
　身近にある公園の清掃などの美化活動、利用マナーの
啓発などを行う地域のボランティアの団体です。小学生
や園児たちと一緒に活動したり、地域のイベントに積極的
に取り組む愛護会もあります。

公園愛護会とは？

　公園周辺にお住まいの地域の人がメンバーで、誰でも参加できます。
　町内会の役員や老人会、子供会、小学校のPTAやおやじの会、公園を
提供した企業などで結成しているところもあります。

メンバーはどんな人？

　各愛護会ではメンバーを随時募集しています。スポーツやジョギング、
犬の散歩や緑道の散歩など、公園を普段利用する人、公園をより良くし
地域に貢献したいと思っている人、一緒に活動してみませんか？ 
　健康づくり、友達づくり、花壇作りのノウハウが身に付くなど、良いこと
がたくさんあります。
　ぜひ、都筑土木事務所までお問い合わせください。お近くの愛護会を
ご紹介します。

都筑土木事務所が愛護会をサポートします！

●せせらぎ・緑道部会の活動
旭区帷子川親水緑道公園に遠征！
《ウオーク＆ディスカッション》
公園愛護会やホタルの会の活動
状況を視察しました。
交流が広がり、活動の参考になり
ました。

●花壇分科会の活動
区役所屋上で、種から育てるパン
ジーの苗作りにも初挑戦。花が咲
いたのは半分ほどでしたが、喜び
はひとしおでした。

公園はマナーを守って気持ちよく利用しましょう！
　大人が進んでルールを守り、子どもたちにマナーを教えていきましょう！

●犬は必ずリードでつなぎ、ふんは必ず持ち帰りましょう。
●公園を長時間独占することや、危険な遊びはやめましょう。
●緑道・公園へのバイクの乗り入れは禁止です。
　自転車は、降りて押して通行しましょう。

あなたも愛護会活動に参加してみませんか？

●マナー看板の設置
●イベント実施の支援
  （樹名板作りなど）
●ボランティア保険への加入手続

●除草に必要な鎌、草刈り機などの貸与
●清掃や除草作業のごみの処理
●花壇作りや堆肥作りなどの
  技術支援、花苗の提供

サポート内容

　都筑区では、愛護会活動の支援と会員交流のため、活動内容別
に部会を設置して、積極的に活動しています。花壇分科会、せせら
ぎ・緑道部会、街区公園部会、広報イベント部会があります。

公園愛護会部会活動
活動中！

あなたのまちの

公園愛護会
あなたのまちの

公園愛護会

　そんな多くの人々が訪れる公園では、愛護会の皆さん
が清掃や除草などの愛護会活動を行っています。
　公園と緑道、都筑区の大きな魅力が、愛護会の皆さんの
活動で、より安全で清潔に維持されています。

　都筑区内には１４７の公園愛護会と三つの水辺愛護会があり、ほとんどの公
園に公園愛護会があります。
　公園は地域の皆さんにとっての「憩いと集いの場」であり、安全で楽しく
遊べる地域の庭でもあります。

東山田そよかぜ公園 牛久保公園 東方公園

花壇作り 中低木
の刈り込み公園の清掃

2013  フォトコンテスト  都筑の公園・緑道・遊歩道～グリーンマトリックス～
　　　“春の絆”　江川せせらぎ緑道特選

横浜市公園愛護会
マスコットキャラクター
「あいごぽん」です特集1

都筑土木事務所　公園・水辺愛護会担当　　942-0606　　９４２-０８０９問合せ

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…209,626人（平成２6年1月１日現在・前月比26人増）

世帯数…79,138世帯（平成２6年1月１日現在・前月比15世帯減）

交通事故発生件数…732件　
	 死者3人／負傷者900人（平成２5年１月１日〜12月31日）

火災発生件数…57件（平成２5年１月１日〜12月31日）

《区の概要》●都筑図書館の休館日●
2月17日（月）	
3月17日（月）

●都筑公会堂の休館日●
2月17日（月）	
3月17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 

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

　都筑区や横浜市と協働で住みよいまちづくりのために活動していただいて
いる、さまざまな委員の皆さんがいることをご存じでしょうか？　
　この連載では、地域と密接に連携しながら、地域のために活躍する各種委
員の活動内容を９回にわたりご紹介します。

第9回《最終回》●ご存じですか？ 保健活動推進員
　保健活動推進員は、地域の健康づくりの推進役・横浜市の健康施策の
パートナーとして、さまざまな健康づくり活動を行っています。各地区の自
治会町内会の推薦に基づき市長から委嘱され、都筑区では、現在184人
の保健活動推進員が活躍しています。

連
載

地域で する活活躍躍まちのた
めに

ありがとう
！

の皆さん保健活動推進員

●●●お知らせ●●●
　各地区の活動を紹介す
る広報紙「ゆうわ」を、３月
頃に発行予定です。
　回覧板などで、ぜひご覧
ください。

こんな活動をしていますこんな活動をしています

健康チェック

　地域のおまつりや
11月の区民まつりな
どで健康チェックを実
施するなど、区民が健康づくりに取り組む
きっかけづくりをしています。

禁煙啓発

　５月31日の「世界禁煙デー」
に受動喫煙防止を呼びかけ。
平成25年度はセンター南駅前
などでちらしや禁煙マーク入
りのうちわを配布しました。

ほかにも・・・

　健康診断・がん検診などの受診のお勧め、
地域の赤ちゃん会や子育てサロンの運営協
力、体操教室、ウオーキング
イベントなど、区民の皆さ
んがいつまでも健康でいら
れるよう、さまざまな取組
をしています。

黄緑色の
ベストが
目印です！

区民まつりで
血管年齢の
測定中・・・

●問合せ　健康づくり係　　９４８-２３５０　　９４８-２３５４

平日参加できない妊婦及び
パートナーのための両親教室
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３月８日（土）午前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
コミュニティルーム　対象区内在住で
初めての出産を迎える、平日の両親教
室に参加できない妊婦及びパートナー
25組 　
●申込み　２月21日(金)消印有効。
と年齢、予定日、パートナー参加希望の
場合はパートナー氏名を明記し
●問合せ　こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

介護予防教室
「筋トレで脳と体の若返り」
筋肉マン先生と一緒に筋トレをしなが
ら、認知症予防と運動の関係について
学びます。
講師：健康運動指導士　本山輝幸氏
日時３月１２日（水）午後１時３０分〜３
時３０分　会場 区役所６階大会議室 　
対象 おおむね６５歳以上６０人 　
●申込み　２月12日（水）から か 　
＊区役所から連絡がない場合は、当日
直接会場へ。
●問合せ　高齢支援担当
948-2306　 948-2490

