
横浜市歴史博物館　　912-7777　　912-7781問合せ

　区民の皆さま、あけましておめでとうございます。日頃から、都筑区の行政運営の推進にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　今年は都筑区制25年目の節目の年となります。25年前、区発足当時は、人口は約11万人。地域の人々のご協力もあり、現在では駅前や
公園、緑道が整備され、安心して子育てできるすばらしい環境となりました。また、人口約21万人、横浜市18区の中で15歳未満の人口割合
が一番高い区となりました。
　この25年の節目を期に、都筑区のこれまでの軌跡を通史的にまとめた「図説 都筑の歴史」を、区民の皆さまを中心に編さんしていただき、
11月に刊行予定ですので、楽しみにしていただければと思います。
　今年の秋には、センター南駅にパスポートセンターが開設しますので、区役所の窓口サービスのより一層の向上にも努めていきたいと考えて
います。また、昨今の台風被害などを踏まえて、安全に暮らせるまちづくりを目指し、日頃からの備えを促す取組も行ってまいります。
　来年の東京２０２０オリンピック・パラリンピックでは、横浜国際プールが英国代表チームの事前キャンプ地となりますので、しっかり交流を深
めていくとともに、大規模スポーツイベントを契機に「つづき　つづける　健康づくり」のスローガンのもと健康づくりのムーブメントを起こすよう
取り組んでまいります。
　区民の皆さまが「日々 を心豊かに過ごし、ずっと住み続けたい」と愛着をもち、「つながり」「活力と魅力」「安心」を実感できるふるさと都
筑区を目指し、区役所一丸となって引き続き取り組んでまいりますので、ご理解とご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
　皆さまにとって、すばらしい一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

都筑区長 中野 創

企画展「横浜の野を駆ける‐古代東国の馬
と牧」を開催中。古代、今の横浜市域にも、

横浜市歴史博物館は、開館24周年を迎えます。
日頃の感謝をこめて感謝デーを開催します！

企画展示・常設展示はもちろん小さい子どもから大人まで
楽しめるイベントが盛りだくさん！全館無料でご覧いただけます。

毎年、大盛り上がりの博物館感謝デー。
いつもと違う博物館の雰囲気をぜひお楽しみください。

天皇に献上する馬を
育てる牧場がありまし
た。南関東の馬生産
や交通の様相をご紹
介します。

横浜の歴史、約3万年を紹介する展示室。限定イベ
ント、クイズラリー「博物館でまちがいさがし！？」やボ
ランティアによる展示解説では楽し
みながら歴史を学べます。毎年人
気の「ちょっと昔を探してみよう・
冬」コーナーも。

大人気！縄文土器と弥生土器をバラバラのか
けらの状態から立体に戻す「土器パズル」。完成

エントランスホールでは毎年大盛り上がり
の大道芸。今年は、この2人が登場します。
２日：Performer SYO!（写真左）
３日：バルーンパフォーマーSyan（写真右）

あじろ編みの小物入れやまが玉が作れます。
未就学児も大歓迎。（材料費有料）

横浜市の文化財に指定されている「街頭紙
芝居」の複製を中心に実演！昭和の子どもを
とりこにした紙芝居の世界を体感できます。

横浜市歴史博物館
キャラクター

「レックル」

車椅子やベビーカーでのご利用もできます。博物館入口から屋上、大塚・歳勝土遺跡公園にかけて、
スロープやエレベーターが設置されています。
感謝デー当日は２階研修室を授乳室・キッズスペースとしてお使いいただけます。

ほかにもおはなし会や
ショップ大セール、
うんめぇもん市など
盛りだくさん！

時間を競う「スポーツ土
器パズル大会」を開催！

※写真は主に昨年の様子です。 ※内容・出演者は変更になる可能性があります。
※当日のスケジュール、開催場所は決まり次第ホームページなどでお知らせします。

馬の博物館蔵

◆ 区の人口・・・・・・211,578人（前月比11人増）
◆ 区の世帯数・・・82,508世帯（前月比68世帯増）
※2018年12月１日現在

皆さんもぜひ加入してください編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1

948-2223 948-2228

ホームページ
都筑区役所 検索 都筑区　自治会町内会 検索

都筑区版　／ 　　　　　　　 2019（平成31）年 1 月号　●5
広報よこはま都筑区版
No.255

ここから12ページが都筑区版です。

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

948-2323
土曜開庁日  1月12日・26日、2月9日  時間:９時～12時
（毎月第2・4土曜  戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）1月号

2019年
（平成31年）
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　毎年1月から2月にかけて開催する都筑区民文化祭は、区民による区民のための文化の祭典です。
毎回多くの人が展示部門（写真や絵画など）と舞台部門（ダンスやコーラスなど）に参加しています。

　都筑区民文化祭は、公募により集まったボランティアスタッフで構成される「都筑区民文化祭実行委員会」の皆さんの手によって運営されています。
文化祭全体の企画や広報、横浜芸術アクション事業※と連携したイベントの開催、展示部門・舞台部門の運営統括など、日々楽しく活動しています。

　多彩なジャンルの都筑の文化が大集合！皆さんのご来場をお待ちしております！
　詳細は、区役所や駅構内、区民利用施設などに配架されているプログラムや区ホームページをご覧ください。

　ラグビーワールドカップ2019TM日本大会、東京2020オリンピック・パラリンピックを間近に控え、世代を超えてどなたでも参加できる応援団を結成し、
都筑区を盛り上げたいとの思いから、文化祭プレ企画として「都筑チア団」を結成しました。誰でも参加できるダンスパフォーマンスとしてチアダンスを自
作し、区内の夏祭りや商業施設などで、振り付けを教えるワークショップを全６回開催しました。子どもから大人まで、多くの区民の皆さまにご参加いただき、
300人を超える応援団となりました。

※横浜市では、ダンス、音楽、現代アートの順に毎年テーマを設け、横浜の街を舞台とした芸術フェスティバルを開催しています。

※これらの募集は、広報よこはま都筑区版や区民文化祭のホームページに掲載しています。

都筑区民文化祭は、実行委員に
よってすべて手作りで行われて
いる文化の祭典です。毎年４月に
は実行委員を、９月には出展者・
出演者を募集しています。一緒に
都筑の文化を盛り上げ、豊かな街
を育んでいきませんか？皆さんの
ご参加をお待ちしています！

ボランティアスタッフのほか、毎回テーマを設けて文化
祭のキャッチフレーズを募集しています。第23回のテー
マは「COLOR（色彩）」。応募いただいた作品の中から選
ばれたのは、「都筑の未来へ 七色のかけ橋」でした。

