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コロナ禍中、特別な想いで届ける「タオル」と「食支援」

新型コロナ禍の中で実施する今年の「タオル一本運動」
「フードドライブ」は特別です。

毎年タオルを寄贈してきた高齢者施設では、接触感染
を防ぐためにドアノブ、手すり、椅子、テーブル、トイ
レなど施設内を一日４回の清掃や消毒を行ない、大量の
タオルを消費しています。一方、一年前は何とか生活を

営んでいた「ひとり親世帯」や
「学生」は、一気に困窮してしま
い「フードバンクかながわ」から
食支援は倍増しています。

2021年メーデーは、特設サイ
トを開設した「インターネット会
場」での開催となります。そのた

め「タオル一本運動」「フードドライブ」は、各労働組
合において創意工夫した取り組みを行ない、地域労福協

が５月末までに集約すること
としています。

新型コロナウイルスの影響
により、助けを求めている
方々に労働組合と労働福祉団
体が結集し、“助け合い”“支え
合い”の想いを届ける「タオル
一本運動」「フードドライブ」を通して、地域の支援の輪
を届けます。多くの方々の賛同と協力をお願いします。

　連合神奈川が、2021年4月29日～ 5月14
日の間、メーデー特設サイトを開設します。
県下の地域メーデーの会場も設営しますの
で、是非ご来場ください。
【お問合せ】神奈川県労福協（TEL.045-227-6290）

連合神奈川の寄付講座「働き方と労
働組合」の「将来のライフプランにつ
いて」の講師として、労働福祉団体が
講義を行いました。今回は、神奈川大
学（12月16日）・関東学院大学（１月
14日）の２校を対象に、連合神奈川の
特設スタジオからリモート講義という
形態で行いました。神奈川大学７名と

関東学院大学75名の学生が受講し、将来に向けての「ラ
イフプランの設計や社会との関わり」、身近な「お金の問
題」や「生活上のリスク」にどう対処していくのか学生自
身が考える良い機会となりました。

講義は、「労福協、労働金庫、こくみん共済coop」誕
生の背景や目的、奨学金問題・フードバンク活動等につ
いて労福協が触れ、中央労金からは「お金との付き合い

方」、こくみん共済coopからは「身近なリスクと保障等」
について講義がされました。

学生からは、「奨学金の名前を借金であることが分か
るようにしたら」「事が起きてからでは遅いので保険に
入ることはとても大事だ」「クレジットカードやお金の
使い方を考えたい」「自分の夢や希望を叶えるためにラ
イフプランを作成しよう」などの声が多く聞かれました。

まとめとして、「卒業後、
困った時には一人で悩ま
ず、家族や働く会社の労
働 組 合 に 相 談 し て 欲 し
い。」私たち労福協、中央
労金、こくみん共済coop
もお手伝いすると伝えま
した。

2月13日（土）、オルタナティブ
生活館（新横浜）において、県
労福協と県生協連の共催による

「2020年度福祉セミナー」が開催
され、113名が参加しました。昨
年度は新型コロナウイルス感染症
拡大の影響から中止としました

が、今年度はオンラインで開催することができました。
2021年は3年に一度の介護報酬改定が行われるため、

改定の内容と対応について、社会保障審議会　介護保険
部会委員である山際淳氏（日本生協連）に講演いただき

ました。
今後も地域福祉に一層貢献して

いくためには、感染症や災害への
対応力強化をはじめとして福祉事
業を取り巻く環境の変化を正しく
理解し対応してくことが必要です。

参加者からは、「コロナ禍で実
際に話すことや地域での活動が難しくなっている状況で
すが、新たな方策を模索していきたい」、「地域に必要と
される持続可能な事業者になるために頑張ります」など
の感想が出されていました。

