
　ヨコハマ3R夢プランでは、分別・リサイクルはもちろんのこと、ごみそのものを減らすリデュースに取り組み、
ごみ処理に伴って発生する温室効果ガス削減を進めます。また、ごみ処理の安心と安全を追求し、

ごみのことで困らない住みよい街の実現を目指します。(計画期間  平成22～37年度)

　災害時に下水道インフラが機能しなくなっ
たら、トイレはどうするのだろう・・・
そんな疑問に資源循環局北部事務所が実演を
交えて、お答えします！　
❶家庭でのトイレ対策をしましょう。災害対
　策品をご紹介します。
❷災害用トイレの組み立てデモンストレー
　ションを行います。

●クイズ形式の「つづき3R夢検定」

●生ごみ土壌混合法講習会

●読み終えた図書、リサイクル用の古布・古紙、
　使用済み小型家電をご持参ください。

　各イベントに参加して、マイバッグ・マイ
箸・水切りネット・フリーザーバッグなどの
エコグッズを手に入れましょう！ 

リユース家具大抽選会

この他にも…

ゆるキャラと遊ぼう！

つづき3R夢チャレンジ

　ごみ分別相談コーナーや大型モニターを
使ったごみ分別アプリの体験などをご用意し
ています。ぜひご参加ください。

　資源循環局北部事務所『トイレくん』も
初お目見え！

5月31日（土）
区総合庁舎1階区民ホール

開催日
会  場

資源化推進担当　 948-2241　 948-2239問合せ

申込み

抽 選

10時～15時 つづき3R夢チャレンジ
12時～12時30分 ゆるキャラと遊ぼう
13時～ リユース家具大抽選会
14時～14時30分 ゆるキャラと遊ぼう

イベントスケジュール

　まだ使える家具を、5月28日（水）から区民
ホールに展示します。抽選で当選した人には、
当日お持ち帰りいただきます。配送はできま
せん。
　　　 5月31日（土）に、
会場内で受け付けます。
　　　 13時開始

第2回

5月27日（火）から
6月2日（月）は

つづき3R夢週間です

第2回

つづき3R夢週間
イベント

ス リ ム

　ヨコハマ3R夢プランや、資源循環局都
筑事務所・都筑工場、環境推進員の活動を
ご紹介します。

5月27日（火）～6月2日（月）
区総合庁舎1階区民ホール　

●パネル展も同時開催●

日 程

会 場

明日につなげる特集1

つづき あいちゃん

トイレ
くん

イーオ

へら星人
ミーオ

3R夢なつづき
ス リ ム

小型家電回収実績
（平成25年10月〜26年3月上旬）

　昨年10月から始まった小型家電
の回収量は、区役所・ごみ収集事務
所、イベントにおける回収のいず
れもが18区中1位を記録しました。

　おかげさまで、平成25年度、
都筑区の一人一日当たりの燃や
すごみの排出量は、削減が進み、
市内トップレベルです。 都筑区

557
キログラム 18区平均

195
キログラム

平成26年度は
ヨコハマ3R夢プラン、
第2期推進計画のスタートです。
身近にできるごみの減量化を
お願いします。

市内ダントツの
トップ！

生ごみを出す
ときは水を
切って出す

紙ごみは燃やす
ごみに出さず
古紙に出す

など

食材のロスを
なくすため
余計な物は
買わない

区民の皆さん、ご協力ありがとうございます
市内18区中1位

403グラム（速報値）、
目標を達成しました！
（目標値405グラム）
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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　5月7日（水）・27日（火）～29日（木） ● 6月16日（月）
都筑公会堂の休館日　5月19日（月） ● 6月16日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口…209,760人（平成26年4月1日現在・前月比64人減）
世帯数…79,317世帯（平成26年4月1日現在・前月比160世帯増）
交通事故発生件数…132件　
　死者0人／負傷者158人（平成26年1月1日～2月28日確定値）
火災発生件数…18件（平成26年1月1日～3月31日）

講演・講座

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。
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。いずれ
かのクラスのみの参加も可。 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。

体操くらす パクパクくらす

日時
6月6日（金） 6月20日（金）

10時～11時30分
（受付は９時45分～９時55分）

持ち物 飲み物、タオル 筆記用具、手拭タオル
注意
事項

妊娠中の人はご
遠慮ください －

申込み▶5月12日（月）から
問合せ▶健康づくり係 948-2350

948-2354

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6月18日（水）・23日（月）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▶加賀原地域ケアプラ
ザ（ 944-4641）へ、5月14日（水）10
時から
問合せ▶健康づくり係 948-2350

948-2354

お子さんの歯みがきデビューとママの
スマイルアップ体操でお口の健康づく
りを始めましょう。
講師:表情筋トレーナー 上坂尚美氏　
日時6月30日（月）13時30分 ～14時30
分（受付は13時15分～13時25分）
会場区役所1階健診室　対象区内在
住の平成25年7月～平成26年2月生
まれの子と保護者30組 　
持ち物保護者の歯ブラシ　
申込み▶5月13日（火）から か
と子の生年月を明記し
問合せ▶健康づくり係 948-2350

948-2354
tz-kenko@city.yokohama.jp

おやこヘルスアップセミナー

ママと赤ちゃんのための
健康講座

ママと赤ちゃんの
ニコニコはみがき

食品衛生責任者の人に毎年度受けて
いただく講習会です。
日時7月8日（火）、8月6日（水）14時30
分～16時（受付は14時開始）＊各回同
一内容。いずれかにご参加ください。
会場区役所6階大会議室　
対象区内食品衛生責任者　
持ち物食品衛生責任者証、筆記用具
問合せ▶食品衛生係 ９４８-２３５６

９４８-２３５４

産後の家事・育児の役割分担などを
妊娠期から話し合うきっかけになる
ように、赤ちゃんがいる生活のイメ
ージ作りを行います。
日時6月14日（土）10時10分～11時50
分（受付は10時開始）　
会場地下鉄センター北駅あいたい5階
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
妊婦及びパートナー25組 　
申込み▶5月14日（水）8時45分から
問合せ▶こども家庭支援担当

