
生の鶏肉、豚肉、牛肉に高い確率で付いている食中毒菌です。下
痢・腹痛・発熱などの症状を起こします。食べてから発症するま
での潜伏期間は約2～5日です。耳慣れないかもしれませんが、
カンピロバクターは食中毒の原因として、ノロウイルスに次い
で2番目に多い菌です。75℃ 1分の加熱により死滅します。

●前日調理はしない。
●無理なく提供できる数量で。
●十分に加熱できる
　メニューを選ぶ。

●調理ブースはテントやシートなどで囲い、
ホコリや雨、虫などの混入を防ぐ。

●調理場付近に手洗い場を確保し、石けん　
またはハンドソープを置く。

●食材は冷蔵（冷凍）保管場所を確保し、テント
内にはクーラーボックスを設置する。

●下痢などの胃腸炎症状やかぜ症状、手指に傷がある人は、調理しない。
●調理する人は、爪を切り、時計・指輪は外しましょう。
●作り置きをしない。加熱調理後、速やかに提供し、その場で食べる。
●作業ごとにしっかり手を洗い、使い捨て手袋も作業ごとに交換しましょう。
●不慮の事故防止のため、調理施設や食品の保管場所は無人にならないようにしましょう。

楽しみいっぱいの夏は、食中毒が起こりやすい季節です。
食中毒予防にも気を付けて元気に夏を楽しみましょう。
野外での食中毒予防のための注意点を挙げてみました。
問合せ  食品衛生係　 948-2356　 948-2354

食品衛生係の窓口では、

夏まつりなどで食品を取り扱う際の

注意点などの相談を受け付けています。

また、食品衛生に関するチラシ、

リーフレットなどを用意しています。

ぜひご活用ください。

特集❶

無
理
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な
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多数の人が集まる催しでは、火災が発生すると大きな被害につながります。
主催者は、出店者に対し、次の点に注意するよう指導してください。

ガソリンは非常に引火しやすい
ので、保管・取扱には十分気を付
けてください。また、ガスボンベ
の接続ホースやコンロの点検を
事前に実施してください。

避難通路を確保し、
緊急車両の通行を妨
げないレイアウトに
してください。

消火器を準備し、119
番通報、避難誘導方
法を事前に検討して
ください。

1 火気取扱 2 出店場所 3 火災に備え

ご相談は、都筑消防署予防課まで 945-0119

都筑区食品
衛生協会

共催

日時  7月30日（水）14時30分～15時30分（一部荒天中止）
会場  ららぽーと横浜

　  ●ミニーさんの大道芸
　　　（バルーンパフォーマンス）
　  ●和太鼓の演奏 出演：和楽会「昇」
　  ●縁日コーナー ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい
　  ●食中毒予防ロゴ入りうちわの配布
　  ●食の安全に関するアンケート（景品あり）

 

実
施
内
容

生の肉にはO-157（腸管出血性大腸菌）やカンピロバクターなどの食中毒菌が
付いていることがあります。
肉は中心部分の色が変わるまでしっかり加熱しましょう！

生の肉に使った箸
はし

やトングで、焼き上がった肉をつかまないでください！
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お知らせ
料理教室
～夏野菜とタンドリーチキンのカレー～

日時7月30日（水）11時～13時　会場
JA横浜「クッキングサロン　ハマッ
子」（中川中央一丁目26-6）　対象区
内在住の親子15組30人　費用一組
1,000円　申込み▶「都筑農業ボラ
ンティアの会」の http://enonom.
web.fc2.com/）で。　問合せ▶企画
調整係 948-2226 948-2399

東日本大震災義援金のご報告

都筑区ふるさとづくり委員会では、
25年6月から開催されてきました各
自治会町内会・企業・団体の夏まつり
などのイベント及び第19回都筑区民
まつりにおいて、多大なご協力をいた
だきました。お寄せいただいた義援
金は等分して、3月20日に岩手・宮城・
福島の3県に送金しました。義援金を
お寄せいただきました皆さんに、心か
らお礼申し上げます。
【東日本大震災義援金】　
総額　600,000円
（内訳）区民まつり当日　240,313円
地域・企業のイベントなど  359,687円
（25年6月～26年2月）
問合せ▶地域振興係 948-2231
948-2239

横浜市健康診査のお知らせ

横浜市在住の神奈川県後期高齢者医
療制度加入者は、年に1回、協力医療
機関で無料の健康診査が受けられ
ます。＊特別養護老人ホームに入所
している人、生活習慣病で既に治療
を受けている人は受診できません。
個別に連絡はしていませんので、直
接協力医療機関にお申し込みくださ
い。横浜市がん検診（肺・胃・乳・子宮・大
腸・PSA検査）も無料で受けられます。
健康診査の詳細や協力医療機関につ
いては、お問い合わせください。 で
もご覧いただけます。

問合せ▶健康づくり係 948-2350
948-2354

道の上で暑さを吹き飛ばせ！

道路の重要性について国民の皆さ
んに関心を持っていただき、道路を
常に美しく安全に利用していただく
ため、国土交通省は8月を「道路ふれ
あい月間」としました。道路ふれあい
月間を記念してイベントを開催しま
す。  日時8月8日（金）15時～16時（雨
天中止）　会場センター南駅広場
実施内容「道路ふれあい月間」広報 
パネル展示、打ち水コーナー、水鉄砲
で遊ぼうコーナー（子ども対象）、か
き氷無料配布（先着200食）、スター

ジャンによる「道の日」PRショー、 
射的コーナー、スーパーボールすくい
問合せ▶都筑土木事務所
 942-0606 942-0809

子ども・子育て支援新制度　
利用者説明会

日時7月19日（土）10時～11時30分
会場区役所1階機能訓練室
定員100人 　申込み▶7月14日（月）
までに利用者説明会事務局（ 661-
1415か 661-0604か 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

平成26年度　都筑区の一人一日
当たりのごみと資源物の排出量
目標値を定めました

ごみと資源の総量 605㌘
（ごみ量 400㌘　資源物 205㌘以下）

よこはま3R夢（スリム）プランの第2
期推進計画では、「ごみと資源の総量
を、29年度までに21年度比５㌫削減」
を目標に掲げています。26年度は第
2期推進計画の初年度であり、「3Ｒ夢
は新たなステージへ」と位置づけ、21
年度比で3.5㌫以上の削減をめざし、
更なる3Ｒを推進します。26年度、都筑
区の目標値は、21年度と比べ総量で
29グラムの減量、ごみ量17グラム、資
源物12グラムの減量を目指します。
引き続き、区民の皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
問合せ▶資源化推進担当
948-2241 948-2239

