
　公園や緑道、農業専用地区など緑が多くある都筑区ですが、開発による緑の減少が続いています。
　これまで以上に緑を守る取組を進めていくことが大切です。
　平成21年度から5か年計画で進めてきた「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」では、「横浜みどり税」を財源の
一部として活用しながら「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の3つの柱に基づき、さまざまな取組を行い、
都筑区内では、5年間で新たに29.1ヘクタール（横浜公園約4.5個分）の樹林地を指定しました。
　今年度以降も、「横浜みどりアップ計画」（計画期間：平成26-30年度）に基づき、継続した取組を進めていきます。

　川和市民の森は、平成24年2月に市民の森に
指定され、平成26年4月1日に開園しました。
　また、散策路や広場などの日常の管理を行う

「川和市民の森愛護会」が結成されました。

　牛久保西町内会と東京都市大学と市が協働して、身近な
生き物とともに暮らせる、花と緑の豊かなまちをめざす事
業です。地域の皆さんが平成24年度に「地域緑化計画」をつ

くり、平成25年度
に市と協定を結び
ました。平成30年
度まで、継続して
地域の緑化を進め
ていく計画です。

●収穫体験農園の開設支援を行いました（17か所）
●農園付公園の整備に向けた土地の取得、検討会などを行いました（大棚町）

　平成24年8月に市民の森に指定されました。
今年度から必要な整備を進め、平成28年春に
開園する予定です。

◀ビオトープづくりの様子 ◀整備のイメージ図

●民間保育園・幼稚園の園庭芝生化助成を行いました（3園）
●公立保育園の園庭芝生化を行いました（5園）
●地域緑のまちづくり事業で民有地の緑化支援を行いま
　した（牛久保西地区）

●樹林地の保全が進みました（計29.1㌶）　※面積は指定当時
　…特別緑地保全地区8.7㌶、市民の森6.6㌶、緑地保存地区4.6㌶、源流の森8.1㌶、寄附緑地など1.1㌶
●緑地保全制度で指定している樹林地の管理助成を行いました（39件）
●森づくり団体への間伐材チップ化作業支援を実施しました（早渕公園・茅ケ崎公園、延べ20回）

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成26-30年度） http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/midoriup/
問合せ  企画調整係　 948-2227　 948-2399

▼川和市民の森散策路

　大棚町に残っている緑地や農地を、区画貸し農園を含む農園付公園とし
て整備し、まとまりある優良な緑地の景観を守るとともに、区民の皆さんか
らのご要望の多い農体験の場とします。今年度は整備工事を進め、平成28
年春に開園の予定です。

▲市内の農園付公園整備事例

※開園までの間は、森に立ち入ることはできません。
　ご協力をお願いします。
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平成21～25年度の主な実績

収穫体験農園の開設支援を行いました（17か所）

川和市民の森全景

（仮称）池辺市民の森

　平成21年度から5か年計画で進めてきた「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」では、「横浜みどり税」を財源の
一部として活用しながら「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の3つの柱に基づき、さまざまな取組を行い、

　今年度以降も、「横浜みどりアップ計画」（計画期間：平成26-30年度）に基づき、継続した取組を進めていきます。

樹林地の保全が進みました（計29.1㌶）　※面積は指定当時樹林地の保全が進みました（計29.1㌶）　※面積は指定当時
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講演・講座
認知症！今、私たちにできること
〜認知症カフェを通して考えてみよう！〜

近年、認知症の人は増加しています。
今回のフォーラムを機に、認知症につ
いて学び、私たちが今できることを
考えてみませんか？

【第一部】講演会「認知症の理解と地
域に期待すること」　講師：かわさき
記念病院　高橋正彦先生　

【第二部】リレートーク「介護者家族の
話」「地域での取組紹介」
日時8月28日（木）13時30分〜15時30分
会場区役所6階大会議室　定員100人
申込み▶8月21日（木）までに か

〜講演会と同時開催〜
◆認知症・介護予防パネル展
日時8月28日（木）〜9月4日（木）
会場区総合庁舎１階区民ホール／
◆行政書士による無料相談会
日時8月28日（木）10時〜16時
会場区総合庁舎１階区民ホール／
申込み・問合せ先▶高齢支援担当

948-2304 948-2490

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9月10日（水）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6、7、8、9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▶8月18日（月）から
問合せ▶健康づくり係

948-2350 948-2354

ママと赤ちゃんのための健康講座

【1日目】食生活についての話と2回
食を目安にした離乳食の試食　【2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9月17日（水）・24日（水）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▶新栄地域ケアプラザ

（ 592-5255）へ、8月20日（水）10時
から
問合せ▶健康づくり係

948-2350 948-2354

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9月13日（土）10時10分〜11時50
分（受付は10時開始）　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▶8月13日（水）〜9月12日（金）に
問合せ▶こども家庭支援担当

948-2318 948-2309

お知らせ
スプレー缶、乾電池などのごみの
出し方のお願い

スプレー缶 使い切って、別の袋に分け
て、燃やすごみの日に出す

乾電池 別の袋に分けて、燃やす
ごみの日に出す

使い捨てライター 使い切って、燃やすごみへ
金属製ライター 使い切って、小さな金属へ
火災の原因になることがあります。
分別ルールを守りましょう。
問合せ▶資源化推進担当

948-2241 948-2239

ブルーベリー狩り

都筑区で採れるおいしいブルーベ
リーを楽しもう。
日時8月25日（月）10時〜12時
場所マルイファーム（東方町991）
対象区内在住の小学生以下の子と保
護者50組
費用大人1,000円（子ども無料）
申込み▶8月11日（月）〜8月24日（日）に、
都筑農業ボランティアの会 （http://
enonom.web.fc2.com/）から と
参加人数（大人、子ども）を明記し、申
込み。
問合せ▶企画調整係

948-2226 948-2399

子ども・子育て支援新制度　
利用者説明会

日時8月30日（土）10時30分〜12時
会場区役所1階機能訓練室
定員100人
申込み▶8月25日（月）までに利用者説
明会事務局（ 661-1415 661-0604
kosodate@y-offside.co.jp）へ か か
※託児・手話通訳あり（要申込）
問合せ▶保育運営担当

948-2463 948-2309

マリンバコンサート

親子でぜひご参加ください。
日時9月11日（木）10時から1時間程度
対象就学前の子と保護者30組
会場・申込み▶茅ケ崎保育園（茅ケ崎
南一丁目12-1）へ、8月28日（木）から
（941-2172）

