
農業が
盛んなまち都筑
都筑区の農家戸数は
横浜市内１位、
農地面積は２位

地産地消で
イイこと

新鮮でおいしい！
生産者の顔が見える！
環境にやさしい！

　区民の皆さま、明けましておめでとうございます。旧年中は、
区政の推進にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　いよいよ都筑区制20周年の節目の年を迎えました。11月の

記念式典をはじめ、さまざまな形で、この20周年を区民の皆さまと一体となって盛り上げていきたいと考えています。
　また、今年は魅力ある地域の特性を活かした「まちがにぎわう」、安心して子育てができる環境整備などの「こどもが輝く」、
自助・共助条例を踏まえた防災対策などの「安心して暮らせる」等の施策を重点と位置
付け、職員一同全力で取り組んでまいります。
　皆さまにとって、素晴らしい一年となりますよう心からお祈り申し上げます。

平成26年1月
都筑区長  中村  香織

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

　都筑区の特色の一つである農業を応援する地産地消の取組は、都筑区の魅力
アップにつながっています。そんな区内の地産地消の取組を一挙にご紹介します。
　区制20周年の今年は、都筑の野菜で食卓を笑顔に！ 区制20周年の今年、
「いただきます！ 都筑野菜」の取組を通じ、都筑野菜を応援します。

都筑野菜を販売する直売所、都筑
野菜を使う飲食店などは「いただきます！都筑野菜」
のロゴが入ったステッカーやリーフレットが目印です。
このロゴを見つけたときは都筑野菜を味わうチャン
スです。ぜひご賞味ください！

都筑野菜に出会うには

会場
日時

　昨年11月に横浜市で開催された、障害者が作るパンと菓
子の全国大会「チャレンジドカップ～夢のパン・菓子コンテス
ト」決勝で、見事「アイデア賞」を受賞しました。都筑野菜を
使った「小松菜シフォンケーキ」をぜひ召し上がってください。

　農業に関心のある人が集まり、協力農家で簡単な農
作業指導を受け、区内農業の担い手としてボランティ
ア活動を行うほか、地産地消に関するイベント（料理教
室や収穫体験など）を開催しています。
　詳しくは、

●京セラ株式会社 横浜事業所
　近年、都筑野菜を取り入れる区内企業が増えて
います。そのうちの一つ、京セラ株式
会社では、地域貢献活動として区内
の農家から旬の野菜を直接仕入れ、
食堂メニューに組み入れています。
　皆さんの社員食堂でも活用してみ
ませんか？

午前10時～午後5時（木・日曜日、祝日休み）営業時間
 荏田南五丁目7-9　アスタ荏田 　   942-9600所 在 地

●地産地消の取組の詳しいご案内
●都筑野菜を食べられる場所
●「いただきます！ 都筑野菜」について、詳しくは 検 索いただきます！都筑野菜

そのほか区内で買える場所は、
検 索都筑野菜　区内店舗

検 索都筑野菜応援事業

野菜のおいしい

食べ方も学べるし
、

家庭菜園の参考に
も

なりますよ。

▲
農作業のお手伝い

◀料理教室の様子

食堂にポスターを掲示▶

▲受賞した小松菜
　シフォンケーキ

地産地消！食べて！知って！
いただきます！都筑野菜

都筑区制

20周年！

今年は

特集1

センター南駅センター南駅

荏田南

加賀原

東方町

都筑でとれ
た

小松菜、大
根を使って

、

お雑煮を作
ってみまし

た。

JA横浜
「きた地区JAまつり」の宝船

◆…直売所や朝市開催場所

 問合せ●企画調整係　　948-2226　　948-2399

都筑野菜を応援

都筑野菜を買う

都筑野菜を食べる❷

都筑野菜を食べる❶

　区内農家が直接販売しています。作り手の顔が
見えて安心。おいしい新鮮野菜が手に入ります！
 区総合庁舎駐車場横
 毎月第２・４土曜日、
 午前９時～正午
 （売り切れ次第終了）

●Asuta Café
ア　ス　 タ カ  フェ

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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区の花［サクラソウ］▶

《特集1》特集１　いただきます！都筑野菜～知って！食べて！地産地消！～・・・
区役所からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《連載1》まちのためにありがとう！　地域で活躍する家庭防災員の皆さん・・・
《連載2》ことばとこころを育てあう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《特集2》災害に備えて知っておきたい二つのこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
施設からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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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…209,600人（平成２5年12月１日現在・前月比3人増）

世帯数…79,153世帯（平成２5年12月１日現在・前月比14世帯減）

交通事故発生件数…665件　
	 死者3人／負傷者821人（平成２5年１月１日〜11月30日）

火災発生件数…52件（平成２5年１月１日〜11月30日）

《区の概要》●都筑図書館の休館日●
1月14日（火）	
2月17日（月）

●都筑公会堂の休館日●
1月20日（月）	
2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

おやこヘルスアップセミナー
パクパクくらす

　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8回●ご存じですか？ 家庭防災員
　家庭防災員は、防火、防災に関する知識、技術を身に付けていただくた
め、１年間で防火、救急、地震風水害の３種類の研修を受講していただき、
自らの手で自らを守るのはもちろんのこと、地域防災の担い手としても大

いに期待されています。都筑区では今年度
137人が、自治会町内会の推薦に基づき研修
を受講しました。
　研修では、消火器の使い方や心肺蘇生法、災
害図上訓練といった実技を少人数形式で体験
します。研修は平日だけではなく、休日にも開催

され、より多くの受講者が受けやすいようにカ
リキュラムが組まれています。
　研修を修了した家庭防災員のなかには、地
域の人と防災研修会を開催し、自治会町内会
の防災訓練を支援するなど、積極的な取組も
なされています。

連
載

地域で する活活躍躍まちのた
めに

ありがとう
！

の皆さん家庭防災員

●問合せ　都筑消防署　予防課予防係　　・　９４５-０１１９

第２回 都筑区自治会町内会 
川柳コンクール 作品募集

自治会町内会、商店街、消防団など、さ
まざまな地域活動を通じて起きた何げ
ない出来事や、近隣住民との交流、ふ
れあいなど、ユーモアあふれるセンスで
表現した川柳作品を募集します。最優
秀作品賞、優秀作品賞、佳作及び特別
賞・子ども部門賞などを表彰します。　
対象区内在住・在勤・在学または区内で
活動している人　申込み・問合せ先1月
31日（金）までに川柳作品、 と年
齢、性別、学年を明記し、 か か 。
〒２２４-００３２　茅ケ崎中央３２-１　
都筑区役所　地域振興課　
９４８-２２３１　 ９４８-２２３９　
tz-suishin@city.yokohama.jp