メイドインつづきフェスタ　開催！

区内に立地する企業の紹介、区内農
家による「都筑野菜」の収穫祭を開催
します。抽選会もあります！
日時7月12日（土）9時～12時　
会場区総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶企画調整係 948-2227
948-2399

電気の見える化！　電力使用量測
定器を貸し出します。

測定器をコンセントと家電機器のプ
ラグの間につなぐと電気料金、使用
電力量などを簡単に計測することが
できます。 貸出方法本人確認でき
るもの（運転免許証、保険証など）を
お持ちのうえ、区役所5階55番窓口
までお越しください。 対象区内在住
で、簡単なアンケートにご協力いただ
ける人　貸出台数・期間1世帯につき
1台・1週間まで　受渡場所区役所5
階55番窓口  企画調整係　※台数に
限りがありますので、必ず事前にお
申し込みください。
問合せ▶企画調整係 948-2226
948-2399 tz-plan@city.yokohama.jp

環境映画『オーシャンズ』上映

地球温暖化が進行する中、過酷な
環境で懸命に生きる海の生き物た
ちのネイチャー・ドキュメンタリー
です！本市における温暖化対策や
環境の取組などの紹介、東京都市大
学ISO学生委員会による環境講座、
ワークショップ形式によるクラフト
キット作成講座も同時開催します。
日時8月10日（日）13時～16時（12時
30分開場）　会場区役所6階大会議
室　定員100人 ／   問合せ▶企
画調整係 948-2226 948-2399
tz-plan@city.yokohama.jp 

横浜北部美術公募展2014　開催

横浜北部地域（都筑・港北・緑・青葉区）
の皆さんが出品した絵画作品（油絵・日
本画・水彩画・アクリル画・パステル画・
版画など）の中から、入賞・入選作品を
展示します。今年は都筑区と青葉区の
区制20周年を記念して、準大賞を設け
ました。ぜひご来場ください！　会期
7月15日（火）～7月27日（日）10時～18
時（最終日は16時まで）　会場横浜市
民ギャラリーあざみ野／ （観覧無料）
問合せ▶青葉区役所　文化・コミュニ
ティ係 978-2296 978-2413

都筑図書館から

◆やってみよう！読み聞かせ
絵本を読んでくれる小学生大募集
　日時❶7月24日（木）10時～12時、
絵本のよみかた講座❷7月26日（土）
9時30分～12時、おはなし会（リハー
サルを含む）　会場都筑図書館
対象小学4～6年生で2回とも参加で
きる人6人
申込み▶7月14日（月）から か
◆ 横浜みどりアップ
森に封印されたパズルを解き明かせ！
公園でみつけたものを図書館の資料
を使って調べます。 日時7月29日
（火）9時30分～12時30分　会場区役
所3階研修室他　対象市内在住の小
学4～6年生20人
申込み▶7月11日（金）から か
◆図書館たんけん隊
図書館のウラがわの仕事を体験でき
ます。 日時7月31日（木）❶9時40分～
11時50分❷14時10分～16時20分、8月
1日（金）❸9時40分～11時50分❹14時
10分～16時20分 ＊各回同一内容
会場都筑図書館　対象区内在住の小
学3・4年生各回15人 　申込み▶7月
17日（木）から か 　問合せ▶都筑
図書館 948-2424 948-2432

は都筑区制20周年関連行事です

連載 第3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。

都筑区では、区制20周年を記念して、区の豊かな自然環境の魅力を伝える
とともに、農産物の地産地消を推進するた
め、区内の障害者地域作業所と連携して新
たな名産品としてはちみつづくりを始め
ました。
　都筑ハーベストでは、区役所と連携
し、3月から2万匹のミツバチの養蜂を
はじめ、4月に初めてはちみつを採取す
ることができました。今後は、区内の障

害者地域作業所と連携・協力してこのはちみつを使った名産品をつく
る予定です。
販売場所（予定）地下鉄センター南駅コンコース（金曜日販売）／
区総合庁舎1階区民ホール（金曜日販売）
問合せ▶都筑ハーベスト　茅ケ崎東五丁目6-5 945-7174

アスタ荏田では、平成24年から都
筑区産の「小
松菜を使っ
たシフォン
ケーキ」をつ
くっていま
す。この商品
は、昨年の第

6回チャレンジドカップ～夢のパン・
菓子コンテスト～でアイデア賞を
受賞しました。
定価220円
販売場所Ａsuta Café（木・日曜日、
祝日休み）／地下鉄センター南駅コ
ンコース（水・金曜日販売）／区総合
庁舎1階区民ホール（月・火曜日販売）
問合せ▶アスタ荏田　
荏田南五丁目7-9 942-9600

ショコラボは平成２４年１１月、区内に
チョコレート
工房をオー
プンしまし
た。チ ョ コ
レートはテン
パリングか
ら仕上げま

で全て手作業で行っています。この
「ショコラ棒」ブラックとホワイトは、
ドライフルーツやナッツをふんだん
に使ったクランチバーです。
定価３００円（税別）から 
販売場所ショコラボ工房（土・日
曜日休み）／区総合庁舎1階区民
ホール（第１・３金曜日販売）
問合せ▶ショコラボ　 
茅ケ崎中央３０-17 ５０７-８６８８

都筑区産のはちみつ

9月20日（土）にららぽーと横浜で名産品発売会実施予定

都筑区産の小松菜を使った
シフォンケーキ

チョコレート工房の
ショコラ棒

問合せ  障害支援担当 948-2316 948-2490

この他にも　さまざまな事業所の名産品があります

障害者地域作業所と連携した都筑区の名産品づくり

横浜市健康診査 検索
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〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1　都筑区役所○○係（担当）へ

申込
方法

都筑図書館の休館日　7月22日（火） ● 8月18日（月）
都筑公会堂の休館日　7月22日（火） ● 8月18日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,229人   （平成26年6月1日現在・前月比10人増）
世帯数…79,639世帯（平成26年6月1日現在・前月比16世帯増）
交通事故発生件数…255件　
　死者0人／負傷者317人（平成26年1月1日～4月30日）
火災発生件数…27件（平成26年1月1日～5月31日）

