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■ 区役所地域振興係　　510-1688
区役所企画調整係　  510-1676　  504-7102　

今年　　　 鶴見区は
こんなことに取り組みます

　地域での子育て支援や誰もが健康
で暮らしやすい「福祉のまちづくり」、
「おもてなしの気持ちあふれる区役所
づくり」を進めます。

　誰もが安心して暮らせる「多文化
共生のまちづくり」や「鶴見の魅力を
活かしたまちづくり」を進めます。

　「災害に強いまちづくり」や、ご
みの減量化・脱温暖化など「快適
な環境づくり」を進めます。

１「安心」のまちづくり１「安心」のまちづくり１「安心」のまちづくり

　JR鶴見駅への中
距離電車の停車に
ついて、ホーム設置
の可能性を関係鉄
道事業者等と協議し
ます（❶）

　27年度に策定した「踏切安全対
策実施計画」に基づき、生見尾踏切
（❷）に新たなこ線人道橋を整備す
るほか、古市場踏切（❸）や八丁畷
第１踏切（❹）の拡幅などを進めます

　花月園競輪場跡地への公園
と住宅用地などの整備に向け、
解体工事のほか、造成、基盤整
備が進めら
れる予定で
す（❺）

　旧鶴見工業高校跡地で看護
専門学校（西側一部）、特別養護
老人ホーム（東側一部）、東側通
り抜け通路の工事や公園の設
計を行います。また、民間活用
の事業者を公募予定です（❻）

　横浜環状北線（❼）、岸
谷生麦線（❽）の28年度
内の完成を
目指し、整備
を進めます

    末吉橋の架け替えに向けて、
詳細設計・測量・地質調査を
進めます（❾）また、鶴見川で
橋の間隔が広い新鶴見橋～
末吉橋間への橋の新設につ
いて検討を進めます（10）

　浸水被害が懸案され
る獅子ケ谷地区で、29年
度の完成を目指し、雨水
幹線の第二期整備工事
を進めます（11）

　27年度に一部オープン
した二ツ池公園について、
引き続き
整備工事
を行いま
す（12）

　児童数の増加が見込まれる
市場小学校では、第二方面校
（13）の整備に向け検討を進め
ます。また、鶴見小学校（14）で
は引き続き増築工事を進めます

２「ぬくもり」のあるまちづくり２「ぬくもり」のあるまちづくり２「ぬくもり」のあるまちづくり ３「活力」のあるまちづくり３「活力」のあるまちづくり３「活力」のあるまちづくり

笑顔と元気の輪が広がるまち「つるみ」
　今年も鶴見区の目標と取組を示した「鶴見
区運営方針」を策定しました。目標達成に向け
た施策、区役所が進めていく事業・取組について
ご紹介します。
※詳細は、鶴見区ホームページをご覧ください

                鶴見区運営方針
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主な事業・取組

　

28年度
（2016年度）

28年度鶴見区運営方針
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※このほか、横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校の開校（29年度）や、はまっ子ふれあいスクールの放課後
キッズクラブへの転換（末吉・東台・鶴見・下野谷・新鶴見小学校）（29年３月）なども進めます

　ＪＲ鶴見駅から京浜工業地帯を走る黄色いラインの電車
が今回紹介する、「JR鶴見線」です。３両編成で走る姿はもち
ろん、特色ある沿線の風景も人気の秘密です。ホームを降りる
と目の前一面が海という「海芝浦駅」は関東の駅百選にも選ば
れ、また昭和の面影を残す「国道駅」駅舎には第二次世界大
戦で受けた銃弾の痕も見られます。鶴見区とともに時代を駆け
抜け、今年で86年。鶴見線は、まさに「走る鶴見遺産」です。
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　「赤いくつ」の歌をモチーフに作られた、鶴見が誇る
老舗洋菓子店のサブレ。くつ形をしたかわいいサブレ
は、フレッシュバターをたっぷり使い、香ばしく焼き上げ
ました。いつか代表的な横浜土産になれば、との願いを
込めて作られ、今や30年以上も続くロングセラーに。そし
て現在、区民はもちろん市民に広く愛される横浜土産と
なりました。（10枚入1,080円、20枚入2,160円〈税込〉）
　　　　　　　　　  〈豊岡町14－31　豊岡商店街協同組合〉
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赤いくつの詩赤いくつの詩赤いくつの詩
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主な取組の実施場所
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本のひときと
　終戦から約７年が経ち、市民の生活も
落ち着きが見えてきた昭和27（1952）年
の京浜鶴見駅前の風景です。写真は、現
在の鶴見銀座商店街（ベルロード）側から
撮られたもので、まだ線路も高架化され
ていないため、駅舎も低層の建物でした。
また、駅の看板を見ると、「京急」ではなく
「京浜」とあります。現在の駅名「京急鶴見
駅」になったのは、昭和62（1987）年です。

当時（昭和27〈1952〉年）の世相

■国立近代美術館が開館
■国会中継のラジオ放送がスタート
■雑誌「明星」が創刊
■手塚治虫「鉄腕アトム」が連載開始
■不二家ミルキーが全国発売に
■ラジオドラマ「君の名は」が放送開始
■美空ひばりの「リンゴ追分」「お祭り
　マンボ」などがヒット　
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[ナイアガラ]（1953/米）

今月の

シネマ

犬猫の飼い主さんへ。ペットも災害に備えましょう！

区役所地域振興係ウオーキング大会担当（鶴見中央3-20-1）　 510-1688　 510-1892 

避難準備情報 避難指示

（写真提供：鶴見小学校）

た  ど

区役所資源化推進担当　  510-1689　　510-1892

[新吾十番勝負]（1959/邦）

陥る主婦が続出！

期
日
前
投
票
所

区役所環境衛生係　  510-1845 　  510-1718

講演会

街歩き

防 災

３Ｒ夢
ワッくんカルタ・ウオーキング大会 in すいどうみち
「サイエンスラリー＆スタンプラリー」

一般

児童

「食品ロス」現象って知っていますか？
　サイエンスラリーとは、科学の楽しさを伝える団
体「ガリレオ工房」監修の新しいラリーです。各ポ
イントのスタンプだけでなく、配布されるアイテム
も集めながらコースを歩きます。あるポイントでは紙
コップ、別のポイントではストローなどをゲットし、
それらは科学工作の材料に！ さて、この材料で何が
できるかはお楽しみ！

・  ９月25日（日）9時50分スタート（受付8時45分～11時） 雨天決行
・   集合：鶴見大学会館（豊岡町3-18）、ゴール：上寺尾小学校（馬
　 場3-21-21）、行程：約6km・所要時間：約2時間30分
・   200人（サイエンスラリーのみ）　 200円（サイエンスラリーのみ）
  ・ 8月26日までに　　    、年齢（1通につき5人まで）を明記し　
　（重複応募不可）