948-2318 948-2309

お知らせ

環境に配慮した学園祭を行っていま
す。子どもから大人まで楽しめる企
画が盛りだくさん！ぜひ遊びに来て
ください。
日時6月7日（土）12時～19時、6月8日

（日）10時～19時　
会場東京都市大学横浜キャンパス

（牛久保西三丁目3-1）　
主催第18回横浜祭実行委員会
問合せ▶企画調整係 948-2226

948-2399

◆特別休館のお知らせ
図 書 館 整 理 の た め5月27日（火）～ 
5月29日（木）は休館します。
◆絵本の読み聞かせボランティア
　入門講座（全2回）
小学生を対象としたおはなし会を行
う意義、心構え、読み聞かせの方法や
絵本の選び方などについて学びま
す。【第1回】絵本と読み聞かせにつ
いての講義 【第2回】参加者による実
習・実演 講師:都筑図書館司書　
日時第1回：6月19日（木）、第2回:6月
26日（木）いずれも10時～12時　
会場区役所5階第1会議室　
対象小学生に読み聞かせボランティ
アを始めて間もない人で、全2回参
加できる人15人 　

食品衛生責任者講習会

平日に参加できない妊婦及び
パートナーのための両親教室

第18回東京都市大学横浜祭

都筑図書館から

申込み▶6月3日（火）～6月19日（木）
に か
●赤ちゃんとわらべうたを楽しむ
都筑図書館司書がわらべうたを紹介
します。　
日時5月23日（金） （1）10時開始 （2）11
時開始（各回30分程度）　＊各回同一
内容　
会場都筑図書館対面朗読室　
対 象0・1・2歳児とそ の保護 者各回
10組
申込み▶5月13日（火）～5月23日（金）に

か
●くまさんのおはなし会（6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6月12日（木）①10時～10時25分②
10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歳未満の子は入室できません。
申込み▶5月22日（木）～6月12日（木）
に か
●5月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。
日時5月21日（水）15時30分～16時
会場都筑図書館対面朗読室　
対象一人でおはなしが聞ける子　
＊保護者の付き添いは事前にご相談
ください／
問合せ▶都筑図書館 948-2424

948-2432

茅ケ崎南保育園（茅ケ崎南一丁目12- 
1）でマリンバ演奏会を開催します。親
子でぜひご参加ください。　
日時6月19日（木）10時から1時間程度
対象就学前の子と保護者30組 　
申込み▶5月30日（金）～6月18日（水）に

マリンバ演奏会

茅ケ崎南保育園（ 943-1285）へ
問合せ▶保育運営担当 948-2463

948-2309

日時
5月27日（火） 6月18日（水）

10時から1時間程度

会場・
申込
み先

みどり保育園
（荏田南一丁目9-1）

941-2800

大熊保育園
（仲町台三丁目6-6）

942-9884

対象
就学前の子と保護者

30組 20組

申込み
方法

5月12日（月）～
5月26日（月）に

5月30日（金）～
6月17日（火）に

問合せ▶保育運営担当 948-2463
948-2309

募　集

都筑区では、災害時に医師、薬剤師な
どによって編成される「都筑区医療
救護隊」の看護師として、主に負傷者
の対応やトリアージなどの医療救護
活動をしていただける人（Yナース）
を募集しています。災害時に、あなた
の力を貸してください。
募集案内事業企画係（区役所2階22
番 窓 口）な ど で 配 布。区 （http://
www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/
fukushi/jigyou/iryo/ynurse/）からも
ダウンロードできます。　
登録資格市内在住・在勤の保健師・助
産師・看護師・准看護師免許をお持ち
の人
問合せ▶事業企画係 948-2344

948-2354

保育園で人形劇をみよう

Ｙナース
（横浜市災害支援ナース）募集

連載 第1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、区内でさまざまなイベントが予定されていま
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。ぜひ皆さんでご参加ください。

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。
区内に歴史史跡・文化財などが残る都筑区ですが、皆さんのお宅にも

「お宝」が眠っているかも!? この機会に鑑定してもらいませんか？観
覧者も募集します。

◆あなたのお宝大募集
区内商店街各店舗、区役所などで配布する所定の申込用紙に、必要事項
をご記入の上、鑑定品の写真を添付し、郵送または持参してください。
応募締切：6月30日（月）必着

◆観覧者募集
往復はがきに必要事項（住所、氏名、電話番号）と観覧希望と明記し郵送
してください。当選はがき１枚につき２人まで入場できます。
応募締切：7月31日（木）消印有効

224-0041
往信

横浜市都筑区
仲町台1-23-13
都筑区商店街連合会事務局

※ここは
白紙のままで

「出張なんでも
 鑑定団in都筑」宛て 返信

観覧希望者の
郵便番号
住所
氏名

氏名①
　　②
①の連絡先
住 所：
TEL：

観覧希望

往信おもて 返信うら

返信おもて 往信うら

開催予定日▶９月27日（土）13時開始／会場：都筑公会堂

申込み先
〒224-0041 仲町台一丁目23-13

都筑区商店街連合会事務局
「出張なんでも鑑定団in都筑」宛て

問合せ
都筑区商店街連合会　山口

☎080-5941-1555
（月～金曜日10時～15時）

都筑区制20周年記念事業
出張！なんでも鑑定団

in都筑
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＊詳細は、区役所、地区センター、横
浜市民ギャラリーあざみ野などで配
布する募集要項・チラシをご覧くだ
さい。
●作品募集
横 浜 北 部 地 域（都 筑 区・港 北 区・緑
区・青葉区）の皆さんの、絵画作品（油
彩・日本画・水彩・アクリル・パステ
ル・版画その他）を募集します。過去
に公募展に出展していない作品に限
ります。
対象都筑・港北・緑・青葉区に在住、
在勤、在学の15歳（高校生）以上の人  
＊応募作品は一人3点まで。 費用
一 般：作品1点2,500円・2点4,000円・
3点5,000円、高校生：作品1点につき
1,000円　
申込み▶必要事項を記入した応募用
紙、返信用はがきを同封し郵送か、
へ持参。6月6日（金）必着。
◆作品展示
応募作品の中から専門家による審査

横浜北部美術公募展 2014 
の上、入選作品を展示します。
日時7月15日（火）～7月27日（日）
会場横浜市民ギャラリーあざみ野／
◆サポーター募集
作品展の運営サポート（事務局作業
補助、作品搬入・搬出補助、会期中の
受付、会場案内など）をしていただ
く、市民サポーターを募集します。
対象6～7月下旬に従事できる、高校
生以上20人程度　
申込み▶応募用紙に必要事項を記入
し、郵送か か 。 6月6日（金）必着。
問合せ▶青葉区役所  文化・コミュ
ニティ係 978-2296 978-2413

