
問合せ  障害支援担当　 948-2316　 948-2490

　住み慣れた地域で、安心して暮らすことを願う、障害のある人
とその家族の思いを支援する場が、後見的支援室です。

　主に医療的ケアを必要とする※重症心身障害児・者※等とその家族
が、身近な地域の中で安心して生活できるよう、支援する拠点です。
※医療的ケアを必要とする…人工呼吸器、経管栄養などの医療機器を装着している
※重症心身障害児・者…重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している人

●定期的に面談し、日常生活を見
守ります。

●支援計画を作成し、地域での見
守り体制をつくります。

●将来の生活に対する希望や、漠
然とした不安などの相談をお
受けします。

●その人の願う地域での暮らし
が実現できる方法を一緒に考
えます。

●生活上のさまざまな相談に応じ必要な支援を行います。（相談支援事業）

●主に障害児・者の一般診療を実施します。（診療所事業）

●主に医療的ケアを必要とする人などの家族の休養や用事、緊急
時にお預かりや宿泊を行います。（医療型特定短期入所事業（日帰
り）及び医療型短期入所事業）

※ほかにも、生活介護事業、日中一時支援事業、短期入所事業、訪問看護事業、
　居宅介護事業・移動支援事業を行っています。

　横浜市では、障害のある人が自己選択・自己決定のできる社会を目指して、
「横浜市障害者プラン」に基づき、さまざまな事業を進めています。
　第2期 横浜市障害者プラン（計画期間：平成21～26年度）では、新たに「将来に
わたるあんしん施策」を打ち出し、障害のある人やその家族が、将来にわたって
安心して暮らし続けられるよう“親亡き後の生活の安心”や“障害者の高齢化・
重度化への対応”などに取り組んできました。
　今回の特集では、第2期 横浜市障害者プランに基づき、都筑区でスタート
　　　した二つの事業をご紹介します。

リリーフ・ネットの役割

利用対象 区内在住で、18歳以上の障害のある人（と、その家族）
費  用 無料

利用対象 主に横浜市北西部在住で医療的ケアを必要とする　　
　　　  　重症心身障害児・者等（と、その家族）

●制度の詳細やご利用についての問合せ●

●事業の詳細やご利用についての問合せ●

つづき障害者後見的支援センター リリーフ・ネット  482-4871

つづきの家相談支援センター　 937-6019

障害のある人と
その家族

あんしん
サポーター

（社福）横浜市社会福祉協議会
障害者支援センター

後見的支援室

地域

定期的に訪問し、見守ります

つづき障害者後見的支援センター
リリーフ・ネット

茅ケ崎中央51-13
森ビル901号

482-4871 482-4872

平成26年10月末現在
80人

支援室名

住所

登録者数

第3期 横浜市障害者プラン（計画期間：平成27～32年度）は、
現在策定を進めており、平成27年3月には確定する予定です。
詳しくは、 をご覧ください。 横浜市 障害福祉部 検索

「第2期 横浜市障害者プラン」に基づく都筑区での取組

特集1

障害のある人が して暮らすために
横浜市障害者プラン」に基づく都筑区での取組横浜市障害者プラン」に基づく都筑区での取組

安心

●定期的に面談し、日常生活を見

　横浜市では、障害のある人が自己選択・自己決定のできる社会を目指して、

では、新たに「将来に
わたるあんしん施策」を打ち出し、障害のある人やその家族が、将来にわたって
安心して暮らし続けられるよう“親亡き後の生活の安心”や“障害者の高齢化・

に基づき、都筑区でスタート

横浜市障害者プラン」に基づく都筑区での取組

横浜市の障害福祉施策に関わる、中・長期的な計画です。

第1期  横浜市障害者プラン（計画期間：平成16～20年度）

第2期  横浜市障害者プラン（計画期間：平成21～26年度）★現在

詳しくは、 をご覧ください。

横浜市 障害者プラン 検索

●「横浜市障害者プラン」って？

日中活動の場

地域の協力者
グループホーム

地域活動ホーム

相談機関

区役所

●生活上のさまざまな相談に応じ必要な支援を行います。

横浜市多機能型拠点
「つづきの家」

佐江戸町509-6
937-6008
937-6016

平成26年9月末現在
200人

拠点名

住所

登録者数

10月に開
催した

ハロウィー
ン

パーティー
の

様子

　　　した二つの事業をご紹介します。

平成22年
10月

「つづき障害者後見的支援センター 
リリーフ・ネット」が開所しました！

平成25年
10月
横浜市多機能型拠点

「つづきの家」が開所しました！

リリーフ・ネット

担当職員
地域で協力してくれる人を

増やします

●日常生活の中で見守ります
●本人に困ったことがあったときに
　リリーフ・ネットに連絡する手伝いをします

定期的に訪問し、お話を伺います

登録

開拓

連携

あんしんキーパー

あんしん
マネジャー

支援計画を作成し、
見守り体制をつくります
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お知らせ
都筑水再生センター＆
地下鉄川和車両基地見学会

日時 1月6日（火）10時～15時
行程市営地下鉄中山駅改札前に9時
50分集合～都筑水再生センター施
設見学～昼食（各自持参）～地下鉄川
和車両基地見学、現地解散。※行程は
貸切バスで移動。
対象市内在住・在勤・在学40人  
※小学生以下は要保護者同伴。
問合せ・申込み先▶
都筑水再生センター（ 932-2321）へ
12月15日（月）から （受付：9時～12時、
13時～16時）

障害者ガイドボランティア研修　
参加者募集

障害者の外出に付き添うボランティ
アを募集中です。研修会を開催しま
すので、興味のある人はぜひご参加
ください。
日時12月12日（金）10時～13時
会場かけはし都筑（荏田東四丁目10-3）
対象18歳以上
問合せ・申込み先▶
特定非営利活動法人移動サービスア
クセス（ 972-0747　 972-0810）
へ前日までに

都筑図書館から

問合せ▶都筑図書館　
948-2424　 948-2432

◆図書館利用マナー展「泣いている
本たち」
マナーを守って気持ち良く図書館をご
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。
日時12月16日（火）～12月28日（日）
※最終日は16時まで／
◆12月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。
日時12月17日（水）15時30分～16時
会場都筑図書館対面朗読室／

対象一人でおはなしを聞ける子 
※保護者の付き添いは事前にご相談
ください。
◆小学生のための製本講座　　　　
「ミニノートを作ってみよう」
本や紙の話をしながら、自分で小さ
いノートを作るイベントです。
日時12月20日（土）①10時～②11時
30分～③14時30分～※各回同一内
容、30分程度。
会場都筑図書館対面朗読室
対象小学生、各回5人 ／  ※保護
者同伴可。未就学児の入場不可。

講演・講座
健康づくり係から

◆1歳児 おやこでLet`sブラッシング
親子で正しい歯みがきを身に付けま
しょう。
日時1月22日（木）10時～11時30分
（受付：9時45分～9時55分）
会場区役所1階健診室
対象区内在住の平成25年10、11、12、
平成26年1月生まれの子と保護者25
組  
持ち物保護者と子どもの仕上げ用の
歯ブラシ、タオル
問合せ・申込み先▶健康づくり係
（ 948-2350　 948-2354）へ
12月11日（木）から
◆ママと赤ちゃんのための健康講座
【1日目】食生活のお話と2回食を目
安にした離乳食の試食【2日目】赤
ちゃんといっしょに楽しく遊びなが
らの体操（二日間で1コース）
日時1月23日（金）・30日（金）10時30
分～11時30分
対象区内在住で離乳食を始めてから
1～2か月を過ぎた子と保護者25組  
持ち物【1日目】普段使っている離乳
食用のスプーン、飲み物【2日目】バ
スタオル、飲み物
会場・申込み▶東山田地域ケアプラザ
（ 592-5975）へ12月19日（金）10時か
ら