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。
日時 2月3日（月）午前10時〜11時
30分（受付は午前9時45分〜55分）　
会場区役所1階健診室　対象 区内在
住の2歳〜就学前の子と親20組 　
＊保護者だけでも参加可。　
持ち物筆記用具、手拭きタオル　
＊測定ははだしで行います。　
●申込み　1月14日（火）から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

おやこヘルスアップセミナー
体操くらす

親子で楽しく体操してみませんか?　
ママの体内年齢測定もあります。
日時 2月24日(月)午前10時〜11時
30分(受付は午前9時45分〜55分)
会場区役所1階機能訓練室　
対象 区内在住の2歳〜就学前の子と
親20組 　＊保護者だけでも参加可。
妊娠中の人の参加はご遠慮ください。
持ち物 タオル、飲み物  ＊測定ははだし
で行います。　
●申込み　1月14日(火)から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

区制20周年  
カレンダー 2014 の配布

1月10日（金）から、区役所1階総合案
内窓口で、区内の緑の風景を掲載した

「区制20周年 都筑 みどりの風景 カレ
ンダー2014」を配布します。なくなり
次第終了となります。事前予約は受け
付けません。
●問合せ　企画調整係　
948-2227　 948-2399

◆ぬいぐるみのおとまり会
ぬいぐるみと一緒に楽しむ特別おはな
し会です。おはなし会の後、ぬいぐるみ
たちが都筑図書館にお泊りします。翌
日午後、お預かりしたぬいぐるみの返
却と絵本の貸し出しをします。
ぬいぐるみと一緒におはなし会：2月
11日(火・祝)①午前11時開始 ②午後
2時開始　＊各回同一内容／ぬいぐる
みの引き渡し・絵本の貸し出し：2月12
日(水)午後1時〜5時　会場 都筑図書
館　対象 一人でおはなしが聞ける子、
各回10人 　
●申込み　1月21日(火)から か
◆区内の小学生による読書感想画展示
～子どもたちが描くものがたりの世界
区内小学校の子どもたちの読書感想
画作品を展示します。
日程1月17日（金）～1月23日（木）　
会場区総合庁舎1階区民ホール／
●問合せ　都筑図書館　
948-2424　 948-2432

都筑図書館から

「若年性認知症について」講師：横浜市
総合保健医療センター精神科医　医
長　古川良子氏　
日時1月31日（金）午後2時〜4時　
会場 池 辺 町 連 合 自 治 会 館（池 辺 町
2718番地）　対象 50人 　
●申込み　加賀原地域ケアプラザか高
齢・障害支援担当へ
●問合せ　加賀原地域ケアプラザ　
944-4641　 944-4642

高齢支援担当　　　　　
948-2304～6　 948-2490

認知症ミニフォーラム

「脳卒中予防は生活の見直しから始め
よう！」講師：横浜市立脳血管医療セン
ター　脳卒中リハビリテーション認定
看護師　村木文子氏　発表：中途障害
者地域活動センター都筑むつみ会利
用者による「体験談」
日時１月３０日（木）午後１時３０分〜３
時３０分　会場区役所６階大会議室　
対象１００人 　●申込み　1月24日

（金）までに高齢支援担当に か
を明記して 　
●問合せ　高齢支援担当
948-2304～6　 948-2490

今日から始めよう！脳卒中予防

「大人の発達障害診断と最新の治療
について」講師：昭和大学付属烏山病
院　院長　加藤進昌氏
日時 3月15日（土）午後1時〜3時（午
後零時30分開場）　会場区役所6階大
会議室　定員200人 　●申込み　1月
14日（火）から か を明記し 　
●問合せ　障害支援担当　
948-2348　 948-2490

精神保健福祉普及啓発講演会

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）。
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。各コース同内容。

日
時

2月26日（水）
28日（金）

午前10時30分
〜11時30分

3月		7日（金）
10日（月）

午前10時30分
〜11時30分

会
場・申
込
み
先

中川
地域ケアプラザ
500-9321

葛が谷
地域ケアプラザ
９43-５951

申
込
み
方
法

1月28日(火)
午前10時から

2月7日(金)
午前10時から

●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

　都筑区では、平成22年度から、中小製造業の取引機会・販路の拡大を支援する
取組を実施し、区内企業のオンリーワン技術、優れた製品など
を「メイドインつづき」としてＰＲしています。

都筑区役所が区内の中小製造業をＰＲ！

の取組の取組メイドインつづきメイドインつづき

区内の中小製造業23社の「メイドインつづき」を紹介します！
　金属加工、電気・電子、機械、化学・プラスチックといった分野
の都筑区内企業23社のオンリーワン技術、優れた製品を紹
介した冊子を発行します。
　区民の皆さんに区内中小製造業への理解を深めていただく
ことはもちろん、区内企業やテクニカルショウヨコハマなどで配
布し、販路拡大・企業間交流を応援します。

「テクニカルショウヨコハマ2014」へ「メイドインつづきブース」を出展します！
　テクニカルショウヨコハマは、県下最大の工業
技術・製品に関する総合見本市で、新技術・新製
品発信、新規顧客獲得や商談の場として、さまざ
まなビジネスチャンスが期待されます。
　都筑区では、「メイドインつづきブース」を出
展し、紹介冊子に掲載された企業のうち10社の
優れた技術・製品などを展示します。ぜひ会場へ
お越しださい。

発行予定の
中小製造業紹介冊子

昨年のテクニカルショウヨコハマ2013
メイドインつづきブースの様子

２月５日（水）～２月７日（金）午前10時～午後5時日時
パシフィコ横浜展示ホールＣ･Ｄ
（西区みなとみらい一丁目1-1）／入場無料

会場

●テクニカルショウヨコハマ2014 ● ※入場には、事前登録が必要です。詳しく
は、テクニカルショウヨコハマ2014公式
サイト（http://www.tech-yokohama.jp/
tech2014/）をご覧ください。

問合せ●企画調整係　　948-2226　　948-2399

【訂正とお詫び】
　広報よこはま都筑区版平成25
年12月号に掲載した内容に誤りが
ありました。
　都筑区休日急患診療所の診察日
は日曜、祝日と12月30日～1月3日
です。
　訂正してお詫びします。
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問合せ●緑税務署　個人課税部門　 ９７２-７７７１㈹

本の紹介コラム ～都筑図書館司書から～
とと をを育てあう

連
載
2 3

「ことばとこころを育てあう」をテーマに、３回にわたり、
都筑図書館司書が本を紹介します。

　わらべうた、絵本についての本を紹介してきたコラムも最終回となりまし
た。今回は、子どもの心と言葉の発達についての本をご紹介します。お子さん
のことばの力の成長と子育てのヒントとしてお役立ていただければ幸いです。

