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模造紙に寄せ書き

キャ ッチコピーやシン ボル
マークで具現化されるほか︑
今後 のまちづくりや都 市デ
ザイ ンにも生かされて いき
ます︒

へのお誘い

市民つながりインタビュー

ヨ コハマが好き！愛 着を
感じ ると思うさわイン 読者
の皆 さまにも︑﹁市民 つな
がり インタビュー﹂の 活動
にぜ ひ協力して頂けた らと
思います︒
分程度のインタビ ュー
です ︒出来ればお会い した
いと 思います︒あらか じめ
質問 の内容は︑お伝え いた
しま せん︒質問された 時点
での インスピレーショ ンで
お答えください︒
私 からの﹁つながり イン
タビ ュー﹂を受けても 良い
よ！ という方のお申し 出を
お待ちしています！

http://imagine-yokohama.jp/

︵※ インタビューによ って
知り 得た個人情報は︑ プラ
イバ シーに配慮し︑責 任を
もっ て廃棄いたします ︒又
特定 個人や団体・企業 の営
利の ための手段としな いこ
と︒ 特定宗教活動や政 治活
動の 手段としないこと を旨
と致します︶

『イマジン・ヨコハマ』ＨＰ
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新 型イン フル エンザ の流 行が 懸念さ れる 中︑
横浜開 港１５０ 周年記念 テーマ イベント ﹁開国
博Ｙ １５ ０ ﹂が 開幕 しま した ︒ ゴー ルデ ン
ウィーク中に訪れた方も多かったのでは？
これ を機に︑ スタート した﹃ イマジン ・ヨコ
ハマ﹄ というプ ロジェク トをご 紹介させ ていた
だきます︒

開港１５０周 年を迎える
２００９年は︑ 横浜の歴史
を振り返り︑現 在そして未
来について考え る絶好の機
会︒これを機に ︑横浜市の
主催で︑市民と ともに横浜
を考え︑横浜の 都市ブラン
ドを創りあげていくプロジェ
クト﹃イマジン・ヨコハマ﹄
がスタートしま した︒市民
のみなさんが持 っている横
浜への思いをカ タチにする
プロジェクトです︒
ボランティアのレギュラー
メンバーに応募 し︑５月９
日パシフィコ横 浜で開催さ
れた﹁１０００ 人ワールド
カフェ﹂に参加 して参りま
した︒
﹃ 年後︑大 空から横浜
を見ると︑どん な人がどん
な表情で何をしていますか？﹄
などといった少 々頭を悩ま
す︵？︶質問が 出され︑６
人一組のテーブルを囲んで︑
初対面の方達と あ〜でもな
い︑こ〜でもな いと︑色々
な角度から意見 を出し合い
ました︒メンバ ーチェンジ
を 繰り返
し た後︑
一 対一の
インタビュー
の 練習な
ど もして︑
少 しでは
ありますが︑横 浜への思い
を伝えて参りました︒
この活動のほ か﹁開国博
Ｙ１５０﹂の会 場などで市
民の意見を 万 人を目標に
集め︑集まった 思いやアイ
デアを集約した ものがブラ
ンドコンセプト になり︑２
０１０年２月に 発表される
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■﹁開国博Ｙ１５０﹂開幕！

さわインちゃん

：応募多数の場合は抽選になります
プレゼント応募と一緒にお書き下さい
イ「歌舞伎座さよなら公演」応募用抽選ハガキ
七月大歌舞伎

出演:玉三郎、海老蔵、獅童他
ロ「新橋演舞場」応募用抽選ハガキ
(入荷少量）
七月公演「ガブリエル・シャネル」 主演:大地真央

どんどん応募してね！

今月の注目！
プレゼントNo13

Ｎｏ.３の演奏会チケットはお客様からのご提供｡ロシア民謡を歌い続けて
40周年。良い席をご希望の方は、早めに指定席券にお引換え下さい。

･
１
２
３
４
５
６
７
８
９

２枚1組
５組
５組

6/6(土)みなとみらい大ホール 指定席引換券
12時〜指定席券引換､13時半開演｡ロシア民謡を。

５組

八景島シーパラダイス 〜6/30迄｡八景島駅徒歩｡ｱｸｱﾘｿﾞｰﾂ(水族館3施設)
親子セット パス｡大人､子供1枚ずつのセットで。

５組

定 期演 奏会

夢をカタチに！就職活応援BOOK

A4判６頁 ２冊ｾｯﾄで

２枚1組

〜6月末迄有効｡ららぽーと横浜､ 海老名､川崎
TOHOシネマズ
ムービーチケット 等のTOHOｼﾈﾏｽﾞで1名様1作品に限り有効の券
東急系映画館
6月中有効｡渋谷､新宿ﾐﾗﾉ､ﾑｰﾋﾞﾙ､109ｼﾈﾏｽﾞ(ｸﾗﾝ
19館共通鑑賞券
ﾍﾞﾘｰﾓｰﾙ､MM横浜､川崎)等で1名様1回限り有効