　東日本大震災や熊本地震では、ペットの犬猫の被災状況が
問題となりました。大災害が発生した際には、避難所にペットと
一緒に避難しなければならなくなるかもしれません。その場合、
日頃から以下のような準備が必要です。

① 迷子札をつけましょう
　迷子札には、犬鑑札、
マイクロチップ※などがあります。
　　  ※マイクロチップは装着費用の助成あり

② 基本的なしつけをしておきましょう
　他の避難者の理解を得るため
にも、避難所生活での「トイレ」や
「ハウス」「まて」などは最低限必
要なしつけです。

「災害時の
　　ペット対策」

　　　　　災害時に必要な犬や
　　　　猫のしつけ（デモ犬の模
　　　範演技あり）、横浜市の災害
　　対策の現状やペット対策、熊本
　地震被災地派遣職員の報告など
　○８月21日（日）14時～16時
　○ 区役所６階　■ 150人
　○７月11日8時45分から　  か  
　 （　　　   、参加人数を明記）　      
　※ペットを連れての参加は不可

昭和27年
（1952年）

京浜鶴見駅京浜鶴見駅京浜鶴見駅

　「あらっ！ 食べようと思っていたのに、もう傷んでる…」
なんて経験ありませんか？ そんな、手つかずのままの食
品や食べ残しなど、本来食べられるのに捨てられている食
品のことを「食品ロス」といいます。市内の家庭からも年間
約8万7千トンもの「食品ロス」が発生し、市民１人当たりで
は年間約23キロにもなります。
　そこで、そうした「もったいない」を少しでも減らそうと
今回、ベテラン主婦の区自治連合会婦人部の皆さんに
「食品を無駄にせず食べきる」知恵や取組を伺いました。
　あなたも、できることから始めて、「食品ロス」現象に陥
らない賢い主婦になりませんか。

上手に保存する
●野菜などは切ったりすったりし、小分け
　にして冷凍保存
●キノコ、モヤシはすぐに冷凍し、使う時に
　凍ったまま調理。納豆、油揚げも冷凍保
　存。豆腐も冷凍すれば、凍み豆腐に

お店の売れ残り防止に協力する
●パンや冷蔵品など期限が比較的短いものを買う際には、棚
　の手前（期限が近いもの）から取る
●規格外（形が悪い）や期限間近の品を積極的に購入する

鶴見区のマスコット ワッくん

「食品ロス」に陥らない主婦の知恵

（鶴見区自治連合会婦人部長の皆さんに伺った意見から抜粋）

イラスト

買いすぎない　
●１日分の食費だけ持って買い物に行く
●献立を考えてから買い物に行く
●冷蔵庫内の在庫をチェックし、メモを作ってから買い物へ

外食時も「食品ロス」削減！
　食べ残しを減らす取組をしている「食べきり協力店」は、
6月7日現在で市内691店舗※。  店名や所在地は、HP から。

このマークが目印！ 検  索ヨコハマ食べきり協力店※6月号に掲載した「約350店」は、
　2013年12月末の数字でした

パン
牛乳
たまご

し
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金時鐘（キム・シジョン）／著 
岩波書店／発行
　

筒井頼子／さく　林
明子／え  福音館書
店／発行
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本本
鶴見
図書館
から

ののひひととききとと

中国文化55のキーワード
　鶴見区の外国籍人口で最も多い中国人。太古
から日本文化は大きな影響を受けてきましたが、
深いところでは良く知らない。誤解や偏見もある
のではないでしょうか。この本は17人の研究者に
よる55章のトピックスによって、神話から始まり現
代社会に至る中国の民俗、生活文化や社会の諸
相を面白く知ることができます。
　　　武田雅哉ほか／編著　  ミネルヴァ書房/発行

　ここでは、鶴見
図書館の司書が毎
月お薦めする書
籍(一般・児童書)
をご紹介します

こぶたのピクルス
　 「なんでしょう？ なにかな？ ふんふんふん。
海ではく、だいじなもの。それは、海水パンツで
す。わすれちゃいけない、海水パンツ。もうでき
たかな、海水パンツ。お魚もようの海水パンツ。」  
ピクルスは、お母さんがぬってくれた海水パ
ンツをはいてみたくてたまりません。（「ピク
ルスの海水パンツ」）他に楽しいお話３話。
　　小風さち/文　夏目ちさ/絵　  福音館書店/発行 

区役所運営企画係　   510-1791　   510-1792　　  
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[ナイアガラナイアガラ]（1953/米）（1953/米）

今月今月の

シネマシネマ

　ナイアガラの見えるホテルに泊
まった夫婦が巻き込まれる殺人事
件を軽快なタッチで描いたサスペ
ンス映画。主演マリリン・モンローの
名を世に知らしめ、「モンローウオーク」
という言葉が誕生するきっかけにも
なった話題作です。
（▶詳細はP12「老人福祉センター鶴寿荘」参照） 

このコーナーは、鶴見区版が
８ページの月のみ掲載します
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[新吾十番勝負新吾十番勝負]（1959/邦）（1959/邦）

　川口松太郎の同名小説を映画
化した本作は、この「新吾十番勝負」
を含め４作品がシリーズ化され
たほか、続編も作られるなど、人気
を誇る娯楽時代劇です。大川橋蔵
演じる新吾をはじめ、剣に命をか
けた男たちのドラマを描いた東映
映画のヒット作品です。
（▶詳細はP11「潮田地区センター」参照） 

鶴見で活躍している豊富な人材を
見て、知って、感じてみませんか？

ご存じですか？民生委員・児童委員

　民生委員・児童委員および主任児童委員とは、「地
域の身近な相談役」であり、相談者とさまざまな機関と
をつなぐ大切な役割を担っています。 
    主な活動として、一人暮らし高齢者への定期訪問や
見守り活動、福祉に関する悩みの相談、子どもに関
する支援活動などを行っています。

　鶴見区内で活躍している人材を登録し、相談や依頼に応じてその
人たちを紹介するのが、「鶴見人ネット」です。現在、240の登録があ
り、つるみ区民活動センターでは、人材の紹介はもちろん、随時、
登録の受付も行っています。
　そして今回、８月１日（月）～３日（水）の３日間、「鶴見人ネッ
ト」の活動を紹介するイベントを開催します。ぜひ、この機会に
「鶴見人ネット」の魅力を体験してください。　

「鶴見人ネット」紹介フェスタ
      8月1日（月）～3日（水）8時45分～17時 ※3日は15時まで
　  区役所1階区民ホール

活  動   福 祉

一般一般

児童

　今年の12月１日、３年に１度の民生委員・児童委員
および主任児童委員の一斉改選が行われます。現在、
自治会町内会等に推薦のお願いをしていますので、候
補者としてのお声がかかることがありましたら、ぜひご
協力をお願いいたします。

一斉改選に伴うお願い

鶴
見
区
民
児
協

　
　

会
長 

神
保
修
治
さ
ん

地域福祉を担う
ボランティアです！

関係機関への
つなぎ役です！

地域や困っている
人の見守り役です！

1.
2.
3.