　図書館は、子育て世代の味方です。本について、分からないこと、困ったことが
あったら、図書館へお越しください。総合案内窓口にいる司書が、解決のお手伝
いをします。絵本の選び方、わらべうたのこと、なんでも気軽にお尋ねください。

●第３回（最終回）● 「子どもの育ち　ことばの育ち」

子どもの育ちを支える絵本  ［脇明子／編著　岩波書店］
　この本では、たくさんの絵本と、幼稚園･保育園などでその
絵本を読んだ子どもたちの様子が紹介されています。『かばく
ん』を読んだ子どもたちが大きな口をあけて元気よく食事する
ようになるなど、絵本で体験したことを子どもたちが取り入れ
て楽しむエピソードがたくさんあります。子どもたちの心の成長
のために、絵本を読む体験が重要であることがわかる本です。

0歳児がことばを獲得するとき  ［正高信男／著　中央公論新社］
　赤ちゃんが言葉を獲得するときに、お母さんの声や働きか
けがどのような役割を果たすか、著者の体験や実験を踏まえ
て解説しています。
　著者はサルの研究者ですが、自分の子どもが生まれたのを
きっかけに、赤ちゃんの研究を始めました。お父さんのことは
「トートー」と呼び、まったくの別人を「パパ」と呼ぶなど、時々
交えられるお子さんとのエピソードが楽しいです。

問合せ●都筑図書館　　948-2424　　948-2432

●ことばの発達について、少し専門的な本をご紹介します。●

緑税務署の駐車場は使用できませんので、お車での来署はご遠慮ください。
●●●● 平成２５年分の確定申告～申告書の受付・納税～ ●●●●

●所得税・復興特別所得税 …………………… 2月17日（月）～3月17日（月）
●贈与税 …………………………………………… 2月3日（月）～3月17日（月）
●個人事業者の消費税・地方消費税 ………………………… 3月3１日（月）まで
＊作成済みの還付申告書は2月14日（金）以前でも提出できます。
＊納税は安心・便利な振替納税をぜひご利用ください。所得税・復興特別所得税は4月22日
（火）、個人事業者の消費税・地方消費税は4月24日（木）が口座振替日です。

●●●●●●●● 緑税務署の申告書作成会場 ●●●●●●●●
期間 2月3日（月）～3月17日（月）（土・日曜日・祝日はお休み）

※2月23日（日）、3月2日（日）は、相談、申告書の受付、用紙の配付のみを行います。
時間 受付：午前8時30分～午後5時、相談：午前9時15分～午後5時

混雑時は、受付を早めに締切ることがありますので、なるべく午後４時頃ま
でにお越しください。

●●● 税理士による小規模納税者などのための無料申告相談 ●●●
対象者 緑区・青葉区・都筑区に納税地のある、

●小規模納税者などの所得税・復興特別所得税・個人事業者の消費税・地
方消費税の申告

●年金受給者・給与所得者の所得税の申告（土地・建物、株式などの譲渡
所得のある場合を除く）

＊相談内容が複雑なものはお受けできません。
持ち物 源泉徴収票などの確定申告に必要となる書類

デザイン画作成
木村良恵さん

　区総合庁舎内で、約
２，０００人が展示・舞台
作品を発表します。

　期間中、楽しい催し物を行いますので、多くの皆さんのご
来場をお待ちしています。

主催●都筑区民文化祭実行委員会
共催●都筑区役所

日程●1月２４日　 ～２月１５日
会場●区総合庁舎１階区民ホール・都筑公会堂
※入場・鑑賞は無料ですが、展示部門特設体験コーナーは有料となります。

文化祭プレイベント

日時
会場

１月1８日（土）正午～午後１時
港北みなも1階
（地下鉄センター北駅・センター南駅徒歩5分）

オープニングセレモニー

日時

会場

１月19日（日）
午後1時～1時30分
区総合庁舎１階区民ホール

　 tzbunkasai@yahoo.co.jp　　 http://webyoko.com/bunkasai/
都筑区役所　地域振興課　区民活動係　　 ９４８-２２３６　　 ９４８-２２３９

●伝統芸能／１月２４日（金）午後１時～5時
●ロック＆ジャズ＆ポップス／1月２５日（土）午後１時～5時
●クラシック／1月２６日（日）午後1時～6時
●パフォーマンス／２月１日（土）午後1時～7時30分

※初日の1月24日（金）は午前11時から、最終日の2月15日（土）は午後3時までです。
●書道、工芸①（木製品、土製品ほか）／１月２５日（土）～ １月2８日（火）
●絵画、工芸②（繊維製品、紙製品ほか）／１月2９日（水）～２月１日（土）
●写真、花（生け花ほか）／２月１１日（火・祝）～ ２月１５日（土）

●カードケース作り：１月２５日（土） ●小鳥ブローチ色づけ：１月２６日（日）
●ブレスレット作り：１月２６日（日） ●お抹茶コーナー：2月11日（火・祝）

舞台
部門

展示
部門

会場●都筑公会堂

会場●区総合庁舎１階区民ホール 展示時間●午前１０時～午後5時

展示部門特設体験コーナー
会場 区総合庁舎１階区民ホール　　　　　当日先着順申込み

問合せ●都筑区民文化祭実行委員会事務局

イベントスケジュール

金 土

都筑区民文化祭開催！都筑区民文化祭開催！都筑区民文化祭開催！第1８回

都筑は文化の宝箱都筑は文化の宝箱

プログラムの詳細は　 でご確認ください。

緑 税 務 署 からの お 知らせ
問合せ●運営調整係　　948-2342　　948-2354

民生委員・児童委員、主任児童委員民生委員・児童委員、主任児童委員
頼れる身近な相談役

が

　子育てや高齢者の介護などの相談に応じ、区役所や関係
機関との懸け橋となる活動をしている民生委員・児童委員、
主任児童委員の皆さんが、このたび、区長から委嘱状を受
け取り、新たに活動を始めました。
　各委員の任期は３年で、新たに地域から推薦された52人
を含む１７６人が委嘱されました。
　各委員は、自治会町内会やマンション管理組合などから
の推薦を受けて活動をする、頼れる身近な存在です。一人

暮らしをしている高齢者のお
宅への訪問や子育て中のマ
マたちが集うサロンの企画・
運営など、さまざまな活動を
しています。各委員は相談する人の秘密を守るこ
とが法律で定められていますので、お気軽にご相
談ください。皆さんの地域を担当する各委員を知
りたい場合は、区役所までお尋ねください。

民生委員・児童委員の
自宅にはこの門標が
あります

区長から委嘱状が渡されました

民生委員・児童委員、主任児童委員の詳しい活動内容は
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/mj/をご覧ください。

新たな
スタート

　第２期都筑区地域福祉保健計画や、こども・青少
年育成計画を推進する取組を発表する「つづき　
あい　フォーラム」を開催します。また、区内各連
合自治会町内会やグループの取組を紹介するパ
ネル展を行います。ぜひ、お越しください！