ポスター画の表彰式や太鼓のステージを行います。

ドライフラワーミニアレンジや小鳥のブローチ作り、ブレスレット作りなど
の体験ができるコーナーもあります！

バレエやマジックなど、多彩なジャンルのパフォーマンスを披露します！

948-2236 948-2239区民活動係問合せ

ボランティアスタッフ・キャッチフレーズ募集

◆セレモニー・ステージ

◆ 写真・花 
◆ 特設体験コーナー （当日先着順、　　　100～300円）

公募により決定したキャッチフレーズをテーマとした
ポスター画を募集しています。採用された作品は、文
化祭のポスターやプログラムの表紙として編集さ
れ、区内各所に掲示されます。

ポスター画募集

地域の夏祭りでのワークショップ 都筑区民まつりで初披露！ ららぽーと横浜での
お披露目ステージ

横浜ビー・コルセアーズの
試合会場で選手を応援！

展示部門の出展者、舞台部門の出演者を募集します。
9月初旬から区役所や駅構内、区民利用施設などで、
募集要項が配架されます。ご自身の得意なことや好
きなことを、文化祭で発表してみませんか？

参加者募集

1月中旬から２月上旬にかけての16日間、展示部門を
区総合庁舎１階区民ホールで、舞台部門を都筑公会
堂で開催しています。第23回の開催概要は右ページ
をご覧ください。

都筑区民文化祭開催

◆ 絵画・文芸・工芸（布製品・紙製品など）

◆ 書道・工芸（木製品・土製品など）

◆クラシック

◆ライブステージ

◆ パフォーマンスⅠ

都筑公会堂

区総合庁舎１階区民ホール

金子 進 実行委員長
かねこ すすむ

展示部門の皆さん 舞台部門の皆さん

事務局長
朝倉 哲也さん

展示部門 部会長
堀井 真美子さん

舞台部門 部会長
對馬 由美さん

都筑公会堂

１月24日（木）13時～29日（火）12時

１月29日（火）13時～２月３日（日）15時

１月20日（日）14時～
２月２日（土）14時30分～
２月３日（日）14時30分～◆ パフォーマンスⅡ

１月26日（土）13時～

１月19日（土）13時30分～

１月19日（土）13時～24日（木）12時

展示部門は、ジャンル別に3期に分けて開催しま
す。区民文化祭に向け制作したもので高齢者か
ら小学生、個人やグループが一堂に会しますの
で見応えがあります。また、ワークショップも開
催しますので、ものづくりやお抹茶も楽しんで
いただけます。どうぞ見にいらしてください。

舞台部門では、たくさんのジャンルのパフォー
マンスで盛り上げていきたいと思っています。
2019年は、区制25周年にあたる年ということな
ので、実行委員も出演者もみんなで作る都筑区
民文化祭として、力を合わせて取り組んで行きた
いと思っています。ぜひ皆さん見に来てください。

平成最後の都筑区民文化祭開
催となりますので、実行委員一
同、ひとつの時代を締めくくる
のにふさわしいイベントにした
いと張り切っています。オープ
ニングステージには区内の小
中学校による吹奏楽と和太鼓
のコラボレーションという華や
かでユニークなイベントを予
定しています。お楽しみに！ あさくら

ほりい

つ し ま ゆ  み

ま  み  こ

てつや

お抹茶コーナー
1月20日（日）
13時30分～ 1月26日（土）13時～

1月26日（土）
10時30分～

1月27日（日）
10時30分～

2月2日（土）
①10時30分～
②13時30分～

2月2日（土）
①10時30分～
②13時30分～

ドライフラワー
ミニアレンジ

バルーンづくり

ワンポイント刺繍の
コースター

ブレスレット作り 小鳥ブローチ

有料

特 集

横浜芸術アクション事業「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」連携イベント

詳細をチェック！
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● 区総合庁舎１階区民ホールの催し情報　※時間の記載がない場合…初日：12時～17時、最終日：8時45分～13時、その他：8時45分～17時
日 時 ※ 催 し 問 合 せ 電 話 Ｆ Ａ Ｘ

１月16日（水）9時～18日（金）15時 都筑区中学校書写展 予算調整係 948-2213 948-2208
１月18日（金）10時～16時 石巻進化躍進応援バザールうんめぇもん市 ＮＰＯ法人ヒューマンフェローシップ 762-1435 751-9460
１月19日（土）～２月３日（日） 都筑区民文化祭 区民活動係 948-2236 948-2239
２月４日（月）10時～６日（水）16時 都筑区役所と東京都市大学の連携取組紹介 企画調整係 948-2227 948-2399
２月5日（火）９時～６日（水）15時30分 都筑・青葉・港北区合同作品展

予算調整係 948-2213 948-2208２月７日（木）～13日（水） 書初め展
２月9日（土）9時～11日（祝）17時 子どもの書道作品・防災ポスター展

保険係　 948-2334　 948-2339
市けんしん専用ダイヤル　 664-2606　 664-2828

特定健診を受診した人にはグッズを配布

　「特定健診」は、生活習慣の改善につなげていく
ための健康診査です。年に１回は受診しましょう。

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

1月18日、2月1日の
金曜10時～10時40分

東山田地域ケアプラザ

戸籍課・保険年金課の
窓口状況が分かります

窓口の現在の受付状況、待ち人数がパソ
コンやスマートフォンからご覧いただけ
るようになりました。

戸籍担当
948-2251
948-2259区民活動センターから休館のお知らせ

休館日 1月1日（祝）〜4日（金）・
14日（祝）・21日（月）

 948-2237　  943-1349

マーク
の説明

 日時・期間　  会場　  対象・定員　  費用　  持ち物　  保育　  申込み　  問合せ　  郵便番号・住所　  氏名（ふりがな）　  電話（番号）　  ファクス（番号）　
 年齢　  往復はがき（返信名明記）　  返信用はがき持参　  はがき　  Eメール（アドレス）　  ホームページ　  窓口　  当日直接　  先着　  抽選　  要予約　

●  とある場合は、行事名（イベント名）・〒住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記載。 ● 料金の記載のないものは無料。 ● 詳しい内容は各問合せ先へお問い合わせください。

区役所への郵便物は
〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1　都筑区役所○○係（担当）へ

区役所からのお 知 ら せ

40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者　
※75歳以上の人（後期高齢者医療制度）は、「市けんしん専用ダイヤル」、
国民健康保険以外の人は、加入している健康保険へお問い合わせください。