講演・講座
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8月22日（金）・27日
（水）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▶中川地域ケアプラザ
（ 500-9321）へ7月25日（金）10時か
ら 　問合せ▶健康づくり係 948-
2350 948-2354

都筑区元気な地域づくり推進事業
「攻める防犯伝授します」

講師東京未来大学子ども心理学部長
出口保行氏　日時7月12日（土）14時
～16時　定員60人 　
会場・申込み▶都筑地区センターへ
事前に （941-8380）か
問合せ▶地域力推進担当
948-2474 948-2239

ロコモ予防指導者　養成講座

高齢者のロコモティブシンドローム
（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」「はまちゃん体操」を地
域で広める指導者の養成講座です。
日時8月21日（木）・29日（金）、9月4日
（木）・11日（木）・18日（木）・25日（木）、
10月2日（木）いずれも9時30分～11
時30分　会場区役所6階会議室他　
対象区民30人 　持ち物動きやす
い服装、靴で。飲み物を持参。
申込み▶事前に か 　

問合せ▶高齢支援担当 948-2306
948-2490

募　集
第19回都筑区民文化祭
デザイン画　募集

平成27年1月17日～2月7日に開催予
定の区民文化祭は、「次世代へ　つづ
け文化と心の輪」をテーマに、文化祭
で使用するポスターデザイン画を募
集します。採用作品はポスターとして
編集の上、区内各所に掲示されます。
対象区内在住・在勤・在学者、または
区内で活動している個人　作品規定
①Ｂ4サイズのカラー未発表作品、
PC作成も可②ポスターの中に文字
を入れないこと。　注意事項文字の
デザイン・レイアウトは別に行いま
す。ポスター作成時にレイアウトな
どを変更することがあります。
申込み▶作品裏面に と返却希
望の有無、学生の場合は学校名・学年
を記入の上、区民活動係宛て郵送ま
たは持参。9月5日（金）必着。
問合せ▶区民活動係 948-2236
948-2239

第15回都筑区チャリティー
ゴルフ大会　参加者募集

都筑区の地域福祉推進と、地域福祉
保健計画推進を目的としたゴルフ大
会に参加しませんか。
日時8月21日（木）7時プレー開始　
会場富士OGMゴルフクラブ市原
コース（千葉県市原市）＊区内から送
迎バスあり　対象大会の趣旨に賛
同する人　費用参加費10,000円、プ
レー費18,500円　申込み▶参加費
を持参し7月31日（木）までに
問合せ▶都筑区社会福祉協議会
943-4058 943-1863

申込方法（フリーマーケットは除く）…① から応募用紙をダウンロードして 添付、または② のいずれかの方法で各申込必要事項と記載共通
事項を明記の上、下記の申込先まで。

● 必要事項を明記していない場合は、応募の対象外としますのでご注意ください。
●ステージ、フリーマーケットは同一人（団体）の複数申込は無効です。
●開始時間などについては予告なく変更することがあります。

●必要な機材などは、出店者・出演者でご用意ください。
●音響設備はご希望に添えないこともあります。
●政治・宗教などに関わる勧誘、PRはできません。
●参加者用の駐車場は、ありません。　

「センター南」ステージ…演奏（※バンド演奏・個人演奏を除く）や歌、伝統芸能披露、ダンス、踊りなど
会場センター南駅前すきっぷ広場（6㍍×15㍍）　募集数13組（予定）
※区内の小・中・高等学校、幼稚園、保育園などの団体優先出演枠を別に設けます。詳細は をご覧ください。
演技時間1組15分以内（出入時間含む）※リハーサルなし
「センター北」ステージ…バンド（ポップス程度）・個人演奏や歌、ダンス、踊り、
伝統芸能披露など（ドラムセット、ギターアンプ２台、ベースアンプ1台設置）
会場センター北駅前噴水広場（7㍍×8㍍）｠　募集数15組（予定）
演技時間1組15分以内（出入時間除く）※リハーサルなし
※大音量を発する演奏は、近隣住民への影響からご遠慮いただくことがありますので、ご了承ください。

申込必要事項（センター南・センター北の両ステージ共通）…出演人数、年齢構
成、ジャンル、演奏・演目内容、所要時間、希望ステージ（センター南ステージま
たはセンター北ステージのいずれか）を明記し、「ステージ係」へ。
応募多数の場合、出演者抽選会兼説明会(8月8日(金)午前中開催予定)を実施
します。欠席の団体は、出演の対象外となりますので、ご了承ください。

会場センター南駅・北駅周辺、みなきたウォークの一部　
出店内容活動PR、物販ほか　※テント、イスなどは用意します。※食品の調理販売を
する場合は、路面保護対策の徹底をお願いします。※食品の無料提供は、ご遠慮ください。
出店料1テントにつき30,000円
※雨天などにより中止となった場合でも返金はしません。ご了承ください。

申込必要事項…出店内容、食品取扱及び電気使用の有無（使用の場合は電気機器
名・ワット数（合計1,000ワットまで））を明記し、「PRコーナー」係へ。

会場みなきたウォークの一部　募集区画約80区画（予定）　出店料1,000円
申込方法…往復ハガキに記載共通事項を明記し「フリーマーケット」係へ。
※注意…食品、薬品、化粧品、動植物、貴金属など高価なもの、金券、その他法律で禁止されているものの販売はできません。
営利目的による申込や、同種類の品物の大量販売など販売業者の出店と判断される場合は、販売を中止していただくことがあります。

会場区民まつり会場内で場所を提供します。時間は事務局で調整します。
※場所の提供のみとなりますので、音響設備などは各自ご用意願います。

申込必要事項…ジャンル、演奏・演目内容、出演人数を明記し「ストリート係」へ。

区民まつり全般・PRコーナー関係・フリーマーケット
都筑区役所地域振興課　区民まつり担当 948-2231 948-2239

ステージ・ストリートパフォーマンス関係詳細
都筑クラブ　山田美千子 080-3270-4649　　

普段入ることのできないゾウ舎のバックヤードで、寝室やエサについて解説します！
日時8月9日（土）・10日（日）いずれも13時30分（ズーラシア ゾウ展示場前集
合）～14時15分　対象区内在住の小学生以上の子と保護者　　
定員各日40人 　※当選者はイベントの参加・入園ともに無料です。　
申込み7月18日（金）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/2607koho-q.html）か、
下記のアンケートを回答の上、 、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）
＊当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。7月末日までに発送予定。

