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横浜市営地下鉄グリーンライン
噴水広場噴水広場

芝生広場芝生広場
すきっぷ広場すきっぷ広場

都筑区役所都筑区役所

砂の広場砂の広場

●開会式
●ステージ
●PRコーナー・模擬店
●ふれあい朝市
●福祉保健コーナー
●福祉バザー
●おはやし　など
★都筑中央公園では
　「笑顔の3rdステージ」
　を開催！

　都筑区誕生20周年を迎える今年、「都筑区民まつり」も20回目を
迎えます。ステージパフォーマンスや模擬店をはじめ、さまざまな
“区民による手づくりイベント”で、子どもから大人までみんなが

“ふるさと都筑”を楽しめるおまつりです！
　20周年記念イベントもご用意して、皆さんのご来場を

心よりお待ちしています！

詳しくは、10月下旬から市営地下鉄センター南駅、センター北駅
などで配布する、区民まつりプログラムをご覧ください。

※当日は交通渋滞が予想されます。会場には駐車場がありませんので、公共交通機
関をご利用ください。また、会場内での自転車の走行はご遠慮ください。

※区民まつり当日は区役所職員・スタッフが写真撮影を行います。撮影した写真は
ホームページや広報紙などに掲載することがあります。

※出演者、出店者の募集は終了しています。キャンセル待ちはありません。

　小雨決行、荒天時は中止。開催の有無については当日7時から都筑区役所
ホームページでお知らせします。

主催 都筑区ふるさとづくり委員会（事務局：都筑区役所地域振興課）
　　  948－2231　 948-2239
当日8時からは横浜市コールセンターにお問い合わせください。 664－2525

都筑区民まつり

ご案内 当日開催有無のお知らせ

問合せ

アンゴラ共和国友好交流イベント
会場 センター北駅構内1階　 時間 11時～14時30分
●アンゴラ共和国紹介パネル展
●友好フェイスペイントサービス（無料）先着100人
●カポエイラ演舞

●フリーマーケット
●ストリートパフォーマンス
●PRコーナー
●子どもランド（ふわふわ、ストラック
　アウト、ミニ電気自動車）　など

●ステージ
●PRコーナー・模擬店
●おはやし
●子どもランド（竹細工、スポーツ
　紹介などさまざまな体験）　など

特集1
第20回

区民まつりと同日開催！

都筑区制20周年記念

平成20年の第4回アフリカ開発会議の際、
両国の友好の証として寄贈された

アンゴラ人画家が描いた壁画（高さ2.5メートル・幅18メートル）

今月は、別刷り「都筑区誕生20周年記念特別号」を一緒にお届けしています！ぜひご覧ください♪

すきっぷ広場周辺・区役所前
芝生広場周辺・噴水広場

● 都筑・遺跡公園・民家園アート月間 ※詳細は11ページへ
　 会場 都筑民家園ほか
● 都筑菊花展
　 会場 センター南駅構内
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 ［特集1］ 第20回都筑区民まつり

 ［特集2］ 平成27年4月から、幼稚園・保育園に預けたい！

 ［別刷り］都筑区誕生20周年記念特別号
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お知らせ
平成26年分　年末調整等説明会

日時11月6日（木）13時30分～16時
（13時受付・用紙配布開始）
会場都筑公会堂／ ※駐車場は有料。
問合せ▶緑税務署 972-7771（代表）

小型家電回収ボックスを
中川西地区センターに設置しました！

回収ボックスの投入口（30㌢×15㌢）
に入る、長さ30㌢未満の使用済みの
小型家電（携帯電話、デジタルカメラ
など）の回収にご協力ください。
※�電球、蛍光灯、パソコン、電池類は除きます。
※一度投入した製品は返却できません。
※�個人情報を消去してから回収ボックス
に入れてください。
※�既設箇所：区役所1階、資源循環局都筑事
務所、同都筑工場
問合せ▶資源化推進担当
948-2241 948-2239

資源循環局都筑事務所　
941-7914 941-8409

減らそう！食べ物の「もったいない」

横浜市では、年間約2万トン（収集車
1万台分）もの「手つかず食品」が捨
てられています。「もったいない」の
心を忘れず、買い過ぎない・食べ忘れ
ない工夫をお願いします！�
❶�買い物に行く前に…冷蔵庫の中身
をチェック!買い物リストを作成

❷�お店では…食べきりサイズなど、
必要な分だけを購入

❸�お家に帰ったら…賞味期限、消費
期限を大きく書く

問合せ▶資源化推進担当　
948-2241 948-2239

10月1日（水）街角の年金相談センター
新横浜（オフィス）を開設しました！

所在地▶港北区新横浜二丁目5-10楓第
2ビル3階（新横浜駅北口より徒歩5分）
※専用駐車場はありません。
受付▶月～金曜日8時30分～17時15分
※年末年始（12月29日～1月3日）は休館
○�相談にお越しの際は、本人確認ができる
書類（年金手帳、運転免許証など）を必ず
お持ちください。
○�本人以外の人が代理で相談に来る場合
は、本人からの委任状と相談を委任され
た人の本人確認ができる身分証明書（運
転免許証など）が必要です。

講演・講座
健康づくり係から

問合せ▶健康づくり係　
948-2350 948-2354

◆1歳児�おやこでLet`sブラッシング
正しい歯みがきを身に付けましょう。
日時11月13日（木）10時～11時30分
（受付は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8、9、10、
11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
申込み▶10月16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）
対象区内在住で離乳食を始めて1～2
か月を過ぎた子と保護者、各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

日
時

11月14日（金）・
19日（水）
10時30分～
11時30分

12月9日（火）・
16日（火）
10時30分～
11時30分

会
場
・

申
込
先

加賀原地域
ケアプラザ
944-4641

中川地域
ケアプラザ
500-9321

申
込
方
法

10月17日（金）
10時から

11月4日（火）
10時から

◆�親子で楽しむおいしいおはなしの会
（共催：都筑図書館）
食べることが楽しくなるような絵本
の読み聞かせです。おはなしに出て
きたものを使ったお料理の試食もあ
ります。
日時11月12日（水）14時～14時45分
（受付は13時45分開始）
会場区役所1階健診室
対象3歳～未就学児と保護者15組
申込み▶10月15日（水）から か

