
　地域の防災力、防犯力向上のための支
援体制を整え、区民が安心して暮らせる
まちづくりを進めます。
●重症者の命を救う災害医療整備事業
●災害にそなえる自助・共助推進事業
●都筑区危機管理対策推進事業

～ずっと住み続けたい都筑区を目指して～

未来につなぐ
笑顔のつづき

平成26年度　都筑区個性ある区づくり推進費予算

都筑区の個性
　人口増加中　

　  区民の平均年齢が１８区で最も若く、子育て世代が多い

　緑道や公園など、自然環境が豊か

　市内有数の農業地域、工業地域であり、
さらに大規模商業施設を有する

　妊娠期からの子育て支援やこども・青少年の健全な
育成を図るとともに、地域の幅広い福祉保健活動を支
援することなど、支え合いのまちづくりを進めます。
●地域の子育て力アップ支援事業　　　　　　
●ラジオ体操で健康づくり事業

子育て支援、福祉・保健の充実

都筑区の平成26年度予算資料は、
区役所５階53番窓口やホームページでご案内しています。

問合せ●予算調整係
　 ９４８-２２１３　　 ９４８-２２０８

検 索都筑区　予算

平成26年度都筑区個性ある区づくり推進費 ７億５,５５８万円

の２項目で構成されています。自主企画事業費 一般管理費

　平成26年度予算は、都筑区の個性（※）や区民の皆さんと
の対話、11月に区制20周年を迎えることを踏まえて編成し
ました。その内訳と取組について、主なものを紹介します。
（予算額は、１万円未満を四捨五入しています。）

特集1

自主企画事業費（40事業） １億５４７万円 地域の身近な課題やニーズに、
迅速かつきめ細かく対応するために使います。

区総合庁舎や区民利用施設の管理運営・修繕などのために使います。

1

６億５,０１１万円一般管理費2

自主企画
事業費
1億547万円

２，７５２万円

　区民満足度向上のため、区民
への積極的な情報提供、窓口
サービスの改善を行います。
●区民への情報提供事業
●区民広聴相談事業

重点事業

重点事業

重点事業

新規事業

　地球環境に優しいライフスタイルへの転換を呼びかける
など、脱温暖化に向けた取組を推進します。また、地域資源
である緑道、自転車歩行者道を活用した交通ネットワーク
の検討や、自転車通行マナーの普及啓発を実施します。
●グリーンマトリックスを生かした
　　　　　　 自転車・歩行者安全事業

●都筑区温暖化対策関連事業

　区制20周年に向けたふるさと意識の向上につながる区民、事業者、
行政の協働による記念事業をはじめ、地域活動や区内産業の支援な
どを通して、活気あるまちづくりを進めます。
●区制20周年 未来につなぐ笑顔のつづき事業
●商店街魅力発信事業
●メイドインつづき推進事業

活力あふれるまちづくり

重点・新規事業

重点・新規事業

重点・新規事業

新規事業

２，７９７万円

安全・安心なまちづくり １，４９５万円

快適で暮らしやすいまちづくり １，６２９万円

区民満足度向上に向けた区役所の取組 １，８７４万円

26% 27%

14%

15%

18%

窓口

※

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/

検 索都筑区役所ホームページ
《総合案内》

《編集・発行》

都筑区役所 〒224-0032  都筑区茅ケ崎中央32-1

横浜市都筑区役所広報相談係　  ９４８-２２２２　　 ９４８-２２２８

948-2323
http://twitter.com/tz_yokohama
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＊＊＊ 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。＊＊＊

人口…209,824人（平成２6年3月１日現在・前月比43人増）

世帯数…79,157世帯（平成２6年3月１日現在・前月比10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）

火災発生件数…11件（平成２6年１月１日〜2月28日）

《区の概要》
●都筑図書館の休館日●
4月21日（月）、5月7日（水）
●都筑公会堂の休館日●
4月21日（月）、5月19日（月）

申
込
方
法

 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 

　赤ちゃんが生まれた全てのご家庭に、「こんにちは赤
ちゃん訪問員」がお伺いし、子育てに役立つ身近な情報
をお届けしています。
　平成26年度はIKEA港北のご協賛で、離乳食用スプー
ンをお配りしています。どうぞお受け取りください。

※母子手帳の1ページ目に付いている
出生連絡票を提出していただいた
ご家庭に、電話連絡後、訪問しています。

赤ちゃんが生まれたら

なるべく早めに提出してね

問合せ●こども家庭支援課　　948-2325 　　948-2309

新しく誕生した赤ちゃんたちへ

IKEA港北からの贈り物IKEA港北からの贈り物

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

1歳児 
おやこでLet`sブラッシング

かわいい乳歯が生えだして、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付けましょう。
日時5月28日(水)午前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2、3、4、5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　4月22日（火）から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

◆「子ども読書の日」特別おはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべうた。市民
グループによるおはなし会です。
日時 4月27日(日)①午前10時30分
開始　②午前11時30分開始　＊各回
30分程度　会場 都筑図書館対面朗
読室　対象①0〜1歳児と保護者　
②2〜4歳児と保護者、各15組 　
●申込み　4月10日(木)から か
◆くまさんのおはなし会（5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 5月8日（木）①午前10時〜10時
25分　②午前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　4月24日(木)か
ら か
◆4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 4月16日(水)午後3時30分〜4
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

都筑図書館から

平成27年1〜2月に開催予定の都筑区
民文化祭は、多くの区民が参加して文
化活動を発表する場です。
①区民文化祭の企画から参加してみ
ませんか。ボランティアスタッフ募集:事
務局（文化祭全体の企画、広報、各種イ
ベントなど）・展示部門（写真や絵画な
ど）、舞台部門（ダンスやコーラスなど）　
②文化祭にふさわしいキャッチフレー
ズを募集します:採用者には記念品を
差し上げます。（参考）第18回「都筑は
文化の宝箱☆」  第17回「都筑区は 文
化の王様 つづキング!」　
応募資格 ①②とも区内在住、在勤、在
学者、または区内で活動している人
●申込み　4月30日(水)必着。 と
①は興味ある部門（事務局・展示・舞台）、
②はキャッチフレーズを記入し、 か 。
申込先 〒224-0006	都筑区荏田東
四丁目10-3	都筑区社会福祉協議会
（かけはし都筑）M-24　「都筑区民文