つづき あい
フォーラム

開催！

２月２日（日）午後１時30分～３時30分（午後１時受付開始）
都筑公会堂　　　　区民３００人／　 無料・事前申込不要
活動報告、パネルディスカッションなど
●かちだ地区における見守り活動と健康づくりの取組
●「はぁと de ボランティア」における取組
●山田地区社会福祉協議会における福祉活動の取組

日時
会場 対象
内容

同時開催パネル展同時開催パネル展
区内１５連合自治会町内会エリアでの「地区別計画」の取組などを展示します。
日時●２月２日（日）午後1時～2月10日（月）正午
会場●区総合庁舎1階区民ホール／

●問合せ●事業企画係　　９４８‐２３４４　　９４８‐２３５４

　つづき人交流フェスタは、都筑区内の団体やグループの活動を、より多
くの区民の皆さんにPRするとともに、出展する団体・グループ同士がつな
がるきっかけとして、開催するイベントです。
　参加団体も来場者も、より一層楽しめるイベントを、自分たちの手で一
から作り上げていくプロデューサー（運営委員）を募集します。都筑区の市
民活動、生涯学習を盛り上げていきたい人、ぜひ名乗りを上げてください！

～都筑区で活動するグループのPRイベントを企画・実施しませんか～～都筑区で活動するグループのPRイベントを企画・実施しませんか～

検 索都筑区　つづき人問合せ●区民活動センター　　９４８‐２２３７　　９４３‐１３４９

こんな人を募集しています
●イベントを企画したい人
●仲間と一つの目標に向かって頑張りたい人

　　　　　区内公共施設などで配布している募集
チラシに必要事項を記載の上、区役所１階区民活動
センターの窓口へ直接お申し込みください。
　　　　　１月31日（金）まで（休館日を除く）

応募方法

募集期間

プロデューサー（運営委員）募集
びと

つづき人  　交流フェスタ平成26年度からの

開催月日 会場 最寄り駅 相談時間

2月6日(木)
　　7日(金) 都筑公会堂

市営地下鉄
センター南駅

徒歩6分

受付：午前9時15分開始
相談：午前9時30分～午後3時30分

（正午〜午後1時を除く）
＊来場者が多いときは、開始直後に当日分
の受付を締切る場合があります。

都筑区以外の会場についてはお問い合わせください。



ステップ3

発 

災

発災後～３日目発災前（日頃の備え）

自助

共助

●家の耐震化
●家具の転倒・落下・移動
防止対策

●備蓄品の準備
●家族との安否確認方法、
避難場所の確認

自らが、自分や家族を守るために行う備えや行動

●日頃から近所で声掛けをしましょう
近隣の皆さんで、互いの安全・安心のために協力し合う地域に

いざというときに助け合えるよう「顔の見える関係」を
築いておきましょう。

共助

●家の耐震化
●家具の転倒・落下・移動
防止対策

●備蓄品の準備
●家族との安否確認方法、
避難場所の確認

自らが、自分や家族を守るために行う備えや行動

●日頃から近所で声掛けをしましょう
近隣の皆さんで、互いの安全・安心のために協力し合う地域に

いざというときに助け合えるよう「顔の見える関係」を
築いておきましょう。

自助

共助

●家の耐震化
●家具の転倒・落下・移動
防止対策

●備蓄品の準備
●家族との安否確認方法、
避難場所の確認

自らが、自分や家族を守るために行う備えや行動

●日頃から近所で声掛けをしましょう
近隣の皆さんで、互いの安全・安心のために協力し合う地域に

いざというときに助け合えるよう「顔の見える関係」を
築いておきましょう。

●日頃から近所で声掛けをしましょう
いざというときに助け合えるよう「顔
の見える関係」を築いておきましょう。

自宅 近くの安全な場所 広域避難場所

地域防災拠点

大地震が発生したら、まず身の安全を図り、火
の始末や、玄関のドア開放等を行いましょう。
また、避難するときは、必ず電気のブレー
カーのスイッチを切りましょう。

地域防災拠点とは、
家屋の倒壊などによ
り生活できない人が
一定期間避難生活を
送る場所です。

（いっとき避難場所等）

（小・中学校など区内27か所）

（公園など区内7か所）

家屋倒壊
などで自宅に
戻れないとき

大火災のとき
火・煙から身を
守るために

大火災のとき
火・煙から身を
守るために

大地震
発生

自　助
近隣の皆さんで、互いの安全・
安心のために協力し合う地域に

共　助

へ
可能な範囲で、地域での救助活動に協力する

災害に備えて災害に備えて 知っておきたい
　　　  二つのこと

防災・減災
特集

　地震が起きたときに少しでも被害を軽減するためには、各家庭や地域での日頃からの減災行動（災害に
よる被害をできるだけ小さくするための取組）が欠かせません。
　この機会に改めて、いざというときのための日頃の備えと行動を確認しておきましょう。　

特
集
2

ポイント
１

ポイント
１

ポイント
１

ポイント
１

ポイント
１

ポイント
１

ポイント
2

ポイント
2

ポイント
2

ポイント
2

への地震対策家具類家具類
　近年発生した地震でけがをした原因を調べると、約４割の人が、
家具類の転倒・落下・移動によるものでした。また、家具類の転倒に
よりガラスが飛散するなど、避難に支障が生じる場合もあります。
　けがを防止し、避難障害の発生を防ぐためには、「自助」として
ステップ1～4の家具類の転倒・落下・移動防止対策を行いましょう！

　災害時の応急医療についても基本は、「自助」、
「共助」です。
　もし実際に災害が起こり自分や家族、近所
の人がけが（軽症）をしてしまったら、自分自身
による手当て（自助）や家族、隣近所の助け合
いによる救護（共助）をお願いします。

（※）仮設救護所は、都筑区
役所（茅ケ崎中央32-1）と
休日急患診療所（牛久保西
一丁目23-４）の２か所に設
置されます。

　都筑区では発災後（特に72時間）は、区医師会の協力を得て、休日急患診療所と区役所の２か
所に仮設救護所を設置し、医療活動を行います（原則として診療所などでの診療は行いません）。
　地域に負傷者が多数いる場合や、仮設救護所へ来られない場合は、最寄りの地域防災拠点に連
絡をとり、区役所へ情報提供してください。

　まずは家具類への地震対策（左ページ　　　 参照）をして、けがをしな
いようにしましょう。
　けがに備えて、ばんそうこうや包帯、薬などの救急セットを各家庭に備
蓄しましょう。なお、全ての地域防災拠点にも応急手当用品（消毒液、包
帯、ばんそうこうなど）を配備しています。