合唱団「道」

国公立大・短大受験年鑑。2009年版

ニ「就活パートナーブック」Vol.２,３

プレゼントNo24

Ｎｏ.２１は久々横浜ＦＣのチケットはさがみ住宅さま協賛
ご提供いただきました！メインスタンドの指定席。良席です！！
期限の迫っているチケットは早めに発送いたします。

ハ「君はどの大学をえらぶべきか」

１８ 横浜Ｆ･マリノス
VS 大分ﾄﾘﾆｰﾀ
１９

横浜Ｆ･マリノス

5/30(土)15時ｷｯｸｵﾌ ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢球技場
ﾔﾏｻﾞｷﾅﾋﾞｽｺｶｯﾌﾟ予選A〔第4節〕自由席 (注

７組

6/21(日)14時ｷｯｸｵﾌ

７組

日産スタジアム

VS 浦和レッズ Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第14節〕自由席 ( 注

6/28(日)14時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
２０ 横浜Ｆ･マリノス
VS ガンバ大阪 Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第15節〕自由席 ( 注

７組

横浜 ＦＣ
7/26(日)18時ｷｯｸｵﾌ ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢球技場
V S 東京ヴェルディ Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ2〔第30節〕SS指定席

１組

２１

〜6/30迄｡池袋サンシャインシティの

１５組
サンシャインセット 国際水族館と展望台をセットでどうぞ。
『な る ほ ど
２２
日本 知 図 帳』
新横 浜
〜6/30迄｡滑走ご招待券｡新横浜駅歩5分 貸靴別
１０組
平日14:30〜/土13:00〜/日10:00〜18:00
スケートセンター
２３ 『とっておきの
〜6/30迄｡多摩ｾﾝﾀｰ駅徒歩5分｡3歳以下無料｡
露天風呂』
サンリオ
２０組
ピューロランド 入場券です｡ｱﾄﾗｸｼｮﾝ券は別途お買い求めください｡
２４ ガ ラ ス スタンド
〜6/30迄｡緑区長津田町(町田ICより車5分)
フィールド・
１０組
アスレチック

江の島遊覧セット

横浜つくし野コースにチャレンジ!

〜6/30迄｡片瀬江ノ島駅徒歩20分 平日のみ
１０組
江ノ島ｴｽｶｰ、ｻﾑｴﾙ･ｺｯｷﾝｸﾞ苑、展望灯台利用券。
〜6/30迄｡桜木町駅徒歩5分 6/7,28は展帆日

１０ 帆船日本丸 ＆

横浜みなと博物館 4月にﾐｭｰｼﾞｱﾑがﾘﾆｭｰｱﾙ!横浜港をまるごと学べる

１１ 岸

田

劉

生

２５ 壁 掛 け ボ ー ド

日経新聞社発行 県別各種データ付
の地図帳です。B5判ｵｰﾙｶﾗｰ120頁

３０名様

朝日新聞社発行 贅沢空間で寛ぎを満喫
ゆったり癒しの宿53軒 B5判ｵｰﾙｶﾗｰ32頁

2 0 0 名様

ｻｲｽﾞ:約20.5×直径13cm 40W電球使用
紺色ｶﾞﾗｽｼｪｰﾄﾞがおしゃれな間接照明

１名様

Ａ３サイズの木枠ボード｡半分はコルク
半分はホワイトボード。縦横両置き可

７名様

１５組

〜7/5迄｡損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館(新宿駅歩5分)
没後80年 肖像画をこえて ｺﾞｯﾎのひまわりも常設 １０組

１２ そ ご う 美 術 館

6/12〜7/21迄｡そごう横浜店６階
レオナール･ フジタ展−よみがえる幻の壁画たち

１５組

１３ 横 浜 浮 世 絵

5/20〜6/２迄｡横浜高島屋ギャラリー(８階)
〜近代日本をひらく〜横浜の昔を伝える日本の美

２５組

プレゼントは

２枚1組
横浜べイスターズ

6/5(金)18時〜,6/6(土)14時〜 横浜スタジアム
ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席 いずれか1日(注

