
●スタッフも子どもたちも気付きがありました。教えるつもりが教えられました。お互いに成長し合えました。
●今回オリエンテーションに参加して、普段接することが少ない中高生と話ができてよかったです。

ボランティア体験先の声

問合せ  つづきMYプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）  224-0003 中川中央一丁目25-1 
　　　  ノースポート・モール5階　 914-7171　 914-7172　 http://tsuzuki-myplaza.net/

問合せ  運営調整係　 948-2341　 948-2354
 http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/fukushi/unei/aibora/

参加する中高生は、ためらい、緊張、感動、
達成感などさまざまな貴重な経験をします。
周囲の大人がそれを共感することで、
中高生と相互にたくさんの気付きが
得られます。

　「都筑区をボランティア活動があふれる街にしたい！」
　このような思いを込めて、区では平成22年度から「あいちゃんボランティア
制度」を始めました。開始から4年、既に多くの人が登録しています。　　　　
　登録手続は申込書に記入するだけです！区役所、都筑区社会福祉協議会、地
域ケアプラザでお申し込みできます。

夏休みの期間中に、中高生を対象とした
ボランティア体験を実施しています。
昨年は、体験先が100か所あり、
227人の中高生が参加しました。

カードの提示でサービスをゲット！

　小学5年生以上の区内在住・在勤・在学の人でボランティア活動をしている人、またはやってみたい人が登録できます。登録には個人登録と団体登録があります。　登録後、その場で「あいちゃんボランティアカード」をお渡しします。カードを提示すると区内約150店舗の協賛店でさまざまなサービスが受けられます。

　小学5年生以上の区内在住・

あいちゃん
ボランティア制度とは

※詳細は応募チラシをご覧ください

考えよう、今、
自分たちにできることを…

はぁとdeボランティアでは
こんな体験に参加できます（一例）

この夏の はぁとdeボランティアに
参加するには

1.応募期間
6月11日（水）～7月10日（木）

2.オリエンテーション
7月18日（金）～7月21日（月・祝）

3.体験期間
7月22日（火）～8月22日（金）

4.振り返り
8月23日（土）

つづきMYプラザの を見て、
参加を申し込みます

オリエンテーションに
参加します

区内の施設や団体などで
ボランティア活動します

振り返りを行い、
修了証書を受け取ります

参加する中高生は、ためらい、緊張、感動、
達成感などさまざまな貴重な経験をします。
周囲の大人がそれを共感することで、

得られます。町内会の人たちに
「ありがとう」と

言われたことがとても
うれしかったです。はじめは不安でいっぱいで

ちゃんと手伝いが
できるのか心配でした。
けれど、やってみたら

とても楽しくて心配や不安
なんてなくなりました。

このボランティアを

通して、人とのつながり、

世代のつながりを

経験することが

できました。 大人が対等に接してくれて責任を感じました。

＜主催＞つづきMYプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）・
都筑区社会福祉協議会・都筑区青少年指導員連絡協議会

特集

中 高 生の た め の 夏 休 み ボ ラ ン テ ィ ア 体 験

●地域のお祭りや地区センターでの子どもへの読み聞かせ、
工作教室

●ボランティアグループやハマロードサポーターが行う　　
清掃・美化活動

●保育園での外遊び時の付き添い、寝かしつけなどの手伝い
●高齢者、障害児・者施設での活動を通したふれあいや　　

　レクリエーションなどの手伝い
●区内企業が行うボランティア活動の手伝い
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 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

区役所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。

● 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

申込
方法

都筑図書館の休館日　6月16日（月） ● 7月22日（火）
都筑公会堂の休館日　6月16日（月） ● 7月22日（火）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,219人   （平成26年5月1日現在・前月比459人増）
世帯数…79,623世帯（平成26年5月1日現在・前月比306世帯増）
交通事故発生件数…198件　
　死者0人／負傷者244人（平成26年1月1日～3月31日）
火災発生件数…22件（平成26年1月1日～4月30日）