全長4.5㍍のラプトルと6㍍のアロサウルスが、まるで生きているかのように暴れまわります。
日程7月26日（土）・27日（日）、8月2日（土）・3日（日）・23日（土）・24日（日）
会場ズーラシア内ころころ広場　詳細はズーラシア http://www2.zoorasia.
org/をご覧ください。 ※イベントへの参加は無料ですが、別途入園料が必要です。

❶❷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・お知らせ（12ページ）、⑦ふれあい伝言板（12ページ）

3 7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 

❷ズーラシアに恐竜がやってくる！驚きの体感！恐竜ライブ

11月3日（月・祝）10時～15時 開催（小雨決行）
申込時の注意事項　※詳細は でご確認ください。

ステージ PRコーナー

フリーマーケット

ストリートパフォーマンス

申込先 〒224-0032 茅ケ崎中央32-1 都筑区役所地域振興課 区民まつり担当 948-2231 948-2239 tz-chishin@city.yokohama.jp
申込期限いずれも7月31日（木）締切（当日必着）※応募多数の場合は抽選

問合せ先

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 広報相談係 948-2223 948-2228

「未来につなぐ笑顔のつづき」をテーマに区民まつりを開催します。
各イベントに出演・出店希望の皆さんを募集します。

募集要項
【共通】

出演者募集 出店者募集

出店者募集

出演者募集

対象区内在住、在学、在勤のグループまたは個人 対象区内の企業、団体など

対象区内在住者（販売業者の出店はできません）

対象区民まつり会場内のスペースでパフォーマンスをする、区内在住、在学、在勤のグループ、個人

記載共通事項…団体（個人・企業）名、連絡担当者の氏名、郵便番号、住所、日中に連絡が取れる電話番号、FAX番号（お持ちの場合はE-mail
アドレスも）

ステージの抽選方法・演技スペースなど、詳細は で 都筑区　区民まつり 検索

都筑区民まつり 出演・出店者募集

❶
タイアップ
企　画

ゾウのバックヤードツアー

夏休みはズーラシアへ！

第20回
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　　　 健康づくり係
948-2350　 948-2354

問合せ

　実は、平成6年の都筑区誕生記念のときにも、
「夏期巡回ラジオ体操会」が開催されていたので
す！それも、なんと、今年と同じ8月30日！会場は
勝田小学校でした。
　あの日から20年。都筑20（はたち）のお祝いに、
ラジオ体操が再びやってきます！

　NHKテレビ体操でアシスタントを務めた経験を
持つ講師が、正しいラジオ体操の動きをレクチャー
します。ポイントを押さえれば効果もアップ！
日程・会場  8月1日（金）◆都筑地区センター

　　　　 9月19日（金）◆仲町台地区センター
　　　　 ※各回同じ内容です。

時間  13時～14時30分
　　　 （受付：12時30分開始）

講師  藤元  直美 氏
　　　 （元NHKテレビ
　　　 体操アシスタント）

対象  区内在住の人80人
　　　 （先着順。小学生以上の
　　　 子どものみの参加も可）
持ち物  室内履き、飲み物、

　　　 タオル
その他  動きやすい服装で

　　　 お越しください。

　ラジオ体操を自宅で一人でするのはもったい
ない！公園などに出かけて、みんなで楽しく体操
すると、もっと効果的です。ラジオ体操のコツも
お伝えします。

日時  7月18日（金）
　　　 13時30分～15時30分
　　　 （受付：13時開始）

会場  都筑公会堂（都筑区総合庁舎内）
講師  渡部  鐐二 氏

　　　 （元神奈川県立保健福祉大学教授）
対象  区内在住・在勤の人500人（先着順）

　先日、ラジオ体操の講習会に参加しました。講師が動作をひと
つひとつ丁寧に分かりやすく説明してくださいまし
た。間違えて覚えていた動作も多数ありました。
　近くの牛久保西公園で毎朝ラジオ体操をしてい
ます。正しいラジオ体操を心掛けていましたら、頑
固な肩こりがだいぶ和らいできました。
　この朝の集いは、最初は2～3人から始まったと
聞きましたが、今では29人になり、都合の付くと
きに自由に参加しています。みなさん遠慮なくご
参加ください。

　近隣の子ども、大人、お年寄りも、ラ
ジオ体操をきちんと正しいやり方で
することにより、すがすがしさと効果
が意識できるようになります。
　生活の中に、体操・運動を意識して
取り入れ、健康寿命を延ばして楽しい
生活を送りましょう。

　20年前、都筑区にラジオ体操が来たときは、全国放送ということも
あり、会場の勝田小学校校庭からあふれるほどの参加者が集まりまし
た。準備が大変でしたが、全国にその熱気を届けようと、スタッフが力
を合わせて全力で取り組みました。
　20年前に比べ、子どもたちがラジオ体操をする機会が少なくなって
いるのが寂しいです。20年ぶりにラジオ体操が戻ってくるのをきっ
かけに、夏休みだけでも毎日続けられればいいですね。

根本 幸雄 さん
都筑区保健活動
推進員会 会長

畑山 春雄 さん
都筑区スポーツ推進委員

連絡協議会 会長

▼「朝の集い」
　 ラジオ体操風景

主催  株式会社かんぽ生命保険、NHK、NPO法人全国ラジオ体操連盟
共催  横浜市都筑区

主管：株式会社かんぽ生命保険横浜支店、NHK横浜放送局、神奈川県ラジオ体操連盟
協力：日本郵便株式会社、株式会社伊藤園、都筑区食生活等改善推進員会、
        都筑区スポーツ推進委員連絡協議会、都筑区青少年指導員連絡協議会、都筑区保健活動推進員会

都筑区誕生も、
ラジオ体操でお祝いしていた！

特
集
2

※お楽しみ企画は変更または中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

（40分程度）

日 時  8月30日（土） ◆6:00開会 ◆6:30ラジオ生放送開始（6:40終了）

会 場  ケ谷公園  多目的広場
 　　　 　 （雨天の場合：横浜市立茅ケ崎台小学校　体育館）

講 師  体操指導：多胡 肇 氏　ピアノ伴奏：幅 しげみ 氏
参加方法  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。
交通アクセス  公共交通機関でお越しください。
※雨天会場で行う場合は、当日朝5時から、都筑区役所 でお知らせします。
　 http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/
※雨天の場合は、室内履きをお持ちください。
※雨天会場（体育館）はスペースに限りがあるため、入場制限を行う場合があります。
　あらかじめご了承ください。