管理期間平成27年4月1日～平成32
年3月31日　
申込み▶配布する公募要項をご覧く
ださい。詳しくは区 か、お問い合わ
せください。
問合せ▶区民活動係区民利用施設担
当 948-2235 948-2239

都筑公会堂　指定管理者募集

周囲が障がいがあることに気づけるデザインを募集します。募集の詳細は
お問い合わせください。＊未発表のオリジナル作品で、他者の知的所有権を
侵害しないものに限ります。

対 象  どなたでも応募できます（個人でもグループでも可）
申込み  はがき大～ A4サイズの用紙にカラーで作成してください。デザイ

ン内に文字を入れる場合は、「つづきチャレンジド」の文字を入れてくださ
い。5月31日（土）（当日消印有効）までに、一作品ごとに、 と年代・性別・
あればE-mailアドレスを明記の上、郵送または 。何点でも応募可。採用さ
れた最優秀賞1点には、副賞として10万円を進呈します。

問合せ  都筑区社会福祉協議会　担当：桑田・大橋
〒224-0006  荏田東四丁目10-3　 943-4058　 943-1863
http://www.tuzuki-shakyo.jp/　 info@tuzuki-shakyo.jp

毎年、7月から10月にかけて、家や庭にハチの巣ができたという相談が多く
寄せられます。夏に入り、巣が大きくなると駆除が難しくなり、費用も多く
かかります。5月から6月のハチの巣が小さな時期に、巣が作られやすい場
所を点検し、巣を見つけた場合は早めに対処しましょう。

区役所ではハチの駆除は行っていませんが、スズメバチやアシナガバチ
などに関する相談の受付や駆除業者の案内をしています。事前にお問い
合わせください。
※ハチの巣は、土地や建物の管理者が駆除することが原則です。

日  時  5月28日（水）～6月2日（月） 場  所  区総合庁舎1階区民ホール

※パネル展期間中に特別企画「肺年齢測定」を実施します。予約制
　　　　　 日  時  5月30日（金）10時～12時　
　　　　　 申込み  5月13日（火）8時45分から

「つなごう人の輪・さがそう魅力」を合言葉に、都筑区の情報を取材する地域
情報ウェブサイト「つづき交流ステーション」の区民レポーターを募集しま
す。詳しくは、つづき交流ステーションの http://www.city-yokohama-
tsuzuki.net/をご覧ください。
活動内容  取材、ホームページの作成
対 象  パソコンでEメールが利用できる人

COPDとは、「慢性閉塞性肺疾患」のことです。慢性的に気道が狭くなる病気
の総称で、気管支や肺胞に炎症が起きて、肺への空気の流れが悪くなる病気で
す。COPDの原因の
90パーセント以上は 
 たばこ です！COPD
の症状は咳

せ き

や痰
た ん

です
が、次第に息苦しく
なり、重症になると
酸素ボンベが手放せ
なくなることもあり
ます。COPDの治療
は「禁煙」することか
ら始まります。詳しく
は「世界禁煙デーパ
ネル展」をご覧くだ
さい。

認知症予防や元気な体を作り、これからも 
“イキイキ”過ごすための講座です。

時 間  いずれも13時30分～15時30分
会 場  区役所1階機能訓練室　
対 象  区内在住のおおむね65歳以上の高齢者
申込み  いずれも開催日の7日前までに または と参加希望日を

　　　　明記し
※ご参加いただける場合は、特にご連絡はしませんので、当日直接会場へお
越しください。
持ち物  動きやすい服装で、飲み物をご持参ください。第1回：裸足になれる

格好または5本指ソックス、細長いタオル。第3回：タオル

コガタスズメバチの巣　 キイロスズメバチの巣

マークデザイン募集！

区民レポーター募集

問合せ  環境衛生係　 948-2358　 948-2354 

問合せ  高齢支援担当　 948-2306　 948-2490

 予約・問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

問合せ  企画調整係　 948-2226　 948-2399

つづき交流
ステーション
キャラクター
つづくん

COPDになると肺はどうなる？

●毎日のように出る咳や痰　●息切れ

COPD 正常

ハァ
ハァ

破壊された肺胞

気管
分泌物

肺胞

気管支

細気管支 気道

特徴的なCOPDの症状 ゴホ
ッ

ゴホ
ッ

参考：独立行政法人 環境再生保全機構
　　  「その息切れ、病気かもしれません  肺の生活習慣病～COPD～」

＊チャレンジド（Challenged）とは「障害
を持つ人」を表す言葉で挑戦という使命
や課題、挑戦するチャンスや資格を与え
られた人を語源としています。

スズメバチの初期巣 アシナガバチの初期巣

巣を作られやすい場所

ハチに関するご相談

世界禁煙デーパネル展

つづき交流ステーション

ハチの
巣は 早期発見　 早期駆除！

いきいき講座
コ かコ らロ だと の

6月4日（水）30人
元気に歩くための

フットケア
～自分の足と向き合っ

ていますか？～

【講師】
アロマルーム橙
橋本久美子氏

第1回

6月11日（水）60人
元気を作る笑いヨガ！

笑いで認知症も
予防しよう！

【講師】
日本笑いヨガ協会

中井厚子氏

第2回

6月18日（水）30人
コツコツ貯筋体操

～筋肉を鍛えて
蓄えよう～

【講師】
カワサキスイミングクラブ

健康運動指導士
太刀川尋也氏

第3回

つづきチャレンジド

COPDってご存じですか
シー　 オー　 ピー　 ディー

※写真は昨年の講座の様子です

ハチの巣

床下・戸袋の中
（スズメバチのみ）

天井裏・壁の中
（スズメバチのみ）

木の洞の中
（スズメバチのみ）

垣根・
植え込みの中

皆でためよう貯筋〜♪ワッハッハ！！

イェ〜イ！
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　区内13か所の公園に、外遊びの達人！「外遊びキャラバン隊」がやってきます。
遊具の使い方はもちろん、どろんこ遊びや水遊びなど、外ならではの遊び方を
伝授してくれます。汚れてもいい服装で遊びに来てくださいね。

　　　 未就学児と保護者　　　　 10時30分〜12時  直接会場へ ※雨天中止。
曇りの場合→当日9時30分頃に都筑区ホームページをご確認ください。

　転入された親子（ニューフェイス）向けに
イベントを開催します。転入してからの期間
は特に問いません。｢お友だちが欲しいな！｣
という人、ぜひお近くの広場に来てね。