◆２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２月19日(水)午後３時30分〜４時　
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。／
◆くまさんのおはなし会（３月）
親子で一緒に楽しむおはなし会です。
日時３月13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。　対象２、３
歳児とその保護者、各１０組 　＊２歳
未満の子は入室できません。　
●申込み　２月27日(木)から か
●問合せ　都筑図書館　
948-2424　 948-2432

都筑図書館から

グリーンミネストローネ、大根親子サラ
ダ、野菜ごはんなど、旬の野菜料理を
作ります。
日時2月23日（日）午後１時〜４時　
会場仲町台地区センター　
対象 区内在住の親子8組（原則一組2
人） 　＊定員になり次第締切り。　
費用1,000円
●申込み　2月10日（月）から「都筑農
業ボランティアの会」の http://enon
om.web.fc2.comから申込み。
●問合せ　企画調整係　
948-2226　 948-2399

都筑野菜を使った料理教室

ご家庭で不要になった子ども向け図書
を募集します。集まった図書は小学校
などに配布します。
日時３月16日（日）　会場区総合庁舎
1階区民ホール　＊都筑図書館入口　
リサイクル情報板前／
●問合せ　資源化推進担当　
９４８-２２４１　 ９４８-２２３９

子ども向けリユース図書募集

さまざまな事情のため親元で育つこと
のできない子どもを、家族の一員とし
て受け入れ、温かい愛情を持って育て
てくださる里親家庭を求めています。
制度説明のほか、里親経験者のお話も
あります。
日時２月22日（土）午後1時30分開始　
会場北部児童相談所地域交流室　
対象 健康で子育てが可能な年齢の人　
●申込み　事前に
●問合せ　北部児童相談所里親担当　
948-2441　 948-2452

里親制度説明会のお知らせ

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３月６日（木）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２４年１２月、平成２５年１、２、
３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　２月17日（月）から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

電力使用量測定器を
貸し出しています
測定器をコンセント
と家電機器の間に
つないで、電気料金、
使用電力量、ＣＯ２
排出量などを簡単に
計測できます。
冬の節電対策にぜひお役立てください。
対象区内在住で、使用後に簡単なアン
ケートに協力可能な人
貸出台数・期間１世帯につき１台・１週間
まで　＊延長希望は要相談。
申込み・受渡し随 時 受 付。区 役 所５階
55番窓口　区政推進課企画調整係
本人確認できるもの（運転免許証、保
険証など）を持参。　＊台数に限りがあ
りますので、申込み多数の場合はご希
望に添えないことがあります。
●問合せ　企画調整係
948-2226　	 948-2399
tz-plan@city.yokohama.jp

都筑消防署からの  
お知らせ

都筑消防署からの  
お知らせ

都筑消防署からの  
お知らせ 地震体験、煙体験、消防車両展示

など、防災について学べる体験型
イベントです！

《平成25年度全国統一防火標語》
「消すまでは　
　　心の警報　ＯＮのまま」

http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/18syosyo

春の全国火災予防運動

都筑消防署消防フェア

3月1日（土）～3月7日（金） ３月２日（日）
午前10時30分～午後２時
ハウスクエア横浜

日時

会場
雨天時は屋内でＡＥＤの取扱い
などを学びます。

都筑消防署　予防課　　・　 945-0119問合せ

　平成25年度の「つづき障害者後見的支援センター リリーフ・ネット」の
活動報告会です。日頃の活動の様子を、登録者の声も交えて報告します。
　　 ３月１９日（水）午後５時３０分～７時
　　 区役所　６階大会議室ＡＢ　　　　　事前に

　住み慣れた地域で、安心して暮らすことを願う障害のある人とその
家族の思いを支援するための制度です。地域での暮らしや将来につい
て、一緒に考えましょう。

横浜市障害者後見的支援制度横浜市障害者後見的支援制度

葛が谷地域ケアプラザ
中川地域ケアプラザ

会　場
２月２０日（木）午前１０時～１１時
３月  ４日（火）午前１０時～１１時

日　時 申込み
いずれも
事前に

申込み・問合せ●つづき障害者後見的支援センター　リリーフ・ネット
 ４８2-４８７１　　４８２-４８７２

◆◆◆横浜市障害者後見的支援制度都筑区活動報告会◆◆◆

日時
会場 申込み

説明会
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対象者 都筑区・緑区・青葉区にお住まいの
	 ①年金のみの収入の人
	 ②	年金・給与収入（収入800万円以下）があり、医療費控除の還付

申告書を作成する人（相談内容が複雑な場合を除く）

対象者 給与所得者（年末調整済み）の医療費控除の還付申告の人

　いつでも・どこでも・だれでも始められ、活動の楽しさ・面
白さが感じられるような実践事例がたくさん紹介されてい
ます。

これからボランティアに参加したい人、
活動を始めて間もない人必読！

『ボランティアまるごとガイド』
安藤雄太／監修　ミネルヴァ書房　2012年

　地域福祉のキーワードを各項目見開き2ページで分かり
やすく解説しています。

地域福祉について学んでみたい人向けには！

『よくわかる地域福祉』第５版
上野谷加代子ほか／編　ミネルヴァ書房　2012年

　この本では、市民、企業、行政などの力が連携して小さな
活動からつながっていった、さまざまな市民活動を紹介して
います。中には都筑区のＮＰＯ法人「Ｉ Love つづき」の活動
も紹介されています。
　横浜市内で行われている、さまざまな取組を一望できる本です。

横浜のまちづくり活動を知りたい人へ！

『横浜まちづくり市民活動の歴史と現状』
横浜市立大学国際総合科学部ヨコハマ起業戦略コース／編著　学文社　2009年

　各地域の取組がご紹介されている「つづき　あい通信」をはじめ、郷
土資料コーナーや地域情報コーナーにもさまざまな資料を用意してい
ます。都筑図書館内⑧・⑨総合案内では、司書が本の調べ方についてご
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

　今回は、8・9ページ特集２の都筑区地域福祉保健計画「つづき　あ
い」の基本理念である、「であい　ささえあい　わかちあい」を支え
るボランティア活動やまちづくりに関連した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２ 第１回図書館

区民参加型イベント「収穫体験」の様子農作業のお手伝いの様子

　都筑農業ボランティアの会では、都市農業への理解や地産地消の推
進を目的として、都筑区と協働でさまざまな企画を行っています。
　農業に関心のある人が集まり、協力農家で農業指導を受け、知識や
技術を身に付けて区内農家の担い手としてのボランティア活動や、料
理教室や収穫体験などの地産地消を広めるためのイベントを実施し
ています。
　一緒に活動する仲間を随時募集中です！