21万人到達！祝

講演・講座
健康づくり係から

◆都筑区制20周年記念事業ラジオ
　体操講習会「みんなでラジオ体操」
元NHKテレビ体操アシスタントの先
生から、正しいラジオ体操のポイント
を学びましょう。 日時6月20日（金）
13時～14時30分（12時30分受付開始）
会場北山田地区センター　定員80
人 　持ち物室内履き、飲み物、動き
やすい服装で　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
かわいい乳歯が生え始めて子どもの
むし歯予防も気になりますね。親子で
正しい歯みがきを身につけましょう。
日時7月17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4、5、6、7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▶6月12日（木）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
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7月25
日（金）・30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か月を過ぎた子と親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▶東山田地域ケアプラザ（ 592-
5975）へ、6月27日（金）10時から 　
問合せ▶健康づくり係 948-2350 

948-2354

お知らせ
都筑図書館から

◆特別おはなし会「おいしいものが
　いっぱい!」
6月は「食育月間」です。食べ物、歯、栄
養などに関する紙芝居、絵本の読み
聞かせなどを行います。 ＊協力：つ
づきっこ読書応援団／6月14日（土）

（1）10時（2）11時（各回同一内容） 対象
幼児～小学生　＊保護者も参加可／
区役所1階健診室／ 　問合せ▶都筑
図書館 948-2424 948-2432

「横浜市子ども・子育て支援事業
計画」（仮称）の策定に向けた
市民意見交換会

横浜で、すべての子どもが健やかに
成長できるよう、横浜の子どもたち
の未来について、一緒に考えません

か?　日時6月17日（火）13時30分～15
時　会場区役所6階大会議室　申込
み▶6月6日（金）までにこども青少年
局企画調整課子ども・子育て新制度準
備 担 当（ 671-3722 663-1925）へ

か 　＊託児・手話通訳あり（要申
込）。 問合せ▶保育運営担当 948-
2466 948-2309

「公園愛護会・ハマロードサポー
ターパネル展」を開催します！

身近な公園や道路を気持ちよく使っ
ていただくために活躍している、公
園愛護会やハマロードサポーターの
皆さんが、日頃の活動の様子を自作
のパネルで紹介します。日時6月19
日（木）～6月26日（木） 会 場 区 総 合
庁舎1階区民ホール　問合せ▶都筑
土木事務所 942-0606 942-0809

都筑区総合庁舎の外壁工事を
実施します

6月上旬から12月下旬まで、区総合
庁舎の高層棟（区役所）と都筑消防署
の一部で外壁工事を実施します。工
事期間中、仮設足場設置、工事車輌の
出入、騒音などでご迷惑をお掛けし
ますが、ご理解・ご協力のほど、よろ
しくお願いします。　問合せ▶予算
調整係 948-2213 948-2208

大雨に備えましょう

6月から秋頃まで、集中豪雨や台風
のため、河川の増水や低地の浸水被
害が起こりやすくなります。テレビ
やインターネットなどで気象情報を
参照し、日頃から防災意識を高め、自
分や家族の安全を守りましょう。
◆横浜市ホームページで雨量や河川
水位を確認　早淵川の勝田橋付近に
水位計とライブカメラを設置してい
ます。インターネット上でリアルタ
イムに水位が確認できます。

◆携帯電話に横浜市防災情報を で
受信することができます。 http://
www.bousai-mail . jp/
yokohama/かQRコードに
アクセスしてください。➡
◆区の洪水ハザードマップ
区内の鶴見川水系河川の洪水への危
険性や大雨に対する備えをまとめた
地図です。区役所5階53番窓口で配
布しています。横浜市 からもダウ
ンロードできます。
注意 ! 大雨の場合、急激な河川の水

位上昇が予想されます。絶対に河川
には近づかないでください。
問合せ▶庶 務 係 948-2212 948-
2208

そろそろ熱中症に注意！

暑くなり始める時期こそ熱中症多発！
無理せず暑くなる前から、適度な運
動をして、体温調節が上手にできる

体をつくりましょう。
水分をこまめにとる、日傘を使う、
帽子をかぶる、涼しい服装を心掛け
る、日陰を利用する、小まめに休憩を
とるなどの予防策も講じましょう。
問合せ▶健康づくり係 948-2350 

