
 
 
 

2022 5 月・6 月号  

発行日 2022.5.1 

「あぶりお」はギリシャ語で「あした」の意味 

みなさんの学びと活動を明日へ 

つなぐ鶴見区の活動情報紙です 

    （あぶりおバックナンバー） ➡ 

掲載中のイベント等は中止・延期となる場合があります。事前に問合せ先へご確認ください。 

 

 

 

 

「つるみ MACHI 塾」区民企画講座 

鶴見の魅力を 
 楽しく伝えよう！ 

第１回 ６月４日(土)   ：   鶴見の魅力再発見！ 

第２回 ７月２日(土)  ：  各チームで企画をつくろう！ 

第３回 ８月６日(土)  ：  伝え方・魅せ方を研究する！  

第４回 ９月３日(土)  ：  お互いの企画を楽しむ！ 

第５回 ９月 24 日(土) :   展示や企画の準備をしよう！ 

時間：14:00～16:00 場所：鶴見区役所６階会議室ほか  

対象：鶴見在住・在学・在勤の方ならどなたでも 

★終了者には、ワッくん、ちむどんどんのグッズを進呈 

 

  

● テーマ例 ● 

１ ちむどんどんクイズ 

２ 沖縄の魅力ボード 

３ 鶴見見どころマップ 

４ 鶴見グルメマップ 

５ 鶴見歴史ボード  

６ 自由企画 

抽選 

定員 

30 名 

● 完成パネルや企画は 10 月から区役所１階区民ホールにて展示・発表予定です●  

  申込方法：窓口・電話・メールにて ５月１８日(水)までにお申し込み下さい。 
● お問い合わせ・申込み：つるみ区民活動センター  

℡ 510−1694 Fax 510-1716 メール：tr-kuminkatsudouc@city.yokohama.jp 



 

 

 
自然の中の遊び 
生きる力を育む冒険遊び場 

つるみプレイパーク 
 

イベント 

日時 
 

開催内容 
 

費用 

5/1（日） 
10 時～15 時 

☆入船公園 
フリーマーケット 

無料 

 
5/6（金） 
10 時～14 時 

★三ツ池公園 
絵本の読み聞かせ 

無料 

5/14（土） 
 

☆入船公園 
自由に遊ぼう 無料 

6/3（金） 
10 時～14 時 

★三ツ池公園 
ロープドールを作ろう 

無料 

6/11（土） 
10 時～15 時 

☆入船公園 
木のペンダントを作ろう 100 円 

6/26（日） 
 

☆入船公園 
第１３回ベーゴマ大会 

無料 

 
※新型コロナウィルス対策として、マスク着用・手洗いの

上ご参加ください。 
※イベント内容など変更する場合があります。 

詳しくは、つるみプレイパークのホームページまたは 
フェイスブックをご確認ください。 
 

場 所◆入船公園・三ツ池公園 
対 象◆どなたでも  
申込み◆現地直接 
問合せ◆TEL：080-5427-8168（たちはら） 
 
 

イベント 

 
親子で楽しめるイベントあります！ 

 

白幡公園こどもログハウス 

  

☆まどにお絵かき 

日 時♦5/15（日）10：00～16：00 

対 象♦幼児～中学生     

申込み♦当日直接 

内 容♦１日限定 ちびっこ画伯になってみよう！ 

………………………………………………………………… 

☆おたんじょうびカードを作ろう 

日 時♦6/10（金）・11 日（土）・１２日（日） 

10：00～16：00 

対 象♦幼児～中学生 

定 員♦先着各日 20 名 

申込み♦当日直接 

内 容♦6/13 はログハウス「ピッコロ」の誕生日。 

    カードを作ってお祝いしよう！ 

………………………………………………………………… 

☆親子であそぼう！「ピッコロひろば」 

日 時♦5/12（木）11：00～11：30 

対 象♦乳幼児と保護者     

定 員♦先着親子１５組 

申込み♦当日直接 

内 容♦手遊び、工作、パネルシアター等 
…………………………………………………………………  

☆おはなし会 

日 時♦5/18（水）・6/15（水）11：00～11：20 

対 象♦乳幼児と保護者     

定 員♦先着親子１５組 

申込み♦当日直接 

内 容♦ママのお膝で、絵本や紙芝居を楽しみましょう！ 

 

