
　災害時には、けがをしても、すぐに消防車・救急車が駆け付けられるとは限りません。
　このため、地域住民の皆さんの助け合いが必要です。避難場所においても、皆さんで協力し
て、運営することになります。地域住民同士でお互いを知っておくなど、平常時（日頃）から
関係を築きましょう。
　また、平常時から災害に備えておくこともとても大切です。自分でできること（自助）
を進めておきましょう。

問合せ  総務課 庶務係  948-2212  948-2208

問合せ  福祉保健課　事業企画係
 948-2344　 948-2354

平常時の取組 「つづき そなえ」

災害時の取組

　大きな災害が発生したとき、自分だけで避難することが困難な人たち（災害時要援
護者）がいます。災害時には、けがや持病の悪化などで、誰もが周囲の支援が必要にな
る可能性もあります。いざというときに支援を受けられるよう、日頃から隣近所との
つながりをつくりましょう。都筑区では、災害時要援護者を地域ぐるみで支援する取
組として、災害時要援護者支援事業「つづき  そなえ」を進めて
おり、地域で活動が広がっています。

　災害時には具体的にどのような共助が必要となるのでしょうか？ここでは、共助の活動
拠点となる「いっとき避難場所」と「地域防災拠点」の2つの避難場所を例としてご紹介します。

　自治会や町内会などで選定した
小さな公園や集会所といった、
一時的に避難する場所です。

●近所の人とお互いの安否確認、
被害情報の共有

●集まった人で要
援護者（高齢者・
障害者など）を

  避難誘導

　家屋の倒壊などのため、自宅にとどまれない
人が一定期間、生活を送る場所です。
　避難者が一時的に生活するため、最低限の食
料や水を備蓄するとともに、安否情報や被害情
報を収集・伝達する場所でもあります。
　地域の皆さんにより組織された、地域防災拠
点運営委員会が中心となって運営します。

●炊き出し、救援物資の配給
●資機材を使っての救出、
　救護活動
●防犯パトロール
  （地域の見回り）

●日頃から、災害時要援護者と地域の人の
　顔と顔の見える関係をつくり、
　災害に強い地域力を高める
●連合自治会町内会ごとに、地域の
　特性に合った取組を進める

いっとき避難場所 地域防災拠点（区内27拠点） 

共助の具体例

共助ポイント1

共助ポイント2

●要援護者の把握、名簿の作成
●要援護者マップの作成
●要援護者の訪問、防災グッズの配付
●広報紙の作成
●要援護者支援ボランティアの募集
●防災無線によるネットワークづくり  など

地域の取組例

●非常時の備蓄品を用意
●家屋の耐震化
●家具の転倒防止対策
●ガラスの飛散防止対策
●災害時の正確な情報収集

つまり、いつでも（平常時・災害時）、どこでも（地域・避難場所）、「共助」が重要です！

● 地域住民が一体となって協力することが大切です ●

災害時要援護者
支援事業

「つづき そなえ」の
基本的な考え方

マスコット
キャラクター

「つづき そなえ」

自助の
具体例

ホームページからも
ダウンロードできます。

が新しくなりました！

平成26年3月に
都筑区防災・生活マップ

都筑区 防災・生活マップ

重要！
　自宅にとどまること
ができる場合は、
地域防災拠点などへ

避難する必要はありません！
自宅で被災生活を送る人も、
地域防災拠点で救援物資を
得ることができます。

活動発表会を開催します
　「つづき  そなえ」を実施している地域の活動
を紹介する活動発表会を行います。区内3地区

（かちだ地区、佐江戸加賀原地区、荏田南地区）の
活動発表と、専門家による、被災地での活動を基
にした講演があります。ぜひお越しください！

日時  9月24日（水）14時～16時（13時30分開場）
会場  区役所6階大会議室　 定員  100人

※申込不要。直接会場へお越しください。

　東日本大震災で被災した岩手県大
槌町で、災害時要援護者支援などの
検証調査を行っています。

株式会社 防災都市計画研究所
所長　吉

よしかわ

川  忠
ただひろ

寛 氏

災害時要援護者からは
「つづき そなえ」によって、
地域の人との関係が深まった、

安心できたなどの声が
上がっています。
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講演・講座
認知症ミニフォーラム

認知症になっても安心して暮らして
いくには？　講師：弁護士徳田暁氏
日時9月26日（金）14時～16時
会場都筑センター　定員50人
申込み・問合せ▶事前に が谷地域包
括支援センター（ 943-5951）か高齢
支援担当（ 948-2305 948-2490）へ

健康づくり係から

問合せ▶健康づくり係
948-2350 948-2354

◆おやこヘルスアップセミナー
パクパクくらす：食とお口の健康につ
いての体験講座です。ママのための骨
密度測定や、お子さんにも好評！野菜
料理の試食もあります。　体操くらす：
親子で楽しく体操してみませんか？マ
マのための体内年齢測定もあります。
会場区役所1階健診室　
対象区内在住の2歳～就学前の親子
各20組  ※保護者だけでも参加可。測
定は、はだしで行います。
　 パクパクくらす 体操くらす

日時
10月17日（金）10月29日（水）

10時～11時30分
（受付は9時45分～9時55分）

持ち物 筆記用具、手拭
タオル 飲み物、タオル

注意事項 − 妊娠中の人はご
遠慮ください

申込み▶9月11日（木）から
◆みんなでラジオ体操
日程9月19日（金）13時～14時30分

（12時30分受付開始）
会場仲町台地区センター　
講師藤元直美氏（元NHKテレビ体操ア
シスタント）　対象区内在住80人
持ち物室内履き、タオル、飲み物
◆ママと赤ちゃんのための健康講座
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【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10月24日(金)・30日(木)10時30
分～11時30分　
対象区内在住、離乳食を始めてから
1～2か月を過ぎた親子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▶ が谷地域ケアプラザ（
943-5951）へ9月26日（金）10時から
◆つづきヘルスアップフェア
～来て、診て、触ろう！わくわく体験～
買物ついでに参加できる、無料・参加
自由のイベントです。「食」と「お口
の健康」「がん検診」など、この機会
に自分のカラダの健康について、考
えてみませんか。参加してアンケート
に答えていただいた人には景品もあ
ります(先着300人)。荒天中止。
日時９月27日（土）11時～14時　
会場港北東急S.C.１階店頭モール（地
下鉄センター南駅すぐ）／

