
次のような様子が複数見られたら
「虐待」の可能性を考えてみましょう。

●子どものけがに不自然な説明をする。
●気分の変動が激しく、すぐに体罰を加える。
●子育てが過度に厳しい。
●いつも怒鳴っている声が聞こえる。

問合せ  都筑区こども家庭支援課こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309

　少しでも「おかしい」
「心配だ」と感じたら、
ためらわないで下記の
相談窓口へご連絡くだ
さい。

最近、近所の家から毎日、激しく叱る声と
子どもの泣き声が聞こえます。ベランダに
出されていることも…。これって虐待？

でも違うかも？

虐待ではないと思うけど
連絡していいの？しつけかも？

それぞれの家庭の
考え方もあるし…。

連絡した後はどうなるの？

　虐待かどうかは保護者の意識の問題ではな
く、子どもがどのように感じ、傷ついているの
かで判断します。
　「虐待ではないかもしれない」と思うときで
も、皆さんからのご連絡が、子育てに悩みやス
トレスを抱えている保護者の支援につながり
ます。皆さんの声が、子どもと保護者を助ける
のです。

　お子さんの様子を確認し、保護者
からお話を伺います。中には不安を
抱えながらも相談できずに一人き
りで悩んでいる保護者もいますので、子育てや
生活の相談に乗りながら支援をしていきます。

誰が連絡したのか分かってしまったら、
気まずくなったり、恨まれたりしないかしら？

　どなたから連絡を受けたかは、絶対に
伝えません。匿名でも構いません。

児童虐待防止運動のシンボル
「オレンジリボン」

身近な

お子さんのことで

気になることは

ありませんか？

　子育ての不安やさまざまなストレスがきっかけとなって
虐待に至ってしまう…それは決して特別なことではあり
ません。あなたの身近なところでも起こっているかも…
子どもたちを見守るあたたかい地域を
つくっていきましょう。

特 集 1

子 ど も の 様 子

保 護 者 の 様 子

よこはま
こども虐待防止

マスコット
「キャッピー」

頑張っているからこそ、子育ての不安や
ストレスを抱えてしまうこともあります。
　「大きくなったね」「そういうときもあるよね」など周囲の
ちょっとした会話や笑顔、気遣いが保護者の気持ちを軽くしま
す。子育ては、一人ではできません。子どもを気遣い、子育てを
後押しする、そんな地域にしたいですね。

「おかしいな？」周りの人が気付くポイント

●いつも泣き声が聞こえる。
●原因のはっきりしないけがをしている。
●家に帰りたがらない。
●いつもおなかをすかせている。
●衣服や体が不潔である。
●表情が乏しく元気がない。

匿名で構いません。ご迷惑が掛からないように相談を進めます。もし、あなた自身が「虐待をしているかも…」そう思ったときにも、一人で悩まず、ぜひご連絡をください。秘密は守ります。

◆相談窓口・連絡先◆
都筑区子ども・家庭支援相談（平日8時45分～17時15分）　 948-2349　 948-2309北部児童相談所（平日8時45分～17時15分）　 948-2441　 948-2452よこはま子ども虐待ホットライン（24時間フリーダイヤル）0120-805-240
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お知らせ
緑のカーテン栽培結果報告・展示会

5月から区内市立小中学校23校と、市
立保育園5園にゴーヤ、ヘチマなどのつ
る性植物の苗を配布し、緑のカーテン
づくりに取り組みました。子どもたち
が頑張って育てた緑のカーテンの栽培
の様子や効果をパネルで紹介します。
日時11月27日（木）～12月1日（月）
会場区総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶企画調整係

948-2226　 948-2399

平成27年都筑区新年賀詞交換会

日時平成27年1月6日（火）17時開宴
(16時30分開場)
会場新横浜プリンスホテル（市営地
下鉄新横浜駅3番出口徒歩約2分）
対象区内在住・在勤・在学
会費5,000円
申込み▶11月28日(金)までに、庶務係

（区役所5階53番窓口）で配布する｢払
込取扱票｣に必要事項を記入し、会費を
ゆうちょ銀行または郵便局で払込み。
問合せ▶庶務係　

948-2211　 948-2208

焼却工場及び最終処分場・
民間環境施設の見学会

都筑区役所（1階中庭集合）～リサイク
ルポート山ノ内（神奈川区。見学後周
辺で昼食、実費負担）～南本牧廃棄物
最終処分場（中区）～資源循環局金沢
工場（金沢区）～都筑区役所。
※貸切バスで移動（無料）
日時11月27日（木）9時～17時
対象区内在住・在勤・在学30人
申込み▶11月20日（木）までに
問合せ▶資源循環局都筑事務所

941-7914（8時～16時45分）

国重要文化財「関家住宅」特別公開

関家住宅は、南関東に現存する最古級
の民家で、面積1万平方メートルもの
敷地内には約400年前に建てられた
主屋のほかに書院、表門、土蔵などが
あります。資料配布、説明付き。
日時11月29日(土)10時～16時
場所勝田町(市営地下鉄仲町台駅下車
徒歩20分)
対象中学生以上200人
申込み・問合せ▶11月20日（木）必着で、
参加者全員の と午前･午後の希
望を明記の上、横浜市教育委員会生
涯学習文化財課(〒231-0017中区港町
1-1　 671-3238　 224-5863)へ

