＜運営方針＞

地域に暮らす全ての人が、安心して安全に暮らすために地域と協働し、
福祉保健活動・地域活動・地域交流の拠点をつくります。
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★鉄道模型ＨＯゲージ＆Ｎゲージの展示、体験運転
（京急線各種・ＪＲ線などを中心に多数）
★キッズ向けコーナー
手作り電車にお絵かきをしよう！
プラレールコーナーや乗り物サブレの販売
★電車クイズ 全問正解者には景品あり！参加賞あり
※今年は「制服を着て駅長さんと写真撮影コーナー」はありません。

アクセス 京浜急行鶴見市場駅から徒歩 8 分/市営バス 18 系統「市場橋」下車徒歩 5 分
※車でのご来館はご遠慮下さい。肢体不自由等により必要な場合は事前にご連絡下さい。
共催：京浜急行電鉄（株）・鉄道模型関東連合・鶴見運転録・
ＮＴＫ鉄道模型研究会
協力：自然館
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今年のカルチャー教室は「陶芸」です。約２２センチの大
皿つくりに挑戦します。（右の写真参考）少人数制で講師の
方に丁寧に教えて頂きますので、初心者の方にも安心です。
８種類から選ぶ釉薬(色)やお好きな模様で自分だけの大皿
をつくります。館内受付に見本を掲示してあります。

①②ともに同じ内容です。

参加費：１０００円
持ち物 エプロン
定員・対象：①４人 ②４人 計８人 地域の方（定員になり次第受付終了）
申込み：２月１日（木）９時より来館または電話にて受付
※車でのご来館はご遠慮下さい。肢体不自由等の理由がある場合は事前にご連絡下さい。
※キャンセルされる場合は事前にご連絡下さい。当日キャンセルの場合はキャンセル料として 1000 円
頂戴致します。

オーストリア出身の留学生を講師に招き、オーストリアについて料理を通し知りましょう。
マカロニを使った料理：マカロニキャセロールと、日本でいうパンケーキのようなオース
トリアで最も有名なデザートの１つであるカイザーシュマーレンを作ります。お気軽に申
込み下さい。

参加費：５００円 持ち物：エプロン・マスク・三角巾
定員：２０名（18 才以上の地域の方）定員になり次第締切
申込み：２月１日（木）９時より来館または電話にて
※車での来館はご遠慮下さい。肢体不自由等の理由がある場合は事前にご連絡下さい。
※キャンセルされる場合は事前にご連絡下さい。当日キャンセルの場合はキャンセル料として 500
円頂戴致します
※調理をする事業です。体調が悪い場合は無理をしないようにご協力下さい。
、。。。
マカロニキャセロール（左）
マカロニと様々な食材をチーズを乗せた料理で
す。
カイザーシュマーレン（右）→
パンケーキのような、デザートにもごはんにも
食べられるオーストリアで有名な料理です。

大人気のゆうづる歌声喫茶が今年もオープンします！歌って、笑って、寒さを吹き飛
ばしましょう！皆さんのご参加をお待ちしております。
曲目（一部抜粋）：青春時代、四季の歌、瀬戸の花嫁 などその他盛りだくさん

着ぐるみはお楽しみ！

2 月 25 日（日）に着ぐるみを着てくれるボランティアを募集しています。
時間は午前１０時～午後１５時の間のご都合が良い時間でＯＫです。
数人で交代をしながら実施予定です。
スタッフも横につきますので、初めての方も是非！
詳細・応募については、下記にお電話下さい。

☎０４５-５０４-１０７７（担当：鈴木）

１月１９日（金）にほがらか教室の新年会が開催されました。当日はほがらか教室の参加者や来賓
の方、町会長など約１６０人を超える参加者で会場は熱気に包まれていました。
お楽しみの時間は「津軽三味線」！珠の音会の方に出演して頂きました。演奏だけでなく、一緒
に歌うコーナーもあり、素敵な一時を過ごさせて頂きました。
お昼は地域の皆さんが朝から準備してくれた豚汁やオードブル、お弁当を食べました。楽しい時
間があっという間でした。今年度のほがらか教室も残り２回。毎月第３金曜日１３時より開校して
います。お気軽にご参加下さい！
鶴見区災害ボランティアネットワーク訓練に参加してきました。
（1 月 18 日実施）災害ボランティアネットワーク訓練とは、発災
を想定し被害にあった時、各地から来るであろうボランティアの
受け入れ態勢を実際にシュミレーションする訓練です。区役所の
１階で実施され、当日は朝早くにも関わらず地域の防災拠点の
方々が参加されていました。被災した場合は、電気が通じないか
もしれない、車などの交通手段も使えないかもしれない…等のシ
ュミレーションのもと、ボランティアの要請から受け入れ、派遣
…の訓練をしました。関係者の皆様、お疲れ様でした。