「ほいくえん広場」で保育園を
体験しよう！

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。
日時10月22日（水）10時～13時
会場区役所6階大会議室／
問合せ▶保育運営担当

948-2463 948-2309

お知らせ
3R夢（スリム）イベント開催

10月は、国が進める3R推進月間です。
都筑区では発生抑制（Ｒeduce）、再使
用（Ｒeuse）、再生利用（Ｒecycle）を推
進し、循環型社会の形成に向けた取組
を進めています。
日時10月4日（土）10時～15時
会場区総合庁舎1階区民ホール
内容子ども向け図書募集、リユース
家具抽選会（受付10時～12時、抽選会
13時）、お絵かきマイバッグ先着100
人、3R夢検定など
※パネル展示  10月3日（金）～10月9日（木）
問合せ▶資源化推進担当

948-2241 948-2239

保育園で人形劇を見よう

日時10月14日（火）10時から1時間程度
会場・申込み先▶茅ケ崎保育園（茅ケ
崎南一丁目12-1、 941-2172）
対象就学前の子と保護者30組  
申込み▶9月29日（月）～10月10日（金）
に茅ケ崎保育園へ
問合せ▶保育運営担当

948-2463　 948-2309

がん征圧24時間チャリティーイベント
リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2014 横浜都筑

がん患者、家族、遺族、支援者をたたえ
地域社会全体でがん征圧を目指すチ
ャリティーイベントです。全国40か所
以上で行われているこのイベントが
都筑区で初めて開催されます。
日時9月20日(土)13時から9月21日
(日)13時までの24時間
会場センター北駅前芝生広場
問合せ▶イベント実行委員会

090-6145-0496

都筑図書館から

◆都筑図書館司書が語る大人のため
のおはなし会～聞いて旅する世界の
おはなし～
日時10月16日（木）10時30分～12時
会場シェアリーカフェ（中川一丁目
4-1）　定員30人 　※乳幼児は一緒
に入場できません。
申込み▶9月18日（木）から か
◆秋の読書週間特別おはなし会
市民グループの皆さんによるおはな
し会です。
日時10月25日（土）①10時30分開始
②11時30分開始
会場都筑図書館対面朗読室
対象①0、1歳児と保護者②２、３歳児
と保護者、各15組
申込み▶10月10日（金）から か

◆学校図書館環境整備講座入門編
（全2回）
第1回 学校図書館の基本を知ろう：
10月23日（木）、第2回 本の修理をし
よう：10月30日（木）／10時～12時／
講師：都筑図書館司書　
会場区役所5階第1会議室
対象市内学校図書館の環境整備ボラ
ンティアをしている人20人
申込み▶10月3日（金）から か
問合せ▶都筑図書館

948-2424 948-2432

募集

新☆つづき人
びと

交流フェスタ
～つどう・つながる・希望の環

わ

～
参加団体・参加者募集

区内で活動している団体や個人の皆
さんが活動内容を紹介し、参加団体・
参加者の交流を深めます。このイベ
ントに参加する団体・個人を募集し
ます。皆さんで楽しいイベントにし
ましょう！
日程・場所【第1部】平成27年3月1日

（日）ららぽーと横浜 【第2部】3月21
日（土・祝）・22日（日）センター南駅周
辺　※パネル展　3月19日（木）～22日

（日）区総合庁舎1階区民ホール
主催新☆つづき人交流フェスタプロ
デューサー会議
申込み▶10月11日（土）10時～12時に
区役所6階大会議室で行われる説明
会に出席の上、11月30日（日）までに都筑
区民活動センターへご連絡ください。
問合せ▶都筑区民活動センター

948-2237
tz-katsudo@city.yokohama.jp

は都筑区制20周年関連行事です

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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都筑図書館の休館日　9月16日（火） ● 10月14日（火）
都筑公会堂の休館日　9月16日（火） ● 10月20日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,207人 （平成26年8月1日現在・前月比51人減）
世帯数…79,678世帯（平成26年8月1日現在・前月比17世帯増）
交通事故発生件数…365件　
　死者1人／負傷者446人（平成26年1月1日～6月30日）
火災発生件数…32件（平成26年1月1日～7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

連載 第5回（最終回）

都筑区制20周年
記念事業の紹介

【
全
5
回
】

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

都筑区は11月6日に区制20周年を迎えます。

　式典では、都筑区のまちづくりに長年ご尽力いただいた
皆さんを表彰します。また、東京大学名誉教授の養老孟司
氏をお迎えし、記念講演会を開催します。
日時11月1日（土）14時～16時30分　会場都筑公会堂
対象区内在住、在勤、在学の人50人程度 　
申込み▶ と参加希望人数【1枚につき4人まで】を明
記し、9月19日(金)（消印有効）までに （都筑区役所庶務係
〒224-0032 茅ケ崎中央32-1）※手話通訳、車椅子スペース、託児（2歳以上
未就学児）利用希望者はその旨記載ください 。

オリジナルフレーム切手「都筑区制20周年記念」
風景や施設など、都筑区の魅力を盛り込んだオリジナ
ルフレーム切手を販売しています。
定価930円（52円切手×10枚）
販売場所区内の全郵便局（13局）　販売部数1,000部（予定）
問合せ▶日本郵便株式会社南関東支社郵便局
本部営業部物販担当 228-2547

都筑区制20周年記念式典
主　催  区制20周年記念事業推進委員会、都筑区役所

●区制20周年記念グッズのご紹介●

問合せ  庶務係 948-2211 948-2208

養老  孟司氏

障害者地域作業所と連携

郵便局と連携

問合せ  企画調整係 948-2227 948-2399
他にも20周年記念グッズを作成している人をご存じでしたら、お知らせください！

9月20日（土）に 
ららぽーと横浜でも

販売予定都筑区産のはちみつ
都筑区の自然がギュッとつまった一品です。
定価100㌘ 500円、200㌘ 1,000円
販売場所地下鉄センター南駅コンコース／
区総合庁舎１階区民ホール（金曜日10時～14時30分販売）
問合せ▶都筑ハーベスト 945-7174

ストラップ
区制20周年のロゴマークを
ストラップにしました。
定価200円（税込）　※受注生産も承ります
販売場所区総合庁舎１階「しゅしゅ」
問合せ▶青葉区地域活動支援センター　田園工芸 913-7035
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京セラ美術館所蔵
山水楼閣文花瓶（乾隆ガラス）

