
♪とつかストリートライブ
ストリートミュージシャンによるライブ
　10月15日（土）11時～18時
（変更の場合あり。　 を参照）
　トツカーナ東急プラザデッキ
（戸塚駅西口歩道橋）
　当日直接

【講 演 会】 10月30日（日）①「いざ鎌倉　鉢木物語」11時
  ②「大わらじとかまくら道（浦賀道）」14時　 
  区役所3階多目的スペース中　 先着各60人　 当日直接
【展　　示】 10月29日（土）13時～17時、10月30日（日）９時30分～16時　 
  区役所３階区民広間、多目的スペース大、アートコリドー
【先行展示】①歴史紹介パネル②巨大地図「戸塚の歴史を探そう！」
 10月25日（火）～30日（日）　 区役所3階（①アートコリドー②区民広間）
【主　　催】 とつか宿場まつり実行委員会

戸塚区秋季バスケットボール大会
　10月29日（土）17時～21時、2023
年1月9日（祝・月）9時～21時、3月5日
（日）17時～21時　 戸塚スポーツセン
ター　 区内在住・在勤・在学：30チーム
　1チーム8,000円　    10月15日まで
に　、　 で鈴木へ
（　 851-7960
　sitisiti@cg8.so-net.ne.jp）
※感染症対策注意事項あり

協会 松芳へ（　　 861-1935）
※感染症対策注意事項あり
「音声訳ボランティア入門講座」開講
視覚障害者のための音声訳ボランティ
アを募集します。
　2023年1月10日～3月14日毎週火
曜10時～12時　 抽選20人（12月27
日講座説明会参加必須）　 2,000円
（全10回分）　   11月30日までに往復
はがき（　　　を記入）で戸塚区社会福
祉協議会へ（〒244-0003戸塚町167-25 
　866-8434 　 862-5890）
ふれあいクリスマスコンサート
　カルテット・むーちょ　 １２
月18日（日）１４時（１３時開
場）　 戸塚公会堂ホール
　全席自由：500円※未就学
児入場不可　 １０月１１日９時から直接
戸塚公会堂、各地区センター（戸塚、東
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空家無料相談会
実家やわが家の将来につい
て、今考えませんか？
①セミナー(時間入れ替え制
全4回)②法律・不動産などの専門家に
よる個別相談
　11月2日（水）16時～20時　 区役所
8階大会議室　 市内在住または市内に
空家を所有している人：①先着各20人
②先着20枠　 10月11日から26日ま
でに　 か　 または　 で受付
　建築局住宅政策課
（　 671-4121　 641-2756）
戸塚区スカッチダブルスボウリング大会
　11月13日（日）10時～13時（9時30分
集合）　 湘南とうきゅうボウル（藤沢市
遠藤滝ノ沢698-10）　 区内在住・在勤・
在学　 2,500円（靴代別途）　 　10月
３１日までに 　か　で戸塚区ボウリング

戸塚、大正、踊場）へ　 戸塚公会堂
（　 862-3334　 862-9315）
第15回戸塚区公園愛護会のつどい
①永年活動(10年)事例発表（２団体）
②公園を活用する利用団体からの活動
事例発表（２例）球根セットまたは花苗を
無料配布（150セット）
　10月29日 (土)13時～15時（12時
30分開場）　 戸塚公会堂　 先着150
人　 戸塚土木事務所
(　 881-1621　 862-3501)

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」パネル展  　区役所3階区民広間
10月25日（火）９時～10月30日（日）16時  【主催】NHK横浜放送局

♪区民広間コンサート
今月の出演者：フライングキャンディ（吹奏楽・軽音
楽）／Hamaなでしこ（中国楽器二胡アンサンブル）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、客席数の制限
をすることがあります。
　10月15日（土）12時～13時
　区役所３階区民広間 
　当日直接

♪【期間限定】ストリートピアノ
誰でも演奏できる、ストリートピアノを設置します。あわせてミニコンサートも開催します。
　10月15日（土）～23日（日）10時～20時（最終日は18時まで）
　戸塚駅地下1階

はま

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

毎回人気!

