年）
月
日㈭号

区内〝２大癒しスポット〟、古き良き

間あけ、ゆったり並べば、
気持ちもゆったり。
身体的距離の確保、手洗い等、
「新しい
生活様式」
もお忘れなく。

新しい生活様式についてはこちら
（厚労省ＨＰ）▶

創業
100年

老舗魚屋、
自慢の味
海鮮料理

魚春ととや

創業100年の老舗魚屋による海鮮居酒屋。横浜中央卸売市
場より毎朝仕入れているため、出会う味は一期一会。刺身はも
ちろん、
たっぷり染みたぶり大根、天ぷらもオススメ。弁当、
つま
み等のテイクアウトも。一食の価値ありです！
本広告持参で

✂

・ディナー時ワンドリンク付

■鶴見区鶴見中央1-31-2／☎045・521・ ・ランチ時各200円で提供
サワー、
0390／ランチ11時30分〜14時、ディナー [ ランチビール、
グラスワイン、ソフトドリンク ]
※緊急事態宣言中は酒類ストップ
17時〜20時（通常23時）／日曜定休
有効期限／2021年9月末
✂

時代を思わせる、みその公園「横溝屋

東宝タクシー㈱

ドライバー採用２０ 名！

増員計画（別途新卒2名採用）

２日に一度の勤務、月６〜7日の完全休日

まん延防止措置下でも、月収30万円超のドライバー多数！
※但し、駅等で待機していると困難です。
ハンドルで、地元鶴見の移動を支える熱意のある方
福祉（高齢者、子育て支援）や地域活動に関心のある方
接客業の経験者、車が大好きな方

詳 細は
こ ちら ！

管理・問い合わせ：㈱木曽屋
{kisoya2103@yahoo.co.jp

２０２１年（令和

おしゃべりを ほどほどにして
味わうグルメ。

コロナ禍後を見据え、

僕はフリーゴ、
フリーゴと
呼んでね！

僕はフードロスを減らすためとフード
シェアリングを目的としている「みんなの
冷蔵庫」。僕の仲間たちはヨーロッパや
アメリカの街中にはたくさんいるんだ。
食べ物を無駄にしないで、
求めている人々
のお腹を満たそう――これが僕の思い。
誰かを思って誰かのために。

設置場所：
鶴見区鶴見中央4-7-15
ラ カンパーナ木曽屋１階

■鶴見区版／№

鶴見の昭和銭湯や知られざる名所をタクシーで巡る

敷」と馬場花木園にある「旧藤本家住

レアリア

ツアーは、区内の沖縄スポットを堪能できる沖縄尽

情報サイト

長谷川勝一

ノスタルジックツアーが誕生しました。

委員長

☎０４５・５２１・１１３２

横溝屋敷は、横浜市指定有形文化財

長谷川勝一

宅」を紹介します。

連絡先

くしコースと、ロマンチック大黒ふ頭夜景コースの２

■鶴見区豊岡町18-9／☎045・642・5820／ランチ11時30分〜14時
30分、ディナー17時〜20時／日曜定休（不定休あり、要問合せを）

歓迎

横浜市立 鶴見小学校
創立９０周年実行委員会

タウン ニュー スプレ ゼ ン ツ

神奈川・東京多摩の

つ。前者は、おきなわ物産センターなどで買い物を楽

「鶴見にいながら、本場の味を楽しみませんか？」明るくカジュアルな雰
囲気の店内で、普段使いはもちろん、
ちょっと特別な日にも訪れたいお
店。10年以上スペイン料理店で修業を積み、本場スペインを旅した店
主のイチオシは「パエリア」。野菜や香辛料などを配合した特製の出汁
を使い、
アルデンテで炊き上げる逸品に夢中になること間違いなし。

待遇

鶴見駅東口支店

口座名

PEKO PEKO TSURUMI

お家や職場で食べきれない物をいれる
だけ。必要な人が持っていくよ。ただし、
傷みやすい食材は入れないでね。
消毒は毎日しているよ

店番 ０５７

（建造物）第１号。屋敷構えが江戸時代

ペコペコ
ツルミ

【フリーゴの使い方】

横浜信用金庫

しんだ後、戦前から続く老舗銭湯・安善湯で癒され、

振込先

口座番号 ０１０９１７６

の農村生活の原風景を残している文化遺

問い合わせ／鶴見区区政推進課
☎045-510-1676

鶴見小学校は1931年11月18日、芦穂
埼尋常高等小学校として創立しました。
地域の行事や人々との協同企画など、
まちの一員としての子どもの育成に力を
入れ、自分や自分の周りにいる人を大切
にできるつるみっこが育っています。