第19回都筑区民文化祭
①ボランティアスタッフ
②キャッチフレーズ　募集

化祭実行委員会事務局」	あて。
tzbunkasai@yahoo.co.jp　
http://webyoko.com/bunkasai/

●問合せ　区民活動係		
948-2236		 948-2239

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５月23日（金）・29日（木）午前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・申込み先 葛が谷地域ケアプラザ
（ 943-5951）へ、４月25日（金）午
前10時から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

都 筑 区 地 域 福 祉
保 健 計 画 を推 進
し、地域の福祉保
健 課 題 の解 決 に
向けた活動を行う
団体などに、活動
経費を助成します。詳しくは募集案内
をご覧ください。
募集案内 区社会福祉協議会、事業企
画係（区役所２階22番窓口）などで配布。
区社会福祉協議会 （http://www.
tuzuki-shakyo.jp/）からもダウンロー
ドできます。　申込期限５月９日（金）必
着。区社会福祉協議会へ 。　
＊申請の前に、区社会福祉協議会へ
●問合せ　都筑区社会福祉協議会
943-4058		 943-1863

都筑区役所事業企画係　　
948-2344		 948-2354

「つづき　あい基金」助成金
平成26年度助成活動の募集

●問合せ　都筑警察署　 949-0110

　区内では自転車やオートバイを盗まれる「乗り物
盗」が多く発生しています。
　自宅や建物の敷地内だから大丈夫・・・とは思わず
に、施錠を確実に行いましょう。施錠するだけで、
防げる犯罪もあります。

都筑警察署からのお知らせです。
乗り物盗に注意！

　弁護士、司法書士などの専門相談員による助言を受けられる「特別
相談」を実施しています。

問合せ・予約先●広報相談係　 948-2222　 948-2228
			 都筑区役所　特別相談 検 索

特 別 相 談

種　別 相　談　日 対象／回数 受付開始日
法律相談 毎週火曜日 区民／一年に一回 1週間前

税務相談 第2水曜日
※2・3月はお休み 区民／一年に一回 1週間前

司法書士相談 第2金曜日 区民／一年に一回 1週間前

民事調停相談 第1水曜日 市民／回数制限なし 随時

公証相談 第2木曜日 市民／回数制限なし 随時

行政書士相談 第3金曜日 市民／回数制限なし 随時

受付方法  （午前９時〜午後５時）
受付日が祝日・休庁日のときは、翌開庁日に受け付けします。
＊�当日のキャンセルについては、理由を問わず相談を受けたものと見なします。その場合は、

一年間、次の予約をお受けできません。

相談時間 午後1時～4時、一人30分。
� ※交通事故相談は午前9時～正午もあり。
相談日が祝日・休庁日のときは、相談はお休みします。

種　別 相　談　日 対象／回数
交通事故相談 第2火曜日 市民/回数制限なし

行政相談 第4金曜日 市民/回数制限なし

受付方法   区役所１階総合案内窓口へ 。

◆事前予約が必要な相談◆

◆事前予約が不要な相談◆

区役所で
　　受けられる
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仲町台くわがた公園

高山あかしあ公園

池辺町中里公園

池辺町不動原公園

加賀原さるすべり公園

都筑が丘第九公園

公園名
日程

春 秋

6/24
（火）

11/10
（月）

6/20
（金）

10/17
（金）

6/3
（火）

11/4
（火）

なし

なし

5/7
（水）

9/3
（水）

6/2
（月）

11/17
（月）

　外遊びをリードする「外遊びキャラバン隊」がお近くの公園に
やってきます。みんなで一緒に公園で遊びましょう！

●時間／午前10時30分～正午　雨天中止　
 曇天の場合は午前９時30分頃に都筑区　 をご確認ください。
●対象／未就学児と保護者
●申込み／不要

公園で遊ぼう！公園で遊ぼう！

プリンカップ
砂場で遊べる！

洗濯用洗剤に
付いているスプーン

レジ袋

レジャーシート

砂場で遊べる！

水を入れればバケツ代わり、
ひもを付ければ
たこにもなるよ！

休憩したり、オムツを
替えたりできるよ！

問合せ●こども家庭支援担当　　948-2318　　948-2309

すみれが丘第二公園

中川ききょう公園

東山田ゆうやけ公園

早渕かなりあ公園

荏田東まつば公園

荏田南みのり公園

長坂ささのは公園

公園名
日程

春 秋

4/28
（月）

10/27
（月）

4/16
（水）

9/18
（木）

4/８
（火）

10/１
（水）

5/20
（火）

10/21
（火）

4/23
（水）

9/24
（水）

4/11
（金）

10/10
（金）

5/29
（木）

10/30
（木）

汚れてもいい
服装で来てね！

食から学ぶ健康づくりセミナー
食生活等　　 推進員 年間12回の講座です

食を通したボランティア、食生活等改善推進員の養成講座です。
食育や生活習慣病予防、地域活動などについて学びます。

受講後はボランティア活動をして地域でのふれあいを深めませんか？
まずは自分と家族の健康づくりからという人も。

 ５ 月 30日 （金）
 ６ 月 25日 （水）
 ７ 月 ９ 日 （水）・23日（水）
 ８ 月 27日 （水）
 ９ 月 24日 （水）
 10月 22日 （水）

 11月 27日 （木）
 12月 10日 （水）

 １ 月 28日 （水）
 ２ 月 25日 （水）
 ３ 月 11日 （水）

《平成27年》

日程

時間
会場
対象

費用

＊都合により変更になる場合があります。
  あらかじめご了承ください。

いずれも午後１時30分～４時
区役所1階福祉保健センター　栄養相談室ほか
区内在住で、全12回中８回以上の出席が
可能な人　30人
テキスト代1,188円（予定）

4月11日（金）～５月９日（金）に
　 か　 か、　　　を記載し　 か

申込み

養 成 講 座
改善

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

　「地域社会に貢献したい」「地域や人とつながりたい」「次世代に
都筑区の良さを残したい」という思いを、どう行動に移せばいいか
わからないまま過ごしていませんか。
　「つづき芽生えプロジェクト」に参加して都筑区を知り、実践を通
して企画力や広報力を磨きませんか。仲間をつくり、地域や人とつな
がる活動を始めたい人を都筑区は応援します。

問合せ●区民活動係　　948-2234　　948-2239

検 索つづき芽生え

時間●原則午前９時30分～正午
会場●区役所内の会議室　ほか
対象●区内在住で、１年間を通して参加できる人20人
 ※保育もあります（２歳以上の未就学児）。
　　　　チラシ（区役所５階51番窓口、区役所１階都筑区民活動センター
で配布）か、　 をご覧の上、お申し込みください。４月30日（水）必着。
申込み