清水 たつよ さん
中川地区保健活動
推進員会 会長

 くず　　 が      やと

●講習会● みんなでラジオ体操 ●講演会● 効果的に行うラジオ体操

講師●藤元 直美 氏

20年前のラジオ体操（平成6年8月30日、勝田小学校）

（コース： ケ谷公園～
せせらぎ公園、約3㌔㍍）

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会
今年の夏の締めくくりは、みんなでラジオ体操！

市営地
下鉄
グリ
ーン
ライ
ン

市
営

地下鉄ブルーライン

セ
ン
タ
ー
南
駅

セ
ン
タ
ー
南
駅

都筑ふ
れあい

の丘駅

都筑ふ
れあい

の丘駅

都筑区
総合庁舎

資源循環局工場

【雨天会場】
横浜市立茅ケ崎台
小学校体育館
都筑ふれあいの丘駅から
徒歩10分・センター南駅
から徒歩20分

【晴天会場】
葛ケ谷公園 多目的広場
都筑ふれあいの丘駅から徒歩6分・
センター南駅から徒歩16分

【晴天会場】
葛ケ谷公園 多目的広場
都筑ふれあいの丘駅から徒歩6分・
センター南駅から徒歩16分

駅からの案内図

緑道に
下りる

動きが
左右均等だから

体の歪
ゆが

みが
自然にとれる！

全身の
筋肉と関節を
まんべんなく

使う！

内臓の働きが
活性化する！

約3分で
できるから、

無理なく
続けられる！

特長その1

特長その2

特長その3

特長その4

いつでも、どこでも、誰でもできるもの

 「もっとスゴイ！
大人のラジオ体操決定版」
発行所●株式会社講談社
著者 中村 格子  より引用

日吉日吉

東山田東山田

北山田北山田北山田

センター南センター南

都筑ふれあいの丘都筑ふれあいの丘 5：30着 5：42着

5：27 5：40

5：25 5：38

5：23 5：35

5：20 5：33

5：14 5：27

5：26着5：13着 5：38着

5：235：10 5：35

5：215：08 5：33

川和町川和町

中山中山

センター北センター北
中
山
方
面
行日

吉
方
面
行

＊市営地下鉄ブルーラ
インをご利用の場合は、
始発電車（あざみ野駅
5：22発、新羽駅5：29発）
に乗り、センター南駅
またはセンター北駅で
お乗り換えください。

市営地下鉄
グリーンライン
時刻表

and more...

▲講習会の様子
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休館日◆7/29（火）〒224-0062 が谷2-1
 941-8380　  942-3979

都筑センター

申込み▶ 行事は7月11日（金）から
か

●わんぱくホリデー親子木工教室
　「やじろべえ」
7月27日（日）10時～12時30分／市
内在学の小学生と保護者（必ず2人1
組）15組 ／1組1,000円  ▶
●ビーズのアクセサリー作り
①9月5日②10月3日③11月7日④12月
5日いずれも金曜日10時～13時／①
③④ネックレス作り②指輪作り／①
1,500円②1,300円③1,500円④1,800
円／市内在住または在勤者10人
（原則4回全て参加できる人）  ▶
●つづき緑寿荘
　平成26年度後期趣味の教室
10月～平成27年3月開催（全7講座予
定）／各講座とも市内在住の60歳以
上の人 ／詳細はチラシ、問合せを。
申込み▶8月1日（金）～8月31日（日）必
着で を明記し

休館日◆7/14（月）、8/11（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

●わんぱくホリデー
　「やさしい囲碁・将棋教室」
7月12日、9月13日、10月11日、12月
13日いずれも土曜日／囲碁：9時30分
～11時、将棋：13時～14時45分／小学
生／
●おはなし広場
読み聞かせ、パネルシアター、指人形／
小学生向け：7月12日（土）、幼児向け：7
月17日（木）／10時30分開始／
●親子で着物  和を楽しもう！（全10回）
7月31日（木）、8月1日（金）、9月20日
（土）他／9時30分～11時／小学1～6年
生と保護者12組 ／詳細は問合せを。
申込み▶7月11日（金）から か
●わんぱくホリデー
　「おもしろ科学体験塾」
ペットボトルを使った工作で空気の重
さと圧力の不思議について考えます／
9月6日（土）13時30分～16時30分／小
学4～中学2年生24人 ／700円 
申込み▶8月23日（土）までに か
と学校名、学年を明記し か http://
www.tankenkobo.com/

休館日◆7/14（月）、8/11（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7月11日（金）から
●子どもまつり
室内プレイパーク、サイエンスショー
他／7月12日（土）10時～14時／
●親子パン教室
8月25日（月）10時～13時／小学生と
親10組 ／1,500円  ▶
●カラオケ大会デビュー講座（全5回）
9月2日・9日・16日・30日、10月7日
いずれも火曜日13時～16時／10人
／2,500円  ▶
●園芸講座Ⅱ「サカタのタネ野菜レシピ紹介」
試食あり／8月30日（土）10時～12時／
20人 ／500円  ▶
●パステル和（なごみ）アート（全3回）
9月2日・9日・16日いずれも火曜日10
時～12時／16人 ／2,100円  ▶
●おもちゃの病院
おもちゃの対面修理／9月6日（土）10

時～15時／18点   申込み▶7月11日
（金）から か
●パワーヨガ2期（全10回）
9月16日（火）～12月2日（火）／A：9時
15分～10時15分、B：10時30分～11
時30分／A、B各60人 ／3,000円
申込み▶8月5日（火）までに か、
と年齢、希望クラスを明記し
●ロビーコンサート
コントラバス、ボーカル、ピアノ（ことだ
ま）／7月19日（土）13時30分開始／