神奈川県
労福協

神奈川県
労福協

神奈川県
労福協

中央労金
こくみん共済 coop

神奈川県
生協連

中央労働金庫・
原さん

こくみん共済 coop・
青木さん

今、身近な「問題」を知り、
� 将来の「生き方」を考える

地域に必要とされる持続可能な
事業とするために

県労福協・
天野事務局次長

～メーデーにあわせて「タオル一本運動」「フードドライブ」を実施します～

講師の山際淳氏 会場風景

メーデー実施計画　（2021年2月20日現在）

〜神奈川大学・関東学院大学「連合寄付講座」の講師として労福協・労働金庫・こくみん共済coopが講義〜

〜 3年ぶりの「介護報酬改定」の内容と対応をオンラインで研修〜

May Day
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「お米一合運動」がすごい勢い
で伸びています。新型コロナ禍で
仕事を失ったひとり親世帯や学生
を支援する取り組みは、昨年10
月のスタート直後から温かい支

援をいただき、当初計画量を遥かに超えて、おにぎり
63,000個に及ぶ３トンに達しました。

この間、労働組合、地域連合、地域労福協は、職場・
組合員に「家庭からの支援、お米一合を」と呼び掛け、
定期大会や総会、各種イベント、会議・研修時など、あ

らゆる機会を捉えてお
米の寄付や持参をいた
だきました。

相模原労福協は「め
ざせ１㌧お米一合運
動」と題して運動を展
開し、横浜労福協は提

携する「協力会」、川崎労福協は「商
社会」に協力を呼び掛けて活動を
広めています。
「お米一合運動」は３月末まで取

り組みます。緊急事態宣言の延長
による失業者の増加が見込まれ、
横浜市、相模原市、横須賀市など
は「ひとり親世帯」と「学生」の
食支援等を４月以降も延長するこ
ととしました。各団体のさらなご
協力をお願いいたします。

新型コロナの影響で仕事を失って、生活が困窮してい
る学生やひとり親世帯の支援に行政は懸命に取り組んで
います。

横須賀市は「学生支援」、横浜市は「ひとり親支援」、
川崎市は「学生支援」、相模原市は「学生支援」など、
地域のNPOや子ども食堂とも連携して精力的に取組ん
でいます。

食支援を行なう行政やNPO、子ども食堂からは「支
援を希望する世帯が急増してお
り、食べるものがあるだけで安
心する方が多く、とても喜ばれ
ている」、「レトルト食品やカッ
プラーメン、缶詰は調理も簡易
で人気の食材です」、「小さいお
子さん連れの若い世帯の参加が
多く助かります」の他、利用者
からも「助かります」「ありか
とう」の声がたくさん寄せられ
ていますと感謝の言葉をいただ
いています。

「フードバンクかながわ」
の２月15日現在の食品寄
贈団体は138契約、食品の
届先は200団体に拡大し、
寄贈量は61万３千個、重量
は170ｔを超え、昨年より倍増
していますが、長引く新型コロ
ナの影響を受けて、ますます食品の需要が増えており、
生活の安心を届けるために日々努力を続けています。引
き続きのご協力をお願いいたします。

地域労福協

この提供会、本当に助かっています。冬になる
につれ、仕事もどんどん減ってきました。この
1年状況がよくなるのかな…と思っていたのに
ますます悪くなりました。本当に助かります。
ありがとうございます。

食材をいただく回数が増え、非常
に助かっています。特に、乾麺の
うどんや具材を切って炒める調味
料は、調理の時短にもなるのであ
りがたいです。

いつも利用させてもらっている者
です。ありがたい事に支援のおか
げで、今年を乗り切ることができ
そうです。ありがとうございます。

シリーズ

受贈者の声受贈者の声
No.2食べ盛りの子がいるので、定期的に物資をいた

だき大変助かっております。特にお米と副食が
重宝します。周りにも同じ境遇の知人がいるの
で、シェアしたいと思います。

「お米一合運動」に
ご協力ください。
※取り組みは、ご加入の労働組合
　までお問い合わせください。

2021年３月31日まで取組
期間

URL http://www.fb-kanagawa.comフードバンク
かながわ通信

おにぎり「63,000個」分のお米が
集められました。

〜�「お米一合運動」で３トンを集約�〜

〜�コロナ禍で、より一層の食支援が必要とされています〜

まわりにも同じ境遇の
知人がいるので、シェアします Facebook でも

最新ニュースを
アップしています。

地　域
労福協
だより

仕事募集チラシもセットし、
学生を支援する

労福協に集められたお米

提供会で食品を持ち帰る親子

お米を整理する
相模原の役員

横浜労福協・協力会
「有限会社・彩瑛」からも

お米をいただきました

※「お米一合運動」のお届け先団体
【行政・社協関係】 33ヶ所
【地域フードバンク】 18ヶ所
【子ども食堂】　 36ヶ所
【自律支援施設】 7ヶ所
【福祉・病院関係】 17ヶ所