けがをした際の止血方法や三角巾の取扱いなどを学ぶことができます。
自治会・町内会、事業所、学校などで開催が可能です。
詳しくは、都筑消防署予防課（　 945-0119）までお問い合わせください。

ステップ１

ステップ2

ステップ3

ステップ4

収納と居住スペースは分けよう！

レイアウトに注意しよう！

転倒・落下防止対策

移動防止対策

下記へ

下記へ

レイアウトに注意しよう！

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/
hp-bousaika/kaguten/handbook/

この記事は東京消防庁監修の「家具
類の転倒・落下・移動防止対策ハンド
ブック」を参考にしています。

参考ページ
仮 設 救 護 所

～求められる内発的な自助・共助
想定を超える災害から子どもを守る

今年の3月11日で東日本大震災から３年。
岩手県釡石市での防災教育や、『人が死なない防災』の著者として知られる片田氏による講演会を開催します。 

申込み

講師 片田 敏孝氏（群馬大学教授、釡石市防災・危機管理アドバイザー）
会場 ハウスクエア横浜１階 ハウスクエアホール（中川一丁目４－１） 募集人数 先着300人

２月14日（金）までに住所、氏名、年齢、連絡先、希望人数を記入しＥメールかFAX、
ハガキ、ホームページで。

都筑区防災・減災講演会 

日時 ３月２日（日）午後２時～３時30分（１時30分開場）

総務課　庶務係　　 948-2212　　 948-2208 
 tz-bousai@city.yokohama.jp

●問合せ・申込先●

検 索都筑区  防災  講演会

※手話通訳あり。 片田 敏孝氏▲

防災イベントも
あります！

区制
20周年
記念

区制
20周年
記念

センター北駅
センター南駅

都筑区役所 休日急患診療所

　大地震が起きたときには、自分で自分
の身を守ること（自助）と地域での助け合
い（共助）がとても大切です。
　今回は、地震が起こった際に家庭内で
けがをしないための家具
類への地震対策と、けが
をしてしまったときの対処
法について特集します。

重症の
場合

けがの程度が重い（家族や隣近所での救護が難しい）場合は、けが人を仮設救護所（※）へ搬送してください。

自分と周囲の人の
身の安全を確保する

自宅・事業所など

広域避難場所（区内7か所）

地域防災拠点（区内27か所）

近くの空き地や公園などへ
一時的に避難する

いっとき避難所

初期消火・救助を行う

けがをした場合

自宅にとどまる
自宅にとどまること
ができないときは
地域防災拠点へ

へ

自宅にとどまる

今いる場所に大規模な
火災が迫っている

今いる場所に
建物倒壊などの危険がある

今いる場所に
特に危険はない

火災が
収まったら

※震度5強以上の地震発生時には、全地域防災拠点が開設されます。

《取付け》 《家具の天板に強度がない場合の取付け》

《地域防災拠点のはたらき》避難してきた人の情報や地域の情報収集
●避難してきた要援護者の状況把握　●自宅の要援護者の安否確認

おおむね１０階以上に住んでいる人は、従来の転倒・落下
防止対策に加え、移動防止対策も行うことが大切です。

収納は納戸やクローゼットなどへ集中させ、生活空間に
家具類を置かないように努めましょう！

ステップ2

転倒・落下防止対策ステップ3

壁に穴を開けて固定する方法
●家具は、壁下地の柱、間柱、胴縁などに固定します。　●木ネジは長めのものを使用し、ネジ頭までしっかりねじ込みます。

家具の天板の後ろ側にしっかりとした桟の入っていないものは、
家具の幅全体に板を渡しネジ止めしてから金具を取付けます。
金具をネジ止めする際には、長めの木ネジを使用してください。

　壁にＬ型金具を用いて固定するに
は、壁の下地材に取付けることが大
切です。
　下地材の位置は、下地探知用セン
サーなどの機器、市販の専用プッシュ
ピンといった
器具、音による
打診により判
断できます。

　壁や柱にネジ止めできない場合、天井との間にポールを突っ張って、固定する方法などがあります。
　テレビがテレビ台へ
のネジ固定に対応し
ていない場合は、スト
ラップ式器具や粘着
マット式器具で固定し
ます。テレビの重量に
応じて、器具の数を増
やします。

　テレビは重心が高い
ため、テレビをテレビ台
に固定したのみでは、
台ごと転倒することが
あります。テレビ台に
も転倒防止対策を行う
ことが重要です。

壁に穴を開けずに固定する方法

《ポール式器具・ストッパー式器具の取付け方法》

まず
何をする？

問合せ●庶務係
　948-2212
　948-2208

横浜市防災計画の見直しにより、災害時の応急医療体制を強化するため、地域医療救護拠点
は廃止され、下記の体制となりました。（平成25年４月）

けがをしないためには、日頃の備え
が大切です！ 都筑消防署では

の指導を実施しています。

やっていますか
？

をしたらどうする？けがけが
地震が起きて

応急手当

１

2

揺
れ
が
収
ま
っ
た
ら

日頃から、区医師会をはじめと
する医療関係機関と連携訓練
を行っています。

さん

さおぶち

さおぶち

家具の配置を工夫しましょう
●家具は、転倒しても出入口をふさがない位置に配置する。
●ベッドは、たんすが倒れる位置に置かない。

危険！危険！

開き扉
ストッパー

ガラス飛散
防止
フィルム

照明落下
防止チェーン
特にコード1本の
つり下げ式照明に

有効

ガラス飛散
防止
フィルム

L字金具

粘着マット

柱や間柱のある壁に固定

間柱 ボコ
ボココン

コン

■両側と奥で家具に固定

　ポール式を使用
する場合は、ストッ
パー式やマット式と
併用し、家具の上
下に対策を取る。

突っ張り棒 ベニヤ板の天井には不向き

間柱間柱
間柱

家具

石こうボード ドライバーなどで打診▶Ｌ型
L型金具を下向きに
取付ける場合

あて板

家具幅に板を渡し、ネジで固定する。

家具 家具

壁

ねじが効いている
Ｌ型金具を板に固定

板厚さ12mm以上間柱

断面

天井との空きが
小さい

天井との空きが
大きい

■取付け位置（高さ）

良い例

■取付け位置（奥行き）

悪い例

良い例
●家具の両側に
設置する

●奥に設置する

天井

天井に面で力が
加わるようにする

厚めの板を掛け渡す

竿縁に掛かる
ようにする

■竿縁天井の場合

部分をネジ止めすると効果が高い（反対側も同様に行う）。
L型金具など

キャスター下面
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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