募集
市立保育所で働きませんか？中川
西保育園嘱託福祉員、市立保育所
アルバイト募集！

◆中川西保育園 嘱託福祉員

職務内容

時間外託児に関する業務や、
その他保育園運営に必要な
業務。週5日勤務。年度更新
のため雇用期間は平成27年
3月31日まで。

申込資格

●資格不問
● 平成26年4月1日現在40歳
以上60歳未満の人

●1日に朝夕2回勤務が可能な人
（例：7：20～9：20 / 15：30～18：30）

給　　与 月額124,600円
詳細や申込方法は

◆市立保育園アルバイト
市立保育所5園（大熊、みどり、中川西、
茅ケ崎、茅ケ崎南保育園）で、アルバ
イトをしていただける人を募集中
です。保育士資格をお持ちでない人

も、補助として勤務可能です。詳しく
はお問い合わせください。
問合せ・申込み先▶保育運営担当　
948-2463　 948-2309

第3回 都筑区自治会町内会 
川柳コンクール 作品募集

自治会町内会など地域活動を通じて
起きた何げない出来事や、近隣住民
との交流ふれあいなど、ユーモアあ
ふれるセンスで表現した川柳作品を
募集します。最優秀作品賞、優秀作品
賞、佳作及び特別賞、子ども部門賞な
どを表彰します。
対象区内在住・在勤・在学または区内
で活動している人
問合せ・申込み先▶1月9日（金）まで
に川柳作品、 と年齢、性別、学年
を明記し、 か か 。
都筑区役所地域振興課
〒224-0032　茅ケ崎中央32-1
948-2231　 948-2239
tz-chishin@city.yokohama.jp

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ ※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

● 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

 行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、往復はがきの場合は返信面
 電話（番号）  ファクス（番号）  はがき  往復はがき
 返信用はがき持参  窓口  Eメール（アドレス）  ホームページ
 当日直接  先着  抽選  要予約

申
込
方
法

都
筑

都筑図書館の休館日　12月15日（月） ● 1月13日（火）
都筑公会堂の休館日　12月15日（月） ● 1月19日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,583人 （平成26年11月1日現在・前月比153人増）
世帯数…79,794世帯（平成26年11月1日現在・前月比62世帯増）
交通事故発生件数…535件　
　死者1人／負傷者657人（平成26年1月1日～9月30日）
火災発生件数…39件（平成26年1月1日～10月31日）

都筑図書館の休館日　12月15日（月） ● 1月13日（火）
都筑公会堂の休館日　12月15日（月） ● 1月19日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,583人 （平成26年11月1日現在・前月比153人増）
世帯数…79,794世帯（平成26年11月1日現在・前月比62世帯増）
交通事故発生件数…535件　
　死者1人／負傷者657人（平成26年1月1日～9月30日）
火災発生件数…39件（平成26年1月1日～10月31日）

※年末年始休館については下記をご確認ください。

ノロウイルスに感染すると、おう吐
や下痢、発熱などの症状を起こしま
す。大体は数日で回復しますが、高
齢者や乳幼児は重症になることも
あるため、注意が必要です。

※ ノロウイルスは乾燥すると空気中に漂いやすいため、おう吐物や便を
処理するときは、使い捨ての手袋・マスク・エプロンを着用し、換気をし
て、処理が終わったらせっけんで手を洗いましょう。

※ 自覚症状がなくなってからも、長くて１か月間、便の中にノロウイルス
が出続けることがあります。せっけんで手洗いを継続し、家族や周りの
人が感染しないように気を付けましょう。

所在地 　牛久保西一丁目23-4（地下鉄センター北駅　徒歩8分）
診療時間 　10時～16時（9時30分受付開始）
※このほかの医療機関情報は20ページをご覧ください。

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354
　　　  　食品衛生係　　 948-2356　 948-2354

 ●都筑区総合庁舎　年末年始のお休み　※都筑消防署を除く

施設名 休館日

●都筑区役所 12月27日（土）～1月4日（日）
ただし、12月27日（土）は一部窓口で土曜開庁を実施します。

●都筑土木事務所 ●北部児童相談所 ●北部農政事務所 12月27日（土）～1月4日（日）
●都筑区民活動センター 12月28日（日）～1月4日（日）
●都筑公会堂 12月29日（月）～1月3日（土）
●都筑図書館
12月28日（日）は17時まで、1月4日（日）は12時から17時まで開館。 12月29日（月）～1月3日（土）

※12月29日（月）から1月3日（土）まで地下駐車場は使用できません。地上駐車場は通常どおり使用
　できます。

12月30日（火）～1月4日（日）年末年始の急病時は…

おう吐物や便を処理し
たり、ノロウイルスの

付着したド
アノブ、手す
り、携帯電話
などに触れ
た手から口
に入り感染
します。

せっけんで手洗い
食事や調理の前、トイレの後などは、せっけんを使
用して丁寧に手を洗い、よく洗い流しましょう。
消毒は塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム液）で
下痢やおう吐物で汚染されたトイレや衣類などは消毒しましょ
う。衣類は、消毒してから洗濯をしましょう。

食品は中心部までしっかり加熱
85度で１分半以上の加熱でノロウイルスの感染力は失われます。

ノロウイルスの付着し
た手で調理した食品
を食べて感染します。

1
2
3

電力使用量測定器を貸し出しています
　測定器をコンセントと家電機器のプラグの間につなぐと、電気料金、使
用電力量などを簡単に計測することができ、節電の参考になります。
対　象 　区内在住で、使用後に簡単なアンケートにご協力いただける人

貸出台数・期間 　1世帯につき1台、1週間まで
申込み 　台数に限りがあるため、必ず事前に で

　　　　　　　お申し込みください。

受け渡し 　 本人確認できるもの（運転免許証、保険
証など）を持参し、区役所5階55番窓口
（区政推進課）にお越しください。

 問合せ・申込み先  企画調整係  948-2226  948-2399
tz-plan@city.yokohama.jp

▲電力使用量測定器

予防のポイントは3つ！

うつりかたは2つ！！

冬に多い
ノロウイルスに
気を付けよう！

連載連載 健康づくりナビ❶

都筑区休日急患診療所（内科・小児科） 911-0088

都筑区　保育所　嘱託福祉員 検索

人から
人へ

食べ物から
人へ

電気
の

見え
る化
！
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日　時 　1月6日（火）
　　　　　13時30分～15時
会　場 　都筑公会堂／
　　　　　 ※会場へお越しの際は、公共　
　　　　　　　交通機関をご利用ください。

