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キャップ1杯
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浮遊・吸引

海・養殖場
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ふん便・おう吐物

ふん便
おう吐物

　感染性胃腸炎は、細菌、ウイルスなどによる下痢・おう吐などの胃腸炎症状を起こす
感染症の総称です。
　原因となる病原体の多くが、ノロウイルスです。そのほかにもロタウイルス、サポウ
イルス、アデノウイルスなどがあります。ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、一年を
通じて発生が見られますが、冬場に多く流行します。
　ノロウイルスの特徴を理解し、感染を予防しましょう。

手洗い

調理の前やトイレの後、汚れたもの
を触った後などは、せっけんを使用し
て丁寧に手を洗いましょう。ノロウイ
ルスには消毒用アルコールが効き
にくいため、よく洗い流すことが重
要です。

　健康状態を観察し、症状（おう吐・下痢・腹
痛・発熱）があれば、無理せず幼稚園・保育園・
学校・会社などに連絡して、休むようにしましょ
う。おう吐・下痢の症状がある場合は早めに受
診しましょう。また、調理には従事しないよう
にしましょう。

消 毒
消毒には、次亜塩素酸ナトリウム液
(台所用塩素系漂白剤など)を使用
しましょう。

加 熱
食品は中心部までしっかり加熱しま
しょう。８５度で１分以上の加熱でノ
ロウイルスの感染力は失われます。

手・指など
から接触

2
生食・
加熱不足

ノロウイルスが蓄積さ
れたカキなどの二枚貝
を、生あるいは十分に
加熱調理しないで食べ
た場合に、感染が考え
られます。

感染

感染感染二枚貝感染ルート1

食品取扱者がノロウイルス
に感染し、調理や加工を介
して、汚染された食品を食
べた場合の感染が考えられ
ます。

食品取扱者感染ルート2

ノロウイルスに感染し
ている人のふん便やお
う吐物の処理時や、処
理後に、乾燥して浮遊す
るノロウイルスを吸い
込んで感染する場合が
考えられます。

ふん便・おう吐物
感染ルート3

食事提供

感染性胃腸炎
に気を付けよう！
感染性胃腸炎
に気を付けよう！

感染した人のおう吐物や便の片付けは正しく行いましょう！

1 2 3

4 5 6

＊感染した人が触ったと思われる場所（トイレのレバーやドアノブ、手すりなど）は0.02パーセントの次亜
塩素酸ナトリウム液(台所用塩素系漂白剤など)で拭き掃除をしましょう。

拭き取った場所は0.1パーセント
の次亜塩素酸ナトリウム液を浸し
たペーパータオルなどで10分間
覆い、最後に水拭きします。

　 の袋と　 で出たごみと着けて
いたマスクなどをビニール袋に入
れ、口をしっかり縛り、捨てます。
屋外に置くことをお勧めします。

処理後は石けんで丁寧に手洗い
をします。

片付ける前に、使い捨てのマスク
と手袋、エプロンを身に着け、換
気のために窓を開けます。

おう吐物、便が飛び散らないよう
に静かにペーパータオルなどで
拭き取ります。

オムツ、拭き取りに使ったペー
パータオルなどはビニール袋に
入れて密封します。

同一面でこすると
汚物を広げるので注意 しっかり

口を縛る

ノロウイルスってなに？

　ノロウイルスは、急性胃腸炎を起
こすウイルスです。下痢やおう吐、
発熱などの原因となり、通常１～２日
で回復しますが、抵抗力が弱い乳幼
児や高齢者では重症になることがあ
ります。自覚症状がなくなってから
も、１週間から１か月間、便中にウイ
ルスの排泄（はいせつ）が続くこと
があります。
　これが原因で感染症や食中毒が
広がることもあります。

ノロウイルスって
どこから感染するの？

　ウイルスの感染経路はほとんど
が経口（けいこう）感染で、次の３つ
の感染ルートが考えられます。

感染症に
かかってしまったときには

ノロウイルスによる
感染症や食中毒を予防するには 感染を広げないために

問合せ●食品衛生係　　 948-2356　　 948-2354／健康づくり係　　 948-2350　　 948-2354

市販の台所用塩素系漂白剤（濃度約5パーセント）と
2リットルのペットボトルを使う場合の 消毒液の作り方

汚染がひどい場所（おう吐物や便がついた床、衣類など）
の消毒（0.1パーセント）にはキャップ8杯（約40㍉㍑）の
漂白剤を入れ、ペットボトルいっぱいに水を加えます。

