 歯科衛生士 酒井 綾
さかい りょう

噛む、飲み込むなどのお口の機能が低下した状態を「オーラル
フレイル」といいます。オーラルフレイルの予防はフレイル
予防につながります。食前や時間のあるときに、無理せず、
楽しく、お口の体操をしてみましょう。

か

最終回 お口周りの体操 健口体操
けんこう

唇を閉じ、
頰を膨らませたり
戻したりします

１

唇を閉じ、
口を突き出したり、
上下左右に
動かしたりします

2

それぞれ3回で
1セットです

3

口を開けて、舌を
思い切り前に出して
上下左右に動かします

１

口を閉じ、
頰や唇の裏、
歯をなめるように
舌を動かします

2

それぞれ10秒で
1セットです

3

人さし指から
小指までを優しく
頰に当てます

１

上の奥歯のあたりを
後ろから前に
回します

2

5回で1セットです3

頰・唇の運動 舌の運動 唾液腺の
マッサージ

自分で自分の体を守る!
「膝編 ～ほぐして、鍛えて、整える」

　10月14日(木)10時～11時　　緑区
休日急患診療所　　倉地 洋輔(㈱まち
リハ代表 理学療法士)　　　20人
　動きやすい服装、飲み物　　10月13日
必着で　　　を明記し
で緑区在宅医療相談室
(〒226-0019 中山3-16-2
　937-2303 　935-6762
　con-mishikai@tiara.ocn.ne.jp)

くらち ようすけ

国重要文化財「関家住宅」特別公開
せきけ

　11月27日(土)10時～16時
　都筑区勝田町　　中学生以上　150人
　10月25日～11月4日消印有効で
参加者全員の　　　・午前または午後の
希望を明記し　で教育委員会事務局
生涯学習文化財課
(〒231-0005 中区本町6-50-10 
　671-3284 　224-5863)

活動的な秋に向けて、血液さらさら血栓予防
　10月26日(火)10時30分～11時
30分　　緑区休日急患診療所
　栄養バランスの良い食事の工夫、1人
暮らしでも作りやすいレシピ　　金子 
敦子(緑区医師会管理栄養士)
　　20人　　10月25日必着で　
　　　を明記し　　　　　で緑区在宅
医療相談室 (〒226 - 0 019中山
3-16-2 　937-2303 　935-6762
 　con-mishikai@tiara.ocn.ne.jp)

かねこ

あつこ

だえき

姿勢を正して、深呼吸を3回してから始めましょう。基本姿勢

都岡地区恵みの里
「さつまいも収穫体験in都岡」

イン

　10月30日(土)9時、10時30分、12時、
13時30分、15時(時間の希望はできま
せん) ※荒天時10月31日(日)同時刻
　旭区今宿南町の畑 ※駐車場なし　　
　横浜市在住の個人・グループ各　
20組　　1組1,000円(3株程度収穫)
　10月18日必着で参加者全員の　
　　　・年齢を明記し　　で
都岡地区恵みの里運営協議会事務局
「さつまいも収穫体験 i n都岡」係
(〒241-0031 旭区今宿西町289 　
　955-5057)　　北部農政事務所
(　948-2480　 948-2488)

新治恵みの里
「市民の森散策と里芋収穫体験」

　10月30日(土)10時30分～12時
30分　　にいはる里山交流センター
　横浜市在住の個人・グループ(4人
まで)　15組 ※子どもは森を一人で
歩ける子　　1組2,000円(里芋2kg
のお土産付き)　　10月15日0時から
　で新治恵みの里　　北部農政事務所
(　948-2480 　948-2488)

犬のしつけ方教室
～災害に備えて～(全2回)

共通

　越久田 活子(緑区獣医師会獣医師)
　飼い犬登録・2021年度狂犬病予防
注射をした全2回に参加できる緑区
在住者　20人　　10月11日から
　　　で　環境衛生係
(　930-2368 　930-2367)
①しつけ方の講義 ※犬同伴不可
　11月7日(日)10時～12時30分
　緑区役所
②飼い犬同伴のしつけの実技
　11月13日(土)10時～11時30分、
14時～15時30分のどちらか
　長坂谷公園

