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こころ豊かに　つながる笑顔　元気なとつか

人　口：284,445人
世帯数：123,343世帯

▶戸塚区のいま（令和3年9月1日現在)

戸塚区役所
〒244-0003　戸塚町 16-17　
　 866-8484　　 862-3054　
　 戸塚区役所　 で 検索

▶10月の区役所土曜開庁日：9日・23日（毎月第2・4土曜）
開庁時間：9 時～12時　
取扱業務：戸籍課、保険年金課、こども家庭支援課（児童手当の申請・受付、母子健康手帳の交付のみ）

マイナンバーカードの
受取は予約制です。

詳しくは▶（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱や咳症状がある場合の来庁は見合わせてください。）

ここから戸塚区版 5～12ページ

帰宅支援ステーション
コンビニエンスストア、ファミリーレス
トラン、ガソリンスタンドなどの店舗
で支援を受けられます。
・水道水、トイレの提供
・地図などによる道路
情報、ラジオなどで
知り得た災害に関す
る情報の提供
・一時的な休憩の場の
提供

区役所庶務係（　 866-8307 　881-0241）

戸塚区公式ツイッター
フ
ォ
ロ
ー
し
て
ね

ＬＩＮＥを使って安否を知らせる・知る

災害時伝言ダイヤル「171」

LINEの「ステータスメッセージ」（自分の名
前とともに表示される短いメッセージ）の
活用がおすすめ。「無事です」「自宅にいます」
などと入力すれば、LINEで友だちになって
いる人全員に無事を伝えることができます。

安否の情報を音声で録音したり
確認することができます。

正確な情報を入手したら、帰宅について判断をしよう！

Point！

メッセージのやり取り
をしないので、バッテ
リーの消耗を防ぎます。

Point！

職場や学校のある
自治体が、どのよ
うな情報発信を行
うか事前に調べて
おきましょう

行政の公式情報を確認
リアルタイムに情報収集ができるSNSは災害時には
とても有効ですが、デマなどの情報が含まれている
こともあります。行政など信頼性の高いところから
の情報収集が重要！

使ってみよう…災害時伝言ダイヤル体験可能日：毎月１日・15日　1月1日～3日　1月15日～21日（防災とボランティア週間）　8月30日～9月5日（防災週間）

ホーム画面の
自分のアイコンを

タップ

プロフィール画面で
メッセージを入力

メッセージが
表示される

再生

録音 1 9

2
電話番号
を登録 1

音声録音（30秒以内）

録音された音声を聞く

音声ガイダンスに従って操作▶

▲JR戸塚駅ホームからも読み取れる二次元コード

▲目印のステッカー

戸塚区公式ツイッター

安全な場所に
とどまる
帰宅ができない場合は、
職場などの施設内に待
機しましょう。近くに職
場などがない場合は「一
時滞在施設」などにと
どまり、安全を確保す
る判断も必要です。

　 横浜市　一時滞在施設　検索システム　で 検索

Point！

「帰宅困難者一時滞在
施設検索システム」
市内の一時滞在施設
を検索し、開設状況を
確認で
きます

東日本大震災時に徒歩帰宅者
が必要と感じたものトップ３

第１位　
携帯可能なテレビ・ラジオなど
第２位　
携帯電話のバッテリーまたは充電池
第３位　
歩きやすい靴

※横浜市を含む九都県市（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、
　相模原市）では、　「帰宅支援ステーション」で徒歩帰宅をする人への支援を行っています。

その情報、本当に正しいの？

家族や自宅の無事を確認して、落ち着いた行動を

まずは
安否確認を
するべし！

正確な
災害情報を
収集するべし！

便利‼

東日本大震災時の横浜駅周辺の状況

家は大丈夫かなぁとにかく早く家に
帰らなくては！

えっ？！　電車が
止まってる…

外出先で大地震　　　帰宅ができない

帰れる？ 帰れない？

帰宅は困難・・・徒歩なら… 家に帰れそう…

家族が心配…

ライン

ここ

最新のワクチン接種情報もこちらから
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　　 区役所資源化推進担当（ 866-8411 　 864-1933）