調理器具などの消毒や、感染者が触った場所の掃除
（0.02パーセント）にはキャップ2杯（約10㍉㍑）の漂
白剤を入れ、ペットボトルいっぱいに水を加えます。

2ℓ

ペットボトルを　
使用すると簡単です。　
キャップ一杯が　 
5㍉㍑に相当します。　

おう吐物
・便

0.1パーセントの
次亜塩素酸ナトリウム液

10分間覆う

3 4

感染症パネル展
読むワクチン !

さまざまな感染症について
パネル展を実施します。

感染性胃腸炎 結核 麻しん 風しん エイズインフルエンザ
正しい知識、最新の情報を得て、感染症を予防しましょう！

期間中、シールぼうやも来ます。
11月26日（火）～12月2日（月）　　　　区総合庁舎１階　区民ホール日時 会場

＊期間中、併設企画「シニア結核予防検診」を実施します。７ページをご覧ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/
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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…209,487人（平成２5年10月１日現在・前月比118人増）

世帯数…79,123世帯（平成２5年10月１日現在・前月比48世帯増）

交通事故発生件数…530件　
	 死者3人／負傷者653人（平成２5年１月１日〜9月30日）

火災発生件数…46件（平成２5年１月１日〜9月30日）

《区の概要》●都筑図書館の休館日●
11月5日（火）、	
12月24日（火）

●都筑公会堂の休館日●
11月18日（月）、	
12月16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 

冬の収穫体験

問合せ●資源化推進担当　　 948-2241　　 948-2239

　不法投棄の現状と回収の様子を見
学後、小松菜、大根など冬野菜の収穫
体験を行います。子どもたちには、小
松菜の種まき体験もあります。

　　　　　　　　 午前９時～正午　＊荒天中止
池辺農業専用地区（地下鉄都筑ふれあいの丘駅前
に、午前8時45分集合）
＊駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
小学生以上の区内在住・在勤・在学者100人　
＊当日は、汚れてもいい服で、自己管理の元、ご参加ください。

不法 投棄や めさ せ 隊

日時

会場

対象

申込み

11月30日（土）

11月15日（金）までに、家族ごとに　　　 と参加人数を明記し
か　 。　＊個人情報については、本事業以外には使用いたしません。

tz-shigen@city.yokohama.jp

毎月27日は県警交番の日

まちの　　　　　　　　　を
開催します！

草野仁氏

　テレビでおなじみの草野仁さんが都筑警察署
一日署長として、まちの安全安心について講演します。
防犯落語会や防犯・交通安全ＰＲコーナーなども開催します。

日時●11月27日（水）
 午後１時３０分開演（１時開場）
会場●都筑公会堂
定員●4００人　  ＊事前申込不要

安全安心キャンペーン

●問合せ
都筑警察署　　949-0110（代）　
地域振興課　　948-2241
 　948-2239

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6回●ご存じですか？こんにちは赤ちゃん訪問員
　「こんにちは赤ちゃん訪問員」は、地域の民生委員・児童委員、主任児童
委員や子育て支援者などの人に、横浜市が委嘱しています。
　現在約50人の訪問員が活動しており、子育てに関わる研修にも参加し、
皆さんに喜んでいただける訪問を目指しています。

連
載

地域で する活活躍躍まちのた
めに

ありがとう
！

こんにちは赤ちゃん訪問員

生後４か月までの赤ちゃんのご家庭を地域の人が訪問します
　地域の人なので、顔見知りになり、その後もちょっとした心配事やうれし
かった出来事などをお話しできたり、お子さんの成長を一緒に喜んでくれ
たりする身近な存在です。
　お子さんと一緒に参加できるイベントなど、地域の注目情報や、子育てに
役立つ身近な話題をお届けしています。