☎ 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●

1/14（火）

中川西地区センター寄席 
〜笑いで寒さを吹き飛ばそう〜
出演：三遊亭歌太郎、柳亭市弥●2月1
日(土)午後2時開演（1時30分開場）●
80人 ●一人300円　●申込み 1月
11日(土)～1月31日(金)に か
今晩の夕食作り③
二人分の夕食を作って持ち帰れます
●2月28日(金)午後3時～5時●一般
成人16人 　＊子ども同伴は不可●
1,500円　●申込み 2月7日(金)まで
に か、 、年代を明記し
わんぱくホリデー 

「やさしい囲碁・将棋教室」
1月11日(土)、2月8日（土）①囲碁:午
前9時30分～11時　②初心者将棋:
午後1時～2時　③初級将棋:午後2時
～3時45分●いずれも小学生／

☎ 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●

1/14（火）

●申込み 行事は1月11日（土）から
歌声喫茶Ⅱ
新宿ともしびによる進行・生伴奏付き
●2月22日(土)午前10時～11時30
分●70人 ●700円　●
おひなさま御膳
3月3日(月)午前10時～午後零時30
分●20人 ●1,200円　●
ままくらぶ「ピザランチプレート作り」
生地から手作り●2月26日(水)午前
10時～正午●1歳以上未就園児の母
15人 ●700円(保育は先着15人。
300円)　● 　
ドイツ家庭料理
2月21日(金)午前10時～午後零時30
分●20人 ●1,200円　●
楽しい折り紙〜小笠原雛

び な

2月27日(木)午前10時～正午●20
人 ●500円　●
あたたかあみもの〜手作り小物（全2回）
2月17日・24日いずれも月曜日、午前10
時～正午●20人 ●1,500円　●
ロビーコンサート
フルートアンサンブル夢笛●2月8日
(土)午後1時30分開演●

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

都筑センター ●休館日●

1/23（木）〜

1/31（金）

●申込み 行事は1月11日（土）から
か

アロマでスッキリ花粉症
スッキリするルームスプレーを作ります
●2月10日(月)午前10時30分～午後
零時30分●市内在住・在勤者12人
●1,000円　●
マジックショー&マジック道具工作教室
マジシャンコンビ「からくりキング」に教
わります●2月15日(土)午前10時～
11時●市内在住・在学の小学生40人

●300円　●

平日の初心者茶道講座
本格的な茶室で体験●1月21日、2月
18日、3月18日いずれも火曜日、午前
10時～午後零時30分●各10人 ●
1,500円　●申込み 1月11日（土）から

か
土曜しの笛コンサート
毎週土曜日、午前11時～11時30分●

南京玉すだれ体験
1月25日（土）、2月１日（土）いずれも午
後２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●

1/16（木）
2/6（木）

新春おはやし
おはやし、獅子舞の披露●1月12日(日)
午前11時開始●

みそ作り教室
みそ作りを体験します。一人2キログラ
ム●1月25日(土)午後1時30分開始
●10人 ●2,000円●エプロン、三
角巾、タオル、持ち帰る容器を持参　
●申込み 1月24日(金)までに か
犬のしつけ教室
1月11日(土)午前10時30分開始●
雨天中止●犬を連れて
布ぞうり編み教室
1月13日(月・祝)午後1時～4時●4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●1月15日(水)午前10
時30分開始●10組●

和菓子作り教室
1月18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
手打ちそばを食べませんか
1月28日(火)午前11時30分開始●
小雨決行●限定30食 。予約なし●1
人前500円

☎・  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
冬の野鳥観察会
冬の里山に来る野鳥の観察●2月9
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 2月2日(日)まで
に
ネイチャークラフト作り
里山で木の枝や実を集めて、手作りの
飾り作り●1月26日(日)午前10時～午
後3時（受付は2時30分まで）●雨天中
止●円形広場●500円●

炭焼き体験（全3回）
里山の間伐材を使った炭焼き。作業は
三日に分けて実施します●炭材作りと
窯詰め:2月8日(土)午前9時～午後4
時、炭焼き：2月15日（土）午前8時～午
後8時、窯出しと炭材作り:2月22日
(土)午前9時～正午●雨天決行●18
歳以上10人 ●1,000円（全回分）　
＊８日、15日は昼食付き　
●申込み 2月1日(土)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

鳥の観察会
冬の鳥を観察します●3月1日(土)午
前9時30分～11時●15人 ●300
円●暖かい服装で参加。　●申込み 前
日までに 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●

1/20（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幼
児のための救命法：2月4日(火)午前
10時30分～11時30分●15組 ●
200円　● 　②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● 　③ママヨガ：2月27日(木)午
前10時30分～11時30分●15組
●200円　●

☎・  934-8666
〒224-0057　川和町1463

川和小学校コミュニティハウス
●休館日●

火・金曜日

ポールウオーキング入門（全2回）
いつまでも元気で歩きたい人のための
入門教室●1月12日(日)・19日(日)い
ずれも午前10時～正午●20人 ●
参加費500円、ポールレンタル料500
円（全回分）　●申込み 前日までに
か か、 を明記し
発達障害を理解する講座（全２回）
発達障害について理解を深め、語り合
いましょう●①2月16日(日)午後1時
30分～4時「働く力、生きる力を育む」　
②3月16日(日)午後1時30分～4時

「当事者、家族の体験談を通して」●30
人 ●1回のみ参加：500円、2回参加
800円　●申込み 1月11日(土)～2
月15日(土)に か か、 を明記
し

☎・  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

産後ママと赤ちゃんのための 
やさしいヨガ（全５回）
1月22日、2月5日・19日、3月5日・19日
いずれも水曜日①午前10時～10時40
分  ②午前11時～11時40分●①3か
月～9か月の首の座っている赤ちゃんと
ママ ②10か月～1歳4か月の赤ちゃん
とママ、各10組 ●1,500円(全回分。
保険料含む)　●申込み 1月11日(土)
までに 、年齢を明記し

おもちゃの病院
2月22日(土)午前10時～午後２時●
36点 　＊幼児、小学生と保護者(保
護者のみの参加は不可)●特殊な部品
は実費　●
わんぱくホリデー おもしろ科学たんけん工房

「静電気モーターをつくろう」
実験と工作で楽しく科学を学びます●
3月1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 2
月15日（土）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/

健康ウオーキング講座
正しい歩き方や姿勢、ストレッチなどを
学びます●2月9日（日）午前9時30分
～午後2時●市内在住・在勤のおおむ
ね50歳以上30人 ●500円　●