　   

京浜鶴見駅

私たちは皆さ
まに最も近い
見守り役です。
現在、約330人
の委員が区内
で活躍してい
ます

①♪ミュージックベル演奏♪
■８月１日（月）12時～12時30分
■ 当日直接会場へ

②羊毛フェルト体験＆展示
■８月１日（月）13時30分～15時30分
　 小学4年生以上　    10人      700円  
■７月11日９時から     か

③科学工作（ICラジオ）体験＆展示
■８月２日（火）13時30分～15時30分  
■ 小学4年生以上 ■10人 ■1,200円  
■７月11日９時から     か

ｐ

ｐ

ｐ

   つるみ区民活動センター（区役所２階）　   510-1694　   510-1716

ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ
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しんご

鶴見大学附属中高生によるハンドベル演奏
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区役所から
お知らせ　
Information
お知らせ　
Information
お知らせ　
Information

●費用の記載がないものは無料です　　日時・期間  　  会場  　対象  　 先着  　抽選      費用      はがき      往復はがき  　　　
             (行事名、〒住所、氏名、電話番号)  　窓口  　当日直接  　 郵送  　  持ち物   　申込み       問合せ  　 電話  　 ファクス  　  　
     Eメール　  ホームページ   　  保育あり ●区役所への郵送は「〒230-0051 鶴見中央3-20-1 鶴見区役所○○係」､そのほかは各施設へ

施設から 掲載内容の詳細は直接各施設に
お問い合わせください

講座・催し講座・催し

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア募集・案内募集・案内

潮田公園コミュニティハウス

第10回鶴見区コンサート♪
7月のテーマは「オリンピック・パラ
リンピック」。出演者は、ピアノ：熊谷
蒼了沙さん・守谷博美さん、ソプラ
ノ：飯田聖美さん
＊7月12日(火)14時30分～15時
30分＊ 鶴見区民文化センターサル
ビアホール音楽ホール(鶴見中央
1-31-2 シークレイン3階)先 100人   
＊　※12月13日と29年2月14日に
も開催予定です。詳細は開催月の
広報よこはまでお知らせします 
＊ 区役所区民活動支援係
＊ 510-1693　＊ 510-1892

生麦地区センター

鶴見中央コミュニティハウス

土壌混合法講習会
微生物の力で生ごみを
土に変える方法を実演
＊  7月11日(月)13時30分～14時
＊ 区役所１階区民ホール ＊　　
＊ 区役所資源化推進担当
＊ 510-1689   ＊510-1892

法律相談会
相続、遺言、贈与、不動産登記、成年
後見など、身近な法律問題について
司法書士がお答えします
＊ 7月20日(水)18時30分～20時30分
(受付は18時30分～19時30分)＊ 鶴
見公会堂(豊岡町2-1フーガ1 6階)＊
＊ 神奈川県司法書士会
＊ 641-1372　＊ 641-1371　 

神奈川県司法書士会 検  索

税理士による無料税務相談会
in つるぎんドット来～い！！
所得税や相続税など税金のことなら何でも
地元税理士会所属の税理士が解説します
＊ 7月30日(土)10時～14時＊ 鶴見
銀座商店街(ベルロード鶴見)＊
＊ 東京地方税理士会鶴見支部
＊ 502-0780
＊ 502-7425
＊　 鶴見税理士会 検  索

①②の＊  は7月12日9時30分から 窓
①めだかの学校▶めだかについて学ぼ
う ＊8月6日(土)10時～12時 ＊ 小学生以
上＊  20人　②子どもにも安心！ アロマ
虫除けスプレー作り教室 ＊7月30日(土)
10時30分～11時30分 ＊高校生以上＊ 
15人 ＊ 600円　③絵本とわらべうたであ
そぼ ＊7月20日(水)10時30分～11時＊
未就学児と保護者直　④矢向子育て相談 
＊7月14日～8月4日の毎週木曜日10時
～12時 ＊乳幼児と保護者直　⑤矢向パ
ソコン相談 ＊8月1日(月)9時～12時直　

矢向地区センター矢向地区センター
〒230-0001 矢向4-32-11
  573-0302   573-0304

①子ども科学教室▶スーパーボール
ロケットと紙飛行機を作ろう＊8月1日
(月)10時～12時＊小学生＊12人
＊300円 ＊7月18日10時から窓　
②忍者体験修行講座▶忍者につ
いて学んで、忍者になってみよう＊
8月3日(水)10時30分～12時30分
＊5歳以上＊50人＊100円 ＊7月
13日10時から窓　③戦争体験者
の話を聞こう＊8月8日(月)13時～
15時＊40人＊7月21日10時から窓
④丘の上子ども食堂  ＊9月1日・
15日の木曜日17時30分～19時30分 
＊幼児～18歳と保護者＊各30人 
＊各300円(高校生以下各200円) 
＊7月17日10時から 窓　

駒岡地区センター駒岡地区センター
〒230-0071 駒岡4-28-5
  571-0035   571-0036

寺尾地区センター

市場小学校コミュニティハウス

鶴見区民文化センターサルビアホール
幹・夏祭り
模擬店、ハワイアンバンドの生演奏、
フラダンスショー
＊8月6日(土)16時～19時＊北寺尾
４丁目公園(北寺尾4-21)※雨天時は
会場横、つるみ地域活動ホーム幹内 直
＊ つるみ地域活動ホーム幹
＊ 585-9246　＊585-9247

みき

くま   　がい

あ　 　り  　　さ                                               もり　 　や          ひろ         み

いい　   だ        きよ          み

「道の日」イベント
～８月「道路ふれあい」月間～
駅周辺の清掃と放置自転車の撤
去、商店街での打ち水など。気軽に
ご参加ください
＊8月10日(水)10時～11時30分＊
JR鶴見駅東口駅前広場、鶴見銀座
商店街(ベルロード鶴見) 直
＊ 鶴見土木事務所管理係
＊ 510-1669　＊505-1318

里親制度説明会
さまざまな事情で親元で育つことのでき
ない子どもを、家族の一員として受け入
れ、あたたかい愛情をもって育ててくだ
さる里親家庭を求めています。短期間な
ら可能というご家庭も大歓迎です
＊7月23日(土)13時30分～15時30分 
＊中央児童相談所(南区浦舟町3-44-2)
＊  成人 先 30人 ＊ 7月11日9時から電  
＊ ＊ こども青少年局中央児童相談所 
＊ 260-6510　＊ 262-4155