　都筑農業ボランティアの会が、繁忙期などに農作業のお手伝いに
伺います。（高度な技術を要するお手伝いなどは、ご期待に添えない
場合があります。ご了承ください。）

人手不足でお困りの農家の皆さんへ

●対象 区内に農地を持つ農家
●ボランティア概要 収穫作業、出荷準備、除草など農作業全般

※賃金、食事など、謝礼の提供は不要です。

●作業可能時間 おおむね午前９時30分～正午頃（詳細は応相談）

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

検 索都筑野菜応援事業

～農業の盛んな都筑区で、地産地消を広めよう～

参加者＆
援農先募集都筑農業ボランティアの会都筑農業ボランティアの会

活動場所 東方町農業専用地区内（「源東院」バス停から徒歩５分）

対  象 区内在住・在勤者。日曜日を除く週1～３日、午前中の農作
業が可能なおおむね70歳以下の人

　“あいちゃんボランティア”は、
区内でボランティア活動をしている
人に登録していただいています。
　登録すると、区内のボランティア
情報をメールで受け取れるほか、この
取組に賛同いただいている約150の
店舗で割引などの優待サービスが
受けられます。
　地域のため、みんなのために「ボラ
ンティア活動」を行っている皆さん、
ぜひご登録ください！

このデザインのステッカーやのぼり旗
が目印です！

あいちゃんボランティア協賛店

問合せ●運営調整係
　 948-2341　　 948-2354

お持ちですか？

▶対象となる人
●区内在住、在勤、在学の小学校５年
生以上の人で、
●ボランティア活動をしている人、
またはこれからボランティア活動
をしてみたい人

▶手続場所
区役所福祉保健課、都筑区社会福祉
協議会、区内地域ケアプラザ

●あいちゃんボランティアの登録●

あいちゃんボランティアカードを

●市民活動
公園愛護会
ハマロードサポーターなど
●福祉や保健の活動
福祉保健ボランティア、
子育て支援グループなど
●地域の活動
自治会町内会でのさまざまな活動

こんな活動をしている人が
登録しています！

　区内で市民活動・生涯学習・ボランティア活動をする団体・グループの
日々の活動や、区役所・各施設で実施している事業をパネルで紹介します。

検 索都筑区　つづき人

つづき人びと 交流フェスタ

３月12日（水）午後３時～３月16日（日）午後３時
区総合庁舎１階区民ホール（入場無料）

問合せ●都筑区民活動センター　　 ９４８-２２３７　　９４３-１３４９　
※詳しくは、区ホームページ、区内公共施設などで配布するチラシをご覧ください。

日時
会場

第17回 開催
● ● ● ● ●  確定申告無料相談（税理士会独自事業） ● ● ● ● ●

● ● ● ●  区役所で受け付ける医療費控除の申告 ● ● ● ●

問合せ●緑税務署　個人課税部門　 ９７２-７７７１㈹

問合せ●税務課市民税担当　 948-2261～2263　 948-2277

開催日 相談時間 会場 最寄り駅

２月19日(水)・
20日(木)　

受付：午前9時45分開始
相談：午前10時～午後3時

 ( 正午〜午後1時はお休み）

神奈川県
宅建協会

横浜北支部会館

市営地下鉄
センター南駅

徒歩1分

＊来場者のための駐車場はありません。

区 開催日 受付時間 会場 最寄り駅

都筑区

2月17日（月）

～

3月17日（月）
※土・日曜日を除く

午前9時～11時30分
午後1時～4時

都筑区役所
３階第6会議室

研修室

市営地下鉄
センター南駅

徒歩6分

用
意
す
る
も
の

市民税・県民税申告書 年末調整済の給与所得者(給与所得
のみの人)の所得税医療費還付申告書

・源泉徴収票(原本)など、前年中の
 所得が分かるもの

・医療費の領収書
 (前年中に支払ったもの)

・国民健康保険料、介護保険料、
 国民年金保険料の証明書

・印鑑

・源泉徴収票(原本)
・医療費の領収書
 (前年中に支払ったもの)

・ 出産一時金、高額療養費、入院給付金
などの保険金で補てんされる金額が分
かるもの

・振込先金融機関の本人名義口座番号
・印鑑

＊区役所の駐車場は、有料となります。



区内の15連合自治会町内会
エリアごとに進めている「地区別計画」。

各地区の取組について、
実際に活動している皆さんからの

メッセージとともに
紹介します。

第２期都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」の「地区別計画」 「地域懇談会」と取組方法 「地区別計画」の取組地域に浸透しつつある

　「つづき あい」は誰もが住み慣れた
地域で安心して暮らすことができるこ
とを目指して、一緒に地域の福祉保健
の課題解決に取り組み、人と人との
「であい　ささえあい　わかちあい」
を進めていくための計画です。区内
15連合自治会町内会では、エリアごと
に「地区別計画」を策定しています。

　「地域懇談会」は地域の福
祉保健課題の解決や情報共
有のために話し合い、活動
のきっかけをつくる場となっ
ています。懇談会後は、地区
別計画の取組サイクルに
沿って多くの地域が活動を
展開しています。

　平成25年度は、第２期都筑区地域福祉保健計画の中間期です。計画が始
まった平成23年度当初は、東日本大震災の影響もあり「災害時要援護者支
援事業（つづき　そなえ）」の取組が多く見られました。
　これに加え現在では、災害時の支援だけではなく、平常時からの見守り
につながる地域の集いの場「地域サロン」、子どもも地域の一員として活
躍できる「ボランティア活動」、健康の維持増進のための「地域で健康づく
り」などにも新たな取組が広がっています。また、より多くの地域において
「地区別計画」に携わる人が増えて、取組が浸透してきています。

❶顔の見える地域づくり
❷幅広い区民参加で活動や
取組の輪を広げる
❸必要な人に支援が届く
仕組みづくり

　これまでは、毎年5～9月頃に「地域懇談
会」を開催していました。しかし、取組が始ま
ると、課題解決の話し合いの場として開催し
たり、課題が見えてきたときに地域の皆さん
からご意見やご感想をいただく場として開
催したりするなど、目的によって開催時期が
変わり、参加者も広がってきています。

地区別計画の取組サイクル

地区別計画の、どの目標に
どのように取り組むかを決めます

地域の実情に合わせ、
具体的な取組を進めます

1年間の取組を振り返り
課題を整理します

課題を共有して、
地区別計画を確認します

みんなの　　  で 第２期都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」 （平成23年度～27年度）特集2