問合せ▶保育運営担当
948-2463 948-2309

都筑図書館から

◆パネル展「昭和初期の体操」
体操をテーマにした写真や関連資料
の展示です。
※資料協力：横浜市史資料室
日時8月11日（月）〜8月26日（火）
会場都筑図書館
◆夏の特別おはなし会
海や魚をテーマにしたおはなし会で
す。いつものおはなし会とは少し違
うプログラムでお待ちしています。
日 時8月23日（土） ①10時30分 開 始

【出演：つづきっこ読書応援団ほか】 
②11時30分開始【出演：マドレーヌ】
※各回30分程度
会場都筑図書館対面朗読室

対象幼児（一人でおはなしを聞ける子）
〜小学生、各回20人 （当日先着順）
◆くまさんのおはなし会（9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9月11日（木）①10時〜10時25
分②10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▶8月28日（木）から か
問合せ▶都筑図書館

948-2424 948-2432

募集
新治恵みの里　秋の新米体験（全3回）

緑区新治町の水田で、稲刈り、脱穀から
新米の釜戸炊きまで体験しましょう。
日時稲刈り：10月4日（土）13時30分〜
15時30分　脱穀：10月25日（土）13時30
分〜15時30分　新米の釜戸炊き：11月
下旬予定
場所横浜市立新治小学校近くの水田

（JR横浜線十日市場駅徒歩約15分）
対象全3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7,000円（体験した玄米15kg
の持ち帰り付き！）
申込み▶8月26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「新米体験係」（ 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

「横浜防災ライセンス講習会」受講者募集

日時9月6日（土）①生活資機材取扱
講習会：9時〜12時②救助資機材取
扱講習会：13時〜16時※①②両方の
受講も可。 会場つづきの丘小学校
定員各30人
申込み▶8月22日（金）消印有効で
と希望する講習、性別、お住まいの地域防
災拠点、再受講の場合は受講した年度と
ライセンス証の番号を明記し （〒231-
0017 中区港町1-1　横浜市総務局危機
管理課　横浜防災ライセンス担当宛て）
問合せ▶総務局危機管理課

671-2011 641-1677

里親制度説明会のお知らせ

児童相談所では、親元で育つことので
きない子どもを温かい愛情をもって育
ててくださる里親家庭（特に短期預か
り）を求めています。制度説明に加え、
先輩里親さんのお話もあります。
日時8月22日（金）10時〜11時30分
会場北部児童相談所地域交流室
対象健康で子育てが可能な年齢の人
申込み▶事前に
問合せ▶北部児童相談所里親担当

948-2441 948-2452
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都筑図書館の休館日　8月18日（月） ● 9月16日（火）
都筑公会堂の休館日　8月18日（月） ● 9月16日（火）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,258人 （平成26年7月1日現在・前月比29人増）
世帯数…79,661世帯（平成26年7月1日現在・前月比22世帯増）
交通事故発生件数…313件　
　死者0人／負傷者388人（平成26年1月1日～5月31日）
火災発生件数…27件（平成26年1月1日～6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

連載 第4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。これを
記念して、区内でさまざまな事業が予定されていま
す。広報よこはま都筑区版では、9月号まで全5回で
ご紹介していきます。

　都筑区誕生時に20年後に向けたメッセージを封入したタイムカプセ
ルがあるのをご存じですか？このたび、都筑区制20周年記念事業とし
て、そのタイムカプセルを開封するとともに、新たな思いを未来につなぐ
ために、20年後に開封するタイムカプセルにメッセージを封入します。

未来の自分や家族に向けて、メッセージを書いてみませんか？
　専用のハガキにメッセージを書いて応募
してください。20年後に、ハガキに書かれ
た住所に郵送します。
対象区内在住・在勤・在学の皆さん　
募集期間8月1日（金）〜9月30日（火）
専用ハガキの配付場所区役所1階総合案内、
区役所5階55番窓口（区政推進課）、区内地下
鉄駅、地区センター、地域ケアプラザ、コミュニティハウスなど
専用ハガキの提出先都筑区役所区政推進課（〒224-0032　茅ケ崎中央
32-1）宛て郵送または持参

　都筑区制20周年を記念して、「夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会」を開催します。
　当日の様子は、ＮＨＫラジオ第一で生放送！夏の締めく
くりに、いつもよりちょっと早起きして、ラジオ体操を楽しみ
ませんか？どなたでも参加できます。当日直接会場にお越しください。
日時8月30日（土）6時開会（6時30分〜6時40分 ラジオ生放送）
会場

くず　が　やと

ケ谷公園  多目的広場（雨天時：横浜市立茅ケ崎台小学校 体育館）

20年後の未来へ
～タイムカプセルに封入するメッセージを募集します！～

8月30日（土）は、みんなでラジオ体操！

問合せ  企画調整係 948-2227 948-2399

問合せ  健康づくり係 948-2350 948-2354

開封を待つタイムカプセル
（1994-2014）
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　生ごみの約80㌫は水分です。生ごみの水分は、腐敗や悪臭の主な原
因となります。水切りをして、ごみを軽くし、嫌な臭いを防ぎましょう。

　犬を連れて外出するときは、犬の迷子や犬が事故に遭うのを防ぐため、必ず
リード（引き綱）を付けましょう。
　公園や道路など公共の場所では犬を放さないでください。

　公園や道路は犬のトイレではありません。フンは自宅に持ち帰って処理して
ください。おしっこも水で洗い流してください。

　植物の疑問について専門家が回答した本です。「なぜ、
サボテンは乾燥した地域で生きていけるのか」、「四つ葉の
クローバーはどのようにしてできるのか」など植物の秘密
を知ることができます。

　横浜版、地産地消のガイドブックです。市内の農家や、
市内で採れた食材や都筑野菜を食べられるレストラン
などを取材し、地域別に紹介しています。地産地消（食べ
ること）で、横浜の豊かな農地を守り支えることに貢献
してみませんか。

　緑のカーテンの作り方を丁寧に解説した本です。
キュウリと日本アサガオは8月からでも育てられます。緑
のカーテンを作って、厳しい残暑を乗り切りませんか。

　都筑農業ボランティアの会では、都市農業への理解や地産地消の推進を
目的として、都筑区と協働でさまざまな企画を行っています。農業に関心の
ある人が集まり、協力農家での農業指導を受け、知識や技術を身に付けて
区内農家の担い手としてのボランティア活動や、料理教室、収穫体験など
地産地消のイベントを実施しています。