　秋の一日、福祉農園で楽しく過ごし、障がいのある人もない人も地域で
暮らす一員として、お互いの理解と協力を深めましょう！

日　時 　10月19日（日）10時～14時（小雨決行）
　　　　　※荒天時は、サツマイモ掘りのみ10月26日(日)に順延

会　場 　JA横浜きた総合センター隣接農地及びきたグラウンド
　　　　　 ※19日のみ、地下鉄センター南駅発着の無料バスを9時30分から

　30分間隔で運行します。ただし、12時発はありません。

内　容 　サツマイモ掘り、軽音楽の演奏、模擬店出店　など

費　用 　 サツマイモ掘り　一人200円
　　　　　 ※当日現地でお支払いの上、サツマイモ掘り券とお引き換えください。

持ち物 　 シャベル、軍手、ビニール袋をご持参ください。なお、軍手・ビニ
ール袋をお忘れの人には、当日1セット100円で提供します。

　小学生の放課後の居場所である「放課後児童クラブ（学童）」「はまっ子
ふれあいスクール」「放課後キッズクラブ」の作品展を開催します。子ども
たちの活動の様子の写真や制作した工作や絵画などの作品をご覧いただ
くことができます。ぜひ見にいらしてください！
日程   9月19日（金）午後～9月23日（火・祝） 会場   区総合庁舎1階区民ホール

　きれいで、安全な街づくりを進めるため、区民の皆さん
のご協力をお願いします。

　噛
か

むことを意識した表情筋エクササイズであな
たも小顔に！今日から素敵な笑顔で、好感度アップ
につなげましょう。
日　時 　 11月12日（水）13時30分～15時30分

　　　　　（受付：13時10分～13時25分）　
会　場 　区役所1階健診室
対　象 　 区内在住の20歳～59歳の人50人 　

　　　　　※2歳以上は託児あり、15人 。
申込み 　9月25日（木）8時45分から か
持ち物 　顔全体が写る大きさの手鏡

◆申込締切◆10月18日（土）必着

応募資格 　 区内在住、在勤、在学の人。または都筑区を拠点として文化芸
術活動をしている団体。

　　　　　※参加者には文化祭運営スタッフとしての仕事もご協力いただきます。
申込み 　 募集要項内の申込書に記入し、「都筑区民文化祭実行委員会事

務局」（〒224-0006　荏田東四丁目10-3　都筑区社会福祉協
議会＜かけはし都筑＞Ｍ-24）宛て郵送。または、申込書と同項
目記載で、 tzbunkasai@yahoo.co.jpへ（件名に「文化祭参
加申込○○部門」と記載してください）。

　　　　   FAXは不可です。

問合せ  都筑区民活動センター
948-2237 943-1349 tz-katsudo@city.yokohama.jp

福祉農園

劇団かかし座

問合せ  区民活動係 948-2236 948-2239

　写真、工芸（バードカービング・
ステンドグラス・陶芸・パッチワ
ーク・刺しゅう・リボンレイ・パー
チメントクラフトなど）、書道、絵
画、生け花など
会場  区総合庁舎1階区民ホール

　クラシック、伝統芸能、マジッ
ク、ダンス、バレエ、ジャズやポッ
プスなどのバンド演奏、ジャグリ
ングなどのストリートパフォー
マーなど
会場  都筑公会堂

　生命を吹き込まれた影たちが繰り広げる、「手影絵」が主役の、究極のパ
フォーマンス！同時上映「20周年協賛事業記念映
像作品『都を筑（きず）くまちの物語』」（仮題）
日時 　 11月2日（日）11時、14時開演
　　　 （各回30分前開場）※各回同一内容

会場 　都筑公会堂
価格 　 500円（全席自由）
　　　 ※3歳以上有料・3歳未満保護者一人につき子一人まで膝上に限り無料
販売 　9月22日（月）から区役所1階売店で販売
主催 　 都筑区制20周年事業推進委員会、都筑区役所

ふるさとの情景、
都の隆盛にふれる特別企画展

作品展

つづき芽生えプロジェクト～区民企画運営事業

　京セラ美術館が所蔵する、日本を代表する画家、
平山郁夫や吉田善彦らの『日本画』や中国・清時代の

『乾隆ガラス』、市歴史博物館が所蔵する「ふるさと
都筑」の情景資料を展示します。
日時 　 9月12日（金）～9月28日（日）9時～17時
　 　　 ※16日（火）、22日（月）は休館

会場 　横浜市歴史博物館　企画展示室／無料

　国の重要文化財、関家住宅で畑仕事を一緒にする人を募集します。経験
がなくても大丈夫です。畑仕事のノウハウを学び、収穫を楽しみましょう。
全回畑仕事付き！

回数 日程 内容 持ち物

１ 10月4日（土） 畑を知ろう
講師：シニア楽農園

軍手
帽子
飲み物

２ 10月12日（日）
関家住宅を知ろう！
講師：横浜国立大学准教授　
大野 敏氏

３ 10月25日（土）豚汁会議～これからの関家畑について
考えよう～

会　場 　関家住宅（勝田町1220番地）  ※現地集合・解散
対　象 　 高校生以上で畑仕事に関心のある人20人 （区内在住、在勤、

在学の人優先）
費　用 　300円（全回分）
申込み 　9月22日（月）までに か

　平成27年1月17日（土）～2月7日（土）、「都筑区民文化祭」を開催
します。日頃の活動の成果を発表してみませんか。皆さん奮ってご参加く
ださい。ご応募をお待ちしています。
　詳しくは9月10日（水）から配布する募集要項をご覧ください。

展示部門 舞台部門

区民活動センター・区役所総合案内（区役所1階）、区内各駅・各地区セ
ンター・各コミュニティハウスのPRボックス
※都筑区民文化祭 （http://webyoko.com/bunkasai/）にも募集要項