＊ 8月18日(木)・24日(水)、9月5日
(月)〈全3回〉14時～15時30分＊ 
区役所6階会議室＊食品衛生責任
者＊60人＊食品衛生責任者証 ＊
7月11日8 時45分から 電か 窓  
＊ ＊ 区役所食品衛生係(2階13番)
＊ 510-1842　＊510-1718

28年度食品衛生責任者講習会

夏休み 親子でワクワク
鶴見川探検バスツアー
源流保水の森の散策、治水施設の
見学、鶴見川の生物調査など、鶴見
川流域水マスタープランの取組を
バスツアー形式で体験
＊8月3日(水)9時～15時30分※雨天
決行、荒天時は8月4日(木)に順延 ＊
JR淵野辺駅集合～鶴見川流域施設
～JR新横浜駅解散 ＊小学3 年生以
上の子と保護者 抽 45人 持 弁当、飲
み物、水に入れる靴(指先が守れる
もの)、雨具、歩きやすい服装・靴＊ 
7月20日17時までに 必要 　 、参加者
全員の氏名・年齢を明記して F  か M
＊＊ 鶴見川流域水協議会窓口 ア
ジア航測(株)　深見、小椋、山口
＊ 044-967-6320  ＊044-965-0032
＊ mizumasu.tsurumi@ajiko.co.jp

京浜河川ふれあって 検  索

地球を冷ませ2016 in 豊岡地球を冷ませ2016 in 豊岡地球を冷ませ2016 in 豊岡
＊7月31日(日)ステージパフォーマンス:
11時～14時  模擬店:11時～16時 
打ち水:14時～16時＊ 豊岡商店街 直
＊ 豊岡商店街協同組合
＊ ＊ 571-3795

＊ ①8月24日、9月7日・21日、10月5日・
19日、11月2日、12月14日の水曜日〈全
7回〉10時～11時45分②8月26日、9月
9日・23日、10月7日・21日、11月4日、
12月9日の金曜日〈全7回〉14時～15時
45分＊①芦穂崎保育園(鶴見中央
2-13-29)②区役所1階健診会場＊ 3歳
児～小学3年生の親(全回参加できる
人優先)＊ 各10人 保 6か月～6歳未満児
＊ 7月25日17時15分までに  電 か 窓
＊ ＊ 区役所こども家庭支援担当(3階4番)
＊ 510-1850　＊510-1887

どならない子育て練習講座
～子どもに伝わる・イライラが減る～

恒例の打ち水で、今年も涼の風景をお届けします

潮田地区センター

馬場花木園

第22回鶴見区民テニストーナメント
一般男子・女子、壮年男子、ミックスダブルス
＊ 8月20日(土)～12月4日(日)〈全9回〉
9時～17時＊ 潮田公園テニスコート(向
井町2-71-1)、入船公園テニスコート(弁
天町3-1)＊ 区在住・在勤・在学者＊1人
3,000円＊ 7月27日までに専用申込書
(鶴見区テニス協会で配布)と＊ を 窓
＊ ＊ 鶴見区テニス協会(鶴見中央
1-18-2 井上スポーツ内)
＊ ＊ 511-0665　

　 

①親子で遊ぼう！ 「ピッコロ広場」▶手
遊び、マグネットシアター＊ 7月14日
(木)11時～11時30分 ＊幼児と保護者
直　②夏まつり▶魚つり、工作、ゲー
ム、クイズラリー＊ 7月17日(日)11時～
14時＊ 幼児～中学生直　

白幡公園白幡公園こどもログハウス ピッコロこどもログハウス ピッコロ
〒230-0077 東寺尾2-12
  　582-9944

①体験学習農園＊ 9月～29年6月の土
曜日〈全17回〉10時～12時＊ 30人 ＊
3,500円(19歳以下500円) ＊7月11日
9時30分から 窓　②ハマハグ新鶴見
▶おしゃべり・情報交換 ＊開館日の
9時～12時 ＊乳幼児と保護者 直

新鶴見小学校新鶴見小学校コミュニティハウスコミュニティハウス
〒230-0002 江ケ崎町2-1
    574-1976

子育て支援者募集
区内の施設で育児の相談やアドバイス
などの子育て支援をしませんか
＊原則毎週金曜日10時～12時＊ 馬
場地域ケアプラザ(馬場7-11-23) ＊ 
55歳以下の子育て経験者1人※面接
で選考 ＊ 7月22日までに 電
＊ ＊ 区役所こども家庭支援担当
＊ 510-1850　＊510-1887

末吉地区センター寛政中学校コミュニティハウス

つるみ３R夢フェスタ
ごみ焼却工場見学会やリユース家具
抽選会など。消防音楽隊も来ます
＊7月23日(土)10時～15時＊資源循
環局鶴見工場(末広町1-15-1)直
＊ 資源循環局鶴見工場
＊ 521-2191
＊ 521-2193

ス　  リ　  ム

第72回鶴見区民ソフトテニス大会
一般男子・女子、ダブルス
＊8月6日(土)9時～19時 ＊入船公園テ
ニスコート(弁天町3-1) ＊1人2,000円
＊7月30日までに専用申込書(鶴見区
ソフトテニス協会で配布)と＊を窓
＊ ＊ 鶴見区ソフトテニス協会(鶴
見中央1-18-2 井上スポーツ内)
＊＊  511-0665　

①もしもの体験キャンプ▶被災時を
意識した野外炊事、宿泊体験 ＊9月
10日(土)13時～11日(日)15時(1泊
2日)＊ 小学生と家族 ＊20組80人 ＊
中学生以上5,000円、小学生4,000円、
4才以上の未就学児2,000円、3才以下
100円＊8月8日までにH  か必       、
年齢、性別を明記して 往　②バーベ
キュー体験会 ＊8月20日(土)10時
30分～13時＊ 20人 ＊2,200円＊ 7月
20日8時45分から 電

三ツ沢公園青少年野外活動センター三ツ沢公園青少年野外活動センター
〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1
  314-7726　　311-6444

三ツ沢野外活動センター  イベント 検  索

講師：よこはま学校食育財団 須田
清子さん。子育て中の人、食育に興
味がある人はぜひご参加ください
＊ 7月23日(土)10時～11時30分
＊ 区役所１階予防接種室＊区民
＊80人＊ 6か月～4歳児( 先10人)
＊ 7月11日8 時45分から電  または
必要 　、保 の有無を明記して F
＊ ＊ 区役所健康づくり係
＊ 510-1827　＊510-1792