中途障害者支援事業講演会
「知って得する！脳卒中予防」

医師の講演と、脳卒中を発症した人
の体験談です。
講師横浜市立脳血管医療センター副
病院長�兼�リハビリテーション科部長�
医師�前野豊氏
日時10月31日（金）13時～15時
会場区役所6階大会議室
定員区内在住の人100人
申込み▶10月24日（金）までに か
問合せ▶高齢支援担当
948-2306 948-2490

新
に い は る

治恵みの里　
麦茶＆うどん作り体験（全6回）

大麦・小麦を育て、麦踏みや麦刈り、
麦茶＆うどん作りを体験しましょう。
日時第1回「種まき」：12月7日（日）9時
30分～12時※日程詳細は問合せを。
場所市立新治小学校近くの畑（JR横
浜線十日市場駅徒歩約15分）
対象全6回参加できる、市内在住の家
族・グループ（個人参加可）15組程度
費用1組6,500円（小麦粉1キログラム
付き！傷害保険料含む）
申込み▶10月21日（火）必着で、参加
者全員の を明記し、にいはる
里山交流センター「麦作り体験係」
（ 937-0898 info@niiharu.jp）へ
か

問合せ▶北部農政事務所農業振興担当
948-2481 948-2488

保育運営担当から

問合せ▶保育運営担当　
948-2463 948-2309
◆離乳食講座
日時11月6日（木）10時～11時
対象離乳期の子と保護者、妊娠中の
人15組
会場・申込み▶茅ケ崎保育園（茅ケ崎
南一丁目12-1）へ講座当日までに
（941-2172）※受付時間10時～16時
◆育児講座「わらべうたで遊ぼう」
日時11月13日（木）10時～11時
対象就学前の子と保護者20組
会場・申込み▶大熊保育園（仲町台三
丁目6-6）へ講座当日までに （942-
9884）※受付時間10時～16時
◆育児講座「3B体操」
ボール・ベル・ベーターを使い、音楽
に合わせて体を動かします。
日程11月14日（金）
対象1～2歳の子と保護者：10時～10
時40分、首が座った11か月までの子と
保護者：11時～11時40分、各45組
会場・申込み▶茅ケ崎南保育園（茅ケ
崎南五丁目11-3）へ10月29日（水）から
（943-1285）※受付時間10時～16時

孫育て講座～ステキな子育て応援
団になりましょう♪（全2回）

孫育てに期待される「祖父母力」を養
いましょう！
日時11月11日（火）：NPO法人孫育て・
ニッポン�理事長�棒田明子氏による講
座、12月2日（火）：手作りおもちゃの紹
介と孫育てについてのおしゃべりタイ
ム、いずれも9時45分～11時15分
対象未就学児の孫がいる祖父母（予
定、希望者も歓迎！）40人
会場区役所1階機能訓練室
申込み▶10月14日（火）から子育て
支援センターポポラに か ※受付
時間：10時～17時（日・月・祝休館）
問合せ▶子育て支援センターポポラ
912-5135 912-5160

都筑区読書活動推進目標策定＆
二
は た ち

十歳の都筑図書館プレイベント

市民の図書活動推進月間に合わせて、
イベントを開催します。
❶ビブリオバトルinつづき＠2014
　発表者・観覧者募集
「20（はたち）の前に読む本」をテー
マに、発表者は本のプレゼンテー
ションを行い、観覧者は一番読みた
くなった本を決めるイベントです。
日時11月15日（土）13時30分～15時
会場区総合庁舎1階区民ホール
対象発表者5人 、観覧者25人
申込み▶10月16日（木）から か
❷�講演会「孤児のアンから作家に—数奇
な人生をありのままに語りつくす—」

講師作家��山崎洋子氏
日時11月30日（日）14時～15時30分
（13時30分開場）
会場区役所6階大会議室
定員100人
申込み▶10月17日（金）から か
問合せ▶都筑図書館
948-2424 948-2432

サツマイモの芋ほり

日時10月19日（日）11時～12時
場所マルイファーム畑（東方町1777）
対象区内在住の親子50家族 ※親子
同伴で人数は問いません。
費用一家族1,000円
申込み▶10月14日（火）必着で、 と参加
人数を明記し、都筑農業ボランティアの会
（http://enonom.web.fc2.com/）から。
問合せ▶企画調整係
948-2226 948-2399

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　10月14日（火） ● 11月25日（火）・29日（土）
都筑公会堂の休館日　10月20日（月） ● 11月17日（月）・29日（土）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,443人 （平成26年9月1日現在・前月比236人増）
世帯数…79,756世帯（平成26年9月1日現在・前月比78世帯増）
交通事故発生件数…429件　
　死者1人／負傷者530人（平成26年1月1日～7月31日）
火災発生件数…34件（平成26年1月1日～8月31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

　都筑区では、地域性に応じた読書活動の推進
を図るために、平成26年度から5か年の目標を
定めました。区役所・図書館・学校などが連携
し、さまざまな施設や読書活動団体の皆さんと
協働して、地域全体で読書活動を進めます。

都筑区医師会事務局　　� 911-6677�� 911-3303
都筑区役所�運営調整係　 948-2342

問合せ

問合せ �区民活動係�� 948-2236�� 948-2239

　詳細については、区 、都筑図書館 や配布するパンフレットをご覧く
ださい。

●子どもが読書に親しむ機会を広げます　
●おとなの読書活動を推進し、担い手を支援します　
●読書をより身近なものにします　
●地域、団体、関係機関などが協働して読書活動を推進します

読書活動
推進の概要

　笑いとともに楽しく健康情報を提供します！
講　師 　立川らく朝

ちょう

氏（医師・落語家）
日時 　11月9日（日）14時～16時
会　場 　都筑公会堂　 定　員 　500人
申込み 　�11月1日（土）までに、 と参加人数を明記し か か 。

からも申込み可。〒224-0015�牛久保西一丁目23-4　　　
都筑区医師会　市民医学講演会担当宛て

　　　　　� tsuzuki-ku@yokohama.kanagawa.med.or.jp　
　　　　　� http://www.tsuzuki-med.org/

都筑区医師会
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問合せ �環境衛生係�� 948-2358�� 948-2354

●�体調に注意して無理のない範囲でご参加ください。（小学生以下の皆さんは、
保護者または引率者と一緒にご参加ください。）
●�コース途中にあるチェックポイントを順に回り、スタンプを集めながら完歩
を目指すもので、タイムを競うものではありません。