《例》・連続講座　・広報物の作成
 ・ワークショップ　など

知って学んで
　 実践しよう
知って学んで
　 実践しよう
知って学んで
　 実践しよう

つづき芽生え
プロジェクト
参加者募集

［全８回程度。５～７月］
学 ぶ

［７～２月］
実 践

●都筑区の過去・現在・未来に
ついて
●事業の企画手法について

●学んだことを生かして事業（デモプ
ロジェクト）を企画実施（３回程度）

プロジェクトの流れ

　住民同士の交流を深めるだけでなく、いざというと
きに頼りになるのが自治会町内会。この本では、町内
会の役割やメリット、ごみ集積場所のトラブルや防犯
対策など、日常感じるさまざまな疑問を、Ｑ＆Ａ形式で
解説しています。未加入の人も、自治会町内会につい
て考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

『町内会のすべてが解る！
 「疑問」・「難問」100問100答』
中田実ほか／著　じゃこめてい出版　2008年

　町内会活動についてもっと踏み込んで考えてみた
い、という人におすすめです。
　大震災という未曽有の経験を経て、地域住民の結
び付きの力が見直されています。「人間が生きるまち
をつくる主体」として、町内会に期待されている役割
を検証しています。

『地域再生と町内会・自治会　増補版』
中田実ほか／著　自治体研究社　2012年

　ボランティアとは、自分の意志で人や社会のために
役に立つこと。自治会町内会活動もボランティア活動
の一つです。書名は「60歳から」ですが、紹介されて
いる多くの事例は、広い年代の人にも参考にしていた
だけます。
　まずは、できることから始めてみませんか？

『60歳から少しだけ社会貢献を始める本』
佐藤葉・清水まさみ／著　実務教育出版　2009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。

図書館の開館時間 火～金曜日：午前9時30分～午後７時
土・日・月曜日、祝日：午前9時30分～午後５時

問合せ●都筑図書館　　９４８-２４２４　　９４８-２４３２

　自分の住んでいる地域の中に、どうやって居場所を見つけたらよ
いのか分からない、知らない人の中に入っていくのは不安、といった
気持ちをお持ちの人もいると思います。今回は、地域活動に関する
資料をご紹介します。

お助け ＠ナヒ
今月の特集に合わせて読みたい本や資料をご紹介します！

連載 第2回図書館



川柳コンクール入選作品の紹介川柳コンクール入選作品の紹介 「会長職　見るもの聞くもの　未知との遭遇」 「笑顔の輪　これぞ都筑の　おもてなし」
「意外性　この人役員　向いていた」 「役員が　任期終わりゃ　孤独感」
「ちょうない会　みんなをつなげる　いいところ」 「何気ない　地域の人の　ありがたさ」
  （以上６句、審査員特別賞）

「いつもより　笑顔輝く　区民祭り」 「安心を　届ける大人の　目が光る」
「安全は　地域の人の　キーワード」 「まもる君　都筑の平和　守ってる」
「道迷う　えんとつ目指し　無事帰たく」 「町づくり　えがおがいっぱい　つくれるよ」
「どんど焼き　みんなの願い　こもってる」 「助け合い　心を一つに　ほっとする」
「パトロール　大勢参加で　にぎやかに」  （以上９句、子ども部門賞）

宅建つづき会賞

ごみひろい　町内の和も　ひろいあげ

都筑消防団賞

出初め式　これが我等の　初仕事

都筑区商店街連合会賞

イベントで　たくさん広がる　地域の輪

自治会町内会に加入しましょう！自治会町内会に加入しましょう！
自治会町内会って何だろう？

　自治会町内会は、地域に住む皆さんがお互いに助け合い、協力しながら快適なまちづくりを目指し
て活動を行う、誰もが参加できる住民のための団体です。
　都筑区役所では、区民の皆さんが安心していきいきと暮らせるまちづくりを進めるため、自治会
町内会を支援するとともに、自治会町内会への加入を勧めています。

●問合せ先　地域振興係　　 948-2231　　948-2239　　 tz-chishin@city.yokohama.jp 検 索都筑区　自治会町内会

　自治会町内会は、区民の皆さんが快適に暮らしていけるように、日々さまざまなところで活動をしています。
　このような自治会町内会の活動をより身近に感じていただくために、このたび「都筑区自治会町内会　川柳コンクール」
を開催しました。
　今回お寄せいただいた作品を通じて、自治会町内会の活動をご理解していただけましたら幸いです。
　区民一人ひとりの力を合わせて、隣同士顔の見える関係をつくりながら、「住みたいまち都筑」「住み続けたいまち都筑」
をつくっていきましょう。

ごあいさつ 《都筑区連合町内会自治会長　志村　一郎》

毎日の登下校時に、地域の皆さ
んのぬくもりと何気ない気配
りをいつも感じます。町内会の
皆さんに感謝しています。
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■都筑区自治会町内会加入世帯数と加入率の推移（各年4月1日時点）
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平成25年
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65.1%

51,17151,171
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63.2%
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加入世帯数［A］ 総世帯数［B］ 加入率［A］／［B］

東日本大震災の経験などから、
自治会町内会への加入者が増加しています。

　東日本大震災の経験などか
ら、日々の暮らしの中で「顔の
見える関係」を築いて地域で
助け合うことの大切さへの気
付きが増えました。「いざ」と
いうときの備えとしての自治
会町内会活動が、地域での生
活に根付いてきています。

ここ3年間で
実に4,100世帯が
新たに加入しました。

自治会町内会への加入手続は手軽にできます！

区役所窓口や市営地下鉄
の区内各駅などで配布し
ている「加入のご案内」に
同封のハガキに記載して
お申し込みください。

　または　 のいずれかの方法でお申し込みいただくと、区役所からお住まいの自治会町内会長へ
連絡し、ご加入の手続きを進めさせていただきます。
※ご登録いただいた個人情報は、都筑区自治会町内会への加入手続以外には使用しません。
※自治会町内会は任意の団体です。加入を強制するものではありません。