地域ごとに策定した「地区別計画」は、
こんな狙いがあります

問合せ●事業企画係　　948-2344　　948-2354
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/fukushi/jigyou/
2kikeikaku.html

あなたのまちの
の取組紹介地区別計画

取組状況に応じた「地域懇談会」の開催

災害時要援護者支援の仕組みづくり
　渋沢地区では、万が一に備えた、要援護者支援の活動が行われています。
　昨年度実施した地区内の全世帯対象のアンケートで、災害時の避難場所
が分からないという声が多かったため、防災拠点の場所を示した看板や、全
戸配布するマグネットシートを作成しています。このように、今後もオール
渋沢として要援護者支援の取組を進めていきます。

渋沢地区

地域で元気　みんなで元気　健康づくり
　いつまでも元気ある地域を目指して、今年度は、地域の人と一緒にできる健康
づくりをテーマに地域活動の活性化を図りました。いつまでもいきいき「シニア
クラブ」、地域の居場所「おしゃべり会」、みんなで健康「ポールウォーキング」、趣
味の活動（囲碁・将棋・絵画サークルなど）の活動を健康づくりに役立てています。

茅ケ崎南MGCR地区

ボランティアたうん都田の取組
　「ボランティアたうん都田をすすめよう！」をテーマに、地域懇談会で都田
中学校、早渕中学校、茅ケ崎中学校の生徒を交えた話し合いを行いました。
　そこでは、お互いに協力し合って地域の活動を進めていくために、さまざ
まな意見を出し合いました。
　これからも、地域の誰もがボランティアの心を持って、自分ができる活動
を行い、つながりの輪を広げていきます。

都田地区

～地域のことは地域のみんなで考えよう～
　福祉と保健関係の役員が集まって、「支えあい連絡会」を開催し
ています。連絡会では、各役員から今年度の実施事業と事業から
感じたことなどを報告しました。他の役員からの報告を聞くことで
地域をより広く知ることができ、事業の課題解決などに向けての
意見交換をしています。「支えあい連絡会」で、地域の情報を共有
し、より良い地域づくりを目指します。
＊「支えあい連絡会」は地域情報の交換や地域の福祉保健活動について話し合う場です。

勝田茅ケ崎地区

東山田の地域活動を知ろう
　地域の行事や活動への理解を広げるため、地域懇談会で意見を出し合い
ました。各町内会でそれぞれ情報発信の仕方について検討を重ねています。
例えば、ごみ集積場所に伝言板を設置し、ごみ出しをするときに情報が目に
入るようにしました。また、東山田地区の活動が一目で分かるパネルを作成
しました。

東山田地区

荏田南・みんな知り合い・助け合い
　高齢者、障害者、乳幼児など災害時に不安な人ならば誰でも登録できる
「そなえちゃんカード」の取組も６年目を迎えました。
　９自治会が足並みをそろえて行うことで、着実に地域へ助け合いの気持ち
が広がっています。また地域懇談会において、地域福祉保健計画をさらに推
進するために、回覧板の手渡しや地域清掃など、今あるものを着実に進めて
いくことの大切さを確認し合いました。

荏田南地区

より良い災害時要援護者支援の仕組みへ
　山田地区では南山田、北山田、すみれが丘の各町内会が、地域の実情に
応じて災害時要援護者支援活動に取り組んでいます。着手して５年を経た
取組を振り返り、さらに充実した活動へと改善を図っています。日頃から
みんなで支え合う仕組みづくりや、要援護者を見守るためのベストな仕組
みを見いだすため、意見交換をしながら検討を続けています。

山田地区
活動の積み重ねで地域のつながりづくり

　災害時要援護者支援事業「つづき　そなえ」の見守りや、青少年健全
育成を視野に入れた「ふれあいの丘駅周辺防犯パトロール」、子育て中
のパパママ向け子育てセミナーの開催など、それぞれのニーズに合っ
たさまざまな取組を、地域のみんなで意見を出し合い協力して進めて
います。
　また、今年度からは健康麻雀とカラオケの高齢者サロンもスタートしま
した。これらを定期的に開催することで、同じ地域の人が顔を合わせる
コミュニケーションの場となっています。

ふれあいの丘地区

地域全員でつくる恒例イベント「三世代交流会」
　地区社会福祉協議会主催の「三世代交流会」は、夏はそうめん流しとバーベ
キュー、冬は餅つき大会と芋煮がメインの恒例のイベントです。各自治会町内会
も協力して、子どもから高齢者までたくさんの参加者でにぎわいます。
　今年度は地区内の中学生、高校生がスタッフとして参加し、大人顔負けの働き
ぶりで活躍しました。佐江戸加賀原地区では若い世代のパワーも取り入れ、幅
広い世代が力を合わせて、地域のイベントを盛り上げていきます。

佐江戸加賀原地区

地域で取り組む要援護者支援
　各町内会で、災害時要援護者支援を行うための対象
者の把握を実施しています。
　町内会ごとに、広報紙を作成した上でアンケートを
取るなどして、対象者の把握などを進めています。
　また、各町内会で、どのように支援を進めていくか
について話し合いを行うなど、要援護者支援の取組が
始まっています。

中川地区

みんなで助け合う仕組みづくり～マップ（地図）づくりから要援護者支援～
　万が一のとき、いち早く要援護者を救うのはどうしたらいい？どこに避難すれば
いい？いっとき避難場所はどこ？防災拠点は？私たちが今できることは？など、話
し合いの中から、疑問点をあぶりだし、今年度はマップを作成することになりまし
た。マップは２種類。一つは、全戸配布予定の新栄早渕地区全体の情報を掲載した
マップです。もう一つは、町内会で保管し、万が一のときに使用する要援護者マッ
プです。マップ作成後は、地域の見守りに役立てていく予定です。

新栄早渕地区

身近なつながりで支え合いの輪を
　災害時要援護者の支援を進めるために、当事者との意見交換を行いました。その結果、自治会
の中でも、特に隣近所や班ごとの身近なつながりを大事にして助け合うことを再認識しました。
　また、要援護者が登録する「ハートカード」の見直しを行い、記入項目を減らして登録を簡単
にしたほか、ボランティアの登録を増やし、地域の中で支え合いの輪を広げる活動をこれからも
続けていきます。

柚木荏田南地区

「そなえマップ（地図）」を生かして自助・共助！
　ハザードマップへ災害時に役立つ情報を掲載した、川和地区オリジ
ナルの「そなえマップ」がついに完成しました！川和地区内で、活用方
法の説明会が開催されています。各自治会町内会のほか、学校や高齢
者サロンへ出張説明会も行い、多くの人が参加しました。マップを活
用して、日頃からの顔の見える関係づくりに役立ててもらうほか、川
和地区の災害時の支援体制強化にもつなげていきます。