活動場所 　東方町農業専用地区内（「源東院」バス停より徒歩5分）
対　象 　 区内在住・在勤で、日曜日を除く週1〜3日午前中の農作業が可能

な、おおむね70歳以下の人

対　象 　 区内に農地を持つ農家
ボランティア概要　 収穫作業、出荷準備、除草など農作業全般
　　　　　　　　※賃金、食事など謝礼の提供は不要です。

作業可能時間 　 9時30分頃〜12時頃（詳細は応相談）

　都筑農業ボランティアの会が、繁忙期など農作業のお手伝いにうかがい
ます。（高度な技術を要するお手伝いなど、ご期待に添えない場合があるこ
とをご了承ください。）

　普段入ることのできない動物園の台所で、動物たちのエサについて解説します！
日時9月6日（土）・7日（日）いずれも14時30分（ズーラシア内ジャングルカフェ
集合）〜15時頃　対象各日、区内在住の子（未就学児含む）と保護者20人 　
※当選者はツアーへの参加・入園ともに無料です。　
申込み8月20日（水）必着で、区 の広報アンケート専用フォーム（ http://
www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/kouhou/2608koho-q.html）か、
下記のアンケートを回答の上、 、年齢、参加希望日、参加希望人数（1組4
人まで）を明記し か （都筑区役所広報相談係 〒224-0032 茅ケ崎中央32-1）
※当選者の発表はご招待券の発送をもってかえさせていただきます。8月末日発送予定。

日程8月14日（木）〜26日（火）　会場区総合庁舎1階区民ホール／

  「ズーラシア夏祭り」をテーマに、子どもに大人気の縁日やイルミネーション
を見ながらのビアガーデンなども開催します！
日程8月15日(金)・16日(土)・17日(日)・23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日)
※8月16日(土)・17日(日)には、ズーラシアンブラスによるコンサートも開催！
※開園時間を20時30分まで延長（入園は19時までにお願いします。）　※入園料：大人600
　円、高校生300円、小・中学生200円、小学生未満無料、毎週土曜日は高校生以下無料

❶〜❸の催しの内容に関する問合せは、よこはま動物園ズーラシア 959-1000 959-1450

1 デザインについて、お聞きします。
　①読みやすい　②読みにくい　
　理由をお書きください（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2 よく読む記事はどれですか？（いくつでも）
　 ①特集1（5ページ）、②区役所からのお知らせ（6・7ページ）、③区制20周年

連載（6ページ）、④特集2（８・９ページ）、⑤施設からのお知らせ（10・11ペ
ージ）、⑥健診・教室など（12ページ）、⑦ふれあい伝言板（12ページ）

3 8月号で面白い、役に立つと思った記事がありましたら、教えてください。
   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4 今後取り上げてほしい内容がありましたら、教えてください。
   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5 その他広報区版へのご意見・要望がありましたら、教えてください。
   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ズーラシア開園15周年・都筑区制20周年 
（公財）横浜市緑の協会設立30周年 

❸ズーラシアの人気者が大集合！動物たちの写真展in都筑区役所

❷夏は、涼しい夜に動物園へ行こう！ナイトズーラシア2014

広報よこはま都筑区版（5〜12ページ）に関するアンケート

問合せ 都筑図書館 948-2424 948-2432

タイアップ
企　画

❶スペシャル台所ツアー

夏休みはズーラシアへ！第２弾

農作業のお手伝いの様子 区民参加型イベント「収穫体験」の様子

マナーを守って犬との素敵な暮らし

都筑農業ボランティアの会

公園や道路で犬を放してはいけません

犬のフンは飼い主が始末しましょう

長寿ペットの表彰　募集
　都筑区動物愛護週間イベントの１つとして、飼い主に表彰状を贈呈し、長
寿ペットの写真を展示します。都筑区動物愛護週間イベントは、9月24日

（水）午後・25日（木）・26日（金）に、区総合庁舎1階区民ホールで開催します。
対象    長寿犬：区内で畜犬登録されている大型犬13歳以上、中小型犬は15歳以上

　　　　長寿猫：区内で飼育されている猫17歳以上
　　　　【区制20周年記念特別表彰】
　　　　犬・猫：上記のうち、種類別に最高齢の長寿犬、長寿猫
　　　　犬・猫以外の長寿ペット：20年以上飼育されている区内のペット（鳥、亀など）
　　　　※年齢は、いずれも平成26年9月20日現在。
　　　　 ※その他、自慢のペットの写真も展示します。種類、年齢は問いません。
申込み 　 8月22日（金）まで。応募方法は区役所2階25番窓口、環境衛生係

までお問い合わせください。

申込み・問合せ先  環境衛生係 948-2358 948-2354

問合せ 資源化推進担当 948-2241 948-2239

企画調整係「都筑農業ボランティアの会」担当
948-2226 948-2399 tz-plan@city.yokohama.jp

水切りで臭いもごみもすっきり！
　生ごみの約80㌫は水分です。生ごみの水分は、腐敗や悪臭の主な原
因となります。水切りをして、ごみを軽くし、嫌な臭いを防ぎましょう。

水分を減らす工夫をしよう！

その その そのまずは水に
濡らさない！

ごみ出しの
前にひと絞り！絞って乾かす！

今月の特集「横浜みどりアップ計画～都筑区での
取組について～」に関連して、植物について学べる
本や、ご家庭で緑化に取り組める本などをご紹介
します。

これでナットク！植物の謎
植木屋さんも知らないたくましい
その生き方

食べる．横浜　横浜の地産地消
ガイドブック  決定版

花も実もあるよくばり！緑のカーテン
野菜と花おすすめ23品目

［
連
載 

第
一
回
］

日本植物生理学会／編　講談社　2007年

『食べる．横浜』制作委員会／
編著　神奈川新聞社　2012年

サカタのタネ「緑のカーテン」普及チーム／著　
農山漁村文化協会　2013年

都筑図書館では、ここで紹介した本のほかにも、さまざまな資料を所蔵しています。
都筑図書館内⑧・⑨窓口（総合案内）では、司書が本や調べ方についてご案内してい
ます。お気軽にご相談ください。

火～金曜日：9時30分〜19時   土・日・月曜日、祝日：9時30分〜17時図書館の開館時間

参加者＆援農先募集

農業の盛んな都筑区で、地産地消を広めよう

一緒に活動する仲間を随時募集中です！

人手不足でお困りの農家の皆さんへ

都筑野菜応援事業 検索

申込み・問合せ先

問合せ 広報相談係 948-2223 948-2228
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申込み・問合せ  都筑区民活動センター
開館時間  8時45分〜17時
閉館日  毎月第3月曜日