携帯電話でバーコードを読み
取り、自治会町内会担当者宛
てに住所・氏名・電話番号など
必要事項を入力の上、Eメール
で送信してお申し込みください。

　平成26年1月、私たちは「グレーシア
パーク仲町台自治会」を設立しました。
　自治会を設立したきっかけは、大災害への備えとして、個人一人ひとりの
力は小さくても共同で立ち向かうことによって解決できるものと考えたこ
とでした。自治会設立に向けて、どうしたら居住者の皆さんに関心を持って
いただけるか、アンケート調査や餅つき大会などを行いながら、多くの人
のご協力を得て、無事に発足することができました。
　今後、自治会では、日頃から震災への関心を高めるため、炊き出し用具を
利用した餅つき会の開催や、食料・飲料水・防災関連用品の確保と整備に努
めたいと思います。

おまつりや伝統行事、子育て支援や異世代交流１

“いざ”というときの助け合い2

みんなで安全・安心なまちづくり3

みんなで街をきれいに4

身近な情報の提供、地域課題の解決5

1 2

1 2

回覧が　繋いでくれる　地域の和 （審査員特別賞）

◆地域に密着した情報を、自治会町内会を通じてお届けします。

ゴミそうじ　行きたくないな　と続けてる  （子ども部門賞）

◆身近な歩道や公園の清掃活動は、街の美化とともに、
　町内の交流にもつながります。

下校児を　守る地域の　青パトさん （審査員特別賞）

◆登下校時の見守りや、防犯パトロールは、
　地域の安全と安心を守る大事な活動です。

防 犯

地域の輪　災害時こそ　助け合い （子ども部門賞）

◆消防団は、災害から地域を守るとともに、
　おまつりの警備や地域防災拠点でも活動しています。

夏祭り　都筑音頭で　広がる輪 （審査員特別賞）

◆夏まつり、運動会、どんど焼きなど地域のイベントは、
　世代を問わず親睦を深められる大切な場です。

登下校
町の優しさ　身にしみる

審査員特別賞
茅ケ崎台小学校６年
八木美咲さん

第２回自治会町内会川柳コンクール
【主催】都筑区連合町内会自治会
【共催】（公社）神奈川県宅地建物取引業協会　横浜北支部　宅建つづき会
　　　 都筑消防団、都筑区商店街連合会、都筑区役所

【募集期間】平成25年12月２日～平成26年１月31日
【応募作品総数】４９４作品（３２７人）

みんなの自治会の輪に
参加しませんか！
●グレーシアパーク仲町台自治会
　会長　佐野　章

　町内会の活動は、春のウオーキング大会、夏の虫送
り行事、秋の祭礼レクリエーション大会、新春の獅子舞
など、住民同士の交流を深めるため、年間を通じてさま
ざまな行事に取り組んでいます。
　また、敬老会や子ども会活動への支援、ごみなどの環境対策や交通、防犯
対策など、居住者の皆さんとともに住みやすい街づくりにも努めています。
　新しく居住された皆さんにも、このような活動を分かりやすくお伝えする
ため、町内会活動のマニュアルを元に、町内会役員が戸別訪問を行い、ふる
さと南山田を「こころ」に焼き付けていただけるよう、町内会への入会を勧め
ています。

新しく居住された皆さんに、町内会入会の
働きかけを行っています！
●南山田町内会　会長　高橋　今朝次

各自治会町内
会では、新たに都筑区内にお住まいになられる人たちに、加入のご案内をしています

。

特集2

関連する資料を7ページの連載で紹介しています。ご覧ください！

都筑区自治会町内会
のご案内

だんだんと近所付き合いの輪
が広がって、大きなつながりを
つくっている町内会活動を、表
現してみました。

住み慣れて
あの人この人　顔見知り

都筑区長賞
南山田

長嶋和美さん

町内会役員をお願いする側と
される側の駆け引き、遠慮によ
る思いのすれ違いを表現して
みました。

もう一期
続けるつもりが　指名無し
都筑区連合町内会自治会長賞

東山田
佐藤輝久男さん

●　　　　　　　　平成26（2014）年 4 月号　／　都筑区版8 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成26（2014）年 4 月号　●9



●　　　　　　　　平成26（2014）年 4 月号　／　都筑区版10 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成26（2014）年 4 月号　●11

都筑区イベント情報配信中！
http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/tsuzuki/

＊＊＊ 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。＊＊＊

申
込
方
法

 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

☎ 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

都筑センター ●休館日●

4/29（火・祝）

●申込み 行事は4月11日（金）から
か

健康ウォーキング講座 春コース
正しい歩き方、ストレッチを学ぼう。年
齢・体力に合ったウオーキングを学ぶ●
4月20日（日）、5月25日（日）午前9時
30分〜午後2時、いずれか1回のみの
参加でも可●市内在住・在勤のおおむね
50歳以上30人 ●500円　●
わんぱくホリデー おもしろ科学 
たんけん工房「えんぴつ充電池」
実験と工作を通して楽しく科学を学び
ます●5月17日（土）午後1時30分〜4
時30分●市内在住・在学の小学4年生
〜中学2年生24人 ●1,000円
●申込み 5月3日（土・祝）までに
と年齢、学校名、保護者名を明記し
か で、おもしろ科学たんけん工房（
941-2362	久保田方）へ。
http://www.tankenkobo.com/

ししゅうのベビーグッズ講座（全4回）
オリジナルのベビーグッズに刺しゅうを
します●5月26日(月)、6月12日（木）・
23日（月）、7月10日（木）いずれも午前
10時〜午後1時●市内在住・在勤の妊
娠20週以降で体調が安定している人、
または1歳未満の子を持つ保護者8人

●1,000円〜2,500円（参加回に
よって違いあり）　●

☎ 912-6973　  912-6983
〒224-0001　中川二丁目8-1 

中川西地区センター ●休館日●

4/14（月）
5/12（月）

●申込み 行事は4月11日（金）から
ボランティアのためのパソコン講座（全5回）
5月20日・27日、6月10日・17日・24日い
ずれも火曜日午前9時30分〜11時30
分●16人 ●3,000円（全回分）　●
川柳を楽しむ会（全5回）
5月14日・28日、6月11日・25日、7月
16日いずれも水曜日午後1時30分〜
3時30分●20人 ●2,500円（全回
分）　●
医食同源料理講座（全3回）
5月21日、6月18日、7月16日いずれも
水曜日午前9時30分〜午後零時30分
●16人 ●4,500円（全回分）　●
中川歴史散策
旧中原街道を歩きます●5月22日（木）
午前9時30分〜午後零時30分●20
人 ●300円　●
〜ママからワタシへ〜 
リフレッシュ美クス（全11回）
相互保育によるエアロビクス●5月9日
～7月18日の毎週金曜日午前9時40
分〜11時40分●生後6か月以上の親
子50組 ●4,000円（全回分）　●
ママと遊ぼう! 前期（全5回）
2歳から就園前の子とママのリズム遊
びと体操●5月20日、6月3日・17日、7
月1日・15日いずれも火曜日午前11
時〜11時45分●2歳以上の親子20
組 ●1,500円（全回分）　●  
わんぱくホリデー 

