
１２月３日～９日は、障害者週間です。
　横浜市では、地域で暮らす障害者やその家族が将来にわたって安心して暮
らし続けられるよう、「将来にわたるあんしん施策」を実施しています。

　その取組の一つとして、主に＊医療的ケアを必要とする＊重症心身障害児者等とその家族が身近な地域の中で安
心して生活できるように、「多機能型拠点」の整備を進め、栄区に続き都筑区にも、市内で２館目となる横浜市多機能
型拠点「つづきの家」が10月に開所しました。今回の特集では、できたばかりの施設の中をご紹介します！
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鴨居駅

中山駅

中
原
街
道

ららぽーと
横浜

佐江戸公園

地蔵尊前

都筑水再生
センター

つづきの家

❶　　JR横浜線　中山駅または鴨居駅　徒歩20分
❷　　中山駅南口から市営バス73系統　センター南駅行き
❸　　中山駅北口から市営バス41系統　新横浜駅行き
　❷❸　 バス停「地蔵尊前」下車すぐ

※各事業の詳細やご利用の流れについては、こちらにお問い
合わせください。

運営法人／社会福祉法人　キャマラード
所在地／都筑区佐江戸町５０９-６
　 ９３７-６００８　　 ９３７-６０１６
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各事業所
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診療所玄関

1
階
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関
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口
ス
ロ
ー
プ

❶
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ト
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レ

ト
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●交通案内

●つづきの家
　特別養護学校を卒業してから８年間、

緑区にある「みどりの家」のサービスを

利用して大変助かりました。

　今回新しい施設ができたことで、今までサービ

スを利用したくてもできなかった人が利用できる

ようになることが、一番良かったと思います。

　「つづきワイワイ広場」では、毎日看護

師さんが常駐していただけるので、今ま

でに比べ利用日数を増やすことができま

す。また、診療所の病床数も多いので、風邪をひい

た場合など、大学病院まで行かなくても診療所に通

院できるので助かります。

2階

テラス

生活介護

地域
交流室

更衣室

相談室

2階ホール

EV
❹

❺

❸

トイレ

ト
イ
レ

利用者の家族の声

在宅生活を送る人の家族の休養や用事、
緊急時に１～２泊の短期間の入所サービ
スを行います。

●❻ショートステイセンターらら
短期入所事業

在宅生活を送る重度の心身障害のある人
の家族の休養、用事、緊急時に日中の時
間帯で、一時的なお預かりをします。

●❷つづきワイワイ広場
日中一時支援事業

在宅の重症心身障害児者への支援とし
て、一般診療、外来リハビリテーションを
実施します。

●❶つづきの家　診療所
診療所事業

一人ひとりの生活の質の向
上を目指し、豊かでいきい
きとした生活ができるよう、
健康保持・増進の支援、自己
実現活動の支援、社会参加の
支援、家族支援を行います。

●❸はぴねす
生活介護事業

病院、行政、サービス事業所などと連携し、在宅生活
を継続していけるよう支援し、さらに利用者の主治医
とも連携することで、質の高い看護を提供します。

キャマラード訪問看護ステーション
訪問看護事業

利用者の自宅で、食事介護、入浴介助、排せつ介助、着
脱介助、車いすやベッドなどの移動介助、姿勢保持、通
院介助、余暇活動の支援などを行います。

横浜障害者サポートセンターぽれぽれ
居宅介護事業・移動支援事業

つづきの家の利用相談、受
付、面談を行います。また、
生活上のさまざまな相談に
応じ、情報提供、助言、関係
機関との連絡調整など必要
な支援を行います。

●❹つづきの家相談
支援センター
相談支援事業

在宅生活を送る医療的ケアの必要な人や
重度の心身障害のある人の家族の休養、
用事、緊急時に日中の時間帯でのお預か
りや宿泊を行います。

●❼さくら草
医療型特定短期入所事業（日帰り）

及び医療型短期入所事業

主に区内の福祉・保健活動
などの振興を目的とした地
域の団体に部屋の貸し出
しを行います。

●❺地域交流室

１０月に
開所！

　多くの障害者や家族が切実に
求めている「親亡き後の生活の
安心」、「障害者の高齢化・重度
化への対応」などの必要な
施策を取りまとめたもの
です。

特集1

つ づ き 家の
こんなところです

！

＊医療的ケアを必要とする…人工呼吸器、経管栄養などの医療機器を装着している　＊重症心身障害児者…重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している人

将来にわたるあんしん施策

横浜市
多機能型拠点

問合せ●障害支援担当　　９４８-２３１６　　９４８-２４９０

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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《特集1》横浜市多機能型拠点「つづきの家」１０月に開所！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
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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…209,597人（平成２5年11月１日現在・前月比110人増）

世帯数…79,167世帯（平成２5年11月１日現在・前月比44世帯増）

交通事故発生件数…604件　
	 死者3人／負傷者749人（平成２5年１月１日〜10月31日）

火災発生件数…47件（平成２5年１月１日〜10月31日）

《区の概要》●都筑図書館の休館日●
12月24日（火）、	

平成26年1月14日（火）
●都筑公会堂の休館日●
12月16日（月）、	

平成26年1月20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 

都筑区総合庁舎　年末年始のお休み
（12月28日～平成26年1月5日） ＊都筑消防署を除く

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

の皆さん
　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７回●ご存知ですか？ 消費生活推進員
　横浜市消費生活推進員は、昭和56年に制定された、市民の安全で快適
な消費生活の推進のために市長が委嘱する横浜市独自の制度で、都筑区
では123人が委嘱され地域で活躍しています。
　消費者トラブル・被害の防止を中心に、暮らしに関わることを活動のテー
マに掲げ、消費者として必要な消費生活に関する知識を学習しています。
そこで身に付けた知識を地域に広げるため、啓発講座の開催や情報紙の
発行、パネル展の開催などの活動をしています。
　多くの皆さんにご利用いただいている、都筑図書館前のリサイクル情報
板も消費生活推進員が運営しています！