おいしいピアノ　Concert 

ピアニスト：尾澤瑞樹氏　ショパンやリ
ストなどの名曲を、フルコースをいただ
くような構成でお届けします。
日時12月5日（金）19時開演
入場料当日券1,500円、前売り券1,000円
販売都筑公会堂事務所内及び

http://piano.peatix.com
問合せ▶都筑公会堂　

948-2400　 948-2402
http://都筑公会堂.jp/

都筑図書館から

問合せ▶都筑図書館　
948-2424　 948-2432

郷土パネル展「都筑の風景を見る」
茅ヶ崎八景をめぐって

茅ヶ崎八景とは、江戸末期に近江八景
になぞって選ばれた都筑にかつてあっ
た名勝です。
日時11月13日（木）～11月19日（水）

（19日は16時まで）
会場区総合庁舎1階区民ホール／
◆11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11月19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。
◆くまさんのおはなし会（12月）
2、3歳児と保護者が一緒に楽しむお
はなし会です。
日時12月11日（木）①10時～10時25分②
10時45分～11時10分※各回同一内容
会場都筑図書館対面朗読室
対象2、3歳児と保護者、各10組
※2歳未満の子どもは入室できません。
申込み▶11月27日（木）から か

講演・講座
見えないからこそ理解したい！
高次脳機能障害の理解と対応

講師：横浜市高次脳機能障害支援セン
ター支援コーディネーター　高木妙氏
日時12月8日（月）13時～15時
会場区役所6階大会議室
定員100人
申込み▶12月1日（月）までに か
問合せ▶高齢支援担当

948-2306　 948-2490

認知症ミニフォーラム

「認知症 今私にできること」講師：横浜
市総合保健医療センター　訪問看護
ステーションみんなのつばさ　看護師
篠崎めぐみ氏、

「ほっと介護のつづき」　市丸良成氏
日時11月15日（土）13時30分～15時
会場中川地域ケアプラザ　多目的ホール
定員30人
申込み▶中川地域ケアプラザか高齢
支援担当へ
問合せ▶中川地域ケアプラザ

500-9321　 910-1513
高齢支援担当　

948-2306　 948-2490

平日に参加できない妊婦と
パートナーのための両親教室

日時12月13日（土）10時10分～11時50
分（10時受付開始）
会場センター北あいたい5階コミュニ
ティルーム
対象区内在住で初めての出産を迎え
る、平日の両親教室に参加できない妊
婦とパートナー25組
申込み▶11月13日（木）～12月12日（金）に
問合せ▶こども家庭支援担当　

948-2318　 948-2309

育児講座「子どもの心を育てる
ために大切なこと」

講師：臨床心理士　河西恵子氏
日時12月22日（月）10時～11時30分

（9時45分受付開始）
会場区役所6階大会議室
対象未就学児の保護者70人
※託児あり（要事前申込）
申込み・問合せ▶12月3日（水）から茅
ケ崎南保育園（ 943-1285）へ

募集
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
申込み・問合せ先▶平成27年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
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都
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都筑図書館の休館日　11月25日（火）・29日（土） ● 12月15日（月）
都筑公会堂の休館日　11月17日（月）・29日（土） ● 12月15日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,430人 （平成26年10月1日現在・前月比13人減）
世帯数…79,732世帯（平成26年10月1日現在・前月比24世帯減）
交通事故発生件数…478件　
　死者1人／負傷者588人（平成26年1月1日～8月31日）
火災発生件数…37件（平成26年1月1日～9月30日）

　都筑区では、災害時の医療救護活動
に参加していただける看護職を募集
し、登録しています。災害時、あなたの
力を貸してください！

問合せ 事業企画係 948-2344 948-2354

（横浜市災害支援ナース）募集

都筑区　Yナース 検索

　電気設備点検のため、11月29日（土）は、都筑図書館、都筑公会堂、都筑
区民活動センターなどを全て休館します。終日、庁舎への立ち入り及び地
下駐車場の利用はできません。

　住宅火災から大切な命や財産を守るため、全ての住宅に「住宅用火災警
報器」を設置することが消防法などにより義務付けられています。設置が
お済みでないご家庭は、ご自身とご家族の命を守るため、速やかに設置し
ていただきますようお願いします。

　都筑区内では、放火または放火と思われる火災が多く発生しています
（平成26年1月1日～9月30日で14件）。放火されない・させない環境づく
りへの取組をお願いします。

都筑区総合庁舎臨時休館のお知らせ

問合せ  都筑消防署予防課 ・ 945-0119

都筑消防署からのお知らせ

「もういいかい  火を消すまでは  まあだだよ」

期　間 　11月9日（日）～11月15日（土）

住宅用火災警報器の設置はお済みでしょうか？　

放火されない・させない環境をつくりましょう！

●�横浜市では、平成25年中に28人が住宅火災によりお亡くなりにな
りました。
●火災で亡くなった人の8割以上は、65歳以上でした。

●家の周りには、燃えやすい物を置かない。
●外灯は、夜間に常時つける。
●物置などは、必ず施錠する。
●ごみは、決められた日の朝に、決められた集積場所へ出す。

都筑消防署 検索

予算調整係  948-2213  　都筑図書館  　　　　　 948-2424
都筑公会堂  948-2400  　都筑区民活動センター  948-2237

問合せ

の

11月29日 土

○区内で、電話による詐欺（架空請求）が多発しています！
　突然、電話でお金の話をされたら、それは詐欺です。すぐに
電話を切って、警察に通報してください。

○区内で、自転車を盗まれる被害が多発しています！
　自宅前に止める場合も油断せず、必ずダブルロックをしましょう。

不審な電話（架空請求）に
ご注意ください！

都筑警察署
からのお知らせ

問合せ 都筑警察署　 949-0110

全国火災予防運動が実施されます

平成26年度全国統一防火標語

都筑区版6 平成26（2014）年 11 月号



　横浜市は、未来に向けて力強く成長していくため、大都市にふさわしい権限と財源を備えた、新たな大都市制度「特別自治市」の実現に向けた取組を進めています。
魅力と活力あふれる横浜の未来を一緒に考えてみませんか？