休館日◆7/14（月）、8/11（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
●風呂敷に親しむ
風呂敷の歴史やいわれ、包み方の紹
介と実践／7月19日（土）14時～16時
／子ども同伴不可／16人 ／700円／
持ち物は問合せを。 ▶
●ロビーコンサート
洗足学園大学学生によるピアノコン
サート／7月20日（日）13時30分～15時
30分／
●子どもマジック教室（全3回）
7月24日（木）・25日（金）・26日（土）10時～
11時30分／小学1～4年生20人 ／800
円（全回分）／持ち物は問合せを。 ▶
●おはなしだいすき！
「おはなし玉手箱」による絵本の読み聞
かせと紙芝居／8月20日（水）／2歳ま
での子と保護者：10時30分～11時、3歳
児～小学生（未就学児は保護者同伴）：
11時～11時30分／各25組 　
申込み▶7月18日（金）から か
●おもしろ科学教室
8月22日（金）①小学1～3年生：10時～
11時30分②小学4～6年生：13時～14
時30分／各20人 ／①300円 ②400
円／持ち物は問合せを。 
申込み▶7月22日（火）から か
●講座「映画の音響効果学」
見えない声から何かが見える?真夏の
ホラー映画入門／8月31日（日）10時～
12時／30人   申込み▶7月31日（木）
から か
●表情筋エクササイズ
9月1日（月）10時～11時30分／20人
／600円  申込み▶8月1日（金）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
●「劇団☆夢スタ」参加者募集
見学・体験してみませんか？／月3,000
円／活動日時などは問合せを。 ▶
●「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-
musical-studio.jp/）、問合せを。
申込み▶ （担当：岡本  941-3608）
●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  ▶
●都筑少年少女合唱団で輝こう
「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  ▶

休館日◆7/14（月）、7/28（月）、8/11（月）
 594-1723　  594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

申込み▶ 行事は前日までに か
●はぎれ草履講習会
7月20日（日）、9月28日（日）9時～12時
／12人 ／700円／持ち物は問合せ
を。 ▶
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎／7月21日（月・祝）11時
～11時30分／
●夏休み親子折り紙講座
はがきに折り紙を貼って出しましょう 
／7月25日（金）10時～12時／5歳児～小
学3年生の親子15組 ／300円  ▶
●手打ちそばを食べよう
7月26日（土）12時集合／50人 ／500
円  ▶
●親子で竹で作ろう～竹細工作り～
8月23日（土）10時～12時／5歳児～小
学生の親子10組 ／300円  ▶
●夏休み親子デイキャンプ
8月24日（日）9時～15時（昼食付き）／小
学3年～中学生50人 ／1,000円 
申込み▶7月11日（金）から か
●お月見ライブ
　「民家園で楽しむジャズの夕べ」
ジャズボーカリスト 下村瑞枝、伴奏：
ピアノ、ベース／9月7日（日）17時30分
～19時／5歳以上100人 ／1,000円
 申込み▶7月12日（土）から か

休館日◆7/17（木）、8/7（木） ※改修工事の
ため8月～12月は休館。屋外イベントは開催予定
 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
7月12日（土）10時開始／雨天中止／
犬を連れてご参加ください／太鼓橋
／
●親子読み聞かせ
未就学児向けの絵本・紙芝居の読み
聞かせ／7月16日（水）10時30分開始
／10組程度／
●横浜市立みなと総合高校生徒によ
る影絵「昔話し」

手作り菓子も販売します／7月19日
（土）18時30分開始／

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

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人 都筑里山倶楽部）

申込み▶ 行事は と申込者全
員の年齢を明記し か か
●里山の炭でクッキング
7月20日（日）10時～13時／雨天中止／
ばじょうじ谷戸休憩所集合／20人 ／
500円  申込み▶7月13日（日）までに
●ネイチャークラフト作り
木の枝や木の実などを使って、森の動
物たちを作りましょう／7月27日（日）
10時～15時（受付は14時30分まで）／
雨天中止／円形広場／500円／
●七夕・ソーメン流し
8月3日（日）11時30分～14時／レスト
ハウス／50人 ／300円 
申込み▶7月27日（日）までに

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

●夜の昆虫観察会
7月26日（土）19時～20時30分／雨天
翌日順延／小学生の親子15組 ／1
組500円／持ち物・服装は問合せを。 
申込み▶事前に か か
●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／7月20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◆7/22（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

●親子の広場 「かもっこくらぶ」
保育士さんと遊ぼう・育児相談／7
月15日（火）10時30分～11時30分／
未就学児の親子／
●夏休み科学教室
①液体窒素でアイスクリームづくり：
7月24日（木）②巨大立体箱・空気砲・ベ
ンハムのこまによる実験と小さい空
気砲づくり：8月21日（木）／13時30分
～15時30分／小学生、各20人 ／300
円  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

●ちびっこのお部屋
おもちゃのある部屋をフリースペース
で使用できます／火曜日・第1水曜日を
除く10時～12時／未就園児の親子／

 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7月11日（金）から
か

●行政書士の無料相談会
成年後見制度や相続遺言についての
相談／7月19日（土）／1組40分程度／
8組   ▶
●介護者のつどい
プロ料理人から「夏バテ防止食（スー
プ2種）」を教わります／7月22日（火）
13時～14時30分／区内在住の介護者、
介護を終えた人10人 ／500円  ▶
●あんしん教室
都筑警察署から、消費者被害と交通安
全について教わります／7月29日（火）
14時～15時／30人   ▶

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

●こども科学教室
スーパーボールロケットを作ろう。講
師：ひととゆめのネットワーク 濱田國
夫／7月30日（水）13時30分～15時／
小学1～4年生20人 ／300円  申込み
▶前日までに 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
ペットボトルで風力発電機を作ろう!
／7月23日（水）10時～11時30分／小
学生20人 ／500円  
申込み▶7月19日（土）までに か
●竹で作ろう！「竹細工教室」
7月26日（土）9時30分～12時30分／
幼児親子・小学生20人 ／300円 
申込み▶7月19日（土）までに か
●子どものアート
いろいろな材料を使って、ふしぎレス
トランの楽しい「お料理」を作ります
／7月28日（月）13時30分～15時30分
／小学生20人 ／400円  申込み▶7
月21日（月・祝）までに か

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

申込み▶ 行事は7月11日（金）から
か

●ハワイアンとフラを楽しもう！
ハワイアンバンドの演奏と歌、フラダ
ンスを楽しもう／7月27日（日）15時
～16時30分／50人 ／中学生以上：
300円、小学生･幼稚園児：100円（飲み
物とお菓子付き） ▶
●夏の子ども科学教室
①スーパーボールロケットを飛ばそ
う！：7月30日（水）②風力発電機を作ろ
う！：8月6日（水）／10時～11時30分／小
学生、各20人 （小学3年生以下は保護
者同伴）／①300円②500円／詳細は
問合せを。 ▶

 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

施設からのお知らせ都筑都筑
※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！ ●
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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