都筑区 待ち人数 検索

受診方法
「受診券」「問診票」（5月下旬に送付）と国民健康保険被保険者証を持って、
希望する特定健診実施機関で受診してください（事前申込みが必要です）。

2月1日（金）〜　 2階6番窓口　 200人 　 
2018年4月1日以降に受診した特定健診の結果通知

都筑図書館から

講師:室
む ろ た

田 昌
ま さ こ

子 氏（東京都市大学教授）。

名作文学や昔話などを一緒に声に出して読む講座です。

マナーを守って気持ちよく図書館をご利用いただくために、切り取りや書
き込みの被害に遭った本を展示します。期間中、図書修理ボランティアに
よる実演を2回程度行います。

2月23日（土）10時〜12時
市歴史博物館2階講堂
170人
1月23日から か か （http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/

library/chiiki/tsuzuki/event.html）か を明記し

2月21日・28日の木曜10時30分〜12時（各回同一内容）
各12人
2月1日から か

1月22日（火）〜2月5日（火）／

�■郷土�講演会「港北ニュータウンの成り立ちから見た現在」

�■�いきいき音読教室

�■�図書館利用マナー展『泣いている本たち』

都筑図書館　 948-2424　 948-2432

休館日 1月1日（祝）〜4日（金）・15日（火）

開催月日 会場 時間

１月29日（火）・30日（水） 都筑公会堂
 受付：９時１５分～ 
 相談：９時３０分～１６時 
 （休憩：12時～13時）

緑税務署から確定申告のお知らせ

　公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係
る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別
所得税の確定申告をする必要はありません。
※上記の場合であっても、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申
告書を提出する必要があります。
※所得税および復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が
必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは、お住まいの区役所へお尋ねください。

　税制改正により、2018年分の確定申告から、合計所得金額が１千万円を超える
人は、配偶者控除が適用されないこととされました。

　所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税・贈与税の申告書は、
税務署へ提出する都度、マイナンバー（個人番号）の記載と本人確認書類の提示
または写しの添付が必要です。
※郵送にて申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの写しまたは通知カードと本人確
認書類の写しを添付してください。
※ご自宅からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

※税務署は土・日曜、祝日は閉庁。ただし、2月24日（日）と3月3日（日）は開庁します。

【対象者】
①緑区・青葉区・都筑区に納税地がある人
② 事業、不動産、雑所得があり、2018年分の所得金額が300万円以下の人の所

得税および復興特別所得税
③上記②の人の個人事業者の消費税および地方消費税
④ 年金受給者、給与所得者の所得税および復興特別所得税（年金・給与収入が

800万円以下の人）の申告を対象として、以下の日程で相談および申告書作成
指導をいたします。

　※譲渡所得（土地、建物、株式等）など、相談内容が複雑な場合は、相談をお受け
　できません。

●無料申告相談会場の注意事項
・申告書などの提出のみの場合は、直接税務署に提出（郵送可）してください。
・混雑状況などにより、受付を早めに締め切ることがありますので、あらかじめご了
承ください。
・相談会場には駐車場がありませんので、お車での来場はご遠慮ください。
●無料申告相談に来場される場合は、次のものをお持ちください。
・年金または給与所得の源泉徴収票や医療費の明細書など申告に必要となる書類
・計算器具、筆記用具、印鑑およびマイナンバーに係る本人確認書類（マイナン
バーカードまたは番号確認書類および身元確認書類の写し）
・過去に電子申告を利用したことがある場合は、利用者識別番号などの分かる書類
（暗証番号を含む）
・本人名義の金融機関口座番号の分かるもの
・前年分の確定申告書などの控え
・消費税の相談をされる人で、簡易課税制度を選択されている場合は選択届出書
の控え

■2018年分の確定申告【申告・納付期限】

■配偶者控除が見直されました！

■公的年金などを受給されている人へ

■マイナンバーについて

■税理士による無料申告相談のご案内

緑税務署　個人課税部門　 ９７２-７７７１（代）

税目 受付期間
所得税および復興特別所得税 ２月18日（月）～３月15日（金）

贈与税 ２月１日（金）～３月15日（金）
個人事業者の消費税および地方消費税 ４月１日（月）まで

『図説 都筑の歴史』
刊行プレイベント

二次元コードからアクセス
または
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●特に記載のないものは、区役所１階福祉保健センター健診室で行います。

予約・問合せ／健康づくり係　 ９４８-２３５０　 ９４８-２３５４

がん検診
無料クーポン券
のお知らせ

対象者に送付している、平成30年度のがん検診無料クーポ
ン券（子宮頸がん・乳がん）の有効期限は2019年３月31日で
す。まだご利用になっていない人はお早めにご利用ください。

成人用
肺炎球菌ワクチン
のお知らせ

対象者に送付している、平成30年度の肺炎球菌ワクチン予
防接種予診票の有効期限は2019年３月31日です。成人用
肺炎球菌ワクチンの予防接種を一度も受けたことがない人
で、接種を希望される場合は、お早めにご利用ください。

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診、PSA検査（前
立腺がん）を実施しています。医療機関に直接お申し込みください。

エイズ・梅毒
検査

予約制

１月17日・24日・31日、２月７日の木曜９時～９時３０分
【受付】区役所1階健診室内13番／結果は1週間後　
【料金】無料
※希望により梅毒検査を追加で受けられます。

食と生活の健康相談
予約制

１月25日（金）午後、２月５日（火）午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師や
栄養士による個別相談です。

禁煙相談
予約制

１月25日（金）午後、２月５日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。肺年齢測定。

検 診 教 室・

予約・問合せ／高齢支援担当　 ９４８-２３０６　 ９４８-２４９０

認知症高齢者
保健福祉相談

予約制

2月8日（金）午前、3月8日（金）午前
嘱託医師による高齢者のもの忘れ、認知症、こころの病など
の相談。

都筑むつみ会
「リハビリ教室」

予約制

原則毎週火曜１3時～15時
脳血管疾患などにより後遺症のある人を対象に、リハビリ教
室や言語教室を開催しています。

予約・問合せ／健康づくり係　 ９４８-２３５０　 ９４８-２３５４

子どもの
食生活相談

予約制

１月25日（金）午後、２月19日（火）午前
（所要時間：30分程度）
【対象】区内在住の人（乳幼児～思春期ごろのお子さんの相談）
【内容】栄養士による食生活についての個別相談

予約・問合せ／こども家庭支援担当　 ９４８-２３１８　 ９４８-２３０９

乳幼児
健康
診査

4か月児 １月２２日、２月５日の火曜12時～13時30分受付

1歳6か月児 １月２４日、２月７日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 １月１７日・３１日の木曜12時～13時30分受付