費　用 　300円（当日受付でお支払いください。）
申込み 　10月30日（木）必着
往復はがきまたは申込専用フォーム（ http://www.city.yokohama.lg.jp/
tsuzuki/chiiki/kumin/walkfesta.html）でお申し込みください。往復はがきの
場合は、参加者人数、参加者全員の 、返信面を必ずご記入ください。
●�申込方法の詳細は をご覧ください。
●��FAX、電話、Eメールでの申込みは受け付けていません。
　往復はがきまたは申込専用フォームでお申し込みください。

　緑地の維持・管理に興味を持って　
ボランティア活動に参加しませんか？

場　所 　�フォレストパーク集会所、かけはし都筑ほか
対　象 　�区内在住、在勤、在学の人　30人
申込み 　�10月11日（土）～11月15日（土）必着で、 と年齢、Eメール

アドレス（お持ちの場合のみ）を明記し か か
詳細は、区内公共施設などで配布しているチラシをご覧ください。

　ホーム自由席観戦チケット前売券と同価格で、ゲーム観戦と市営地下
鉄の往復乗車ができるお得なチケットを発売します！
　スポーツの秋に、皆さんお誘い合わせのうえ、横浜Ｆ・マリノスを応援
しませんか。

日時 対戦相手
10月18日（土）15時キックオフ 清水エスパルス

10月26日（日）19時キックオフ セレッソ大阪

会　場 　日産スタジアム（市営地下鉄新横浜駅徒歩12分）
価　格 　�各試合とも、ホーム自由席観戦チケット＋市営地下鉄往復乗車券で
　　　　　大人2,500円（税込）　小中学生1,000円（税込）
販　売 　�センター北、センター南ほか指定の市営地下鉄11駅で、各試

合前日まで購入できます。

　北西線が完成すると、現在建設中の
横浜環状北線と一体となり、東名高速
道路～第三京浜道路～首都高速横羽線
までが高速道路でつながります。

　現在、北線の工事を行っている（仮
称）港北ジャンクション事業用地内で
の橋梁工事をはじめ、順次北西線の工
事に着手していきます。事業期間は平
成33年度までとしていますが、１日も
早い完成に向けて努力しています。

　11月３日（月・祝）の都筑区民まつりで、北西線の模型・パネルを展示し
ます。当日は北西線担当職員がいますので、ご質問などがありましたらお
尋ねください。

　ピンクリボンは、乳がんに関する正しい知識を広める活動
や、乳がん検診受診の普及啓発活動のシンボルです。
　「乳がん」は女性のがんによる死亡数の第2位で、乳房があ
れば何歳でもかかる恐れがあります。
　がんは早期に発見されれば治ります。ぜひ、がん検診を受けましょう。

　対象者や料金などの詳細は、横浜市けんしん専用ダイヤル
（ 664-2606）へお問い合わせいただくか、 をご覧ください。

つづき緑のボランティア養成講座

ゴール地点のすきっぷ広場で、中高生による吹奏楽演奏とダン
ス・バトンによるパフォーマンスを行います。ぜひご覧ください！

◉コース紹介（約7キロメートル）
スタート・ゴールはいずれも「すきっぷ広場」
（センター南駅前）

●一部階段や起伏があります。
●「よこはま健康スタンプラリー」対象事業です。

スタート ゴール➡ ➡ ➡ ➡ ➡ささぶね
のみち

川和富
士公園

ケ谷
公 園

鴨池
公園

都筑区役所地域振興課「ウォークラリー申込み」係
〒224-0032　茅ケ崎中央32-1�� 948-2238�� 948-2239

申込み・
問合せ先

港北ニュータウン緑の会
〒224-0033　茅ケ崎東一丁目13-11　田中�良三宛
090-7940-9761�� 941-9496�� tuduki.guide@nifty.com

主催・
問合せ

お申し込み後、受付番号を11月18日(火)までにご連絡します。
※申込みについて知り得た個人情報については、大会事務処理に関してのみ取り扱います。
※主催者が撮影する記録写真は、広報などに使用する場合があります。

回数 日時 内容　　　

1 平成27年1月17日（土）
9時30分～12時30分 座学 �都筑区が誇るグリーンマトリック

ス緑地とその現状�

2 平成27年1月24日（土）
9時30分～12時30分 座学 竹林と雑木林の管理

3 平成27年1月31日（土）
9時30分～12時30分 座学 都筑区の樹木と山野草

4 平成27年2月14日（土）
9時30分～12時 実習 道具の使い方(1)と竹の間伐

5 平成27年2月21日（土）
9時30分～12時 実習 道具の使い方(2)と竹垣の製作、　

低木の剪
せ ん

定
て い

6 平成27年2月28日（土）
9時30分～14時 実習 雑木林と竹林の植生調査と冬芽の

見分け方

ご
注
意

横浜市と首都高速道路(株)が　
事業者となり、事業を進めます。

都筑区内で工事に着手します

区民まつりで模型・パネルを展示します

問合せ �道路局事業調整課�� 671-2735�� 651-2325

問合せ �横浜市コールセンター�� 664-2525

問合せ �健康づくり係�� 948-2350�� 948-2354

　特定の対象者には、乳・子宮・大腸がん検診の無料クーポン券が送付さ
れています。クーポン券をお持ちの人は、この機会にぜひ“がん検診”を
受けましょう。
　クーポン券が無くても、横浜市がん検診の制度を利用して低額で“が
ん検診”を受診できます（肺・胃・前立腺がん検診もあります）。参加者募集

横浜環状北西線
新たな高速道路を建設します！

耳 よ り 情 報

ピンクリボン月間です！

11月23日(日・祝）9時～15時
※ウォークラリーの受付は９時～10時（受付後、順次スタート）

日時

 開催♪

主催�つづきウォーク＆フェスタ実行委員会、都筑区役所　主管�都筑区青少年指導員連絡協議会

◆�成虫は見つけにくいので、毛髪に産みつけられた卵を探してください。
◆�卵は、耳の後ろや後頭部の毛髪の根元付近に付着していることが多
いです。
◆目の細かいクシで毛髪をすいて除去します。
◆�専用の駆除剤が市販されています。説明文書をよく読み、用法・用量
を守りましょう。
◆枕カバーやシーツなどは、洗濯してアイロンをかけます。
◆洗髪をしっかり行ってください。
◆帽子やタオルなどの共用を避けましょう。
◆アタマジラミから病気が感染することはありません。
◆アタマジラミは、頭髪の清潔・不潔には関係ありません。