●たのしいアートバイキング
　～ふしぎなおめんを作ろう～
7月25日（金）13時30分～15時30分
／小学生30人 ／450円 申込み▶
7月23日（水）までに か
●かんたん！すてきな折紙
7月28日（月）15時～15時45分／小
学生／

休館日◆7/22（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）

●多文化共生セミナー
【第一部】講演「外国につながる子ども
たちが、活躍できる社会になるため
に」講師：愛知淑徳大学文学部教育学
科 准教授 小島祥美 氏、【第二部】 質疑
応答 ファシリテーター：つづきMYプ
ラザ館長 林田育美／7月28日（月）14
時～16時／外国につながる子どもの
支援に関わっている人、または関心の
ある人60人 申込み▶7月11日（金）
から か を明記し 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

●おはなし会
おはなしに関連するプチ工作もある
よ！／7月24日（木）11時30分～11時50
分／未就学児と保護者／
●はじめてのヨガⅡ
7月27日（日）10時30分～12時／障害
のある人10人 ／100円
申込み▶7月18日（金）までに
●カラオケ大会
8月10日（日）／①障害のある小学生～
高校生：10時～12時30分②障害のある
人：13時30分～16時／各7人 ／1,000
円（カラオケ代） 
申込み▶7月25日（金）までに
●夕涼み会
そうめん流しなど、夏を楽しむ企画／
8月23日（土）16時30分～20時／障害
のある高校生～成人10人 ／1,000円
（夕食・ゲーム景品・花火代を含む）
申込み▶8月9日（土）までに

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7月11日（金）から
か

●そうだポポラへいこう！
マタニティの人の仲間づくりや子育
て中のママ、パパとのおしゃべり会
／7月30日（水）10時30分～11時30
分／体調に注意してご参加ください
／区内在住の妊娠中の人10人  ▶
●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／7月23日（水）、8月9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／7月19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／7月19
日（土）、8月1日（金）・23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／7月19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！／7月24日（木）
10時30分～12時頃  ＊雨天の場合は
7月31日（木）／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
7月26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
（今月は中世ブースの解説）：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／
●夏休み体験学習
◆縄文ポシェット：8月10日（日）・13日
（水）、◆勾玉（まがたま）：8月21日（木）・
22日（金）／①9時20分開始②13時20
分開始（各回2時間半程度）／大塚・歳
勝土遺跡公園内の工房／小学生以上、
各回30人 ／300円 申込み▶7月30
日（水）必着で と参加者全員の氏
名、希望日・時間、年齢（学年）、どこで催
しを知ったかを明記し
●博物館たんけん隊
　（博物館裏側ガイドツアー）
8月3日（日）･10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◆7/28（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～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（7月14日、8月4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（7月15日・22日・29

日、8月5日） ④ソフトエアロ／12時
20分～ ◆水曜日（7月16日・23日・30
日、8月6日） ⑤新＊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（7月11日・18日・
25日、8月1日・8日） ⑦＊金曜ズンバ
／10時35分～11時20分  ◆土曜日（7
月12日・19日、8月2日・9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（7月15日、8月5日）⑨
バスケットボールタイム／19時15

分～／50人 ／1回600円 ◆ 第2・
4火曜日（7月22日） ⑩バレーボール
タイム／19時15分～／24人 ／1回
500円 ◆土曜日（7月12日・19日・26
日、8月2日・9日） ⑪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  ⑫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／7月
16日（水）／21時～22時30分／18歳以
上で男女混成チーム、6チーム ／1
チーム6,000円 申込み▶事前に
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　暑い季節は、女性に対するわいせつ事案が多く発生する傾向があります。
　日頃慣れている道だからといって、「暗くても大丈夫！」という油断は禁物
です。
　わいせつ事案から身を守るために、「自分の身は自分で守る」という心構え
を持ち、防犯意識を高めましょう。

痴
ち

漢
かん

などのわいせつ事案に
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

各種イベントあり　詳細は ハマスポ.com 検索

夏は、プールで涼しく、
健康的に過ごしませんか！

＊水着・水泳帽子の着用やオムツ
の取れていない子どもの入場な
どについては各施設により取扱
が異なりますので、各施設へお
問い合わせください。

区内の市営公園プール〈茅ケ崎・山崎〉 期間中無休
【営業期間】7月12日（土）～9月7日（日）9時～18時（子ども用プールは16時まで）

都筑プール 7・8月無休
【夏期〈7月20日（日）～8月31日（日）〉営業】9時～20時（日曜日は17時まで）

【夏期以外の営業】10時～20時（日曜日は17時まで）
年末年始・毎月最終火曜日（祝日の場合は翌日）は休み

横浜国際プール 7・8月無休
【通年営業】平日9時30分～22時30分、土・日・祝7時30分～21時30分

年末年始、毎月第4火曜日は休み

プールの種類 料金

茅ケ崎公園プール
941-2802（期間中）

茅ケ崎南一丁目4／向原バス停下車
円形プール
子ども用プール

大人1時間200円
小学生以下1時間100円

山崎公園プール
912-6011（期間中）

中川四丁目19／中川駅徒歩7分
25メートルプール
子ども用プール

25メートルプール1時間100円
子ども用プール1時間60円

【対象】★25メートルプール：小学2年生以上。小学1年生以下は、水着着用
の保護者（18歳以上）一人につき1人の利用ができます。
★子ども用プール：小学1年生以下。幼児などは水着着用の保護者(18歳
以上）一人につき2人の入場・利用ができます。

問合せ先／交通機関 プールの種類 料金／1回
（公財）横浜市体育協会

941-8385 が谷2-2
都筑ふれあいの丘駅

徒歩2分

25メートルプール
児童プール
幼児用プール

大人400円
子ども100円（3歳～中学生）
65歳以上200円（市内在住、「濱ともカー
ド」や免許証・保険証の提示が必要です）

問合せ先／交通機関 プールの種類 料金／1回

592-0453
北山田七丁目3-1
北山田駅徒歩5分

メインプール（50メートル）
サブプール（25メートル×2）
ダイビングプール

大人2時間700円
子ども2時間350円（中学生以下）

指定管理者  （株）オーエンススポーツ事業部 03-3544-1551 03-3544-1560

指定管理者 市体協・コナミスポーツ&ライフ・トーリツグループ 592-0453  592-1402

★小学校入学前の子どもは保護者（高校生以上）の付き添いが必要です。保護者一人につき
子ども3人の入場・利用ができます。 ★浮き輪などの遊具の使用については、施設へ直接
お問い合わせください。 ★お得な回数券をご利用ください。