川和地区

ふらっと気軽に立ち寄れる憩いの場所「地域サロン　いけべ」
　池辺地区で「地域サロン　いけべ」が始まりました。第１回のサロンは
高齢者を対象とした喫茶店スタイルでした。当日は約50人が参加し、おい
しいコーヒーやジュースと一緒に楽しいおしゃべりに花を咲かせていま
した。サロンには、ボランティアの会「ささえ　あい　いけべ」の登録者
もスタッフとしてお手伝いしました。友達同士でも一人でも参加しやすい、
地域のみんなの「憩いの空間」の誕生です。

池辺地区

災害時の安否確認訓練を実施
～日頃からの見守り活動を生かして～

　昨年11月24日に安否確認訓練を実施しました。団地の住民は
「安否確認マグネット」を玄関ドアに貼り、自分と家族の安全を知ら
せ、各棟の階段委員は担当世帯の安否確認後、いっとき避難場所
にいる棟長、民生委員、自治会長に状況を報告しました。民生委員
は報告により要援護者の状況を確認し、各自治会長は無線を利用
して連絡を取り合いました。かちだ地区は高齢者が多いため、今後
も毎年、安否確認訓練を実施する予定です。
＊階段委員とは、団地の同じ階段を使用している約10世帯のまとめ役です。

かちだ地区

関連する資料を7ページの連載2で紹介しています。ご覧ください！

●　　　　　　　　平成26（2014）年 2 月号　／　都筑区版8 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成26（2014）年 2 月号　●9



●　　　　　　　　平成26（2014）年 2 月号　／　都筑区版10 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成26（2014）年 2 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●

2/25（火）

まが玉づくり
石を削って、まが玉を作り、ひもを通し
てペンダントにします●3月8日(土)①
午前9時30分〜11時45分　②午後
1時30分〜3時45分　＊お子さんが
参加の場合、保護者も参加可●市内在
住・在学の小学生、各回30人 ●参加
費500円　●申込み 2月11日(火・祝)
から か

☎ 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●

2/10（月）
3/10（月）

●申込み 行事は、 と年齢を明
記し か
ひらり健康体操（全36回)
高齢者向け健康体操など●4月8日
(火)～平成27年3月17日(火)午前9
時10分〜10時40分●65歳以上、体
操に支障のない人100人 ●4,000
円(全回分。保険代含む)　●申込み 2
月11日(火・祝)〜3月5日(水)に
中高年のストレッチ 前期（全18回)
4月16日(水)～10月15日(水)午前9
時15分〜10時15分●体操に支障の
ない中高年80人   ＊子ども同伴は不
可●3,500円(全回分。保険代含む)　
●申込み 2月11日(火・祝)〜3月5日
(水)に
エアロビクス体操 前期（全18回）
４月16日（水）～10月15日（水）午前
10時30分〜11時30分●運動に支障
のない人70人  ＊子ども同伴は不可
●3,500円（全回分。保険代含む）　
●申込み 2月11日（火・祝）〜3月5日

（水）に
やさしいパワーヨガ 前期（全14回）
フィットネス感覚で体力作り●４月21日
（月）～10月20日（月）午後1時35分〜
2時45分●運動に支障のない人50人

●3,000円（全回分。保険代含む）　
●申込み 2月11日（火・祝）〜3月12日

（水）に
やさしいヨガ 前期（全14回）
リラクゼーションと気分転換●4月21
日(月)～10月20日(月)午後零時15分
〜1時25分●運動に支障のない人50
人 ●3,000円(全回分。保険代含む)　
●申込み 2月11日(火・祝)〜3月12日
(水)に

☎ 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●

2/10（月）
3/10（月）

●申込み 行事は2月11日（火・祝）から
有馬稲子さん朗読とお話
3月8日(土)午前10時〜11時30分●
150人 ●500円　●
フラワーセラピー体験講座
花療法を体験、ハーブティを飲みながら
ハンドクリーム作りも●3月17日(月)午前
10時〜正午●16人 ●1,000円　●
おやこで絵本を楽しもう！
講師：横浜市中央図書館職員●3月13
日・27日、いずれも木曜日、午前10時
30分〜11時30分●乳幼児と親、各
20組 　●

古民家市
新鮮野菜、手作りお菓子、ハンドメイド
小物の販売。シェフが作る簡単料理実
演と試食会も●3月3日(月)午前10時
〜なくなり次第終了●小雨決行●

和菓子作り教室
2月15日(土)午前10時〜正午頃●10
人 ●1,000円●持ち物は問合せを　
●申込み 前日までに か
親子読み聞かせ
未就学児向け●2月19日(水)午前10
時30分開始●10組 ●

吊るし雛・段飾り展示
2月23日(日)～3月9日(日)午前9時
〜午後5時●

☎・  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
親子炭焼体験
公園内の施設で炭焼を体験し、昼は
炭火を使って料理を作ります●2月
23日(日)午前9時〜午後3時●小雨
決行、荒天中止●小学生以上20人
●一人500円　
●申込み 2月16日(日)までに
カブトムシの越冬幼虫観察会
3月9日(日)午前10時〜正午●小雨決
行、荒天中止●30人 ●300円　
●申込み 3月2日(日)までに
炭焼き体験（全3日）
里山の間伐材を使った炭焼き。作業は
3日に分けて実施します●炭材作りと
窯詰め：3月8日(土)午前9時〜午後4
時、炭焼き：3月15日(土)午前8時〜午
後10時、窯出しと炭材作り：3月22日
(土)午前9時〜正午●雨天決行●18
歳以上10人 ●1,000円（全日分）　
＊3月8日と15日は昼食付き。　
●申込み 3月1日(土)までに
ネイチャークラフト作り
冬の里山で集めた木の枝や実などを
使って、森の動物を作ります●2月23日
(日)午前10時〜午後3時（受付は午後2
時30分まで）●雨天中止●500円●

☎・  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

ネイチャーゲーム
ゲームを通して自然を楽しみ、親しみ
ます。道具を使わず3〜4個のプログラ
ムを体験●3月2日（日）午前10時〜正
午●雨天中止●小学生以上30人

（小学1、2年生は親子で参加）●300
円●バンダナ、長袖長ズボン着用。飲み
物を持参。　●申込み 3月1日(土)まで
に か、 と年齢を明記し 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
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、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　●