　　 区役所運営企画係（ 866-8418   865-3963）

食品ロスを減らすためにできること
～10月は食品ロス削減月間です～

家庭で使い切れない未使用食品を集め、食品を必
要としている人へ届ける「フードドライブ」を実
施しています。家庭で使い切れない食品があり
ましたら、ぜひ窓口へお持ち寄りください。
①受付場所
区役所資源化推進担当（９階95番窓口）         
８時45分～17時　※土・日・祝日・年末年始を
除く
資源循環局戸塚事務所（川上町415-8）
９時～16時　※11時30分～13時30分と日曜を
除く
無印良品店舗
・無印良品東急プラザ  戸塚（戸塚町16-1東急
プラザ戸塚1階）10時～20時
・無印良品オーロラモール東戸塚（品濃町
537-1 西武東戸塚S.C.3階）10時～20時

②受付できる食品
・未開封（包装が破損していない）のもの
・賞味期限が明記されており、２か月以上残っ
ているもの
・常温保存できるもの

③受付できない食品の例
・野菜、果物などの生鮮食品、冷蔵食品
・お弁当、食べ残しの食品
・商品説明が外国語のみのもの
・アルコール類

「オーラルフレイル」をご存じですか？高齢者のささいな口の衰えのことです。コロナ禍で
外出を控えて会話が少なくなると、口が乾き、食べこぼしなどの症状が表れる場合も。こ
れが積み重なると、やがて全身の衰え（フレイル）につながります。フレイルを未然に防
ぐためにも口を動かし、マッサージをして唾液（つば）の分泌を促す、健口体操をしましょう。

からだの健康はお口かからだの健康はお口からら
～～1111月月88日はいい歯の日～日はいい歯の日～
からだの健康はお口から
～11月8日はいい歯の日～

赤色の
のぼりが
目印

黄色の
のぼりが
目印

黄色の
のぼりが
目印

○○診療所

◯◯◯薬局

災害拠点病院

災害時救急病院

診 療 所

地域防災拠点
（避難所）

被災を逃れ
開局している薬局

黄色の
フラッグ
が目印

軽 症
生命の危険がなく、
入院を要さない

中等症
生命の危険は
ないが入院が必要

重 症
生命の危険がある・
生命の危険が
切迫している

中等症

軽症

重症

擦り傷などの
軽いケガ

薬を処方して
もらう

区内
12か所

区内
1か所病院

病院

震災発生後、診療可能な医療機関には「診療中」 ののぼり旗が掲げられます。混乱を
避けるため、 症状の緊急度、重症度によって受診できる医療機関が異なります。いざ
という時、どこの医療機関を受診できるか確認しておきましょう。 

10月25日（月）～29日（金）
「のぼり旗掲出訓練」を実
施します。この機会にの
ぼり旗を見つけてイメー
ジしてみよう！　

家族や隣近所の人たち（自助・共助）に
よる応急処置

避難している負傷者など（軽症者）に対
して、医師、看護師などにより編成され
る医療救護隊が巡回診療を実施

戸塚区では国立病院機構横浜医療センターが掲げます

けんこう

■本紙16ページで、食品ロスを減らすひと工夫を紹介しています。

●残りものでつくるキーマカレー

●人参まるごとオーブン焼き　　

【考案者】消費生活推進員
消費生活に関する知識・情報の地域への普及・啓発などを行っています。

【考案者】環境事業推進委員　
ごみ減量による脱温暖化に向けた３R（リデュース、リユース、リサイクルという３つのRの総
称）行動の推進、地域の美化や清潔の保持などに取り組んでいます。

レシピ
公開中

フード
ドライブ
実施中

材料（２人分）
葉付きニンジン丸ごと  中２本
タマネギ  中玉1/2個
豚ひき肉  50ｇ
チーズ（ピザ用）  50ｇ
塩、コショウ  適量
オリーブオイル　大さじ１
ローズ・マリー  ２枚

作り方
①ニンジンをよく洗って、葉を切り落とし皮つきのまま20～25分ゆ
でる。（電子レンジ600Ｗなら８～10分）
②タマネギとニンジンの葉をみじん切りにし、オリーブオイルで炒め
てから豚ひき肉を加え、塩をふる。好みでコショウを加える。
③ニンジンを耐熱容器に入れ、②をのせ、さらにチーズをのせて、
オーブンで10～12分焼く。
④ローズ・マリーを添えて出来上がり。