グ
リ
ー

ンラ
イン

東山田駅東山田駅
北山田駅北山田駅

センター北駅センター北駅

センター南駅センター南駅

仲町台駅仲町台駅
都筑ふれあいの丘駅都筑ふれあいの丘駅

川和町駅川和町駅

中川駅中川駅

ブルーライン

あゆみ
が丘

牛久
保町

牛久保

牛久保西

中川

荏田
東町

荏田東荏田南

大丸
見花山

川和町

川和台

加賀原

二の丸

高山

池辺町

東方町

桜並木長坂

折本町

川向町

大熊町

仲町台

佐江戸町

茅ケ崎
中央

茅ケ崎
南

富士見
ヶ丘
富士見
ヶ丘

平台

すみれが丘 北山田 東山田

東山田町

南山田

南山田町

早渕

新栄町勝田南

勝田町
茅ケ崎東

大棚町
大棚西

牛久保東

茅ケ崎南

荏
田
南
町

　区内4か所の公園で、月1回、公園遊びをしています。
時間内の何時にお越しいただいても構いません。

子育て中の転入者さんいらっしゃい

公園名
日程

春 秋
すみれが丘第二公園（すみれが丘29）4月28日（月）※終了 10月27日（月）

中川ききょう公園（中川五丁目10） 4月16日（水）※終了 9月18日（木）

東山田ゆうやけ公園（東山田三丁目15） 4月8日（火）※終了 10月7日（火）

早渕かなりあ公園（早渕三丁目42-5） 5月20日（火） 10月21日（火）

荏田東まつば公園（荏田東三丁目14） 4月23日（水）※終了 9月24日（水）

荏田南みのり公園（荏田南二丁目14） 4月11日（金）※終了 10月10日（金）

長坂ささのは公園（長坂6） 5月29日（木） 10月30日（木）

仲町台くわがた公園（仲町台三丁目7） 6月24日（火） 11月10日（月）

高山あかしあ公園（高山10） 6月20日（金） 10月17日（金）

池辺町中里公園（池辺町3427） 6月3日（火） なし

池辺町不動原公園（池辺町2469） なし 11月4日（火）

加賀原さるすべり公園（加賀原一丁目37） 5月7日（水） 9月3日（水）

都筑が丘第九公園（川和町1715-51） 6月2日（月） 11月17日（月）

　中川ききょう公園 （中川五丁目10）
　　　　  第4木曜日（雨天時は翌週に延期） 10時30分〜12時
　　　　  都筑区子育て支援センターポポラ　 912-5135
　山田富士公園 （北山田一丁目4）
　　　　  第2水曜日（雨天中止／1、2、8月休み）10時30分〜12時
　　　　  苗村　 080-8862-5784
　池辺町下薮根公園 （池辺町2674）
　　　　   第2火曜日（2、8月は第3火曜日／1月休み） 10時30分〜12時
　　　　  田丸　 090-1056-9761
　牛久保西ひかりがおか公園 （牛久保西四丁目12）
　　　　  第2金曜日（雨天中止／8月休み）　10時30分〜12時30分
　　　　  中川地域ケアプラザ　 500-9321

日 時

日 時

日 時

日 時

時 間対 象

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

都筑区  外遊びをしよう！

会場 予約 日時
新栄地域ケアプラザ
つくしんぼサロン
新栄町19-19　 592-5255

不要 5月2日（金）
11時〜12時

川和あそびの広場
かわわ★わーい
川和町1463川和小学校コミュニティ
ハウス内　 090-4007-3327（木村）

不要 5月8日（木）
10時〜12時30分

加賀原地域ケアプラザ
すくすくプラザ
加賀原一丁目22-32　 944-4641

不要 5月8日（木）
10時〜12時

おひさまサロン都筑区役所
問合せ先▶茅ケ崎南保育園

943-1285
要 5月12日（月）

14時〜15時30分

都筑区子育て支援センターポポラ
中川中央一丁目1-3あいたい5階

912-5135
要 5月15日（木）・16日（金）

10時30分〜11時30分

会場 予約 日時
中川地域ケアプラザ　子育てひろば
中川一丁目1-1　 500-9321 不要 5月16日（金）

10時〜13時
が谷地域ケアプラザ

子育てサロンきらきら
が谷16-3・1階　☎943-5951

不要 5月16日（金）
10時〜11時30分

おやこの広場『ぷらっとカフェ』
仲町台一丁目20-11ヒルサイド303

944-3554
不要 5月19日（月）

10時〜12時

親と子のつどいの広場つづき
南山田三丁目14-19　 593-4011 不要 5月20日（火）

10時〜12時
親と子のつどいの広場
すくすくサロン
佐江戸町1829番地　 516-9117

不要 5月30日（金）
10時〜12時

東山田地域ケアプラザ
遊びのおもちゃランド
東山田町270　 592-5975

要
6月6日（金）
10時〜12時

（参加料100円）

　腕まくりしやすい服。
しゃがみやすい服。ジー
ンズは固すぎて意外と
遊びにくいよ。フード付
きの服は引っかけると
危ないので×。

外遊びにおススメな服外遊びにおススメなグッズ
　バケツやスコップ、じょうろ以外にも…
●プリンカップ（砂遊びに使える！）
●洗濯用洗剤のスプーン（同じく、砂遊びに　
使える！）
●レジ袋（ひもを付ければ「たこ」になるし、　
　水を入れて穴を開ければシャワ
　ーにもなるよ）
●レジャーシート（休憩する
　のに便利。オムツ交換も
　できる！）