支援行政 コロナ禍で「フードバンクかながわ」と連携する食支援活動

横須賀市
企業・個人に支援用食料品の寄贈を呼びかけています。
食品と一緒に相談窓口情報・コロナ対策一覧表を送り、
絶望しないでとメツセージを送っています。

横 浜 市 「ひとり親」支援に子ども食堂と連携してフードパントリー
の活動を展開しています。

川 崎 市 在住・在学の学生支援として、食品の配布や福祉施設のアル
バイト情報、くらしの相談窓口の設置などを行なっています。

相模原市 学生支援として、まとまった量の食品を毎週配布しています。
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 2020年12月５日（土）セ

カンドライフセミナーを開催

しました。

 例年好評をいただいている

本セミナーですが、今年度は

新型コロナウイルス感染症の影響により、初めてオンラ

インで開催し、186名の方にご参加いただきました。

 セミナーは２部構成となっており、第1部では各種年

金制度や雇用保険など退職時前後に必要な手続きについ

て、第２部では退職後の資産活用術について説明をしま

した。

 少子高齢化が進み、年金や医療等の社会保障におい

て現役世代の負担が増え、老後の生活費を年金だけに頼

る事が今後さらに難しくなります。セミナーのアンケー

ト結果からも、退職世代のセカンドライフに向けた年金

や資産運用に対する関心は非常に高くなっていることが

窺えます。しかしその一方で、退職金を受け取っても、

普通預金に入金したまま資産運用は後回しになっている

方も多くいらっしゃいます。

〈ろうきん〉では資産運用が初めての方にも丁寧に分

かりやすくご説明いたします。また、〈ろうきん〉のホー

ムページからも投資信託や今話題のつみたてNISAにつ

いて動画でわかりやすく説明しています。コロナ禍で自

宅での時間が増えた今、改めて老後の資金や資産運用に

ついて考えてみましょう。

中央労金

オンラインセミナーの様子

　当館は大中小から構成される 
多目的スペースです。
“お客様にお手間をかけさせない”
をモットーに、会場レイアウトの
設営、現状復帰まで当館のサービス
マンが対応致します！
　お客様のご希望、目的に合わせて
ご提案させていただきます。

商品紹介 サイトでは、 ＤｅＣｏや

つみたてＮＩＳＡ、投資信託等について、

動画で分かりやすく説明しています。

詳しくは

こちら

①28%

②25%③17%

④17%

⑤13%

Q 今今後後ののセセミミナナーーでで聞聞いいててみみたたいいこことと

①退職金の運用

②年金

③各種税金

④各種保険制度

⑤NISAなど非課税制度

①31%

⑥
10%

⑤11%

④15%

③16% ②17%

Q 相相談談ししててみみたたいいここと

①退職金運用

②年金

③つみたてNISA

④投資信託

⑤個人向け国債

⑥定期預金

【セミナー参加者アンケート結果】
回答者数 105 名

老後の生活資金は早めのご準備を！
〜�セカンドライフセミナー開催�〜

一般の方の利用も可能!!リモート会議の実績あり!!無料でWi-Fi利用可能!!

ワークピア横浜の貸会議室

ソーシャルディスタンスを
考慮したレイアウト・運営を

ご提案致します！

お問い合わせ先
　〈中央ろうきん〉お客様相談デスク
　TEL：0120-86-6956（平日9時～18時） 2021年2月1日現在

※お問い合わせは、ワークピア横浜 TEL.045-664-5252 まで

検温、消毒など
感染予防対策にも

最善を尽くしています！
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自然災害から皆さまの住まいと暮らしを守るた
め、2021年２月より「防災・減災 住まいる共済」
の取り組みを開始しました。公式ホームページな
どでの防災・減災に関する情報発信を通じて、災
害への的確な備えを支援し、誰もが安心できる未