おくだ ひろこ

親子で里芋掘り体験
　11月14日(日)10時～12時　　十日
市場駅(集合)～徒歩移動(20分程度)
～畑で収穫体験(現地解散)　　緑区
在住・在学の小学生と保護者　10組
20人　　1組800円(2株収穫)　　11月
2日必着で参加者全員の　　　・年齢
を明記し　　　で　企画調整係
(　930-2227 　930-2209)

930-2212 　930-2209
【問合せ】緑区選挙管理委員会

2021年10月以降、東本郷町、東本
郷一丁目、東本郷四丁目1番～19番と
30番以降、東本郷六丁目に住んで
いる人の投票所が変わります。

県営東本郷団地集会所

東本郷第一団地
むつみ自治会館
東本郷6-3-11

変更前

変更後

体調が良くない人は
参加しない マスク着用 検温・消毒 主催者・管理者

の指示を守る

せき 鼻水

発熱 のどの
痛み

　：緑区役所への郵便物は〒226-0013 緑区寺山町118 緑区役所〇〇係へ　　　　：行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面
■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、会場は各施設　■今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは0円　■敬称は省略　
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会場の記載のないものは緑区役所です。

　健康づくり係
　930-2357 　 930-2355
　高齢者支援担当
　930-2311 　 930-2310
　こども家庭係
　930-2361 　 930-2435
　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

1

2

3

4

申込み・問合せ先

抗HIV抗体・梅毒検査(匿名制)

食と生活の健康相談

ひきこもり等の困難を抱える若者の
専門相談(予約制)

介護者のつどい

スポーツテーピング講座

第54回 緑区硬式テニスミックス
トーナメント大会

よりどりみどり情報 続き

カッシー先生の草木染教室(全2回)

おもちゃ病院

楽しい絵手紙教室 ～年賀状～

十日市場地区センター
〒226-0025 十日市場町808-3
　981-9573 　982-3161
持ち運びに便利な
「ソーイングケース」(全2回)

さわやかスポーツタイムin長坂谷公園
イン

第74回 M.L.T杯 秋季トーナメント大会

いしばし えつ

　①11月12日(金):初・中級②11月
26日(金):中・上級―9時から　　長坂谷
公園　　女子ダブルストーナメント戦
　緑区･都筑区在住・在勤者、両区硬式
テニス協会加盟団体員を含む2人1組
各　16組　　1組5,000円
　ラケット、テニスシューズ　　10月
15日～22日に　で緑区硬式テニス
協会　　緑区硬式テニス協会 石橋 悦
(　090-1537-0140
　info@midori-tennis.mods.jp)

十日市場周辺ゆるやかウオーキング(全2回)
　10月17日、2022年3月20日(日)9時
30分～12時　　ミドリンマップをベース
に約7km。十日市場スポーツ会館集合
　　10人　　帽子、タオル、カメラ、
飲み物　　　　で十日市場スポーツ
会館(　　983-9490)

　11月14日(日)10時～13時
　長坂谷公園　　輪投げ・ナインゴール・
グラウンドゴルフなどのニュースポーツ
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
　934-7048)

　10月30日(土)13時～14時
　十日市場スポーツ会館　　スポーツ
傷害のテーピングとけがを予防する
セルフケア。実技あり　　　13人
　500円　　指定テーピング、室内
履き　　　　で十日市場スポーツ会館
(　　983-9490)

緑区ソフトテニス教室
　①10月15日～2022年1月7日の第
1・3金曜日②10月24日～2022年1月
9日の第2・4日曜日ーいずれも9時～
13時 ※雨天中止　　長坂谷公園
　中学生以上の緑区在住・在勤・在学・
在クラブ者　　500円(中学生・高校生
200円)　　ラケット、テニスシューズ
　緑区ソフトテニス協会 窪田 康彦
(　983-1888
　kubota.702@nifty.com)

くぼた やすひこ

緑区IT講習会 11月
⑦初心者のためのワード(全2回)

ミックス

　11月21日・28日(日)13時～16時
　みどりーむ　　文章作成、表と罫線、
画像とイラストの挿入など　　　20人
　2,500円　　筆記用具　　11月9日
必着で　　　を明記し　　　でNPO
法人M ICS (〒226 - 0019  中山
4-36-20みどりーむ内 　932-3272)