女性の身体の相談
予約制

思春期・授乳期・更年期および避妊・不妊など相談。
日程など詳細は、お問い合わせください。

両親教室
予約不要

2019年6月ごろ出産予定の人
→２月１日・８日の金曜
各回13時15分～13時30分受付／13時30分から
教室開始

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

１月２３日（水） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

【対象】０歳児～未就学児、妊婦、産後１年未満の女性
【内容】歯科健診、相談、歯みがきアドバイス

●記載のないものは、区役所１階福祉保健センター内で行います。　●ベビー
カー置場のスペースには限りがあります。ベビーカーの管理は自己責任でお願い
します。　●全て無料です。

両親教室、女性と子どもの相談・健診

一人でお話が聞ける子 ※保護者の
付き添いは事前にご相談ください。
■くまさんのおはなし会（２月）

2月14日（木） ①10時～10時25分 
②10時45分～11時10分

①0・1歳児と保護者 ②2・3歳児と
保護者 各10組

1月31日から か

ママと赤ちゃんのための
健康講座（2日間で1コース）

ママの毎日に元気をプラスするため
のお役立ち講座です。気軽に参加し
てみませんか。①食生活についての
話と２回食を目安にした離乳食の試食　
②赤ちゃんと一緒に楽しく遊びながら
の体操

①2月22日（金） ②3月4日（月）
いずれも10時30分～11時30分

①新栄地域ケアプラザ ②区役所１
階福祉保健センター多目的室

区内在住で離乳食を始めて２か月
を過ぎた頃の子と親25組

①普段使っている離乳食用のス
プーン、飲み物 ②バスタオル、飲み物

1月22日10時から新栄地域ケアプ
ラザへ 592-5255

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

ほいくえん広場
保育士によるお楽しみイベントです。

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 1月1日（祝）〜4日（金）・15日（火）

■よんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊の皆さんが絵本

1月16日（水）10時～11時30分／
北山田地区センター
中川西保育園
913-2060　 913-2072

育児講座「積木あそび」
1月19日（土）10時～11時30分／
みどり保育園
みどり保育園
941-2800　 941-3768

育児講座「わらべうたあそび」
1月30日（水）10時～11時／
茅ケ崎南保育園
親子15組
1月15日から
茅ケ崎南保育園
943-1285　 943-1228

育児講座「積木あそび」
2月2日（土）10時～11時／
茅ケ崎南保育園
1月21日から
茅ケ崎南保育園
943-1285　 943-1228

育児講座「離乳食」
2月7日（木）10時～11時／
茅ケ崎南保育園
1月28日から
茅ケ崎南保育園
943-1285　 943-1228

コーナーで読み聞かせをします。おす
すめの絵本も紹介します。

1月19日（土）10時30分～12時／
■都筑図書館 1月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。

1月16日（水）15時30分～16時／

企画調整係　 948-2225　 948-2399

区民文化センター等整備予定地活用事業の
事業予定者が決定しました！
　都筑区中川中央一丁目９番における区民文化センター等整備予定地活
用事業において、代表企業をボッシュ株式会社とするグループ企業が事
業予定者として決定しました。

通り抜け通路に面して広場を設け、広場の活用などを介して民間施設と区
民文化センターの相乗的なにぎわいを創出し、地域活性化につなげる

民間施設（オフィス、研究施設）＋区民文化センター
民間施設部分　地上７階地下２階
区民文化センター部分　地上４階地下１階
延床面積約5万5000㎡、地上鉄骨造地下一部鉄筋コンクリート造、
免震構造採用

２月１日（金）１０時〜１１時３０分
　（受付開始９時４５分）

区役所１階福祉保健センター多目的室
区内在住でお子さんの歯が萌出したばかりの

親子35組  ※０歳児～２歳児未満は同室保育あり
保護者自身と子どもの仕上げ用の

ナイロンの歯ブラシ、タオル
1月15日から

　親子で歯周病、むし歯予防の情報をキャッチして、
正しい歯みがきを身につけましょう。

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

親子でニコニコピカピカ歯みがき教室

※上記は提案内容の抜粋であり、今後の設計などで実際の建物と異なる場合があります。

●今後のスケジュール（予定）
2019年３月 土地売買契約、土地引渡し
2019年春頃～ 設計協議含む整備の開始
2023年春頃 竣工、区民文化センター売買契約締結、引渡し

■ 事業コンセプト：「〜歴史ある都筑の文化とグローバルテクノロ
ジー企業のFusion（融合）による、新しい未来型文化拠点づくり〜」

施
設
概
要

©ボッシュ株式会社 ©ボッシュ株式会社 ©ボッシュ株式会社
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都筑センター
 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

【臨時休館のお知らせ】
都筑センターは1月23日（水）～2月2日

（土）、横浜あゆみ荘・都筑プールは1
月24日（木）～2月2日（土）を施設点検
のため臨時休館とさせていただきます。

行事は1月11日から か
はすべて市内在住・在勤者
要問合せ

■ 体メンテナンス～
　ストレッチ&筋力トレーニング（全4回）
2月15日～3月8日の金曜18時30分～
20時／60歳未満の人20人 ／800円

（全回分）  ●
■ こども茶道教室
日本の伝統文化にふれ、茶道を通じて基
本的な礼儀作法を学ぶ／2月16日（土）
10時～11時30分／小学生10人 ／
300円  ●
■ ゆったりヨーガ
初心者向き、健康のためのヨガ／2月18
日（月）10時～11時30分／60歳以上の
人30人   ●
■ 料理教室～シウマイとホイコーロー～
横浜マイスターの崎陽軒本店総料理長
に教えてもらいます／2月18日（月）11
時～13時／高校生以上12人 ／800
円  ●
■ はじめての革細工講座
キーホルダーを作ろう／2月19日（火）
10時～12時／高校生以上10人 ／
1500円  ●
■ わんぱくホリデー
　おもしろ科学たんけん工房
　「ふしぎな紙のマジックワーク」
実験と工作を通して楽しく科学を学びます／
3月2日（土）13時30分～16時30分／小学4
年生～中学2年生32人 ／500円

2月16日までに と ・ ・学校
名・保護者参観の有無を明記し、おもしろ
科学たんけん工房 久保田へ （941-
2362）か （http://www.tankenkobo.
com/）
■ 介護予防講座
健康運動指導士や管理栄養士、看護師な
どの専門家から運動・口腔・栄養のお話／1
月15日（火）13時30分～16時／40人