◀成虫
体長：約3ミリメートル
体色：灰色
成虫の期間：約30日間

◀卵
長さ：約0.5ミリメートル
色　：乳白色
約7日間でふ化

見つけ方

見つかったら

予防方法

注意事項 

に注意しましょう！ア タ マ ジ ラ ミ

横浜市交通局×横浜Ｆ・マリノス

横浜Ｆ・マリノス10月2
6日は

都筑区・
青葉区

区制20周
年企画で

盛り
上がろう

！応援チケット発売

セレッソ大阪戦のチケットを購入した都筑区民・青葉区民各1名様に
横浜F・マリノスの選手サイン入りボールをプレゼント！応募方法は、
チケット購入時にお渡しするご案内または都筑区役所 をご覧ください。

対
象
試
合

都筑区　がん検診 検索

ウォークラリー参加者募集
※雨天中止

北西線の詳しい情報はホームページをご覧ください。
http://www.shutoko.jp/ss/hokusei-sen/

つ
づ
き
力

発
揮
講
座

全６回

10月
は

新横浜
元石川線

川崎町田線
（緑産業道路） 東方町交差点

第三京浜
道路

北西線

北西線

北線

写真：模型（港北IC周辺） 写真：模型（東方町交差点周辺）
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　平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、幼稚園や保育園を利用する際の手続きが変わります。
それぞれの施設の特徴をご理解の上、ご家庭に合った施設・サービスを選んでください。

　2号・3号認定は、保育の必要量によって
「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

1日11時間の枠の中で、必要とする保育を利用できます。

1日8時間の枠の中で、必要とする保育を利用できます。

●保育短時間●

●保育標準時間●

都筑区内の保育施設が協力して、施設の様子や遊びを紹介するイベ
ントです。保育士がパネルやエプロンを使って楽しいお話をするミ
ニシアターなど、親子で楽しめる企画が盛りだくさん！保育所利用
の相談も受け付けます。ぜひお気軽にお越しください。

日時 10月22日（水）10時～13時
会場 区役所6階大会議室／当日直接会場へお越しください。

　認定区分により、利用できる施設が異なります。

♥マークの施設は、保護者が1日4時間以上かつ月16日以上就労しているなど、お子さんを家庭で保育できない場合に預けることができます。

　新制度に移行する幼稚園や保育園を利用するためには、3つの区分による
教育・保育を受けるための「認定」を受けることが必要です。

　施設によって申込方法が異なりますので、ご注意ください。
　事前に入園を希望する施設を見学し、保育内容、食物アレルギーへの対応、送迎の方法などを確認しましょう。

都筑区こども家庭支援課保育運営担当  948-2463　 948-2309
保育コンシェルジュにも相談できます。（月～木曜日、要事前予約 948-2463）

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kodomo/hoiku/  都筑区 保育運営担当

子ども・子育て支援新制度専用ダイヤル  664-2607
こども青少年局企画調整課子ども・子育て新制度準備担当  671-2709　 663-1925

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/（申込書のダウンロードもできます）  新制度  横浜

施　設 新制度の認定・
認定区分 説　明 対象年齢 認定申請

利用申込先

幼稚園

1号認定
（新制度）※

3歳から小学校入学前までの幼児が、遊びを中心とした教育を受ける施
設です。都筑区の幼稚園は全て預かり保育を実施していますので、就労
をしながら幼稚園を利用する人もいます。
※新制度に移行する園と現行制度のまま継続する園があります。

3歳～就学前 施設
不要

（現行制度）※

認定こども園
（保育園部分♥）

1号認定
（幼稚園部分） 教育を行う幼稚園と保育を行う保育園の両方を併せ持った施設です。

入園した際は働いていなかったが、入園後に働き始めた、あるいは就労
中に入園したがその後退職した場合でも定員に空きがあれば、同じ施
設を利用できます。

3歳～就学前 施設

2号認定
（保育園部分）

0歳～就学前 区役所
3号認定

（保育園部分）

家庭的保育
♥

3号認定
定員5人以下で、自宅などを利用した家庭的な雰囲気の中で保育を行っ
ています。

0歳～2歳 区役所

小規模保育
♥

3号認定
定員6人以上19人以下で、少人数ならではのきめ細かい保育を実施して
います。

0歳～2歳 区役所

保育所
♥

2号認定 定員20人以上の保育所です。保育が必要な乳児または幼児を保育する
ことを目的とする施設です。 0歳～就学前 区役所

3号認定

横浜保育室
♥

3号認定 横浜市独自の基準を満たした保育施設です。
市内在住者には保育料を補助する制度があります。 0歳～2歳 施設

届出済認可外
保育施設 不要 届出により横浜市の指導監督を受けている施設です。英語やスポーツな

どさまざまな特色を持った施設があります。保育料は施設で決定します。 施設による 施設

子ども・子育て支援新制度と
都筑区内の幼稚園・保育園のお申し込みについて

朝 延長
保育 保育時間（11時間） 延長

保育 夜

朝 延長
保育 保育時間（8時間） 延長

保育 夜朝 延長
保育 保育時間（11時間） 延長

保育 夜

朝 延長
保育 保育時間（8時間） 延長

保育 夜

● 幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）、横浜保育室、届出済認可外保育施設

● 認定こども園（保育園部分）、家庭的保育、小規模保育、保育所

▶直接施設にお申し込みください

▶お住まいの区の区役所にお申し込みください
　  申込後、区役所でご利用の調整を行い、平成27年2月上旬頃に結果をお伝えします。

※申込みのための雇用証明書および就労申告書は
　区役所、または で10月6日（月）から先行して
　配布・配信します。 

日時 10月20日（月）～10月23日（木）
会場 区総合庁舎1階区民ホール

ほいくえん広場で保育園を体験しよう！

平成27年4月オープン！新規開設園説明会

保育施設紹介パネル展

都筑区制20周年記念
「都筑区お誕生日パネル展」
園児の作品も掲出します！

●現在入所申込中の人も、平成27年度の入所には、改めて申込みが必要です。
●障害のあるお子さんの保育を希望する場合は、10月31日(金)までにこども家庭支援課（ 948-2321）