※開場から開演までの間、横浜市立中川中学校吹奏楽部による演奏を行います。

「魅力と活力あふれる
  都市の実現に向けて
  ～未来の横浜のために～」
  林
はやし

　文
ふ み

子
こ

（横浜市長）

【登壇者】

別
べっしょ

所�哲
てつ

也
や

 氏 (俳優)

渡
わたなべ

辺�巧
かつのり

教 (横浜市副市長)

中
なかむら

村�香
か お り

織 (都筑区長)　

　都筑区には東京横浜独逸（ドイツ）学園やドイツ企業6社が立地し、在住ド
イツ人数が市内18区中最多であるなど、ドイツと深いゆかりがあります。
ご家族・お友達をお誘い合わせの上、ドイツの伝統文化、クリスマスマー
ケットの雰囲気をぜひ楽しみにお越しください。
日　時 　12月6日（土）～12月23日（火・祝）
会　場 　センター北駅前　芝生広場周辺／

　他者の人権を認めるためには、まず自分で自分を肯
定し、心にゆとりを持つことが大切です。精神科医の
香山リカ氏を講師に迎え、人権啓発講演会を開催しま
す。「自己肯定感」を持つためのコツについて学びなが
ら、人権について考えてみませんか？

日　時 　12月13日（土）14時～15時30分
　　　　　（13時30分受付開始）
会　場 　ハウスクエア横浜（中川一丁目4-1）ハウスクエアホール
定　員 　300人
申込み 　11月28日（金）必着で、 と希望人数を明記し、 または 。

※ 12月3日（水）以降に区役所から聴講可否をお知らせします。
※抽選の際は、都筑区民を優先します。
※一時託児あり 。希望者は、子の氏名・年齢を記載。
※手話通訳希望者は、「手話通訳希望」と記載。
※ 車椅子利用者は、「車椅子スペース利用希望」と記載。

　生涯元気に活動できる体づくりのための講演会です。
※ロコモティブシンドローム（ロコモ）とは、加齢や生活習慣などで運動器の機能
　が低下し、要介護状態になることです。

講　師 　徳永整形外科　院長 徳永 祥一郎 氏
　　　　　健康づくり総合研究所 代表 高垣 勝勅 氏
日　時 　 12月4日（木）13時30分～15時30分
会　場 　都筑公会堂
定　員 　300人 ／

　ごみの不法投棄の現状と回収の様子を見学後、大根やカブなどの
冬野菜の収穫体験を行います。

日　時 　11月29日（土）9時～12時　※荒天中止

会　場 　 池辺農業専用地区

　　　　　 市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅前に
　　　　　8時45分に集合
　　　　　 ※駐車場はありません。公共交通機関をご利

　用ください。

対　象 　 区内在住・在勤・在学の小学生以上  　
100人 　

　　　　　 ※当日は、汚れてもいい服装で、自己管理の
　下、ご参加ください。

申込み 　 11月14日（金）までに、家族ごとに
と参加人数を明記の上、 または 。

　　　　　 ※個人情報については、本事業以外には使用し
　ません。

　都筑区役所では、裁判所の民事調停委員から調停制度の手続きや、利用
方法についてアドバイスを受けられる「特別相談」を実施しています。
　「民事調停相談」では、例えばこんなご相談ができます。

相談時間 　毎月第1水曜日13時～16時（一人30分間）
申込み 　 か で随時受付（平日9時から17時まで）。

※家事調停のご相談（離婚、相続など）は対象外です。

「大都市制度フォーラムin都筑」を開催

～自分を認め、ひとを認める～

問合せ  地域振興課　都筑・ドイツ交流イベント担当  
 948-2234  948-2239

問合せ  資源化推進担当  948-2241  948-2239
tz-shigen@city.yokohama.jp

問合せ・申込み先  都筑区総務課庶務係 948-2212  948-2208
〒224-0032  茅ケ崎中央32-1 tz-somuboshu@city.yokohama.jp

問合せ・申込み先  広報相談係（区役所1階総合案内窓口）
 948-2221～3  948-2228

日時 会場 定員 無料12月7日（日）
13時30分～16時（13時開場） 都筑公会堂  600人

（要事前申込） 11月11日（火）～12月1日（月）ま
でに、代表者氏名・参加人数・電
話番号・ファックス番号を明記の
上、 か か で下記へお申し
込みください。(先着順)基調講演 座談会第1部 第2部

「横浜市が目指す大都市制度
『特別自治市』とは？」

別所哲也氏プロフィール
映画・ＴＶ・舞台・ラジオなどで幅広
く活躍中。99年から、日本発の
国際短篇映画祭「ショートショー
ト フィルムフェスティバル」を
主宰。横浜市専門委員。第63回

（2014年度）横浜文化賞受賞。

問合せ・申込み先

政策局大都市制度推進課
〒231-0017 中区港町1-1

671-2952 663-6561
ss-1207forum@city.

yokohama.jp

問合せ  高齢支援担当  948-2306  948-2490

平成26年度 都筑区人権啓発講演会

やめさせ隊
不 法 投 棄 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

GoGo
健康！ロコモ予防大作戦

「民事調停」は当事者同士で話し合い、
合意を得るための制度です。

区役所で受けられる
無料特別相談

その1

◆毎月第1水曜日�◆市民対象/回数制限なし

民事調停相談

近隣トラブル（騒音、ごみ、嫌がらせ、ペットなど）、けがの損害賠償、
家賃・地代の争い、貸金・借金問題、交際相手への慰謝料請求　など

都筑区役所　特別相談 検索▶法律相談や司法書士の相談もあります

香山 リカ 氏

今年もセンター北がドイツ　　一色に！

in都筑  開催決定 入 場 無 料

写真は昨年度のイベントの様子

都筑　ドイツクリスマスマーケット 検索詳細は、
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に
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う