「やさしい囲碁・将棋教室」
4月12日（土）囲碁：午前9時30分〜
11時、将棋：午後1時〜2時45分●い
ずれも小学生●

●5月5日（月・祝）午前11時〜午後2時
● 　【事前予約制のイベント】①子ど
もそば打ち●午前10時集合●小・中学
生32人 ●500円　②子どもお茶会
●午前11時開始、午後1時開始●5歳
〜中学生、各15人 ●500円　＊①
②の持ち物など詳細は問合せを。　
●申込み 4月12日（土）から か
わくわくどきどき自然体験
軽食付き、詳細は問合せを●5月11日
（日）午前10時〜午後2時●5歳〜小学
生40人 　＊要保護者同伴●子ども
1,000円、保護者500円　●
はぎれ草履講習会
5月18日（日）午前9時〜正午●12人
●700円●持ち物は問合せを。　●
楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎。持ち物は問合せを●4月
23日(水)、5月28日（水）午後1時〜3時
●女性限定15人 ●各1,500円　●
手打ちそばを食べよう
5月24日（土）正午集合●50人 ●
500円　●
古典芸能に親しもう
謡曲・仕舞などの見学●4月27日（日）
午後1時〜4時●

☎ 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

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

せせらぎ公園古民家 ●休館日●

4/17（木）
5/1（木）

こどももちつき体験
ついたお餅はおみやげとしてお持ち帰
りできます●5月5日（月・祝）午前11時
開始●100人 ●
布ぞうり編み教室
4月14日（月）午後1時〜4時●4人 ●
1,000円●持ち物は問合せを。　
●申込み 4月13日（日）までに か
犬のしつけ教室
5月10日（土）午前10時開始●雨天中
止●犬を連れて
親子読み聞かせ
未就学児向け●4月16日（水）午前10
時30分開始●約10組 ●
ノルディックウォーキング体験教室
講師の指導のもと、季節の風景を楽し
みながら体験してみませんか? 古民家
を起点に2キロメートルくらいのコース
を歩きます●4月18日（金）午前10時〜
11時30分●雨天中止●自分で2㌔㍍
程度歩ける10人 ●1,000円（保険・レ
ンタルポール代含む）●持ち物は問合
せを。　●申込み 前日までに か
和菓子作り教室
4月19日（土）午前10時〜正午頃●
10人 ●1,000円●エプロン、三角巾、
手拭タオル、持ち帰り用の容器持参。
●申込み 前日までに か

☎・  941-0987
〒224-0032　茅ケ崎中央57-8

 tsuzuki-park@tmtv.ne.jp
 http://www1.tmtv.ne.jp/~satoyama/

都筑中央公園自然体験施設
（都筑里山倶楽部） ●休館日●

月曜日
（祝日の場合

は翌日）

●申込み 行事は、 と申込者全
員の氏名・年齢を明記し か か
初夏の野鳥観察会
里山の野鳥を観察します●5月11日
（日）午前8時〜11時●小雨決行・荒天
中止●レストハウス集合●30人 ●
300円　●申込み 5月4日（日・祝）まで
に
ゴールデンウィークの昆虫観察会
初夏の昆虫を観察します●5月4日（日・
祝）午前9時〜正午●小雨決行・荒天中
止●レストハウス集合●30人 ●300
円　●申込み 4月28日（月）までに
第11回タケトンボマイスター
作ったタケトンボを飛ばして、滞空時間
を競います●5月18日（日）午前10時
〜正午●雨天中止●レストハウス集合
●20人 ●500円　
●申込み 5月11日（日）までに

初夏の公園撮影会
新緑と草花をテーマに撮影会を行い
ます●5月10日（土）午前10時〜正午
●小雨決行・荒天中止●レストハウス集
合●30人 　
●申込み 5月3日（土・祝）までに

☎・  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 土・日曜日
・祝日のみ

開園

昔ながらの米作り体験（全11回）
谷戸の田んぼで、昔ながらのやり方で
お米をつくります。田起こしから来春の
荒起こしまで体験します●5月10日・24
日・31日、7月5日、8月23日、9月6日、
10月4日、11月8日・23日、12月6日、
平成27年3月7日いずれも土曜日（11
月23日は日・祝）午前10時〜正午●雨
天延期、時間変更あり●小中学生親子
及び大人（高校生以上)20組 ●1組（2
人）7,000円、大人一人4,000円（全回
分）●持ち物、詳細は後日説明　
●申込み 4月18日(金)までに と

、子の学校名と学年を明記し か
里山を保全再生しよう
里山で草刈り、木の伐採など作業を行
います●4月19日（土）・27日（日）午前
10時〜正午●雨天中止●持ち物、服
装は問合せを●
想ネイチャークラフト 野外教室
木の実や草の実、間伐材など、ボンド
を使って動物などを自由に作ります●
4月20（日）午前10時〜午後3時（受付
は午後2時30分まで）●雨天中止●1
体につき500円●
野の花ウォッチング
キンランなど春の花を観察します●5
月3日（土・祝）午前10時〜11時30分
●雨天翌日延期●15人 ●300円　
●申込み 5月2日（金）までに か、

を明記し、 か

☎・  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 ●休館日●

火曜日

●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、午後2時〜5時　②中
級：火曜日、午後6時〜9時●①②とも1
回3,000円（月4回）
◆キッズコース
日曜日クラス：午後1時〜2時　火曜日
クラス：午後5時〜6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
見学・体験してみませんか？ 活動日時
は問合せを●月3,000円　●
舞の会〜日本の踊りをマスターしよう
毎週火曜日、午後1時30分〜4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、午後6時〜7時
30分●小・中学生●月2,000円　●