＊8・9ページで特集しています。ぜひご覧ください。

●問合せ　こども家庭支援担当　　948-2318　　948-2309

こんにちは赤ちゃん訪問員の▶
皆さんと都筑区長　

●訪問後、まちで声をかけてもらえ、赤ちゃんの
　成長も見ることができてうれしいです
●かわいい赤ちゃんの顔を見ると、元気が出ます
●地域活動とつながっている実感があり、うれしいです

こんにちは赤ちゃん

訪問員さんからは

喜びの声を

いただいています

私たちが訪問しています。

●引っ越してきたばかり
　で、不安なお母さんに
　接してあげられて
　よかったです

緑のカーテン
栽培結果報告展示会
区内市立小中学校21校と市立保育所
５園が、5月からゴーヤやヘチマの緑の
カーテンづくりに取り組みました。子ど
もたちが育てた緑のカーテンの栽培の
様子や効果を紹介します。
日時 11月20日（水）～11月27日
（水）　会場区総合庁舎１階区民ホール
●問合せ　企画調整係　
948-2226　 948-2399　

都筑　緑のカーテン 検 索

平成26年　
都筑区新年賀詞交換会
日時 平成26年1月5日（日）午後5時
開宴（4時30分開場）　会場 新横浜プ
リンスホテル（JR・地下鉄新横浜駅徒
歩2分）　対象 区内在住、在勤者、在学
者　会費 5,000円　
●申込み　庶務係（区役所5階53番窓
口）で配布する｢払込取扱票｣に必要事
項を記入し、会費をゆうちょ銀行か、郵
便局で払込み。11月29日(金)締切。
●問合せ　庶務係　
948-2211　 948-2208

年末年始の粗大ごみ
回収依頼はお早めに
金属製品で30㌢㍍以上、それ以外は
50㌢㍍以上のものが対象です。事前に
お申し込みの上、直接持ち込むことも
できます。　
●申込み　粗大ごみ受付センター　
都筑区　 0570-045-230　
IP・携帯電話から　 045-330-5159　
●問合せ　資源化推進担当　
948-2241　 948-2239

都筑区民活動センター
「利用者懇談会」参加者募集
区民活動センターをご利用いただいて
いる皆さんをはじめ、多くの人と意見交
換を行い、ニーズに沿った運営へつな
げたいと考えています。
日時12月16日（月）午後2時〜4時
会場区役所6階大会議室　
●申込み　12月13日（金）までに、区
民活動センターで配布する申込用紙に
記載の上、ご提出ください。
●問合せ　区民活動センター　
948-2237　 943-1349

区民活動係　
948-2234　 948-2239

◆大人のためのおはなし会 
「ストーリーテリングを楽しもう」
普段は子どもに聞いてもらうお話を大
人に楽しんでいただきます。
日時12月19日（木）午前10時〜正午／
20人 　＊乳幼児は入場できません　
●申込み　12月5日（木）から か
◆中川中学校“本の紹介文”展 

「この本、紹介します」
生徒の皆さんが書いた紹介文を本と一
緒に展示します。
日時11月19日（火）～12月3日（火）／
◆図書館利用マナー展「泣いている本たち」
マナーを守って気持ちよく図書館をご
利用いただくために、切り取りや書き込
みの被害に遭った本を展示します。
日時12月5日（木）～12月27日（金）　
＊27日は午後4時まで／
●問合せ　都筑図書館　
948-2424　 948-2432

都筑図書館から 大根、カブ、小松菜、サトイモなどを収
穫し、お持ち帰りいただきます。規定数
以上の野菜は別途有料にて販売。収穫
体験後は芋煮を楽しみましょう。
日時11月24日（日）午前11時〜午後
1時　会場マルイファーム畑(東方町
1777番地)　対象 区内在住の親子
50家族 　＊親子同伴で人数は問い
ません。　費用一家族1,000円　
●申込み　都筑農業ボランティアの会

http://enonom.web.fc2.com/で。
●問合せ　企画調整係　
948-2226　 948-2399

親子で都筑野菜の収穫と
芋煮を楽しもう！

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。

●問合せ　緑税務署　
972-7771(代表)

＊各会場の駐車場は有料です。

緑税務署から

日時 11月20日(水)・21日（木）午後
1時30分〜4時（午後１時受付・用紙配
布開始）　会場 青葉公会堂（青葉区市
ケ尾町31-４　東急田園都市線市が尾
駅徒歩8分）／ 　