結核はどのような
病気ですか？

「横浜市肺がん検診」で
胸部レントゲン検査が
受けられます

結核になったらすぐ他の人
にも感染するのですか？

発病したら、入院しなければ
いけませんか？

感染すると、全員が発病しますか？

どのように感染
するのでしょうか？

　結核菌が体の中に入り、菌が増えることで起きる

病気です。発病後の初期症状は風邪に似ています。

咳（せき）、痰（たん）、微熱などが2週間以上長く続くのが特

徴です。

　多くの場合は薬で治りますが、半年以上の服薬が必要です。

　結核は胸部レントゲン検

査を受けることで、早期発

見ができます。

　どんなに予防をしていても、病気

になってしまうことはあります。

　咳、痰、微熱が2週間以上続いたら

受診し、胸部レントゲン検査を

受けましょう。

　40歳以上の人は、「横浜市肺がん検診」の対象で

す。通常6,000円程度掛かる胸部レントゲン検査が

680円で受けられます。

　詳しくは をご覧いただくか、健康づくり係に

お問い合わせください。

　発病して病気が進行すると、結核菌が

咳やくしゃみによって空気中に出てき

ます（排菌）。

　空気中に出された結核菌を吸い込み、菌が体

内に残ると感染します。

　発病とは、感染した後、結核菌が増

殖して肺などの組織を壊した状態を

いいます。

　感染しても体の免疫力が働いて結核菌の

増殖を抑えるため、約90％は発病しないと

されています。ただし、免疫力の弱った高齢

者や糖尿病患者、人工透析や抗がん剤治療

中の人などは注意が必要です。

　また、赤ちゃんは発病すると重症化しや

すいため、BCG接種を受けて予防するこ

とが大切です。

　排菌していなければ、周囲の人に感染するこ

とはありません。

　排菌していなければ入院する必要はありませ

ん。普段の生活を続けながら通院で治療できます。

※排菌とは、発病後、病気が進行して、結核菌が咳やくしゃみによって空気中に出てくることをいいます。

どうすれば早期発見
できますか？

日頃から「おかしいな」と思ったら、すぐに診察を受けましょう。
体調が悪いのに無理をしていませんか？

3

2

1

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

結核と聞くと、一昔前に流行していた病気のイメージがありますが、

最近でも、若い頃感染した人が高齢になって免疫力が弱まり発病するケースや、

20歳代から40歳代の働きざかりで発病するケースもあります。

結核を知ることが予防への第一歩。早期発見はご自身の重症化を防ぐためだけではなく、

大切な家族や職場などへの感染の拡大を防ぐためにも重要です。

すぐには発病しない
発病までのしくみ

約9割 約8割

約2割
約1割

発病しない

感染後5年以上経って
免疫力が落ちたときに
発病

すぐに発病する

（出典：公益財団法人結核予防会）

感染

感染しない

結核菌を
吸い込む

免疫力
低下

免疫力が
菌を退治

特 集 2 「結核は昔の病気」と思っていませんか？
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平成24年
横浜市の
結核患者数

睡眠時間が不足すると
体のバランスが崩れ
免疫力が低下します。

十分な睡眠をとりましょう。

横浜市では毎年約600人が発病しています。

●軽い咳が出たり治まったりしていたけど、咳で辛いほどではなかった。
今思うと、咳が2か月くらい続いていた。

●夏でもないのに寝汗がひどかった。全身がとにかくだるかった。

●会社の健康診断で精密検査を勧められたけど、仕事が忙しくて後回しに
していた。やっと診察を受けたときには病気が進んでしまっていた。

こんなことありませんか？
免疫力が下がりやすくなります。

　冬は感染症が流行する季節。あなたの身近に
ある感染症を知って予防しよう！
日時  11月27日（木）～12月１日（月）
会場  区総合庁舎１階区民ホール／

感染症パネル展 特別企画 「シニア結核予防検診」を行います！
　若い頃結核に感染した人が、高齢になって体力や免疫力が落ち、発病するケースが多
くなっています。結核の早期発見に「シニア結核予防検診」をご利用ください！
日時  12月1日（月）午後（受付時間は予約時にお伝えします。）
会場  区役所1階健診室
対象 １年以上胸部レントゲン検査を受診していない65歳以上の市民（肺を治療中の人を除く）

申込み  11月11日（火）8時45分から健康づくり係（ 948-2350）へ

都筑区 肺がん検診 検索

A1

A3

A4 A5

A2
A6

Q1
Q6

Q3

Q4 Q5

Q2

禁煙しましょう。

「喫煙者は感染・
発病しやすい」という
研究結果が出ています。

バランスの良い
食事を取りましょう。

よくある初期症状

胸部レントゲン検査が無料で受けられる！（要予約）

免疫力の低下を防いで、結核菌に負けない体づくりを心掛けましょう。

適度な運動を
しましょう。
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休館日◆11/25（火） 〒224-0062 が谷2-1
 941-8380   942-3979

都筑センター

申込み▶ 行事は11月11日（火）から
か
●けしゴム版画で年賀状を作ろう！
12月4日（木）10時～13時／市内在住・
在勤20人 ／700円  ▶
●わんばくホリデー
　親子そば打ち講座
そばの打ち方を教わり、打ったそばを
いただきます／12月7日（日）10時～13
時／市内在住・在学の小学生と保護者
20組 ／一組1,000円  ▶
●日々の暮らしに役立つ講座
　「暮らしに役立つひもの結び方」
12月20日（土）13時30分～15時30分
／市内在住・在勤のおおむね50歳以
上20人   ▶