実施内容 　第一部　式典
 　　　　　 第二部  古式消防演技、　　

消防団演技、中川西中学校
　　　　　吹奏楽部演奏

問合せ  都筑消防署庶務課  ・ 945-0119都筑消防署庶務課  ・ 945-0119

10月から で できる

予防接種が増えました！

日本で家屋内に生息するのは、ドブネズミ、クマネズミ、
ハツカネズミの3種類です。

　予防接種は感染症の予防に有効です。体調の良いときに接種を受けましょう。

10月から公費で接種できるようになった予防接種（２種類）

　平成27年4月に小学生になるお子さんで、MR（麻しん風しん混合）ワク
チンの2回目の接種が済んでいない場合は、平成27年3月31日までに接種
しましょう！

●予防接種の接種漏れに気を付けましょう●
　予防接種の制度は年々変わっているため、母子健康手帳の予防接種の記録
のページに記載されていない予防接種も増えています。定期的に横浜市 な
どで最新の情報をチェックして、接種漏れのないようにしましょう！

　第21回都筑ふれあい健康マラソン大会を開催します。皆さんでお誘い合
わせの上、都筑区の自然あふれる緑道を楽しみながら、走ってみませんか。
日　時 　平成27年3月1日（日）8時45分～13時30分（受付：7時45分～8時45分）
会　場 　

くず

ケ
が

谷
やと

公園（スタート・ゴール）と周辺緑道

対象 コース 参加料
ファミリー 1.5キロメートル 一組2,500円
小学生 1.5キロメートル 1,000円
中学生 3キロメートル 1,000円

高校生
5キロメートル 2,000円
10キロメートル 2,500円

一般
5キロメートル 2,500円
10キロメートル 3,000円

申込み 　次のいずれかの方法でお申し込みください。
　　　　　❶郵便受付：12月2日（火）～12月11日（木）
　　　　　❷インターネット受付：12月11日（木）～1月11日（日）に
　　　　　❸電話受付：12月11日（木）～1月11日（日）に （ 0570-550-846）
　　　　　　※締切日前であっても、各種目定員になり次第締め切ります。

　詳細は、12月から配布する募集チラシ（配布場所：区役所1階区民活動セン
ター・総合案内、区内地下鉄駅、地区センターなど）または をご覧ください。

　健康で生きがいのある生活を送るために、また、体の機能が落ちても、そ
れ以上落ちないようにするために「介護予防」を行うことが大切です。
　都筑区には、おおむね65歳以上の高齢者が、住み慣れた場所に集まり、
介護予防の活動をするグループ「元気づくりステーション」があります。身
近な場所の元気づくりステーションに参加してみませんか？

　元気づくりステーションに参加したい人、自分で立ち上げてみたい人は
お気軽にお問い合わせください。

名称 活動場所 活動日時（毎月）・活動内容

ねこの手 新栄地域ケアプラザ周辺 第1火曜日10時～11時30分
ノルディックウォーキング

ハイビスカス 中川中学校
コミュニティハウス

第2・4月曜日10時～11時30分
ヨガ

わくわく
体操教室 サントゥール中川集会場 第2・4火曜日10時～11時

体操（転倒防止のストレッチ体操など）

中川ポールウォー
キング倶楽部

区内緑道、
中川地域ケアプラザ周辺

第1金曜日・第3水曜日10時～12時
ポールウォーキング

活きいき
ファーム 佐江戸町 第1日曜日9時～11時ほか

定期的な農作物の手入れ

ひと交流サロン
ポコふれんず

しいの木台ハイツ集会所
（荏田南）ほか

第3木曜日13時～15時ほか　
交流サロン、ポールウォーキング

わくわく 区内緑道、
北山田コミュニティハウス

第1水曜日10時～12時
バードウォッチング、草花観察

ほかにもさまざまな介護予防活動を行っています。詳しくはお問い合わせください。
問合せ  高齢支援担当  948-2306  948-2490

問合せ  区民活動係スポーツ担当  948-2236  948-2239
tz-sports@city.yokohama.jp

●都筑区にある元気づくりステーション　※平成26年11月末現在

❶水痘（水ぼうそう）
1歳、2歳のお子さん…2回無料で接種できます。
※既に自費で1回接種している場合、残り1回分は無料で接種できます。
3歳、4歳のお子さん…平成27年3月31日まで期間限定で、接種日時点
で3歳、4歳のお子さんも1回無料で接種できます。
※既に2回接種済みの場合を除く。

❷成人用肺炎球菌ワクチン　対象者には、個別にご案内を送付しています。

●ネズミに餌を与えない
　◆食料品はふた付きの容器に保管しましょう。
　◆ ペットの餌もごちそうです。餌のやりっ放し・ほったらかしは禁物

です。
● 入り口を作らない（ネズミは1センチメートルの隙間があれば
侵入できます）

　◆通気口や排水口は金網などを取り付けましょう。
　◆配管やエアコンのパイプなど、壁との隙間や穴をふさぎましょう。
●巣を作らせない
　◆ ネズミの巣は天井裏だけではありません。押し入れ・物入れ・引き出しの

奥などにも巣を作ります。日頃からの整理整頓や掃除が大切です。

　ネズミの警戒心を緩めながらネズミの通り道付近に仕掛けることがポ
イントです。一般的に、クマネズミの駆除は専門業者をお勧めします。

●ドブネズミは「捕そカゴ」で　
　◆新鮮な餌を仕掛けて捕獲します。
●クマネズミ・ハツカネズミは「粘着シート」で
　◆ネズミの通り道付近に敷き詰めます。

　◆毒餌（殺そ剤）を仕掛けて中毒死させます。
　◆暑い時期の使用は避け、冬期に使用しましょう。

こちらもチェッ
ク！

　予防接種に関する詳細は、 をご覧いただくか、
横浜市ワクチン相談窓口（ 671-4183）へお問い合わせください。

都筑区　予防接種 検索

問合せ  健康づくり係    948-2350  948-2354

　ここ数年、ネズミの駆除相談が増えています。ネズミの習性を理解した
上で退治しましょう。

ネズミの種類

ネズミの習性

● 夜間に行動します。
● 警戒心が強いです。
● 感染症や食中毒を媒介します。
●   門歯が一生伸び続けるので、家具や
 　配管、電気ケーブルなどをかじります。

ネズミの駆除方法
ネズミ駆除の
第一歩は

「環境整備」です
住みにくい環境にする（環境整備）　

ネズミを捕獲する

毒餌による方法
（ペットなどの誤食に注意して仕掛けましょう）

1

2

3
▲捕そカゴ

問合せ  環境衛生係    948-2358  948-2354

（旧  都筑区民ロードレース大会）

都筑ふれあい健康マラソン 検索

　ここ数年、ネズミの駆除相談が増えています。ネズミの習性を理解した　ここ数年、ネズミの駆除相談が増えています。ネズミの習性を理解した　ここ数年、ネズミの駆除相談が増えています。ネズミの習性を理解した

チュー意！
　ここ数年、ネズミの駆除相談が増えています。ネズミの習性を理解した

ネ ミズ に

ポイント

「元気づくりステーション」のご紹介「元気づくりステーション」のご紹介
稔
みの

りの世代のつづきde元気！

21第 回
都筑ふれあい健康マラソン大会

http://tsuzuki-marathon.com

環境衛生係では、
捕そカゴの

貸し出し（無料）を
行っています。
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　都筑区は今年、区制20周年を迎えました。
　未来の都筑が、さらに魅力的で暮らしやすい地域に
なっていくには、地域と行政との協働により、安全・安心
で活力あるまちづくりを進めていくことが大切です。
　区内では、自治会町内会をはじめ、さまざまな団体が連
携して地域の課題を解決し、地域を元気にするための活動
が広がっています。
　現在の素晴らしいまちを未来につなぐため、みんなで
元気な地域をつくっていきましょう！