産です。庭では四季折々の草花が楽し

沖縄タウン鶴見マップ

ィ

周年を祝い、子どもたち
による記念品や記念誌制
作を進めています。
この
制作に使用する協賛金を
募集しています。

「本場スペインを旅する気分♪」

コミュニティ冷蔵庫
フリーゴ活躍中

創立 90 周年を迎えます――

地元に愛される沖縄料理店でソーキそばを食べる沖縄

※鶴見線は本数が少ないため、事前に時刻表の確認をおすすめします

め、新年の七草がゆから節分、竹とうろ

ここは秘境か楽園か―下車0秒で眼前に広がる海を臨むこ
とができる海上の駅。鶴見駅から電車に揺られること、
たった
11分で到着する区内屈指の絶景スポットです。
実はここ、東芝の工場敷地内にあるため、改札外に降りること
ができません。
その代わり、東芝が駅の隣に海芝公園を整備。
鶴見つばさ橋など、広がる絶景は必見です。

テイク
アウトも
ＯＫ

鶴見 で食す旅気分グルメ

フォト ス ポ ット

鶴見小学校が

昭和にタイムスリップ！？
風情ある銭湯と鶴見の名所を巡る

う祭りなど、四季を感じる企画を実施し

旅 感じる

和風の風致公園・馬場花木園にある

住 鶴見区獅子ヶ谷3-10-2
☎ 045・574・1987
営 9時〜16時30分
（主屋は10時〜16時）
休 第一・第三月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

ています。

みその公園「横溝屋敷」

■住所：鶴見区末広町２東芝京浜事業所
■海芝公園開園時間：9時〜20時30分

旅ゆけば、
何はともあれ、
手洗い、消毒。

■集合場所・時間 鶴見駅東口交番脇に午後４〜５時
■料
金 2時間貸切で税込9,400円(4人で乗車の場合1
人2,350円、
2人で乗車の場合1人4,700円)、
別
途銭湯代、
食事代(お土産付き)

「旧藤本家住宅」は、江戸末期から明治

住 鶴見区馬場2-20-1
☎ 045・585・6552
営 （7・8月）馬場花木園9時〜18時／旧藤本家住宅9時30分〜17時30分
休 毎月第3火曜日 年末年始

7

■開 催 日 時 8月毎週金、
土曜日(沖縄尽くしコースは1日、
15
日も運行、
両日は安善湯広報担当・土屋信太郎さ
んのガイド付き)

初期の建築。茅葺屋根を持つ主屋は、１

てゆったりとした時間を過ごしてみては

９１３年に旧馬場村の澤野家が購入し、

を訪れたら、歴史を感じずにはいられない。時間を忘れ

3

22

■申込・問合せ ☎045-501-5891(運行予定2日前まで)

現在の場所に移築されました。２０１６

昔の家の作りや農具など、貴重な文化遺産が残る古民家

馬場花木園「旧藤本家住宅」

マスク着け、
私も安心、
周りも安心。

30分おきに2,230円
■注 意 事 項 2時間を超過した場合は、
が加算、
撮影などは参加者自身でお願いします

年に景観条例に基づき「特定景観形成歴

昔の農村生活に
タイムスリップ？！

672

旅 行 連 絡 会による新
し い 旅 の エ チ ケット
はこちら

懐かしく、心休まる区内の古民家
史的建造物」に指定されました。

ここが
非日常！

▶

近くのお出かけも
エチケットを携えて

スポット紹 介

ＪＲ鶴見線
﹁海芝浦駅﹂

鶴見区の友好交流都市のひとつ、福島県

西会津町から委託を受け、東日本大震災以

め、物産販売などを行っている㈱木曽屋＝

降続く、原発事故の風評被害払しょくのた

現在も区内各地に沖縄料理店、沖縄芸能の
団体、沖縄県外ではなかなか見られない催し
など魅力的な「沖縄」がたくさんあります。その
ような情報がぎゅっと詰まった
本マップを活用して、鶴見の沖縄
をぜひお楽しみください