休館日◆11/10（月）、12/8（月）
 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11月12日（水）から
●プロから学ぶバスケットクリニック
横浜ビー・コルセアーズのクリニック
コーチによるバスケット教室／12月13
日（土）9時30分～11時／小学3～6年生
20人 ／500円  ▶
●和布（わふ）で作る鶴と亀（全3回）
着物の端切れで縁起物の鶴と亀を作
り、お正月を祝う飾りにします／11月
27日、12月4日・11日いずれも木曜日 
9時30分～12時／20人 ／3,500円（全
回分、材料費含む）  ▶
●クリスマスのパン作り
11月24日（月・振休）9時30分～12時30分
／16人 ／1,500円（材料費含む）  ▶
●クリスマスのリース作り
常緑樹を使ったフレッシュリース作り
／12月1日（月）9時30分～11時30分／
16人 ／3,000円（材料費含む）  ▶
●手軽でスタイルッシュな
　クリスマスパーティ料理
12月4日（木）10時～12時30分／16人

／2,500円（材料費含む）  ▶
●作ってみよう簡単おせち！
おせち料理を通して歳時記を学び、
実際におせち料理を作ります／12月
11日（木）10時～12時45分／16人 ／
1,500円（材料費含む）  ▶

休館日◆11/10（月）、12/8（月）
 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11月11日（火）から
●クリスマス簡単おもてなし料理
12月19日（金）10時～13時／20人 ／
1,500円  ▶
●親子そば打ち講座Ⅱ
12月20日（土）10時～13時／小学生と
保護者4組 ／1,500円  ▶
●折り紙を楽しもう～お正月飾り
12月22日（月）10時～12時／20人 ／
600円  ▶
●ロビーコンサート
トーンチャイム／12月13日（土）13時
30分開始／
●ノルディックウォーキング講座（全3回）
平成27年1月10日・17日・31日いずれも
土曜日10時～12時／20人 ／1,500円

（全回分）  ▶
●親子体操3期（全9回）
平成27年1月23日～3月20日の毎週金
曜日／ Aクラス：9時30分～10時30分、
Bクラス：10時40分～11時40分／1歳8
か月～未就園児の子と保護者、各クラ
ス40組 ／各クラス3,800円（全回分）
申込み▶12月12日（金）必着で、
と希望クラス、年齢を明記し

●パワーヨガ3期（全9回）
平成27年1月20日～3月17日の毎週火曜
日／Aクラス：9時15分～10時15分、Bク
ラス：10時30分～11時30分／各クラス
60人 ／各クラス3,000円（全回分）
申込み▶12月9日（火）必着で、 と
希望クラス、年齢を明記し
●おもちゃの病院
おもちゃの対面修理／平成27年1月10
日（土）10時～15時／18点 　
申込み▶平成27年1月5日（月）までに
か

休館日◆11/10（月）、12/8（月）
 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
●親子で作って送ろう年賀状！
12月7日（日）9時30分～11時30分／年
長～小学生の子と保護者20組  ※小
学生のみの参加も可／一組700円 ※
小学生のみの場合は400円  ▶
●ジャグラーがやってくる！
東京工業大学の学生サークル「ジャグ
てっく」によるジャグリング・ショー／
12月13日（土）10時15分～11時／100人

 ※未就学児は要保護者同伴／100
円（お汁粉付き）／上履き持参。 
申込み▶11月14日（金）から か
●ミニ門松でお正月
竹でミニ門松を作ります／12月23日

（火・祝）9時30分～12時30分／16人  
※子ども同伴不可／2,000円／花ばさ
み、エプロン、持ち帰り袋持参。 ▶
●親子クリスマス・クッキング
12月21日（日）9時30分～13時／小学生
と保護者8組 ／一組1,200円 ※きょう
だい参加の場合は1,800円／エプロン、
三角巾、ふきん、筆記用具持参。 ▶
●子ども手芸教室
毛糸のポンポンで来年の干支（えと）
である未（ひつじ）のマスコットを作り
ます／12月23日（火・祝）13時30分～15
時／小学生20人 ／200円／はさみ、
持ち帰り袋持参。 
申込み▶11月24日（月・振休）から か
●ロビーコンサート
中国の楽器“二胡”／11月30日（日）13時
30分～14時30分／

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▶ 行事は開催日7日前必着で、
と申込者全員の氏名・年齢を明

記し か か
●落ち葉かきと焼き芋
12月13日（土）13時～16時 ※小雨決行、
荒天中止／30人 ／300円　▶
●里山の素材でリース作り
里山の植物を使ってクリスマスに飾る
リースを作ろう／12月7日（日）10時～12
時 ※小雨決行、荒天中止／20人 ／
500円　▶

土・日曜日・祝日のみ開園
・  945-0816

〒224-0037  茅ケ崎南一丁目4
 seitaien@ybb.ne.jp

茅ケ崎公園自然生態園

●里山を保全しよう
雑木林の低木を切り、生物豊かな里山
を保全します。作業後、軽食付き（すい
とん）／11月15日（土）10時～12時 
※雨天時11月23日（日・祝）順延／持ち
物、服装は問合せを。
申込み▶当日までに か、 を明
記し か

休館日◆11/10（月）、12/8（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

●餅つき交流会
つきたてのお餅を販売（200パック） 
※なくなり次第終了／12月7日（日）10
時30分～12時／1パック300円／
●チョット昔のお正月遊び
百人一首、かるた、すごろく（昼食付き）
／平成27年1月11日（日）10時30分～14
時／小学生15人 ／1,000円
申込み▶11月20日（木）10時30分から