材料（２人分）
タマネギ  100ｇ
ニンジン  30ｇ
ひき肉  100ｇ
水  300ccほど
カレールー  1/4箱
油  大さじ１杯
ニンニク  1/2片
ケチャップ・中濃ソース  各小さじ１杯
塩・コショウ  少々
パセリのみじん切り  適量

【残りものの例】
高野豆腐  1個
大根  50g
パプリカ(赤) 1/4 個
ピーマン  1個

作り方
①高野豆腐は５分ほど水につけて戻し、水気を絞っ
てみじん切りにする。
②野菜はすべてみじん切りにする。
③フライパンに油とニンニクを温め、香りが出たら
タマネギ・ニンジン・大根をよく炒める。次に、ひき
肉を入れ、色が変わったら高野豆腐と残りの野菜
を加えてサッと炒める。
④③に水を加え沸騰したら、カレールーを溶かし、
ケチャップと中濃ソースを加える。
⑤再び中火で混ぜながら、水分を飛ばすように煮込
み、塩・コショウで味を整える。
⑥盛りつけたらパセリを散らして出来上がり。

レシピを動画で紹介！！

診
療
中
横浜市

診
療
中
横浜市

診
療
中
横浜市

開
局
中
横浜市

使い切れない
食品はありませんか？

寄付編調理編

●開院している医療機関の目印として、赤か黄色ののぼり旗が掲げられます。赤色の旗は重症、黄色の旗は中等症・軽症を診察します。

※毎年10月に訓練実施中

食品ロス：本来食べられるのに捨てられてしまう食品

無駄なく使いきる

余った食品を使う





2021（令和3）年 10月号 ／ 戸塚区版 92021（令和3）年 10月号 ／ 戸塚区版8

▲Sala MASAKA
　のオーナー 
　真坂 裕美 氏

▲作品展の様子 ▲ステージ発表の様子

◀昨年のバイオリン部門小学校の部第１位
富樫美玲さん

読書の日キラキラ
おはなし会
絵本の読み聞かせやおはなしをします。
11月23日(祝・火) ①10時30分 ②11時30分 ③14

時 ④15時（各30分）
戸塚地区センター２階　和室
小学生（一人でお話を聞ける幼児も参加可）：先着各

10人
11月２日９時30分から　か戸塚図書館４番カウン

ターで受付（ 862-9411）

横浜市民賞の受賞者は…
翌年以降、市内で開催されるコンサートに出演できます！

VS

読書の秋、今年は戸塚区在住のプロ棋士による読書講演会を開催します。
奨励会を年齢制限で退会後、特例によって2005年に実施されたプロ編
入試験に合格し、棋士となった自身の経験を綴った『泣き虫しょったんの
奇跡』（講談社文庫）は、2018年に映画化もされました。
将棋ファン、読書好きな人はもちろん、今まで本に触れる機会が少なかっ
た人も著者を通して読書の新たな楽しみを見つけませんか。

読書派読書派 芸術派芸術派読書派 芸術派

演奏者と観客の一体感ある演奏会を目指しています。
毎年どんな才能ある子が演奏してくれるのか楽しみです。

会場のひとつである
Sala MASAKA
（品濃町 514‐13）

※昨年の様子

「はじめて出会う絵本コーナー」
で絵本を楽しもう！

国内最高峰の学生コンクールの全国大会が、今年「戸塚」で開催されます。
11月25日（木）13時　フルート部門　中学校の部・高校の部
11月26日（金）13時　ピアノ部門　高校の部
11月27日（土）11時　ピアノ部門　小学校の部／15時　中学校の部
11月28日（日）11時　バイオリン部門　小学校の部／15時　中学校の部
11月29日（月）13時　バイオリン部門　高校の部
11月30日（火）10時30分　チェロ部門　高校の部・大学の部
12月 1 日（水）13時　声楽部門　高校の部・大学の部
戸塚区民文化センターさくらプラザ  ホール

    2,700円（全席指定）※フルート、チェロ、声楽部門は一日通し券 ※未就学児の入場不可
   11月3日から ①チケットぴあ（Pコード：196-038）の か　で受付②来館で受付
①チケットぴあ（   0570-02-9999）
②戸塚区民文化センター さくらプラザ（ 866-2501     866-2502）
毎日新聞社事業本部（　03-3212-0804     03-3284-1604）