に、事前連絡の上、ご相談ください。
●市外の保育所を希望する場合は、希望先の市区町村に必要書類と締切りを確認の上、希望先の市区町村

の締切りの2週間前までに、都筑区役所2階こども家庭支援課の窓口にてお申し込みください。
●窓口申込 日時 11月19日（水）～11月21日（金） 9時～17時　 会場 区役所6階大会議室
　（郵送が困難な人のみ、上記期間に窓口での受付を行います。）

施設選びの相談・問合せ

子ども・子育て支援新制度の内容、認定手続や利用手続についての問合せ

認定区分 対象となる子ども

1号認定 満3歳以上の就学前の子ども（2号認定を除く）

2号認定 満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、
保育を必要とする子ども

3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、
保育を必要とする子ども

平成27年4月から、幼稚園・保育園に預けたい！
特集2

問合せ 都筑区こども家庭支援課保育運営担当  948-2463　 948-2309

●同時開催 ●

日時 10月25日(土)

会場 区役所1階健診室⑩機能訓練室　※事前申込不要／当日直接会場へお越しください。

●11時開始●
新佐江戸町保育園（仮）

●9時開始●
キッズフォレ東山田（仮）

●10時開始●
パレット保育園・牛久保（仮）

◆都筑区役所（1階総合案内、2階こども家庭支援課窓口）
◆行政サービスコーナー（新横浜駅・日吉駅・あざみ野駅）
◆子育て支援センター Popola(ポポラ)

利用案内・
申込書配布場所

申込書配布開始日 10月15日（水）

注 

意

▶

都筑区在住者の
郵送申込締切日 11月11日（火）当日消印有効▶
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は都筑区制20周年関連行事です

休館日◆10/28（火） 〒224-0062 が谷2-1
 941-8380   942-3979

都筑センター

申込み▶ 行事は10月11日（土）から
か

●おもちゃの病院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃ
を修理します／10月25日（土）10時～
14時／幼児～小学生と保護者36点   
※保護者のみの参加は不可／特殊な
部品は実費負担  ▶  
●はじめてのヨガ講座（全6回）
11月6日～12月11日の毎週木曜日10時
30分～11時30分／市内在住、在勤の60歳
未満の人15人 ／200円（全回分）  ▶

●都筑ふれあいの丘まつり2014 

紺野美沙子講演会、ゲームコーナー、
吹奏楽演奏会、鉄道模型運転、模擬店
など／11月9日（日）10時～15時／一部
有料／ 　
●親子であそぼ!
親子体操や体を大きく使った遊びを
楽しみます／11月16日（日）10時～11時
15分／市内在住の2歳～未就学の子と
保護者30組 ／一組100円  ▶
●わんぱくホリデー そば打ち講座
親子で一緒にそば打ち体験／11月30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
　「大工道具の使い方」
11月22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
の人20人   ▶
●わんぱくホリデー  クリスマスの花かご
11月29日（土）13時30分～15時／市内
在住、在学の小学生12人 　※保護
者付き添い可／1,500円  ▶

休館日◆10/14（火）、11/10（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10月11日（土）から
●「環境にやさしく、簡単にキレイに
なる大そうじ」そのコツを学ぶ

10月31日（金）9時30分～11時30分／
30人 ／500円  ▶
●英語で遊ぼう！（全4回）
英語に親しむリトミック、ゲームなど／
11月5日・19日、12月3日・17日いずれも
水曜日13時45分～14時45分／年中～年
長の子と保護者15組 ／一組1,500円
（全回分）  ▶
●森のクラフト遊び  クリスマス編
公園で素材を集めてクリスマスのリー
ス作り／11月22日（土）9時30分～11
時30分／3歳以上の子と保護者20
組 ※小学生のみの参加も可／一組
400円  ▶

●中川西地区センターまつり 

11月8日（土）9時～19時：オープニング
イベント（午後）、作品展示（終日）／11
月9日（日）9時～16時：模擬店、カフェ
コーナー、イベント、作品展示、活動発
表、体験コーナー／一部有料／

休館日◆10/14（火）、11/10（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10月11日（土）から
●天然素材で作るクリスマスアロマキャンドル
11月27日（木）10時～12時／20人 ／
1,200円  ▶
●デコパージュ
クリスマスミニプレート／12月1日（月）
10時～12時／10人 ／1,500円  ▶

●パソコン講座～年賀状を作ろう（全3回）
11月29日、12月6日・20日いずれも土曜
日13時～15時／日々輝学園高等学校（仲
町台一丁目10-18）／キーボード入力で
きる人20人 ／1,500円（全回分）  ▶
●山登りハイキングデビュー講座Ⅱ（全2回）
座学と実践（円海山）／11月29日（土）、
12月13日（土）／20人 ／1,000円（全回
分）  ▶
●韓国家庭料理Ⅰ
キムチとチゲ／12月9日（火）10時～12
時30分／20人 ／1,200円  ▶
●ままくらぶ（託児付き）
クリスマスケーキ作り／12月17日（水）
10時～12時／1歳～未就園児を持つ母
親15人 ／700円（託児300円）  ▶
●ロビーコンサート
かなりあ少年少女合唱団／10月18日
（土）13時30分開始／

休館日◆10/14（火）、11/10（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
●地区センターまつり  親子人形劇
人形劇サークル「mocomoco」による
親子で楽しめる人形劇です／10月25
日（土）14時～15時／100人   申込み
▶10月11日（土）から で整理券配布

●北山田地区センターまつり 

展示、発表、模擬店など／10月26日（日）
10時～15時／
●クリスマス・フラワーアレンジメント
12月2日（火）9時30分～11時30分／16人
  ※子ども同伴不可／2,500円／花き

りはさみ、作品持ち帰り袋持参。 ▶
●ロビーコンサート
洗足学園大学学生によるピアノ演奏／ 
10月12日（日）13時30分～15時30分／
●おいしいおしゃべりご一緒に
ワインにまつわるお話を聞き、ワイン
の試飲とおつまみを試食します／11
月22日（土）10時～12時30分／16人   
※子ども同伴不可／1,200円／筆記用
具持参。 ▶

休館日◆10/14（火）・10/27（月）、11/10（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