けい

　10月21日(木)9時～9時30分受付
　前日16時までに　で 1

　10月15日(金)9時～11時、11月2日(火)
13時～15時　　生活習慣病予防の相談
　　で 1

　10月21日、11月4日(木)13時30分～
16時20分(1回50分)　　横浜市在住
の15～39歳の本人、家族、支援者、地域
の人　　　で 4

　10月13日(水)13時30分～14時30分
　十日市場地域ケアプラザ　　介護
についての勉強会や交流会　　　で 2

　11月14日・28日、12月12日(日)
9時から　　長坂谷公園　　ミックス
ダブルス　　緑区在住・在勤・在学・緑区
硬式テニス協会加盟団体員を含む2人
1組:一般　24組、合計年齢100歳以上
　12組、120歳以上　12組　　1組
4,000円　　ラケット、テニスシューズ
　10月11日～18日に参加料を添えて
緑区硬式テニス協会事務局　(十日市
場町854-4 ラケットショップ オープン・
スクエア　 988-0633　 988-0683)

母親(両親)教室(全4回)
　12月1日(水)・9日(木)・15日(水)・22日(水)
13時15分～15時(13時から受付)
　妊娠中のこと、出産・育児について学ぶ
　2022年4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
　11月1日～20日に二次元
コード 　　　で 3

　11月12日、2022年1月21日(金)9時
45分～11時45分　　成人　8人
　5,000円　　エプロン、厚手のゴム
手袋、バスタオル　　10月11日から

　11月20日(土)10時から、11時から、
13時から　　小学生以下のおもちゃ
　20品　　特殊な部品は実費
　10月12日から

　11月22日(月)12時45分～14時45分
　成人　10人　　300円　　描きたい
お正月グッズ　　10月12日から

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」

子どもの食生活相談

乳幼児歯科相談
　10月28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　　　　で 3

プレパパ・プレママ講座
　11月27日(土)9時30分～11時30分(9時
15分から受付)　　沐浴実習、胎児の
成長や産後の生活について　　緑区
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
　10月12日～31日に二次元
コード　　　で

もくよく

3

　10月28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　　　で 3

歯つらつ1歳児
　11月19日(金)10時から、10時50分から
(1回40分程度)　　虫歯予防の話、歯磨き
アドバイス　　2020年10月～2021年
1月生まれの子と保護者各　
8組　　母子健康手帳
　10月11日～31日に二次元
コード 3

　10月26日(火)9時30分～11時30分、
11月9日(火)13時～15時(1組30分
程度)　　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　　
　　　で 3

対象の子には個別通知を送付して
います。
　①4か月児:10月22日(金)、11月4日(木)
②1歳6か月児:10月28日(木)、11月
10日(水)③3歳児:10月21日(木)、
11月5日(金)　　　で 3

　10月26日(火)13時15分～14時、
14時45分～15時30分(各15分前から
受付)　　7～8か月ごろの子と保護者
各　10組　　手拭き用タオル、飲み物
　10月12日から　　　で　(　は参加
者全員の　　　・子の生年月日を明記)

1

　10月26日(火)9時～11時(1回30分
程度)　　離乳食、幼児～思春期の子
の食生活相談　　　で 1

ママとベビーマッサージ(全3回)

長津田地区センター
〒226-0026 長津田町2327
　983-4445 　983-6945

こうじ

小泉麴屋が教える手作り味噌講習会
みそ

　11月5日(金)10時30分～12時
　成人　20人　　1,350円

　11月9日・16日・30日(火)10時～
11時30分　　ハイハイする前の
赤ちゃんと母親　10組　　1,100円
　10月12日から

絵本 de リトミック(全3回)
デ

和菓子講座 フルーツ大福と芋饅頭
まんじゅう

　11月22日(月)10時～13時　　成人　
12人　　1,400円　　10月15日から

　11月18日・25日、12月2日(木)10時～
11時　　1歳6か月以上の歩ける未就
園児と保護者　10組　　1,500円
　10月13日から

白山地区センター
〒226-0006 白山1-2-1
　935-0326 　935-6039

おおくにぬし
日本の古代史とその文化
伊勢信仰と大国主(出雲)信仰の神(全5回)

　10月22日～12月17日の隔週金曜日
9時45分～11時45分　　成人　14人
　3,500円　　10月11日から

中山地区センター
〒226-0019 中山2-1-1
　935-1982 　935-1983

絵本の時間

ズンバ

ZUMBA(全8回)