さくらプラザ開催のコンサートに
無料でご招待

①第74回全日本学生音楽コンクール　1位入賞者コンサート
昨年度全国１位に輝いた才能あふれる学生たちの演奏会
②第200回毎日ゾリステン
新進・中堅・大家を問わず優れた演奏家を支援するコンサート。
今年はヨーロッパを拠点に活躍する国際派ピアニストの福間洸太朗氏が出演
①11月６日（土）15時30分開演　②11月26日（金）19時30分開演
区内在住、在勤、在学：抽選　①15組30人　②５組10人 ※②は未就学児不可

※11月上旬に当選通知
10月18日までに、はがき（希望のコンサート（①か②）と、〒・住所・氏名・ を

記入）で毎日新聞社事業本部へ（〒100-8051東京都千代田区一ツ橋1-1-1
毎日新聞社事業本部　クラシック・ヨコハマ事務局）
文化観光局文化振興課（ 671-3714　　663-5606）

聴衆賞『横浜市民賞』選定員に
応募しませんか？
コンクール出場者の演奏を聴き、その中からあなたが一番心に
響いた演奏家を選びます。

10月15日までに二次元コードからか応募用紙（チラシ）
に必要事項を記入の上、郵送か　で文化観光局文化振興課へ　
（〒231-0005 中区本町6-50-10 671-3714
663-5606）

※詳細は　かチラシ（区役所９階93番窓口で配
架）を参照

あなあなたたのの「「秋秋」」はは

どどっっち⁇ち⁇

あなたの「秋」は

どっち⁇

  11月12日（金）10時30分～12時（10時開場）
    区役所３階　多目的スペース（大）      抽選80人（自由席）　　
  10月25日までに、往復はがき（氏名、〒、住所、   、    、質問事項（任意）、
配慮事項（※1）を記入）で区役所地域活動係へ（〒244-0003 戸塚町16-17）
                                 

参加無料
事前申込制

戸塚区小･中･高･特別支援学校
読書活動パネル展
学校で行われているさまざまな取組を各校
手作りのパネルで紹介します！
①  11月２日(火) 13時～10日(水) 17時
     区役所３階アートコリドー
②  11月11日(木) 13時～17日(水) 13時
       区役所３階アートコリドー
③  11月19日(金) 13時～25日(木) 13時
       大正地区センター１階ロビー
④  11月後半（詳細は　で）
       西武東戸塚S.C.７階連絡通路
※①は参加全校。②③④は一部の学校分（①と
　同一パネル）

読書活動ステップアップ講座
「子どもと楽しむ科学絵本」
読み聞かせに向く科学絵本の紹介や、活用法などにつ
いてお話しします。
科学読物研究会　渡部 美帆氏、増本 裕江氏
11月18日(木)14時～15時30分
戸塚地区センター2階　会議室A
区内で活動する読み聞かせボランティア：先着30人
10月19日９時30分から か戸塚図書館４番カウン

ターで受付（　862-9411）

第１位

戸塚区民限定！

『泣き虫しょったんの奇跡』
瀬川晶司／著　講談社

※昨年の様子

※一昨年の様子

※その他、読書活動推進月間のイ
ベントは、チラシ『ホントノキ
ズナ』（戸塚図書館や区役所9階
94番窓口などで配架）を参照
または2次元コードから

▲はまかぜ号（＠ドリームハイツ第一公園）

▲大正地区センター ▲汲沢地域ケアプラザ

区内小中学校、高校16校の児童生徒が「私たちの住む町　戸塚」をテーマに描いたポスターを展示します。
来年１月の作品展に先がけ、子どもたちの多様な感性をお楽しみください。
  ①10月５日（火）～12日（火）  ②10月15日（金）～24日（日）  ③10月25日（月）～11月４日（木）  ④11月５日（金）～16日（火）　
※日程が変わる場合があります。
①区役所３階区民広間  ②西武東戸塚S.C.７階連絡通路

③舞岡地区センター  ④大正地区センター
区役所地域活動係  　（   866-8416 　864-1933）
実行委員会　杉野谷  （ 090-8747-0467）