948-2354

保育園で人形劇をみよう

7月2日（水） 7月4日（金）
日時 10時から1時間程度

会場
・

申込み
先

中川西保育園
（中川三丁目

6-6）
913-2060

茅ケ崎南保育園
（茅ケ崎五丁目

11-3）
943-1285

対象 就学前の子と保護者
各20組

申込み
方法

6月20日（金）～
7月1日（火）に

6月20日（金）～
7月3日（木）に

問合せ▶保育運営担当 948-2466
948-2309

募　集
「きっかけマガジン つづき“縁

エン

”
ジン」創刊！～区民サポーター
募集します～

都筑区民活動センターでは、区民の
皆さんが地域のさまざまな活動に一
歩踏み出す“きっかけ”となる情報を
発信する広報紙を創刊します。この
紙面作りに、区民目線を生かし、ボ
ランティアとして協力してみませ
んか。
◆ 広 報 紙 創 刊 に 向 け て の ワ ー ク
ショップ（全2回）　日時7月11日（金）・
16日（水）14時～16時　会場区役所1
階都筑区民活動センター　対象区民
10人 　申込み▶7月9日（水）までに

を明記し、 か か 。 問合
せ▶都筑区民活動センター 948-
2237 943-1349 tz-katsudo@
city.yokohama.jp

を
噛
か

むこと

食 べること
と

食育フェア

連載 第2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。

　「食育月間（6月）」と「歯と口の健康週間（6月4日～
10日）」にちなんだ催しです。
どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。
 ・イベント・
　親子で楽しめる体験コーナーやゲームなどが盛りだくさんです。
スタンプラリーに参加してプレゼントをもらいましょう（先着200人）！

日時6月14日（土）10時30分～13時30分
会場区総合庁舎1階区民ホール／
 ・パネル展・
　区内保育園・小中学校などの食育の取組や、情報を展示します。
日時6月10日（火）～6月16日（月）　会場区総合庁舎1階区民ホール／

問合せ  健康づくり係 948-2350 948-2354

　都筑区では区制20周年を記念して、サクラソウの苗、小松菜・
ホウレンソウの種を区内の小中学校に寄贈します。
苗・種は学校内の花壇や菜園などで子どもたちが育
てます。20周年記念ロゴマークにもあしらわれて
いる「区の花」や市内でも有数の農業地域である都筑
区の「都筑野菜」を育てることで、子どもたちが都筑
区をもっと知り、もっと好きになってほしいという
願いが込められています。

問合せ  青少年支援・学校地域連携担当 948-2471 948-2309

「区の花」・「都筑野菜」を育てよう！

　都筑区の魅力の1つである緑道（総延長約15キロ
メートル）は、美しい自然や動植物に恵まれ、多くの
人が親しめる憩いの場として利用されています。
　このたび、都筑区制20周年を記念して、緑道に設
置されている老朽化した案内板（32か所）を、周辺
施設など情報を充実して見やすいものに更新しま
す。

問合せ  都筑土木事務所 942-0606 942-0809

設置されている
案内板

緑道の案内板を更新します！

はまふぅどコンシェルジュによる

野菜のおいしい食べ方講座

噛む力のチェック食育ゲーム

おはなし会

おいしいお茶の
いれ方・食べ方

横浜市水防災情報 検索
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休館日◆6/24（火）〒224-0062 が谷2-1
 941-8380　  942-3979

都筑センター

●わんぱくホリデー
　こども茶道体験教室
6月28日（土）13時～14時30分／市内
在住・在学の小学生10人 ／500円
申込み▶6月11日（水）から か
●アイスコーヒー講座
7月5日（土）14時～16時／市内在住・
在勤10人 ／900円　申込み▶6月11
日（水）から か

休館日◆6/9（月）、7/14（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6月11日(水)から
●森のクラフト遊び夏編
7月26日（土）9時30分～11時／3歳
以上の親子20組 ／400円　▶
●国際理解クッキングブラジル編
7月5日（土）10時～12時／小学3～6
年生16人 ／500円　▶
●ラジオ体操講習会
7月5日（土）10時～11時30分／小学
生以上100人 　▶

休館日◆6/9（月）、7/14（月）
 943-9191　  943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