（申込書）、活動の様子を掲載していますのでご覧ください。

●都筑区産のハチミツ販売　●苗木の無料配布
●都筑区産のハチミツを使った名産品販売
●「つづきチャレンジド」デザイン表彰式とPR　　 があります！

問合せ  区民活動係 948-2236 948-2239

問合せ  資源化推進担当 948-2241 948-2239

問合せ  区民活動係 948-2236 948-2239

問合せ  青少年支援・学校地域連携担当 948-2471 948-2309

問合せ  都筑区社会福祉協議会 943-4058 943-1863

問合せ  健康づくり係
948-2350 948-2354 tz-kenko@city.yokohama.jp

きれいな笑顔は口もとから

畑 全3回

第19回

第20回

都筑区制20周年記念事業 特別公演 

募集要項（申込書）の配布場所

●歩きたばこはやめましょう　●人通りの多い場所での喫煙はやめましょう
●公園の遊具の周りや子どもが集まる場所での喫煙はやめましょう　
●市内全域ポイ捨て禁止です

ほんの少しの心遣いでみんなが笑顔に

区制20周年記念として

参加者募集

講師：内田  佳代氏
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中川商店
連合会

北山田
商業振興会

中川駅前
商業地区
振興会

センター北
商業振興会

仲町台
商業振興会

荏田南
近隣センター
商店会

港北
ニュータウン
中央商業
振興会

山田
富士公園 横浜

国際プール
北山田駅

センター南
商業地区
振興会

仲町台駅

センター北駅

市営地下鉄ブルーライン

センター南駅

せせらぎ公園

普段の買い物の場といえば、スーパーマーケット、百貨店や
大型ショッピングセンター、専門店、商店街…などさまざまですが、
その中でも、商店街は皆さんの身近な買い物の場として、古くから
親しまれてきました。今回は、都筑区商店街連合会に加盟している

8か所の商店街について、“買い物の場”だけにとどまらない、
その魅力や活動を紹介します！

特集2

中川駅前商業地区振興会
http://nakagawaekimae.com/ をチェック！

中川商店連合会 http://www.nakaren.com/ をチェック！

　中川駅前エリアは大部分が遊歩道で構成され、約12メートル幅
の歩道をのんびりと散歩できます。
　中川駅前商業地区振興会や活動団体、住民の皆さんなどが平成
25年から取り組んでいる｢中川ルネッサンスプロジェクト」では、
花壇やベンチなどを設置し、地元にもっと愛される街づくりを進
めています。このプロジェクトは、平成26年1月に「みどり香るま
ちづくり企画コンテスト」で環境大臣賞を受賞しました。
　「中川は花と緑と、その美しさを保つ住民の皆さんによって支
えられている街です。緑道を散歩する合間に立ち寄るのもお勧め
ですよ」と大久保会長は話しています。

　「北山田の山田富士公園、横浜国際プール、さくら時計のある南欧風駅舎という三つの宝を大切に」
という鏑木会長の思いを反映するかのように、四季折々の催しは地域密着にこだわります。
　春の「山田富士公園さくらまつり」、夏の「盆踊
り大会」、秋の「北山田秋まつり」、そして平成24年
から毎月実施している防犯パトロールを地域の
皆さんと一緒に行っています。
　会長は「皆さんそれぞれの分野で熱心に参加し
ていただいている。新しい人も温かく迎えてくれ
る土壌がある」と話します。風通しの良い人間関
係が「安全、安心、明るい街」を支えています。

　区商店街連合会の会長で、中川商店連合会の会長も
務める吉野会長は、商店街の良さについて「店主同士が
気兼ねなく付き合えるし、お互いに協力もできる。たと
え同業種であろうとも、共存共栄して営業できるのが
強み」と話します。
　現在、9店舗の会員で構成している中川商店連合会。
区民まつりへの出店や、青色回転灯付パトロールカー
による防犯パトロール、認知症高齢者の見守りなどに
　　　　も積極的に取り組んでいます。

　大型商業施設を中心にさまざまな業種が集まり、子育て世代や高
齢者にやさしい街づくりに貢献する、センター南商業地区振興会。
先駆的な街並みを形成する一方で、こいのぼりが舞う「春まつり」
や「秋まつり」、駅前のクリスマスイルミネーションなど、会員、
ボランティアが一体となった手作りイベントを手掛けています。
　イベントの中で常に意識するのは、次世代を担う子どもたちの
体験です。金子会長は「文化は心の豊かさを育む大切な要素。
子どもたちの一つ一つの体験がふるさとを思う心につながれば」
　　　と願います。

　仲町台のにぎわいに一役買っているのが、94店とい
う会員数の多さを誇る、仲町台商業振興会です。同会は
街を盛り上げるために、夏に約2万人が訪れる「グルメ
フェスタ」、秋に町内会と協力して行う「ハロウィン」な
ど数々のイベントを企画。平成25年11月と平成26年
5月には「呑みコン」も開催し、今後の仲町台を代表す
るイベントとして広がりを見せています。
　渡辺会長は「仲町台は散策にぴったりな街。せせらぎ
公園へ続く緑道はおすすめです。ぜひ遊びにいらして
ください」と話しています。

　平成5年の市営地下鉄ブルーライン開通以来、センター
北駅周辺には大型商業施設の出店が続いています。
　皆川会長は「昔ながらのいわゆる商店街とは雰囲気が
違いますが、現在、駅周辺には大型商業施設が7つあり、
必要なものが全てそろうのが特徴です」と話しています。
　イベントにも力を入れており、3月に「センター北まつ
り」、12月に「ドイツクリスマスマーケット」を開催し、区内
外から人を呼ぶ人気イベントとして急成長しています。
　会長は「センター北にしかない個性を生かした魅力を
発信していきたい」と今後の街づくりに思いを寄せます。

　平成25年に発足30周年を迎えた荏田南近隣センター商店会。
利用者からは“えだきん”の愛称で親しまれています。
　そんな“えだきん”の名物といえばイベント。春に「花＊花
まつり」、夏に「夜店市」、秋に「ハロウィンの大仮装大会」など
を開催し、地域ぐるみで楽しめる催しに力を入れています。
また、3か月に1回ほど開催している「朝市」と「屋台村」の評判
も上々です。
　真庭会長は「お子さん連れでも安心して過ごせる商店街です。
季節を感じにお立ち寄りください」と呼びかけています。

　港北ニュータウンの夜明け前ともいえる平成2年、
これからの街づくりと商業振興を担う有志が集まり立ち
上げた、港北ニュータウン中央商業振興会。立ち上げ当初
から携わった栗林会長は、当時のことを「まだ建物もほと
んどない時代でしたから、まずは商業者のコミュニティ
を作って、情報交換の場としました」と振り返ります。
　区が誕生してから20年、目まぐるしい発展を遂げた
今、「自分たちの使命は、大きな目で見て区全体の商業
振興を支えていくこと。さまざまな情報を区商店街連
合会にフィードバックしていきたい」と会長は話して
います。
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花と緑あふれる憩いの街 街への思いが地域の力に