本紙10ページで
さくらプラザ主催の
イベントも掲載！！

※区内はドリームハイツ
第一公園と品濃谷宿
公園、名瀬下第三公
園を巡回

巡回日程はこちら▶

区内学校の児童や生徒のさまざまな文化活動の様子を発信するイベント。
地域の文化活動を盛り上げ、子どもたちの健やかな成長をはかります。

▲男女共同参画センター横浜

０歳から楽しめる絵本を
集めたコーナーのある施
設などはこちらから！

※昨年の様子

各地区センターや地域ケアプラザなど
区民利用施設で本を楽しめます。

戸塚図書館（    862-9411     871-6695）　
区役所地域活動係（    866-8416     864-1933）

文化観光局文化振興課（　671-3714 663-5606）

本紙11ページで
本の紹介も！！

※1 手話通訳、要約筆記、車椅子での来場を希望する人はその旨を
　　記入してください。
※2 個人情報について、感染拡大予防ガイドラインに従い、必要に
　　応じて保健所などの公的機関へ提供する場合があります。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントの中止や開館時間が変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問合せいただくようお願いします。

戸塚地区センター
〒244-0003　戸塚町127

862-9314　  862-9315
第3月曜（祝日の場合翌日）

●戸塚おもちゃの病院
動かなくなったおもちゃを修理します。

10月23日（土）9 時30分、10時30
分、12時30分、13時30分　 幼児・
小学生と保護者:先着各3組　 部品
代実費　 おもちゃは1人1点まで　

10月11日１４時から で受付
●元気！リフレッシュ！　新舞踊教室
歌謡曲に合わせて踊ります。

11月4日・11日・18日・２５日、12月２日
（木）13時30分〜14時30分　 概ね
80歳まで：先着8人　 1,500円（全5
回分）　 着物や浴衣（羽織や道行など
も可）、足袋、舞踊用の扇子（任意）　

10月12日14時から で受付
●GOGO認知症予防講座
体操やコグニサイズなどの４回連続講座

（共催：南戸塚地域ケアプラザ）
11月11日・25日、12月９日・23日（木）

１０時〜１２時　 65歳以上：抽選15人
10月11日９時から南戸塚地域ケアプ

ラザへ か来館で受付（ 865-5960）

大正地区センター
〒245-0063　原宿3-59-1

852-4111　  852-1541
第3月曜（祝日の場合翌日）

●和綴じでつくるスケジュール帳
オリジナルの予定帳を作りましょう。

11月６日・13日（土）１３時〜１７時
先着８人　 2,700円（全２回分）
金定規（30cm）、カッター、はさみ、千

枚通し、カッターマット、30cm四方の布
（自前の布を希望する場合）　 10月
12日13時30分から か で受付
●やさしい手作りパン【後期】

11月8日、12月6日、2022年1月10日、
2月7日、3月7日（月） 9時30分〜12時
45分　 先着8人　 7,000円（全5
回分）　 マスク・エプロン・三角巾・ふき
ん2枚（パン成形用・調理器具用）　 10
月11日13時30分から か で受付
●こども絵巻ずし
切り口に花などの図柄がでます。

11月7日（日）9時30分〜12時45
分　 幼児・小学生（小学2年生以下は
要保護者同伴）:先着8人　 800円　

マスク・エプロン・三角巾　 10月
11日13時30分から か で受付

上矢部地区センター
〒245-0053　上矢部町2342

812-9494　  812-9199
第3月曜（祝日の場合翌日）

10月１１日から か で受付

●毎年好評☆すぐに役立つ「包丁研ぎ」
研ぎ方を習い、自分の包丁を研ぎます。

11月27日（土）10時　 先着12人
600円　 包丁2本

●上矢部わくわく塾「国語」・「算数」
元小学校教師がわかりやすく指導します。

①国語11月7日・21日（日）10時
②算数 11月10日・24日（水）小学生

16時・中学生17時　 小中学生:先着
各10人　 筆記用具　
●NPOの英語塾
教科書に合わせて教えます。中学生は
テスト対策も。

11月12日・26日（金）①17時②18時
①小学5・6年生：先着4人②中学生：

先着4人　 筆記用具、教科書

舞岡地区センター
〒244-0813　舞岡町3020

 824-1915　  824-1925
 第2月曜（祝日の場合翌日）

10月１2日14時から で受付

●初めてのインディアカ
インディアカボールを手で打ち合うス
ポーツです。未経験でも大丈夫！

11月21日（日）９時３０分〜１１時３０分
先着25人　 300円

●気軽に英語でC
チ ャ ッ ト

hat
バイリンガル講師と、気軽に英語で話し
ましょう！

11月26日、12月24日、2022年１月
21日、２月25日、３月25日（金）１０時４０
分〜１１時４０分　 先着15人　 各回
500円
●骨盤エクササイズ
骨盤を整えて、美しく健康的に。