☎・  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●

2/17（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」
いずれも未就学児の親子対象●①保
育士さんと遊ぼう(おひなさまづくり)・
保育相談：2月18日(火)午前10時30
分〜11時30分● 　②ママヨガ：2月
27日(木)午前10時30分〜11時30
分●15組 ●200円　● 　
③人形劇：3月4日(火)午前10時30分
〜11時30分●

☎ 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 M
マ イ

Y プラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

●休館日●

2/17（月）

国際交流&青少年のための 
第6回プラザまつり
体験型国際交流イベントです。多くの
外国籍の皆さん、中高生や大学生、利
用者や地域の人がボランティアとして
参加します●3月9日(日)午前10時〜
午後3時●

☎590-5778　  590-5779
〒224-0014　牛久保東一丁目33-1

つづき地域活動ホーム くさぶえ

おはなし会
親子体操も元気いっぱい行います●2
月27日(木)午前11時30分〜11時
50分●未就学児と保護者●

☎ 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「バレンタイン制作」
作品は持ち帰りできます●2月13日
(木)午前10時〜正午●未就園児と親
●200円●

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

 kuzugaya@yokohamashakyo.jp

が谷地域ケアプラザ

初めてのスマホ講座パート2
スマートフォンを持っていない初心者
向けの講座です●2月27日(木)午後2
時〜3時30分●20人 　●申込み 2月
20日(木)までに か か、 と年
代、来所経験の有無を明記し 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

終活：エンディングノートを書こう
3月19日(水)午後1時30分〜3時●30
人 ●300円（エンディングノート代）　
●申込み 2月11日（火・祝）から か

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

新栄地域ケアプラザ

行政書士による遺言・相続・成年後見 
などの無料相談（一人40分）
2月22日（土）午後1時〜4時●4人 　
●申込み 2月11日（火・祝）〜2月21日

（金）に か

26年度健康体操(各クラス全40回)
4月9日～平成27年3月18日いずれも
水曜日、A：午前9時〜10時30分、B：
10時30分〜正午。8月はお休み●60
歳以上、各100人 ●4,500円(全回分。
保険代含む)　●
ロビーコンサート
歌・バイオリン・ピアノ：なないろ●3月8
日(土)午後1時30分開演●

☎ 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●

2/10（月）
3/10（月）

シニア健康体操(全33回)
ストレッチやフォークダンスなど、楽し
みながら体を動かして健康維持に役立
てましょう●4月10日(木)～平成27年
3月19日(木)、Aコース:午前9時10分
〜10時25分、Bコース:午前10時30分
〜11時45分。8月はお休み●55歳以
上、各コース100人 ●3,600円(全
回分。保険代含む)●上履き、タオルを
持参。　●申込み 2月12日(水)〜3月
13日(木)に と年齢を明記し
春一番！ ロビーコンサート
チェンバロとピアノによる演奏●2月
16日（日）午後零時30分〜1時30分
●

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

2/10（月）
2/24（月）
3/10（月）

ひな祭りウィーク
明治〜平成時代のおひな様、吊るし飾
り、折り紙のおひな様など多数展示●
2月17日(月)～3月3日(月)午前10時
〜午後4時30分●

作って食べよう
かまどでご飯とみそ汁を作ります●3
月23日(日)午前10時〜午後2時●小
中学生20人 ●500円●水筒、タオ
ルを持参。汚れてもよい服装で。　
●申込み 2月11日(火・祝)から か
第21回わびさび塾
早花月(さはなつき)の茶会セミナー●
3月9日(日)午後1時30分〜3時30分
●15人 ●2,000円(濃茶、薄茶付き)　
●申込み 2月11日(火・祝)から 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●3月
26日(水)午後1時〜3時●女性限定
15人 ●1,500円　　　
●申込み 前日までに か
茶室ちりめん細工展示
3月11日(火)～3月13日(木)午前10時
〜午後3時（13日は2時まで）●見学無
料。おもてなし：和菓子と煎茶など300
円(予約可)●
いろり端おはなし会
親子連れ歓迎、協力：かたらんらん●2
月17日(月)午前11時〜11時30分●

☎ 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●

2/20（木）
3/6（木）

犬のしつけ教室
3月8日(土)午前10時30分開始●雨
天中止●犬を連れて
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㉞横浜FCサッカースクール（Sクラス）
●午後3時30分〜●16,000円
㉟横浜FCサッカースクール（Mクラス）
●午後4時40分〜●16,000円
㊱横浜FCサッカースクール（Lクラス）
●午後5時50分〜●16,000円
㊲こどもバレエ（アリス）●午後3時25
分〜●7,000円
㊳こどもバレエ（マーメイド）●午後4
時30分〜●7,000円
㊴こどもバレエ（シンデレラ）●午後5
時35分〜●7,000円
◆土曜日（4月12日～6月21日）
㊵ジュニアHIPHOP●午前9時〜9時
50分●5,000円
㊶親子de英語リトミック●午前9時30
分〜●6,000円
このほか、ワンデー教室もあります。
詳細は か で。

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●

2/24（月）

☎ 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
介護者同士が集まり、交流することで
日頃の悩みや疲れをいやしましょう●
2月25日(火)午後1時30分〜3時●
区内在住の介護者、または介護を終え
た人15人 　
●申込み 2月11日(火・祝)〜2月24日
(月)に か

☎ 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2月12日（水）から
か

チルコロウィーク2014春
親子で楽しむイベントやおしゃべり会
など●2月15日(土)～3月5日(水)●
未就学児と家族 　
●申込み 2月12日(水)までに 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●2月26日(水)、3月8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●3月7
日（金）・15日（土）・26日（水）いずれも
午前10時〜午後４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●2月15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●2月15日(土)午前11時〜
正午●未就学児と家族 　●
公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎●2月27日(木)午前
10時30分〜正午●雨天時3月6日（木）
●ききょう公園（中川五丁目10）●

☎・  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

英会話を楽しもう!（初・中級）（全5回）
アメリカ人のメアリー先生が、英会話を
分かりやすく楽しく教えてくれます●2
月24日、3月3日・10日・24日・31日い
ずれも月曜日、初級:午前9時30分〜
10時30分、中級:午前10時30分〜
11時30分●各級10人 ●1,500円

（全回分）●筆記用具を持参　
●申込み 2月20日(木)までに か
春を迎えるコンサート
アレグロ・モデラートによるチェンバロ
演奏とアカペラをお楽しみください●
2月23日(日)午後2時〜3時●30人 　
●申込み 2月20日(木)までに か

☎・  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
●休館日●

火・木曜日

おはなしのこみち 
「お楽しみおはなし会 たまには大人版」
眠り王(ギリシャ)、ヘビの精(インド)ほ
か大人向けの昔話を楽しんでみません
か●2月24日(月)午後1時30分〜3時
●