大黒ふ頭西緑地で絶景を楽しむ
（時間内であれば、夜景ツアー
経験ドライバーが希望地までご
案内）

横溝屋敷の主屋

来春のＮＨＫ朝の連続テレビ小説の舞台

にもなる鶴見の〝リトル沖縄〟と呼ばれる

きなわ物産センター」は、沖縄の地元食材

区内仲通周辺。その中心地ともいえる「お

鶴見中央。安全・安心さや美味しさを広め

鶴見区は、戦前から京浜工業地帯で働くた
めに沖縄の人々が多く集まり、いつしか沖縄タ
ウンと呼ばれるようになりました。

▶

尽くしのショートトリップ。後者は、美肌の黒湯が魅

昭和３年創業の銭
湯・朝 日 湯 へ 。天
然化粧水、美肌の
黒湯を堪能！

力的な朝日湯を訪れた後、大黒ふ頭からみなとみらい

▶

18時頃〜

ここが
非日常！

などの美しい夜景を堪能できます。両コースとも区内

鶴見駅東口
交番脇に集合

17時20分頃〜

の希望地まで送ってくれるため、帰りを気にする心配

17時

旧藤本家住宅の主屋

多文化のまちとして知られる鶴見区。横浜市内では２番目に

外国人が多い区です。中でも市内最多を誇るのがブラジル人。

文化交流に貢献した人などを表彰する「ブラジリアン インター

６年前に鶴見区は、全世界の中から、ブラジルの知名度向上や

や民芸品など、およそ１千種類を揃え、行

割手打ちそば体験を企

下記QRコードからダウンロード又は、
鶴見区役所等で入手できます

17時頃〜

なし。車内は、オゾン除菌で清潔に保たれているから

16時半〜

区 内 希 望 の 場 所 まで 送 迎

16時10分頃

おきなわ物産セン
戦前から今に続く
地元の方御用達の
▶ ター、ブラジル食堂 ▶ レトロな銭湯・安 ▶ 沖 縄 料 理 を 満 喫 ▶
等で買い物、潮田
善 湯 で ノスタル
（メニューは定番・
神社を散策
ジック気分♪
ソーキそば）

ロマンチック大黒ふ頭夜景コース

無料 FR
EE

沖縄タウン鶴見マップ

鶴見区のマスコットキャラクター
ワッくん
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るべく、同町産の野菜を使った料理教室

芸

と、そば粉使用の

祭

■開催日時：料理教室8月11日、12日
そば打ち体験8月18日、19日
各日10時～13時※終了後飲食あり
■会 場：鶴見区鶴見中央4-7-15 ラカンパーナ木曽屋
■参加費：各一人3,000円
■定 員：各3人（開催1週間前締め切り、応募多数の場合は抽選）
■申し込み：メール mirrymirry1029@docomo.ne.jp又は
ショートメール090・7010・3588

講師は公認野菜ソムリエで料理研究家の

【講師は私】
各種料理教室の実績も豊富な
中西美里さん

西会津産の野菜とそば粉を使った料理を堪能

画してくれました。

ここが
非日常！

中西美里さん。美味しい食材を使って作っ

産地直送の新鮮な野菜を使った料理教室と、そ
ば打ち体験を行います。西会津町の安全安心な
農林産物については右記二次元コード参照

鶴見にいながら、
「 沖縄」気分。
食

16時
鶴見駅東口
交番脇に集合

西会津産の美味を作って食す

※7月31日開催予定、鶴見銀座商店街
つるぎんドット来～い!!にて、お米、野
菜、キノコの販売を行います。皆さま
「安全・安心な西会津町の農
林産物」をご賞味ください

通常ツインルーム(イメージ)。
どう変わるかはお楽しみ

くだけで沖縄が楽しめるお店です。自社工

おきなわ物産センター 検 索

■開催日時：8月22日（ハンコ）、29日（アクセサリー）
各日11時〜16時
■定員：先着順 ■参加費：タッセル600円〜※現金のみ ※販売品購入は別途実費
■所要時間：各15分〜
■申し込み：予約無しで各日直接店舗へ