連
載

地域で する活活躍躍まちのた
めに

ありがとう
！

消費生活推進員

住まいのお手入れとミニ修繕 ～専門家が伝授する失敗しないDIYのポイント～
正しい商品知識と日頃の手入れを学び、住まいに長く大切に住み続け、

環境に配慮した消費行動を心掛けよう！
講師●
日時●

参加費●無料 100人（当日、先着順）定員●

一般社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 DIYアドバイザー　川端 哲司氏
12月17日（火）午後1時30分～3時30分（午後1時開場）

会場●区役所６階大会議室

お知らせ 12 月 消 費 生 活 教 室

消費生活推進員の活動例

食の安全、クレジット
カードなどの啓発講座

商店街、メーカーとの
意見交換会

情報紙の発行、
パネル展示

消費者被害
未然防止講座

消費生活に関する
調査活動

マイバッグの推進、
不要品交換会

消費生活に
関する

知識を身に付け
賢い消費者を
目指します！

●問合せ　地域振興係　　948-2241　　948-2239

「新治谷戸田を守る会」　
水田保全ボランティア会員募集
谷戸田の自然・景観保全のため、水田
作業や里山についての学習会を行い
ます。
日時月３～４回（主に土曜日）
会場新治町「旭谷戸」奥（緑区新治町
1058付近）の水田（JR横浜線十日市
場駅　徒歩15分）　
対象市内在住者　
会費年1,000円（保険料相当額）
●申込み　12月20日（金）必着で、

と年齢、Eメールアドレスを明記
し か かＰＣの 。
にいはる里山交流センター「新治谷戸
田を守る会」担当へ。〒226-0017　
緑区新治町887　 ９３７-０８９８　
info@niiharu.jp　	 ９３１-４９４７

●問合せ　北部農政事務所　
９４８-２４８１

◆12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12月18日(水)午後３時30分〜
４時　
対象一人でおはなしが聞ける子／
●問合せ　都筑図書館　
948-2424　 948-2432

都筑図書館から

都筑区は、平成26年に区制20周年を迎えます。
このたび20周年を記念してロゴマークを作成しました。

親子で正しい歯みがきを身に付けま
しょう。
日時平成26年１月23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　
対象区内在住で、平成24年10、11、
12月、平成25年1月生まれの子と保
護者25組 　
持ち物 歯ブラシ（子どもの仕上げ用と
保護者用）、タオル
●申込み　12月17日(火)から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

1歳児 
おやこでLet`sブラッシング

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）。
日時平成26年1月29日（水）・31日
（金）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　加賀原地域ケアプラ
ザ（☎944-4640）へ、12月18日(水)
午前10時から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

日曜・祝日・年末年始の　　　　は…
●12月30日～平成26年1月3日●

都筑区休日急患診療所（内科・小児科）　　911-0088

※このほかの医療機関情報は、「本紙市版16ページ」をご覧ください。

所在地

診療時間

牛久保西一丁目23-4（地下鉄センター北駅　徒歩８分）
日曜・祝日・年末年始の午前10時～午後4時
受付は午前9時30分から

レジ袋
を削減しましょう！

プラスチック製容器包装の中には、
１世帯あたり年間100枚以上の

再使用されないレジ袋が排出されています。

●問合せ　資源化推進担当　　948-2241　　948-2239

ごみ袋として
使用したレジ袋３０枚

ごみの小分けに
使用したレジ袋

４７枚

これだけ多くのレジ袋が
再使用されず捨てられて
います！

再使用されず捨てられた
レジ袋 １０２枚

マイバッグを持って、
必要のないレジ袋は
断りましょう！

平成23年度
資源循環局の調査による

正しく分別すること、マイ
バッグを持つこと。
ちょっとしたことでも、環境
を良くすることにつながっ
ていきます！

施設名 休館日
●都筑区役所　
　※12月28日（土）は土曜開庁を実施します。

12月29日（日）～
平成26年１月５日（日）

●都筑土木事務所　●北部児童相談所　
●北部農政事務所

12月28日（土）～
平成26年１月５日（日）

●都筑区民活動センター 12月28日（土）～
平成26年１月４日（土）

●都筑公会堂 12月29日（日）～
平成26年１月３日（金）

●都筑図書館
　12月28日（土）は午後５時まで、
　１月４日（土）は正午から午後５時まで開館。

12月29日（日）～
平成26年１月３日（金）

※平成26年１月５日（日）は消防出初式のため、午前６時から午後４時まで地上駐車
場は使用できません。図書館などへお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利
用ください。
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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 2

「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。

　今回は絵本についてご案内します。お子さんが小さく字が読めないた
め、絵本はまだ無理かなと思ってしまうことはありませんか？　幼児は絵を
頼りに、絵本に描かれている世界を自分なりに感じ、言葉の世界に足を踏
み入れていきます。そして、子どもは「読み聞かせ」をしてもらうとき、絵本
の世界だけでなく、読んでくれ
る人との一体感をも味わいま
す。想像力を育んでくれる絵本
の世界を、子どもたちといっしょ
に楽しんでください。

●第2回● 「えほんのちから」

えほんのせかいこどものせかい
［松岡享子／著　日本エディタースクール出版部］
　この本では、絵本の魅力や楽しさ、読み方などがやさしく
説き明かされています。絵本を読み聞かせるということは、
本の世界への門を開けて、子どもたちに「お入り」と声を掛
けてあげることなのです。子どもに絵本を読み始めようとす
る全ての人に、まず手に取ってほしい本です。

ぼくの絵本わたしの絵本　
0歳から6歳までの絵本ガイド
［石川道子／他編著　プランニング遊］

　30年以上、昔話などのお話や絵本の読み聞かせを通して
たくさんの子どもたちと関わってきた３人の編著者がその経
験を基に、年齢ごとのおすすめの絵本を選びました。本選び
に迷ったときにどうぞ。