☎・  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

パパも一緒に! 親子体操
段ボールロボットを作って遊ぼう！●3
月2日(日)午前10時〜11時●走れる
未就園児と親20組 ●300円　
●申込み 2月11日(火・祝)〜3月1日
(土)に か か、 と子の年齢(月
齢まで)を明記し

☎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）

ふるさと横浜探検　「バスツアー　
鉢形城と埼玉の史跡を訪ねて」　
当館の学芸員や専門家が解説しなが
ら、横浜ゆかりの史跡や文化財を巡り
ます。健脚の人向け●３月１９日（水）博
物館集合・解散●４０人 ●３,５００円　
●申込み３月５日（水）必着。 と年
齢、どこでこの催しを知ったかを記入し

。はがき１枚につき一人まで。
ラストサタデープログラム　
2月22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。今月は近
世ブースの解説。常設展のチケットが
必要●いずれも

☎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●

2/24（月）

春の定期スポーツ教室（全10回）
●申込み 各教室とも と教室名、
年齢を明記し、 か か 。2月22日

（土）必着。＊印は託児有り（事前申込
制、有料 ）。時間記載のない教室は
全て1時間。詳細は、 か で。
▶大人向け　

（記載のないものは16歳以上 ）
◆火曜日（4月8日～6月24日）
①バドミントン（中級）●午前9時〜10
時45分●9,000円
②＊シェイプアップ●午前11時〜●
4,000円
③ベリーダンス初級●午後零時30分
〜●8,000円
④ベリーダンス入門●午後1時45分〜
●8,000円
⑤らくらくトレーニング＆ストレッチ●午
後1時20分〜●50歳以上●4,000円 
◆水曜日（4月9日～6月18日）
⑥＊ビューティーアップ●午前11時〜

●4,000円
⑦＊ビューティーコンディショニング●
午後零時10分〜零時50分●3,000円
⑧いきいき健康体操●午後1時10分
〜●50歳以上●4,000円
◆木曜日（4月10日～6月12日）
⑨卓球モーニング●午前9時〜10時
45分●7,000円
⑩木曜ピラティス●午前9時30分〜●
5,000円
⑪ヨガ●午前10時50分〜●5,000円
⑫パワーヨガ50●正午〜午後零時50
分●4,500円
⑬骨盤底筋エクササイズ●正午〜午後
零時50分●6,000円
⑭骨盤エクササイズ●午後1時〜1時
50分●6,000円
⑮太極拳●午後1時25分〜2時45分
●5,000円
⑯社交ダンス●午後1時30分〜2時
50分●5,500円
◆金曜日（4月11日～6月13日）
⑰＊バドミントンモーニング●午前9時
〜10時45分●9,000円
⑱＊金曜ピラティス●午前11時30分
〜●5,000円
⑲美姿勢〜ストレッチポール●午後零
時40分〜●5,000円
⑳フラダンス●午後1時〜●8,000円
㉑腰痛予防トレーニング＆ストレッチ●
午後1時50分〜●4,000円
㉒カラダ☆メンテナンス●午後2時15
分〜●5,000円　
㉓バドミントンナイト●午後7時〜8時
45分●9,000円
▶親子・子ども向け　

（全て 。対象年齢など詳細は か で。）
◆火曜日（4月8日～6月24日）
㉔ベビーマッサージ●午前10時〜●
8,000円
㉕はじめての親子体操●午前11時
10分〜●8,000円
㉖ジュニア体操●午後3時45分〜5時
●4,500円
㉗苦手チャレンジ●午後5時15分〜6
時30分●4,500円
◆水曜日（4月9日～6月18日）
㉘わくわく親子体操●午前9時15分
〜●5,000円
㉙ 幼 児 体 操１● 午 後2時30分〜●
4,500円
㉚ 幼 児 体 操２● 午 後3時45分〜●
4,500円
◆木曜日（4月10日～6月12日）
㉛ベビー体操(はいはい)●午前11時
10分〜●8,000円
㉜ベビー体操(よちよち)●午後零時
20分〜●8,000円
◆金曜日（4月11日～6月13日）
㉝うきうき親子体操●午前9時15分
〜●5,000円

☎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（2か月〜未就学児）。 
4日前の午後5時までに要事前予約】
ママはお天気博士
NHK気象キャスター平井信行氏が、
天気から読み解く身近な環境問題
について語ります●3月18日(火)
午前10時30分〜正午●80人 ●
800円　●申込み 2月11日(火・祝)
から か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

あざみ野フォト・アニュアル
横浜市所蔵カメラ・写真コレクション
展「戦争とカメラ」と現代作家の企
画展「写真の境界」を同時開催●2
月23日（日）まで、午前10時〜午後6
時●無料●

ショーケースギャラリー　小野耕石展 
「Hundred Layers of Colors」
2月23日（日）まで、午前9時〜午後9
時●無料●

あざみ野カレッジ「3.11を忘れない　
震災とアート活動」
講師：ビルド・フルーガス代表 高田彩
氏、アーティスト 鉾井喬（ほこい たか
し）氏●3月15日（土）午後2時〜4時
●高校生以上40人 ●無料　
●申込み 3月1日（土）までに か、

と年齢を明記して か

●問合せ　都筑警察署　 949-0110

　未公開株、社債、投資などの電話勧誘やリフォーム工事の訪問販売、
貴金属の押し売りなどの相談件数が増えています。
　不必要なセールスはきっぱり断りましょう。「おかしいな、不安だな。」
と思ったら、すぐに警察にご相談を。

都筑警察署からのお知らせです。
高齢者を狙う悪質商法に注意！

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。

第５６回　区民ジュニアテニストーナメント
３月26日（水）・27日（木）・28日（金）・31
（月）／長坂谷公園（第１）、都田公園、
新横浜公園／区内在住、在学、加盟団
体登録員／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　＊保護者の同意が必要／
① 一 人２,０００円　② 一 組２，５００円　
申込み２月11日（火・祝）～２月17日

（月）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）
http://www6.ocn.ne.jp/~tudukit/

外
そと

尾
お

悦
えつ

郎
ろう

　講演会
世界遺産「サグラダファミリア」 ガウ
ディに魅せられた日本人彫刻家／４月９
日（水）午後7時開演（6時30分開場）／都
筑公会堂／600人 ／前売り券1,000
円、当日券1,500円（区役所１階売店で
販売中）　＊高校生以下は２００人 ま
で無料　申込み２月11日（火・祝）から
氏名、電話番号を明記し か
●問合せ　横浜都筑文化施設プロ