●シェフに習う本格中華料理Ⅰ
7月25日（金）10時～13時／20人 ／
1,200円　申込み▶6月11日（水）から

●子ども卓球教室（全5回）
7月28日（月）・29日（火）・30日（水）・
31日（木）、8月1日（金）いずれも9時
30分～11時30分／小学生50人 ／
1,500円（全回分）　申込み▶6月11日
（水）から

休館日◆6/9（月）、7/14（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

●親子でヒップホップ（全4回）
7月28日、8月4日・18日・25日いずれも
月曜日10時30分～11時30分／小学生
と親20組 ／1,200円（全回分）＊小学
生のみの参加600円　申込み▶6月27
日（金）～7月27日（日）に か
●ロビーコンサート
①6月21日（土）13時30分～14時30分
／ピアノとバイオリンのコンサート
／演奏：なないろ／
②7月6日（日）14時30分～15時30分
／ウクレレコンサート／

休館日◆6/9（月）、6/23（月）、7/14（月）
 594-1723　  594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

●七夕まつり
詳細は問合せを／6月21日（土）～7月
8日（火）9時～17時／
●チョット昔の夏休み
7月27日（日）10時～13時30分／小
学生15人 ／1,000円／持ち物は問
合せを。
申込み▶6月11日（水）から か

休館日◆6/19（木）、7/3（木）
 592-6517　  594-1649

〒224-0035  新栄町17
 http://seseragikominka.web.fc2.com/

せせらぎ公園古民家

●和菓子作り教室
6月21日（土）10時 ～12時／10人
／1,000円／エプロン、三角巾、手拭
タオル、持ち帰り用の容器を持参。
申込み▶前日までに か
●手打ちそばを食べませんか
6月24日（火）11時30分開始／小雨決
行／限定30食／1人前500円／

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、 と参加者全
員の氏名・年齢を明記し、 か か
●ジャガイモ掘り体験
7月5日（土）10時～14時／雨天中止
／ばじょうじ谷戸休憩所集合／30
人 ／有料（詳細は問合せを）
申込み▶6月28日（土）までに
●夏休み前の昆虫観察会
7月6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▶6月29日（日）までに

・  944-0730 〒224-0052  二の丸14
都田公園

●七夕まつり
6月28日（土）10時～12時／小雨決行／
七夕飾りの展示は7月8日（火）まで／

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

●「まちの音楽会」～ピアノ・デュオ～
出演：加藤千佳他／6月29日（日）14時
開演（13時30分開場）／1,000円（小学生
以下無料）／50人 　申込み▶事前に
か、 と年齢を明記し、 か

休館日◆6/16（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

●ログハウスまつり
6月22日（日）10時30分～14時／
中学生以下、就学前幼児は保護者
同伴350人 ／200円／
●英語であそぼう!
7月2日（水）10時30分～11時10分／
未就学児と親10組 ／1組500円　
申込み▶事前に か

休館日◆火・木曜日 　 ・  591-8444
〒224-0021  北山田五丁目14-1

北山田小学校コミュニティハウス

●都筑の歴史講座
6月30日（月）13時30分～15時／24人
／100円（資料代）　申込み▶6月11

日（水）～6月25日（水）に か
●デジカメ写真講座
7月11日（金）9時 ～11時30分 ／12人
／300円（写真代1枚含む）　申込み

▶6月13日（金）～7月4日（金）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

●たまりばフェスタon Father's day
6月15日（日）10時～14時／一部有料
／
●大人のためのお話し会
6月30日（月）10時30分～12時／ 　
申込み▶6月11日（水）～6月29日（日）
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

●ママと赤ちゃんのベビーヨガ（全3回）
6月19日（木）・26日（木）、7月3日（木）
／ママと1歳までの赤ちゃん：10時～
10時40分、ママと1歳以上～1歳8か
月までの赤ちゃん：11時～11時40分
／各15組 ／900円（全回分）／バス
タオルとスポーツタオルを持参。　
申込み▶前日までに か

 944-4640　  944-4642
〒224-0055  加賀原一丁目22-32
 kagahara@oregano.ocn.ne.jp

加賀原地域ケアプラザ

●すくすくプラザ「食育講話と試食会」
7月10日（木）10時～12時／未就園児
と親20組 　申込み▶6月13日（金）
～7月8日（火）に か

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

が谷地域ケアプラザ

●今日からスグできる認知症予防
講座「友好大笑」／7月24日（木）13時
30分～15時30分／荏田南自治会館
／おおむね65歳以上の人30人
申込み▶7月14日（月）までに か