。11月21日（金）以降は も可。
●楽しく着物を着ましょう
11月19日（水）13時～15時／女性15人
／1,500円／持ち物は問合せを。
申込み▶前日までに か
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力：かたらんらん／
11月17日（月）11時～11時30分／
●土曜しの笛コンサート
毎週土曜日11時30分～12時／
●体験！南京玉すだれ
初心者歓迎／11月8日（土）、12月14日

（日）14時～16時／

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

●古民家市
新鮮野菜販売／11月15日（土）、12月6
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、季節の風景を楽しみ
ながら、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／11月21
日（金）、12月5日（金）10時～11時30分 
※雨天中止／自分で2キロメートル程
度歩ける人、各日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・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

●X'mas ソングをご一緒に!
　～女性コーラス～
美しいハーモニーを聴いて歌って楽し
いひとときを／12月13日（土）13時30
分～14時30分／18歳以上15人程度
申込み▶事前に か

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

●おはなし会
おはなし玉手箱さんによる絵本の読
み聞かせ、パネルシアター、手遊びなど
／11月15日（土）11時～11時30分／
●パソコン無料相談会
家族やペットの写真を入れた年賀状
作成のお手伝いなど／11月22日（土）
10時～11時30分／4人
申込み▶前日までに か

 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「保育士さんと遊ぼう」
親子でリズム遊びなどを楽しみましょ
う／11月13日（木）10時～12時／未就園
児と保護者／
●ハマトレ講座
　「ロコモ予防とハマトレ紹介」
12月3日（水）13時30分～15時／横浜
市多機能型拠点つづきの家（佐江戸町
509-6）／65歳以上20人
申込み▶11月11日（火）から 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
●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◆11/17（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

●バルーンアートに挑戦！
犬やハートや剣など、少し練習すれば
できるバルーンアートを作って楽しく
遊びます／11月24日（月・振休）10時30
分～11時30分／小学生以下の子ども
50人  ※未就学児は要保護者同伴。小
学生保護者歓迎／100円／
●親子の広場 「かもっこくらぶ」
11月27日（木）10時30分～11時30分：音
楽と絵本を楽しむ会／12月2日（火）10
時30分～11時：たき火でキャンドル作
り／未就学児と保護者、各日15組 ／
一組200円
申込み▶事前に か
●2014年クリスマス会
サンタクロースと一緒に楽しいクリ
スマス！マジックショー・パントマイ
ム・ゲームなど／12月7日（日）／午前
の回（幼児親子向き）：11時～12時30
分（10時30分開場）、午後の回（小中学
生向き）：13時30分～15時（13時開場）
／各回100人  ※未就学児は要保護
者同伴／各回子ども一人につき100
円／

休館日◆火・金曜日   ・  934-8666
〒224-0057  川和町1463

川和小学校コミュニティハウス

●コミュニティハウス文化祭
利用団体の作品展示、パフォーマン
ス披露、古本市、ミニバザーなど／11
月22日（土）・23日（日・祝）10時～15時
／
●ちょっと早めのクリスマス
着ぐるみキャラ丸くんと体操、アニメ
上映、ジャグリングなど／12月6日（土）
13時30分～14時30分／
●地域入門体験
本格的茶室で和の作法を楽しむ。茶道
体験、講義とお点前（てまえ）／11月26
日（水）10時～12時／10人 ／800円  
申込み▶11月22日（土）までに、 か
か を明記し

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

東山田地域ケアプラザ

申込み▶ 行事は11月11日（火）から
か
●太極拳～体を使って介護予防
太極拳を通して介護予防のお話をしま
す／12月1日（月）10時～11時30分／コ
ンフォール東山田1号棟集会場（東山
田四丁目5）／65歳以上15人 ／動き
やすい服装でお越しください。 ▶
●ちょっと息抜きしませんか？
介護者同士が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／
11月25日（火）13時～14時30分／介
護者、介護を終えた人15人 ／100円  
▶

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

中川地域ケアプラザ

●知って安心講座「～終活パート2～
　有料老人ホーム見学」
ケアプラザで有料老人ホームの選び方
の講演後、2か所の老人ホームを見学。 
※移動の交通費は実費負担／12月15日

（月）13時～16時／20人
申込み▶11月11日（火）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

●南さんの話を聞こう！
　～当事者の思いを知る～
ダウン症当事者の南さんをお招きして
思いを語っていただきます。助言者と
して長谷川知子医師にも加わっていた
だきます／12月12日（金）10時30分～
12時30分／中川地域ケアプラザ／障
害のある人の保護者50人
申込み▶12月5日（金）までに、
を明記し
●くさぶえクリスマス会
クリスマス工作・ゲームなど、親子でク
リスマスを楽しもう！／12月7日（日）
10時30分～12時／障害のある4歳～
中学生の子とその家族10組程度 ／
300円（お土産代）
申込み▶11月30日（日）までに
●園芸講習
おもてなし用のアレンジを作ります／
12月17日（水）13時30分～15時30分／
8人 ／1,800円（材料費）／園芸ばさ
み、ピンセット、エプロン、持ち帰り袋
を持参。
申込み▶12月10日（水）までに か、

を明記し
●おはなし会
秋から冬にかけてのおはなしや手遊
び／11月27日（木）11時30分～11時50
分／未就学児と保護者／

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
●つづきパパスクール
　「チルコロパパクラブ」（全3回）
同じ地域の同世代の子を持つパパ同
士、つながりを持てたら楽しいよ、きっ
と！／12月6日（土）「父親育児の極意・
パパ友とのつながりときっかけづく
り」、平成27年1月10日（土）「パパなら
ではの絵本の読み聞かせ」、平成27年
2月7日（土）「家庭deダンス ベビーサ
ルサ！とパパ＆ママの座談会」、いずれ
も10時30分～12時／モザイクモール
港北4階 モザイクキッズスタジオ／区
内在住の0～2歳の子と父親、これから
パパになる人も歓迎！20組 ／詳細
は問合せを。  ▶
●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！／11月15日（土）11時～12
時／未就学児とその家族   ▶