　10月21日、11月4日(木)10時15分～
10時45分　　新刊絵本読み聞かせと
紙芝居　　未就学児と保護者　10人

イキイキ健康体操(全8回)3期
　11月4日～12月23日の毎週木曜日
①12時30分～13時20分②13時50分
～14時40分　　おおむね60歳以上
各　25人　　各3,200円　　10月
14日から
長く楽しめるナチュラルリース作り
　11月17日(水)10時～11時30分
　　10人　　2,600円　　10月15日
から

　11月4日～12月23日の毎週木曜日
11時15分～12時　　世界中の音楽に
合わせてダンス　　成人　25人
　3,200円　　10月13日から

　10月27日、11月10日(水)9時30分～
11時30分　　パッチワークのステッチ
で仕上げる　　成人　10人
　1,200円　　待ち針、はさみ、仕
付け糸、あればキルト用針糸(黒か紺)
　10月11日から
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アイコン
について

　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　　保育あり　　申込み　　問合せ先
　電話　　ファクス　　はがき　　郵送　　Eメール　　往復はがき　　Webサイト　　窓口　　先着　　抽選　　申込み不要、当日直接会場へ

イベントは変更・中止することがあります。参加する前にWebサイト・問合せ先で確認してください



【問合せ】中央図書館サービス課 
　262-0050 　231-8299

　10月21日、11月4日(木)15時
10分～15時50分
※荒天中止　　竹山中公園

■男女共同参画センター横浜北
　代表　 910-5700 　910-5755
　子どもの部屋 　910-5724
1
2

アートフォーラムあざみ野
〒225-0012 青葉区あざみ野南1-17-3

緑区社会福祉協議会
〒226-0019 中山2-1-1
　931-2478 　934-4355

「善意銀行」への寄付者 (7月受付分)
日本舗材(株)、ユニー(株)アピタ長津田
店、(株)清光社、匿名2件

■横浜市民ギャラリーあざみ野
　910-5656 　 910-5674

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」

みどりーむ防災・減災講座
家庭の防災教室「親子で生きのびる！」

あざみ野フェローマルシェ

大人のためのおはなし会

女性としごと応援デスク
＠緑図書館「自分を癒す処方箋 
～働く女性のメンタルヘルス～」

いや

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

3種類の種を選べる！
プランターで作る葉物野菜
　10月30日(土)10時～11時30分
　成人　14人　　1,000円　　10月
11日から　　　※種の持ち帰り有
わんぱく卓球教室(全4回)
　11月7日～28日の毎週日曜日10時～
11時30分　　小学生　16人 ※ラケット
貸出しあり　　1,200円　　10月16日
から
おもちゃ病院
　11月13日(土)10時～14時　　小学生
以下のおもちゃ　9品　　特殊な部品
は実費　　10月11日から

みどりアートパーク
〒226-0027 長津田2-1-3
　986-2441 　986-2445

SDGs映画上映会
「フォークス・オーバー・ナイブズ
～いのちを救う食卓革命～」

エスディージーズ

　10月6日～27日(水) ※10月11日は
休館

　11月19日(金)10時～12時
　井口 和子(臨床心理士、産業カウン
セラー)　　横浜市在住・在勤の働く
女性　10人　　10月20日から

いぐち かずこ

地域子育て支援拠点いっぽ
〒226-0025 十日市場町817-8
　989-5850　 989-5851

横浜子育てサポートシステム
入会説明会

　10月17日(日)10時30分から、13時
30分から(各開始30分前開場)　　各　
30人　　600円

　10月15日(金)10時30分～11時30分、
10月27日(水)14時～15時　　地域で
子どもを預けたい人と預かる人を
つなぐ制度　　　　で緑区支部
(　982-3521)

はじめてのいっぽ
　11月10日(水)13時30分～14時30分
　施設紹介と友達づくり　　初めて
いっぽを利用する親子　6組　　10月
27日から

　11月4日(木)10時30分～12時
　絵本やストーリーテリング　　高校生
以上　12人　　10月19日から

緑ほのぼの荘
〒226-0025 十日市場町825-1
　985-6323 　985-6324

介護予防講座「介護予防のために
 ～日頃から続けよう！ 運動・生活～」
　11月4日(木)13時30分～15時
　60歳以上の横浜市在住者　20人
　靴袋(レジ袋可)、マスク