来をつくる取り組
みです。

地震を含む自然
災害では、大切な
住居や家財に大き
な被害が出る可能

性があります。また、加入している保障（共済・
保険）のご契約内容が適切でない場合は充分な保
障が受けられません。

近年、各地で大規模な自然災害が発生してお
り、非常時の安心のために保障は欠かせないもの
になっています。新型コロナウイルス感染症の影
響で社会経済や生活環境に変化が生じている今だ
からこそ、保障で
しっかりと備える
ことが未来の防災
につながります。

もしもの時の生
活再建に困らない
よう、住まいの保障点検・見直しは、こくみん共
済 coopにご相談ください。

東日本大震災から10年
― 被害調査活動や組合員の声を通じて ―

津波による甚大な被害

地震による住宅の損壊

1420B008

※加入いただける口数は、住宅所在地・建物構造区分・ 
　坪数・家族数等により変わります。
※損害、被害の程度・加入口数によって保障額は異なり
　ます。
※ここに記載されている内容は、概要となります。詳し
　くは、リーフレット等をご覧ください。

に住宅200口・家財200口加入の場合
■建物構造など･･･戸建て・木造住宅　■住宅の所在地･･･神奈川県　■延床面積･･･25坪（82㎡）
■世帯主･･･40歳　■家族数･･･4人家族　■月払掛金･･･8,000円

地 震 火 災台風・豪雨
全壊・全焼

一部壊・
一部焼

全焼・全損全壊・
流失 4,000万円1,200万円 3,100万円 臨時費用

共 済 金

一部壊
（最高）600万円120万円 臨時費用

共 済 金 臨時費用共済金

こくみん共済 coop の住まいる共済で
地震・台風・火災による万一に備えましょう!

「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生
協として共済事業を営み、相違扶助の精神にもとづき、
組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献する
ことを目的としています。この趣旨にご賛同いただき、
出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協
の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけ
ます。

こくみん共済 coop
公式キャラクター ピットくん

2011年３月11日に発生した東日本大震災は、東北地
方・関東地方を中心とする広い範囲に、死者約１万5,900
人、行方不明者約2,500人、建物被害は全半壊40万戸超
など、甚大な被害をもたらしました。

未曾有の大災害となったこの危機に、こくみん共済 
coopでは全国総力をあげた調査活動体制を敷きました
が、被害があまりにも大きく、調査期間は長期に渡り、
延べ３万5,000人以上の職員を動員しました。保障に関
しては、「最後のお一人まで」を合言葉に、約６年の年
月をかけ、約1,287億円の共済金・見舞金をお支払いし
ました。

被災された組合員宅へ訪問する被害調査活動の経験を
通じて、日頃から自然災害に対して充分に備えることや、
保障（共済・保険）に加入基
準どおりに加入いただくこと
の重要性を再認識しました。

2021年は東日本大震災から
10年の節目となります。1995年
の阪神・淡路大震災、2011
年の東日本大震災、2016年の熊本地震など、発生する
たびに大きな被害をもたらしてきた震災の脅威は決して
風化させてはいけません。

震災の経験と教訓を後世に伝え、さらに「たすけあい
の輪」を広げていくため、こくみん共済 coopは住まいる
共済の推進を通じた防災・減災の活動を続けていきます。

災害時、無保障者ゼロの未来へ
〜�「防災・減災�住まいる共済」の取り組み�〜

職員による被害調査の様子

こくみん共済 
coop
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元々「しらす」はアユやうなぎ、いわし、にしん、いかなごなどの魚の稚魚の
総称。これらの稚魚は体の色素が少なく、白色～透明なのでこう呼ばれる。一説
では、時代劇に出てくる白い砂利を敷いた裁きの場「お白州」に、しらす干しを
している一面真っ白な情景が似ているからとか。現在「しらす」として売られて

いるものは主にカタクチイワシの稚魚。しらすと名前や見た目の似た「シラウオ」や「シロウオ」いるが、別
種で、シラウオ（白魚）はキュウリウオ目シラウオ科、シロウオ（素魚）はスズキ目ハゼ科のシロウオ（素魚）。