申込み▶ 行事は10月15日（水）から
か
●チョットいっぷく祭り
模擬店、ゲーム、折り紙、竹細工、ミニス
テージ／10月19日（日）11時～14時／
●かまどで作って食べよう
ご飯とみそ汁を作ります／11月16日
（日）10時～14時／小中学生20人 ／
500円  ▶
●粕谷尚弘いけばな展
11月1日（土）～11月3日（月・祝）10時～
16時／オモヤカフェもあります／
●手作りみそ講座
実際のみそ作りは各家庭で。出来上が
りは約5キログラム／11月29日（土）13時
30分～15時／50人 ／3,500円（前金
制、材料費含む）  ▶
●朗読を聞きましょう
親子連れ歓迎。協力「あぐり」。フォル
クローレ演奏あり／10月26日（日）14
時30分～16時／
●楽しく着物を着ましょう
10月22日（水）13時～15時／女性15人
／1,500円／持ち物は問合せを。 ▶
（前日までに）
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力「かたらんらん」／
10月20日（月）11時～11時30分／

休館日◆改修工事のため12月まで休館。屋外イベントは開催。 
 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
新鮮野菜販売など／10月18日（土）10時
～なくなり次第終了  ※小雨決行／
●サツマイモ掘り
11月8日（土）9時30分せせらぎ公園古
民家集合  ※小雨決行、悪天翌日順延
／100口 ／1口3株500円／汚れても
よい服装で。
申込み▶日・祝日を除く10月24日（金）
～11月7日（金）に か
●犬のしつけ教室
10月11日（土）10時開始  ※雨天中止
／犬を連れて参加／太鼓橋集合／
●ノルディックウォーキング体験教室
第1・3金曜日10時開始／15人 ／1,000
円／詳細は問合せを。 
申込み▶前日までに か

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、 と年齢を明記し か か、
●里山まつり2014
里山コンサート、餅つき、竹細工、模擬
店など／10月26日（日）11時～15時　※
雨天中止／ステージ広場／入場無料
（一部有料）／
●サツマイモ掘り体験
11月15日（土）10時～12時 ※小雨決
行、荒天中止／ばじょうじ谷戸休憩
所集合／30人 ／300円  ▶
●秋の植物観察会
11月9日（日）9時～12時  ※小雨決行・
荒天中止／レストハウス集合／30人
／300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

●野の花ウォッチング
野草を観察します／10月25日（土）、
11月22日（土）10時～11時30分　※雨
天翌日順延／15人 ／各300円／

休館日◆10/20（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」
　子育て中の親子と妊婦さんの交流広場
11月4日（火）10時30分～11時30分：お
散歩バッグをつくって秋の山探検とや
きいも／未就学児親子15組 ／一組
200円  ▶ 、 11月13日（木）10時30分
～11時：おはなし会／ 、11月18日（火）
10時30分～11時30分：保育士さんと遊
ぼう「クリスマス飾りづくり」／

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
●舞の会～日本の踊りをマスターしよう～
毎週火曜日13時30分～16時／1回500
円  ▶
●朗読をしよう！
本を開いて素敵な作品に触れてみません
か。ご年配の人大歓迎！詳しくは問合せを。

●都筑少年少女合唱団で輝こう
　CLISHE（クリシェ）参加のお誘い
原則毎月第2・4水曜日18時～19時30
分／小・中学生／月2,000円  ▶
●「横浜丘の手ミュージカルスタジオ」参加者募集
講師：岡本隆生、井料瑠美（劇団四季出
身）、望月めぐみ（劇団四季ダンス講師）
他／詳細は （http://www.okanote-mu
sical-studio.jp/）、問合せを。 
申込み▶ （担当：岡本 941-3608）

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

●子どもアート教室（全6回）
工作、絵画などアートを通して豊かな
心を育みます／10月20日、11月17日、
12月15日、平成27年1月19日、2月16日、
3月16日毎月第3月曜日15時45分～17
時15分／小学生15人 ／1,800円（全回
分）、 別途材料費（約300円/1回）
申込み▶10月18日（土）までに か
●笑いとヨガの融合で心も脳も
　内臓も元気! ～ラフターヨガ～
11月17日（月）13時30分～14時45分／
15人 ／500円　
申込み▶11月15日（土）までに 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

●コミュニテイ・フェスタ
サークル活動パネル展示、実技・実演、
フリーマーケット、お茶席、健康チェッ
クコーナー、模擬店など／11月9日（日）
10時～14時／一部有料／
●初めてのウクレレ教室（全8回）
10月18日・25日、11月1日・15日・22日、
12月6日・13日・20日いずれも土曜日
10時～11時30分  ※10月11日（土）10
時～11時説明会（参加自由）／10人
／3,000円（全回分）／ウクレレ持参。
申込み▶10月15日（水）までに か

休館日◆火・木曜日   ・  592-1877
〒224-0034  勝田町266

勝田小学校コミュニティハウス

●文化祭
作品展、お茶会、競技・演技発表、フリー
マーケットなど／10月19日（日）9時～
16時／

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

●なかがわフェスタ
作品展示、健康チェック、鉄道模型運転
体験、お茶席、演技発表、赤飯・もち販 
売など／10月18日（土）・19日（日）10時～
15時30分／
●基礎から学べる健康吹矢講座(全5回)
10月26日、11月9日・16日・30日、12月
7日いずれも日曜日13時30分～14時
30分／健康な人20人 ／1,000円（全
回分）  申込み▶10月11日（土）～10月
25日（土）に か
●介護予防講座「元気に過ごすため
　のアロマレシピ」（全3回）
11月22日・29日、12月6日いずれも土
曜日10時～11時30分／介護保険認定
を受けていない、おおむね65歳以上
の人30人
申込み▶10月22日（水）から中川地域
ケアプラザ（ 500-9321）か中川中学
校コミュニティハウスへ 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

●ヘルスメイトさんによる
　健康講話と試食会
10月29日（水）10時～12時30分／65歳以
上の人15人 ／エプロン、三角巾、筆記
用具持参。 
申込み▶10月14日（火）から か

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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 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？
介護者のための茶話会／10月28日（火）
13時～14時30分／介護者、介護を終え
た人15人 ／100円
申込み▶10月11日（土）から か
●体を使って介護予防（全2回）
室内ペタンク／10月24日（金）・31日（金）
10時～11時30分／北山田地区センター
／65歳以上の人20人 ／動きやすい
服装で。運動用の室内履き、飲み物持
参。 申込み▶10月11日（土）から か