問合せ●都筑図書館　　948-2424　　948-2432

第20回記念 都筑区民ロードレース大会を開催します。
都筑区の自然あふれる緑道を、楽しみながら走ってみませんか。

12月12日（木）までに　　　 か、12月12日（木）～平成26年
1月12日（日）に　 か　 （0570-550-846　受付：平日午前
10時～午後5時30分）
※詳細は、12月から区役所１階区民活動センター、区内PRボッ
クスで配布する募集チラシまたは、大会　 をご覧ください。

問合せ●区民活動係　　９４８-２２３６　　９４８-２２３９

申込み 郵便振込

ファミリー
小学生
中学生

高校生

一般

対象
1.5キロメートル
1.5キロメートル
3キロメートル
5キロメートル
10キロメートル
5キロメートル
10キロメートル

コース
一組2,500円
1,000円
1,000円
2,000円
2,500円
2,500円
3,000円

参加料

第20回
記念

都筑区民ロードレース大会
日時 平成26年３月２日（日）午前8時45分～午後1時30分

会場 葛ケ谷公園（スタート・ゴール）と周辺緑道
受付：午前7時45分～8時45分

検 索都筑区ロードレース

ミニフォーラム
新栄地域ケアプラザ

●健口づくりは健康づくり

●家族の体験談
　～認知機能とおくちの関係～

けん こう

歯科医師の講話と家族の体験談です。　

日時
会場
申込み

定員

50人

講師●おおくま歯科医院　中山　昇院長
　　   認知症の人と家族の会　神奈川県支部　田村　加代子氏

午前10時～正午平成26年1月12日（日）
新栄地域ケアプラザ　多目的ホール
　 新栄地域ケアプラザ　　592-5255　　595-3321
　 12月11日（水）から　 か、　　　 を明記し

東山田地域ケアプラザ

若年性認知症の
理解と対応について
認知症は、高齢者だけの病気ではありません。

日時
会場
申込み

定員

50人

講師●川崎幸クリニック院長　杉山　孝博氏
午後2時30分～4時30分平成26年1月18日（土）

東山田地域ケアプラザ
　 高齢支援担当
　 平成26年1月6日（月）までに　 か、　　　 を明記し

問合せ●高齢支援担当 　　948-2304～7　　948-2490

応募多数抽選

都筑区消防
平成26

年

※駐車場を使用しての出初式となりますので、当日は屋外の駐車場は使用
できません。公共交通機関をご利用ください。

●問合せ●都筑消防署庶務課　　・　 945-0119

日時●平成26年1月5日(日)
午後２時～３時30分

会場 第一部 式典（都筑公会堂）
第二部 消防演技（都筑公会堂）　第三部 総合訓練（区役所駐車場）

　「あいボラキッズ」とは、小学校４年生以下の子どもたちを対象
に、夏休み中の「みんなのためになる活動」を「あいボラキッズ
カード」に記入してもらう取組です。今年は区内約９，６００人が参
加し、「みんなのためになる活動」が１０個できた子は約３，６００人
にのぼりました。
　子どもたちだけではなく、街中に「みんなのためになる活動」が
あふれたら素敵ですね！

●問合せ●運営調整係　　９４８-２３４１　　９４８-２354

～あいボラキッズカード「ありがとう会」～

川和小学校で“ありがとう会”が行われ、
中村区長から全校児童の皆さんに感謝
の気持ちを伝えました。

ボラ ン ティア
夏休みの
　 小さな ありがとうに

夏休み中にたくさんの活
動をありがとう！　皆さん
が良いことをすると周り
の人たちが笑顔になりま
す。これからもみんなの
ためになることを続けて
ください。

区 長

●問合せ　都筑警察署　 949-0110

　犯罪の予防や交通事故防止活動を強力に推進するため、防犯ボラン
ティアなどと連携し、年末年始特別警戒
を実施します。
　期間は12月1日（日）～平成26年1月
3日（金）までとなっています。
ご協力をよろしくお願いします。

都筑警察署からのお知らせです。
　　年末年始特別警戒にご協力を！



都筑区内の事故発生件数･事故死亡者数

都筑区内振り込め詐欺の被害状況都筑区内の　　　　　　の発生状況交 通 事 故
発生件数 ［平成24年］ 振り込め詐欺 ［平成25年１月１日～10月31日］

自転車盗 ［平成25年１月～10月31日］ 空き巣 ［平成25年１月～10月31日］

　交通事故の発生は771件と、年々減少しています。しかし、残念なことに交通事故、
さらには死亡事故の撲滅には至っていません。

特　　徴 ［平成24年］

●車両事故では、交差点付近にお
ける事故が約7割を占めており、
追突、右左折時、出合い頭の事故
が多くなっています。

●二輪車（バイクや自
転車）に関係した事
故が約5割を占めて
います。

●子どもや高齢者が関
係する事故が約3割
を占めており、年々
増加しています。

ぼくめつ

暗い夜道、出かけるとき
■反射材を着用しましょう。
■反射材を身に着けていると、自動車の運転者などへ存在を早めに
知らせることができ、交通事故に遭いにくくなるメリットがあります。

■反射材は体の前後だけでなく、側面にも着用しましょう。

自動車を運転するとき
■夕暮れ時は早めにライトを点灯しましょう。
■歩行者に思いやりのある運転を心掛けましょう。
■交差点では信号や標識をしっかり確認しましょう。