　　　　 年末年始
　　　　土日も開館しています！

948-2237　 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

都筑区民活動センター

区民ホール

売店

トイレ

駐車場側入口

都筑図書館 都筑公会堂

福祉保健センター総合案内

正
面
入
口

▲
至
地
下
鉄
セ
ン
タ
ー
南
駅

消
防
署
側
入
口

①都筑区民活動センターはあ
なたの○○○○○学習を応
援します！

②ボランティア活動での感謝
の言葉は○○○の源

③都筑区民活動センターの今
年の目玉はつづき○○ジン
事業です

④○○○○マガジンつづき
“縁”ジンもうすぐ創刊！

⑤○○○○バンクは人と地域の縁結び	
⑥まち歩きの際は○○分補給を忘れずに	 	 	 	 	
⑦都筑区へ転入したての人向けです。「○○○○都筑へ。」地域デビュー応援
サロン
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
㋐かつての○○○○人間がいまや地域の有名人
㋑時間に○○○ができた今こそ何かを始めたい！
㋒○○○○気分で講座を受講	 	 	 	 	 	
㋓都筑区民活動センターにあるのは、○○○○○と紙折り機	
㋔料理好きな将棋仲間の○○○○○で、男の料理講座にはまっています

①生涯学習とは「一人ひとりが自由に、自らテーマを選び、自分にあった手
段・方法によって年齢に関係なく生涯にわたり、必要なことや興味関心の
あることを、必要なときに学ぶ」ことです。

④「きっかけマガジンつづき“縁”ジン」が創刊されます。

⑤人材バンクに登録いただくと、自治会やPTA、はまっ子ふれあいスクー
ル、高齢者施設など、さまざまな場所から講師や一芸披露の依頼がやっ
てくる！かも。

⑥緑道ウォークは都筑区の人気メニューの1つです。歩くときは水分補給
をお忘れなく。

⑦都筑区は転入者の多い区です。「ようこそ都筑区へ。」引っ越しが済んだら
地域デビュー応援サロンへどうぞ。

㋐現役時代は会社と家の往復で、リタイア後初めて、地域に知り合いがいな
いことに気が付いたという人は意外とたくさんいらっしゃいます。

㋑仕事や子育てなど忙しい時期を通り越してふと時間に余裕が出来ると、
何か新しい挑戦を始めたい気持ちがふつふつと湧いてくるようです。

㋒大人になってからの学びは想像以上に新鮮です。学生時代を思い出して
集中すれば脳も体も若返るかも？

㋓区民活動センターの一番の働き者は印刷機です。製版が50円、印刷は2枚
で1円、大量印刷にはとっても経済的です。

㋔影響を受けたり、与えたり、大人の学びは奥が深いのです。

都筑区民活動センターはあ都筑区民活動センターはあ
なたの○○○○○学習を応

ボランティア活動での感謝
の言葉は○○○の源
都筑区民活動センターの今
年の目玉はつづき○○ジン

○○○○マガジンつづき
“縁”ジンもうすぐ創刊！
○○○○バンクは人と地域の縁結び	

①

④

⑤

⑥

②

③

⑦

㋑

㋒

㋓

㋔

㋐

8月31日（日）まで

　都筑区には区民の経験や能力を発揮する機会がたく
さんあります。私は理学療法士としての経験を地域の健
康増進のために生かせればと思い、人材バンクに登録
し、区民プロデューサーを担っています。多くの出会い
にワクワクしています。

特集2

ママ友と
コミュニティ
カフェを
立ち上げました！

プロデューサーとして、
都筑区の人・団体をつなげる
イベント主催者になり、
仲間とともに
活動します！

たくさんの人が
集まってつながりが
生まれるって楽しい。

そうだ！地域の皆さんが
つながる憩いの場を

つくろう！

「団体スキルアップゼミ」に参加する

「つづき力発揮講座」を受託●団体スキルアップゼミ

●つづき力発揮講座

回 日程 テーマ
1 10月20日（月） 市民活動ABC
2 11月17日（月） 資金調達ABC
3 12月15日（月） 人材獲得ABC
4 平成27年1月19日（月） 広報戦略ABC
5 平成27年2月16日（月） プレゼンテーションABC

　地域につながる活動を始めるための仲間づくりや
ノウハウを学んでみませんか。

「つづき芽生え
プロジェクト」を

使って講座を実施。
仲間が増える。

「つづき芽生えプロジェクト」に参加する

企画中のため1回休み

3マス進む

●つづき芽生えプロジェクト

　芽生えプロジェクトを経て「つづきデ
ビュー」を結成以来、一区民として"なる
ほど面白い"と感じたテーマで講座を開
催しています。メンズファッション、劇
団かかし座、ラジオ体操など。地域に踏
みだすきっかけを作りたい思いを「つづ
きデビュー」という名前に込めました。

『広報よこはま』を
じっくり読む。

特技を生かして
つながりを作りたい！

まつりで知り合った
メンバーから誘われて

自治会の集まりへ。
若い人に自治会を

知ってもらいたいと
相談を受ける。

地域のまつりで
やぐら組み。若手が

来てくれて助かったと
喜ばれる。まつりも

楽しんだ。

近所で顔見知りが
増え、たくさんの人と

挨拶を交わす
ようになる。

子どもと一緒に
自治会の公園清掃
活動や運動会に

参加する。

2マス進む

披露依頼が来る。
披露先は

地域ケアプラザ。
ケアプラザや来館者と

つながりができる。

　ギターの弾き語りやマジックなど多種多様な
特技を地域で生かしたい皆さんを登録し、施設
や団体にご紹介しています。

　都筑区で活動する団体やグループ、特技を地域で生かしたい人が、
“生涯学習・市民活動”の元に一堂に会し、新たな仲間の輪をつなげるため、
見て、参加して楽しいイベントを企画しています。公募で集まった「区民
プロデューサー」の皆さんが、「もっと楽しく　もっとわくわく　もっと
つながるフェスタ」をめざして準備中です。どうぞご期待ください！
第1部  平成27年3月1日（日）：ららぽーと横浜
第2部  平成27年3月21日（土・祝）・22日（日）：センター南駅周辺他

　都筑区には区民の経験や能力を発揮する機会がたく
さんあります。私は理学療法士としての経験を地域の健
康増進のために生かせればと思い、人材バンクに登録
し、区民プロデューサーを担っています。多くの出会い
にワクワクしています。

　ギターの弾き語りやマジックなど多種多様な
特技を地域で生かしたい皆さんを登録し、施設

「人材バンク」へ登録する

イベントの企画に挑戦！

●人材バンク

　私は主に高齢者の皆さんに音楽セラピストとして
活動を行っています。ナツメロを時代背景の説明と
ともにギターで弾き語りをしています。施設や老人
会などに呼ばれて歌を披露すると、一緒に口ずさん
だり、当時をしのんでくださったりします。そこで
自分も元気をもらっています。