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

新栄地域ケアプラザ

●講演「働く人のメンタルヘルス」
6月24日（火）14時～15時30分／本人
やその家族など30人 　申込み▶6
月11日（水）～6月23日（月）に か

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

中川地域ケアプラザ

●元気になる!ための体操教室（全2回）
7月9日（水）・23日（水）いずれも13時
30分～15時／毎月第4火曜日の「サ
チの会」に参加可能な人18人
申込み▶6月11日（水）から か
●～終活パート1～
　老いのそなえ・介護のそなえ
介護保険制度を学びませんか／7月
12日（土）13時30分～15時／30人
申込み▶6月12日（木）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

●39窃盗団上映と対談
6月24日（火）10時～13時15分／かけ
はし都筑／100人 　申込み▶6月20
日（金）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

●サークル交流会
6月20日（金）10時～11時30分／区
役所1階機能訓練室／子育てサーク
ル、およびこれからサークルを始め
たい人　申込み▶6月13日（金）まで
に か
●子育てサポートシステム入会説明会
6月25日（水）、7月12日（土）10時30
分～11時30分／入会希望者各10組
　申込み▶前日までに か

休館日◆6/23（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
申込み▶詳しくは で。＊印は託児
あり
◇フィットネスタイム
　（原則50分間／1回500円）
◆月曜日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～（60分間）◆火曜
日④ソフトエアロ／12時20分～◆
水曜日⑤＊モーニングステップ／9
時～　⑥＊リフレッシュエアロ／
10時～　◆金曜日⑦＊ズンバ／10
時35分～（45分間）◆土曜日⑧エア
ロビクスボクシング／10時～
◇スポーツタイム（90分間）
◆第1・3火曜日⑨バスケットボール
タイム／19時15分～／600円◆第
2・4火曜日⑩バレーボールタイム
／19時15分～／500円◆土曜日⑪
フットサルタイム／21時～／600円
⑫バスケットボールクリニック／9
時15分～／小学生／600円　
◇フットサル１DAYリーグ
6月18日（水）21時～（90分間）／1チー
ム6,000円／18歳以上男女混成チー
ム　申込み▶ 。6チーム
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施設からのお知らせ都筑都筑
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● 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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催  し
●都筑オーケストラ第25回定期演奏会

曲目：モーツァルト　歌劇「魔笛」序曲、グ
リーク「ペールギュント第１組曲」、チャイ
コフスキ「交響曲第4番」、指揮：横島勝人
／6月29日（日）14時開演（13時30分開場）／
都筑公会堂／500円（都筑区役所内売店に
てチケット販売中、当日券あり）　問合せ
▶都筑オーケストラ  加藤  941-4453
●親子で楽しむふろしき講習会

しっかり結んだはずなのに、まほうみたい
にするっとほどける！思わぬ発見がいっ
ぱい。歴史や由来も学べるよ／7月19日

（土）10時～12時／かけはし都筑　多目的
研修室／小学生の親子20組（高学年は1
人で参加可） ／500円　申込み▶6月16
日（月）から を明記し 。 問合せ▶
つづきっ子読書応援団　馬場　 080-
5387-5811　 tsuzukikko.d.o@gmail.com
●都筑区民ダブルスバドミントン大会

7月13日（日）8時開始／都筑スポーツセン
ター／中学生以上の区内在住、在勤、在学
者 ／ 定 員320人（160組） ／1,500円（一
組3,000円）＊中 学 生1,000円（一 組2,000
円）申込み▶6月22日（日）まで。詳細は、都
筑区民活動センター、都筑スポーツセン
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　持増　 090-2677-3760
●第57回　区民ジュニアテニス
　トーナメント