シートベルト・
チャイルドシートを使うとき
■後部座席でもシートベルトの着用を徹底しましょう。
■チャイルドシートは正しく使用しましょう。

道路を横断するとき
■信号機のある横断歩道を渡りましょう。

日頃、自動車で横断歩道を通過するときは、歩行者へ

十分配慮しています。交差点では歩行者や対向車がある

ので、青信号でも徐行するなど十分な注意をしています。

最近はお年寄りの車道の乱横断が目に付きます。

交通安全に気を付けて、事故を1件でも減らしましょう。

都筑地域交通安全活動推進委員協議会会長 安野  憲弘さんから

あなたや
大切な家族を守る
命綱です。

交通安全のため、地域ではさまざまな取組が行われています

防犯のため、地域で取り組んでいます

　一年を通じて、全国交通安全運動や自転車マナーアップ運動を

はじめ、さまざまな交通安全運動で、警察署や区役所だけではなく、

ボランティアの皆さんが参加する交通安全関係団体が活躍しています！

　子どもたちの事故をなくすため、日頃から通学路の安全点検を行っ
ているほか、「はまっこ交通安全教室」など、児童の交通安全教育を実
施しています。
　また、福祉保健センターで行われる両親教室では、お子さんが産まれ
る人を対象に「チャイルドシート講習会」を開催し、チャイルドシートの
重要性と正しい使用方法を啓発しています。

子ども交通安全対策
［都筑交通安全協会、各小学校スクールゾーン・防犯対策協議会、
  都筑交通安全母の会］

　高齢者が事故に遭うケースが増えているこ
とから、「高齢者交通安全講習」を開催してい
ます。交通安全の歌詞を取り入れた体操など
を通して、高齢者の交通安全の意識を高めて
います。

高齢者交通安全対策
［都筑区連合町内会自治会など］

　区内の自動車を使用する事業者を対象に
「自動車安全運転競技会」を開催し、自動車
の安全な運転を高め合うとともに、交通ルー
ルやマナーの向上を図っています。

車両利用者向けの対策
［都筑安全運転管理者会］

　区内の高等学校と協力し、交通ルールや自
転車の正しい乗り方などを啓発しています。

自転車マナーアップ
［都筑青少年交通安全連絡協議会、
  都筑地域交通安全活動推進委員協議会］

都筑区内の　　　 の発生状況犯 罪

　振り込め詐欺の発生は22件（未遂2件も含む）と、10月末で昨年の被害件数を超
え、年々増加しています。被害総額も7,000万円を超えています！

　自転車盗は区内で最も多く発生してい
る犯罪で、359件にも及んでいます。

　自転車盗・バイク盗に次いで多く、
33件発生しています。

　自治会町内会などの団体が地域をパ
トロールしていることをご存じですか？
　徒歩や青色回転灯を装備した自動車
で、防犯のために定期的にパトロールを
行っています。

◆自主防犯パトロール

　多くの防犯灯は、地域のこと
をよく知っている自治会町内会
が、暗くて通行に支障のある場
所や、防犯上不安がある場所に設置しています。
　消灯している防犯灯がないかなど、自治会町内会
が日常的な維持管理を行っています。

◆夜道を照らす防犯灯

日頃から、まずは
挨拶で近所の人と
声を掛け合い、
情報共有を
図りましょう。

自宅周辺の
清掃など、地域の
環境美化に
努めましょう。

自治会町内会などで
実施している
防犯パトロールに
参加しましょう。

※平成25年は10月31日現在の数値
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犯罪防止の
ため、できることから始めましょう！

　都筑区内の犯罪は減少傾向にありますが、振り込め詐欺は都筑区を含め県内で大
幅に増加し、平成25年の被害額は９月末までに25億円を超えています。犯人は日に

日に言葉巧みになっていますが、多くは電話で息子や孫を装い、お金の話をしてきます。電話でお金の
話が出たら詐欺と思ってください。また、交通事故については、今年３人が事故で亡くなられています。
比較的道路が整備されている都筑区ですが、スピードの出し過ぎには注意しましょう。

自転車・バイクに乗るとき
■自転車は車道通行が原則です。
歩道の走行は例外に当たり、通行は左側です。

■夜間はライトを点灯しましょう。
■自転車の二人乗りはやめましょう。
■走行中の携帯電話、イヤホンなどは危険です。使用は禁止されています。
■駅周辺で自転車やバイクを放置しないようにしましょう。

緑道を利用するとき
■自転車は押して歩きましょう。

都筑警察署長
から

890件
782件

771件

604件

3人 3人

6人

1人

交通事故を　　 するポイント 犯罪の 手口

1

2

4

3

と

　息子や孫を名乗る人物から、会社のお金を
紛失したなどと言い、自宅近くまで現金を取
りに来るといった電話がかかってきたら、そ
れは振り込め詐欺の前兆です。

■電話の相手が家族であるか確かめるために、事前に家族の中で
合言葉を決めておきましょう。
■離れた家族とも、月に一度は定期的に連絡を取り合いましょう。
■少しでも怪しいと思ったら、警察に相談しましょう。

振り込め詐欺
手口
1

対 策

　盗まれている自転車の約半数が、鍵が掛
かっていない自転車です。
　地下鉄センター北駅や都筑ふれあいの丘
駅周辺で多発しています。

■自転車を駐輪するときは、短時間であっても必ず鍵を掛けま
しょう。
■チェーンなどで二重に鍵を掛けましょう。
■防犯登録をし、自転車へ住所・氏名を記入しましょう。

自転車盗手口
2

対 策

　午後から夕方にかけて発生する傾向が見
られます。
　犯人は、数人で付近を徘徊するなどの下
見をしているようです。

■センサーライトを設置し、帰宅が遅くなるときには、室内の電灯
をあらかじめ点灯しておきましょう。
■長期間留守にするときは、新聞店に新聞の取り置きをお願いし
ましょう。

空き巣手口
3

対 策

はいかい

つづき安全・安心まちづくり旬間出陣式で、青色回転灯
パトロール隊が、区内を一斉にパトロールしました。

　都筑区では、原則週２回、皆さんがお持ちのパソコンや携帯電話
へ、区内で発生した犯罪に関する情報を電子メールでお送りして
います。
　どなたでも利用できますので、ぜひ登録して、身の回
りの安全や、地域防犯活動などにお役立てください。

に登録して防犯力をアップしましょう！に登録して防犯力をアップしましょう！

都筑区防犯情報メーリングリスト都筑区防犯情報メーリングリスト

検 索都筑区防犯情報メーリングリスト
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※平成25年は10月31日現在の数値

地域振興課●　 948-2241　　948-2239

　事故や事件は、皆さんの身の回りでも数多く発生しています。危険から身を守る
ために気を付けたいことをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
暮らしの安全を守るために、活躍している団体もありますよ！

特
集
2 都筑区 暮らしの を
みんなで !!