事前に か

中川西地区センター

 912-6973　  912-6983
〒224-0001　中川二丁目8-1

休館日 1月15日（火）、2月12日（火）

行事は講座開催日の1か月前の9時
から か10時から
■ おはなし広場
読み聞かせやパネルシアター／1月24日

（木）10時30分～11時／
■ 催事に合わせたお菓子作り（3）
バレンタインのチョコケーキ／2月13日

（水）9時30分～13時／12人 ／1500
円  ●
■ やさしいスマホ教室
①入門編（購入検討中の人） ②ステップ
アップ編（既にスマホを持っているが使い
方が分からない人）／2月21日（木）①9
時30分～11時30分 ②12時45分～14
時45分／①20人  ②15人   ●

上の人各15人 ／各1000円  ●
■ いろりばたおはなし会
おはなしネットワーク「かたらんらん」／
1月21日（月）11時～11時30分／
■ 「博物館ユニークベニュー」
　Vamos!フラメンコin歴博
ワインなどあり（有料）／2月23日（土）19
時～20時30分／市歴史博物館エントラ
ンス／小学生以上100人  ※未就学児
は入場不可／1000円  ●
■ ミニマルシェ
手作り品の販売／2月2日（土）11時～15
時／市歴史博物館エントランス／
■ミニ文化交流シンポジウム
天然菌納豆作りと発酵のお話／2月10日

（日）10時～14時／10人 ／2000円
（軽食付き）  ●
■ 体験！南京玉すだれ
1月19日（土）14時～16時／
■ 土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人�都筑里山倶楽部）

・  941-0987
〒224-0032　茅ケ崎中央57-8

 http://www1.tmtv.ne.jp/~satoyama/　
 tsuzuki-park@tmtv.ne.jp

月曜（祝日の場合は翌日）休館日

行事は開催日10日前までに か、
と申込者全員の ・ を明記し

か  ※記載のないものは小雨決行・荒
天中止
■親子炭焼体験と炭火クッキング
炭焼きの火入れを体験し、炭火を使った
料理にも挑戦／2月16日（土）9時～15
時／ばじょうじ谷戸休憩所集合／小学生
以上20人 ／500円  ●
■冬の野鳥観察会
2月10日（日）8時～11時／レストハウス
集合／300円  ●
■里山保全体験
竹林の手入れを行い、間伐した竹を使って
竹細工を体験します／2月2日（土）9時～
12時  ●
■ 田畑作業体験
春に植付けをする畑の手入れ体験と竹細
工／2月2日（土）13時～16時／ばじょう
じ谷戸休憩所集合  ●
■ ネイチャークラフト作り
自然の材料を使ってクラフトを楽しもう／
1月27日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで） ※雨天中止／500円／
■冬の植物観察会
1月27日（日）9時～12時／レストハウス
集合／300円  ●
■ 炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
2月9日（土）9時～16時：炭材作りと窯詰
め・16日（土）8時～17時：炭焼き・23日

（土）9時～12時：窯出しと炭材作り ※雨
天決行／1人1000円（昼をはさむ活動日
は昼食付き）  ●

茅ケ崎公園自然生態園

・  945-0816
〒224-0037　茅ケ崎南一丁目4

 seitaien@ybb.ne.jp

土・日曜、祝日のみ開園

■ 里山保全
軽食付き。樹木の伐採、ササ刈り／1月
19日（土）・27日（日）いずれも10時～12
時30分 ※雨天中止／ 汚れてもよい
服装、帽子、軍手、飲み物／

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

・  942-1569　
〒224-0006　荏田東三丁目2

1月21日（月）休館日

■ 親子の広場 「かもっこくらぶ」
子育て中の親子と妊婦さんの交流広場／
①1月22日（火）：保育相談 
②2月7日（木）：おはなし会

■ わくわく科学実験室 ふゆ
すごいぞ!空気砲／2月23日（土）10時～
11時30分／小学生30人  ※小学2年
生以下は保護者同伴／700円  ●
■ ミモザのリースを作りましょう
2月28日（木）10時～12時30分／16人

／2500円  ●
■催事に合わせたお菓子作り（4）
ホワイトデー。男性歓迎／3月10日（日）
9時30分～13時／12人 ／1500円  
●

仲町台地区センター

 943-9191　  943-9131
〒224-0041　仲町台二丁目7-2

休館日 1月15日（火）、2月12日（火）

行事は1月11日9時から か10時
から
■ 新宿ともしび歌声喫茶
2月23日（土）9時30分～11時30分／
70人 ／900円  ●
■ままくらぶ
バレンタインスイーツ作り／2月7日（木）
10時～11時40分／1歳～未就園児の母
15人  ※ 付き（400円 ）／800円  
●
■ パソコン講座（全2回）
チャレンジ！パソコンで手作りグッズを作
る／3月2日・9日の土曜10時～12時／
日々輝学園高等学校／20人 ／1200円

（全回分）  ●
■放課後イベント 豆まき
2月1日（金）15時30分～／
■ 終活準備講座（全2回）
2月9日（土）、3月26日（火）いずれも10
時～11時30分／20人   ●
■ おはなしかい
1月31日：とんことり、2月7日：コネクトキッ
ズ、いずれも木曜11時～11時30分／未
就園児と親20組程度 ／

北山田地区センター

 593-8200　  593-8201
〒224-0021　北山田二丁目25-1

休館日 1月15日（火）、2月12日（火）

行事は開催日の1か月前から か
■ 教養講座「源氏物語を学ぶ」（全3回）

「源氏物語」をコンパクトにやさしく学ぶ／
2月27日、3月6日・13日の水曜10時～11
時30分／30人 ／1200円（全回分）／

筆記用具  ●
■ 第2土曜は「クラフトforキッズ」
毎月第2土曜に子供向けの和紙を使った
季節の工作教室を開催／3月9日（土）①9
時30分～11時 ②11時15分～12時45分

（各回同一内容）／小学生各6人 ／各
500円 ●
■ 新年一番のほっとコンサート
　～都筑吹奏楽団ウッドウインド
　アンサンブル～
木管5重奏（フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、バスクラリネット、ホルン）／1月19日

（土）13時30分～14時30分／

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 1月15日（火）・28日（月）、2月12日（火）

行事は1月11日から か
■ ひな祭りお茶会
茶室で行う和やかなお茶会／3月3日（日）
①11時～12時 ②13時～14時／5歳以

③2月21日（木）：工作と読み聞かせ 
④3月4日（月）：わらべうた、春の散歩 
①③④10時30分～11時30分 ②10時
30分～11時／未就学児親子 
③④各15組 ／③④各1組200円