シングルマザーのための就労相談
　11月12日(金)13時30分から、14時30分
から、15時30分から　　横浜市在住の
シングルマザーまたは離婚予定の母親
各　1人　　10月11日から　　 で 1

ミシンでソーイング(乳児保育付き)

Welcome! ロビーコンサート
ウエルカム

　①10月17日(日)②10月24日(日)―12時～
12時40分　　①地元企業製ハイエンド・
オーディオによるジャズ名盤レコード
コンサート②ジャズの名曲ナンバー
　②みなとみらいSuper Big Band

スーパー ビッグ バンド

　10月23日(土)・24日(日)10時30分～
14時30分 ※売り切れ次第終了
　障害者福祉施設などで作られた
食べ物やオリジナル雑貨の販売

ボランティア傾聴講座
　11月18日(木)14時～16時　　　15人
　10月11日から

　11月15日(月)10時30分～12時
30分　　2か月～1歳5か月の子の保育
希望の保護者　10人　　大きめの
バッグを作る　　3,500円　　糸切り
ばさみ　　10月19日から　で 2

緑区市民活動支援センター
みどりーむ
〒226-0019 中山4-36-20
　938-0631 　939-5401
　md-midreamkouza@city.
yokohama.jp

Open! みどりーむ Vol.13
中山ハロウィン連動版

オープン

　10月31日(日)10時30分～15時
　みどりーむと近隣の店舗などでハロ
ウィーンのイベントを実施。詳細は
Webページで

　11月14日(日)10時～11時40分
　①みどりーむ②オンライン(Zoom)
　クイズや実験を交えて災害への適切な
知識と判断力を親子で身に付ける
　鷲山 龍太郎(防災塾･だるま 塾長、
元長津田小学校校長)　　①小学生と
その保護者。小学5年生以上は1人
参加可　18人②　50人　　10月31日
までに

わしやま りゅうたろう

【問合せ】　生涯学習支援係 　930-2236 　930-2242

「ウキウキ ワクワク♪♪ ハロウィン＆気分はもうクリスマス」

提案型ロビーイベント

第19回 みどり区民アート展

大人のためのおはなし会 ～世界を旅する 踊る絵本～

　11月7日(日)14時～15時15分　　中学生以上　50人

絵本でレッツ★ダンス！

「箏とフルートによるロビーコンサート」
こと

第6回「緑区民音楽祭 新人演奏会」出演者募集

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021 区連携事業
絵本でDance Dance Dance!

ダンス ダンス ダンス

共通

共通

　緑区役所イベントスペース　　 椅子席　30人 ※立ち見も可 

　10月25日(月)～29日(金)
展示:9時～17時 ※25日は11時から、29日は15時まで
ワークショップ:10時～15時 ※28日・29日を除く。素材がなくなり次第
終了　　季節ごとのハンドメイド作品の展示と季節のクラフト制作。当日
会場で写真を撮ってハロウィーンのカード作りも　　鈴木 佳子
　ワークショップ500円　　鈴木 佳子(　080-5472-8953 
　tibi1623@yahoo.co.jp)

すずき けいこ

　10月31日～11月7日(日)10時～17時 ※最終日は15時まで
　みどりアートパーク　　絵画等公募展　　みどりアートパーク
(　986-2441 　986-2445)

　10月28日(木)12時10分～12時45分　　うたわ会(箏)、北村 真紀
(フルート)　　うたわ会代表 岩崎 雅楽和(　080-3177-0020)

うたわいわさき

きたむら まき

　募集期間:10月20日(水)～2022年1月20日(木)／オーディション:
声楽部門 2022年3月24日(木)、ピアノ部門 2022年3月28日(月)
　緑公会堂　　各　20人　　6,000円　　応募用紙に記入し　でみどり
アートパーク「新人演奏会オーディション」係(〒226-0027長津田2-1-3)
　　生涯学習支援係(　930-2236 　930-2242) ※応募用紙の配布:
緑区民音楽祭Webページ

　みどりアートパーク　　おはなしサンタ　　10月11日
～10月29日に　　で　生涯学習支援係
(　930-2242 　 md-gakushu@city.yokohama.jp)
※共催 横浜アーツフェスティバル実行委員会