◎「湘南しらす」は、神奈川県のプライドフィッシュ
　相模湾は、日本でも有数の海洋生物の宝庫として知
られ、魚類1300種、カニ類350種、貝類1100余種が生息。
うち私たちが食べる「有用種」は魚170種類、イカタコ類、
貝類、エビカニ類などを含めると230種。相模湾、三浦
半島周辺、東京湾の海域を含め、神奈川県沿岸域では、
年間2万トン近い魚介類、海藻類などが水揚げされ、日々
の食卓を支えている。
　「湘南しらす」は、神奈川県しらす船びき網漁業連絡
協議会（しらす協議会）に所属の漁業者が、相模湾の
しらす船びき網漁で漁獲した、生しらす及び加工品。
獲ってすぐに氷でキッチリ鮮度管理して、生産者自ら
が浜に戻ってすぐ、加工・直売するので鮮度抜群！また、
釜茹での際の塩以外、添加物は一切使用していないの
で、しらす本来の味わいに定評がある。「湘南しらす」は、
「かながわブランド」や「かながわ名産100選」にも認
定され、全国ネットの番組等でも多く取り上げられる、
しらすのブランド品。

◎しらすを選ぶ
　しらすの旬は、春先から始まる。冷蔵技術もない時
代には、足が速く傷みやすいしらすは、殆ど地元で消
費されていた。生しらすは通常水揚げされた当日にし
か食べることができない。地元で食べる鮮度抜群の生
しらすを使った丼は絶品。湘南しらすは、鎌倉、茅ヶ崎、

平塚、大磯、江ノ島、腰越、小坪、葉山、秋谷、佐島、
長井、三崎の浜に直売所がある。
　地域により呼び名が異なるが、水分率が多い順に、
茹でただけのものを釜揚げしらす（釜揚げちりめん）、
さらに天日干ししてしらす干し、地方や乾燥の具合に
よって中干ししらす（太白ちりめん・太白・やわ干し・
やわ乾・しらす・しらす干し・普通干し）、上干（上乾）
ちりめん、（ちりめんじゃこ・かちり）等と呼ぶ。しら
す干しは、おろし和え・酢の物・てんぷら・すしのネ
タなどに用いられる。軽くあぶった「畳いわし」は酒
のおつまみに最高。

◎すごい力だ、しらす
　しらすは骨も含めて丸ごと魚体を摂食するので、カ
ルシスムが特に豊富。肝機能の働きを高めるタウリン
やカリウム、鉄、亜鉛など多くの栄養が含まれている。
しらすにはカルシウムの吸収を助ける働きを持つビタ
ミンDも豊富に含まれるため、より骨や歯を丈夫にする
ことが期待できる。また免疫力を高め、がんや生活習
慣病を予防し、老化や痴呆の進行を穏やかにする働き
がある核酸を多く含むしらす干しには、若さを保つ効
果も。核酸には、肌から分泌される皮脂量を調節する
働きもあり、適量を摂取することで美肌にも効果があ
るとされる。

HP URL : http://www.lba.ne.jp〒222-0034　横浜市港北区岸根町５６６－１

TEL　０４５－４２１－４１４１　　FAX　０４５－４２１－４１４６

神奈川県労福協会員

感謝・健康・安心をお届けする快適生活応援団

コロナ禍の中どれも

み～んな　お・ま・か・せ
e-giftで全国の美食をWEB注文で好評  

アクリル板・マスクケース等のご提案 

【取組み】 
外出自粛で通販利用！

ＳＤＧｓロゴ入りや海洋プラスチックを利用

した商品のご提案 

飛沫感染予防対策！

ｽﾃｲﾎｰﾑでﾘﾌｫｰﾑ今がﾁｬﾝｽ！
家の内外が気になる組合員急増（見積無料） 

SDGｓ・環境推進！

軽度な不調は家庭用常備薬で(ﾃﾞｰﾀ配信化)

（WHOｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹ-ｼｮﾝOTC医薬品） 

全国の美食を！WEB注文 e-gift が好評

おいしく食べて、いつも元気においしく食べて、いつも元気に
しらす（シラス、白子、英: Whitebait）食
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前回の正解
【応募方法】
❶ クイズの解答（8個）。まちがっている箇所のマスの座標をご記入ください。
　 単独マスの座標の場合…英字と数字（Ａ－1、Ｂ－2等）
　 複数のマスの座標にまたがる場合…複数の英字と数字（Ａ・Ｂ－１、Ｃ・Ｄ－５等）、もしくは、英字と
　 複数の数字（Ｂ－１・２、Ｃ－３・４等）　※同じマスに複数のまちがいがある場合もあります。
❷ 住所、氏名、勤務先を明記の上、ご応募ください。
❸ 応募には「かながわ労福協」3月号に対するご感想、ご意見を必ずご記入ください。
❹ 応募は、メールまたはＦＡＸ、ハガキでお送りください。
　 ※メールの件名には【クイズ応募】と入力してください。
❺ 当選発表は図書券の発送をもってかえさせていただきます。
❻ 締切　2021年4月10日（土）

【宛先】 〒231-0026  横浜市中区寿町1－4 かながわ労働プラザ5F 
 神奈川県労福協  編集委員会あて　メール：rofuku＠kanagawarofukukyo.com　
 FAX：045－227－6291

下に並んだ２枚の絵を見比べて違っている箇所を8個探してください。（画：西澤  修 氏）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

8
ま

ち

の
つ

がい

し
が

さ

正解者の中から抽選で５名の方に図書カード（1,000円）を進呈いたします。

読者のお便り
○�いつも紙面をいただくと嬉しく思います。活動報告、役立つイン
フォメーションから、食の話やこのクイズコーナーまで…充実し
た内容に毎回隅々まで拝読してしまいます。特に好きなのは『神
奈川ぶらり散歩』です。カラー版でとても丁寧に見どころを紹介
していただけるので出かけたくなります。コロナ禍ですぐにとは
いきませんが、落ち着いたら時間を見つけて訪れてみたいです。
また今月は「お米一合運動」の受贈者の声が聞けてよかったです。
微力ながらお役に立てたことを嬉しく思いました。（藤沢市・Ｓ様）
○�普段あまり読んだことがなかったのですが、業務の関係で初めて
読みました。連日のコロナ報道で若者が悪者に挙げられることが
ありますが、今の若者は若者で凄く大変な状況にあると思います。

正直、自分がこの時世に就職活動だったらと思うと怖くてたまり
ません。少しでも多くの学生に労働法基礎講座の知識が広まると
いいなと思いました。また、こうして味方になってくれる大人達
もいることを知ってくれればと良いなと思いました。
� （相模原市中央区・Ｓ様）
○�神奈川ぶらり散歩が気になり熟読していたら、クイズ発見！これ
で当たると奇跡！（笑）（茅ヶ崎市・Ｋ様）
○�お米１合運動で1,800kgもの寄付が有ったとはと驚きです。今回
参加出来ていなかったので次回はぜひ参加したいですが、参加し
やすい環境が有ると非常にありがたいかなと。（組合毎の環境づ
くりかとは思いますが）（川崎市中原区・Ｋ様）

ひとりで悩まないで！まずは相談！

会場：横浜そごう前「新都市プラザ」JR横浜駅東口徒歩４分
日時：５月15日（土）、６月12日（土）　両日ともに13：00 ～ 17：00

―2021年度まちかど労働相談―

【日常的な労働相談ダイヤル】

フリーダイヤル 0120-154-052　平日10：00～ 16：00

　「新型コロナで仕事に来なくていいと言われた！」「おかしいな？」
と思ったらひとりで悩まないで、まずは相談。
　相談は無料！連合神奈川労働相談アドバイザーに加えて、労働問題
に精通した弁護士が相談に対応いたします。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

【日時】� 2021年６月16日（水）午後
【場所】� ワークピア横浜２階
�� 「おしどり・くじゃく」

神奈川県労働者福祉協議会

第52回定期総会の開催のご案内



表紙と当ページ作成にあたり、（公財）横浜市緑の協会より写真・記事等をご提供いただきました。

観光バス駐車場

コロナウイルス感染症の拡大防止対策により、掲載している情報に変更が生じる場合がございます。最新情報は公式ホームページをご確認ください。
� URL：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/