☎ 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●

1/14（火）

季節の和菓子
春の練り切りを作ります●3月4日（火）
午前9時30分～午後零時30分●24
人 　＊子の同伴は不可●700円　
●申込み 2月4日（火）から か
おもしろ科学教室　入浴剤をつくろう!
大学生から入浴剤のしくみを学んで作
ります●3月1日(土)午後1時30分～3
時30分●筆記用具・作品を持ち帰る袋
を持 参 ● 小 学3～6年 生24人 ●
500円　●申込み 2月3日(月)～2月
28日(金)に か
教養講座「源氏物語を読む」（全３回）
「源氏物語」をコンパクトにやさしく学
ぶ入門講座●2月26日、3月5日・12
日いずれも水曜日、午前10時～11時
30分●筆記用具を持参●30人 ●
1,200円(全回分)　●申込み 1月27
日(月)～2月25日(火)に か
子どもお菓子教室　 
ロリーポップを作ろう!
バレンタイン向けのお菓子を作ります
●2月8日(土)午前9時30分～午後零
時30分●エプロン、ふきん、三角巾、ハ
ンドタオルを持参●小学3～6年生20
人 ●500円　●申込み 1月13日

（月・祝）までに 、性別、学年を明記
し か （必着）

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

1/14（火）
1/27（月）
2/10（月）

「ひな祭り　着物を着て記念写真」受付
2月16日（日）に開催します。詳細は問
合せを●15人 ●3,000円　
●申込み 1月25日(土)午後3時から

、1月26日（日）から も可。
ひな祭りお茶会
３月３日（月）①午前11時～正午　②午
後1時～2時●各15人 ●500円　
●申込み 1月11日（土）から か
いろり端おはなし会
親子連れ歓迎●１月20日（月）①午前
11時～11時30分●
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◆水曜日（1月15日・22日・29日、２月５日）
⑤＊モーニングステップ●午前9時〜
⑥＊リフレッシュエアロ●午前10時〜
◆金曜日（１月17日・24日・31日、２月７日）
⑦＊ズンバ45●午前10時35分〜（45
分間）
◆土曜日（１月11日・18日・25日、２月１日・８日）
⑧エアロビクスボクシング●午前10時〜
▶スポーツタイム　（標記のないものは
90分間●50人 ●１回600円）
◆第１・３火曜日（１月21日、２月４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（１月14日・28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（1月11日・18日・25日、2月1日・8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 ●600円
⑫親子リトミック●午前9時30分（60
分間）●1歳6か月〜未就学児と保護者
15組 ●一組800円
⑬フットサルタイム●午後9時〜

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●

1/27（月）

☎・  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

「たこ」つくり教室 
 「たこ」あげ教室（全2回）
①山田地区青少年指導員の皆さんに
教わって「たこ」を作ります●1月25日
(土)午前9時〜正午●鉛筆、はさみ、長
めの定規を持参●30人 ●300円(材
料費)　②作った「たこ」をあげます。優
秀者には、賞品が出ます●2月8日(土)
午前10時から受付●雨天時は2月15
日（土）に順延●滝ケ谷公園（北山田二
丁目20）●「たこ」つくり教室で「たこ」を
作った人　＊「たこ」を作った人は、焼きそ
ばととん汁が無料で出ます。　
●申込み 1月18日(土)までに 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

発達障害を理解する講座 
入門講座  発達障害ってどんな障害?
誰にでもわかりやすい「入門講座」。
もっと知りたい人は川和小学校コミュ
ニティハウスの講座へご参加ください
●2月2日(日)午後1時30分〜4時●
30人 ●500円　●申込み 1月11日
(土)〜1月31日(金)に か か、
を明記し か
パパも一緒に！ 親子体操
今回は「ポリ袋で巨大鬼を作って遊ぼ
う！」です●1月11日（土）午前10時〜
11時●未就園児●300円　
●申込み 事前に か、 と子の年
齢を明記し 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 

ちびっこのお部屋「保育士といっぱい
おしゃべりしませんか」
フリースペースに保育士が参加します
●1月16日(木)午前10時〜正午●未
就園児と親●

☎ 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

笑いヨガ　笑って元気になろう！
「笑いの体操」と「ヨガの呼吸法」を組
み合わせた運動法です●2月25日(火)
午前１0時〜11時30分●30人 　
●申込み 1月13日(月・祝)から か

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

東山田地域ケアプラザ

知っ得! 納得!! あんしん講座 
今知っておきたい四つのこと・シニア編
高齢者の日常の金銭管理や相続・遺言
に関するお役立ち講座●いずれも午前
10時〜11時30分①1月17日(金)：あ
んしんセンターと成年後見制度につい
て●ルミエラガーデンズ(北山田二丁
目27)集会場多目的室●30人 　

②1月31日(金)：相続・遺言について●
ビュープラザセンター北(南山田一丁目
3)集会場(3-15号棟)●30人 　
●申込み 1月11日(土)から か
介護技術講座 基本のキ　入浴編
現役の介護福祉士にコツを学びます●
2月28日(金)午後1時〜３時●区内在
住の介護者、興味のある人10人 ●
100円●動きやすい服装で参加　
●申込み 1月11日(土)から か

☎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

くさぶえでまめまきしよう!
親子で鬼を退治して福を呼ぼう。工作
もあります●2月3日(月)午前10時
30分〜午後零時30分(豆まき:午前
11時30分〜正午)●未就学の子と保
護者●

おはなし会
大型絵本と親子で楽しめる体操●1月
23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1月11日（土）から
か

横浜ラポールの｢おもちゃ図書館｣が 
やって来る!
木のおもちゃ、光のおもちゃ、ユニバー
サルトイが勢ぞろい●1月17日(金)午
前10時30分〜午後4時、1月18日(土)
午後1時〜4時●

カフェ・サークル交流会 
〜おススメはおいしいおしゃべり〜
子育てサークルで活動中の人、これか
ら立ち上げたい人など、誰でも参加で
きます●1月24日(金)午前10時30分
〜午後1時●

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●2月5日(水)午前
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●1月22日(水)、2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●2月7
日（金）・15日（土）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●1月18日(土)午
前10時〜午後4時●未就学児とその
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●1月18日(土)午前11時〜
正午●未就学児とその家族 　●
公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎●1月23日(木)午前
10時30分〜正午●雨天時は1月30
日（木）●ききょう公園（中川五丁目10）
●

☎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）

博物館感謝デー
全館無料で利用できます。楽しいイベ
ントも●1月25日（土）・26日（日）●
体験学習　
①紙すき：2月8日（土）・9日（日）　②横
浜の土偶(どぐう)：2月16日（日）いずれ
も午前9時20分開始、午後1時20分
開始●小学生以上、各回30人 　
●申込み１月29日（水）必着。参加者全
員の と希望日時、どこでこの催し
を知ったかを記入し 。１枚につき一家
族まで。応募多数の場合は抽選。
ラストサタデープログラム　
1月18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。今月は中世ブースの
解説●常設展のチケットが必要●

☎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●

1/27（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分前から
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（１月20日、２月３日・10日）
①ビギナーエアロ●午前9時30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（1月14日・21日・28日、２月４日）
④ソフトエアロ●午後零時20分〜