予約不要

ご登録は

　毎月、都筑区の保育・子育てに関する情報を配信
しています！
　主に区内の市立保育園でのイベントなどをお知らせ
します。ぜひご登録ください。

つづき  子育て情報

　主に区内の市立保育園でのイベントなどをお知らせ

元気に育て！
　都筑のこどもたち

面白いものを見つけると心がときめくよ。
きらきらの木もれ日、砂場でのどろんこ遊び、

なが～く伸びたアリの行列……などなど、
外には面白いものがいっぱい。

心がときめく体験をたくさんしたら、
「自分でおもしろいものを見つけ出す力」が

育っていくよ。

親子で「オッ！」と
心ときめく体験をしよう

　区内4か所の公園で、月1回、公園遊びをしています。

　　　 未就学児と保護者　　　　 10時30分〜12時  直接会場へ ※雨天中止。

　　　 こども家庭支援担当
948-2318　 948-2309

問合せ

　区内13か所の公園に、外遊びの達人！「外遊びキャラバン隊」がやってきます。

　　　　  都筑区子育て支援センターポポラ　
　山田富士公園 
　　　　  第2水曜日
　　　　  苗村　

　　　　   第2火曜日
　　　　  田丸　

　　　　  第2金曜日
　　　　  中川地域ケアプラザ　

都筑都筑都筑

外遊びはいつからできるの？
　ひとり座り、ハイハイができる乳児期後半
から、天気のいい日に出かけてみよう。花や
葉っぱ、風や雲、全てがすてきな刺激になる

よ。立って歩き始めたら、たく
さん刺激を受けてたくさん歩

けるように、
どんどん外に
行ってみよう！

公園に行くと気持ちいい～
外に出れば、子どもは大喜び。

走って風を感じるだけで楽しい～！
子どもがニコニコしていれば、

パパやママも自然に笑顔が増えるはず。
赤ちゃんだって外に出れば

気分転換できるんだよ。
家の中でグズグズ、イライラしているならば、

さあ、外に出てみよう！！

　保育園の園庭で遊びませんか？
衛生的に管理された砂場や遊具で安心して遊べます。
　平日の市立保育園へ直接お越しください。地域の親子の皆さんが遊びに来
ているので、知り合いになるチャンスです！園庭で皆さんを見守るコーディ
ネーターもお待ちしています。
　遊びの合間に育児相談もできます。
※中川西保育園、茅ケ崎南保育園では、毎月第3日曜日の10時〜12時にも、

「日曜おひさま広場」を実施しています（8月は除く）。日曜日は保育園のコー
ディネーターではなく、地域の人の見守りの中で、無料でご利用いただけます。

都筑区  おひさま広場

予約不要

詳細はホームページをご覧ください。

  ●大熊保育園 仲町台三丁目6-6 942-9884
  ●みどり保育園 荏田南一丁目9-1 941-2800
  ●中川西保育園 中川三丁目6-6 913-2060
  ●茅ケ崎保育園 茅ケ崎南一丁目12-1 941-2172
  ●茅ケ崎南保育園 茅ケ崎南五丁目11-3 943-1285

　その他、市立保育園ではいろいろなイベントを行っていま
す。詳しくはお問い合わせください。 

問合せ先

有料

※初回無料

地域の親子の皆さんが遊びに来

  
  
    
  
    

　その他、市立保育園ではいろいろなイベントを行っていま
す。詳しくはお問い合わせください。 

※初回無料

予約不要 有料有料
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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

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！ ●
　　　http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event/tsuzuki/

申込
方法

URL

休館日◆5/27（火）
 941-8380　  942-3979

〒224-0062  が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は5月11日（日）から
か
●季節の苔

こけ

玉
だま

づくり
5月31日（土）10時〜12時／20人 ／
1,300円  ▶
●おもちゃの病院
6月7日（土）10時〜14時／36点   
＊幼児、小学生と保護者（保護者のみの
参加不可）／特殊な部品は実費
申込み▶前日までに か
●ベビーヨガ
赤ちゃんとお母さんのための親子ヨガ
／6月5日・12日・19日・26日、7月3日・
10日いずれも木曜日10時30分〜11時
30分／市内在住で、首がすわってから
ハイハイを始める前までの赤ちゃんと
母親10組20人 ／400円  ▶
●消しゴム版画の連続講座
季節を彩る版を彫り、カード作品も作
ります／6月12日、7月10日、9月11日、
10月9日、11月13日いずれも木曜日 
10時〜13時／15人 ／1,500円  ▶

休館日◆5/12（月）、6/9（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5月11日（日）から
●整体エクササイズ  第3回
体を動かし骨と筋肉の関係を知る／ 
6月20日（金）10時〜11時30分／40人
／500円(保険・資料代含む)  ▶
●身体にやさしいパン作り
6月23日（月）9時30分〜12時30分／16
人 ／1,500円　申込み▶5月20日（火）
〜6月16日（月）に
●わんぱくホリデー
　「やさしいバドミントン教室」
初心者から中級者、ゲームが楽しめる
まで／5月31日（土）、6月1日（日）・7日

（土）・8日（日）9時30分〜11時30分／
小学3〜6年生30人 ／1,000円  ▶
●わんぱくホリデー「おもしろ科学体験塾」
かっこいいモータを作ろう／6月28
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▶6月14日（土）までに 、学校
名、学年を明記し か http://www.
tankenkobo.com/
●保護者のためのインターネット安全教

室〜ネットと生きる子どもを守る〜
スマホやネットの危険性を知り、安全な
使い方を家族で考えるきっかけづくり
／6月21日（土）10時〜11時／30人    
申込み▶5月11日（日）から か   
＊無料
●おはなし広場
読み聞かせパネルシアター指人形／
①幼児向け：5月22日（木） ②小学生向
け：6月14日（土）いずれも10時30分開
始  ▶
●わんぱくホリデー「やさしい囲碁・

将棋教室」
6月14日（土）、7月12日（土）／囲碁：9時
30分 〜11時、将 棋：13時 〜14時45分

（初心者・経験者とも）／いずれも小学
生  ▶

休館日◆5/12（月）、6/9（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5月11日（日）から

●ジュニア体操1期（全6回）
6月10日・17日・24日、7月1日・8日・15
日いずれも火曜日15時30分〜17時／
3歳以上の未就学児30人 ／2,400円  
▶
●コピック・アート〜脳の活性化
　（全3回）
創作ぬり絵／6月17日、7月8日・22日
いずれも火曜日13時〜15時／15人
／2,400円  ▶
●美文字講座（全3回）
ペン字の練習／6月22日、7月6日・20日
いずれも日曜日10時〜12時／20人
／1,500円  ▶
●親子わくわくタイム前期（全4回）
6月27日、7月18日、8月29日、9月26日
いずれも金曜日10時〜12時／1歳半
〜未就園児と親15組 ／3,000円 
▶
●園芸講座Ⅰ「カラーサンド」
6月28日（土）10時〜12時／20人 ／
1,200円  ▶
●職人に習う手作りパン（全3回）
7月7日、8月4日、9月1日いずれも 
月曜日10時〜13時／20人 ／3,600
円（材料費含む） ▶
●ロビーコンサート
弾 き 語 り（RAKIRA）／6月14日（土）
13時30分から  ▶