はまっこ交通安全教室 チャイルドシート講習会

都筑警察署 大宮 秀之署長

●　　　　　　　　平成25（2013）年 12 月号　／　都筑区版8 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成25（2013）年 12 月号　●9



●　　　　　　　　平成25（2013）年 12 月号　／　都筑区版10 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成25（2013）年 12 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

区内施設  年末年始のお休み（12月28日～平成26年1月5日）

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

都筑センター ●休館日●

年末年始

日々の暮らしに役立つ講座
包丁の研ぎ方●平成26年1月11日
(土)午後1時30分〜3時30分●市内
在住・在勤50歳以上の人30人 　
●申込み 12月11日(水)から か
はじめての皮細工
皮細工でパスケースを作ります●平成
26年1月15日(水)午前10時〜正午●市
内在住・在勤10人 ●参加費1,000円　
●申込み 12月11日(水)から か
ベビーマッサージと 
産後のボディリフレッシュ（全5回）
平成26年2月5日～3月5日いずれも
水曜日、午前10時〜11時30分●市内
在住・在勤で講座初回までに産後1か
月検診を済ませ、ハイハイを始める前
の赤ちゃんと親15組30人 ●1,000
円（全回分）　＊赤ちゃんは初参加であ
ること。　●申込み 12月11日(水)〜
12月18日(水)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●

12/9（月）

●申込み 行事は、12月11日(水)から
おはなしのはなたば
紙芝居、絵本、パネルシアター●12月
19日(木)、平成26年1月16日（木）い
ずれも午前11時〜11時30分●未就
園児と保護者20組 ●

たまご座人形劇 
「おおきなかぶ」「日本のしき」
平成26年1月25日(土)午後1時〜2時
●50人 ●小学生以上200円　●
親子サイエンス(全3回)
調理、外遊びなど楽しくサイエンス●平
成26年1月25日、2月1日・22日いずれ
も土曜日、午前10時〜正午●小学生と
親15組 ●1,500円（全回分）　●

☎ 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●

12/9（月）

ドイツ学園の先生によるドイツの生
活環境のあり方と暮らしの講演
平成26年1月25日(土)午前10時30
分〜正午●筆記用具を持参●30人 　
＊子の同伴不可　●申込み 12月25日
(水)から か
ひとあじちがう・ワールドディナー（全2回）
手軽にできるロシア料理と南米料理を
作ります●平成26年1月29日(水)、2
月5日(水)午前10時〜午後1時●エプ
ロン、三角巾、筆記用具、ふきんを持参
●16人 　＊子の同伴不可●2,000
円　●申込み 12月27日(金)〜平成
26年1月28日(火)に か
からだほぐし・こころほぐし 
ストレッチ(全6回分)
ゆらゆらとした運動で血行を良くする
ストレッチ●平成26年1月20日・27日、
2月3日・17日・24日、3月3日いずれも
月曜日、午後7時〜8時30分●スポー
ツタオル、飲み物を持参。裸足で運動が
できる服装で●20人 　＊子の同伴
不可、中学生は保護者同伴●2,400円

（全回分）　●申込み 12月21日(土)〜
平成26年1月19日(日)に か
音楽を楽しもう! (全3回)
和楽器や洋楽器の音色を聴いたり触っ
たりして楽器に親しみます●平成26
年1月12日・26日、2月16日いずれも
日曜日、午前10時〜11時30分●筆記
用具を持参●小学生20人 ●900円

（全回分）　●申込み 12月13日(金)〜
平成26年1月11日(土)に か

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

12/9（月）
12/24（火）

七草粥（かゆ）の販売と 
お蔵開きパフォーマンス
平成26年1月7日(火)午前11時〜正午
●100人 ●七草がゆ一杯 100円●

寒仕込み　みそ講座
実際のみそ作りは各家庭で●平成26
年1月29日（水）午後1時30分〜3時●
50人 ●3,500円（材料費込み）　
●申込み 12月12日（木）から か
鬼は外！ 福は内！
豆まきをする午（うま）年生まれの年男・
年女を募集します●平成26年2月3日
（月）①午前11時開始　②午前11時30
分開始●午年生まれの人、①②各4人　
●申込み 12月20日（金）から か
貝でお雛（ひな）様を作りましょう
平成26年2月8日(土)午前9時45分
〜正午●高校生以上20人 ●参加費
1,300円　●申込み 12月12日(木)
から か
親子で折り紙のお雛（ひな）様を作ろう
平成26年2月9日(日)午前10時〜正
午●5歳以上の子と親15組 ●参加
費300円　●申込み 12月20日(金)
から か
茶室利用応募受付 

（平成26年3月〜8月分）
詳細は事前に問合せを　●申込み平成
26年1月10日(金)午後1時から か

☎ 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●

12/5（木）
12/19（木）

親子読み聞かせ
未就学児向け●12月18日(水)午前
10時30分開始●10組●

犬のしつけ教室
12月14日(土)午前10時30分開始●
雨天中止●太鼓橋●犬を連れて
和菓子作り教室
12月21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 12月20日(金)までに か
もちつき体験
子どもを対象としたもちつき体験です。
ついたお餅は持ち帰りできます●12
月22日（日）午前11時開始●

七草がゆをいただきましょう
大釜で作る七草がゆを食べませんか●
平成26年1月7日(火)午前11時開始
●100食 ●1杯100円●

ノルディックウォーキング体験教室
古民家から2㌔㍍くらいのコースを歩
きます●12月20日(金)午前10時〜
1 1 時 3 0 分 ● 雨 天 時 翌 日 順 延 ●
1,000円(保険料、レンタルポール代含
む)●持ち物、服装は問合せを。　
●申込み 12月19日(木)までに か