開催日の1か月前の10時から か
■ みんなで作ろう!秘密基地
ダンボールとガムテープで自由に秘密基
地を作ろう／1月23日（水）・24日（木）13時
30分～16時30分／幼児～中学生 ※未就
学児は保護者同伴／
■ 節分イベント
節分にちなんだ手作りおもちゃ遊びと豆
まき／1月25日（金）～2月3日（日）10時
30分～16時30分 ※2月3日（日）15時～：
豆まき／幼児～中学生 ※未就学児は保
護者同伴／

勝田小学校コミュニティハウス

・  592-1877
〒224-0034　勝田町266

休館日 火・木曜

行事は1月11日から か
要問合せ

■ 茶道体験教室
講師：三

み や ま

山 宗
そうきゅう

久・片
かたおか

岡 宗
そうこう

孝（裏千家 准教
授）／1月23日、2月13日の水曜10時～
11時30分／各10人 ／各400円（茶
菓代含む）  ●
■ フラワーアレンジメント教室
　（ひな飾りを作ろう）
講師:井

いのうえ

上 英
え

理
り こ

子。2種類のひな飾りか
ら好きな作品を選択／2月23日（土）10
時～12時／20人  ※親子の参加可／
1500円  ●

都田小学校コミュニティハウス

・  941-9522
〒224-0053　池辺町2831

休館日 火・木曜

■ みんなで遊ぼう（産後ヨガ）
お子さまと一緒にご参加ください／1月
25日（金）10時30分～11時30分／20組

／300円
1月25日までに か

北山田小学校コミュニティハウス

・  591-8444
〒224-0021　北山田五丁目14-1

休館日 火・木曜

■講演「ラジオ深夜便」で出逢った
　素敵な人々
取材で出会った人々のすてきなお話／2
月24日（日）10時～11時30分／50人

1月25日から か
■パソコン相談会
初心者向けの講座／2月9日（土）10時～
11時30分／4人 ／ パソコン

事前に か
■「凧作り講習会」と「凧揚げ大会」
青少年指導員によるたこの制作とたこ揚
げ／1月26日（土）9時～12時：たこ作り、
2月9日（土）10時～13時：たこ揚げ／30
人  ※未就学児は保護者同伴／300円

事前に か
■囲碁教室
初心者から／1月26日（土）13時30分～
14時30分／10人 ／

つづきの丘小学校コミュニティハウス

・  945-2949
〒224-0006　荏田東一丁目22-1

休館日 火・木曜

行事は1月11日から か
■歌とおしゃべり
声楽家のもとで懐かしの歌、童謡などを
歌います。歌のポイントもレクチャー／2
月4日（月）10時～11時30分／20人   
●
■初心者のためのスマートフォン講座
　（全5回）
2月2日・9日・16日、3月2日・9日の土曜
10時～12時／20人 ／300円（全回

都筑区イベント情報配信中　http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/tsuzuki/

このページでは、原則1月11日～2月10日のお知らせを掲載しています。
マークの説明については、8ページを参照してください。料金の記載のないお知 

らせは無料です。 
詳細は各施設へお問い合わせください。

施設からの お 知 ら せ
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分）  ●
■女流棋士と将棋対局
2月11日（祝）10時～13時／将棋の基本
が分かる小・中学生20人 ／300円 ●

加賀原地域ケアプラザ
 944-4640　  944-4642

〒224-0055　加賀原一丁目22-32

■高齢者サロン「和
わ ら

楽路
じ

」
お茶を飲みながら楽しいひとときを／2
月18日（月）10時～12時／100円（茶菓
子代）／
■高齢期のうつ病
講師：篠

しのざき

崎 めぐみ（精神科認定看護師）。
症状や認知症との違い、家族への接し方
を学ぶ／2月22日（金）14時～16時／
30人

前日までに か

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

■おさんぽカフェ in 東山田
1月19日：障害のある子をもつ家族のお
話、2月2日：歌うチャーミング体操 いずれ
も土曜10時～12時 ／ 各30人 ／ 各
200円

各回前日までに か
■認知症ミニフォーラム
つながるクリニックの八

はちもり

森 淳
あつし

 院長と、地
域連携室 の 室長、社会福祉士 の 大

お お と も

友 
路
み ち こ

子 氏による「認知症予防について」の
講話／2月2日（土）13時30分～15時30
分／50人

1月31日までに か
■ほっと茶屋
1月22日（火）13時～14時30分（毎月第
4火曜開催）／介護者または介護を終え
た人15人 ／100円

事前に か

地域活動ホーム�くさぶえ
 590-5778　  590-5779

〒224-0014　牛久保東一丁目33-1

■つづきアート&ミュージック・ネクスト　
　（アート部門）
　第2章 かさなる光 かさなる想い
切り絵のパフォーマンス・ワークショップ／
2月9日（土）11時～16時／ショッピングタ
ウンあいたい3階／
■くさぶえでまめまきしょう!
親子で鬼を退治して福を呼ぼう!鬼にま
つわる工作も／2月1日（金）10時30分～
13時 ※11時30分～12時：豆まき／未
就学児と保護者／
■おたのしみ会
2月10日（日）9時30分～14時30分／小
学生～高校生8人 ／1000円

1月27日までに か

都筑スポーツセンター

 941-2997　  949-0477
〒224-0053　池辺町2973-1

 http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc_ysa/

休館日 1月28日（月）

Playバスケ／21時30分～22時30分／
500円
水曜▶バレーボールタイム／20時15分～
21時30分、
テニスタイム／13時30分～15時30分／
1030円
木曜▶個人ミニサッカー／20時15分～
21時30分
土曜▶フットサルタイム／17時30分～
19時30分、
早朝テニスタイム／7時30分～9時30
分／1030円

横浜市歴史博物館

 912-7777　  912-7781
〒224-0003　中川中央一丁目18-1

休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

■ ラストサタデープログラム
1月26日（土）／
・「おもしろいぞ!紙芝居」
12時～、13時30分～、15時～
・「スポーツ土器パズル」、「学芸員トーク」
常設展示観覧料：一般400円、大学生
200円、高校生以下無料
■ 開館24周年記念 特別講演会
　「どうして馬は倭国へやってきたのか」
講師:白