休館日◆5/12（月）、6/9（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

●男の料理〜基本のごはん〜（全3回）
男性限定の料理講座／6月28日、7月
12日、9月6日いずれも土曜日10時〜
13時／一般男性16人 　＊子ども同
伴不可／4,000円（全回分）　申込み▶
5月28日（水）〜6月27日（金）に か
●野菜たっぷりベジ・キッチン
地元産の野菜を使った料理とお菓子作
り／6月11日（水）10時〜12時30分／
16人 　＊子ども同伴不可／1,200円  
申込み▶5月14日（水）〜6月10日（火）
に か
●親子ヨガ
7月2日（水）10時30分〜11時30分／生
後7か月〜2歳未満の子と親10組 ／
500円  申込み▶6月3日（火）〜7月1日

（火）に か
●スイーツのはなし
パティシエがスポンジケーキの焼き 
方を実演／7月1日（火）13時〜15時30
分／24人 　＊子ども同伴不可／800
円  申込み▶6月1日（日）までに
を明記し  
●竹とあそぼう！
7月5日（土）9時30分 〜12時30分 ／ 年
長児〜小学3年生と親10組 ／700円
申込み▶6月6日（金）から か

休館日◆5/12（月）、5/26（月）、6/9（月）
 594-1723　  594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

●花あそび「ドライフラワー展」
一緒に楽しもう／6月6日（金）～6月
8日（日）10時〜16時30分／①ワーク
ショップ大人向け「あじさいリース」：
10時30分〜12時／各日6人 （要予
約）　②親子・子ども向け「ミニアレン
ジ」：10時30分〜随時／20人（予約可）
＊なくなり次第終了／①1,500円　②
500円　申込み▶5月13日（火）から
か   ＊オモヤカフェ同時開催  ▶

●手打ちそば講習会
6月28日（土）9時30分〜13時／高校生
以上28人 ／1,000円／エプロン、三
角巾、タオル、飲み物、箸を持参。 申込
み▶5月13日（火）から か
●はぎれ草履講習会
6月15日（日）9時〜12時／12人 ／
700円／持ち物は問合せを。 申込み
▶前日までに か
●楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎。持ち物は問合せを／6月
25日（水）13時〜15時／女性限定15人

／1,500円　申込み▶前日までに
か
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎／5月19日（月）11時〜
11時30分  ▶
●体験！南京玉すだれ
5月31日（土）14時〜16時  ▶
●土曜しの笛コンサート
毎週土曜日11時30分〜12時  ▶

休館日◆5/15（木）、6/5（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

●布ぞうり編み教室
6月9日（月）13時〜16時／4人 ／1,000
円／持ち物は問合せを。 申込み▶前
日までに か
●ノルディックウォーキング
　体験教室
古民家を起点に2㌔㍍くらいのコース
を歩きます／5月16日（金）10時〜11
時30分／雨天中止／自分で2㌔㍍程度
歩ける人10人 ／1,000円（保険代、
レンタルポール代を含む）／持ち物、服
装などは問合せを。 申込み▶前日ま
でに か
●和菓子作り教室
5月17日（土）10時〜12時頃／10人
／1,000円／エプロン、三角巾、タオル、
持ち帰り用の容器を持参。 申込み▶前
日までに か
●親子読み聞かせ
未就学児向けの絵本・紙芝居／5月21
日（水）10時30分開始／10組  ▶
●創作「語りべ」語りと
　朗読の会「みちゆきさん」
語りと朗読。尺八演奏もあります／ 
5月24日（土）15時開始  ▶
●手打ちそばを食べませんか
5月27日（火）11時30分開始／小雨決行
／限定30食 。予約なし／1人前500円  
▶
●古民家市
新鮮野菜販売／6月2日（月）10時〜な
くなり次第終了／小雨決行  ▶

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
員の氏名・年齢を明記し、 か か
●森の素材にトールペイント
樹木に楽しいイラストを施します／6
月15日（日）10時〜12時／雨天中止／
ばじょうじ谷戸休憩所集合／20人 ／
300円  申込み▶6月8日（日）までに
●初夏の昆虫観察会
6月8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1日（日）までに
●炭焼き体験【ばじょうじ谷戸窯】
　（全3回）
無煙・無臭のハイテク炭焼き／炭材作
りと窯詰め：6月14日（土）9時〜16時、
炭焼き：6月21日（土）8時〜17時、窯出
しと炭材作り：6月28日（土）9時〜12
時　＊都合がつく時間だけの参加も歓
迎／雨天決行／ばじょうじ谷戸炭焼
施設／18歳以上 ／参加費：3日間で
1,000円（6月14日・21日は昼食付き） 
申込み▶6月7日（土）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

●里山を保全再生しよう
里山で草刈り、木の伐採などの作業を
行います／5月17日（土）・25日（日）い
ずれも10時〜12時／雨天中止／持ち
物、服装は問合せを  ▶

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
●「横浜丘の手ミュージカルスタジオ」
　参加者募集
＊詳細は をご覧ください。
◇ミュージカルコース
①初級：日曜日、14時〜17時  ②中級：
火曜日、18時〜21時／①②とも1回
3,000円（月4回）
◇キッズコース
日曜日クラス：13時〜14時  火曜日ク
ラス：17時〜18時／いずれも月6,000
円　＊いずれのコースも別途、入会金
5,000円が必要です。　
申込み▶ か、担当へ 　担当：岡本

941-3608
●「劇団☆夢スタ」参加者募集
活動日時は問合せを／月3,000円／動
きやすい服装で、上履きを持参  ▶
●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
　CLISHE（クリシェ）参加のお誘い
原則毎月第2・4水曜日、18時〜19時
30分／小・中学生／月2,000円  ▶

休館日◆5/19（月）
・  942-1569

〒224-0006  荏田東三丁目2
 http://www.tsuzuki-koryu.org/

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

申込み▶ 行事は開催日の1か月前の
10時から か
●親子の広場 「かもっこくらぶ」
いずれも未就学児親子対象／①保育士
さんと遊ぼう・育児相談：5月20日（火）
10時30分〜11時30分  ▶ 　②リト
ミック：6月26日（木）10時30分〜11時
30分／親子15組 ／200円  ▶
③シャボン玉あそびと流しそうめん：7
月1日（火）10時30分〜11時30分／親
子15組 ／200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

●アイシングでデコ・クッキー作り
都筑の小松菜入りクッキーで、父の日
のプレゼントを。ミニ食育講座も／5月
31日（土）10時30分〜12時／幼児と親
または小学生12人 ／一人（一組）500
円　申込み▶5月11日（日）〜5月26日