☎ ・  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

草木染め
草やドングリを使って、染め物を体験し
ます●12月14日(土)午前10時〜正
午●雨天翌日順延●レジ袋を持参、汚
れてもよい服装で●小学生以上15人

●500円　●申込み 12月13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

まちの音楽会〜12月〜
歌とピアノの癒

い や

しの暖炉
歌:Sevenspirit、ピアノ:鼓緒太、曲目:
ハレルヤ、そして僕は途方に暮れる ほ
か●12月21日(土)午後2時開演（午後
1時30分開場）●50人 ●1,000円
(小学生以下無料)　●申込み か、
12月20日(金)までに
「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　●

☎・  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●

12/16（月）

親子の広場 「かもっこくらぶ」
①おはなし会:平成26年1月9日(木)
午前10時30分〜11時　②保育士さ
んと遊ぼう・保育相談:1月21日（火）午
前10時30分〜11時30分、③親子で
楽しくリトミック:1月23日(木)午前10
時30分〜11時30分●未就学児と親
③は親子15組 (①②は定員なし)●
③は200円 (①②は無料)　
●申込み ①②は申込み不要、③は12
月23日（月・祝）から か

☎・  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

クリスマス会
ショートアニメ上映、キャラ丸くんと遊
ぼう●12月14日(土)午後1時30分〜
3時●50人 ●

ジュニア体操3期(全6回)
平成26年1月28日、2月4日・18日・
25日、3月4日・11日いずれも火曜日、
午後3時30分〜5時●3歳〜未就学児
30人 ●2,000円（全回分）　●
ロビーコンサート
ジャズトロンボーン:MTG 12月21日
(土)、吹奏楽演奏:ウィンド・アンサンブ
ル中山 平成26年1月11日（土）午後1
時30分開演●60人 ●

☎ 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●

12/9（月）

手作りみそ講習会
無添加、寒仕込みのみそを約５㌔㌘作
ります●平成26年1月28日(火)①午
前9時30分〜午後1時　②午後1時〜
4時30分●各8人 　＊子の同伴不
可●3,500円　●申込み 12月11日
(水)〜12月24日(火)に と年齢
を明記し か
ちりめん生地を使った「お雛

ひ な

様」作り
平成26年2月3日(月)午前9時30分
〜正午●成人16人 ●1,000円(材
料費)　●申込み 12月11日(水)〜平
成26年1月13日(月・祝)に と年
齢を明記し か
わんぱくホリデー 

「おもしろ科学体験塾」ギターを作ろう!
平成26年1月18日(土)午後1時30分
〜4時30分●小学4年生〜中学2年生
24人 ●800円(材料費)　
●申込み 平成26年1月5日(日)までに

と学校名、学年を明記し、 か
か で。
http://www.tankenkobo.com/

わんぱくホリデー 
「やさしい囲碁・将棋教室」
12月14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●

施設名 休館日

●つづき地域活動ホームくさぶえ（緊急時のみ対応） 12月28日（土）～
平成26年1月3日（金）

●地区センター（都筑・中川西・仲町台・北山田）
●スポーツ会館（大熊・東山田）　●横浜市歴史博物館
●大塚遺跡　●老人福祉センター「横浜市つづき緑寿荘」

12月28日（土）～
平成26年1月4日（土）

●都筑の文化　夢スタジオ 12月28日（土）～
平成26年1月5日（日）

●都筑民家園　　●せせらぎ公園古民家　
●茅ケ崎公園自然生態園
●都筑中央公園（レストハウス・休憩所）
●鴨池公園こどもログハウス　　●つづきＭＹプラザ
●コミュニティハウス（勝田小・川和小・北山田小・都田小・
  つづきの丘小・中川中・東山田中）
●地域ケアプラザ（加賀原・葛が谷・新栄・中川・東山田）
●都筑スポーツセンター〔12月28日（土）は午前8時45
　分〜午後5時、1月4日（土）は午後1時〜9時開館。〕
●アートフォーラムあざみ野　　●都筑プール
●障害者研修保養センター「横浜あゆみ荘」
●福祉保健活動拠点「かけはし都筑」

12月29日（日）～
平成26年1月3日（金）

●都筑区子育て支援センターポポラ
		〔1月6日（月）もお休み〕

12月29日（日）～
平成26年1月6日（月）

●横浜国際プール 12月30日（土）～
平成26年1月3日（金）
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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●

12/23（月・祝）

☎・  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

こども科学教室
静電気で遊ぼう●平成26年1月18日
(土)午後1時30分〜3時●小学生24
人 　●申込み 12月21日(土)〜平
成26年1月11日(土)に か

☎・  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

新春のお花でしめ縄飾りづくり(造花)
12月14日(土)午前10時〜11時30分
●ハサミ、ニッパー（あれば）、持ち帰る袋
を持参●20人 ●2,000円（材料費）　
●申込み 12月11日(水)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
お正月飾り作り
里山で採れた竹や草木などでオリジナ
ルの正月飾りを作ります●12月22日
(日)午前10時〜正午●小雨決行、荒
天中止●ばじょうじ谷戸休憩所集合●
20人 ●500円　●申込み 12月
15日(日)までに
お正月遊びと餅つき
平成26年1月19日(日)午前10時〜正
午●小雨決行、荒天中止●レストハウス
集合●30人 ●500円　●申込み 平
成26年1月12日(日)までに
植物観察会（冬芽の観察会）
平成26年1月12日(日)午前10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 平
成26年1月5日(日)までに
炭焼き体験（全3日間）
里山の間伐材を使って炭焼きをします。
作業は3日に分けて実施します●炭材
作りと窯詰め:平成26年1月11日(土)
午前9時〜午後4時、炭焼き:1月18日
(土)午前8時〜午後8時、窯出しと炭材
作り:1月25日(土)午前9時〜正午●雨
天決行●18歳以上10人 ●1,000円　
＊11日、18日は昼食付き　●申込み平
成26年1月4日(土)までに