サロンひだまり5周年記念まつりでの健康落語

昔遊びで作ったみこしをレクリエーション

大会でお披露目しました

夜間パトロールの様子

安否確認訓練の様子

　都筑区では、自治会町内会をはじめとするさまざまな団体が
連携・協働しながら地域の課題解決に取り組んでいる地区を、
「都筑区元気な地域づくり推進事業」の中で支援しています。
　今回は同事業から始まった、各地区を元気にする活動を紹介
します。

「オール渋沢」を合言葉に、渋沢地区連合のほか、
21の団体が連携し、「グラウンドゴルフ」で健康づくり、

夏休みラジオ体操、歌声喫茶in渋沢、「囲碁・将棋」異世代交流、
文化講演会、蕎麦（そば）と親しむ集いなど、スポーツや文化活動を
通じて、地区全体を元気にするための８つの取組を行っています。

　協議会で始めた「昔遊び～夏休みバージョン～」は、
小学校の土曜日活用の行事に位置付けられ、子ども会、消防団、学援隊と
地区社協が協力しながら、昔遊びやラジオ体操などのプログラムを

実施し、子どもたちの貴重な体験の場となりました。
　また、子育てサロン「はぐはぐ」には、毎回多くの親子が参加し、
初めて来た人にとっても居心地の良い場所となっています。

　自治会を中心に、地域ぐるみで子どもの健やかな
成長を見守ることを目的として、さまざまな団体が

行っている活動を共有したり、情報を交換したりしています。
「公園で遊ぼう」や「工作教室とそうめん流し」などでは、乳幼児から

中学生までの子育て支援と居場所づくりの活動をしています。
浄念寺川せせらぎ緑道での花植え活動は、小学校の授業にも

取り入れられ、愛護会の清掃活動によってきれいになった緑道で、
さくらまつりを開催するなど、活動の輪が広がっています。

さまざまな団体が連携した「防犯活動」を通じて、
地域の連帯感を高め、

「みんなでつくる安全で安心な笑顔のふれあいの丘」を
目指した取組をしています。

自治会・おやじの会・PTA・学校・青色パトロール隊が協力し、
夏まつりが終わった時間などに合わせた防犯パトロールなど、

日頃から地域全体の見守り活動を行っています。
また、活動の様子をパネルにして、駅や商業施設などに展示するほか、

活動内容を紹介したパンフレットを配布することで、
地域全体の理解と協力を得るためのPR活動に取り組んでいます。

　高齢者を「孤立させない」「孤独にさせない」ために、
さまざまな活動を行っています。

夜間に電灯がついているかなどを見守り・確認する「ライト運動」
「サロンひだまり」「ラジオ体操」など、高齢者の居場所づくりや、

つながりづくりに取り組んでいるほか、普段の活動の報告や
共有を行い、地域全体を見守る活動をしています。

　また、団地内での安否確認訓練を年に数回行うなど、日頃から
顔と顔の見える関係づくりを進めています。

区連会の取組

杉山神社でのそうめん流し 下薮根会館・公園で遊ぼう

子育てサロン「はぐはぐ」

　都筑区では、区内に15ある地区
連合町内会自治会ごとに地区担
当（区役所の課長・係長）を配置
し、地域の定例会や行事に参加す
るなど、普段から地域と区役所を
つなぎ、地域の抱える課題に対し
迅速に対応できるよう、体制を強
化しています。 問合せ  地域力推進担当　 948-2474　 948-2239

サロンひだまり5周年記念まつりでの健康落語
サロンひだまり5周年記念まつりでの健康落語

子育てサロン「はぐはぐ」子育てサロン「はぐはぐ」子育てサロン「はぐはぐ」昔遊びで作ったみこしをレクリエーション

大会でお披露目しました

　都筑区は市内18区で平均年齢が最も若く（40.1歳。横浜市平
均44.4歳。平成26年1月1日現在）、平成62年までは人口が増え
続ける予測の一方で、65歳以上の人口比率が27.6％に達する
など、今後は確実に高齢化の時代を迎えることになります。
　これまでもみんなが助け合い、安心して住みやすい地域づく
りを進めてきましたが、今後はこれまで以上に、人と人とがつ
ながり、地域における支え合いが必要となってきます。
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都筑区の人口推計 安否確認訓練の様子安否確認訓練の様子

渋沢地区
元気づくり協議会

池辺地区
元気づくり協議会

ふれあいの丘地区
防犯・地域元気づくり協議会

かちだ地区
おもいやりネットワーク連絡会

　区連会では、行政からの情報や依頼を受けるほか、各地区の情報
交換、分野ごとの勉強会などを行っています。
　さらに、民生委員やスポーツ推進委員など、日頃から地域で活動
している人たちとの意見交換会や、地域活動に役立てるための研修
を行うなど、地域の人たちが安心して生き生きと暮らせるまちづく
りを目指してさまざまな取組をしています。

防犯活動を充実させ、もっと安全で安心して
暮らせるまちにしていくための活動に取り組んでいます。
「毎日どこかで誰かがパトロール」を合言葉に、

青色パトロールの実施、荏田南小学校の登下校の見守り、
防犯マップ付きコミュニティカレンダーの作成・配布を行っています。

また、玄関灯や門灯などを決まった時間に点灯して、
「“おかえり”を伝える明るい帰り道」をつくる『荏田南ミチテラス』では、

地域全体で防犯活動に参加してもらうことで、防犯意識の
高い地域づくりを進めています。

荏田南連合管内
防犯・地域元気づくり協議会

「荏田南ミチテラス」
同じ場所がこのように明るく
なりました！

「荏田南ミチテラス」

地域と向き合う区役所
を行うなど、地域の人たちが安心して生き生きと暮らせるまちづく
りを目指してさまざまな取組をしています。

　都筑区には、町やマンション単
位などで124団体（平成26年1月1日
現在）の自治会町内会があります。
　また、広域的な課題などに取り
組むため、複数の自治会町内会が
集まった、15の地区連合町内会
自治会があります。それぞれの地
区連合町内会自治会の代表が、都
筑区連合町内会自治会（通称「区連
会」）を構成しています。

　都筑区には、町やマンション単

区連会とは 夜間パトロールの様子

　「子どもたちの健やかな成長を見守る」をテーマに、
元気づくり協議会を立ち上げ、現在は

「中川スクールコミュニティ」として取組を行っています。
町内会、青少年育成団体、小中学校PTA及びおやじの会と
そのOB・OGなどが集まり、それぞれの活動内容を共有し、
意見交換する環境をつくり、相互連携を図っています。
活動を通じて立ち上がった牛久保公園愛護会では、

近隣の町内会やおやじの会と連携して、地域の子どもたちの
遊び場づくりのイベントを開催し、大学生や中学生のボランティアが
参加するなど、新しい人と人のつながりも生まれてきています。