　何か始めたいと思っている皆さんがふらっと集えるサロン
を行っています。（予約不要）

「つづきデ
結成以来、一区民として"なる

ほど面白い"と感じたテーマで講座を開
催しています。メンズファッション、劇
団かかし座、ラジオ体操など。地域に踏
みだすきっかけを作りたい思いを「つづ
きデビュー」という名前に込めました。

「地域デビュー応援サロン」に参加する

●地域デビュー応援サロン

　娘夫婦と同居するため、都筑区
へ引っ越してきました。お友達が
欲しくて応援サロンへ。仲間がで
き、地域の名所やボランティア活
動も知ることができました！

毎月第3木曜日10時開始

10月20日（月）から全5回、いずれも毎月第3月曜日10時〜12時
申込み  8月11日（月）開始

　「団体のメンバーが高齢化して…」「主催イベントに参加者が集まら
ない…」など団体活動に関するお悩みをスパッと解決するための糸口
を学んでみませんか。

　都筑区で活動する団体に、地域の課題
解決につながる講座を委託しています。
26年度は2団体が講座を開催します！
 絵本と人形劇と生演奏で楽しい!!を見つけよう！◆全3回
ぱぴプレ音楽工房／9月8日（月）、10月8日（水）、11月10日（月） 
申込み 8月20日（水）開始／子育てサークル在籍親子15組・その他親子
15組先着／参加費1,500円　
 つづき緑のボランティア養成講座◆全6回
港北ニュータウン緑の会／平成27年1月17日・24日・31日、2月14日・
21日・28日いずれも土曜日、 申込み  10月10日（金）開始／30人先着

●新☆つづき人交流フェスタ（仮称）プロデューサー

2マス進む

仕事の経験を生かし、
自治会のホームページを
立ち上げる。地域の
皆さんに
喜ばれています。

都筑区民活動
センターに来て

チラシを
手に取る。

都筑区民活動センターでは、区民の皆さんの“縁”をつくり、

活動のエンジン（サポート）となる仕組み「つづき“縁
エ ン

”ジン事業」をご用意しました。

8月号は、すごろくとクロスワードパズルで楽しみながら、活用方法をご紹介します！

知る・気づく・つながることで人生もまち（地域）も、もっと豊かに

子育て中です。
子どもと一緒に
何かしたい！

近所の人たちと
知り合いたい！

企画中のため1回休み

何か
できることは
ないかな？
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休館日◆8/26（火）〒224-0062 が谷2-1
 941-8380　  942-3979

都筑センター

申込み▶ 行事は8月11日（月）から
か
●赤ちゃんとお母さんのための
　ベビーヨガ講座（全6回）
9月4日～10月9日いずれも木曜日10時
30分〜11時30分／市内在住で、首が座 
ってからハイハイを始める前までの赤
ちゃんとお母さん10組20人   ※初め
ての参加者限定／500円（全回分）  ▶
●苔玉（こけだま）づくり
9月7日（日）10時〜12時／市内在住・在
勤の人20人 ／1,300円  ▶
●男子厨房
初心者歓迎、ビビンバ風三色丼を作り
ます／9月17日（水）10時〜13時／市内在
住・在勤の男性16人 ／500円  ▶
●親子料理教室 
ジャンボのり巻きに挑戦／9月27日（土）
10時30分〜13時／市内在住・在学の小
学4〜6年生の親子20組 ／1組500円  
▶

休館日◆8/11（月）、9/8（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8月13日（水）から
●〜ママからワタシへ〜
　リフレッシュ美クス 後期（全10回）
参加者同士で保育をしながら、体力作
りとストレス発散。ソフトエアロビク
スやストレッチ／9月19日～12月5日

（10月10日、11月7日を除く）いずれも
金曜日9時30分〜11時50分／生後6か
月〜就園前の子と母親50組 ／4,000
円（全回分）  ▶
●歴史講座「源氏・鎌倉幕府筆頭、
　三浦一族の盛衰」他（全4回）
9月16日（火）・30日（火）、10月15日（水）・
28日（火）9時45分〜11時45分／20人
／2,000円（全回分）  ▶
●第2回「転倒予防のコツ伝授教室」
9月27日（土）15時30分〜17時／40人  
申込み▶8月13日（水）から か
●第6回整体エクササイズ
　〜あなたにとって必要な運動は何？〜
9月19日（金）10時〜11時30分／40人
／500円（保険代など）  ▶

休館日◆8/11（月）、9/8（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8月12日（火）から
●ジュニア体操2期（全6回）
9月16日・30日、10月7日・21日・28日、
11月4日いずれも火曜日15時30分〜
17時／3歳〜未就学児30人 ／2,400
円（全回分）  ▶
●シェフに習う本格中華料理Ⅱ
9月26日（金）10時〜13時／20人 ／
1,200円　▶
●にこにこストレッチポールヨガ（全4回）
9月29日、10月6日・20日・10月27日いず
れも月曜日13時〜14時30分／30人
／2,000円（全回分）  ▶
●三世代そば教室
9月27日（土）10時〜13時／親子三世代

（二世代でも可）4組 ／1,500円  ▶
●親子体操2期（全10回）
9月26日～12月5日（10月31日除く）い
ずれも金曜日、A：9時30分〜10時30
分、B：10時40分〜11時40分／1歳8
か月〜未就園児と保護者各40組 ／
3,500円（全回分）  申込み▶8月29日(金)
までに と年齢、希望クラス、子の
名前、性別、月齢を明記し
●ままくらぶ「かぼちゃのカップケーキ作り」
10月8日（水）10時〜12時／1歳〜未就園

児の母親15人   ※一時託児あり（300
円）／700円  ▶
●おはなしのはなたば
絵本・紙芝居・パネルシアター／8月21
日（木）11時〜11時30分／未就園児と保
護者25組 ／
●ロビーコンサート
クラノワアンサンブル（クラリネット）／
8月16日（土）13時30分開始／