☎・  591-3131
〒224-0027　大棚町240

中川中学校コミュニティハウス
●休館日●

火・金曜日

母の日の親子フラワーアレンジメント
お子さんが、お父さんと一緒に素敵な
フラワーアレンジメントをつくり、大好
きなお母さんにプレゼント●5月10日
（土）午前10時〜11時30分●10組
●1,000円（材料代）●花ばさみ、新聞
紙2〜3枚、持ち帰り用の袋持参。　
●申込み 5月3日（土・祝）までに か

☎ 943-9191　  943-9131
〒224-0041　仲町台二丁目7-2

 http://www.tsuzuki-koryu.org/

仲町台地区センター ●休館日●

4/14（月）
5/12（月）

●申込み 行事は4月11日（金）から
おもちゃの病院
5月10日（土）午前10時〜午後3時●
18点 　●申込み 4月11日（金）から

か
山登り・ハイキングデビュー講座（全2回）
座学と実践●5月24日（土）、6月14日
（土）午 前10時〜正 午 ●20人 ●
1,000円（全回分）　●
健康カラオケ（全2回）
5月27日（火）、6月10日（火）午後1時〜
2時30分●30人 ●1,000円　●
みんなでうたおう前期（全5回）
5月17日、6月21日、7月19日、9月
20日、10月25日いずれも土曜日午前
10時〜11時30分●50人 ●2,000
円（全回分）　●
ポリマークレイ（全3回）
粘土で小物作り●5月26日、6月16日・
30日いずれも月曜日午前10時〜正午
●20人 ●2,100円（全回分）　●
ロビーコンサート
ギター：アンサンブル・メッツ●5月17日
（土）午後1時30分開始●

☎ 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 ●休館日●

4/14（月）
5/12（月）

骨盤体操&ストレッチ 春（全5回）
5月19日、6月2日・16日・30日、7月7
日いずれも月曜日午前10時15分〜11
時30分●50人 ●2，500円（全回分）　
＊保育1，500円（全回分）　●申込み 4
月19日（土）までに と、子の氏名、
生年月日、性別を明記し か
子どものアートⅠ（全3回）
身近な材料や自然素材を生かした造
形講座●5月18日、6月15日、7月13
日いずれも日曜日、第１・2回:午前9時
30分〜11時30分、第3回:午後1時〜
4時30分●年長児から小学生（未就学
児は保護者同伴）20人 ●1,000円

（全回分）　●申込み 4月18日（金）〜
5月17日（土）に か
梅を楽しむ時間 
〜梅シロップとかんたんおやつ作り〜
5月29日（木）午前10時〜正午●16人

　＊子ども同伴不可●2,000円（材料
代含む）　●申込み 4月30日（水）〜5
月28日（水）に か
ゼロから始める韓国語（全4回）
5月9日・23日、6月13日・27日いずれ
も金曜日午後1時〜2時30分●20人

●2,000円（全回分）　●申込み 4月
12日（土）から か
ロビーコンサート〜春の昭和歌謡まつり〜
バンド演奏：はいから●4月20日（日）午
後2時〜3時●

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園
●休館日●

4/14（月）
4/28（月）

●申込み 行事は前日までに か
イキイキこどもデー
折り紙、ゲーム、竹細工、模擬店ほか
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アートフォーラムあざみ野
〒225-0012
青葉区あざみ野南一丁目17-3

●休館日●

4/28（月）

☎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日前までに要事前
予約（ 910-5724）】
笑顔で働きたい 
ママのフェスタin神奈川
ママたちによる自分の働き方やプチ
起業ヒストリーの紹介、パネルディス
カッション●5月1日(木)午前10時
30分〜午後4時30分●
●問合せ　（株）コッコト内イベント事
務局　 048-607-2500
心とからだを整える 
産後のセルフケア
バランスボールを使った有酸素ト
レーニングや日常で活かせるセルフ
ケアを学びます。生後6か月までの
赤ちゃんは同室可能　＊乳児保育あ
り●4月18日（金）午前10時〜11時
30分●動きやすい服装で（スカート・
ジーンズ不可）。更衣室あり●産後2
か月以降の女性15人 ●820円　
●申込み 4月13日（日）から

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

あざみ野アートワゴンvol.1 
「ＨＩＫＡＲＩ」
積み木やパズルなどのおもちゃや、ス
トラップ、一輪挿しなどを販売●4月
27日（日）午前10時〜午後４時●
Ｗｅｌｃｏｍｅ！ ロビーコンサート
ピアノ：村瀬かおり、前田葉月、クラリ
ネット：高井洋子●4月13日（日）・
27日（日）いずれも正午〜午後零時
40分●

②トータルエクササイズ●午前10時
30分〜　③マンデーパワーヨガ●午前
11時40分〜（60分間）
◆火曜日（４月15日・22日）
④ソフトエアロ●午後零時20分〜
◆水曜日（４月16日・23日・30日）
⑤＊モーニングステップ●午前9時〜●
30人 　
⑥＊リフレッシュエアロ●午前10時〜
◆金曜日（４月11日・18日・25日、５月２日・９日）
⑦＊ズンバ45●午前10時35分〜（45
分間）
◆土曜日（４月12日・19日・26日、５月10日）
⑧エアロビクスボクシング●午前10時〜 
▶スポーツタイム　（表記のないものは
90分間●50人 ●１回600円）
◆第１・３火曜日（４月15日）
⑨バスケットボールタイム●午後7時
15分〜　
◆第２・４火曜日（４月22日）
⑩バレーボールタイム●午後7時15分
〜●24人 ●１回500円
◆土曜日（４月12日・19日・26日、５月10日）
⑪バスケットボールクリニック●午前9
時15分〜●小学生50人 　
⑫フットサルタイム●午後9時〜

☎・  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 ●休館日●

4/21（月）

●申込み 行事は開催日の１か月前
の午前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（こいのぼりづくり）：4月
15日（火）午前10時30分〜11時30分
● 　②おかあさんのリフレッシュ（カ
ラーセラピー）：4月24日（木）午前10時
30分〜11時30分●親子15組 ●
200円　● 　③おはなし会：5月８日
（木）午前10時30分〜11時● 　④ベ
ビーマッサージ：5月22日（木）午前10時
30分〜11時30分●親子15組 ●
200円　● 　⑤小麦粉粘土で遊ぼう：
6月3日（火）午前10時30分〜11時30
分●親子15組 ●200円　●