11月5日（金）10時〜11時　 先着
10人　 700円　 フェイスタオル、
ヨガマット、動きやすい服装と靴

踊場地区センター
〒245-0061　汲沢2-23-1

866-0100　  866-0101
 第2月曜（祝日の場合翌日）

●シニア健康体操（後期）
ストレッチ体操や軽い有酸素運動。

10月〜2022年3月 第4月曜10時
〜11時10分　 60歳以上:抽選35
人　 1,800円（全6回分）　 バスタ
オル、室内用運動靴 10月18日ま
でに か来館で受付
●庭のつくり方・観

み か た

方
庭木の種類ごとの剪

せん
定
てい

や道具の使い方
を学びます。

11月5日・12日・19日・26日（金）
13時30分〜17時（最終日は鎌倉で寺
院の庭園を鑑賞）　 抽選15人　
3,000円（全4回分）※鎌倉までの交通
費と寺院の拝観料は別途負担　 10
月24日までに か来館で受付　
●大人のための楽しい陶芸教室Ⅱ期

11月6日・13日・27日（土）9時30分〜
11時30分　 先着10人　 3,000円

（全3回分）　 エプロン、タオル、新聞
紙、筆記用具　 10月12日14時から

で受付

とつか区民活動センター
〒245-0805　川上町91-1
モレラ東戸塚3階

825-6773 825-6774
月曜

●ボランティア活動を始めてみません
か？

「地域をもっと知りたい」「仲間をつくり
たい」などの思いがある人は気軽にご

相談ください（事前予約、対面の相談は
１時間以内）　 で受付

（ staff@totsuka-kumin-center.jp）

老人福祉センター戸塚柏
は く お う そ う

桜荘
〒244-0003　戸塚町2304-5

865-3281 865-3283
第3日曜

●内科医から見たシリーズ「認知症」
11月25日（木）１０時〜１２時
先着20人　 か来館で受付

市内在住の60歳以上：抽選
10月31日までに住所・年齢が確

認できるものとはがきを持参で来館
受付

●転倒骨折予防の片づけ術
安全快適に暮らすための「実践的な整
理術」

11月11日（木）１０時〜１１時　 20人
●笑いヨガ（3日間）
冗談を使わず、簡単な「体操」と「呼吸法」
を使い笑って免疫力UP

11月15日、12月20日、1月17日
（月）１４時３０分〜１５時３０分　 15人

男女共同参画センター横浜
〒244-0816　上倉田町435-1

862-5052 865-4671
第4木曜

工事のため貸出停止します
ホール、リフレッシュコーナー
2022年5月1日〜2023年4月30日
音楽室
2022年6月1日〜2023年3月31日

すべて あり（0歳2か月〜未就学児、
予約制、有料、4日前までに子どもの部
屋へ 862-4750 (9時〜16時30分
木、日曜・祝日を除く））

●ベビーヨガ＆産後のアーユルヴェーダ
赤ちゃんと一緒にオイルマッサージ。2回
目は保育に預けてセルフケアで疲れ解消。

11月9日・16日（火）10時〜11時30分
産後2か月〜1年の女性と赤ちゃん：

先着15組　 3,200円（全2回分、乳児
の保育料1回分を含む）　 10月15日
から で受付
●心を綴

つ づ

るマイノートブック手製本講座
パープルリボンをモチーフにしたオリジ
ナルノートを手製本で制作する。

11月13日（土）13時30分〜16時 