★小学校入学前及び身長120センチメートル未満の子どものプール利用には、保護者の同
伴が必要です。★18時以降の小・中学生の利用は、保護者の同伴が必要です。★教室・コー
ス貸切による利用制限、大会などでご利用いただけない場合がありますので、事前にご確
認ください。

分分分分
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催  し
●都筑ポップフェスティバル2014
アマチュアバンドが集結、今年22回
目を迎えます。オールディーズから
90年代のロックまで演奏します／7
月26日（土）13時～20時頃　＊雨天
中止／センター南駅前すきっぷ広場
／ 　問合せ▶横浜ロックサークル
事務局　山室　 080-6136-6243
●写真展「自然の中で子どもが育つ・
　地域の中で子どもと育つ」
のびのびと育つ子どもたちの笑顔満
載の写真展です／7月25日（金）午後
～7月31日（木）午前／区総合庁舎1
階区民ホール／   問合せ▶もあな
キッズ自然楽校  342-8389

募  集
●英語での通訳ガイドを目指す会
　会員募集
英語で日本文化を紹介し、観光案内
できる語学力、日本地理・歴史、一般
常識を体得するための学習／毎月第
2・3・4日曜日10時30分～12時30分／
つづきMYプラザ／月3,000円

申込み▶事前に を明記し か
  問合せ▶阿部　 abehiro21　@

tmtv.ne.jp　 943-0144
●詩吟を楽しむ会　会員募集
毎月第2・4月曜日、14時～17時／つづ
き地域活動ホームくさぶえ／月600円
／ 　問合せ▶詩吟を楽しむ会　寺光
934-3854
●50代、60代初心者のやさしい
　旅行英会話　無料体験会
7月10日（木）・17日（木）のいずれか
1日、どちらも12時40分～13時40分
／中川西地区センター（予定）／50代以
上の初心者　申込み▶事前に
問合せ▶岡村　 080-5687-3716
●ママと赤ちゃんのふれあいリズム遊び
　サークル　ぴよぴよ　メンバー募集
月1回程度不定期／中川西地区セン
ター／0～1歳前後のあんよが上手
になるまでの赤ちゃんと保護者／1
回1,000円　申込み▶事前に子ども
の名前（ふりがな）、性別、生年月日
（西暦）を明記し
問合せ▶シフォンのスカーフ
http://rizumuasobi.blog58.fc2.com/
rizumuasobi2004@gmail.com

●親子サークル「ひよこ工房」
　メンバー募集
絵の具や粘土遊びなど／毎月2回程
度木曜日10時～11時／仲町台地区
センター／未就園児と保護者／1回
1,000円程度　申込み▶事前に 　
問合せ▶会田　 090-7707-7676
hiyokokoubou@gmail.com
●赤ちゃん連れOKのお料理教室
　メンバー募集
お子さんをあやしながら、おもてな
しスタイルのイタリアンを作りま
しょう／毎週月・金曜日11時～13時
／仲町台講師宅／有料（詳細は問合
せを）　申込み▶事前に 　問合せ
▶向所　 yes7484@gmail.com

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。

 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

▶▶11ページからのつづき

休館日◆7/28（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

＊一時託児は有料。4日前までに要事
前予約（ 910-5724）
●パパと遊ぼう～オムツっ子も水遊び～
8月2日（土）・16日（土）10時30分～11
時45分／雨天の場合、室内で講座「手
作りおもちゃを楽しもう」を開催／
1歳6か月までの子とパパ、各12組
／各回700円　申込み▶7月11日（金）
から 910-5724（子どもの部屋）
●やさしいストレッチ
8月5日・19日・26日いずれも火曜日
14時30分～15時15分／25人 ／各
回520円／飲み物持参、動きやすい服
装で（スカート・ジーンズ不可）／

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野こどもぎゃらりぃ2014
来て、見て、つくって、参加してをキー
ワードに展示やワークショップを開
催／8月1日（金）～10日（日）10時～17
時（最終日のみ20時まで）／
●あざみ野ナイト
一夜限りのアートイベント！今回は
林剛人丸（はやし ごうじんまる）さん
による飛行船が出現し、伊東純子さ
んプロデュースのナイトサーカスに
は、くるくるシルクが登場！／8月10
日（日）18時頃～20時30分／
●あざみ野マルシェ Vol.2 夏
8月6日（水）10時～16時頃／

日時8月22日（金）10時～15時頃
行程港北水再生センター集合
（大倉山駅徒歩20分、新横浜駅徒
歩25分）。施設見学～昼食（各自
持参）～川和車両基地施設見学
～新横浜駅解散
＊行程は貸切バスで移動。　
対象市内在住・在勤・在学者100人
  ＊子どものみの参加不可。 
申込み▶ と参加人数、参加
者の年齢を明記し、 か （7月25
日（金）必着）
問合せ▶港北水再生センター 見
学担当  〒222-0037港北区大倉
山七丁目40番1号
542-3031 545-6564
ks-kohoku@city.yokohama.jp

港北水再生センター＆
地下鉄川和車両基地の見学会

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 7月8日・22日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 7月10日・24日いずれも（木）12時～13時30分受付
3歳児 7月3日・17日・31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26年12月出産予定の人 
　→8月1日（金）・8日（金）・22日（金）・29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

8月19日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

8月27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

問合せ 障害支援担当　 948－2348　 948－2490
精神保健相談
予約制

7月25日（金）、8月6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。

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

7月11日（金）午前、8月8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。

予約・問合せ 健康づくり係　 948－2350　 948－2354
エイズ検査
予約制

7月17日・24日・31日、8月7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

7月25日（金）午後、8月5日（火）午前、8月22日（金）午後 
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関しての、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 8月5日（火）午前　禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。
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込みください。
麻しん風しん
（MR）予防接種
のご案内

全国的に麻しん風しん患者の報告が増えています。次の人
は無料でMR予防接種が受けられますので、できるだけ早
めに接種をしましょう。
●1歳のお子さん（MRⅠ期）
→誕生日を迎えたらすぐ接種しましょう！
●平成27年4月に小学1年生となるお子さん（MRⅡ期）
→夏休み中に接種を済ませましょう！

■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。

＊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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