●かながわ労福協vol.196（2021年3月発行）　●発行責任者／市川  敏行
●発行所／神奈川県労働者福祉協議会　横浜市中区寿町1－4 かながわ労働プラザ5階　☎045（227）6290

ようこそ、世界一周の動物旅行へ　「よこはま動物園ズーラシア」をぶらり散歩

アリエアシラーズ

　「生命の共生・自然との調和」をメインテーマに掲げるよこはま動物園ズーラシア。日本最大級の広大な敷地に世界の
希少動物を数多く飼育し、その生息環境を再現しています。園内は世界の気候帯・地域別に８つのゾーンに分かれており、
世界一周の動物旅行をお楽しみいただけます。ぜひお越しください !!

神奈川ぶらり散歩

隣接する「里山ガーデン」では・・・

ニホンザルの
「山の勢力関係」を説明

動物ごとに、
飼育のポイントや
生体の状況を説明

世界旅行の
「入園ゲート」

いたるところにある
「遊べる・休憩スペース」

レストランや
ギフトショップ
も充実… ズーラシアならではの

メニューとグッズが
豊富に品ぞろえされています

古くか
ら日本
人に親
しまれ
てきた

ホンドタヌキ、ニホンザ
ルや、日本固有種である
ツシマヤマネコが暮らし
ています。

日本の山里

オセアニアの草原
乾季と雨季を繰り
返すことで生まれ
る独特の景観をも
つこの地域は、大
きな岩場や背が高
く 生 命 力 の 強 い

ユーカリがシンボルです。

多様な生き
物の宝庫で
ある熱帯雨
林。生い茂
る緑の中か

ら、突き抜けるようにのびる樹木
を再現しています。

アジアの熱帯林

サバンナの代表的
な景観である大草
原をはじめ、疎林
や湿地帯及び岩場
や草原の周辺環境
も再現。肉食動物・
草食動物の混合展

示で動物たちの社会性を観察す
ることができます。

アフリカのサバンナ

大陸を横切る
アマゾン川と、
その交流域の
広 大 な 森 は、
地を這う根や
沼地を生み出
します。オカ

ピすべり台のある「わくわく広
場」もお子様に大人気です。

アマゾンの密林 アフリカ大陸 
中央部を流れる
コンゴ川流域を
再現したゾーン
には、オカピを
はじめとした動
物たちが暮らし
ています。

アフリカの熱帯雨林

急な岩場を移動するゴー
ルデンターキンや、ガラ
ス越しのフンボルトペン
ギンの泳ぎなど、動物た
ちの生き生きした姿も見
どころのゾーンです。

亜寒帯の森

日本ではこ
こでしか飼
育していな
いドールや
テングザル
などに会う

ことができます。

中央アジアの高地

［入 園 料］大人800円、中人・高校生300円、
� 小・中学生200円、小学生未満無料
� 毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証等）

［開園時間］9：30 ～ 16：30（入園は16：00まで）
［休 園 日］�毎週火曜日（祝日の場合は開園し、翌日休園）
� ※臨時開園あり
[交　　通］   相鉄線「鶴ヶ峰」「三ツ境」駅、JR横浜線・横

浜市営地下鉄「中山」駅からそれぞれ「よこは
ま動物園」行きバスで約15分、「横浜」駅から「よ
こはま動物園」行きバスで約1時間

［問合せ先］TEL.045-959-1000　

アクセス

ミニイベントや
思いで作りに

一役買っています

横浜の花で彩る大花壇（2020）
アンバサダー
三上真史 氏

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、開催内容が大幅に変更となる可能性があります。ホームページ等でご確認ください。

　ガーデンネックレス横浜実行委員会主催の「2021春の里山
ガーデンフェスタ」を、３月27日～５月９日（9：30 ～16：30）
の44日間、予定しています。入場は無料となります。
　横浜市内産のパンジー、ビオラ、ネモフィラ、チューリップな
ど春らしいパステルカラーの花で彩る市内最大級約10,000㎡
の大花壇や、正面入口広場で各種イベントを開催します。