☎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　
12月21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。今月は古
代ブースの解説です●いずれも

☎ 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 
「たまご座さんによる人形劇」
子どもも大人も、みんなで人形劇を楽
しみましょう●平成26年1月9日(木)
午前11時〜正午●100円●

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

 kuzugaya3@yokohamashakyo.jp

が谷地域ケアプラザ

彩飾健美（全6回）
プロのトレーナーからの運動指導と管
理栄養士からの食事指導で、健康的に
ダイエットができる講座です●平成26
年1月17日・31日、2月14日・28日、3
月14日・28日いずれも金曜日、午後1
時30分〜3時30分●運動のできる服
装で●40〜65歳の全回参加できる人
15人 ●1,000円　●申込み 平成
26年1月8日(水)までに 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

プレママYOGAでママ友作ろう!（全4回）
平成26年1月14日・21日・28日、2月
4日いずれも火曜日、午後1時30分〜
3時●持ち物、服装は問合せを●運動
について事前に主治医にご相談くださ
い●初めての子を妊娠中で、14週以上
の経過が順調な安定期の人15人 ●
1回500円　●申込み 12月12日（木）
午前10時から か
認知症サポーター養成講座
認知症という病気を知り、認知症に
なっても安心して住み続けられる街の
応援者になりませんか？ ●平成26年1
月14日(火)午後1時30分〜3時●30
人 　●申込み 12月11日(水)から

か

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

新栄地域ケアプラザ

みんなで唄おう
ピアノ伴奏に合わせて唱歌や歌謡曲を
唄います●12月24日(火)午後1時30
分〜2時30分●20人 　
●申込み 12月11日(水)〜12月23日
(月・祝)に 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

発達障害とでこぼこな子ども達の育ち
臨床心理士・言語聴覚士の愛甲修子氏
をお招きし、お話いただきます●12月
21日(土)午後1時〜3時●横浜ラポー
ル（港北区鳥山町1752）大会議室●
80人 　＊託児あり、事前申込制　
●申込み 12月14日(土)までに か

か、 を明記し
アロマテラピー講座
アロマを使ってリップクリームや芳香

剤などを作ります。親子でも参加可●
平成26年1月22日(水)午後2時〜3
時30分●8人(8組) ●500円　
●申込み 12月11日(水)〜平成26年
1月11日(土)に
つくって そうぞうして かんじるアート
白い布に大胆にペイントするイメージ
アートです●平成26年1月19日(日)午
後1時30分〜3時30分●汚れてもよい
服装で、タオルを持参●障害のある小
学1年生〜高校3年生と家族10組
●500円（材料費）　●申込み 12月11
日(水)〜平成26年1月11日(土)に
おはなし会
年の瀬・お正月の親子で楽しめるおは
なし会●12月26日(木)午前11時30
分〜正午●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12月11日（水）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●12月25日(水)、平成26
年1月11日(土)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●平成
26年1月18日(土)・22日（水）・29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●12月21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●12月21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●12月26日(木)午
前10時30分〜正午●雨天中止●き
きょう公園（中川五丁目10）●

☎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●

12/24（火）

ノルディックウオーキング教室（全3回）
平成26年2月12日・19日・26日いず
れも水曜日、午前10時30分〜11時
45分　＊雨天時は室内で決行●服装、
持ち物は問合せを●16歳以上25人
●2,000円（全回分）　●申込み12月
21日（土）までに か、 と年齢を
明記し か
ワンデープログラム
表記のないものは、【50分間●16歳以
上40人 ●1回500円】です。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）。

☎ 910-5700　  910-5755
 http://www.women.city.yokohama.jp/

男女共同参画センター横浜北

トークサロン「髙野悦子さんを偲（し
の）んで〜映画を愛した仲間たち」
＆映画「父と暮せば」上映
トークサロン講師：岩波ホール支配
人　岩波律子氏●平成26年2月16
日（日）午後1時30分〜4時5分●
150人 ●1,000円　＊一時保育あ
り（1歳6か月〜未就学児、要予約）、費
用免除制度あり。詳しくは問合せを。　
●申込み12月15日（日）から か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

あざみ野カレッジ 
よみがえる！ なつかしの歌声喫茶
歌声喫茶の歴史をたどる―労働歌
からフォークソングまで●平成26年
1月25日（土）午後1時30分〜3時
30分●高校生以上40人 ●500
円　＊初回受講時に学生証発行の
ための手数料500円が別途必要●
平成26年1月11日（土）までに か、

と年齢を明記し か
Ｗｅｌｃｏｍｅ！ ロビーコンサート
①あざみ野クリスマスジュニアコー
ラス:12月22日（日）、②横浜都筑太
鼓:平成26年1月5日（日）正午〜午
後零時40分●

●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
◆月曜日（12月16日、平成26年1月6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（12月17日、平成26年1月7日）
④ソフトエアロ●午後零時20分〜
◆水曜日（12月11日・18日、平成26年1月8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（12月13日・20日、平成26年1月10日）
⑦＊ズンバ45●午前10時35分〜（45
分間）
◆土曜日（12月14日・21日）
⑧エアロビクスボクシング●午前10時〜
▶スポーツタイム（90分間）
◆第1・3火曜日（12月17日、平成26年1月7日）
⑨バスケットボールタイム●午後7時
15分〜●50人 ●600円
◆土曜日（12月14日・21日）
⑩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
⑪親子リトミック●午前9時30分〜10
時30分●1歳6か月〜未就学児と保護
者15組 ●一組800円
⑫フットサルタイム●午後9時〜●50
人 ●600円
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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

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。＊

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

平成26年１月２２日（水）午前▶１２月１９日（木）～平成26年１月９日（木）
平成26年２月５日（水）午前▶平成26年１月７日（火）～１月２３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