店主同士の交流から“共存共栄”を図る

イベントいっぱいの仲町台に

個性を生かした街づくりを

花が彩るみんなの“えだきん”に

中川駅前商業地区振興会

えだきんフェイスブックをチェック！  えだきん フェイスブック

子どもから大人気のゆるキャラ「えだきんぎょ」

港北ニュータウン中央商業振興会

センター北商業振興会

センター南商業地区振興会

イベントで人気のゆるキャラ「双子のセン南（なん）ちゃん」

毎年にぎわう12月の
ドイツクリスマスマーケット

平成4年  港北ニュータウン（センター南駅付近）の様子

センター南の秋まつり　ステージにフリーマーケット、みんなで盛り上がろう！
日時  9月13日（土）　 会場  センター南駅前すきっぷ広場

北山田秋まつり・おみこし大会　横浜市消防音楽隊に大日本プロレス、ビンゴ大会も！
日時  10月4日（土）・5日（日）　 会場  山田富士公園（北山田一丁目4）

北山田商業振興会 http://kitayamata.com/ もチェック！

仲町台ハロウィン　ハロウィンに合わせた仮装イベント！
日時  10月25日（土）　 会場  仲町台駅周辺

仲町台商業振興会 http://www.nakamachidai.net/ もチェック！

ふれあい朝市　地元農家さんとのふれあいを楽しんで！
日時  毎週水曜日13時開始　 会場  センター北駅構内

サービス券

の情報も！

北山田商業振興会

仲町台商業振興会

毎年2万人が訪れるグルメフェスタ

● 都筑区商店街連合会　 http://www.tuzuki-shop.com/ ●

問合せ  地域振興係　 948-2231　 948-2239

　テレビでおなじみの「開運！なんでも鑑定団」が都筑区に
やってきます。歴史史跡・文化財などが残る都筑区に「お宝」
が眠っているかも！？
開催日時  9月27日（土）13時開演

場 所  都筑公会堂
　　　　 ※出場者・観覧者の募集は締切りました。
放送日時など、詳しくは番組
http://www.tv-tokyo.co.jp/kantei/ で！

　各商店街の特色や地域貢献事業について、パネルで
分かりやすく紹介します！

日 時  9月25日（木）～9月30日（火）
場 所  区総合庁舎1階　区民ホール

出張！
なんでも鑑定団
 in都筑 
●主催●

都筑区商店街
連合会

パネル展

イベント情
報

掲載中
イベント
情報

都筑野菜
を販売！

イベント情
報

掲載中

荏田南近隣センター商店会

毎月実施している防犯パトロールで地域の絆を育む

会員には創業100年を超える
商店もあります

中川商店連合会

イベント
情報

イベント
情報

活性化の原点は心の交流から

センター南駅

センター北駅

区商店街連合会をバックアップ

私のまちの
商店街
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は都筑区制20周年関連行事です

休館日◆9/30（火）〒224-0062 が谷2-1
 941-8380   942-3979

都筑センター

申込み▶ 行事は9月11日（木）から
か
●コーヒー講座
　プロから学ぶおいしい珈琲
淹（い）れ方のコツを学びます／10月
18日（土）14時～16時／市内在住・在勤
の人10人 ／900円  ▶
●わんぱくホリデー
　おもしろ科学たんけん工房
簡単な地震計を作ろう／10月4日（土）
13時30分～16時30分／市内在住・在学
の小学4年～中学2年生24人 ／700円  
申込み▶9月20日（土）までに （http://
www.tankenkobo.com/）か、 を明
記し （941-2362 久保田方）
●わんぱくホリデー　そば打ち講座
パパと一緒にそば打ち体験／10月26日
（日）10時～13時／市内在住・在学の小
学生と父親20組 ／1組1,000円  ▶
●まが玉づくり
石を切り出し、まが玉を作り、ペンダン
トを作ります／10月19日（日）①9時30
分～11時45分②13時30分～15時45分 
※各回同一内容／市内在住・在学の小
学生、各回30人 ／500円  ▶
●つづき緑寿荘 スポーツ吹矢講座
初心者対象。安全なスポーツ吹矢で呼吸
器を鍛えて健康づくりを進めます／10
月3日（金）10時～11時30分／市内在住
の60歳以上の人10人 ／500円  ▶
●つづき緑寿荘
　健康ウォーキング講座  秋コース
正しい歩き方、姿勢、ストレッチなど年
齢と体力に合った健康法を学びます／
9月28日、10月19日いずれも日曜日9時
30分～14時／市内在住・在勤の50歳以
上の人、各日30人 ／各日500円  ▶

休館日◆9/8（月）、10/14（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
●ロビーコンサート
津軽三味線の迫力ある音色をお楽しみ
ください／ 9月21日（日）14時～15時／
●子ども卓球教室（全5回）
11月8日（土）・15日（土）・16日（日）・30日
（日）、12月6日（土）9時20分～11時20分
／小学3～6年生40人 ／2,000円（全
回分）／持ち物は問合せを。 ▶
●素敵にハワイアンキルト（全3回）
初心者でも参加できる基本のミニポー
チを作ります／10月29日、11月5日・19日
いずれも水曜日9時30分～11時30分／
10人   ※子ども同伴不可／2,000円
（全回分）／持ち物は問合せを。 ▶
●親子ヨガ
10月15日（水）10時30分～11時30分／
生後7か月～3歳の未就学児と保護者
10組 ／1組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

●里山を保全再生しよう
水辺でアメリカザリガニの駆除作業を
行います／9月20日（土）10時～12時 ※雨
天中止／持ち物、服装は問合せを／
●想ネイチャークラフト 野外教室
木の実や草の実、間伐材などで、動物
などを自由に作ります／9月21日（日）
10時～15時（受付は14時30分まで） ※
雨天中止／1体につき500円／