食育講演会「食事を通じて
育てるもの、育てたいもの」
～入学までに育てたい３つのこと～

す　　だ

きよ   　こ

ヨコハマ３Ｒ夢！ マスコット「イーオ」とへら星人「ミーオ」
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講座・催し

スポーツ・アウトドア募集・案内

②～⑧の＊は7月12日9時30分から
窓 ( 電 は10時から)
①子どもと若者のひろば“アソVIVA” ＊
7月24日(日)13時～16時＊18歳以下 直
②電子絵本の読み聞かせ ＊7月12日(火)
10時30分～11時 ＊未就学児と保護者
＊ 20組　③お楽しみ会▶歌って踊って絵
本で楽しもう＊ 7月14日、8月4日の木曜日
10時30分～11時＊ 未就学児と保護者 
＊各20組　④夏のプリザーブドフラワー
＊7月13日(水)13時30分～15時 ＊成人
＊10人＊1,500円　⑤布ぞうりを作ろう
＊7月19日(火)13時30分～16時30分 ＊
成人 ＊10人 ＊400円　⑥ママカフェ ＊
7月20日(水)10時～12時 ＊未就学児と
保護者＊15組＊ 200円　⑦バーバママ
のペーパークラフト～彼岸花～＊ 7月
29日(金)10時～12時 ＊60歳以上 ＊10人
＊ 300円　⑧クラフトキット作り▶カブト
ムシなどのキーホルダー＊ 7月30日(土)
❶10時～12時❷13時～15時＊ 各20人　

潮田公園コミュニティハウス潮田公園コミュニティハウス
〒230-0037 向井町2-71-2潮田公園内
  511-0880　　511-0851

①ヨガ

②エアロビクス

③コア・らくらくフィットネスタイム
④ちょこっとコアタイム

19時15分～20時30分
12時　～12時50分

7月25日、8月１日の月曜日 10時50分～11時30分
11時15分～12時30分
10時30分～11時45分
　9時15分～10時15分

毎週水曜日 12時30分～13時10分
⑤ママストレッチ 11時45分～12時45分

21時15分～22時15分

夜ヨガタイム

7時40分～  8時40分朝ヨガタイム
昼ヨガタイム

はじめてエアロビクスタイム

ひきしめエアロビクスタイム
エアロビクスタイム

⑦ボクシングフィットネス
　 ボクシングの動きを取り入れたエクササイズ

19時15分～20時45分⑧フットサルタイム
19時15分～20時45分
19時15分～20時45分

⑨バスケットボールタイム
⑩バレーボールタイム

ズンバ

毎週火曜日

毎週火曜日

⑥ZUMBA 火曜ZUMBA

金曜ZUMBA
毎週火曜日 10時30分～11時30分

9時15分～10時15分ラテン音楽で踊る     有酸素運動      毎週金曜日

毎週金曜日

毎週金曜日

毎週金曜日

7月22日(金)

毎週土曜日

7月23日(土)
7月16日・30日の土曜日

各60人

24人

30人

各50人

各50人

20人

60人
60人

30人

30人

50人

毎週火曜日

毎週土曜日

横浜市鶴見スポーツセンター

横浜市鶴見スポーツセンター 検  索

生麦地区センター生麦地区センター
〒230-0052 生麦4-6-37
  504-0770   504-2662

③～⑦の＊ は7月11日9時30分から 窓 
(  電は13時から)
①生麦にこにこサロン＊7月26日(火)
10時～11時30分＊ 未就学児と保護者 
直　②つるみ子育て相談＊ 7月12日～
8月2日の毎週火曜日10時～12時＊ 乳
幼児と保護者直　③そろばんで計算力
をつけよう＊ 7月21日・28日、8月4日の
木曜日〈全3回〉15時～16時30分＊小
学生先 20人＊500円　④血管若くな
る！ ゴーヤでクッキング☆＊ 7月27日
(水)10時～13時＊ 成人 先 16人＊ 800円
⑤どこから入れる？ボトルシップをつく
ろう＊ 8月6日(土)13時～17時＊小学
3年生以上先 20人＊500円＊あれば
カッター板　⑥夏休み木工工作教室
＊ 8月21日(日)9時～13時＊ 小学生と
保護者先 12組＊ 300円～600円※7月
31日以降のキャンセルは不可＊ のこぎ
り、定規、金づち　⑦菊づくり ＊8月7日
～11月13日の毎週日曜日〈全15回〉9時
～11時＊ 成人＊10人 ＊2,000円　⑧
手回し発電機をつくろう ＊8月20日(土)
13時30分～16時30分 ＊小学3年生以上
※保護者参加可＊ 15人＊ 500円＊ 7月
28日9時30分から 窓( 電 は13時から)　

当日受付の教室【7月11日～8月10日】

〒230-0004　元宮2-5-1　＊584-5671　＊584-5673

①3館オープンデーサルビアわんぱくラ
ンド 中央コミハ発表＆作品展＊ 作品
展：7月16日(土)10時～17時・17日(日)
10時～15時 発表:16日(土)10時～15時
＊幼児以上 直　②中央コミハチャリ
ティーダンスパーティー＊ 7月17日(日)
10時～15時＊ 募金300円以上 直　③お
もてなし英会話～初級～＊ 8月31日
～11月30日の水曜日〈全10回〉19時
～20時45分 ＊成人＊ 15人 ＊3,000円
＊ 7月27日10時から窓  (電  は28日から)
④英会話入門～めざせシティガイド～＊ 
9月2日～11月4日の毎週金曜日〈全10回〉
11時～13時 ＊成人＊15人 ＊4,000円
＊ 7月29日10時から窓  (電  は30日から)
⑤心と体に効く笑いヨガ＊ 9月6日～10月
4日の毎週火曜日〈全5回〉10時30分～
12時＊ 成人＊10人＊1,500円＊ 8月
1日10時から窓  (電  は2日から)

鶴見中央コミュニティハウス鶴見中央コミュニティハウス
〒230-0051 鶴見中央1-31-2シークレイン内
  511-5088　　511-5089

＊ ⑤は16歳以上の女性、その他は16歳以上 ＊ 500円＊ 動きやすい服装、
タオル、飲み物、室内履き＊　

矢向地区センター

駒岡地区センター

①くりんくらんのパネルシアター  ＊7月
13日(水)14時30分～15時 ＊未就学児と
保護者 直　②子どもと若者の広場“アソ
Viva” ＊ 7月16日(土)13時～17時 ＊18歳
以下 直　③初夏のロビーコンサート「ア
マービレ・カルテット マンドリン四重奏」
＊7月16日(土)14時～15時 直　④ベビー
マッサージ ＊8月30日、9月6日の火曜日
〈全2回〉11時30分～12時30分 ＊2か月
～歩く前の乳児と保護者 ＊15組＊  600円
＊ 8月2日10時から  窓 (  電 は3日から)
⑤夏休み科学教室 おもしろ科学たんけ
ん工房▶動くモーターでホバークラフト
を作ろう＊ 7月29日(金)10時～12時 ＊
小学生※低学年は保護者同伴 ＊15人
＊1,000円＊ 7月11日10時から 窓 ( 電  
は12日から)　⑥くりんくらんのすばなしの
会 ＊ 7月16日(土)14時～14時40分 ＊小
学生以上 直　⑦おもちゃ病院  ＊7月23日
(土)10時～14時 ＊小学生以下 ＊15人 
＊7月11日10時から 窓  (電  は12日から)