●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／11月26日（水）、12月13
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／12月5
日（金）13時～16時、12月6日（土）10時
～16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／11月15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！／11月27日（木）10
時30分～12時頃 ※雨天時は12月4日

（木）に延期／ききょう公園（中川五丁
目10）／

休館日◆11/25（火）
 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

申込み▶いずれの教室も抽選。11月
15日（土）必着で、 と教室名、年
齢を明記し か か 。
●冬の定期スポーツ教室
　（平成27年1月～3月）
時間、対象・定員、料金などの詳細は
か で問合せを。＊印は託児有り（事
前申込制、有料）。
◆火曜日（平成27年1月6日～） バドミ
ントン中級（全10回）／＊シェイプアップ

（全12回）／ベリーダンス初級（全12回）／
ベリーダンス入門（全12回）／らくらくト
レーニング＆ストレッチ（全10回） ◆水曜
日（平成27年1月7日～） ＊ビューティー
アップ（全10回）／＊ビューティーコンディ
ショニング（全10回）／いきいき健康体
操（全10回） ◆木曜日（平成27年1月8日
～） 卓球モーニング（全10回）／木曜ピ
ラティス（全12回）／ヨガ（全12回）／パワ 
ーヨガ（全12回）／骨盤底筋エクササイ
ズ（全10回）／骨盤エクササイズ（全10回）
／太極拳（全10回）／社交ダンス（全12回） 
◆金曜日（平成27年1月9日～）  ＊バド
ミントンモーニング（全10回）／＊金曜ピ
ラティス（全12回）／美姿勢～ストレッチ
ポール～（全12回）／腰痛予防トレーニ
ング＆ストレッチ（全12回）／フラダンス

（全10回）／カラダ☆メンテナンス（全12
回）／バドミントンナイト（全10回）
●冬の定期スポーツ教室  子ども系
　（平成27年1月～3月）
時間、対象・定員、料金などの詳細は
か で問合せを。
◆火曜日（平成27年1月6日～）  ベビー
マッサージ＆ママのエクササイズ（全
12回）／はじめての親子体操（全12回）
／ジュニア体操（全10回）／苦手チャレ
ンジ（全10回）◆水曜日（平成27年1月
7日～） わくわく親子体操（全10回）／
幼児体操1（全10回）／幼児体操2（全10
回） ◆木曜日（平成27年1月8日～）  ベ
ビー体操はいはい（全10回）／ベビー
体操よちよち（全10回） ◆金曜日（平
成27年1月9日～）  うきうき親子体操

（全10回）／横浜FCサッカースクール
（S／M／Lクラス、各全10回）／こども

バレエ♪（アリス／マーメイド／シン
デレラ、各全12回） ◆土曜日（平成27
年1月10日～）  Jr.ヒップホップ（全10回）
／親子de英語リトミック（全10回）
●横浜F・マリノスふれあいサッカー
12月17日（水）・18日（木）・19日（金）17時
10分～18時40分／小学1～3年生、各日
45人 ／各日1,000円
その他スポーツイベントやスポーツ講座、
ワンデープログラムもあります。
詳細は か でお問い合わせください。

休館日◆11/24（月・振休）
〒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

申込み▶ 行事は11月11日（火）から
か
●転妻（てんつま）キャリアカフェin 横浜
転勤族の妻の悩みを話しませんか？／
12月5日(金)10時～12時／転勤族の妻
32人 ／1,000円／託児有り（有料、要
問合せ）  ▶
●働く女性のための
　アサーティブ体験講座
12月13日(土)10時～17時／女性30人
／3,800円（参加費一部免除制度有り）
／託児あり（有料、要問合せ）  ▶

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●ショーケースギャラリー
　太田遼（はるか）展「親密なガラクタ」
日常的な風景の中に巧妙にフェイクの
空間を挿入し、私たちと身の周りの世
界との関係性を問い直すアーティス
ト、太田遼の新作をご紹介します／11
月23日（日・祝）まで9時～21時／

●Gallery in Lobby
　撮ってすぐ見る！インスタントカメラ
カメラ内部で現像して写真ができあ
がる、19～20世紀のインスタントカメ
ラ約10点をご紹介します／11月12日

（水）～11月30日（日）9時～21時／
●あざみ野カレッジ 「クリーニング店

に出現したアート～都市でのアー
ティスト活動とその視線の先～」

2013年の都市型アートプロジェクト
に参加した2人のアーティストを招き、
携わったイベントの内幕と、街中での
作品展開についてお話を伺います。講
師：柴田祐輔氏、福井拓洋（たくひろ）氏
／12月20日（土）15時～17時／高校生
以上40人 ／500円 ※初回参加者は
カレッジ学生証発行手数料500円が別
途必要。
申込み▶12月8日（月）必着で、 と
講座名、年齢を明記し か 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

●ラストサタデープログラム
11月29日（土）／◆学芸員による常設
展示室の解説（今月は原始Ⅱ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中世（仮称）
12月7日（日）14時～15時30分／40人

／500円／
●「ミニおにぎり展」実施中！

「お米」を中心に「計る」、「持つ」、「挽（ひ）
く」といった体験ができます／11月27
日（木）まで／

主　催 　つづきMYプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）、都筑区役所
協　力 　 在京ボツワナ大使館、在ボツワナ日本大使館、JICA、 　　　