２０組

横浜べイスターズ

6/7(日)14時〜,6/8(月)18時〜 横浜スタジアム

２０組

１４ V S 埼 玉 西 武
１５
１６
１７

VS

千葉ロッテ ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席 いずれか1日(注

横浜べイスターズ
VS

横浜べイスターズ
VS

6/16(火)18時〜,6/17(水)18時〜横浜スタジアム

オリックス ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席 いずれか1日(注
6/20(土)18時〜,6/21(日)14時〜横浜スタジアム

福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席 いずれか1日(注

２０組
２０組

注)満員の際はご入場できない場合があります。1名様でよい場合は明記ください。

終了しています

を超える高値がついていまし
た︒企画制作は︑模型メーカー
海洋堂︒Ｙ１５０のキャラク
ター﹁たねまる﹂のついたカ
プセルフィギュア︵７種類各
４００円︶も手がけており︑
人気商品だそうですよ︒

●

あげます！

① ロデオ ボーイⅡ

ください！

︵フィットネス機器︶
１ヶ月使用︒きれいです︒
︵中尾のＳさん︶

●
① 鳥 か ご
小鳥を飼おうと思ってい
ます︒鳥籠を譲ってくだ
さい︒取りに伺います︒
︵笹野台のＥさん︶

■﹁ 開港１５０周年 の特集がある
とう れしいです︒結 局何をやるの
かよ くわからないの で・・・︒﹂
と い う 今 宿 町 の Ｋ さ んは じ め ︑
﹁イ マイチ良く分か らない﹂とい
う方 も多いのではな いかと思いま
す︒
■﹁夜間に上映されるアースバルー
ン﹁ ＨＯＭＥ﹂はぜ ひオススメし
たい と思います︒と ても美しい映
像で した︒﹂という 中尾のＹさん
の様 なレポートが大 変参考になり
ます ︒﹁皆で開港１ ５０周年をお
祝い しましょう﹂と いうことで︑
横浜 の町を上げてお 祭り気分を味
わい ︑皆さんも参加 して楽しみイ
ベントを盛り上げましょう︒
■これから予定されて
いるイベントの一つ
﹁ヴィジョン！ヨコ
ハマ﹂は︑宮本亜門
プロデュースによる

横浜のイメージや歌︑映像などを
織り交ぜた一日限りのスペクタク
ルショー︒５月 日︵日︶パシフィ
コ横浜での公演です︒
■ そして︑ヒルサ イド地区も７ 月

◆応募先 〒:２３１ ０-００１
横浜市中区新港１ ６- ３財団法人横浜開港１５０周年協会
ヒルサイド市民参加事務局
﹁ヒルサイド内覧会﹂受付係 宛

４ 日に開幕となり ますが︑先が け ※今年の１５ ０周年イベント を今
て 内覧会がありま す︒この機会 に 年限りのもの に終わらせたく ない
応募してみては？
ですね︒明る い未来の横浜の 姿に
︻ヒルサイドエリア内覧会︼ つながる活動 をさわインの紙 面か
日時 ７:月２日︵木︶ 時〜 時
らも応援してゆきたいと思います︒
会場 ﹁:開国博Ｙ１５０﹂
来月のテーマ
ヒルサイドつながりの森
﹁定額給付 金﹂の手続き︑ 早速
よ
(こはま動物園ズーラシア隣接地区 )
終えましたよ ！元々は私達の 税金
でしょうから ︑私は︑横浜の 為に
子供とご老人 への行政資金と して
︵半分だけ︶ 寄付しました︒ この
不況下ではも の足りなさを感 じて
しまう給付金 かも知れません が︑
ちょっと視点 を変えて有効な 使い
道を考えてみ たいものです︒ とい

六ヶ所村ラプソディー

所 で公的な証 明書をご本 人が持参し 交
付 されます︒ みなとみら い地区では ︑
横 浜美術館第 ３月曜日無 料︑横浜開 港
資 料館︑県立 歴史博物館 ︑横浜都市 発
展 記念館も通 年無料︒Ｙ １５０イベ ン
ト へお出かけ のついでに お寄りにな っ
てみては？