寺尾地区センター寺尾地区センター
〒230-0076 馬場4-39-1
  584-2581   584-2583

①夏休みこども科学教室＊ ❶電波の
不思議を学んでFMラジオを作ろう:8月
6日(土)13時30分～15時 ❷ペットボト
ルと牛乳パックを使ってリモコンカーを
作ろう:8月7日(日)13時30分～15時＊
小学生※低学年は保護者同伴 ＊各20人
＊各400円＊ 7月16日9時30分から窓 
(電  は13時から)　②ソーラークッキング
講座～太陽熱を集めてエコクッキング～
＊ 8月17日(水)10時～11時30分＊ 小学
生＊15人＊200円＊ 7月23日9時
30分から窓 (電 は13時から)　③ベビー
マッサージでコミュニケーション～お母
さんの手は魔法の手～＊ 7月23日(土)
10時～11時＊ 2か月～1歳児と保護者
＊5組 ＊500円＊ 大きめのバスタオル､
赤ちゃんの飲み物＊ 7月11日9時30分
から 窓 か 電　④ハマハグ市場▶和室
でおしゃべり･情報交換 ＊7月15日～
8月5日の毎週金曜日9時～12時 ＊乳
幼児と保護者 直　⑤市場子育て相談 
＊7月13日～8月10日の毎週水曜日
10時～12時 ＊ 乳幼児と保護者 直

市場小学校市場小学校コミュニティハウスコミュニティハウス
〒230-0004 元宮1-13-1
    574-1972

①舞台裏講座 コンサートを作ろう！▶普
段は知ることができないプロの領域を
学ぶ ＊ 8 月23日(火)・24日(水)〈全2回〉
10時～17時＊ 高校生以上抽  15人＊
3,000円 ＊動きやすい服装・靴、軍手
＊ 7月25日までにＨ  または専用申込
書(区役所などで配布)を窓 か F　②水
曜音楽会#34 弦とピアノの調べ▶気軽
に聴けるミニコンサート ＊  10月12日
(水)❶11時～12時❷15時～16時 ＊❷
のみ小学生以上＊ 各100人＊ 区民・
18歳以下・65歳以上・障害者500円(証
明になるものが必要)、その他700円 
＊ 8月10日10時から 電か窓　③サル
ビアアカデミーvol.33 インディアンフ
ルートワークショップ ＊9月3日(土)10時
～12時＊ 中学生以上 ＊20 人 ＊2,000円 
＊7月27日10時からＨ  または専用申
込書(区役所などで配布)を 窓 か F　④
わたしはピアニスト▶ホールでグランド
ピアノを弾いてみませんか？ ＊8月25日
(木)・26日(金)10時～21時(1枠1時間)
＊各日11組※18歳未満は保護者の承
諾書か付添いが必要 ＊2,000円＊ 7月
25日までに H または専用申込書(区役
所などで配布)を 窓 か  F

鶴見区民文化鶴見区民文化センターサルビアホールセンターサルビアホール
〒230-0051 鶴見中央1-31-2シークレイン内
  511-5711　　511-5712

サルビアホール 検  索

地球を冷ませ2016 in 豊岡

①銀幕ライフ 潮田の休日2「新吾十番
勝負」＊ 8月4日(木)13時～16時 ＊成人
＊  40人＊7月11日9時30分から 窓(電 
は12日から)　②潮田子育て相談 ＊ 7月
13日～8月10日の毎週水曜日10時～
12時 ＊乳幼児と保護者直 　③潮田は
なしのお宿 ＊7月21日(木)11時～11時
30分＊  未就学児と保護者 直   ④けん
玉道場 ＊ 7月17日(日)10時～12時 直

潮田地区センター潮田地区センター
〒230-0048 本町通4-171-23
  511-0765   511-0760

キャプテンわん©ゆず華
・(公財)横浜市体育協会

①紙芝居教室＊ 7月12日、8月9日の火
曜日10時30分～11時30分 直　②写生
教室 ＊7月13日(水)10時～12時＊ 水彩
絵の具、2B鉛筆、消しゴム、画板、画用
紙またはスケッチブックF4 直　③俳句
教室 ＊7月15日(金)13時～16時＊ 赤・
黒のボールペン、あれば歳時記か季寄
せ 直　④プレイルームオープン＊ 7月
26日(火)9時30分～11時30分 直　⑤七
夕飾り＊ 7月2日(土)11時～12時直

馬場花木園馬場花木園
〒230-0076 馬場2-20-1
  　585-6552　　　　

白幡公園こどもログハウス ピッコロ

新鶴見小学校コミュニティハウス

①知って得する省エネ講座シリーズ＊ ❶
節電・節約講座：7月28日(木)13時30分
～15時 ❷電力自由化まるわかり講座：8月
4日(木)13時30分～15時＊成人 ＊各
40人  ＊7月14日10時から窓　②アレン
ジ自由ふんわりランプ＊ 8月1日(月)・2日
(火)〈全2回〉10時～12時 ＊小学生以上 
＊10人 ＊200円 ＊7月15日10時から窓
③夏休み自由研究対策企画 ＊❶リモコ
ンカーを作ろう: ８月25日(木)14時～16時 
❷思い出を素敵に飾ろう:8月26日(金)
14時～16時30分 ＊小学生以上 ＊各
20人 ＊❶400円❷500円＊ 7月24日
10時から窓　④夏休み子ども科学教室 
ヘロンの不思議な噴水～そのナゾにせ
まれ！ ～▶ペットボトルの噴水を作りな
がら、その秘密を探ろう＊ 8月23日(火)
14時～16時＊小学生以上 ＊20人＊ 
300円 ＊7月24日10時から窓　⑤サタ
デーモーニング体操＊ 7月16日・30日、
8月6日の土曜日9時30分～10時50分 ＊
成人 ＊各35人＊ 各150円 ＊飲み物、タ
オル、動きやすい服装 直　⑥わくわくお
はなしポケット＊ 7月28日(木)10時30分
～11時30分 ＊未就園児と保護者 ＊
15組直　⑦すえよし健康相談室～いき
いきサロン～ ＊7月21日(木)10時～12時 
＊10人程度直　⑧子どもと若者のひろ
ば“アソViVa”in末吉＊ 8月6日(土)13時
～16時30分 ＊18歳以下＊ 20人  直