7月28日（月）・29日（火）・30日（水）・31日
（木）／長坂谷公園（第1・第2）、都田公園／
都筑区在住、在学、都筑区硬式テニス協会
加盟団体員／①男女シングルス：18歳以
下、16歳以下、14歳以下、12歳以下 ②男
女ダブルス：18歳以下、16歳以下、14歳以
下／①一人2,000円　②一組2,500円
申込み▶6月11日（水）～6月19日（木）に
で。 問合せ▶都筑区テニス協会事務局　

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

●第33回 M.M.T杯
男子ダブルス（①初級　②中級）／7月13
日（日）（予備日：7月27日（日））、①9時試合
開始 ②12時試合開始／長坂谷公園第2テ
ニスコート／①初心者、②各種トーナメ
ント1～3回戦敗退者、いずれもペアどち
らかが都筑区・緑区在住、在勤、都筑区・緑
区テニス協会加盟団体員／各16組 ／
一組4,000円　申込み▶6月14日（土）～6
月22日（日）に 、申込書・参加費を持参。 
問合せ▶ラケットショップ オープンスク
エア 〒226-0025 緑区十日市場町854-4

988-0633

●「緑豊かな緑道を歩きましょう！」
　ガイドと共につづきを歩こう No.18

6月21日（土）9時開始（8時30分受付開始）
／仲町台駅～茅ケ崎公園～大原みねみ
ち公園～葛ケ谷公園～鴨池公園～荏田南
近隣センター～折田不動公園～都筑ふれ
あいの丘駅。約3時間、約8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 。6月14日（土）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/
●おはなし玉手箱

絵本、紙芝居、パネルシアターなどで楽
しみましょう／6月21日（土）11時開始／
北山田小学校コミュニティハウス／幼
児～小学校低学年程度　申込み▶事前
に 、 も可　問合せ▶北山田小学校コ
ミュニティハウス　 ・ 591-8444
●こどもみらいフェスティバル

子どもの未来を考えるフェスティバル
です／6月21日（土）・22日（日）：センター
北駅前芝生広場ほか／22日（日）はプレ
ミアヨコハマ（中川中央一丁目30-1）で
柴田愛子氏講演会、ケロポンズ親子コン
サート、映画「こどもこそミライ」上映会
も（各500～1,500円）。詳細は問合せを
問合せ▶こどもみらいフェス実行委員会

090-7913-2093 kodomomirai-fes@
nifty.com http://kodomomiraifes.
main.jp/

募  集
●絵画グループ（独楽の会）会員募集

絵を描く楽しい時間を過ごしませんか。
初心者歓迎。デッサン、構図、色の組合せ
など基礎から学べます。水彩、パステル、
油絵（自由）。講師:福井慶子／月2回（第2・
4月曜日）、10時～13時／東山田中学校コ
ミュニティハウス／月2,000円／  
問合せ▶独楽の会　大槻　 090-6922-
4279
●つづきマジッククラブ会員募集

やったことない人も初歩から始め少し
ずつ覚えて楽しむことができます。老人
ホーム、小学校などでボランティア活動
を行っています。初心者も経験者も歓迎
／毎月第1・3水曜日、9時30分～12時／中
川西地区センター／月1,000円／ 　
問合せ▶渡辺　 ・ 943-0057
●女性コーラス団員募集

心地よいハーモニーを楽しみませんか。
50歳代中心の女性コーラスグループです
／毎月第1・3・4水曜日、13時～15時／つ
づきの丘小学校コミュニティハウス／月
3,000円、別途入会金1,000円　申込み▶
事前に か を明記し 　問合せ▶
サウスコール　臼井　 ・ 941-5013

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。
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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 6月10日・24日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 6月12日・26日いずれも（木）12時～13時30分受付
3歳児 6月5日・19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11月出産予定の人 
　→7月4日（金）・11日（金）・18日（金）・25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

7月15日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

7月23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

6月16日（月）・27日（金）、7月2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

6月13日（金）午前、7月11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
肺がん検診
有料
予約制

7月28日（月）午前→7月1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される人は、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込みください。

エイズ検査
予約制

6月12日・19日・26日、7月3日・10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

6月18日（水）午後、7月8日（火）午前、7月25日（金）午後、
8月5日（火）午前 
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

7月8日（火）午前、8月5日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

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

7月28日（月）午前→6月27日（金）～7月15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

■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

◆◆◆

◆◆◆