☎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（1歳6か月〜未就学児）。
4日前の午後5時までに要事前予約】
働く女性のための 
アサーティブネス体験講座
自分も相手も大切にしたコミュニ
ケーションを学びます●2月8日(土)
午前10時〜午後5時●ノート、筆記
具を持参●就業中、就業を考えてい
る女性30人 ●3,000円(別に資
料代800円が必要)　●申込み 1月
11日(土)から か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

あざみ野マルシェ
無農薬野菜や手作り菓子など、一日
限定の市場（マルシェ）●1月19日
（日）午前10時〜午後４時●

Ｗｅｌｃｏｍｅ！ ロビーコンサート
①美しが丘ファミリー男声合唱団：1
月26日（日）　②迫本章子（チェロ）、長
島和美（メゾ・ソプラノ）、桑田葉子（ソ
プラノ）、鈴木陽子（ピアノ）：2月9日
（日）正午〜午後零時40分●

●問合せ　都筑警察署　 949-0110

　年末年始は、支払いや買い物などで多
額の現金を持ち歩く機会が多くなります。
　現金を狙う犯罪に注意しましょう！
●「自分も狙われている」という危機意識

を持ちましょう。
●夜間の一人歩きや、人通りの少ない道は避けましょう。
●万が一、被害に遭ってしまったら、その場ですぐに１１０番通報しましょう。

都筑警察署からのお知らせです。
「路上強盗」、「ひったくり」にご用心！

110番！

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。

壬申（じんしん）の乱を読みなおす（全3回）
講師：学習院大学非常勤講師 遠山美
都男氏、主催：横浜歴博もりあげ隊、共
催：横浜市歴史博物館／2月26日、3月
5日・19日いずれも水曜日、午後2時開
始／120人 ／1,500円（全回分）　
申込み 2月12日（水）までに 。
を明記し、〒224-0003　中川中央一
丁目18-1　横浜市歴史博物館「壬申
の乱を読みなおす」係へ　
●問合せ　長田　 ・ 594-0187
良質な材料を使った手作りみそ教室
都筑ハーベストで生産した農薬不使
用の大豆と天日塩に、無添加のこうじ
を混ぜて作ります／1月18日（土）・25
日（土）いずれも午後1時～3時／都筑

ハーベスト（茅ケ崎東五丁目6-5）／各
20人 ／一人1,500円／エプロン、み
そ1.5㌔㌘を持ち帰るふた付きの容器
を持参。　申込み 参加希望日の前日
までに か、 を明記し か
●問合せ　都筑ハーベスト　金子　

・ 945-7174
harvest@tuduki.jp

いただきます！ 都筑野菜
ヘルスメイトおすすめの地元野菜を
使った洋風みそ汁、小松菜とシメジの
オイスターソース炒め、ヘルシーおか
らサラダ、大根と手羽先の煮物を一緒
に作りましょう／1月31日（金）午前10
時30分開始／ＪＡ横浜クッキングサロ
ンハマッ子（中川中央一丁目26-6）／
20人 ／500円　申込み 前日までに

か

●問合せ　都筑区ヘルスメイト　
向山（むこうやま）　 ・ 590-2112

毎日の生活を短歌にして 
楽しみませんか
二首を持ち寄って、先生から指導して
いただきます／毎月第2日曜日午前9
時30分～11時30分／仲町台地区セン
ター／1回1,000円　申込み 前日まで
に か を明記し
●問合せ　都筑沙羅の会　照屋　

・ 941-5372
椅子を使ったストレッチ　 
参加者募集
椅子に座って行うストレッチで足腰を
鍛えましょう／毎月第2・4水曜日午前
10時30分～11時30分／都筑地区セン
ター／月1,000円　
申込み前日までに 　
●問合せ　椅子を使ったストレッチＯＢ会　
篠原　 942-4107

ダンス＆パフォーマンス　TSU･ZU･KI 2014
参加団体募集
ダンス、ミュージカルなど、ステージパ
フォーマンスを都筑公会堂で発表して
みませんか／7月13日（日）午後4時開
演予定／都筑公会堂／区内、区近隣
で活動する団体 。1団体5～30分間
で、5分単位で申込み。(15分以上：11
人以上の団体、20分以上：15人以上の
団体、30分：25人以上の団体)／一人
900円　申込み 代表者の とE
メールアドレス、団体名、ジャンル、参
加予定人数、希望演技持ち時間を明
記し、 か 。2月9日（日）必着。
●問合せ　都筑舞台文化協会　
会長　窪田　 ・ 943-8556

gekidankokoro@gmail.com

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 １月２８日、２月４日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 １月３０日、２月１３日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 １月２３日、２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６月出産予定の人
　→２月７日（金）・１４日（金）・２１日（金）・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。

２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 １月１６日・２３日・３０日、２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

１月１４日（火）午前、１月２９日（水）午後、
２月４日（火）午前、２月２６日（水）午後
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 １月１４日（火）午前、２月４日（火）午前　
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

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。２・３月
は予約が取りづらくなりますので、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

問合せ 	障害支援担当　 	９４８–２３４８　 	９４８–２４９０
精神保健相談 1月20日（月）・２３日（木）、２月５日（水）・１３日（木）

※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

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

１月１０日（金）午前、２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

2月19日（水）午後▶１月21日（火）～２月１３日（木）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。　
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
※先に、他の実施医療機関で視触診検査を受けている場合は、当日、医療機関で記
入した乳がん検診票をお持ちください（お持ちにならない場合は受診できません）。
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みんなで一緒に畑仕事をして、
都筑野菜で交流しようシニア楽農園シニア楽農園

　シニア楽農園では、農作業やイベントを通じて仲間をつくり、
親睦を深めたい60歳以上の人を対象に参加者を募集します。 
活動場所 池辺農業専用地区内

（市営地下鉄「都筑ふれあいの丘駅」徒歩約15分
または市営バス「都筑工場前」徒歩8分）

対　象 区内在住で平日の畑仕事が可能な60歳以上の人
期　間 ４月～平成27年３月（作業は週１回）
会　費 年間 約7,000円（活動費＋傷害保険料）
希望者はいずれかの説明会にご参加ください。※事前申込不要
２月17日（月）午後２時～３時／２月19日（水）午前10時～11時
区役所６階大会議室

日時
会場
※この事業は、区民活動団体「シニア楽農園の会」と区役所との協働事業
です。栽培する作物は「シニア楽農園の会」が決定します。
問合せ●企画調整係　　948-2226　　948-2399 
 tz-plan@city.yokohama.jp

ふれあい伝言板に
記事を掲載したいときは…

申込み 2か月前の14日（土・日曜
日の場合は前日）までに、区役所１
階の広報相談係へ 。専用の様
式をお渡しします。

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。＊