●会場の記載がない事業はゆうづるが会場です。
詳しい内容はお気軽にゆうづるまで
お問合せ下さい♪

休館日：2 月 18 日（日）

焼きたてのおいしいパン・クッキー販売しています♪

子育て支援キッズイベント毎週火曜日
（１）ゆうづるキッズイベント
内

●自然館（元宮）クッキー販売
2 月 21 日（水）カフェコメット内にて
●つるみ地域活動ホーム幹（北寺尾）パン販売
第１回 販売日 2 月 21 日（水） カフェコメット内にて
第２回 販売日 2 月 27 日（火）１１：４５～ロビー販売

10：00 から

容： 第 1 火曜日 アッコさんと遊ぼう
第 3 火曜日 リトミック

（２）キッズルームゆうづる 市場地区社協主催
内

容：第２火曜日 青木先生による親子体操
第４火曜日 保育園の先生によるイベント

たのしいかい （市場小コミュニティハウス）

カフェコメット 参加費１００円 フリードリンク
★子育て中のママやママを支える地域の方によるカフェ♪

2 月 21 日（水）100 円でフリードリンクで実施してい
ます。子育て中の方が気軽に参加できる場所です。

育児教室（鶴見区役所主催）１０：００～１１：３０
★お母さんと０歳のお子さん（原則第１子）の集まりです。

2 月 7 日（水）
3 月 7 日（水）

平安町会館
ゆうづる

内
日
場
会

容：軽体操、懐かしい唄、脳トレ、製作など
時：毎月第１金曜日 、第３水曜日 13：３０～1５：30
所：市場小コミュニティハウス
費：月 1００円
対 象：おおむね６５歳以上の方

ゆうづる倶楽部
日 時：毎週火曜日 13:00～15:00
場 所：大和町会館 （どこにお住まいの方も可）
参加費：１００円
対象者：地域の方どなたでも
内 容：健康体操や手芸、書道や脳トレなどのイベントを予定

脳活オアシス(３Ａ講座)

子育て支援者相談事業
★子育て支援者さんに、子育てに関する事なら何でも聞いて
下さい♪
日 時：毎週金曜日１０：00～1２：00

ママカフェ＆ホットカフェ １０：００～１１：３０
楽しくお話しながらくつろいで下さいね！（フリードリンク）
【場所】
【日程】
パークスホール
2 月 5 日（月）
栄町公園集会所
2 月 12 日（月）

絵本で遊ぼう「おはなし広場」

内容：脳を活性化するレクリエーション
日時：2 月 24 日（土）１０：００～１１：３０
参加費：無料
大人ならどなたでも！

介護者の集い かたらい

参加費無料です！

★日頃の介護の悩みや疑問を気軽にお話しする場です。
日 時： 2 月 7 日（水）1３:00～１５：００
3 月 7 日（水）1３:00～１５：００
申し込みはいりません。当日お待ちしています。

（出入りは自由です。）
パソコン相談室（初級編）
★わかりやすく丁寧にお教えいたします。
日 時：2 月 21 日（水）13：30～16：00 です。
講 師：鶴見区パソコンボランティア協会
参加費：無料
事前に相談内容を連絡頂くと当日スムーズにご説明できます♪
※ご自分のパソコンの持ち込みも可能です。

★地域ボランティアさんによる楽しい絵本お話会です♪
日 時：2 月 28 日（水）
（原則毎月 第４水曜日）
前半：１０：００～ 後半：１０：３０～

ボッチャ交流会

ゆうづルーム

ゆうづる健康マージャンサロン

日時：2 月 16 日（金）15：00～です。
簡単・天気に左右されない・誰でも参加できる！一度遊びに来てくださ
い！

★未就学児向けの開放ルームです。おもちゃ・絵本あり♪

日

時：毎日（休館日を除く） 9：00～1８：３0
日 祝日
９：00～１７：00

【案

内

図】
※車での来館はご遠慮下さい。

１３：００～１7：００
★みんなで楽しくマージャンを通して交流しましょう♪
初心者の方でもボランティアさんが教えて下さいます。
日 時：2 月 5 日（月）17 日（土）、3 月 5 日（月）
、17 日（土）
参加費：無料
申込み：なし

京急線鶴見市場駅より徒歩８分
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JR

至横浜

鶴見川

至川崎

ゆうづる
旧東海道
公園

鶴見川橋

熊野神社
市場橋

旧東海道
市場橋
鶴見市場駅

至横浜

い
ち
ば
商銀
店座
街

至川崎
京浜急行

【イベントのお問合せ・お申し込み】
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【その他のお問合せはこちらへ】
ＴＥＬ ５０４－１０７７
編集後記☆★

お正月はあっという間ですね。すっかり
慌ただしい日常に戻りました。2 月はなん
といっても「ゆうづる鉄道フェスタ」子ど
も向けとは侮るなかれ！大人も一見の価
値有りです。皆様のご参加をお待ちしてお
ります。その他にも事業は盛りだくさんで
す。２月より申込み開始の事業もありま
す。皆様のご参加をお待ちしております♪
すずき まりか