休館日◆8/11（月）、9/8（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▶ 行事は前日までに か
●大人の図工室（全3回）
1回ごとに作品を作り、ものづくりの楽
しさを味わう／9月19日、10月3日・17
日いずれも金曜日18時30分〜20時30
分／10人 ／2,700円（全回分）／エプ
ロン、はさみ、ボンド持参。 ▶
●都筑野菜で簡単おばんざい（全3回）
乾物や旬のお野菜をたくさん使って秋
のおばんざいをつくります／9月26日、
10月17日、11月7日いずれも金曜日10
時〜12時30分／16人   ※子ども同伴
不可／3,600円（全回分）／エプロン、三
角巾、ふきん、筆記用具持参。 ▶
●からだほぐし・こころほぐし
　ストレッチ（全6回）
10月7日・21日、11月4日・18日、12月2日・
16日いずれも火曜日13時〜14時30分
／20人   ※子ども同伴不可／3,000
円（全回分）／スポーツタオル、飲み物
持参、運動ができる服装で。はだしにな
ります。 ▶
●骨盤体操&ストレッチ 秋（全6回）
9月29日、10月6日・20日、11月17日、
12月1日・15日いずれも月曜日10時15
分〜11時30分／50人   ※一時託児
あり／3,000円（全回分）／上履き、バス
タオル持参。 ▶
●笑いの体操「ラフター・ヨガ」
9月6日（土）、10月4日（土）13時15分〜
14時30分／20人 ／一回500円／バ
スタオル持参。 ▶
●子どものアートⅡ（全3回）
身近な材料や自然素材を生かした造
形講座／9月14日、10月12日、11月9日
いずれも日曜日9時30分〜11時30分／
年長児〜小学生32人   ※未就学児
は保護者同伴／1,000円（全回分）／エ
プロン、タオル、持ち帰り用バッグ、筆
記用具、ボンド、はさみ持参。 ▶
●1、2歳児の親子遊び
親子で音楽に合わせて親子のふれあ
いを楽しみます／9月11日・25日、10月
9日・23日、11月13日・27日いず れ も 木
曜日／Aコース（1歳児）：9時30分〜10時
25分、Bコース（2歳児）：10時40分〜11時
35分／1〜3歳未満の親子各20組 ／
2,400円（全回分）／汗拭きタオル、動き
やすい服装で。はだしになります（ストッ
キング不可）。 ▶
●0歳児の親子遊び
おうちの中でできるふれあい遊びで
スキンシップを楽しみます／9月10日

（水）13時〜14時／首が座っている生後
4〜10か月の赤ちゃんと母親10組 ／
500円／バスタオル、ハンドタオル、水
分補給の飲み物持参。

休館日◆8/11（月）、8/25（月）、9/8（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8月12日(火)から
か
●手打ちそばを食べよう
9月27日（土）12時集合／50人 ／500円  
▶

●楽しく着物を着ましょう
9月24日（水）13時〜15時／女性15人
／1,500円／持ち物は問合せを。 ▶
●わびさび塾

「濃染月の茶会」のセミナー／9月28日
（日）13時30分〜15時30分／2,000円  
▶
●茶室利用受付（9月〜平成27年2月分）
詳細は事前に問合せを。 申込み▶8
月12日（火）13時から か
●男性初心者茶道講座
8月16日（土）10時〜12時30分／5人
／1,500円  申込み▶前日までに か
●元NHKアナウンサー河村陽子講演会
10月11日（土）13時〜15時30分／60人
／1,000円（茶菓付き）  申込み▶9月1日

（月）から か

休館日◆改修工事のため8月〜12月は休
館。8月はイベントがありません。

 592-6517　  594-1649
〒224-0035  新栄町17

 http://seseragikominka.web.fc2.com/

せせらぎ公園古民家

●ノルディックウォーキング体験教室
9月5日（金）10時開始／15人 ／1,000円

（保険代、レンタルポール代含む）／持
ち物、服装などは問合せを。 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 と申込者全
員の年齢を明記し か か
●初秋の虫の声、昆虫観察会
9月7日（日）18時〜21時／雨天中止／レ
ストハウス集合／30人 ／300円  申
込み▶8月31日（日）までに
●真夏の植物観察会
8月24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  申込み▶8月17日（日）までに
●炭焼き体験（全3回）
里山の間伐材を使った炭焼き。作業は3
日に別けて実施します／炭材作りと窯
詰め：9月13日（土）9時〜16時、 炭焼き：
9月20日（土）8時〜17時、窯出しと炭材
作り：9月27日（土）9時〜12時／雨天決
行／18歳以上10人 ／1,000円（全回分） 
※13日と20日は昼食付き  申込み▶9月
6日（土）までに
●ネイチャークラフト作り
木の枝や実などを使って、森の動物た
ちを作りましょう／8月24日（日）10時
〜15時（受付は14時半まで）／雨天中
止／500円／

休館日◆8/18（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

●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の場
バケツ・釣りざおづくりとザリガニ釣り：
9月2日（火）、リトミック：9月25日（木）／
10時30分〜11時30分／未就学児の親
子各15組 ／各200円  申込み▶開催
日1か月前の10時から か

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

●セミのぬけがら観察会
8月24日（日）9時〜10時30分／雨 天 時
は30日（土）に延期／飲み物、虫よけ持
参／小学生以上15人 ／300円  申込
み▶前日までに か を明記し
か

●野の花ウォッチング
講師の案内で、生態園を散策しなが
ら野草を観察します。花の仕組みや特
徴など楽しく学びましょう／9月27日

（土）10時〜11時30分／雨天翌日順延
／15人 ／300円  申込み▶前日まで
に か を明記し 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で輝こう
　CLISHE（クリシェ）参加のお誘い

「アナと雪の女王」を文化祭で合唱し
ませんか／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13時30分〜16時／1回500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.oka
note-musical-studio.jp/）、問合せを。 
申込み▶ （担当：岡本　941-3608）

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

●よいコミュニケーションの取り方
　（全2回）
講師：福田佳織氏／第1回 よい表情と
素敵な動作の習得：8月29日（金）10時
〜11時30分、第2回 会話の弾む「話し
方と聞き方」の習得：9月5日（金）13時
〜14時30分／各20人   申込み▶8月
27日（水）までに か を明記し

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

●子どもの科学教室
ドライアイスで遊ぼう！／9月6日（土）13
時30分〜15時／小学生24人 ／200円  
申込み▶8月31日（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

●中学生による小学生のための
　学習教室
8月22日（金）・23日（土）10時〜11時30
分／小学1〜3年生各日30人   申込
み▶8月20日（水）までに か
●親子リズム遊び〜秋の部〜（全8回）
9月12日～12月19日の隔週金曜日10時
〜10時50分あるいは11時〜11時50分／
2〜4歳の子と保護者25組 ／1,600
円（全回分）  申込み▶9月3日（水）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

●横浜港出前講座
　「横浜港をもっと知ろう！」
元船長が船員の仕事や貿易を支えて
いる船舶について解説します／8月21
日（木）10時30分〜11時30分／30人   
申込み▶8月11日（月）から 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
　「ビニールプールで水遊び」
8月14日（木）10時30分〜12時／小雨決
行／未就園児と保護者／100円／水遊
びできる服装、日よけ帽子、（必要であ
れば）おもちゃ持参。／