☎・  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
●休館日●

火・木曜日

親子英語教室（全6回）
年中・年長さんと保護者と一緒に音楽
や絵本、ゲームを通して楽しく英語に
親しみましょう●5月14日・21日、6月
4日・11日・25日、7月2日いずれも水
曜日午後4時〜4時40分●年中・年長
の子と保護者12組 ●2,000円（全
回分）　●申込み 4月11日（金）〜4月
28日（月）に を明記し か
産後ママと赤ちゃんのための 
やさしいヨガ（全5回）
5月14日・28日、6月11日・25日、7月
9日いずれも水曜日①午前10時〜10
時40分：3〜9か月の赤ちゃんとママ　
②午前11時〜11時40分：10か月〜1
歳4か月の赤ちゃんとママ●各10組
●1,500円（全回分、保険代含む）　
●申込み 4月11日（金）〜4月28日（月）
に を明記し か

☎・  591-7240
〒224-0023　東山田二丁目9-1

 ch-higashiyamata@tsuzuki-koryu.org

東山田中学校コミュニティハウス
●休館日●

火・金曜日

おやこのひろば（全6回）
リラクゼーション体操やマッサージで体
も心もリラックス! コミュニケーション
を大切に…みんなで創る時間です●4
月17日、5月1日・15日、6月5日・19日、
7月3日いずれも木曜日●A（1〜2歳）：
午前9時30分〜10時30分、 B（2〜3
歳）：午前10時30分〜11時30分●各
クラス20組 ●2,400円（全回分）　
●申込み 4月11日（金）〜4月17日（木）
に と年齢を明記し か

☎ 943-5951　  943-5961
〒224-0062　葛が谷16-3

 kuzugaya3@yokohamashakyo.jp

が谷地域ケアプラザ

はじめての都筑散策  
新区民さん いらっしゃ〜い!（全4回）
新しく都筑区民になった人を対象に、
仲町台周辺から都筑区を知ってもらい

つつ、仲間づくりをします●5月22日・
29日、6月5日・12日いずれも木曜日
午後1時〜2時45分●体操の先生から
ウオーミングアップの方法や正しい歩
き方を学び、「都筑をガイドする会」の人
から名所を案内してもらいながら歩き
ます●全回参加可能でおおむね都筑
区転入後3年以内の人15人 　
●申込み 5月8日（木）までに か

☎ 944-4640　  944-4642
〒224-0055　加賀原一丁目22-32

加賀原地域ケアプラザ 

すくすくプラザ「スタンプあそび」
布や紙にスタンプを押して楽しみま
しょう●5月8日（木）午前10時〜正午
●未就園児と親●200円●
べるえきっぷ「春のバーベキュー」
5月11日（日）午前10時〜午後3時●佐
江戸公園●障がいがあり、参加時間を
共に過ごせる人と家族15組 ●大人
1,300円、子ども500円　●申込み 4
月11日（金）〜5月9日（金）に か

☎ 500-9321　  910-1513
〒224-0001　中川一丁目1-1 ふれあい中川1階

中川地域ケアプラザ

落語で笑って撃退! 悪質商法
警察署のお話と、楽しい落語で最近の
悪質商法の手口を知って、被害に遭わ
ないよう備えましょう●5月13日（火）
午後1時30分〜3時●30人 　
●申込み 4月11日（金）から か
元気に歩く! ための 
ポールウォーキング入門（全5回）
5月14日（水）・17日（土）・24日（土）・
31日（土）、6月7日（土）午前10時〜
11時30分●中川地域ケアプラザ付近
の緑道と公園●65歳以上の介護保険
認定を受けていない人20人 （応募
多数時、近隣在住・初回優先）●ポール
レンタル代500円（全回分）　
●申込み 4月14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

介護者のつどい
ちょっと息抜きしませんか●4月22日
(火)午後1時〜2時30分●介護者、介
護を終えた人15人 　●申込み 4月
11日（金）〜4月22日（火）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
4月29日（火・祝）午前10時30分〜午
後3時●雨天時はくさぶえでレクリエー
ション●主に身体障害のある18歳以
上の人5人 　＊高校生不可●100
円●お弁当・お茶持参、動きやすい服装
で。　●申込み 4月15日（火）までに
ボウリング大会
5月11日（日）①午前10時30分〜午
後零時30分　②午後1時30分〜3時
30分●センター北駅前芝生広場集合
●障害のある18歳以上の人、各6人 　

＊高校生不可●各1,330円　
●申込み 4月27日（日）までに
おはなし会
パネルシアター『おはながわらった』ほ
か。親子で楽しめる手遊びも●4月24
日（木）午前11時30分〜11時50分●
未就学の子と保護者●

☎ 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

●休館日●

日・月曜日・
祝日

●申込み 行事は4月11日（金）から
か

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●4月23日（水）、5月10日
（土）いずれも午前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●5月2
日（金）・7日（水）・17日（土）いずれも午
前10時〜午後4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●4月19日（土）
午前10時〜午後4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先輩ママ
と一緒に●4月19日（土）午前11時〜
正午●未就学児と家族 　●

☎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 ●休館日●

月曜日（祝日の
場合は翌日）

ラストサタデープログラム　
4月26日（土）●おもしろいぞ！　紙芝居
①正午開始　②午後1時30分開始　③午
後3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①午前11時開始　②午後2時開
始　＊各回40分程度。今月は原始Ⅰブー
スの解説。常設展のチケットが必要●
こどもの日スペシャル　大塚遺跡まつり　
土器の野焼きや火起こし体験、土器で
炊いたお米の一口体験、弓矢体験など
を行います●５月５日（月・祝）午前10時
〜午後3時　＊雨天の場合６日（火・振
休）に順延●大塚・歳勝土遺跡公園●

☎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 ●休館日●

4/28（月）

ワンデープログラム
16歳以上。動きやすい服装で、室内履
き、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（モーニングステップは
15分前）。
▶フィットネスタイム　（表記のないも
のは50分間●40人 ●1回500円）
◆月曜日（４月14日・21日）
①ベーシックエアロ●午前9時30分〜　

広	告

＊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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 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

＊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。

●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。

シャフルボード体験会
カーリングに似た陸上のスポーツです。
軽い運動をしたい人はぜひご参加を／
４月16日（水）・18日（金）・23日（水）・25
日（金）いずれも午前10時集合／葛が
谷公園内シャフルボードコート　＊駐車
可／運動ができる靴着用／
●問合せ　都筑の森シャフルボードクラブ　

fushimi408@ybb.ne.jp
都筑区・緑区テニス協会事務局から
◆第38回都筑区硬式テニス 
　ワンデーミックス大会
５月10日（土）・18日（日）、6月8日（日）詳
細は （http://www6.ocn.ne.jp/~tu
dukit/）で／都田公園　申込み 4月11
日（金）～4月18日（金）に で申込み。
●問合せ　都筑区テニス協会事務局　