末吉地区センター末吉地区センター
〒230-0011 上末吉2-16-16
  572-4300   586-1229

①②③の＊ は7月11日9時30 分から 電 か 窓
①夏休みデコパージュ体験＊ 8月13日
(土)13時30分～16時＊ 小学生以上※
3年生以下は保護者同伴＊10人＊
キーホルダー200円、写真立て300円
②ミニガーデン風！ 多肉植物の寄せ植
え＊7月23日(土)13時30分～16時＊ 
成人＊10人 ＊700円　③布ぞうりを
作ろう ＊7月27日(水)13時30分～16時
＊ 成人＊ 10人 ＊ 300円

寛政中学校寛政中学校コミュニティハウスコミュニティハウス
〒230-0034 寛政町23-1
    503-3808

三ツ沢公園青少年野外活動センター

しん　   ご



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2月16日～3月15日・敬称略

／  鶴見区版

①夏休み科学遊びの会▶横浜サイエン
スフロンティア高校の生徒と科学遊びを
楽しもう！ ＊7月27日(水)❶10時30分～
12時❷13時30分～15時 ＊❶小学１年
～３年生❷小学４年～６年生＊ 各20人
＊ 7月12日９時30分から電　②ブラジ
ルを知ろう！ ▶ブラジルの様子がわか
る写真パネルを展示＊ 7月20日(水)～
8月31日(水)直　③生物多様性パネル展
示＆クイズラリー▶小学生以下のクイ
ズ参加者にはプレゼントあり(＊70人)
＊7月22日(金)～8月25日(木)直　④みん
なでたのしむおはなし会～あつまれ！ いき
ものたち～▶小学生以下にはプレゼントあ
り＊ 8月10日(水)16時～16時30分直　
⑤読んでみようこんな本▶夏休みにおす
すめの子どもの本を対象別に展示＊ 7月
15日(金)～8月31日(水)直　⑥みんなで
たのしむおはなし会＊ 7月13日(水)16時
～16時30分直　⑦親子でたのしむおは
なし会 ＊7月26日(火)11時～11時30分 
＊ 1歳6か月～3歳児と保護者直　⑧赤
ちゃんとたのしむおはなし会＊ 7月22日
(金)10時30分～11時(開場は10時15分) 
＊ 4か月～1歳6か月児と保護者 直

@y_trm_kusei

鶴見区ツイッター
区内のイベント情報などを発信して
います。ぜひフォローしてください

広報よこはま鶴見区版の情報は、
鶴見区ホームページにも掲載しています

イベント情報満載！ 
横浜カレンダー(鶴見区版)

編
集
・
発
行

横浜市鶴見区役所広報相談係

045-510-1680 　045-510-1891
〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1

＊原則として7月11日～8月10日の予定
＊場所の記載がないものは区役所1階「福祉保健センター(健診会場)」で実施
＊　　   は電話かファクスでの予約が必要です

健(検)診・教室名 内容・日時・場所など

4か月児　　　　
1歳6か月児         
3歳児　　　　　

乳幼児健診
※詳細は、対象者へお送りす
る個別通知をご覧ください

乳幼児・妊産婦歯科相談 《未就学児・妊産婦》　　　　　8月4日(木) 9時30分～11時受付
母親教室〈全4回〉
《安定期(5か月～6か月)の妊婦》
※4回目は両親教室

8月①1日(月)午後②8日(月)午前③8日(月)午後④15日(月)午後
②11時～12時(10時45時から受付)
①③④13時30時～15時30分(13時15分から受付)

【予約・問合せ】　こども家庭係　　　　　＊510-1850　＊510-1887　

【予約・問合せ】　健康づくり係　　　　　＊510-1832　＊510-1792　

こどもの食生活相談 離乳食やこどもの食生活についての個別栄養相談
7月11日(月)・26日(火)  9時～・10時～・11時～　＊区役所2階栄養相談室

離乳食教室
《7か月～8か月児(２回食)と保護者》

離乳食の話、調理実演､試食など
8月30日(火)①13時15分～14時15分②14時45分～15時45分
＊区役所2階栄養相談室　＊各回20組　＊8月1日8時45分から電

ピカピカ１歳児☆親子歯みがき教室
《平成27年7月～10月生まれの乳幼児と保護者》

むし歯予防の話、歯みがき実習、歯周病リスクチェックなど
8月22日(月)①10時～11時②13時30分～14 時30分
＊①20組②15組　＊8月5日8時45分から 電

食生活＆健康相談 生活習慣病や健康・栄養に関する個別相談
7月15日(金)13時～・14時～・15時～、8月4日(木)9時～・10時～・11時～

禁煙相談 たばこをやめたいと考えている人の検査と相談
8月10日 (水)13時30分～14時45分(13時15分～13時30分受付)

鶴見区社会福祉協議会鶴見区社会福祉協議会
〒230-0051 〒230-0051 鶴見中央鶴見中央4-32-1UNEX4-32-1UNEXビルビル5階5階
  504-5619　　504-5616  504-5619　　504-5616

善意銀行への寄付

吉兆グループ、東寺尾商品開発部、
たすけあいエプロン、
ＢＭＣエンタープライズ

4月21日～5月19日・敬称略

ふれーゆふれーゆ
〒230-0045 末広町1-15-2
  521-1010　　521-1099

①～④の持  は水着、水泳帽、ゴーグル、
タオル。 ①②の申  は7月22日までに 窓     
( ハ  持参)または 必要　  を明記して 往
※掲載以外の教室については直接お
問い合わせください
①夏季短期プール教室 キッズスイミン
グ＊ ❶8月16日(火)～19日(金)〈全4回〉
10時30分～11時20分❷8月16日(火)～
19日(金)〈全4回〉12時30分～13時20分
❸8月23日(火)～26日(金)〈全4回〉10時
30分～11時20分❹8月23日(火)～26日
(金)〈全4回〉12時30分～13時20分＊ 
4歳～6歳 ＊各36人＊ 各3,400円　②
夏季短期プール教室 ジュニアスイミン
グ＊ ❶8月16日(火)～19日(金)〈全4回〉
9時30分～10時20分❷8月16日(火)～
19日(金)〈全4回〉11時30分～12時20分
❸8月23日(火)～26日(金)〈全4回〉9時
30分～10時20分❹8月23日(火)～26日
(金)〈全4回〉11時30分～12時20分 ＊小
学1年～6年生＊ 各30人＊ 各3,400円
③ベーシックスイミング ＊7月11日(月)
～8月10日(水)❶バタフライ：7月11日・
25日、8月1日・8日の月曜日13時30分
～14時30分❷クロール＆背泳ぎ：毎
週火曜日13時30分～14時30分❸平泳
ぎ：毎週水曜日11時30分～12時30分
❹クロール：毎週水曜日13時30分～
14時30分❺バタフライ＆平泳ぎ：毎週
木曜日14時～15時❻背泳ぎ：毎週金曜
日11時30分～12時30分＊ 高校生以上 
先 各12人 ＊各回1,000円 直　 ④水中
ウオーキング ＊7月12日～8月9日の毎
週火曜日11時～12時 ＊高校生以上 ＊
各30人＊ 各回1,000円 直　