休館日◆9/8（月）、10/14（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9月11日（木）から

●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／   
※作品展示は10月25日（土）から実施。
※カラオケ大会は10月25日（土）14時～
16時／20人 ／500円  ▶
●ハロウィンブーケと
　かぼちゃのアレンジメント
10月18日（土）10時～12時／小学3年生
以上15人 ／1,500円  ▶
●親子わくわくタイム後期（全4回）
10月～平成27年1月の毎月第4木曜日
（12月のみ第3木曜日）10時～12時／1歳
6か月～未就園児と保護者15組 ／
1組3,000円（全回分）  ▶
●親子そば打ち講座Ⅰ
11月8日（土）10時～13時／小学生と保
護者4組 ／1組1,500円  ▶
●キッズサイエンス（全3回）
11月1日・15日・29日いずれも土曜日10
時～12時／小学生20人 ／1,200円（全
回分）  ▶
●みんなでうたおう後期（全5回）
11月～平成27年3月の毎月第3土曜日
（3月のみ第4土曜日）10時～11時30分
／50人 ／2,000円（全回分）  ▶
●ステンドグラスで作る
　デコなヒアシンスポット
11月18日（火）13時～14時30分／16人
／3,000円  ▶
●カルトナージュ（全2回）
11月19日（水）:リボントレー、11月26日
（水）:シャポースタイルの箱／10時～
12時／15人 ／2,800円（全回分）  ▶
●百人一首大会デビュー講座（全3回）
11月22日、12月6日・20日いずれも土曜
日10時～12時／小学4年生以上20人
／2,000円（全回分）  ▶
●ロビーコンサート
都筑吹奏楽団／9月13日（土）13時30分
開始／

休館日◆9/8（月）、10/14（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9月11日（木）から
●A:中高年のストレッチ 後期（全17回）
　B:エアロビクス体操 前期（全17回）
11月12日（水）～平成27年3月18日（水）
／A:9時15分～10時15分、B:10時30分
～11時30分／A:中高年80人 ※子ど
も同伴不可、B:70人 ／各講座3,500
円（全回分）／日程詳細は問合せを。 
申込み▶10月10日(金)必着で、講座名
と 、年齢を明記し か
●C:やさしいヨガ 後期（全13回）
　D:やさしいパワーヨガ 後期（全13回）
11月17日（月）～平成27年3月30日（月）
／C:12時15分～13時25分、D:13時35分～
14時45分／各講座50人 ／各講座3,000
円（全回分）／日程詳細は問合せを。
申込み▶10月31日(金)必着で、講座名
と 、年齢を明記し か
●暦から習う手書き年賀状（全3回）
暦や干支（えと）について学び、筆を使っ
た手書き年賀状に挑戦します／10月
7日、11月11日、12月2日いずれも火曜日 
10時～11時30分／20人 ／2,000円（全
回分）  ▶
●カラーリーフを生かしたベランダガーデン
季節のカラーリーフや球根を使ったベ
ランダ用の寄せ植えを作ります／10月
25日（土）10時～11時45分／16人 ／
3,000円（材料費含む）  ▶

●ママと遊ぼう！ 後期（全5回）
リズム遊びと体操／10月7日～12月2
日の第1・3火曜日11時開始／2歳～幼
稚園入園前の子と母親20組 ／1,500
円（全回分）  ▶
●わんぱくホリデー「ハッピーハロウィン
　かぼちゃのプリン作り」
10月26日（日）9時45分～12時30分／
小学3～6年生16人 ／500円  ▶

・  944-0730
〒224-0052  二の丸14

都田公園

●自然観察会
都田公園から月出松公園まで散策し
ながら、ナンバンギセルなどの植物を
観察しましょう／9月28日（日）10時～
12時 ※雨天中止／筆記用具と虫眼鏡
があればご持参ください／

休館日◆9/8（月）、9/22（月）、10/14（火）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

申込み▶ 行事は9月13日（土）から
か
●第4回紅葉茶会
お茶席3席と点心／11月23日（日・祝）10
時～15時／50人 ／3,000円（チケット
制）  チケット販売▶9月25日（木）13時か
ら 。9月26日（金）以降は も可 ※電
話の場合、チケット代は後日窓口に持参
●七五三着物を着て記念写真
11月9日（日）／満3歳、満5歳、満7歳の
子ども15人 ／3,000円～（前金制）  
申込み▶9月27日（土）15時から 。9
月28日（日）以降は も可 ※電話の場
合、参加費は後日窓口に持参
●アート「花茶会」
11月2日（日）①11時～12時②13時～14時
③14時30分～15時30分／各回10人
／各回1,000円  ▶
●はぎれ草履講習会
10月26日（日）9時～12時／12人 ／
700円／持ち物は問合せを。 ▶
●手打ちそば講習会
11月8日（土）9時30分～13時30分／高
校生以上28人 ／1,000円／持ち物は
問合せを。 ▶
●お茶室カフェ
コーヒーなど300円から／10月4日（土）
・5日（日）10時～16時／
●アーツ＆クラフツガーデン
手作り品などの販売。カフェ、軽食もあ
り／10月13日（月・祝）11時～15時／
●第4回あそびフォーラム
わらべうたとおもちゃの広場を親子
でお楽しみください／10月12日（日）
10時～15時／
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎／9月15日（月・祝）11時～
11時30分／

休館日◆9/16（火）   ・  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」
A:手作りおもちゃでちびっこ運動会と
焼き芋／10月7日（火）10時30分～11時
30分／未就学児親子15組／1組200円  
▶   B:おはなし会／10月9日（木）10
時30分～11時／   C:ママヨガ／10
月23日（木）10時30分～11時30分／
未就学児親子15組／1組200円  ▶
●英語であそぼう！英語でログ探検！ 
歌を歌ったり体を動かしたりしなが
ら、英語でログハウスを探検します！
／9月24日（水）15時40分～16時30分
／小学生10人 ／500円  ▶

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

●犬のしつけ教室
9月13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
毎月第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、 と申込者全員の年齢を明記
し か
●親子里山体験教室・ピザ付
竹の間伐作業など里山の保全作業を
体験し、昼は炭火の窯でピザを焼きま
す／9月21日（日）10時～15時 ※雨天
中止／ばじょうじ谷戸休憩所集合／
親子20人 ／1人500円  ▶
●サトイモ掘り体験
10月18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  ▶
●藍染め体験
藍の生葉などを使って草木染めを体験
します／10月19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  ▶
●秋の虫の声、昆虫観察会
9月28日（日）9時～12時 ※雨天中止／レ
ストハウス集合／30人 ／300円  ▶
●秋のキノコ観察会
10月11日（土）9時～12時 ※小雨決行、荒
天中止／レストハウス集合／30人 ／
300円  ▶