………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
参加費♦すべて無料   
申込み♦不要で当日直接 

定員のあるものは先着順 
 

※イベントは中止や変更となる場合があります。 
  最新情報はホームページ、ツイッター、館内掲示で 

ご確認ください。 

問合せ♦白幡公園こどもログハウス 

TEL・FAX：045-582-9944 

ホームページ ツイッター 

 

エコ推進、普及、啓発活動 

アース green つるみ 

  

5/2～ 

廃油回収 

三ツ池公園フェスティバルや他のイベントにて、廃油回収

や物々交換、手回し発電（現在はコロナの影響で中止） 

などを行っており、美しい地球を守るために、そして皆さ

んに関心をもってもらえるように、日々活動しています。 

【廃油回収】 

日 時◆毎月第１月曜日 9：30～12：00 

場 所◆鶴見区役所１階 

対 象◆どなたでも 

申込み◆不要、当日直接 

★令和４年度 年間スケジュール★ 

5/2、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、12/5 

令和５年１月休み、2/6、3/6 

 



 

 

大人が楽しむ紙芝居 

あ茶ばしら  

6/11 

イベント 
 

紙芝居、朗読などをお届けします。 

 

日 時♦6/11（土）13：30～14：30 

場 所♦寺尾地区センター 大広間 

対 象♦60 歳以上の方 

定 員♦30 名位  

費 用♦無料 

申込み♦不要（当日直接お越しください） 

問合せ♦寺尾地区センター 

TEL：045-584-2581 FAX：045-584-2583 

 

 

 

サルビア・スプリングコンサート 

 サルビアホール 

 

5/14 
イベント 

フルート、弦楽器、箏、打楽器、木管楽器♪♪♪ 

バラエティに富んだ演奏をお楽しみください。 

日 時◆5/14（土） 

14：00 開演（13：30 開場、15：45 終演予定） 

場 所◆サルビアホール 4 階 ホール 

費 用◆（全席指定）1,000 円  

出 演◆岩井志帆【フルート】 

Quartet Lilas【弦楽四重奏】 

    片岡由紀【箏】 

りなりりり【打楽器アンサンブル】 

    木管五重奏カラフル 

初めて狂言を見る方でも、十分楽しんでいただけます。 

狂言の基本的なからだの扱いや場面展開、装束附けなどの

解説と、実際の演目をお楽しみください。 

日 時◆5/29（日） 

14：00 開演（13：30 開場、15：30 終演予定） 

場 所◆サルビアホール 3 階 音楽ホール 

費 用◆（全席指定）一般 2,200 円 

区民・18 歳以下・65 歳以上・障害者 2,000 円 

番 組◆「二九十八（にくじゅうはち）」 

出 演◆松本薫、山下守之 
 

さるびあ狂言会 

～やさしい解説＆狂言～

 サルビアホール 

 

5/29 
イベント 

チケット・お問合せ◆サルビアホール窓口または 

TEL 045-511-5711 

三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル 

開催中止のお知らせ 

5 月に開催を予定しておりました「三ツ池公園（文

化・環境）フェスティバル」は、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、中止いたします。 

御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【問い合わせ先】 

鶴見区役所区民活動支援係 

TEL: 510-1692 

FAX: 510-1892 

 

 

 

講座 

 

留学生による文化講座 

    ～ネパール～ 

横浜市国際学生会館 

  
～ネパールの今と市民生活について～ 

ネパールからの留学生が人々の日常生活について日本語

で紹介します。 

なかなか海外に行けない今、留学生から生の声を聞いて 

海外の文化に触れてみませんか? 