し ら い し

石 太
た い ち ろ う

一郎 氏（国立歴史民俗博
物館名誉教授）／2月11日（祝）14時～
15時30分／170人

1月25日までに （「開館24周年記念
特別講演会」検索）か と ・講座名・

「広報よこはまを見て」を明記し
※ からの申込は25日の17時まで

1 アートフォーラムあざみ野

〒225-0012　青葉区あざみ野南一丁目17-3
休館日 1月28日（月）

（登録制、1歳6か月～未就学児）は有
料、申込みは 910-5724

■キャンサーヨガ&ピラティス
がんを経験した女性のための回復支援プ
ログラム。身体にやさしいエクササイズで、
身体の調子を整えませんか。 ※ あり／
3月10日（日）13時～15時／がんを経験し
た女性15人 ／20円（保険料）

1月19日から か か （http://
www.women.city.yokohama.jp/
find-from-c/c-kita/）

■ Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
1月27日、2月10日の日曜12時～12
時40分／
■ あざみ野フォト・アニュアル
　長

ながしま

島有
ゆ り え

里枝展 知らない言葉の花の　
　名前 記憶にない風景 わたしの指に
　は読めない本＋平成30年度横浜市
　所蔵カメラ・写真コレクション展　
　暗くて明るいカメラーの部屋
長島 有里枝の個展と、収蔵する約1万

■ 姿勢測定会
体の歪みをチェック！ ※詳細は ／2月
22日（金）12時30分～14時30分／20
人 ／1000円

1月22日から か
■ ワンデープログラム
各プログラムとも当日受付。開始30分
前から必ず本人受付（エアロキックボクシ
ングは15分前）。15歳以上（中学生不
可）。 動きやすい服装、タオル、室内
シューズ（ヨガは不要）。＊印は託児あり（事
前申込制、有料）。

フィットネスタイム
（1回500円。終了時間の記載のないも
のは50分間、定員40人）

【火曜 1月8日〜2月5日】
①ソフトエアロ／12時20分～

【水曜 1月9日〜1月30日】
②＊エアロキックボクシング／9時～
③＊水曜ズンバ／10時5分～10時50分

【金曜 1月11日〜2月8日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 1月12日〜2月9日】
⑤エアロビクスボクシング／10時～
⑥アロマヒーリングヨガ／11時～／15人
⑦アロマパワーヨガ／12時～／15人

スポーツタイム
（90分間、記載のないものは1回600円、
定員50人）

【火曜 1月8日〜2月5日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 1月9日〜2月6日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
500円／24人

【金曜 1月11日〜2月8日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 1月12日〜2月9日】
⑪バスケットボールクリニック／小学生対
象／9時15分～
⑫土曜エンジョイフットサル／21時～
■ トレーニング室 個人利用のご案内

 ※詳しくは か ／月・水・金・土曜：
9時～23時、火・木曜：9時～21時、日曜・
祝日：7時30分～21時 ※最終受付は閉
館1時間前／1回（3時間以内）高校生以
上300円、中学生以下100円 ※中学生
以下は利用できる器具に制限あり

横浜国際プール

 592-0453　  592-1402
〒224-0021　北山田七丁目3-1

 http://www.waterarena.jp/

休館日 1月29日（火）

■ 球技タイム開催中
ゲームが中心のプログラムです。当日集
まった仲間とゲームを楽しみましょう。開
催日など詳細は か ／

【球技タイム】（料金の記載のないものは
520円）
月曜▶中・高生限定バスケットボール／
19時20分～20時10分、
バスケットボールタイム／20時15分～
21時30分、

件の市所蔵カメラ・写真コレクションを活
用し、さまざまな切り口で紹介するコレ
クション展を同時開催／1月26日（土）～
2月24日（日）10時～18時／
■ あざみ野アートワゴン&
　あざみ野マルシェ
アーティストや福祉団体の特設ショップ「あ
ざみ野アートワゴン」と手作り菓子など加
工食品の販売「あざみ野マルシェ」を同日
開催／1月19日（土）10時～15時／

よこはま動物園ズーラシア

 959-1000　  959-1450
〒241-0001　旭区上白根町1175-1

休園日 火曜

ズーラシア 検索

※入園料は別途
■ハッピーバレンタインinズーラシア
動物たちにバレンタインの特別な餌をプ
レゼントしながらガイドを行います。ガイ
ドに参加されたお客様にもお菓子をプレ
ゼント！（数に限りがあります。）／2月9日

（土）～11日（祝）／各該当動物展示場

都筑区子育て支援センターポポラ

 912-5135　  912-5160
〒224-0003　中川中央一丁目1-3 あいたい5階

日・月曜、祝日休館日

 行事は前開館日までに か
■チルコロウイーク
親子で参加する地域のサークル体験やお
しゃべり会など／2月12日（火）～28日

（木）／未就学児と家族
1月23日から か

■パパといっしょにカプラであそぼう！
2月2日（土）10時30分～12時／3歳以上
の未就学児と父10組

1月11日から か
■マタニティさんのおしゃべり会
夫婦での参加も大歓迎／1月29日（火）
10時30分～11時30分／区内在住の妊
娠中の人10人   ●
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
①2月1日（金）・②9日（土）・③27日（水）
いずれも10時30分～11時30分／①『ぷ
らっとカフェ』／①②③各10組  ●
■障がいのある子を育てている
　先輩ママとのおしゃべり会
1月19日（土）10時30分～11時30分／
未就学児と家族5組   ●
■専門相談員によるじっくり相談
①2月2日（土）・②16日（土）・③23日（土）
10時～、11時～（②③は13時～、14時～、
15時～もあり。各回50分）／未就学児と
家族   ●
■ちょっと気になる子の日
　ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障害のある子と家
族のポポラ体験／1月19日（土）10時～
16時／未就学児と家族／
■公園であそぼう!
1月24日（木）10時30分～12時（10時
10分ポポラ出発） ※雨天時は1月31日

（木）／ききょう公園（中川五丁目10）／

 910-5656　  910-5674
 http://artazamino.jp/

横浜市民ギャラリーあざみ野横浜市民ギャラリーあざみ野

 910-5700　  910-5755
男女共同参画センター横浜北



● 2019（平成31）年 1 月号　／　都筑区版12 ここまでが都筑区版です。

　『図説 都筑の歴史』は都筑区が25年目を迎える今年11月に刊行します。
　区の歴史に詳しい専門家や、都筑区でまちづくり活動や散策ガイドなどをしている区民団体代表者で構成される編さん委員や、横浜市ふるさと歴史
財団の職員などにご協力いただき、調査・執筆を進め、現在、原稿の編集作業を行っています。
　『図説 都筑の歴史』は、原始から現代にかけて全六章で構成される予定です。今年は一足早く各章の見どころ・読みどころのポイントをご紹介します。