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

中川地域ケアプラザ

●プレママYOGAでママ友作ろう！
交流と妊婦さん向けのヨガ／11月18
日・25日、12月2日・9日いずれも火曜
日13時30分～15時／初めての子を妊
娠中で、妊娠14週以上の安定期の人
15人   ※運動することについては主
治医にご相談ください／1回500円／
持ち物は問合せを。 
申込み▶10月14日（火）10時から か
●認知症ミニフォーラム
　「認知症、今私にできること」
認知症の人を訪問している看護師の
講話と介護者の会の人の話／11月15
日（土）13時30分～15時／30人
申込み▶10月14日（火）10時から 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

●くさぶえのみち・クリーンとこてく
秋の緑道を清掃、終了後に木の実や葉
で自由工作も／11月9日（日）10時集合
／15人   ※小さなお子さんから参加
できます。 申込み▶前日までに か
●遺伝子疾患のお子さんの
　保護者からの質問に答えます
11月26日（水）10時30分～12時30分
／障害児の家族約6人 　申込み▶
11月19日（水）までに か か
●おはなし会
親子で楽しく遊べる手遊びやお話が
いっぱい／10月23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
●プチ  サークル交流会
11月21日（金）10時30分～12時／子育て
サークル活動中、またはサークルに興
味のある人  ▶
●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／11月29日（土）10時
30分～11時30分／区内在住の妊娠中
の人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／10月22日（水）、11月8日（土）

10時30分～11時30分／入会希望者各
日10組   ▶
●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／10月18日（土）11時～12時／
未就学児と家族   ▶
●じっくり相談
専門相談員による子育て相談／11月5
日（水）・7日（金）・15日（土）10時～16時
／未就学児と家族   ▶
●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／10月18日（土）
10時～16時／未就学児と家族／
●公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎！／10月23日（木）
10時30分～12時頃  ※雨天時は10月
30日（木）に順延／ききょう公園（中川
五丁目10）／

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
10月25日（土）／◆学芸員による常設
展示室の解説（今月は原始Ⅰ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 ※時間
は変更になる場合あり／
●講座「横浜の考古学」
　～横浜の重要遺跡（全2日） 
縄文時代から古墳時代まで、横浜の重
要遺跡を取り上げて解説します／11
月13日（木）・20日（木）13時30分～16
時（13時開場）／横浜市歴史博物館講
堂／2日とも参加できる人150人 ／
1,000円（資料代含む） 
申込み▶10月31日（金）必着。講座名、

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◆10/27（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

●横浜元気!! スポーツ・レクリエ 
ーションフェスティバル2014

10月19日（日）9時～17時
バルセロナ五輪バドミントン元日本
代表の森久子さんによるクリニック
／Jリーグ横浜FCによる子どもサッ
カークリニック／セルフリンパマッ
サージ／骨密度測定会／都筑区内で
活動しているスポーツ団体による体
験会／スポーツ用具を使ったアスレ
チック広場やバルーンアート体験／
自然素材を使った工作ひろばなど。
トレーニング室は無料で開放します。 
※事前申込みが必要なものや当日受付の
プログラムもあります。詳しくは問合せを。

ワンデープログラムもあります。
お問い合わせください。

休館日◆10/27（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

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●横浜wo発掘suru  vol.5
　山口勝弘展－水の変容
10月18日（土）～11月9日（日）10時～18時
／100円  ※高校生以下、障害者手帳
をお持ちの人および介添者一人は無
料。10月26日（日）は無料。
●あざみ野マルシェ  Vol.3 秋
丁寧に育てた新鮮な野菜や厳選され
た体に優しい食材を使った加工食品・
手作り菓子など一日限定の市場（マル
シェ）／10月26日（日）10時～16時
●あざみ野カレッジ「ヨガで体感！北斎漫画」（仮）
講師：コンテンポラリーダンサー  オ
カザキ恭和氏、学芸員  五味和久氏／
11月15日（土）15時30分～18時／高校
生以上30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▶11月4日（火）必着。講座名、

を明記の上、 か か

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

男女共同参画センター横浜北

※一時託児あり。4日前までに （910-
5724）で要予約。詳細は問合せを。
●アートフォーラムフェスティバル2014
市民グループによる手作りショップ、
作品作り・体験コーナー、手作りアート
作品の販売、出来立て・手作りの味を
楽しめる「あざみ野食堂」、映画上映会、
ミニコンサート、ちびっこの防火服試
着体験など  ※一部事前予約制／10月
26日（日）10時～16時／一部有料／
●おつかれさまのセルフケア
骨盤ケア、血行をよくするフットケア、
凝りと疲れをほぐすマッサージなど
／10月17日（金）19時～20時／520円
／女性20人 ／

　ひったくり、振り込め詐欺、ワンクリック詐欺などのサイバー犯罪、
犯罪被害防止のための広報啓発活動を行います。
　この期間に、防犯意識を高め、みんなで安心のまちをつくりましょう！

10月11日（土）～10月20日（月）は
県内一斉「安全・安心まちづくり旬間」です！

都筑警察署
からのお知らせ

問合せ 都筑警察署　 949-0110

大塚・歳勝土遺跡公園を舞台とする地域に開かれた「コミュニティアート」。
誰でも身近に触れて、感じることのできるアートをお楽しみください。

開催日程 　

　前期▶10月11日（土）～10月26日（日）
　中期▶11月1日（土）～11月3日（月・祝）
　後期▶11月24日（月・振休）～12月6日（土）
　開園時間▶9～17時（イベントは10～16時中心）
※期間中の土日祝日を中心に開催します。
　イベント毎の詳細は などでご確認ください。

主なイベント 　

◯遺跡公園・民家園アートイベント（一部有料、要予約）
　10月12日（日）▶馬屋でアート、あそびフォーラムin都筑民家園など
　10月13日（月・祝）▶アーツ＆クラフツガーデン、弓矢体験、遺跡打楽器ライブなど
◯民家園・区民まつり連携アートイベント（一部有料、要予約）
　11月1日（土）～11月3日（月・祝）
　▶一葉式生け花展示、オモヤカフェ  など
◯地元中高生（写真部・美術部）との
　共同作品展示（入場無料）
　写真展「丘の手の中学生から見た横浜」
　10月11日（土）～10月26日（日）
　▶歴史博物館エントランスホール
◯ワークショップ
　「発見！都筑サファリツアー」（入場無料）
　11月24日（月・振休）～12月6日（土）
　▶都筑民家園