都筑図書館
協　賛 　日本通運株式会社東京航空支店

　アフリカ南部に位置するボツ
ワナ共和国の首都ハボロネにあ
るベン・テマ小学校と都筑区の茅
ケ崎小学校の児童が絵画でそれ
ぞれの文化を紹介します。子ども
たちが描いた日常の生活をご鑑
賞ください。ボツワナの小学校の
様子などの写真も展示します。

日時 会場 イベント
11月23日（日・祝）～
11月30日（日）
平日10時～21時、
土日祝10時～18時

つづきMYプラザ（センター
北ノースポート・モール5階）
／

ボツワナ体験セミナー
クラフトコーナーなど

12月7日（日）・8日（月）
8時45分～17時 区総合庁舎1階区民ホール／ 多言語おはなし会など

問合せ  つづきMYプラザ  914-7171  914-7172

▲ボツワナ
共和国ベン 
・テマ小学
校の子ども
たち

▼日本から
送った児童
画展の様子

交流児童画展 開催

ボツワナ共和国×都筑区（アフリカ）
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催  し
●昭和大学公開講座
　「暮らしと健康」

脳卒中のケアとリハビリについて／
11月29日（土）13時～16時（12時30分
受付開始）／昭和大学横浜市北部病院

（茅ケ崎中央35-1）西棟4階／50人
申込み▶11月21日（金）までに か 。
医療従事者はお申し出ください。
問合せ▶昭和大学保健医療学部
本阿弥　 985-6505　 985-6557
●第2回ネット横浜赤いくつ
　夢追いかけて絵手紙展

12月2日（火）～12月7日（日）10時～16
時（7日は15時まで）／都筑センター2階
／
問合せ▶古庄　 941-7662
●シャフルボード体験会

カーリングに似た陸上のスポーツで
す。軽度な運動を行いたい人はぜひご
参加を／11月19日（水）・21日（金）・26
日（水）10時集合※一日のみの参加も
可。雨天中止／ が谷公園内シャフル
ボードコート／運動ができる靴着用
／
問合せ▶都筑の森シャフルボードク
ラブ　 fushimi408@ybb.ne.jp

●第10回　都筑想続塾
　「想いを伝える遺言書」

元気なうちからできる相続対策、円満
相続に向けて一緒に勉強しましょう
11月28日（金）9時40分～11時40分／
都筑公会堂　第2会議室／30人 ／
1,000円
申込み▶事前に か を明記し

か 。
問合せ▶山下　 ・ 511-7399

info@keika.jpn.org
●健康講演会
　「健康寿命を延ばすための食事」

講師：神奈川県立保健福祉大学  学長 
中村丁次氏、ヘルスメイトの活動紹介
も／12月2日（火）13時30分～15時30分
／都筑区役所　6階大会議室／150人
／
問合せ▶ヘルスメイト  鈴木

・ 592-7938
●刑務所作業製品展示即売会

刑事施設の日常などのパネル展示、
放映も／11月17日（月）～11月19日

（水）10時～16時（19日は15時まで）
／区総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶（公財）矯正協会刑務作業協
力事業部　横浜地方事務所

840-1169　 841-4971

●横浜市障害者後見的支援制度
　説明会～入門編

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
の思いを支援するための制度です。
地域での暮らしや将来について考え
ましょう／11月27日（木）17時30分
開始／かけはし都筑（荏田東四丁目
10-3）1階多目的研修室／
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　 482-4872
●母親たちの勉強会
　～家事家計講習会～

家計のこと、子どものことなど、一緒に
考えましょう／11月11日（火）10時～
11時40分／都筑公会堂　2階会議室／
50人 ／資料代450円
※託児は1歳以上、一人250円（軽食付
き）。
申込み▶前日までに か と託
児の有無を明記し
問合せ▶東京第四友の会あざみ野方面
永井　 ・ 941-7450
●ガイドと共につづきを歩こう№ 20
　「都筑に残る旧大山道を辿る」

12月7日（日）9時開始（8時30分受付
開始）／中川駅～地神塔～川崎市境
～旧大山道～皆川園～霊泉の滝・老
馬鍛冶山不動尊～旧早渕川ロード～

荏田宿方面～水神様～柿の木坂～中
川駅の約7キロメートル（階段、坂道
あり）を歩ける人100人 ／300円
申込み▶参加者全員分の と年
齢を明記し、 か か 。11月30日

（日）必着。
問合せ▶都筑をガイドする会　大橋
〒224-0029　南山田二丁目24-6-717

090-9088-0286
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp
http://tzkgd.com/

●第20回都筑区民
　硬式テニスシングルス大会

参加対象、費用、申込方法など、詳細
は をご覧ください／平成27年1月
17日（土）から開催／都田公園、長坂
谷公園第一、新横浜公園／一人3,000
円
問合せ▶都筑区テニス協会事務局　

090-2918-9891（10時～21時）
http://www6.ocn.ne.jp/~tudukit/

募  集
●カラオケ吟の会

毎月第1・3月曜日15時～18時／中川西
地区センター／20人 ／一回300円
申込み▶事前に
問合せ▶島田　 ・ 912-5683

 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

12月12日（金）午前→11月14日（金）～12月1日（月）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

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 11月11日・25日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 11月6日・20日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 11月13日・27日いずれも（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4月出産予定の人 
　→12月5日（金）・12日（金）・15日（月）・19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

11月26日（水） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

12月10日（水） 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

11月17日（月）・21日（金）
※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

11月14日（金）午前、12月12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 
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

12月12日（金）は、肺がん検診の実施はありません。

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

11月13日・20日・27日、12月4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

11月14日（金）午後、12月2日（火）午前、12月9日（火）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

11月11日（火）午前、12月2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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