＜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。

ソプラノ
ソプラノ・司会
ピアノ
コーラス

宮川

光恵
暁恵
市村 友希
若宮 由規子
コールゆうづる

〒２３０－００２４
横浜市鶴見区市場下町１１－５
指定管理者：社会福祉法人 大樹
横浜市鶴見市場地域ケアプラザ
横浜市鶴見市場コミュニティハウス
発行責任者：加藤 賢次
平成 30 年 10 月 24 日発行：第 137 号
ＨＰアドレス：http://www.taiju.or.jp
ＴＥＬ ０４５－５０４－１０７７
ＦＡＸ ０４５－５００－６６７７

さんぽ「となりのトトロ」より
九十九里浜
Believe
You Raise Me Up
銀色の道
花のワルツ「くるみ割り人形」より

現在ゆうづる周辺にて工事を行っています。そのた
め、旧東海道公園バックネット裏入り口からゆうづる

１１月４日（日）ゆうづるの隣、
旧東海道公園にて『ふれあい運動会』
（ふれあい運動会実行委員会主催）が
開催されます
『ふれあい運動会』とは、鶴見区に住む障害
児・者の方の運動会です。
近隣にお住まいの地域には音楽や声などが
響くことが予想されます。
ご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します。
なお、当日は車の往来もありますので、
ご利用の方はご注意下さい。
雨天の場合は中止となります。

の間が資材置き場となり使用出来ません。
地域の皆様にはご迷惑、ご不便をお掛けしますがご理
解、ご協力をお願いいたします。

① ケアプラザご利用の方以外の駐輪場のご利用は
ご遠慮下さい。旧東海道公園を利用する方は、
公園内等への駐輪にご協力下さい。
② 既存の駐輪場では足りない場合は、臨時駐輪場
をご利用下さい。ゆうづるの入り口前にコー
ンで区切ってあります。
③ 臨時駐輪場がある関係でゆうづる前の広場が狭
くなっています。遊ばないで下さい。
④ 駐輪場（臨時駐輪場含む）で起きた事故や盗難
等には責任は負いませんので、ご注意下さい。

しっかりものだと思われたい

はい

いいえ

たまたま運の悪い人がトラブルにあうのだと思う

はい

いいえ

有名人や肩書きのある人の言うことはつい信用してしまう

はい

いいえ

自分のまわりにあまり悪い人はいないと思う

はい

いいえ

人に頼まれると断れない性格である

はい

いいえ

初対面の人でもすぐ仲良くなれる

はい

いいえ

チェックリストでひとつでも「はい」と答えた方は要注意★悪徳商法には「だまされない」と思っ
ている人こそ気をつけて。被害を未然に防ぐには、また早期解決するにはどうようにしたら良いか
を、横浜市消費生活総合センターの方を講師に招いて、講演していただきます。
今回は、市場地区・市場第二地区消費生活推進委員とケアプラザの合同企画で開催します。
会場は鶴見市場駅近くの市場大和町会館です。皆様のご参加をお待ちしております。

日時：１１月２８日（水） １３：３０～１５：００
場所：市場大和町会館（住所：鶴見区市場大和町１０）
受講料：無料
申込：不要

イライラしない子育て講座第２弾の食育編を開催します。
よく耳にする「無添加」や「食品添加物」。皆さん説明できますか？
子どもにとって良い食事とはなにかを一緒に学びましょう。
時短調理についても教えていただきます。
日ごろの献立に悩んでいる方も、必見です★！
開催日：11 月 21 日（水）10 時～11 時半
参加費：100 円（コメット運営協力費として）
お子さんと一緒の参加ＯＫです！

注意事項
今年もやります！ゆうづるサンタさん派遣します★！

・サンタさんは地域のボランティアの方にご協力を

この季節だけゆうづるに遊びに来るゆうづるのサンタ
さんが地域の皆様のもとへ出張します。サンタさん派遣
を希望する方は注意事項をよく読んで、下記までご連絡
下さい。なお、個人での派遣は出来ませんので、ご了承
下さい。