◆ 返信用の宛名面 に代表者１名 の う訳で︑来月の特集は・・・
氏名・郵便番号・住所を記入︒
﹁定額給付金﹂
※ 返信用文面には 何も書かない で
私の使い道
◆ 応募者多数の場 合は抽選︒当 否
結 果の発表は６月 日に発送予 定︒ です ︒ お便 りお 待 ちし
ております︒
当 選はがき１枚で ２名まで入場 で
きます︒

応募は無効︶

対象 横:浜市内在住の方
募集期間 ６:月１日迄︵必着︶
応募方法 :
◆必ず﹁往復はがき﹂で申し込み
◆ 往信用文面に︑ 応募者全員︵ ２
名 まで︶の氏名・ 郵便番号・住 所
を 必ず記入 ︵ 応募は１人 １回︒重 複
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※先月の特集お便りに対し︑
商店街の方からお返事をもら
いました︒

とデジタルの同じチャンネルの
音 を同 時に聞いたときアナロ
グ 放送 に遅 れること５秒く ら
い︵？︶デジタル放送 は遅 れて
放送 されていることがわかった︒
これが時 報を鳴らさない理由
か？
︵今宿のＴさん︶
※あの丸 い時 計が懐かしい︒放
送局が映像や音声などの情報
を いった ん圧 縮し て送り 出
し ︑各家 庭の テレ ビ受信 機
で 元に戻 す作 業が 必要な た
め ︑送信 から 受信 までに 数
秒 かかっ てし まい ます︒ 緊
急 地震速 報も 約２ 秒程度 遅
延する様です︒
■６月４日︵木︶ 時〜 時
旭区役所１階︑
情報発信コーナー
にて︑﹁歯の衛生週間行事 ﹂を行
います︒無 料歯科相談 ︵一般歯
科 ・矯正 歯科 ︶などの催 し物で
す︒どうぞ︑近 くに来られた方
はお立 ち寄 り下さい︒︵旭 区歯
科 医師 会 ・旭 区福 祉 保健 セン
ターの共済事業です︶
︵笹野台の土屋歯科医院より︶
■プレゼント応募 期間にご応
募下 さい︒当 コーナーに載せ
てほしい方は︑品物の名前・状
態・サイズ・画像 ・受け渡し可
能時 間 等出 来るだけ詳 しく
お知らせ下さい︒締 切後︑当
店 からお申 し出 者 さまにお
知らせし︵当店 の仲 介はここ
まで︶︑お申し出者 さまから︑
ご連絡とお引渡しとなります︒
ご連絡がない場合は︑選考漏
れとご解釈ください︒

15

ですが︑
区社協へ届けてます︒
︵今宿のＳさん︶
※ケアプ ラザの情報 はたくさん の方か
そろばん教室
らお便り頂きました︒ビールや缶ジュー
スのプル トップ︵プ ルタブ︶も 集めて
■中 沢３丁目の﹁太田 珠算・算数・書道 教
います︒ ︵こちらは 車椅子の資 金にな
室﹂︵ＴＥＬ３６１ ８-２７９︶があります︒少
り
ます︶
人数 制なので︑とても丁寧に教えてくれる
その他 ペットボト ルのふたは ︑コナ
との評判です︒体験入学があるようなので︑ ミスポー ツ︑ティッ プネス︑都 岡スイ
一度お電話してみてください︒
ミング︑ 瀬谷のマル エツ︑大正 堂︑あ
︵
中尾のＳさん︶ づまの幼 稚園︑小学 校や会社で も回収
している所があるそうです︒

ペットボトルのふた

65

濱ともカードとＹ１５０

(第３日曜発行)

教えてあげる
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昨年六月サ ンハートで 上映の﹃六 ヶ
所 村ラプソデ ィー﹄︒核 燃料再処理 工
場 のある六ヶ 所村の人々 の営みと選 択
を見つめるドキュメンタリー映画です︒
５ 月 日︵ 土︶鶴見公 会堂におい て
自 主上映会が 開催されま す︒前回お 見
逃しの方は︑ぜひご覧下さい︒前売り
７００円︑当日９００円︒
興味 のあ
る 方は ︑当
店 にチ ラシ
が ござ いま
す︒

６ 月 休 刊 日:
６ 月 １ ５ 日 (月)
次 号 発 行 日:
６ 月 ２ １ 日 (日)

NISSANの電気
自動車(PIVO2)