先着15人　 1,600円　 10月

15日から か で受付

舞岡ふるさと村虹の家
〒244-0813　舞岡町2832

826-0700　  826-0749
火曜（祝日の場合翌日）

●秋の緑地を歩こう（観察会・雨天中止）
コース：能見堂緑地〜金沢自然公園

11月14日（日） 9時〜13時　 集合：
京急金沢文庫駅西口階段下　 小学生
以上（小学生は要保護者同伴）：先着12人

飲み物・マスク　 10月17日9時か
ら で受付
●里いも掘り

11月6日（土）〜28日（日）期間中、
金・土・日曜開催 9時30分〜10時30
分　 2株600円、入園料（大人200
円／子ども100円）　 10月15日9

時から で受付
●果樹の剪

せん
定
てい

入門
11月13日（土）9時30分〜12時　
先着12人　 剪定ばさみ・剪定の

こぎり・マスク　 10月17日9時から
で受付

舞岡公園小
こ や と

谷戸の里
〒244-0813　舞岡町1764

824-0107
 第1・3月曜（祝日の場合翌日）

●わら細工～鍋敷き作り～
11月14日（日）9時30分〜12時
先着20人（小学生以下は要保護者同

伴）　 500円　 10月30日9時か
ら か来館で受付

戸塚区民文化センター さくらプラザ
〒244-0003　戸塚町16-17

866-2501 866-2502
第2火曜

●春の芸術祭2022　参加団体募集！
さまざまな活動を紹介し、文化的交流
の場を創出するためのイベントに参加
しませんか。

2022年2月10日(木)〜12日(土)10
時〜17時（時間は日程により異なる）　

①さくらプラザホール②ギャラリー
③リハーサル室（マルシェ） ほか　 参
加費：①5,000円、②1,000円・1,500円
③1,000円　 10月20日までに申込
用紙を提出※応募多数時は書類選考

さくらプラザホール

●名曲サロン Vol.29 特別公演
LEO 箏 リサイタル 新たなる箏の世界

LEO（箏）、高橋優介(ピアノ)　 12
月11日(土)14時開演(13時30分開場)    

全席指定：一般3,000円／市民2,700
円／EX・2F見切れ席2,000円／学生
1,500円　 10月11日14時から で
受付
●らららん♪ドレミ Vol.15
0歳からのコンサートデビュー♪
〜なおちゃんと一緒！みんなでうたってあ
そぼ！クリスマス☆〜

安藤なおこ(歌のおねえさん)ほか
12月25日(土)①11時開演②14時開

演　 各回全席指定：大人1,000円、子
ども500円(0歳〜小学生)、親子ペア
1,200円　 10月25日14時から で
受付

踊場公園こどもログハウス
〒245-0061　汲沢8-11

865-5869
 第３月曜（祝日の場合翌日）

●おたのしみ工作
簡単なハロウィン工作を楽しもう♪

10月20日（水）15時〜16時30分
幼児・小学生:先着30人　 当日直接

●おはなし会
紙芝居、歌、手遊び、絵本の読み聞かせ。

11月9日（火）10時〜10時45分（9
時50分から受付）　 子どもと保護者：
先着25人　 10月19日から来館で
受付
●踊場ハロウィン
フォトスポット撮影を楽しもう！先着100
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また、各施設ご利用の際は、マスクの着用など、感染予防にご協力お願いします。