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

●ママと一緒に英語で遊ぼう！（全6回）
音楽、リズム、チャンツ、絵本、アクショ
ン、ゲームなどを利用して英語に親し
みます／10月8日～12月17日の隔週水
曜日16時～16時40分／幼稚園年中・年
長の子と保護者12組 ／1組2,000円
（全回分）　申込み▶9月24日（水）（消印
有効）までに、 を明記し か
●産後ママと赤ちゃんのためのヨガ
　（全5回） 
10月15日（水）・22日（水）、11月5日（水）・
19日（水）、12月3日（水）／生後3～9か
月の赤ちゃんと母親：10時～10時40分、 
生後10か月～1歳4か月の赤ちゃんと母
親：11時～11時40分／各回12組 ／1組
1,500円  
申込み▶10月1日（水）必着で、 と
年齢を明記し 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

●ゆったり太極拳（全5回）
身体に負担をかけない動きを学び、心
身の健康を促進。入門編から始めます
／10月4日・18日、11月1日・15日・29
日いずれも土曜日9時30分～11時／
20人 ／1,500円（全回分）  
申込み▶10月1日（水）までに か
●ヴォイストレーニング
　～語りや読み聞かせをするために～
語り・朗読講師:富塚研二氏に学びます
／9月29日（月）10時～12時／15人 ／
500円  
申込み▶9月27日（土）までに 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/
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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

●みんなのホームコンサート
バイオリンとピアノの名曲演奏を楽し
みます／9月27日（土）13時30分～14時
30分／60人   申込み▶9月11日（木）
から か か、 を明記し

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

●手軽にできる筆ペン教室
9月13日・27日、10月11日いずれも土曜
日10時～12時／15人 ／1,000円／筆
記用具をお持ちください。 
申込み▶事前に か
●鉄道模型の運転体験会
神奈川工科大学の鉄道研究部の学生
さんがさまざまな鉄道模型を持参し、
模擬運転を体験できます／10月5日
（日）11時～15時／

 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

●季節の寄せ植え講座
10月6日（月）10時30分～11時30分／
10人 ／1,000円  
申込み▶9月11日（木）から か

 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9月11日（木）から
か
●介護技術講座 基本のキ（全2回）
正しく、安楽な介護技術を習得して、
日常の介護に生かしましょう／10月6
日（月）13時～15時：立ち上がり、座り、
移動、12月15日（月）13時～16時：フォ
ローアップ／介護者18人 ／各回100
円▶
●ちょっと息抜きしませんか？
介護者のための茶話会／9月23日（火・
祝）13時～14時30分／介護者、介護を
終えた人15人 ／100円  ▶

 592-5255   595-3321
〒224-0035  新栄町19-19

新栄地域ケアプラザ

●總持寺（そうじじ）に行こう！
修行僧の説明を聞きながら、歴史など
も含めて一周約一時間の拝観後、精進
料理を食します／9月30日（火）11時～
13時／現地（鶴見区）集合／20人 ／
2,900円
申込み▶9月11日（木）から か

 943-5951   943-5961
〒224-0062  が谷16-3
 kuzugaya3@yokohamashakyo.jp

が谷地域ケアプラザ

●元気と若さは姿勢でキマル！
　ポスチュアウォーキング講座（全9回）
正しく歩くことで体も気持ちも元気
に若々しくなります。足腰が痛いので
歩くのがおっくうだという人、運動が
苦手な人もお気軽にご参加ください 
／9月29日（月）～平成27年1月19日（月）
13時15分～15時／65歳以上の人20人
／詳細は問合せを。 

申込み▶9月18日（木）必着で 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
●第1回  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（ご年配の皆さん、大歓迎！）／
9月12日（金）18時30分開始／詳しくは
問合せを。
●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  ▶
●都筑少年少女合唱団クリシェで輝こう
文化祭で「アナと雪の女王」を歌おう／
原則毎月第2・4水曜日18時～19時30分
／小・中学生／月2,000円  ▶

休館日◆9/16（火）
 914-7171   914-7172

〒224-0003  中川中央一丁目25-1
　　　　　　 ノースポート・モール5階
 my-plaza@tsuzuki-koryu.org
 http://tsuzuki-myplaza.net/

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

●平成26年度  地域の日本語ボラン
　ティア・ゼロからのスタート（全3回）
10月22日（水）:概論「地域の日本語ボ
ランティアとは」、10月23日（木）:日本
語の教え方1、10月24日（金）:日本語
の教え方2／10時30分～12時30分／
地域で活動する日本語ボランティア
に関心を持っている人、または活動を
始めて半年以内の人20人 ／1,000
円（全回分）  申込み▶9月11日（木）か
ら か、 を明記し か

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
●チルコロウィーク2014秋
親子で体験できるサークルイベント
やおしゃべり会など／9月16日（火）～
30日（火）／未就学児と家族 ／詳細
は問合せを。 ▶
●パパといっしょに公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎！／10月4日（土）10時
30分～12時頃 ※雨天中止／ききょう
公園（中川五丁目10）／
●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／9月30日（火）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／9月24日（水）、10月11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／9月20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／9月
27日（土）、10月3日（金）・18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がいのある
子と家族のポポラ体験／9月20日（土）
10時～16時／未就学児と家族／

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
9月27日（土）／◆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
／◆学芸員による常設展示室の解説
（今月は近現代ブースの解説）: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／

休館日◆9/22（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

●ワンデープログラム
16歳以上／動きやすい服装で、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(水曜
ズンバは15分前) ～必ず本人が受付 
※フットサル1DAYリーグは事前に
◇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（9月29日、10月6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（9月16日・30日、10月7日）④
ソフトエアロ／12時20分～  ◆水曜日
（9月17日・24日、10月1日・8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（9月
12日・19日・26日、10月3日・10日） ⑦
＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分  
◆土曜日（9月13日・20日・27日、10月4
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（9月16日、10月7日）⑨
バスケットボールタイム／19時15分～
／50人 ／1回600円  ◆土曜日（9月
13日・20日・27日、10月4日）⑩バスケッ
トボールクリニック／9時15分～／小

学生50人 ／1回600円　⑪フットサル
タイム／21時～／50人 ／1回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／9月
17日（水）21時～22時30分／18歳以上
の男女混成チーム、6チーム ／1チー
ム6,000円  申込み▶事前に