中川スクールコミュニティ
（旧 中川西地区元気づくり協議会）

牛久保公園の花壇
おやじの会が連携して
盆踊りのやぐら組みを手伝い

夜間パトロールの様子夜間パトロールの様子

活動内容を紹介するパンフレットを作成

MGCRS
元気づくり協議会（仮）

地域住民の
元気づくりを目指し、
今年度中の発足に向け、

現在準備中です！
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休館日◆年末年始。また、施設点検のため、都筑センタ
ー、横浜あゆみ荘は1/21（水）～1/30（金）全館休館。
 941-8380   942-3979

〒224-0062 が谷2-1

都筑センター

●はじめての革細工講座
革を手縫いし、ペンケースを作ります
／1月13日（火）10時～13時／市内在住・
在勤10人 ／1,000円
申込み▶12月11日（木）から か  

休館日◆改修工事のため8月～12月は休館。 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17
 http://seseragikominka.web.fc2.com/

せせらぎ公園古民家

●大釜でつくる七草がゆを
　いただきましょう
1月7日（水）11時開始／100食限定 ／
一杯100円／
●新春おはやし
獅子舞の披露も／1月11日（日）11時開
始／
●古民家市
新鮮野菜販売／12月20日（土）、1月17
日（土）10時～なくなり次第終了 ※小
雨決行／
●ノルディックウォーキング体験教室
講師の指導の下、古民家を起点に2キ
ロメートル程度のコースを歩きます／
12月19日（金）10時～11時30分 ※雨天
中止／15人 ／1,000円（保険料、レン
タルポール代含む）／持ち物は問合せ
を。 申込み▶前日までに か

休館日◆火曜日   ・  913-1123
〒224-0003  中川中央一丁目9
 tsuzuki-yumesuta@bell.ocn.ne.jp
 http://webyoko.com/yumesuta/

都筑の文化　夢スタジオ

申込み▶ 行事は事前に か、
と年齢を明記し か
●「まちの音楽会」～クリスマスコンサート～
歌:深井えみ子、ピアノ：横山仁子／12
月23日（火・祝）14時開演（13時30分開
場）／50人 ／1,000円（小学生以下無
料）／
●朗読ワークショップ
中高年、初めての人も大歓迎／毎月第1・
3金曜日18時30分～20時、土曜日（不定
期）15時～16時30分／月3,000円  ▶
●都筑少年少女合唱団クリシェで輝こう
原則毎月第2・4水曜日18時～19時30
分／小・中学生／月2,000円  ▶
●舞の会～日本の踊りをマスターしよう～
毎週火曜日（第5火曜日は休み）13時30
分～16時／1回500円  ▶

休館日◆12/8（月）、1/13（火）
 912-6973   912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1
 http://www.tsuzuki-koryu.org/

中川西地区センター

申込み▶ 行事は12月11日（木）から
●クリスマスロビーコンサート
都筑オーケストラによるクリスマス
コンサート／12月20日（土）13時30分
～14時30分／50人 ／
●ミニ門松を作る
協力：日本の竹ファンクラブ／12月25
日（木）9時15分～11時45分／成人16人
 ※子ども同伴不可／1,800円  ▶  

●手作り味噌講習会
無添加、寒仕込のみそ（約5キログラム）
を作ります／1月27日（火）①9時15分～
13時②13時～16時30分／各回成人8人
 ※子ども同伴不可／3,600円  ▶  
●わんぱくホリデー
　「やさしい囲碁・将棋教室」
初心者から初級者まで、先生からルー
ルや必勝法を学び対局を楽しみます
／12月13日（土）囲碁：9時30分～11時、
将棋：13時～14時45分／小学生 ※親子
での参加も可／
●ベビーマッサージと
　ママのボディリメイク（全4回）
腰痛・肩こり・不

ふ

定
て い

愁
しゅう

訴
そ

改善、骨ばん矯
正／A:1月23日、2月6日・20日、3月6日、
B:1月16日・30日、2月13日・27日いずれ
も金曜日10時～11時30分／A:首がす
わった頃～ハイハイ前、 B:ハイハイ頃
～歩く前の子と母親／各回12組 ／
2,000円（全回分） ▶
●おはなし広場
読み聞かせ、パネルシアター、指人形
／小学生向け：12月13日（土）、幼児向
け：12月18日（木）いずれも10時30分～
11時10分／

休館日◆12/15（月）   ・  942-1569
〒224-0006  荏田東三丁目2
 http://www.tsuzuki-koryu.org/

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

申込み▶ 行事は開催日1か月前の
10時から か
●親子の広場 「かもっこくらぶ」
1月20日（火）10時30分～11時30分：保
育士さんと遊ぼう／ 、1月22日（木）
10時30分～11時30分：リフレッシュビ
クス／未就学児と保護者15組／200
円 ▶ 、2月3日（火）10時30分～11時
30分：幼児のための救命法／未就学
児と保護者15組／200円  ▶

休館日◆12/8（月）、1/13（火）
 943-9191   943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

申込み▶ 行事は12月11日（木）から
●かきぞめ大会
1月10日（土）10時～12時／小学生以上
30人 ／500円  ▶
●おはなしのはなたば
絵本、紙芝居、パネルシアター／12月
18日（木）、1月15日（木）11時～11時30
分／各日未就園児と保護者25組程度
／

●たまご座人形劇
1月24日（土）13時～14時／50人 ／
小学生以上200円  ▶
●山登り・ハイキングデビュー講座Ⅲ
　（全2回）
座学と実践（鎌倉）／1月24日（土）、2月
7日（土）10時～12時／20人 ／1,000
円（全回分、交通費実費負担） ▶
●印象力アップ表情筋エクササイズ
1月26日（月）10時～12時／20人 ／
500円  ▶
●親子サイエンス（全4回）
1月31日、2月7日・21日、3月7日いずれ
も土曜日10時～12時／小学生と保護
者15組 ／3,500円（全回分）  ▶
●はじめての百人一首大会
2月14日（土）10時開始／小学生以上20
人 ／500円  ▶
●横浜高校野球部監督
　渡辺元智氏講演会
1月31日（土）10時～11時30分／小学生
以上60人 ／700円  ▶
●ジュニア体操3期(全6回)
1月27日、2月3日・10日・17日・24日、3
月3日いずれも火曜日15時30分～17
時／3歳以上未就学児30人 ／2,400
円（全回分） ▶
●ロビーコンサート
シニアジャズバンド（ハッピージャム）
／1月17日（土）13時30分開始／

休館日◆月曜日（祝日の場合は翌日）
・  941-0987 〒224-0032 茅ケ崎中央57-8
 http://www1.tmtv.ne.jp/̃satoyama/
 tsuzuki-park@tmtv.ne.jp

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人 都筑里山倶楽部）

申込み▶ 行事は、 と申込者全
員の氏名・年齢を明記し か か
●お正月飾作り
里山で採れた竹や草木などでオリジ
ナルのお正月飾りを作ります／12月
21日（日）10時～12時　※小雨決行、荒
天中止／ばじょうじ谷戸休憩所集合
／20人 ／500円
申込み▶12月14日（日）までに
●お正月遊びと餅つき
1月18日（日）10時～12時　※小雨決行、
荒天中止／30人 ／500円　
申込み▶1月11日（日）までに
●里山講座
①12月14日（日）13時～16時「生物多様
性の視点」②1月18日（日）13時～16時
「里山と楽しく関わること」／各200円
（資料代）   申込み▶前日までに