（月）に か
●こども囲碁教室
小学生向け／5月24日（土）、6月28日

（土）、7月26日（土）、8月23日（土）、9月
27日（土）13時30分〜14時30分  ▶

休館日◆火・金曜日 　 ・  591-7240
〒224-0023  東山田二丁目9-1

東山田中学校コミュニティハウス

●古民家の暮らし
江戸時代からニュータウン開発前の
昭和の暮らしや文化と歴史の講義／ 
6月14日（土）14時〜16時／50人 ／
300円　申込み▶5月11日（日）〜6月
10日（火）に を明記し か、
●パパも一緒に！親子体操
5月18日（日）10時〜11時／未就園児

（走れる子から）と保護者20組 ／300
円　申込み▶5月11日（日）〜5月17日

（土）に か か、 、年齢（子の月
齢）を明記し 　
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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

●好きなアロマオイルで
　ジェルローションを作りましょう
5月29日（木）10時～12時／10人 ／
1,000円　申込み▶5月11日（日）～
5月28日（水）に か か、 を明
記し

 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

●べるえきっぷ
　「父の日のプレゼント作り」
6月1日（日）13時～15時／障がいがあ
り、参加時間を共に過ごせる人と家族
15組 ／700円　申込み▶5月11日
（日）から か
●ヘルスメイトさんによる
　健康講話とクッキング
脂質異常の講話とクッキング／6月2
日（月）10時～13時／20人 ／エプロ
ン、三角巾を持参。 申込み▶5月11日
（日）から か か、 を明記し

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

新栄地域ケアプラザ

●行政書士による無料相談会
相続・遺言・成年後見など、一人40分間
の相談／5月24日（土）13時～16時／
4人 　申込み▶5月11日（日）～5月
24日（土）に か
●地域活動デビュー
　～はじめてでも大丈夫！
　ノルディックウォーキング体験～
実技指導と体験／5月18日（日）10時～
11時30分／20人 　申込み▶5月11
日（日）～5月18日（日）に名前、住所、電
話、年齢を明記し か

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

中川地域ケアプラザ

●プレママYOGAでママ友作ろう！
交流と妊婦さん向けのヨガ／6月10
日・17日・24日、7月1日いずれも火曜
日13時30分～15時／初めての子を
妊娠中で、妊娠14週以上の安定期の人
15人 　＊運動することについては
主治医にご相談ください／1回500円
／持ち物は問合せを。 申込み▶5月
13日（火）10時から か
●古武術介護～負担の少ない介護法～
介護だけでなく日常生活にも役立つ動
きを実践／6月22日（日）10時～11時
30分／30人 　申込み▶5月12日（月）
から か

 592-5975　  592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

●ケアプラまつり
東山田の地域とボランティア団体が一
緒に行う年1回のおまつり。模擬店、フ
リーマーケット、演芸など／5月11日
（日）10時～14時／フリーマーケット
のみ雨天中止  ▶
●介護者のつどい
茶話会でちょっと息抜きしませんか
／5月27日（火）13時～14時30分／区

内在住の介護者、介護を終えた人15人
　申込み▶5月11日（日）～5月27日

（火）に か

休館日◆５月19日（月）
 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）

 

●思春期セミナー
難しくなってきた子育て、ヒントを見つ
けに来ませんか?／6月23日（月）10時
30分～12時30分 ＊個別相談：13時～
15時／思春期の子を持つ保護者30人
　申込み▶5月11日（日）～6月15日

（日）までに か 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
 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5月13日（火）から
か
●ポポ☆メイト募集
ポポラで活動するボランティアを募
集します／5月13日（火）10時30分～
11時30分／区内在住でおおむね40歳
代以上の人 　申込み▶事前に か
●そうだポポラへいこう！
仲間づくりや子育て中のママ、パパと
のおしゃべり会です／5月31日（土）
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／5月28日（水）、6月14日（土）
いずれも10時30分～11時30分／入会
希望者、各10組   ▶
●じっくり相談
専門相談員による子育て相談／6月6
日（金）・28日（土）いずれも10時～16時
／未就学児とその家族   ▶
●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／5月17日（土）
10時～16時／未就学児と家族  ▶
●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ママと
話そう／5月17日（土）11時～12時／
未就学児と家族   ▶
●公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎！／5月22日（木）10
時30分～12時／雨天時は5月29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　
5月31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があ
ります。

◇学芸員による常設展示室の解説
①11時開始  ②14時開始  ＊各回40
分程度。今月は原始Ⅱブースの解説／
常設展のチケットが必要  ▶

休館日◆５月26日（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

●夏のスポーツ教室  7月～9月
　（全10回）
申込み▶各教室とも と教室名、
年齢を明記し、 か か で5月24日
（土）必着。いずれも 。＊印は託児あ
り。（事前申込制、有料） 。終了時間の
表記のない教室は全て1時間、詳細は
か で。

〈大人向け教室〉
◇火曜日（7月8日～9月16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（7月9日～9月17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（7月10日～9月18日）
⑨卓球モーニング／9時～10時45分  
⑩ヨガ／10時50分～  ⑪パワーヨガ
50／12時～12時50分  ⑫骨盤底筋エ
クササイズ／12時～12時50分  ⑬骨
盤エクササイズ／13時～13時50分  
⑭社交ダンス／13時30分～14時50
分
◇木曜日（7月10日～9月25日）
⑭木曜ピラティス／9時30分～
◇木曜日（7月3日～9月18日）
⑮太極拳／13時25分～14時45分
◇金曜日（7月11日～9月19日）
⑯＊バドミントンモーニング／9時～
10時45分  ⑰＊金曜ピラティス／11
時30分～  ⑱美姿勢～ストレッチポー
ル～／12時40分～  ⑲腰痛予防ト
レーニング＆ストレッチ／13時50分
～　⑳カラダ☆メンテナンス／14時
15分～　◯21バドミントンナイト／19
時～20時45分
◇金曜日（7月4日～9月26日）
◯22フラダンス／13時～
〈子ども・親子向け教室〉
＊詳細は問合せを。
◇火曜日（7月8日～9月16日）
◯23ベビーマッサージ＆ママのエクサ