 

日 時◆8/６(土) １３：３０～１５：００ 

会 場◆横浜市国際学生会館 3 階ホール 

対 象◆中学生以上 

定 員◆20 名 

費 用◆一般 600 円 

   中高生 300 円 

※参加者には飲み物とお菓子付き 

申込み◆６/11(土) 9：00～ 

電話にて受付 

T E L◆045-507-0121 

 

 

ネパール国旗 

昨年 10 月開催したモンゴル文化講座の様子 

心ひかれる美しい曲たちと、フルートとピアノの瑞々しい

アンサンブルをお楽しみください。 

日 時◆6/8（水） 

①11：00 開演（10：40 開場、12：00 終演予定） 

②14：00 開演（13：40 開場、15：00 終演予定） 

場 所◆サルビアホール 3 階 音楽ホール 

費 用◆（全席自由） 

前売 500 円、当日・当日精算 800 円 

出 演◆岩井志帆（フルート）、横山さやか（ピアノ） 
 

水曜音楽会＃68 音の花束コンサート 

～フルートの調べにのせて～ 

 サルビアホール 

 

6/8 
イベント 

http://4.bp.blogspot.com/-2t-ECy35d50/UPzH73UAg3I/AAAAAAAAKz4/OJZ0yCVaRbU/s1600/book.png


つるみ区民活動センターは、 

一人ひとりの思いに寄り添い、身近なセンターとして皆様

の学びや活動を応援していく施設です。 

今年度新たに、千葉（社会教育指導員）、白濵の 2 名が加

わり、こちらの５名で皆様の地域活動のきっかけ作りや、

相互交流のお手伝いさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  
奇数月の 1 日発行・偶数月の 1 日が原稿締切です。 
発行・問合せ つるみ区民活動センター 鶴見区鶴見中央 3-20-1 鶴見区役所 2F 
TEL：045-510-1694 FAX：045-510-1716 E-mail：tr-kuminkatsudouc@city.yokohama.jp 

【つるみ区民活動センター】で 検索     

★★ 活動情報紙「あぶりお」 ★★ 

★利用時間 月～土曜日（祝日を含む）8：45～17：00  第 3 水曜のみ 8：45～21：00 

★休所日  毎週日曜日・年末年始 ※来所時はマスクの着用、消毒等のご協力をお願いいたします。 

 

つるみ区民活動センターからのお知らせ 

市民活動パネル展「鶴魅力」3/26（土）開催終了 

展示スペースの変更がありご迷惑をおかけしましたが、４２団体にご参加いただき無事終了しました。

今回好評につき、パネルは４月から５団体ずつ１か月ごとの入れ替えで 11/30（水）まで、つるみ区民活

動センターの２階壁面に展示いたします。さまざまな団体が会員やボランティアを募集していますので、

ぜひこの機会に足をお運びください。きっと新しい出会いがあります。 

 

ちむどんどん（わくわく♪）するまち、横浜鶴見の公式ロゴマークができました！ 

（鶴見の“あるある”がいっぱい入ってますよ！見つけてね！） 

「ちむどんどん」は沖縄の方言で、ちむ（肝＝

気持ち・心）が高鳴る様子を表す言葉です。 

横浜鶴見に来ると、胸が高鳴る、わくわく

する、ドキドキする、そのような想いを「ちむ

どんどんするまち横浜鶴見」という言葉で

表現しました。 

沖縄文化を表すものとして、上部に「ち

（i）むど（o）んどん」の口の形をしたシーサ

ー、下部にエイサーの太鼓を使用していま

す。 

円の周りには南米文化を表すマラカスと

サンバの飾り、JR 鶴見線、大本山総持寺、

鶴見つばさ橋、京浜臨海部を表す工場、鶴

見区のマスコットキャラクター「ワッくん」を

用いて表した銭湯を配置し、鶴見らしさをイ

ラストによって表現しました。 

左から 江藤・福里・千葉・白濵・橋本 
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