休館日◆火・金曜日   ・  591-3131
〒224-0027  大棚町240

中川中学校コミュニティハウス

●子どもクリスマス会
紙工作をしたり、皆で歌を歌ったり、
人形劇を楽しみます／12月14日（日）
13時30分～15時／30人   
申込み▶12月13日（土）までに か
●お正月の玄関に飾る
　フラワーアレンジメント
12月28日（日）14時～15時／10人 ／
1,500円（材料費）／花ばさみ、持ち帰
り用袋、新聞紙数枚持参。 申込み▶12
月11日（木）～12月27日（土）に か

休館日◆12/8（月）、1/13（火）
 593-8200   593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1
 http://www.tsuzuki-koryu.org/

北山田地区センター

申込み▶ 行事は開催日初日の1か月
前～前日に か
●おもちつき
もちつき体験（小学生以下）とお汁粉
配布（100円）／ 12月13日（土）11時～
12時／なくなり次第終了／
●トーンチャイムであそぼう！（全5回）
初めてでも簡単に楽しめる楽器です
／1月17日・31日、2月14日・28日、3月
7日いずれも土曜日13時～14時30分
／20人 ／1,500円（全回分）／筆記用
具持参。 ▶
●子どものアートⅢ（全3回）
身近な材料や自然素材を生かした造
形講座／1月18日、2月8日、3月8日いず
れも日曜日9時30分～11時30分／年長
児～小学生24人  ※未就園児は保
護者同伴／1,000円（全回分）／エプロ
ン、タオル、持ち帰りバッグ、筆記用具、
ボンド、はさみ持参。 ▶
●子どもお菓子教室
　ブラジルのお菓子を作ろう
パステル（揚菓子）を作ります／1月24
日（土）10時～12時／小学3～6年生16
人 ／500円／エプロン、ふきん、三角
巾、ハンドタオル持参。 ▶
●骨盤体操＆ストレッチ（全6回）
1月19日（月）・31日（土）、2月2日（月）・16
日（月）、3月2日（月）・16日（月）10時15分
～11時30分／35人 ／2,500円（全回分）
／上履き、バスタオル持参。 ※託児
1,500円（全回分、要事前申込） ▶
●おいしいお菓子作りましょ！
クレープなどの身近なお菓子を作りま
す／1月28日（水）10時～12時30分／16
人  ※子ども同伴不可／1,000円 ▶

休館日◆12/8（月）、12/22（月）、1/13（火）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

●七草粥（がゆ）の販売と
　お蔵開きパフォーマンス
1月7日（水）11時～12時／100人 ／七
草粥一杯100円／
●寒仕込みミソ講座
実際のみそ作りは各家庭で。出来上が
りみそは約4キログラム／1月28日（水）
13時30分～15時／50人 ／3,500円（材
料費含む）／筆記用具、材料持ち帰り用
袋持参。 申込み▶12月11日（木）～1月
14日（水）に か
●節分  鬼は外、福は内
豆まきをする未（ひつじ）年生まれの
年男・年女募集／2月3日（火）①11時②
11時30分／各回4人   申込み▶12月
11日（木）～2月2日（月）に か
●和紙で作るたとうとお雛様
2月8日（日）10時～12時／中学生以上
10人 ／800円  申込み▶12月11日（木）
～2月7日（土）に か
●茶室利用受付
平成27年3月～8月分の利用募集開始。
1月11日（日）から。

休館日◆火・木曜日   ・  945-2949
〒224-0006  荏田東一丁目22-1

つづきの丘小学校コミュニティハウス

●百人一首で遊ぼう～100のドラマ
から学ぶ日本のこころ～

1月10日（土）・24日（土）10時～12時  
※1日だけの参加も可／小学生～大人
15人    申込み▶前日までに か
●折り紙でお正月  来年の干支（えと）
　「未（ひつじ）」を作ろう
12月22日（月）15時～15時45分／幼
稚園児（保護者同伴）～小学生／

区内施設◉年末年始のお休み（12月28日～1月5日）
施設名 休館日

○障害者研修保養センター「横浜あゆみ荘」 12月28日（日）～
1月3日（土）

○地区センター（都筑・中川西・仲町台・北山田）
○つづき地域活動ホームくさぶえ（緊急時のみ対応）
○老人福祉センター「横浜市つづき緑寿荘」
○都筑の文化　夢スタジオ　○スポーツ会館（東山田）

12月28日（日）～
1月4日（日）

○都筑区子育て支援センターポポラ
○スポーツ会館（大熊）
○横浜市歴史博物館　○大塚遺跡

12月28日（日）～
1月5日（月）

○都筑区社会福祉協議会福祉保健活動拠点「かけはし都筑」
○都筑民家園　
○コミュニティハウス
（勝田小・つづきの丘小・北山田小・川和小・都田小・中川中・東山田中）
○地域ケアプラザ（加賀原・ が谷・新栄・中川・東山田）
○鴨池公園こどもログハウス　○都田公園
○つづきMYプラザ　○都筑中央公園（レストハウス・休憩所）
○茅ケ崎公園自然生態園　○せせらぎ公園古民家
○都筑スポーツセンター
　［12月28日（日）は9時～13時、1月4日（日）は13時～21時開館］
○都筑プール　○アートフォーラムあざみ野

12月29日（月）～
1月3日（土）

○横浜国際プール［12月30日（火）は13時30分まで］ 12月31日（水）～
1月3日（土）
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施設からのお知らせ施設からのお知らせ ※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

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

 行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、往復はがきの場合は返信面
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 返信用はがき持参  窓口  Eメール（アドレス）  ホームページ
 当日直接  先着  抽選  要予約
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　犯罪の予防や交通事故防止活動を強力に推進する
ため、防犯ボランティアなどと連携し、年末年始特別
警戒を実施します。期間は12月1日～1月3日までと
なっています。ご協力をよろしくお願いします。

年末年始特別警戒に
ご協力を！

都筑警察署
からのお知らせ

問合せ 都筑警察署　 949-0110

休館日◆火・木曜日   ・  591-8444
〒224-0021  北山田五丁目14-1

北山田小学校コミュニティハウス

●産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
産後ママの体の引き締めとともに赤
ちゃんのヨガとスキンシップ／1月14
日・21日、2月4日・18日、3月4日いずれ
も水曜日①10時～10時40分：3か月～
9か月の赤ちゃんと母親②11時～11時
40分：10か月～1歳4か月の赤ちゃんと
母親／各10組 ／1,500円（全回分）
申込み▶12月12日（金）から か  
●英語で遊ぼう！親子英語教室（全6回）
音楽、リズム、チャンツ、ゲームなどを
利用して英語に親しむ／1月21日・28
日、2月4日・18日・2月25日、3月4日
いずれも水曜日16時～16時40分／
幼稚園年中・長児と保護者12組 ／
2,000円（全回分） 申込み▶12月12日
（金）から か  

 590-5778   590-5779
〒224-0014　牛久保東一丁目33-1
 http://www.e-kusabue.org/

つづき地域活動ホームくさぶえ

●障害のあるお子さんが高等部を
　選ぶときの視点Q&A 
先輩お母さんからお話を聞きます／ 
1月14日（水）10時30分～12時30分／
都筑区個別支援級在籍の障害児の保
護者5～6人   申込み▶1月7日（水）ま
でに か を明記し
●つくって そうぞうして
　かんじるアート
1月18日（日）13時30分～15時30分／
障害のある小学生～高校生とその家
族10組 ／500円／汚れてもよい服
装、タオル持参。 申込み▶12月11日
（木）～1月11日（日）に
●おはなし会
お正月あそびや絵本の読み聞かせな
ど／12月25日（木）11時30分～11時
50分／未就学の子と保護者／