同時
開催

区内の小学生から交通安全と防犯の標語を募集しました！
皆さんからの投票により最優秀作品を決定し、選ばれた
標語は今後作成する啓発物品や横断幕などに掲載します。

投票期間：10月11日（火）～11月6日（日）※投票は1人1回ずつ
結果発表：区　 、「広報よこはま」１月号で発表

戸塚区庁舎で献血を実施します
患者さんがいつでも安心して輸血を受けられるよう、献血へのご協力を
お願いします。（※コロナワクチンを接種していても、４８時間経過すればご協力いただけます）

　 区役所事業企画担当（  866-8424      865-3963）

減らそう！食品ロス

身近な環境問題を考えよう10月は
食品ロス削減月間

区内で、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る「消費生活
推進員」と、ごみの発生抑制の推進に取り組んでいる「環境事業推進委員」のメンバーが
食品ロス削減レシピを考案しました。

～食品ロス削減レシピを公開中です～

横浜市では年間約8万6千トンもの食品ロスが出て
います！食材の使いきりで食品ロスを減らしましょう。

■令和４年度第３回戸塚区環境問題講演会（テーマ別全３回の最終回）
「環境問題から見る動物園の４つの役割」

ごみを自然に還そう

動物園や動物た
ちの話を通じて、
楽しく学んでみ
ませんか。

■小型生ごみ処理器「ミニ・キエーロ」講習会
講習会終了後、ミニ・キエーロ（幅78cm×奥44cm×高33cm）
をお渡しします。　

参加者大募集

参加者大募集

このミニ・キ
エーロで生
ごみを分解
して栄養たっ
ぷりの土を
作りましょう。

　11月1日（火）10時～12時　 キエ
ーロ考案者 松本 信夫氏　 区役所８
階大会議室AB　 区内在住でアンケ
ートに協力できる人：抽選40人※キ
エーロの利用開始後３か月をめどに、
使用状況に関するアンケートの回答
をお願いします。　 10月17日までに
　、　  （　　　を記入）で受付

とつか宿場まつり実行委員会（ 080-5970-7589）
区役所企画調整係（ 866-8326      862-3054）

区民広間コンサート運営事務局・とつかストリートライブ運営委員会事務局
区役所地域活動係（ 866-8416      864-1933）

毎月第３土曜日は、とつか音楽の日♪  戸塚駅周辺で音楽イベントを開催

これが
ミニ・キエーロ

冷蔵庫の余った食材で
おいしいミルフィーユ
鍋を作りました！ ◀資源化推進

　担当　武田

投票
してね！

企画調整係▶
石川　

10月11日（火）9時30分～1５時30分（休憩時間11時30分～13時）
区役所１階 荷捌き場（ハックドラッグ戸塚区役所店の横）

さば

◀資源循環局
　藤原

みんなで決めよう！交通安全標語と防犯標語みんなで決めよう！交通安全標語と防犯標語

7

あなたに今できることSDGs

レシピは　 上で公開
していますのでぜひ
ご覧ください！

　 金沢動物園 園長 小國 徹 氏　 11月
26日（土）13時～15時（12時30分開場）
　 区役所８階大会議室ＡＢ　 区内在住・
在勤・在学：先着50人 　   10月11日か
ら　 、　 、郵送（　　  を記入）で受付

餃子の皮が余ってしまった。
そんな時は…

エスディージーズ

キャベツの芯やニンジンの皮も
捨てずに使いたい。そんな時は…

お知らせ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントや講座などが中止になる場合があります。また、発熱や咳症状などがある人の参加はご遠慮ください。

▶詳細はこちら

▲申込はこちら

区役所地域活動係（ 866-8411      864-1933）
資源循環局戸塚事務所（ 824-2580      824-2820）

　 区役所企画調整係
（〒244-0003 戸塚町16-17　  866-8327     862-3054）

　 区役所資源化推進担当
（　  866-8411　　 864-1933　　 to-shigen@city.yokohama.jp）

区役所地域活動係 （ 866-8413      864-1933）

投票や候補作品
はこちら

餃子の皮を使った大根の
もちもちミルフィーユ鍋

ゴマ風味の
お好み焼き風