090-2918-9891（午前10時〜午後9時）
◆第59回M.L.T杯
女子ダブルス（初級・中級）／①５月９日

（金）：初級　②５月16日（金）：中級　い
ずれも午前9時試合開始／長坂谷公
園第２／各16組 ／一組4,000円　
申込み 4月11日（金）～4月18日（金）に

《参加条件》ペアのうち、いずれか一
人が都筑区、緑区に在住、在勤、加盟

団体員。　●問合せ　緑区硬式テニス
協会事務局（オープン・スクエア）
緑区十日市場854-4　 988-0633

http://www.open-square.net
平成26年度　都筑写真倶楽部第17回写真展
展示者21人が、84点の作品を展示し
ます／4月11日（金）〜4月17日（木）午
前9時～午後5時（初日は正午から、最
終日は午後4時まで）／区総合庁舎1
階区民ホール／
●問合せ　上村　 941-7625
第14回チャリティーバザー
ボーイスカウト体験、模擬店など／５月
11日（日）午前10時30分～午後３時30
分　＊雨天時は５月18日（日）に順延／
地下鉄センター北駅前広場／
●問合せ　ボーイスカウト横浜第132団　
佐野　 090-7344-6736
ママのためのフィットネス講座（全４回）
親子２組でペアになり、互いの子どもを
交代で保育しながら受講できます／５月
22日・29日、６月５日・12日いずれも木曜
日、午前9時30分～11時30分／仲町台
地区センター体育館／都筑区近郊に在
住の親子（妊婦不可、子どもは6か月以
上）40組 ／4回2,000円　申込み５月
10日（土）までに を明記し

●問合せ　ハッピー☆スマイル　杉山　
080-5061-8417
2014happysmile@gmail.com

ヨガ会員募集
運動不足の解消や体質改善に／毎週火
曜日または金曜日、午前10時～11時／
都筑ふれあいの丘駅近辺／20～50歳
代／一回1,000円（別途、入会金1,000円）　
申込み 事前に か、 を明記し 　
●問合せ　藤上　 507-8618　

pu-ro@i.softbank.jp
美しい文字を書きましょう！
書道サークル。初歩から学べます。書
展出品の道あり／毎月第２水曜日、午
後１時30分～３時30分／北山田小学校
コミュニティハウス／５人 ／月1,000
円／ 　●問合せ　花萩会　
北原　 ・ 592-1138
春を装うフラワーアレンジ 

（フレッシェ・プリザーブド・クリスタル）
春のメンバー募集。体験・見学歓迎／月
1回（土・日曜日も可）／東山田中学校コ
ミュニティハウスほか／1回1,000円～　
申込み事前に か、 を明記し
●問合せ　本山　 ・ 593-2914
英会話を楽しく学んでみませんか
どなたでも歓迎！見学可。会費無料。
講師：メアリ高岡／毎週水曜日　初級：
午後1時～２時、中級：午後２時～３時／

横浜ニューライフバプテスト教会　
申込み を明記し、事前に か 　
●問合せ　伊藤　 080-6623-2312

qqzn4ged@water.ocn.ne.jp 
着付けサークル
手結びの着付けを始めてみませんか／
月２回水曜日、午前９時45分～11時45
分／仲町台地区センターほか／一般女
性20人 ／月1,000円　申込み事前に
　●問合せ　小幡　 945-1465

「2014都筑mottoいきいき元気プロ
ジェクト」グループ募集
都筑区が魅力的で元気のあるまちと
なる活動（テーマ型）に対し、活動費用
の一部を支援します。上限10万円／活
動期間：７月〜平成27年３月／区内で
活動するグループ　＊プレゼンテーショ
ン審査：６月15日（日）　申込み 詳細は
か で問合せを。５月27日（火）必着。

●問合せ　事務局（㈱横浜都市みら
い内）　 943-2465、943-2470（平
日午前９時30分〜午後５時30分）　

http://www.ytmirai.co.jp/
中国語サークル「チャイニーズ・カフェ」
新規会員募集中！
学習経験不問。無料体験レッスンも／
第２・４日曜日、経験者：午前10時10分
～11時10分、初心者：午前11時30分
～午後零時30分／つづきＭＹプラザ／
月3,000円～4,000円　申込み
を明記し、事前に 　●問合せ

chinese_cafe201206@hotmail.com

予約・問合せ 	障害支援担当　 	９４８–２３４８　 	９４８–２４９０
精神保健相談 ４月２日（水）・２１日（月）・25日（金）

※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。予約制

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

嘱託医師による高齢者の物忘れ、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」

原則毎週火曜日、午後１時～３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。

予約制

要事前連絡

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 ４月８日・２２日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ４月１０日・２４日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ４月３日・１７日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付

女性の身体の
相談

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）　

平成２６年９月出産予定の人
　→５月９日（金）・１６日（金）・２３日（金）・３０日（金）
各回とも午後１時１５分〜１時３０分受付
午後１時３０分から教室開始

乳幼児歯科相談	・
妊産婦歯科相談
予約開始は1か月前
から。

５月１４日（水）乳幼児 午前９時３０分〜１０時３０分
　　  　　　  妊産婦 午前９時１０分
５月２０日（火）乳幼児 午後１時３０分〜２時３０分
　　  　　　  妊産婦 午後３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

予約制

予約制

予約不要

予約・問合せ 	神奈川県結核予防会　 	２５１–２３６３　　　　
胃がん検診
	２５１–２３６３

４月２８日（月）午前▶４月１１日（金）～４月２２日（火）
５月１４日（水）午前▶４月１５日（火）～５月１日（木）に予約受付
　　　　　　　　　	（予約受付時間：午前9時～正午）
※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

予約・問合せ 	健康づくり係　 	９４８–２３５０　 	９４８–２３５４
肺がん検診 ５月１４日（水）午前▶	４月１６日（水）午前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。
※４月２８日（月）は胃がん検診のみです。肺がん検診は実施しません。
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 ４月１７日・２４日、５月１日・８日いずれも（木）午前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

４月１６日（水）午後、５月１３日（火）午前、５月２３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 ５月１３日（火）午前　禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

有		料

有		料

予約制

予約制

予約制
予約制

予約制

広	告

＊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。＊