休館日◆12/22（月）
〒225-0012  青葉区あざみ野南一丁目17-3

アートフォーラムあざみ野

 910-5700   910-5755
 http://www.women.city.yokohama.jp/

男女共同参画センター横浜北

●ニットカフェ
1月16日（金）10時～15時 ※編み物教
室ではありません／30人／600円／毛
糸と編み針と編み図持参／託児あり
（有料、要問合せ）／入退場自由

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●Welcome！ロビーコンサート
12月14日（日）チェロ：太田有子・ピアノ：飯
田彰子、サクソフォン：田村哲・ピアノ：北
村真紀子／12月23日（火・祝）指揮：加藤
裕子、ピアノ：斎藤真理恵、サクソフォン：
須々木由子、小学生によるジュニアコー
ラス／各日とも12時～12時40分／
●あざみ野アートワゴンvol.5　
　「アート・メープルかれん」
大倉山の生活介護事業所に通う個性あ
ふれるメンバーの生み出す、ウィットで
ポップなグッズ、刺繍小物、0号絵画を
販売／12月14日（日）10時～16時頃／

休館日◆12/22（月）
 941-2997   949-0477

〒224-0053  池辺町2973-1
 http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc/

都筑スポーツセンター

●ノルディックウオーキング教室
　（全3回）
2月18日・25日、3月4日いずれも水曜日
10時～11時15分 ※雨天時3月11日（水）
に振替／服装、持ち物は問合せを／16
歳以上20人 ／2,000円（全回分）
申込み▶12月20日（土）までに か、

と年齢を明記し か
●ワンデープログラム
16歳以上／動きやすい服装、室内シュ 
ーズ、タオルを持参／詳しくは で。
＊印は託児あり（事前申込制、有料）。 
申込み▶全て当日の開始30分前から
必ず本人受付（水曜ズンバは15分前）。
◇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／各40人
◆月曜日（12月15日、1月5日）①ベーシ
ックエアロ／9時30分～②トータルエ
クササイズ／10時30分～③マンデー
パワーヨガ／11時40分～12時40分 ◆
火曜日（12月16日、1月6日）④ソフトエ
アロ／12時20分～ ◆水曜日（12月17
日、1月7日）⑤＊水曜ズンバ／9時～9
時45分⑥＊リフレッシュエアロ／10時
～ ◆金曜日（12月12日・19日・26日、1月
9日）⑦＊金曜ズンバ／10時35分～11時
20分 ◆土曜日（12月13日・20日、1月10
日）⑧エアロビクスボクシング／10時～
◇スポーツタイム
終了時間の記載のないものは90分間
◆第1・3火曜日（12月16日、1月6日）⑨
バスケットボールタイム／19時15分～
／50人 ／500円 ◆土曜日（12月13
日・20日、1月10日）⑩バスケットボール
クリニック／小学生対象／9時15分～
／50人 ／600円⑪フットサルタイム
／21時～／50人 ／600円
◇フットサル1DAYリーグ
楽しみながら行うリーグ戦です／12
月17日（水）21時～22時30分／18歳
以上で男女混成チーム、6チーム ／
1チーム6,000円  申込み▶事前に

 500-9321   910-1513
〒224-0001  中川一丁目1-1

中川地域ケアプラザ

申込み▶ 行事は12月15日（月）から
か

●介護予防講座　「元気に歩く！ため
のハマトレでロコモ予防」

1月22日（木）10時～11時30分／JA横浜
都筑中川支店（中川中央一丁目26-6）大
会議室／介護保険認定を受けていな
い、おおむね65歳以上20人   ▶
●知って安心講座
　「～終活パート3～葬儀とお墓」
自分らしく旅立つためにお話を聞い
てみませんか?／1月21日（水）13時30
分～15時／30人   ▶  
●行政書士無料相談会
1月21日（水）15時開始（個別30分程度、
要事前予約）  ▶

休館日◆日・月曜日・祝日
 912-5135   912-5160

〒224-0003  中川中央一丁目1-3あいたい5階
 http://www.popola.org/

都筑区子育て支援センターポポラ

申込み▶ 行事は前開館日までに
か
●子どもの食物アレルギーのおはなし
神奈川県立こども医療センター アレ
ルギー科医師のお話／1月29日（木）10
時30分～12時／未就学児と保護者15
組   ▶
●そうだポポラへいこう！
仲間づくりや子育て中のママやパパ
とのおしゃべり会／2月4日（水）10時
30分～11時30分／区内在住の妊娠中
の10人 ／体調に注意してご参加く
ださい。 ▶
●子育てサポートシステム入会説明会
地域の中で子どもを預け預かる有償
の活動です／12月24日（水）、1月10日
（土）10時30分～11時30分／入会希望
者各日10組   ▶
●じっくり相談
専門相談員による子育て相談／1月7
日（水）13時～16時、1月15日（木）・17
日（土）10時～16時／未就学児とその
家族   ▶
●子育てのいろいろおしゃべりしよう！
障がいのある子を育てている先輩マ
マと話そう！／12月20日（土）11時～
12時／未就学児とその家族   ▶
●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／12月20日（土）10
時～16時／未就学児とその家族／
●公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎！／12月25日（木）10
時30分～12時頃 ※雨天時中止／きき 
ょう公園（中川五丁目10）／

 944-4640   944-4642
〒224-0055  加賀原一丁目22-32
 kagahara@oregano.ocn.ne.jp

加賀原地域ケアプラザ

●すくすくプラザ
　「たまご座による人形劇」
親子で楽しみましょう／1月8日（木）
11時～12時／100円／

 943-5951   943-5961
〒224-0062 が谷16-3

が谷地域ケアプラザ

●65歳からの若返り体操　からだ年齢
マイナス10歳をめざそう！（全6回）

1月16日・30日、2月13日・27日、3月
13日・27日いずれも金曜日13時30分
～15時30分／65歳以上20人   
申込み▶12月16日（火）までに か

休館日◆月曜日（祝日の場合は翌日）
 912-7777   912-7781

〒224-0003  中川中央一丁目18-1
 http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

横浜市歴史博物館

●エントランスホールコンサート
ビオラとアイリッシュハープが奏で
る名曲の午後／12月14日（日）14時～
14時45分／座席定員50人 （立見可）
／
●ラストサタデープログラム
12月27日（土）／◆学芸員による常設
展示室の解説（今月は古代ブースの
解説）:①11時開始②14時開始 ※各回
40分程度。常設展のチケットが必要／ 
◆おもしろいぞ！紙芝居:①12時開始
②13時30分開始③15時開始／
●指定文化財に見る横浜の民俗（仮称）
12月21日（日）14時～15時30分／40
人 ／500円／
●講演会「ヤマタイ国時代の東日本」 
古墳が出現する頃の横浜の社会を、
集落・墓をキーワードに描き出しま
す／1月11日（日）13時30分～16時 ※
12月6日（土）～1月12日（月・祝）に関連
する展示「横浜の遺跡展」あり（無料）
／横浜市歴史博物館 講堂／150人
／500円（資料代） 申込み▶12月19日
（金）必着。講座名、 を明記し、（公
財）横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵文化
財センター（〒247-0024 栄区野七里二
丁目3-1）へ 。問合せは同センター
890-1155、 891-1551