場で製造する沖縄そばの麺とサーターアン

感染拡大防止措置として（通常20時）
休 元旦除き無休
P 無し※近隣に有料Ｐ有

沖縄感満載のお店の雰囲気

沖縄の雰囲気を味わいながら、タッセル作りを体験。
琉球アクセサリー、オリジナル似顔絵ハンコの販売も

ダギーはここだけの味。

住 鶴見区仲通3-74-14
☎ 045・504・7816
営 10時〜19時※新型コロナウイルス

今回は、タッセル作りと琉球アクセサ

ここが
非日常！

おきなわ物産センター

リー、似顔絵ハンコの特別販売を実施。鶴

☎045-504-1122

沖縄尽くしコース

沖縄感じてアクセ作り

て食べる体験、楽しんでみては。

※基本情報、設備等は上記二次元コードより
ホームページ参照

※キャンセル料なし

ナショナル プレスアワード」を特別受賞したほどです。

※前日まで連絡必須

そんな鶴見に住むブラジル人を中心に、外国人の支援などを

■申し込み： 先着順でメールhonbu@abcjapan.org

行っているのがＮＰＯ法人ＡＢＣジャパンです。今回、鶴見の

プレゼント付）※当日現金にて支払い

株式会社木曽屋

■予約：8月上旬からホテルHP
又は楽天トラベルにて販売開始

■持ち物： マスク、水筒

■参 加 費： 1,000円（大人子ども同額※小学生までのお子さんには

見で味わえる沖縄、満喫してみては。

※子どもの利用は要問合せ

員： 1回6人

②15時〜16時30分

沖縄情緒満載の店舗（右）と
琉球アクセサリー（中）、似
顔絵ハンコ（左）

コロナ禍、ワクチン接種は進んでいるものの、まだまだ「旅行

に行きたくても行けない」という方も多いはず。そんな方にお届

けするのが、ホテルテトラ鶴見とおきなわ物産センターがコラボ

テトラは、京急鶴見駅すぐ鶴見銀座商店街内にあるホテル。プ

■禁煙ツインルーム
2名1室 8,500円〜

レーションした沖縄仕様のコンセプトルーム（現在制作中）だ。

区内沖縄料理店の特典付き。おきなわ物
産センターでお土産を買えば、気分はもう
沖縄旅行！

ランでは、室内を南国ムードに装飾し、無料冷蔵庫にオリオン

地元で沖縄旅行気分が味わえる♪

ビールとシークワーサージュース、アメニティも設置。さらに、

ここが
非日常！

区内の沖縄料理店などで各種サービスが受けられる宿泊者特典

横浜、東京へのアクセスが良く、ビジネスか
ら観光まで幅広く活用されるホテル。客室は
シングル・ダブル・ツイン・トリプルを用意。
様々なシーンで利用が可能となっています。

も。旅行気分満点の同プラン、この機会にお試しあれ。

住 鶴見中央4-5-13

■定

各日①10時30分〜12時

異国情緒を少しでも味わってもらうと、「アマゾンアクセサ

ガイドは、
フレンドリーな安富
祖美智江さん。
ＡＢＣジャパン
の代表で、ブラ
ジル の 最 高 勲
章を持つ実は
すごい人です。

■開催日時： 8月14日㈯、16日㈪

らいました。ブラジル・アマゾン原産のスーパーフード・アサ

【ガイドは私】

リー作りと簡単なポルトガル語教室体験」の企画を用意しても

（受付時間：10時〜18時、土日月祝休）

イーの種を使ったブレスレットを作ります。小学生までのお子

ラカンパーナキソヤ3Ｆ

沖縄旅行に
出かけませんか？

ホテルテトラ鶴見

ブラジル・アマゾン原産のアサイーの種を使った
ブレスレット作りと簡単なポルトガル語教室

☎ 045・550・3455

感染予防はもちろんですが、熱中症にもご注意くだ
さい。

陽気なブラジルの雰囲気を感じる体験

区内には、現地さながらの飲食店などが多数あり、おすすめ

住 鶴見区鶴見中央4-7-15

体調不良の方がいる場合は、キャンセルをお申し出
ください。キャンセル時は、前日までに申込先へご連
絡ください。

オール鶴見ロケの映画『だからよー鶴見』のＤＶＤも進呈

ここが
非日常！

ＮＰＯ法人ＡＢＣジャパン

ご参加の際は、マスクの着用等、各自での感染症対
策もお願いいたします。

薪で沸かす湯が特徴の老舗銭
湯・安善湯（右上）とおきな
わ物産センター（下中央）

ここは海外⁉
鶴見で外国気分♪
さんにはサプライズのプレゼント付き。

各企画とも新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、マスク着用や消毒液設置等の対策を実施します
が 、感 染 防 止を1 0 0 % 保 証 するもの ではありませ
ん。ご参加は各自の判断でお願いいたします。

たな旅のエチケットを携えて、さあ、いつもと違う街並みへ。

のお店情報を聞くことができるかも。この夏は鶴見で海外気分

各企画とも社会状況また個別の事由等により、やむ
を得ず中止、
または内容変更となる場合があります。

た。角度を変えれば、そこは〝非日常〟。楽しみ方は自分次第。新

に浸ろう。

※掲載情報は7月17日時点

地 元 、鶴 見 ―― 新たな 発 見と改 め ての 魅 力まとめ てみまし

〜地元で楽しめる体験企画を中心に集めました〜

制作するアマゾンアクセサリー（右）と過
去に実施したアクセアリー作りの様子（写
真はイメージです）

当企画は、少しでも鶴見のまちを元気にしたいという思い
のもと、今出来ることを最大限考えながら、各店舗・企業の協
力により実現したものばかりです。ご参加にあたっては、以
下の点に留意したうえ、
お楽しみ頂ければ幸いです。

感染対策をして、遠くではなく、近くへでかけてみませんか。

昭和銭湯と鶴見の名所
タクシーで巡る
安心です。鶴見の街の味わいを再発見してみては。

そらく、旅も同じ。収束の気配が見えない中ですが、
しっかりと

旅する

ご参加にあたっての注意点

大黒ふ頭から望む絶景（上）
と格式高いたたずまいの朝日
湯（左下）

鶴見を

新型コロナウイルス感染症で一変した日常の景色。それはお

☎０４５・５０
１・５８９１