人にプレゼント
10月31日（日）１１時〜１６時３０分

名瀬地域ケアプラザ
〒245-0051　名瀬町791-14

 815-2011　  815-2014
 第1日曜

●ミニ図書コーナー
貸し出しは1人3冊2週間まで（感染症
拡大防止のため、15分以内で利用）

汲沢地域ケアプラザ
〒245-0062　汲沢町986

 861-1727　  861-3428
 第４月曜

●プレママ・プチママ集まれ！
ほかのママたちや地域の子育ての先
輩、保育園の先生との交流も。

10月27日（水）13時〜14時30分
生後10か月までの乳児とママ、現在

妊娠中の人（いずれも第1子のみ）：先着
8組程度　 室内履き　 か来館
で受付

南戸塚地域ケアプラザ
〒244-0003　戸塚町2626-13

865-5960　 860-0554

●なんとつカレッジ「たたみコースター
とリース作り」

10月24日（日）①9時30分〜10時
30分②11時〜12時　 抽選各10人

（小学2年生以下は要保護者同伴）　
室内履き　 10月16日までに

か来館で受付
●介護予防実践～感染症に負けない！
免疫力UP!～
１品簡単クッキングで栄養の偏りを防ご
う。

10月28日（木）１３時３０分〜１５時
概ね65歳以上：抽選10人　 か

来館で受付

舞岡柏尾地域ケアプラザ
〒244-0813　舞岡町3705-10

 827-0371　  827-0375
 第２日曜

●スマホチャレンジ教室
①スマートフォン体験教室

11月2日（火）10時〜12時または
13時30分〜15時30分　 スマホを
初めて使う概ね65歳以上：抽選各15人

筆記用具（スマホは貸出）　 10月
25日17時までに で受付

②LINE講座（初心者向け）
11月30日（火）10時〜12時
概ね65歳以上：抽選15人　 スマホ

（アプリ「LINE」をインストールしておく
こと）　 11月22日17時までに で
受付

こども自然公園青少年
野外活動センター
〒241-0834　旭区大池町65-1

811-8444　 812-5778
もしもの体験キャンプ
災害時に役⽴つ野外炊事、救命活動、
ロープワーク　ほか

11⽉21⽇（⽇）10時〜15時30分
6⼈以内の家族：抽選12組
中学⽣以上2,600円 ⼩学⽣2,200

円 4歳〜未就学児1,200円 3歳以下
100円

10⽉11⽇〜22⽇に か往復はがき
（ 、参加者全員の⽒名（フリガナ）、
年齢（学年）、 アドレスを記⼊）で受付。

園内をハロウィンの装飾
で飾りつけをします。10月
28日（木）・29日（金）には、
飼育員から動物たちへハ
ロウィンにちなんで、カボ
チャをプレゼントする特別
ガイドを実施します。

10月31日（日）まで ※詳細は をご覧ください。

ブロンズ像前の記念撮影
スポットが、期間限定のハ
ロウィンバージョンに大変
身。ご来園の記念に写真
撮影はいかがですか？

ズーラシアハロウィン 記念撮影スポットがハロウィンに

旭区上白根町1175-1
（ 959-1000 959-1450）

9時30分〜16時30分（入園は16時まで）
10月19日・26日、11月2日・9日（火）

※10月12日（火）は開園します。
※入園には事前予約が必要です。

よこはま動物園ズーラシアよこはま動物園ズーラシア
金沢区釜利谷東5-15-1

（ 783-9100 782-9972）
9時30分〜16時30分

（入園は16時まで）
※10月は休園日なし

金沢動物園金沢動物園

10月31日（日）まで

昨年の様子▶ 昨年の様子▶

〒244-0003　戸塚町127　 862-9411　 871-6695　 10月11日(月)（定例休館日）

戸塚図書館

●ちっちゃなおはなし会
わらべ歌や絵本の読み聞かせをします。

①10月26日（火）10時30分〜11時/11時15分〜11時45分
②11月30日（火）10時30分〜11時/11時15分〜11時45分

戸塚地区センター2階　和室　 0〜３歳児と保護者：先着各８
組　 ①10月12日、②11月9日９時30分から来館か で受付
●秋のゾクゾクこわ～いおはなし会
おばけや魔女などの出てくる、絵本の読み聞かせやおはなしをし
ます。

10月2９日(金)①15時30分〜16時（こわさレベル１）②16時30分
〜17時（こわさレベル３）　 戸塚地区センター２階　和室　 小学
生：先着各10人※ひとりでおはなしを聞ける幼児も参加できます。　

10月13日９時30分から来館か で受付
●パネル展示「横浜市立図書館100年のあゆみ」
開業100周年を迎える横浜市立図書館のあゆみを紹介する、パ
ネル展示を開催します。

11月4日(木)〜25日(木)※11月15日(月)は休館　 戸塚図
書館　展示コーナー

今月のおしらせ

【著　者】  阿古真理／著
【発行者】  亜紀書房
【発行年】 令和３（2021）年

　「江戸のファストフード」と言うと、どんな料理を思い浮
かべますか？
　おでん、うどん・蕎麦、すし、天ぷら、ウナギなどその
種類は多岐に渡ります。この時代は台所事情も悪く、江
戸の町人の多くが男性の単身者であったことから、これ
らの料理がファストフードとして生まれ、今に定着したと
か…。
　本書は、日本の外食文化の歴史を豊富な文献から紹
介している研究書です。その切り口は網羅的で、コロナ
後の未来まで見据えています。ちなみに洋食文化とし
ての横浜やホテルニューグランドの誕生も紹介されてい
ます。
　食欲の秋、外食にまつわる歴史に触れてみませんか。

戸塚図書館から

『日本外食全史』




	p5
	p6
	p7
	p8-9
	p10
	p11
	p12