問合せ  都筑民家園  都筑アート月間事務局  
　　　　　 　 594-1723  594-2019  http://www.tminkaen.org/
　　　　　 区民活動係  948-2236  948-2239

この事業は「横浜市地域文化
サポート事業ヨコハマアート
サイト2014」の助成事業です。

この事業は「横浜市地域文化この事業は「横浜市地域文化

【主催】NPO法人都筑民家園管理運営委員会　【共催】横浜市歴史博物館、都筑区役所

●●● 第3回  都筑・遺跡公園・民家園アート月間 ●●●
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は都筑区制20周年関連行事です

催  し
●学童合同まつり

10月12日（日）10時30分～14時30分／ PRタ
イム（13時開始）、フリーマーケット、ゲーム
など／雨天中止／センター南駅前すきっぷ
広場／ 　問合せ▶北山田こどもクラブ　
福本　 911-9153
●都筑写真倶楽部　4人展

部員22人中の4人が40点の作品を展示／10
月24日（金）～10月28日（火）9時～17時（初日
は12時開始、最終日は16時まで）／区総合庁
舎1階区民ホール／ 　問合せ▶上

か み

村
む ら

080-3382-6957　 941-7625
●ムジカ・パストラーレ
　第15回定期演奏会

曲目：モーツァルト歌劇「魔笛」序曲ほか。指
揮者：冨田実里／10月26日（日）14時開演（13
時15分開場）／都筑公会堂／600人 （当日
直接も可）／500円　チケット予約・問合せ
▶ムジカ・パストラーレ　 http://musica-
pastorale.com/　 941-6229（森島）

●都筑区老連創立20周年記念式典・
　ふれあい都筑区老連芸能福祉大会

都筑区老人クラブ連合会の会員が、日頃練
習している芸能を披露するとともに、参加
者と一緒に楽しく過ごし、交流・連携の輪
を広げます／10月28日（火）／創立20周年
記念式典：9時45分～11時20分、芸能福祉
大会：12時～16時／都筑公会堂／ 　問合
せ▶都筑区老人クラブ連合会　 ・ 944-
1826
●都筑区テニス協会事務局から

詳細は （http://www6.ocn.ne.jp/~tudukit/）
で。
◆第60回M.L.T杯／女子ダブルス／初級：
11月14日（金）、中級：11月21日（金）／長坂谷
公園第2テニスコート　問合せ▶緑区硬式
テニス協会事務局（オープンスクエア）

988-0633（10時～20時。水曜日と第1・3火
曜日休み）
◆第39回都筑区民硬式テニスワンデーミッ
クス大会／11月16日（日）・29日（土）、12月21
日（日）／都田公園　問合せ▶都筑区テニス
協会事務局 090-2918-9891（10時～21時）

●箏
こと

・三
さん

絃
げん

・尺八のしらべ

曲目：「秋の言の葉」「雪月花によせて」「風薫
る」ほか／11月3日（月・祝）11時30分開演／
都筑公会堂／ 　問合せ▶都筑区三曲協
会　増

ま す

倉
く ら

　 473-1368
●都筑区民ダブルスバドミントン
　大会（年齢別）

種目は男女別一般1～3部ほか全13種目／
11月2日（日）8時開始／都筑スポーツセン
ター／高校生以上の160組（320人） ／一
組3,000円　申込み▶10月12日（日）まで。詳
細は、都筑スポーツセンター、都筑区民活動
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。 問合せ▶都筑区バド
ミントン協会　持

も ち

増
ま す

　 090-2677-3760
●『行列の時代』としての近世

国立歴史民俗博物館の久留島浩館長の研
究に基づき、「武士・異国・祭礼」を通して「行
列」に新しい近世社会像を導きます／11月
15日（土）14時開演／横浜市歴史博物館 講
堂／170人 ／500円　申込み・問合せ▶

と、この講座を知ったきっかけを明
記し 。〒224-0003　中川中央一丁目18-1
横浜市歴史博物館内　横浜歴博もりあげ隊
宛て　 891-4013

●現場見学会
11月14日（金）21時～23時／雨天中止／第
三京浜道路港北インターチェンジ内（川向
町1047）／除雪車や第三京浜道路の舗装工
事現場の見学など／20歳以上の人10人
申込み▶10月27日（月）～11月7日（金）に
か、 を明記し 　問合せ▶NEXCO
東日本　京浜管理事務所総務課

471-2030（平日9時～17時） 471-2043

募  集
●都筑区民まつり笑顔の3rd
　ステージ『第1回美美美美コ
　ンテスト』参加者募集

自薦他薦問わず、美少女、イケメン、美魔女、
イクメン、ダンディーおじいちゃん、かわい
いおばあちゃん大集合！優勝者にはプレゼ
ントも♪／11月3日（月・祝）13時開始予定
／都筑中央公園／10歳～20代、30代～50
代、60歳以上の各年代15人 ※各年代で男
女一人ずつ優勝者を選出します。 申込み▶
10月15日（水）から、 と年齢、性別、
Eメールアドレス（お持ちの場合のみ）を明
記し か （gekidankokoro@gmail.com）
問合せ▶都筑舞台文化協会 会長 窪田

・ 943-8556

 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

11月17日（月）午前→10月17日（金）～11月4日（火）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 10月14日・28日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 10月9日・23日いずれも（木）12時～13時30分受付
3歳児 10月2日・16日・30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3月出産予定の人 
　→11月7日（金）・17日（月）・21日（金）・28日（金）
各回とも13時15分～13時30分受付／13時30分から教室開始

乳幼児歯科相談・ 
妊産婦歯科相談 
予約制

10月29日（水） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

11月18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

10月20日（月）・24日（金）、11月5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

10月10日（金）午前、11月14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

11月17日（月）午前→10月21日（火）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

10月16日・23日・30日、11月6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

10月14日（火）午前、10月24日（金）午後、11月11日（火）午
前、11月14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

10月14日（火）午前、11月11日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

予防接種のお知
らせ

10月から、高齢者の肺炎球菌、高齢者のインフルエンザ、乳
幼児の水痘（みずぼうそう）の予防接種費用の助成制度が始
まります。詳しくは都筑区役所ホームページか、問合せを。
・高齢者の肺炎球菌予防接種…13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＊

都筑区版12 平成26（2014）年10月号

ここまでが
都筑区版です
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