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

●認知機能障害を理解し、スムーズな
　コミュニケーションを目指す
講師：横浜市総合保健医療センター精
神科デイケア係長 田原智昭氏／9月
18日（木）10時〜12時／精神障害者の
支援に携わっている人40人   申込み
▶8月19日（火）10時から か
●笑って元気に夏をのりこえよう！

「慶応大学落語研究会」による落語を
楽しみましょう！／8月25日（月）10時
〜11時30分／40人 ／
●食から生活習慣病予防
医師と管理栄養士によるお話／9月20
日（土）14時〜15時30分／30人   申込
み▶8月12日（火）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

●もしもに備えるお役立ち講座
変容する消費者被害：9月6日（土）、認知
症とお金の管理：9月13日（土）／13時30
分〜15時30分／各30人程度   申込
み▶8月22日（金）までに か

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

新栄地域ケアプラザ

●ロコモティブシンドロームを防ごう！
運動器の機能低下により要介護にな
るリスクの高い状態の予防に効果的
な「ハマトレ」で楽しく鍛える講習会で
す／9月16日（火）13時〜15時／20人   
申込み▶8月11日（月）〜9月13日（土）に

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

●くさぶえのみちウォーク（生田緑地）
9月23日（火・祝）8時45分〜16時／18歳
以上の障害のある人10人  ※高校生
不可／500円  申込み▶9月9日（火）ま
でに
●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／8月28日（木）11時30分〜11時
50分／未就学の子と保護者／

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8月12日（火）から
か

●パパといっしょに公園であそぼう！
ご家族でどうぞ／9月6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）／
●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／8月27日（水）、9月13日

（土）／10時30分〜11時30分／入会希
望者、各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／8月16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／8月23
日（土）、9月3日（水）・5日（金）／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／8月16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！／8月28日（木）10
時30分〜12時頃  ※雨天時は9月4日

（木）へ延期／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
8月30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
月は近世ブースの解説）：①11時開始
②14時開始（各回40分程度）／
●街頭文化祭！チボリ兄弟舎紙芝居
抱腹絶倒のオリジナル紙芝居／8月16
日（土）・17日（日）①12時開始②13時30
分開始③15時開始／
●博物館たんけん隊（博物館裏側ガイドツアー）
8月17日（日）･24日（日）①10時30分開
始②14時開始／各回20人、当日先着
順（受付は開始30分前から）  ※常設
展・企画展のチケットが必要／

休館日◆8/25（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。4日前までに （910-
5724）で要予約。詳細は問合せを。
●こころにやさしい整体法【全11回】
10月～平成27年3月の第1・3日曜日14時
30分〜16時／25人 ／15,220円（全回
分）  ※免除制度あり  申込み▶ と
託児の有（要事前問合せ）無、何を見て
応募かを明記し8月31日（日）必着で

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野カレッジ　
ヨコハマトリエンナーレ2014 みどこ
ろ・特色・コンセプトまるごと大解説／
講師：横浜美術館主任学芸員 木村絵
理子氏／8月23日（土）14時〜16時／無
料  ※学生登録を希望する場合は発
行手数料500円が必要／高校生以上
40人   申込み▶8月16日（土）必着で

か、 と年齢を明記の上 か
●フェローアートギャラリー vol.14
  渡邊大介  のほほ〜ん動物展
8月2日（土）～10月5日（日）9時〜21時／
障害のあるアーティストたちの表現を
紹介する小ギャラリー展示／
●Welcome！ ロビーコンサート
出演：ピリリータ（アルパ）／8月24日

（日）12時〜12時40分／

休館日◆8/25（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

●秋の定期スポーツ教室  10〜12月
申込み▶各教室とも と教室名、
年齢を明記し、 か か で、8月23
日（土）必着。＊印は託児あり（事前申
込制、有料） 。表記の時間は開始時
間。表記のない教室は全て1時間、16
歳以上 。料金など詳細は か で。
◇大人向け教室（16歳以上）
◆火曜日①＊バドミントン中級／9時
〜10時45分  ②＊シェイプアップ／
11時  ③ベリーダンス初級／12時30
分  ④ベリーダンス入門／13時45分  
⑤らくらくトレーニング＆ストレッ
チ／13時20分 
◆水曜日⑥＊ビューティーアップ／11
時  ⑦＊ビューティーコンディショニ
ング／12時10分〜12時50分  ⑧いき
いき健康体操／13時10分
◆木曜日⑨卓球モーニング／9時〜10
時45分  ⑩木曜ピラティス／9時30分  
⑪ヨガ／10時50分  ⑫パワーヨガ50
／12時〜12時50分  ⑬骨盤底筋エク
ササイズ／12時〜12時50分  ⑭骨盤
エクササイズ／13時〜13時50分  ⑮
太極拳／13時〜14時25分  ⑯社交ダ
ンス／13時30分〜14時50分

◆金曜日⑰＊バドミントンモーニン
グ／9時〜10時45分  ⑱＊金 曜ピ ラ
ティス／11時30分  ⑲美姿勢－スト
レッチポール－／12時40分  ⑳腰痛
予防トレーニング＆ストレッチ／13時
50分  21 フラダンス／13時  22 カラダ
☆メンテナンス／14時15分  23 バド
ミントンナイト／19時〜20時45分
◇子ども・親子向け教室

※料金、対象年齢など詳細は か で
◆火曜日 24 ベビーマッサージ＆ママの
エクササイズ／9時30分  25 はじめて
の親子体操／11時10分  26 ジュニア体
操／15時45分〜17時  27 苦 手チャレ
ンジ／17時15分〜18時30分
◆水曜日 28 わくわく親子体操／9時15
分  29 幼児体操1／14時30分  30 幼児
体操2／15時45分
◆木曜日 31 ベビー体操（はいはい）／
11時10分  32 ベビー体操（よちよち）
／12時20分
◆金曜日 33 うきうき親子体操／9時15
分  34 〜 36 横浜FCサッカースクール／
S15時30分／ M16時40分／ L17時50分  
37 〜 39こどもバレエ／アリス：15時25分
／マーメイド：16時30分／シンデレラ：
17時35分
◆土曜日 40 Jr.ヒップホップ／9時〜9時
50分  41 親子deリトミック／9時30分

この他当日受け付けの教室もありま
す。詳しくはお問い合わせください。

　県内では、振り込め詐欺の被害が多発しています。
　区内でも、オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求などの振り込め詐欺が発生
しています。電話でお金の話をされたら、それは詐欺です。
　不審な電話がありましたら、警察に通報してください。