休館日◆年末年始   941-8385
〒224-0062 が谷2-2

都筑プール

●第3期水泳教室  1月～3月
料金など詳細は か で。
申込み▶12月16日（火）必着で、希望ク
ラス、 と年齢、性別を明記の上、
か
●冬季短期水泳教室（全4日×2）
①12月17日（水）・18（木）・19（金）・20
（土）②12月24日（水）・25（木）・26（金）・
27（土）／料金など詳細は か で。 
申込み▶①12月16日（火）②12月23日
（火・祝）までに （先着順）

 592-5975   592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

●ちょっと息抜きしませんか？
介護者同士で集いながら息抜きしま
しょう。介護を終えた人も大歓迎。先
輩としていろいろ教えてください／
12月23日（火・祝）13時～14時30分／介
護者、介護を終えた人18人 ／300円
申込み▶12月11日（木）から か
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＊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＊



催  し
●つまずきやすい子の育ちを支える
障がいの有無にかかわらず互いを生
かし合える関係づくりのためのワーク
ショップです。家庭や地域でできる具体
的な支援方法を学びます。講師：丹野節
子／12月13日（土）9時45分～11時45分／
都筑区医師会館（牛久保西一丁目23-4）
／子の保護者、先生、支援者50人
申込み▶12月11日（木）必着で、
と託児の有無（1歳～未就学児）を明記
し か
問合せ▶都筑相談窓口 吉野 532-
9967 sewayaki@tsuzuki-soudan.com

募  集
●第20回記念 都筑コーラスの
　つどい 参加団体募集
日頃の練習の成果を発表しませんか
／平成27年6月28日（日）／都筑公会堂
／区内を中心に活動しているコーラ
スグループ／一人700円
申込み▶1月31日（土）までに か、
を明記し
問合せ▶都筑コーラス連絡会　中﨑
・ 592-3533

●第18回都筑区民きずな駅伝大会
1月25日（日）8時～8時30分受付 ※雨
天積雪中止／ ケ谷公園多目的広場／
区内在住・在勤・在学、主催者承認者／
15種目：小学3・4年男女、小学5・6年男
女、中学男女（区内、区外）、高校男女、一
般男女、壮年男女、男女混成／チーム
参加費：小学生1,600円、中学生2,000
円、高校生3,000円、一般・壮年・男女混
成5,000円 ※申込受付後の返金はしま
せん。
申込み▶12月26日（金）消印有効で、
都筑スポーツセンター、都筑区民活動
センター、事務局で配布する申込書に

を明記し、参加費を添えて現金
書留などで申込み。
問合せ▶都筑区陸上連盟事務局
泉山　 ・ 591-4610
●書道・防災ポスター作品
　第21回子ども展
◆展示　1月10日（土）～1月12日（月・祝）
／区総合庁舎1階区民ホール／
◆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
（中学生は行書も可）で一人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）で一
人1点／①②とも作品1点につき100円

申込み▶1月9日（金）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。
問合せ▶都筑区子ども会育成連絡協
議会　早川　 471-9923

 行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、往復はがきの場合は返信面
 電話（番号）  ファクス（番号）  はがき  往復はがき
 返信用はがき持参  窓口  Eメール（アドレス）  ホームページ
 当日直接  先着  抽選  要予約

申
込
方
法

健診・教室など健診・教室など
※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

●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。
●予約制で、特に記載のないものは、1か月前から受け付けています。
●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。

都
筑

予約・問合せ　神奈川県結核予防会　 251－2363
胃がん検診
有料
予約制
251－2363

1月28日（水）午前→12月24日（水）～1月15日（木）に予約
受付（予約受付時間：9時～12時） 
※検診当日の受付時間は予約時にお伝えします。　 
対象▶市内在住の40歳以上の人（1年度に1回）
定員▶40人　　料金▶1,570円

　区民の皆さん、「横浜交通ハマエコカード」で市営交通（地下鉄・バス）の定
期券を購入すると、「よこはま協働の森基金」へ自動的に寄付がなされるな
ど、自然にエコ活動に参加できる仕組みになっているのをご存じですか？
（お客様のご負担はありません。）
　横浜交通ハマエコカードは、横浜市交通局が三井住友カード㈱と提携
して発行しているクレジットカードです。
お勧めしたい5つの理由
1 定期券購入で翌年度の年会費が無料！さらにポイント3倍！
2 PASMO※オートチャージに対応！らくらくタッチ&チャージ
3 電子マネー iDを搭載！チャージいらずでお支払は一瞬
4 お得な割引サービス等が受けられる提携店が560店舗以上！
5 ハマエコカードオリジナル企画もいっぱい！

※PASMOは㈱パスモの登録商標です。PASMOオートチャー
　ジサービスは㈱パスモが提供するサービスです。
入会お申込、キャンペーンのご案内、提携店紹介など
ハマエコカードの最新情報は
        http://hama-eco.jp

問合せ 　横浜市交通局営業・観光企画課
326-3849（受付：平日8時30分～17時15分）　 322-3911

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
横浜交通ハマエコカードをご存じですか？

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 12月2日・16日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 12月4日・18日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 12月11日（木）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・更年期及び避妊・不妊など何でも相談。 
日程など詳細は、お問い合わせください。

両親教室 
（4回1コース）
予約不要

平成27年5月出産予定の人 
　→1月9日（金）・16日（金）・23日（金）・30日（金）
各回とも13時15分～13時30分受付／13時30分教室開始

乳幼児歯科相談・ 
妊産婦歯科相談 
予約制

1月20日（火） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

対象▶0歳児～就学前の子、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

予約・問合せ　障害支援担当　 948－2348　 948－2490

精神保健相談
予約制

12月15日（月）・26日（金）、1月7日（水）
※時間は問合せを。専門医による心の病、ひきこもりなどの相談。

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

12月12日（金）午前、1月9日（金）午前
嘱託医師による高齢者のもの忘れ、認知症、心の病などの相談。

都筑むつみ会 
「リハビリ教室」 
要事前連絡

原則毎週火曜日、13時～15時※12月23日（火・祝）・30日（火）は休み
脳血管疾患等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。詳しくは問合せを。

■料金の記載のないものは、無料です。内容は各問合せ先へ。
■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。

予約・問合せ　健康づくり係　 948－2350　 948－2354
肺がん検診
有料
予約制

1月28日（水）午前→12月25日（木）8時45分から予約受付
※検診当日の受付時間は予約時にお伝えします。また、同日
の胃がん検診も希望する人は、胃がん検診予約後に肺がん
検診の予約をお取りください。 
対象▶市内在住の40歳以上の人（1年度に1回）定員▶50人
料金▶胸部エックス線撮影（正面及び側面）のみ680円。
エックス線（正面及び側面）と、かくたん検査1,350円（この
ほか、かくたん検体郵送料140円がかかります）

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮・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。
エイズ検査
予約制

12月11日、1月8日いずれも（木）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

食と生活の健康
相談
予約制

1月13日（火）午前、1月23日（金）午後
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。また、乳幼児の食生活についての相談もお受けします。

禁煙相談
予約制

1月13日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

＊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＊
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ここまでが
都筑区版です
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