31

■ 歳 以上の方の高 齢者のための優待施
設利用証 ﹁
濱 ともカード﹂は横 浜開港１５
０周年 記念の県や市の博物 館・記念 館等
の特別 展が無料で観られます︒大変 便利
です︒
︵今宿町のＷさん︶
※以前に ご紹介しま したが︑改 めて︒
歳以 上の横浜市 民の方に交 付されま
す︒お一 人一枚の発 行︒郵便局 や区役

お知らせ

特集

■ 当 院ではペットボト ルキャップを集 め
﹁世界の子供達を救おう！﹂という運動に
協力しております︒玄関内に回収 ボックス
を設置しておりますので︑ご協力をお願い
致します︒
笹野台４ - - 土屋歯科医院
※ご連絡ありがとうございます︒
■今宿地 域ケアプラザ︵
地 区センターの１
Ｆ︶で回収 しております︒その後 は旭区 社
会 福祉協 議会 へまわります︒私も年２回

23

紙製の椅子に座り
ピボ君のお話を
聞きます

65

■横 浜市で推奨している﹁生ゴ
ミからの再 生土 作り﹂︒以 前今
宿 地区センターで教 えて頂き︑
実践しています︒本当に家庭ゴ
ミの量 が減り︑いい土に生 まれ
変わります︒区役所でビデオレ
ンタルもしていますので︑興味の
ある方は︑お試し下さいね〜♪
︵笹野台のＴさん︶

・
着物地・ハンカチ・
思い出の布などを使ってオリジナルなマイ箸入れを！
・着物地は１度洗ってから使うと良い︒
・ひもは布ではなくループをはさみボタンで留めてもステキ！

◆マイ箸入れレシピ◆

10

①31cmの正三角形の布を
２枚用意する
②中表にして布２枚合わせる
③ひも用に２cm×25cmの布を
用意し､３つ折りにしてぬう。
④ひもを２枚合わせ
た布の中にはさむ。

■上野国立博物館﹁国宝阿修
羅展﹂
拝観して来ました︒・
・若々
しく立派 なお姿︑三面 それぞ
れの表情を３６０度の角 度から
拝眺出来る展示はすばらしかっ
たです︒︵中略 ︶阿修羅 像のフィ
ギュアが完 売 で入手 出 来な く
残念でした︒
︵
東希望が丘のＨさん︶
※阿修羅展は６月７日まで︒
精巧なフィギュア一万五千個
は開催数日で売り切れたそう
です︒オークションで一万円

日本では年間２３０万膳もの割り
箸が使われており︑およそ ％が中
国から輸入されています︒割り箸１
年分で戸建て１４０平方メートルの
家一万七千戸分に相当します︒
材料には白樺の木などや竹が使わ
れており︑森林が国土の２割に満た
ない中国の森林資源を奪っているこ
とにもなっています︒また竹や木材
はかびやすいので防かび剤や漂白剤
を使用しているため健康の面でも気
になります︒
日本には塗箸という伝統ある文化
があります︒その文化を絶やさない
ためにもマイ箸を持ちませんか︒持
ち始めは失くしてもいい箸を︑慣れ
たらとっておきの箸を！はし袋も少
しの布で簡単に作れます！ハンカチ
で包んでも持ちやすいです︒
90

■﹁私 の周 りの変 化 ﹂のお便り
ありがとうございました︒笹野
台中央商店の私達は︑それぞれ
頑張 っています︒街づくりは地
域の皆 様と共に協力し合う
ことの大切さを感じていま
す︒御来店をいつもお待 ち
しています︒出 来ることな
らお会いしてお話したいで
す︒商店 が少なくなり︑街
路灯が消え︑暗 闇の街にな
ぬうちに︒これをチャンスに
少 しずつでも活 気 を取 り
戻したいです︒
︵笹野台のＭさん︶
※商店街へのアドバイス等︑
当店 にお寄 せいただければ︑早
速Ｍさんにもお伝え致します︒
今後の参 考にして頂けるものと
思います︒

マイ箸でおしゃれにエコ！

■地 上デジタル放送 を見るよ
うになって気 づいたこと︒ＮＨＫ
のニュースの前の時報が無くなっ
たこと︒アナログ 放送の録 画機

No.10

15

⑤１つの辺を10cm位あけて
５㎜〜７㎜のところをぬう。
⑥10cmあけたところからひっくりかえす
⑦両角８cm中に折り、
箸入れを作る

みんなのこえ

外出時 忘れず持参
木曽塗り箸

19
25

箸をはさんで巻きます
ループでボタン留めにし て
もステキ
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