　区民の皆さん、夏休みに遠出をするのもいいですが、地元横浜をチョイ旅
しませんか？近くに住んでいるとつい見逃してしまいがちですが、

横浜ベイエリアには、家族の思い出づくりや、地方のお友達・ご親戚の観光
案内として訪れたい、魅力的な観光スポットがたくさんあります。

　ところで、横浜市交通局の定期観光バス
「横濱ベイサイドライン」をご存じですか？
知っているようで知らない横浜の観光ス
ポットを、バスガイドさんの解説を聞きな
がら観光できます。現在、「小学生0円キャン
ペーン」を実施中です♪

● 小学生0円キャンペーン概要 ●

乗車期間　8月31日（日）まで　　対象者　小学生（小児料金対象者）
対象コース　午前コース：9時45分〜13時38分
　　　　　　午後コース：14時5分〜17時33分  ※いずれも大人2,900円
注意事項　◯大人（中学生以上）1人につき、小学生1人のみ無料です。
　　　　　◯その他、注意事項・条件については下記案内所か でご確認ください。

横浜定期観光バス 横濱ベイサイドライン

振り込め詐欺に気を付けよう
都筑警察署
からのお知らせ

問合せ 都筑警察署　 949-0110

申込み・問合せ先  横浜市交通局  横浜駅東口案内所（横浜そごう地下1階）
　  営業時間  8時〜19時（日･祝：8時〜18時）　 465-2077　 441-7749
　　 http://www.yokohama-bus.jp/ 横浜ベイサイドライン 検索

横浜ベイブ
リ ッ ジ は、
横浜の何か
をモチーフ
にしている
んだって！
何か知って
いますか？

中華街 三渓園 横浜マリンタワー 赤レンガ倉庫 山手西洋館
etc
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は都筑区制20周年関連行事です

催  し
●YTM（ヨコハマ・都筑ミュージカル）
　20周年記念ミュージカル
　「星の王子さん」

日本にもいた星の王子様。天上と地
上を行き来するファンタジーミュー
ジカル　特別出演：井料瑠美、光枝
明彦　作・演出：岡本隆生／9月13日

（土）18時30分開演、9月14日（日）12
時30分・16時30分開演（3公演）／都
筑公会堂／各回600人 ／3,000円
申込み▶事前に か と希望時
間帯、希望枚数を明記し
問合せ▶岡本　 941-3608

info@ytm1993.com

●星空のコンサート

屋外で本格的なクラシックコンサー
トを楽しみませんか。星空の下で、
最後の曲は一緒に歌いましょう！／
8月30日（土）19時 ～20時30分 ／ す
きっぷ広場　※雨天時はセンター南
駅構内／
問合せ▶都筑クラブ　横手

090-2761-3647

●ぱぴプレ♪クラブ～秋～（全6回）
「生演奏と絵本と人形劇」「音楽リズ
ム遊び」を親子で一緒に楽しみな
がら仲間づくりをしませんか？／
9月10日（水）・24日（水）、10月15日

（水）・20日（月）、11月12日（水）・26
日（水）／0～3歳の子と保護者15組

／4,400円（全回分）／詳細は を
ご覧ください。
申込み▶8月11日（月）から か 専
用申込みフォーム
問合せ▶ぱぴプレ音楽工房

080-3127-3757 http：//www.
papipure.net/

papipure.rizumu@gmail.com
●仲町台都筑レディース卓球大会
　参加者募集

9月11日（木）9時～15時／仲町台地区
センター体育室／区内または近隣区
在住の16歳以上の女性卓球愛好者90
人 ／600円／詳細は都筑区卓球協会
事務局と仲町台地区センターで配布
する申込書をご覧ください。
申込み▶8月11日（月）から申込書を

か郵送
問合せ▶〒224-0021 北山田六丁目
17-8 都筑区卓球協会事務局　阿部

・ 593-9904

●第3回 夏休み科学教室
「A：スーパーボールロケット」「B：紙
コップ万華鏡」「C：回る磁石」の実験
教室を開催（つづき子どもクラブ他、
3団体合同）／8月24日（日）①14時10
分～15時20分 ②15時30分～16時40
分／かけはし都筑／各回小学生30人

／500円
申込み▶事前に と希望時間帯、
希望する実験（A～Cのうち2つ）を明
記し か
問合せ▶松村　 911-0547

shomatsu@ja2.so-net.ne.jp
http：//kurarika.net/

●第9回 都筑想続塾
将来の備えは万全ですか。財産管理、
成年後見制度について一緒に勉強し
ましょう／ 8月27日（水）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

募  集
●中国語を通して文化を学ぶ

言葉だけでなく歌、体操、食事会など
があります／毎月第2・4月曜日10時
～12時／都筑センター／市内在住

の60歳以上の人／月1,500円程度
申込み▶事前に （ も可）
問合せ▶上海朋友会　須貝

476-4246
●和裁サークル＆彩の会　
　会員募集

自分で縫った着物を着る！ってかっ
こいいと思いませんか？初めての人
は、洋服生地で子どもの浴衣や甚平
を縫うところから始めてみましょう
／毎週水・木曜日12時～15時／北山
田地区センター／1回1,500円
申込み▶事前に
問合せ▶島本　 090-8490-1208
●第19回 MOA美術館
　都筑児童作品展　絵画作品募集

区内在住の小学生の絵画作品（四つ
切画用紙。ただし、鉛筆・色鉛筆不
可）を募集します。※作品展は、12月
10日（水）～12月14日（日）に区総合
庁舎1階区民ホールで開催
申込み▶10月10日（金）までに、絵画
の裏に絵画の題名、学校名、学年、氏
名（ふりがな）、電話番号を明記し、
①公立小学校に通う場合は学校へ提
出　②私立小学校に通う場合は郵送

（〒224-0012　牛久保三丁目23-7都
筑花みずきの会）か下記へ
問合せ▶大代

912-6218 912-6217

 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7日（火）午前→9月5日（金）～9月24日（水）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 8月5日・26日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 8月7日・28日いずれも（木）12時～13時30分受付
3歳児 8月21日、9月4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1月出産予定の人 
　→9月5日・12日・19日・26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

8月27日（水） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

9月24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

8月18日（月）・29日（金）、9月3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

8月8日（金）午前、9月5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　※8月12日（火）は休み 
脳血管疾患等により後遺症のある40～69歳の人を対象に、
リハビリ教室や言語教室を開催しています。

■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7日（火）午前→9月9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

8月14日・21日・28日、9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

8月22日（金）午後、9月9日（火）午前、9月17日（水）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

9月9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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