　11月23日(火・祝)10時30分～11時10分　　読み聞かせやパペット劇
　3歳以上　50人

検索横浜市緑区 郵送手続
詳しくは

●戸籍・住民票の写しの請求
●国民健康保険の手続
●市・県民税(所得)の証明

例

112021（令和3）年 10月号 ／ 緑区版

　：緑区役所への郵便物は〒226-0013 緑区寺山町118 緑区役所〇〇係へ　　　　：行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきは返信面
■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、会場は各施設　■今月11日以降のお知らせです。特に記載のないものは0円　■敬称は省略　

イベントは変更・中止することがあります。参加する前にWebサイト・問合せ先で確認してください



【問合せ】　地域活動係 　930-2241 　930-2242

　緑区内の「よこはま地産地消サポート店」で
提供している旬の地元農産物を使ったお薦め
メニューを紹介

　十日市場町にある「TDM 1874 Brewery」は1874年創業の老舗
酒屋が経営しているクラフトビール醸造所が併設されたバーです。
「野彩家 佐藤農園」(十日市場町)の農産物を使った「農×Beer」シリーズ
などのオリジナルクラフトビール、料理、おつまみを楽しめます。
　10月のお薦めメニューは「野菜のグリル」。新鮮な野菜をシンプル
にオリーブオイルと塩のみでグリルしたもので、この時期はカブや
キャベツを使っています。カブは果肉が柔らかく、優しい甘みが特徴。
キャベツはグリルすることでさらに甘みが増し、シャキシャキとした
食感が魅力です。

営業情報

【問合せ】　企画調整係 　930-2227 　930-2209

「野菜のグリル」「農×Beer」
TDM 1874 Brewery

※一部、新型コロナウイルス感染症の流行以前に撮影した写真も掲載しています。

消費生活推進員
　このコラムでは、横浜市から
委嘱されて地域を支える活動に
携わっている皆さんを紹介します。

第
３
回

十日市場町835-1

9８５-４９５５
<アクセス> JR「十日市場駅」南口 徒歩7分

緑区の人数

主な活動
ブリュワリー

のびーる①消費者被害未然防止出前講座の開催
　・緑区民まつり、地区のまつりなどのイベント会場で
　・自治会館などに講師を招いて
②地域の見守り活動への参加(敬老会、食事会やお茶会など)
③環境に配慮した購買行動を考える講習会の開催
④パネル展や情報誌で広報活動

バータイム：月～金曜日 17時～21時（L.O.20時）
土・日・祝休日 12時～21時（L.O.20時）

店舗：11時～21時 

ティーディーエム

11地区108人

　「誰もが笑顔で安心して暮らしていける町を目指して」いる緑区
消費生活推進員活動は「地域を知る・人を知る」ことから始まります。
地域の行事や集会に積極的に参加し、多くの人と意見交換をする
ことで課題と解決策が見えてきました。これからも地域の課題解決に
取り組んでいきます。
　緑区の皆さんには「推進員への声掛け」と「行事への参加」に協力を
お願いします。

前田代表からメッセージ

消費者トラブルで
困ったときの相談窓口

　商品のことや契約内容など事業者との間でトラ
ブルが起きたときに相談できるところがあります。

　　平日９時～18時／土・日曜日9時～16時45分845-6666
横浜市消費生活相談センターの消費生活相談

「緑区民まつり」で
来場者に声掛け▶

シソ
「野菜のグリル」「農×Beer
(左)赤紫蘇／(右)はるみ玄米」

自治会館で
クイズ形式の
講座を開催▶

※水曜日定休。営業時間が変更になる可能性あり

提供時期

提供価格

野菜のグリル：通年

野菜のグリル 760円
農×Beer 660円

農×Beer：季節限定
※季節によって野菜の種類が異なる

ラストオーダー

やさいや

毎月抽選で5人に
緑区グッズをプレゼント！
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緑区区政推進課

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。

広告 広告

広告 広告

ペットの飼い主さんへ

緑区の人口（2021年9月1日現在／速報値） 　　183,560人　　80,209世帯

ペットが迷子になってしまったら環境衛生係へ連絡してください。迷子になっても探せるように鑑札(犬)、迷子札、マイクロチップを
装着しましょう。　　 環境衛生係　 930-2368  　930-2367
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