　『図説 都筑の歴史』では、遺跡発掘から見えてくる原始・古代の人々の
生活など、多くの図版とともに分かりやすく解説されています。
　『図説 都筑の歴史』の刊行をお楽しみに！

編さん委員会だより『図説 都筑の歴史』第7回 区制25周年に向けて『図説 都筑の歴史』編さん中！！

　都筑は横浜の桃源郷でした。なだらかな丘に入り組む谷、豊かな
湧水と暖かな日差しにあふれ、古くから多くの人々が住んでいまし
た。20世紀後半から道路や鉄道が整備され、東京を支える街

（ニュータウン）へと大きく変貌しました。建
設に際して先人たちの足跡が多数見つか
り、発掘・記録化されて未来への遺産となり
ました。この時代に生きる私たちは、汗の結
晶を後世に語り継いでいきたいです。 

（編さん委員　坂本 彰 氏）

　11月23日に、青少年の体験の場、世代間交流、健康増進を目的
としたイベント「つづきウォーク＆フェスタ」が開催されました。
　当日は、雲一つない青空のもと、約500人の参加者が、牛久保公
園、横浜国際プール、徳生公園、都筑民家園などをめぐる約７キロ
コースを、秋の紅葉を楽しみながらウォークラリーを行いました。す
きっぷ広場では、中高生による吹奏楽・ダンスの披露が行われ、日頃
の練習の成果を存分に発揮してくれました。当日の運営には、中学
生ボランティアも大活躍。都筑の魅力が伝わる1日となりました。

　人々は変化する自然環境に対応して生きてきました。氷河期の末
から火山灰地で獣を追い、温暖化で侵入した海や、発達した森に住む
動植物の狩猟・採集生活を長く続けてきました。2000年前の稲作到

来以後は丘にムラや畑を作り、川辺の水田
を耕しました。地域社会が成立して格差が生
まれ、広範な交易はヤマト政権との関わりを
示し、古墳築造が進んだのです。多数の横穴
墓は谷開発の進展を物語っています。 

（編さん委員　坂本 彰 氏）

広報よこはま都筑区版2019年5月号に、
5月11日～2020年5月10日に行われる
区内イベントを掲載します。掲載にはい
くつか要件がありますので、掲載を希望
する場合は、2月15日までに広報相談係

（    948-2223）へご連絡ください。

『図説 都筑の歴史』刊行プレイベント第5弾
講演会「港北ニュータウンの成り立ちから見た現在」

室田 昌子 氏（東京都市大学環境学部教授）
むろた まさこ

講 師
募集については、8ページの都筑図書館からのお知らせをご覧ください。

センター南駅付近から見たニュータウン全景 大塚遺跡（市営地下鉄センター北駅徒歩７分）

区民活動係　　948-2２３８ 　  948-2２３９

へんぼう

やと

さかもと あきら

◆ワンコイン・コンサート
ワンコインで映画音楽を！サックスとピアノ
のデュオ／１月13日（日）開場18時、開演
18時30分／都筑公会堂講堂（ホール）／
604人 ／500円（当日券のみ）／

都筑公会堂　
948-2400 948-2402

◆セカンドライフセミナー
～セカンドライフを楽しむための
働くという選択肢～

１月30日（水）10時～12時／シルバー人
材センター緑事務所（緑区中山二丁目
1-1 ハーモニーみどり2階）／20人

１月15日から横浜市シルバー人材セン
ター緑事務所へ （935-0677）
◆子ども展 書道・防災ポスター作品

◆俳句、始めませんか
俳句入会者を募集します／毎月第４火曜９
時30分～12時／仲町台地区センター／
５人 ／月1000円

せせらぎ句会　光
みついし

石に （942-9048）
◆英語&英会話を楽しくやりませんか
どなたでも歓迎。ベテラン外国人の先生
が指導します／毎週水曜13時～14時（初
級）、14時～15時（上級）／横浜ニューラ
イフバプテスト教会（茅ケ崎南三丁目18-
39）／お茶代200円

Wednesday English class 伊
い と う

藤に
（080-6623-2312）か、 を明記し

（smkh.23shin@ezweb.ne.jp）
◆本格うどんづくり～生地から挑戦～
２月24日（日）10時～14時／くろがね青
少年野外活動センター／小学生とその家
族36人 ／小学生以下1000円、３歳～
未就学児500円、０～２歳児100円

１月30日までに ・生年月日を明
記し （〒225-0025 青葉区鉄町1380
番地 ）か （http://www.yspc.or.jp/
kurogane_yc_ysa/category/top/）

作品募集：区内在住・在学の小・中学生対象／
①書道：通常の半紙、楷書（中学生は行書
でも可）で１人１点、折らずに提出。課題：
小学生は学年ごとに、１年「大」か「生」、２年

「力」か「正」、３年「ゆめ」か「元気」、４年「笑
顔」か「明るい光」、５年「希望」か「考える力」、
６年「創造」か「強い信念」、中学生は「感謝」
か「将来展望」 ※学年・氏名も審査対象／
②防災ポスター：八つ切り画用紙（横）で１
人１点／①②とも作品１点につき100円

２月８日15時30分～16時に区総合庁
舎１階区民ホールへ作品と参加費を持参　
※作品は返却しません。

都筑区子ども会育成連絡協議会　早
はやかわ

川　
090-5504-9812 471-9923

くろがね青少年野外活動センター　
973-2701 972-1093

◆女性コーラス「マルゲリータ」
メンバー募集

毎月第３水曜12時30分～14時30分／
中川西地区センター／女性、コーラス初
心者大歓迎／月2000円／

マルゲリータ　橋
はしもと

本へ （margherita.
sing2016@gmail.com）
◆都筑区民シングルスバドミントン大会
①男子１～3部 ②女子１～3部 ③男子の
み40・50・60・65歳の部／2019年２月３日

（日）８時開始／都筑スポーツセンター／
高校生以上（中学生は区民のみ可）160人

／１人1700円（中学生は１人1000円）
１月20日までに （contact@tsuzuki-

badminton.org） ※詳しくは か、都筑
区民活動センター、都筑スポーツセン
ター、各地区センターで配布する申込書
をご覧ください。

都筑区バドミントン協会　持
もちます

増
090-2677-3760

ふれあい伝言板
●

●

区民対象、区内実施で、区民が自主的に行うイベントやサークルの告知です。
営利・宗教・政治活動につながるものは掲載できません。
マークの説明については8ページをご覧ください。

※以下は広告スペースです。「広報よこはま都筑区版」に掲載されている内容とは関係ありません※

01001006
テキストボックス
上