※胃がん・肺がん・子宮がん･乳がん･大腸がん検診・前立腺(PSA)検査は、お近くの協力医療機関で受診できます。詳細は健康づくり係(＊ 510-1832)
　までお問い合わせください
※次の人はがん検診、検査の受診料が免除されます
　①後期高齢者医療制度が適用される人・・・後期高齢者医療被保険者証をお持ちください②生活保護世帯の人・・・休日・夜間等診療依頼証を
　お持ちください③中国残留邦人支援給付制度が適用される人・・・受診時に「本人確認証」をお持ちください④上記の①～③を除く70歳以上
　の人・・・受診時に健康保険証など年齢を確認できるものをお持ちください⑤市県民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯の人・・・あらかじめ
　健康づくり係(＊ 510-1832)で減免申請を行ってください

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

検  索鶴見区お届け便検  索横浜市鶴見区

健(検)診・教室 ※詳細は｢広報よこはま｣４月号で配布の｢鶴見福祉保健センターからのおしらせ｣を
　ご覧いただくか、お問い合わせください

鶴見図書館鶴見図書館
〒230-0051 鶴見中央2-10-7 
  502-4416　　504-6635

予約制予約制

予約制予約制

①地球村一日留学▶遊びを通して留学
生と交流＊ 7月30日(土)13時30分～
15時30分 ＊小学生 ＊30人 ＊500円＊
7月16日9時から 電か 窓　②留学生と
楽しむ12人までの中級英会話＊ 8月
7日・21日、9月4日の日曜日〈全3回〉
13時～14時30分＊16歳以上＊12人
＊ 3,000円＊ 7月23日9時から 電 か 窓

横浜市国際学生会館横浜市国際学生会館
〒230-0048 本町通4-171-23
  507-0318　　507-2441

①②の＊は7月12日9時30分から電 ま
たは 必要       を明記して F  か Ｅ
①竹細工と流しそうめん＊8月7日(日)
10時～12時30分＊子どもと保護者＊
15組＊1組1,000円 　②ワークショップ
「お盆のキセツクラシ」▶きゅうりとなす
で牛馬を作ってお盆の風習を体験。流し
そうめんも楽しめます ＊8月7日(日)10時
～12時30分＊10組 ＊2,000円(小学生
以下500円)※小学生以下は保護者同伴

みその公園「横溝屋敷」みその公園「横溝屋敷」
〒230-0073 獅子ケ谷3-10-2
  574-1987　　574-2087
  qq2h4dy9n@dance.ocn.ne.jp

①呼吸健康体操▶ ＊7月15日、8月5日
の金曜日14時45分～16時 ＊成人 ＊
各40人 ＊動きやすい服装、タオル、飲
み物 直　②ひざひざワッくん体操＊ 7月
12日・26日、8月9日の火曜日14時～
16時 ＊60歳以上 ＊各50人 ＊動きや
すい服装、タオル、飲み物 直  ③映画
で元気！ 青春回帰「ナイアガラ」＊ 7月
19日(火)13時～16時 ＊60歳以上 ＊
入会金2,000円、資料代各回300円 直
　

老人福祉センター横浜市鶴寿荘老人福祉センター横浜市鶴寿荘
〒230-0076 馬場4-39-1
  584-2581   584-2583

かくじゅそうかくじゅそう

【予約・問合せ】　障害者支援担当　　　　＊510-1848　＊510-1897

鶴見区精神障害者家族会「のぞみ」によ
る相談

精神疾患のある人を持つ家族による相談
7月13日、8月10日の水曜日14時～16時　＊区役所3階3番窓口

依存症問題を抱える家族学習会《アルコール・薬物・
ギャンブル依存症などの問題で悩んでいるご家族》

専門家などを囲んだグループ相談
8月2日(火) 14時～16時　＊区役所1階一般健康相談室

予約制予約制

7月12日・19日、8月2日・9日の火曜日　　　　9時～   9時45分受付
7月15日、8月5日の金曜日　　　　　　　　   9時～   9時45分受付  
7月14日・21日、8月4日の木曜日                   　13時～ 13時45分受付

鶴見区精神障害者家族教室《区在住者》
講演会 「親亡き後の準備~精神障害のある
方の相続・成年後見制度等について~」

8月4日(木)14時～16時＊ 鶴見区社会福祉協議会研修室(鶴見中央4-32-1
UNEXビル6階) ＊70人 ＊7月11日8時45分から 電 か　必要事     を明記して F
※手話通訳が必要な人は申込時にお申し出ください

①カヌー教室＊ 
8月11日(木・祝)
10時～15時＊
小学４年生～
70歳くらいの初
心者＊10人 ＊5,000円(中学生以下
2,500円)＊昼食、飲み物、動きやすい
服、着替え、帽子、濡れてもよい靴＊ 7月
28日9時から電　②ボート教室＊ 8月
14日(日)10時～15時 ＊小学４年生～
70歳くらいの初心者 ＊8人 ＊3,000円 
＊昼食、飲み物、着替え、帽子、運動靴
＊ 8月２日9時から電

鶴見川漕艇場鶴見川漕艇場
〒230-0004 元宮2-6
  582-8680　　582-5810

①③の ＊は7月11日9時から 電 か
必   要  を明記してＦ
①縄文土器を焼こう▶粘土作り～
野焼きを体験＊ 7月24日・31日、9月
25日の日曜日〈全3回〉10時～14時
※9月25日は16時まで＊ 6歳以上 ＊
20人＊ 500円　②夏休み いっしょ
に遊ぼうプレイパーク▶子ども冒険
遊び場がやってくる＊ 7月25日(月)
10時～14時直　③防災サバイバル
キャンプ＊ 8月13日(土)10時～14日
(日)14時(1泊2日。マイカー寝泊り可) 
＊6歳以上の家族かグループ ＊20組
＊ 1人200円＊ キャンプ用品、米

入船公園 検  索

〒230-0044 弁天町3-1
  * 501-2343　　　　

入船公園入船公園