頂いています。本物ではありません。
・地域や日時によって派遣できないことがありま
す。また、申込頂いてもご希望に沿えないことがあ
ります。
・派遣場所によって駐車場をご用意いただきます。
・オール市場エリアを優先させて頂きます。
・サンタさんが出来ることは、写真撮影、プレゼン
ト渡しです。
・日程調整を行う関係で 12 月 3 日頃を目安にご連
絡します。

地域に派遣するサンタボランティアを募集していま

・1 件について所要時間は約 15 分程度です。

す。派遣にはスタッフが同行しますのでご安心下さ

・申込数や都合により時間が変更になる場合があり

い。

ます。

サンタになりきって子供向けのイベントなどに登場し

・着替える場所の確保をお願いします。（更衣室で

ましょう。この時期ならではのボランティアです。

なくても大丈夫です。見えない場所の用意をお願い

よこはまシニアボランティアポイントの対象となりま

します。）

す。

【応募条件】元気なこと・サンタになりきれるこ
と・夢を壊さないこと

連絡先はこちら
５００―６６８８

10 月に入り、ゆうづる文庫に新刊が入りました。読書の秋、是非読んでみて下さい。
【文庫】

【単行本】

・あずかりやさん（大山淳子）

・未来（湊かなえ）

・あの家に暮らす４人の女（三浦しをん）

・思い出が消えないうちに（川口俊和）

・スマホを落としただけなのに（志駕晃）

・ブレない子育て

発達障害の子「栗原類」を

伸ばした母の手記（栗原泉）
【新書】極上の孤独（下重暁子）
【子供向け】みえるとかみえないとか

（ヨシタケシンスケ）

いろいろバス（ツペアツペラ）

●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♪

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

休館日：11 月 18 日（日）

10：00 から

焼きたてのおいしいパン・クッキー販売しています♪
●自然館（元宮）クッキー販売
11 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 11 月 21 日（水）カフェコメット内にて
第２回 販売日 11 月 27 日（火）１１：４５～ロビー販売

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
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♪

11 月 21 日（水）は「イライラしない子育て講座第２弾～
食育編」。時短・簡単なメニューや気になる添加物につい
て分かりやすくレクチャーします。是非ご参加下さい。

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。

1１月７日 （水）平安町会館
12 月 5 日 （水）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２００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

介護者の集い かたらい

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！
参加費 100 円（フリードリンク）
【場所】
【日程】
上町会館
11 月 5 日（月）
栄町会館集会所
11 月 12 日（月）

絵本で遊ぼう「おはなし広場」

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： 11 月 7 日（水） 13:００～１５:００
12 月 5 日（水） 13：00～15：00

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：11 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
申し込みはいりません。当日お待ちしています。
参加費：無料
（出入りは自由です。
）
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。

ボッチャ交流会
日時：11 月 16 日（金）15 時～16 時
簡単・天気に左右されない・誰でも出来る！一緒に楽しみましょう。簡
単なスポーツです。

★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：11 月 28 日（水）
（原則毎月 第４水曜日）
前半：１０：００～ 後半：１０：３０～

ゆうづる健康マージャンサロン

ゆうづルーム
★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
日曜祝日
９：00～１７：00

【案

内

図】
※車での来館はご遠慮下さい。

京急線鶴見市場駅より徒歩８分
横浜市営バス１８系統 市場橋下車徒歩 3 分
JR
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★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： 11 月 5 日（月）、17 日（土）、12 月 10 日（月）、15 日（土）
参加費：無料
申込み：なし

【イベントのお問合せ・お申し込み】

ＴＥＬ ５００－６６８８
【その他のお問合せはこちらへ】
ＴＥＬ ５０４－１０７７
★☆編集後記☆★
子供関連の事業は、10 月はハロウィンがテー
マのものが多く、子供たちの可愛い仮装姿を見
ることが出来ました。かぼちゃの仮装をしてい
る子は、かぼちゃが歩いているようなサイズ感
で思わず笑ってしまいました。
ハロウィンが終わると次のイベントはクリス
マス★サンタさんになってくれるボランティア
さんも募集しています！
すずき まりか