乳がん検診
（視触診・マンモグラ
フィ検査）
	２５１–２３６３

平成26年１月２２日（水）午後▶１２月１８日（水）～平成26年１月１６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

＊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。

つづき写遊会　第10回記念写真展
スナップ、風景など会員14人の力作／
平成26年1月6日（月）～1月12日（日）／
アートフォーラムあざみ野　横浜市民
ギャラリーあざみ野２階／ 　
●問合せ　本庄　 ・ 594-1815
書道・防災ポスター作品　 
第20回子ども展
◆展示　平成26年１月11日（土）～1
月13日（月・祝）／区総合庁舎１階区民
ホール／ 　◆作品募集　区内在住、
在学の小・中学生対象／①書道：通常
の半紙で、一人１点、折らずに提出。課
題：小学生は学年ごとに、１年「大」か

「生」、２年「力」か「正」、３年「ゆめ」か
「元気」、４年「笑顔」か「明るい光」、５年
「希望」か「考える力」、６年「創造」か「強
い信念」、中学生は「感謝」か「将来展
望」　＊学年、氏名も審査対象。作品
は楷書。中学生は行書も可。　②防災
ポスター：八つ切り画用紙（横）で、一人
１点。／作品１点につき１００円　
申込み 平成26年１月10日（金）午後３

時30分～４時に、区総合庁舎１階区民
ホールへ作品と参加費を持参。　
＊作品は返却しません。
●問合せ　都筑区子ども会育成連絡
協議会　早川　 471-9923
区民バドミントン大会　シングルス戦
男女ともに1～3部。男子のみ40歳以上、
50歳以上、60歳以上の部もあり／平成
26年2月2日（日）午前8時～／都筑ス
ポーツセンター／一般（高校生以上）、
中学生（区内在住、在学）160人 ／
1,700円（中学生1,000円）　申込み 詳
細は、都筑区民活動センター、都筑ス
ポーツセンター、区内各地区センター
で配布する申込書に記載。平成26年
1月5日（日）～1月19日（日）必着。
●問合せ　都筑区バドミントン協会　
持増　 090-2677-3760

contact@tsuzuki-badminton.org
「音楽友の会」第11回演奏会
心に響く音楽をお届けします。曲目：『坂
の上の雲』より「スタンドアローン」ほ
か／12月14日（土）午後１時30分開演／
都筑の文化「夢スタジオ」／20人
●問合せ　富樫　 ・ 592-0381

音楽ライブ〜孤独の向こう側〜
「ALL FOR ONE」クリスマスライブ。
オリジナル、カバーなど全10曲を演奏
します／12月21日（土）午後2時～3
時／中川センタービル３階（地下鉄中
川駅前）／ 　
●問合せ　ALL FOR ONE　
谷川　 912-5851
都田公園　迎春花木の寄せ植え教室
正月飾りにぴったりな寄せ植えです／
12月18日（水）午後1時30分～3時／
レストハウス／12人 ／1,200円（材
料費）　申込み 12月11日（水）から
●問合せ　都田公園　 944-0730
第17回都筑区民きずな駅伝大会
平成26年2月16日（日）午前8時～8時
30分受付　＊雨天決行／葛ケ谷公園
多目的広場／区内在住、在勤、在学、
在団体、主催者承認者／14種目：小学
3･4年男女、小学5･6年男女、中学男
女、高校・一般男女、壮年男子、男女混
成／チーム参加費：小学生1,200円、中
学生2,000円、高校生3,000円、一般、
壮年、男女混成5,000円　＊申込受付
後の返金はしません。　申込み 都筑ス
ポーツセンター、都筑区民活動セン
ター、事 務 局 で配 布 する申 込 書 に

を記入し、参加費を添えて現金
書留などで申込み。平成26年１月10日

（金）消印有効。

●問合せ　都筑区陸上連盟事務局　
泉山　 ・ 591-4610

童謡・愛唱歌を 
みんなで楽しく歌いましょう
腹式呼吸、歌い方も指導します／月２
回木曜日、午後1時30分～3時10分／
都筑公会堂リハーサル室ほか／成人
男女20人 　＊男性歓迎／要参加費　
申込み か、氏名、 を明記し
●問合せ　照屋　 ・ 941-5372
第19回都筑コーラスのつどい　 
参加団体募集
日頃 の練 習 の成 果を発 表しません
か／発表会：６月22日（日）／都筑公会
堂／区内を中心に活動しているコー
ラスグループ25組 ／500円
申込み 平成26年1月31日（金）までに

か、 と団体名を明記し
●問合せ　都筑コーラス連絡会　
中﨑　 ・ 592-3533
沖縄古武道・空手無料体験教室
12月15日（日）・22日（日）午前9時～11
時／都筑スポーツセンターほか／18歳
以上（高校生を除く）15人 　
申込み shokukan.yokohama@gmail.com　
●問合せ　昇空館　横浜道場
竹内　 090-9967-8855

※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）。

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 １２月１７日、平成26年１月１４日いずれも（火） 正午～
午後１時３０分

受付
１歳６か月児 １２月１９日、平成26年１月１６日いずれも（木）
３歳児 １２月１２日、平成26年１月９日いずれも（木）

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５月出産予定の人
　→平成26年１月１０日（金）・１７日（金）・
　　　　　　　　	２４日（金）・３１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。

平成２６年１月２９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
肺がん検診 平成26年1月22日（水）午前▶	12月24日（火）

平成26年２月５日（水）午前▶	平成26年1月１０日（金）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。
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）

エイズ検査 １２月１２日、平成26年１月９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

平成26年１月１４日（火）午前、１月２９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 平成26年１月１４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

有		料

予約制

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 12月12日（木）・16日（月）・26日（木）、

平成26年1月9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

１２月１３日（金）午前、平成26年１月１０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

予約制

予約制

予約制
予約制

予約制
予約不要