サイズ　◯24はじめての親子体操
◯25ジュニア体操　◯26苦手チャレンジ
◇水曜日（7月9日～9月17日）
◯27わくわく親子体操　◯28幼児体操1　
◯29幼児体操2
◇木曜日（7月10日～9月18日）
◯30ベビー体操（はいはい）  
◯31ベビー体操（よちよち） 
◇金曜日（7月11日～9月19日）
◯32うきうき親子体操　◯33・◯34・◯35横浜
FCサッカースクール（S・M・Lクラス） 
◯36・◯37・◯38こどもバレエ♪（アリス・
マーメイド・シンデレラ）
◇土曜日（7月12日～9月20日）
◯39ジュニアヒップホップ　◯40親子de
英語リトミック
ワンデー教室もあります。お問い合わ
せください。

休館日◆5/26（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

＊保育は有料。4日前に要事前予約。
●産後のヨガ＆はじめての
　保育デビュー＆ママのおしゃべり
　タイム（全4回）
ヨガとランチ&おしゃべりタイムで
ほっと一息／6月3日・10日・17日・24
日いずれも火曜日12時30分～13時
30分／2か月～1歳5か月の子を持ち、
保育を希望する女性20人 ／6,000
円（全回分の乳児保育料（一人分）を
含む）  申込み▶5月14日（水）から
（910-5724）　一時保育▶申込時に
で予約。

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野コンテンポラリーvol.5
ハンス・ライヒェル×内橋和久「Listen 
to the Daxophone（リッスン トウ  
ザ ダクソフォン）」／5月31日（土）～
6月15日（日）10時～18時  ▶
●あざみ野アートワゴン vol.2
　「クラフト工房
　 La Mano（ラ・まの）」
手作りの染め・織り製品やユニークで
かわいいアートグッズを販売／6月8
日（日）10時～16時  ▶
●Welcome! ロビーコンサート
5月11日・25日、6月 
8日いずれも日曜日
12時～12時40分  
▶

　都筑警察署では、区民の皆さんが安全で安心して暮らせる犯罪の起きにくい
まちづくりを推進するため、防犯カメラ設置の促進を進めています。
　新規に防犯カメラを設置する場合や、今後、設置を検討している場合は、都筑
警察署生活安全課防犯係までご連絡ください。
　防犯カメラのほか、ドライブレコーダー、録画機能が付いたドアホンなどの
設置も併せてお願いします。

防犯カメラ設置のお願い都筑警察署
からのお知らせ

問合せ 都筑警察署　 949-0110

＊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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催  し
●川和高校OB吹奏楽団
　第19回定期演奏会

曲目：歌劇「アイーダ」より、「篤姫メイ
ンテーマ」、「マゼランの未知なる大陸
への挑戦」。大人も子どもも楽しめる
コンサートです／6月1日（日）14時開
演（13時30分開場）／都筑公会堂／
問合せ▶間地（まち）　 050-5885-
5349
●第8回　都筑想続塾

円満相続に向けて一緒に勉強しま
しょう。講師：三村麻子氏「こころから
見送るために～葬儀と供養について
知っておきたい大切なこと」／5月29
日（木）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
の上 か 。
問合せ▶山下　 ・ 511-7399

info@keita.jpn.org

●第13回花散歩フォトクラブ
　写真展

会員18人が撮影した自然に咲く花
の写真72点を展示します／5月15日

（木）～5月20日（火）（初日は11時から、
最終日は16時まで）／区総合庁舎1階
区民ホール／
問合せ▶鈴木　 ・ 933-0598

募  集
●山田小学校はまっ子ふれあい
　スクールアシスタント募集

子どもたちが安全で快適に過ごせる
よう、放課後の居場所づくりのお手
伝いを募集します／週2～3回、放課
後～18時頃／山田小学校内／大学生
以上で、平日・土曜日の勤務が可能な
人2人／謝金1時間868円
申込み▶事前に か、 と年齢を
明記し 。随時見学、面談可（要予約）。
問合せ▶山田小学校はまっ子ふれあ
いスクール　平井　 ・ 592-3705

●茶の湯のお稽古をしてみませんか
　会員募集（表千家流）

抹茶と和菓子で楽しいひとときを過
ごしませんか。／毎月第1・3金曜日
9時～12時／中川西地区センター2階
和室／月5,000円（抹茶・お菓子代含
む）
問合せ▶和敬の会　中野

592-0607
●詩吟を楽しみませんか
　会員募集

初心者大歓迎／毎月第1・3金曜日
9時～12時／北山田地区センター／
月750円
申込み▶事前に か を明記し
問合せ▶詩吟を楽しむ会　上田

・ 935-2295
●フリーマーケット出店者大募集！

東京都市大学横浜祭で開催するフリー
マーケット出店者を募集しています／
6月7日（土）・8日（日）12時～16時／
東京都市大学横浜キャンパス（中川駅
徒歩6分）／各日75組 ／各日500円

（車利用は1,000円）
申込み▶5月26日（月）17時までに
か、 を明記の上 か か
問合せ▶〒224-8551 牛久保西三丁目
3-1　東京都市大学第18回横浜祭実
行委員会　金田　 080-6781-0440

910-2539　 furima18tcu@gmail.
com
●第10回つづきミュージックビート
　ワークショップ参加者募集

来年開催される予定の中高生たち
によるバンドとダンスのコンテス
ト「つづきミュージックビート」に向
けて、レベルアップを目指すワーク
ショップを実施します。講座内容な
ど詳細は をご覧ください／6月8
日（日）13時 ～16時 ／かけはし都 筑

（荏田東四丁目10-3）／区内及び近
郊でバンド活動をしている中高生／

と受講希望パートを明記し
問合せ▶つづきミュージックビート
事務局　 tmbeat.jp@gmail.com

http://webyoko.com/tmb

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

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 5月13日・27日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 5月15日・29日いずれも（木）12時～13時30分受付
3歳児 5月8日・22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10月出産予定の人 
　→6月6日（金）・13日（金）・16日（月）・27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

6月11日（水） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

6月24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

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

5月19日（月）・23日（金）、6月4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

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。 
相談日についてはお問い合わせください。

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

6月4日（水）午前→5月15日（木）、
6月30日（月）午前→6月5日（木）いずれも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▶各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

5月15日・22日・29日、6月5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

5月13日（火）午前、5月23日（金）午後、6月10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

5月13日（火）午前、6月10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

6月4日（水）午前→5月12日（月）～5月22日（木）
6月30日（月）午前→5月30日（金）～6月17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▶各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

◆◆◆

◆◆◆
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