休館日◆9/22（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

※一時託児あり（有料）。4日前までに
（910-5724）で要予約。詳細は問合
せを。
●「マーガレット･サッチャー～鉄の
女の涙」上映会＆ミニトーク

映画評論家 渡辺祥子さんのお話も
／10月26日（日）13時15分～15時30分
（開場は12時55分）／140人 ／前売券
800円、残席がある場合は当日券1,000
円  申込み▶ （910-5723）か か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●市民のためのプログラム
①初めてのデッサン（全6回）:静物、人
物のモチーフを鉛筆で時間をかけて描
き、デッサンの基礎を知る。講師:卯野
和宏（画家）／10月2日～12月11日の隔
週木曜日10時～12時30分／中学生以
上20人／15,500円（全回分） ②金箔背
景の日本画（全6回）:下地に箔を貼る「箔
押し」から、岩絵の具を使った彩色まで
を体験。講師:神戸智行（日本画家）／ 
10月～12月の第1・3火曜日10時～12時
30分／中学生以上20人／17,000円（全
回分）
申込み▶①は9月18日（木）、②は9月20
日（土）必着で、講座名と 、年齢を
明記し か、 か
●アートフォーラムあざみ野 
　Welcome! ロビーコンサート
9月14日（日）:後藤菜美（フルート）・飯
田彰子（ピアノ）、長井純子（メゾ・ソプ
ラノ）・飯島まゆみ（ピアノ）、9月28日
（日）:内田ゆう子（ピアノ）、成重幸紀
（ベース）／12時～12時40分／
●親子のフリーゾーン
絵の具、粘土、紙を使って、子どもたち
が「自分でやってみる楽しさ」をたっぷ
り経験する親子の造形の広場です／9
月10日（水）・15日（月・祝）・24日（水）、10
月8日（水）10時～11時30分／小学生以
下の子と保護者／

　県内では、子どもを狙った「声掛け」や「付きまとい」
が発生しています。これらは、誘拐やわいせつ事案に
つながる恐れがあり、大変危険です。子どもを犯罪か
ら守るために、次のことを心掛けましょう。
❶外出時には行き先を知らせる　　　❷一人きりで行動しない
❸知らない人について行かない　　　❹危険を感じたらすぐ逃げる
❺大きな声で助けを呼ぶ訓練をする　❻何かあったら大人にすぐ知らせる

子どもの安全対策
都筑警察署
からのお知らせ

問合せ 都筑警察署　 949-0110
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は都筑区制20周年関連行事です

催  し
●第12回つづき国際交流
　Cafe

地元にお住まいの外国人とお茶を飲
みながら交流しませんか。お子さんも
大歓迎／10月19日（日）10時～15時／
区総合庁舎1階区民ホール／
※当日のボランティアも募集中
※パネル展は10月14日（火）～10月18日（土）
問合せ▶実行委員会　馬塲（ばんば）

Tsuzuki_ _Cafe@exite.co.jp
●幽玄の世界へ～竹灯籠まつり

竹林に3,000本の竹灯籠をともします
／10月4日（土）17時～20時（入場は19
時30分まで）／横浜国際プール／
問合せ▶NPO法人日本の竹クラブ
常廣（つねひろ）　 ・ 306-9993 
●第39回都筑区囲碁大会

A～Dのクラス別に全員変則4回戦を
行い、成績優秀者は18区対抗戦に出
場／10月5日（日）10時～15時頃（9

時30分受付開始）／中川西地区セン
ター／男性：1,500円、女性・高校生以
下：1,000円（昼食付き）／
問合せ▶都筑区囲碁連盟　山本

・ 592-1585
●横浜市障害者後見的支援制度説明会

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／9月10日（水）・30日（火）、10月
7日（火）・21日（火）・29日（水）／区内各
地域ケアプラザ／日時場所など詳細
は問合せを。
申込み▶事前に
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
●働く車親子見学会

10月5日（日）10時～12時（荒天中止）／
第三京浜道路港北インターチェンジ
内（川向町1047）／除雪車・散水車・万
能車などの見学・試乗、交通管理隊に
よる車線規制の実演、ドライビング

シュミレータによる走行体験など／
親子20組
申込み▶9月16日（火）～9月25日（木）
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
●ガイドと共につづきを歩こう
　No.19「南部散策と池辺杉山神
　社例大祭」

9月23日（火・祝）10時開始（9時30分受
付開始）／都筑ふれあいの丘駅～池辺
富士～東方公園～星谷稲荷～坊方道
～浄念寺川せせらぎ緑道～宗忠寺～
長王寺～池辺杉山神社（解散、例大祭
をお楽しみください）約2時間30分／
約5㌔㍍（階段、坂道あり）を歩ける100
人 ／300円
申込み▶参加者全員分の と年
齢を明記し、 か か 。9月16日（火）
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/

●ヘルスメイトの親子ふれあい交流
幼児食の試食と布おもちゃ遊びで楽
しく食習慣を身に付けましょう／9月
26日（金）10時～11時30分（9時30分受
付開始）／ が谷地域ケアプラザ／2
歳前後の子と母親15組
申込み▶前日までに が谷地域ケア
プラザ　村瀬（ 943-5951）へ
問合せ▶ヘルスメイト　津田 

941-7471

募  集
●詩吟の会　会員募集

月1回／仲町台地区センター／区民5
人 ／月1,000円
申込み▶事前に
問合せ▶加藤　 090-8947-3681
●混声合唱団「夢のつづき」
　団員募集

団員50人、うち男声8人、特に男声大
歓迎。年3～4回ステージあり／毎月第
2・4日曜日9時30分～12時30分／つづ
きの丘小学校コミュニティハウス／
月会費2,000円、入会金1,000円
申込み▶事前に
問合せ▶宮崎　 ・ 911-4214

 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

10月24日（金）午前→9月25日（木）～10月10日（金）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 9月9日・30日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 9月11日・25日いずれも（木）12時～13時30分受付
3歳児 9月4日・18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2月出産予定の人 
　→10月3日・10日・17日・24日いずれも（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1日（水） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

10月14日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

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

9月26日（金）、10月1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

9月5日（金）午前、10月10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　※9月23日（火・祝）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。詳しくは問い合わせを。

■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

10月24日（金）午前→9月30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2日・9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

9月17日（水）午後、10月14日（火）午前、10月24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
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

平成26年10月から、小児の水痘（みずぼうそう）と高齢者の
肺炎球菌の予防接種費用の助成制度が始まる予定です。
・小児の水痘予防接種…14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＊
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ここまでが
都筑区版です
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