ジェクト　牧　千恵子　 ４７４-０６９０　
violin564356@gmail.com

第７回　都筑想続塾
円満相続に向けて一緒に勉強しましょ
う。「想いを伝える相続のキホン」／２
月26日（水）午前9時40分～11時40
分／都筑公会堂　第2会議室／30人

／1,000円　申込み 事前に か、
を明記し か 。

●問合せ　山下　 ・ 511-7399　
info@keika.jpn.org

写真展「地域の中で子どもが育つ　 
自然の中で子どもと育つ」
区内の身近な公園から神奈川県内の
山や海をフィールドにのびのびと育つ
子どもたちの表情、体験を写した写真
展 です／２月20日（木）～２月26日
（水）／区総合庁舎1階区民ホール／
●問合せ　NPO法人　もあなキッズ
自然楽校　丹治　 ・ 342-8389
健康わくわくノルディックウオーク
筋力アップ、健康増進に効果的なウ
オーキング／２月、３月の毎週金曜日／
行程：センター北駅～センター南駅～
都筑中央公園／40人 　＊歩くこと

に不 安 のある人 は事 前に要 相 談／
500円（保険代・レンタルポール代金）　
申込み 事前に か、 と年齢、性
別を明記し
●問合せ　健康わくわくノルディック　
加藤　 914-6220　 914-6221
介護する側の思いを語る
介護について悩み、不安などを声に出
して話し合いましょう。主催：都筑相談
窓口／３月15日（土）午前10時～正午／
かけはし都筑　団体交流室ⅡＢ／10
人／
●問合せ　W.Co　ふれあい都筑　　
飯泉　 943-1266　 943-1051
第３回あったか復興支援「わすれない３．１１」
①講演と対話／３月８日（土）午後１時
30分～5時／センター北「YOTSUBA
KO（ヨツバコ）」５階／６０人／５００円／

　②復興広場：チャリティーと交流の
広場／３月９日（日）午前１１時～午後３
時／センター北駅前「広場公園」／
●問合せ　つづき楽校　図子（ずし）　
０９０-６１１６-３３２６

卓球協会事務局から
◆仲町台都筑レディース卓球大会
３月13日（木）午前９時～午後３時／仲
町台地区センター体育室／都筑区近
隣に在住で、１６歳以上の女性卓球愛
好者９０人 ／６００円　申込み２月11
日（火・祝）から、都筑区卓球協会事務

局と仲町台地区センターで配布する
申込書を か郵送。詳細は申込書で。
◆卓球スクール（全10回）参加者募集
3月10日～6月9日の月曜日、午後1時～3
時／都筑スポーツセンター／16歳以上
60人 ／7,000円（全回分）　申込み２
月11日（火・祝）から か、 と年齢、
性別を明記し
●問合せ　都筑区卓球協会事務局　
阿部　 ・ ５９３-９９０４

キミも英語で遊ぼう　参加者募集
地域の子どもたちが学年に関係なく
英語を楽しめるよう、多彩なメニュー
を取り入れています／毎月2回土曜日、
午前10時～11時20分／北山田地区セ
ンターほか／小学生 ／月2,000円

（教材費を含む）　申込み 2月12日（水）
から か、 と学年を明記し、 　
●問合せ　藤井　 ・ 593-5372　
子育てサークル「びすけっと」 
お友達募集！
工作や外遊びなど、ママたちで企画・運
営している親子サークルです。ポポラ主
催の「チルコロウィーク」に2月20日（木）
に参加します。見学＆体験大歓迎！／月３
回／かけはし都筑ほか／１歳半以上の
未就園児とママ／１か月100円
●問合せ　鈴木　 090-8598-1652

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 ２月２５日、３月１１日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ２月２７日、３月１３日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ２月２０日、３月６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７月出産予定の人
　→３月７日（金）・１４日（金）・１７日（月）・２８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。

３月	４	日（火）乳幼児 午前９時３０分〜１０時３０分
　　  　　　  妊産婦 午前９時１０分
３月２６日（水）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・問合せ 	健康づくり係　 	９４８–２３５０　 	９４８–２３５４
エイズ検査 ２月１３日・２０日・２７日、３月６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

２月２６日（水）午後、３月７日（金）午後、３月１１日（火）午前
保健師・栄養士による個別相談。生活習慣病予防、糖尿病や高血圧の食
事療法、離乳食や幼児食についてなど。

禁煙相談 ３月１１日（火）午前　禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。
麻しん風しん（MR）
予防接種のご案内

平成26年４月に小学校１年生となる、麻しん風しん（MR）の予防接種を２
回受けていないお子さんは、平成26年３月31日までに接種しましょう。

がん検診
無料クーポン券の
ご案内

平成25年度の対象者に送付した子宮頸がん・乳がん・大腸がんの無料
クーポン券は、有効期限が平成26年３月31日となっています。まだ使
用していない人はお早目にご使用ください。

予約制

予約制

予約・問合せ 	障害支援担当　 	９４８–２３４８　 	９４８–２４９０
精神保健相談 ２月１３日（木）・１７日（月）・２７日（木）、３月５日（水）

※時間は問合せを。専門医による心の病、ひきこもり 
などの相談。予約制

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

２月１４日（金）午前、３月１４日（金）午前
専門医による高齢者の物忘れ、認知症、心の病などの相談。

都筑むつみ会
「リハビリ教室」

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 	神奈川県結核予防会　 	２５１–２３６３　　　　
乳がん検診
（視触診・マンモグラ
フィ検査）
	２５１–２３６３

３月２６日（水）午前▶２月２６日（水）～３月１９日（水）に予約受付
　　　　　　　　　（予約受付時間：午後1時～4時）
※ 検診当日の受付時間は予約時にお伝えします。 

妊娠中、授乳中の人はご遠慮ください。　
対象 市内在住の40歳以上の女性（２年度に１回）　定員 40人
料金 視触診：690円、マンモグラフィ：680円

★３月26日の乳がん検診で、お子さんの一時保育を実施します。
　都筑区役所会場での乳がん検診最終回特別企画として、３月26日の乳がん検診時
にお子さんの一時保育を実施します。
保育時間 予約時間10分前からマンモグラフィ検査終了まで　料金 無料　
予約不要 当日、乳がん検診受付でお申し出ください。

問合せ先●健康づくり係　 948-2350
★平成26年度から都筑区役所会場での乳がん検診は廃止となります。
　実施医療機関での乳がん検診は引き続き行いますので、そちらをご利用ください（横
浜市乳がん検診実施医療機関であれば都筑区外の医療機関でも受診できます）。

有		料 予約制

予約制
予約制

予約制

予約不要

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。＊