平成25年分　
青色決算説明会・消費税等説明会

スマートフォンで「3Dくまモン」の写真
が撮れます。主催：緑税務懇話会
日時 11月19日(火)午前10時30分
〜正午　会場ららぽーと横浜・サウス
コート(JR鴨居駅徒歩7分)／

e-Tax・eLTAX
推進の街宣言イベント

日時 11月12日(火)午後1時30分〜
4時（午後１時受付・用紙配布開始）　
会場 都筑公会堂／

平成25年分　年末調整等説明会

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、イメージ作りを行います。
日時12月14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、平日に参加でき
ない妊婦とパートナー25組 　
●申込み　１1月29日(金)までに
と年齢、予定日、パートナー参加希望の
場合はパートナーの氏名を明記し
●問合せ　こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

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
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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 1

　子どもの「ことば」の力は、人と共感する経験によって、大きく育てられるも
のではないでしょうか？自分の「こころ」が伝わったと感じる喜びが、ことばに
対する興味や人への信頼につながっていくように思います。「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。

　わらべうたは、ことばのリズム、抑揚、音などの面白さや美しさをいっぱ
いにたたえています。幼い子どもたちも十分に楽しむことができますし、友
達やお父さんお母さんと一緒に遊ぶ中で、その楽しさは一層大きく響いて
きます。子育てのヒントになりそうな、わらべうたの本を２冊取り上げてみ
ました。

●第1回● 「わらべうたのちから」

『おはようからおやすみまでの12のわらべうたえほん』
［小林衛己子／編　大井淳子／絵　ハッピーオウル社］
目覚めのとき、顔を洗うときなど、毎日の生活の中に楽しく取り入
れられる、育児の手助けになりそうなわらべうたを紹介しています。

「わらべうた」で子育て　入門編
［阿部ヤヱ／著　平野恵理子／絵　福音館書店母の友編集部／編　福音館書店］

伝承されてきた「遠野のわらべうた」は、らくに楽しく生きる
暮らしの知恵と、人を育む術（すべ）を教えてくれます。先人
たちの知恵を借りられる本です。

◆くまさんのおはなし会（12月）
わらべうたや絵本の読み聞かせを、親子で一緒に楽しむおはなし会です。
　　　12月12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。
　　　2、3歳児とその保護者、各10組先着順
 ＊2歳児未満の子は入室できません。
 　　　 11月28日（木）から　 か

＊都筑図書館のおはなし会のご案内＊

日時

対象

申込み

問合せ●都筑図書館　　948-2424　　948-2432

ピーター・フランクル氏

　ハンガリー出身で、日本ジャグリング協会名誉理事、
数学者でもあるピーター・フランクルさんのさまざま
な経験に基づくお話を聞いて、人権について考えつつ、
人生を楽しくするコツを学んでみませんか？
　ピーターさんの得意な大道芸も披露されます。

人生を楽 しくする方程式人 権 啓 発 講 演 会

12月11日（水）午後２時～３時30分
（午後１時30分開場）
都筑公会堂　　　　600人
　11月29日（金）までに　　　 と希望人数を明記し　 か　 か　 。

問合せ・申込み先●庶務係　　 948-2212　　 948-2208　
　 tz-somuboshu@city.yokohama.jp
　 http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/soumu/shomu/25jinken.html

日時

会場 定員
申込み

平成25年度
都筑区

※一時保育あり。30人　  （２～６歳の未就学児）。希望者は、子の氏名・年齢を記載。
※手話通訳あり。希望者は「手話通訳希望」と記載。
※車いすスペースあり。6人　 。利用者は、「車いす利用希望」と記載。

　今どきの子育てをクイズ形式で学んだり、参加者同士で
体験を話し合ったりしながら、孫育てのヒントを見つけましょう！

12月18日（水）午前10時～11時30分
区役所１階機能訓練室
未就学児の孫がいる祖父母（予定、希望者も含む）
ＮPO法人孫育て・ニッポン　理事長　棒田明子氏

子育て支援センターポポラ 912-5135　　912-5160
こども家庭支援担当 948-2318　　948-2309

問合せ

申込み

孫 育 て 講 座孫 育 て 講 座 ステキな
子育て応援団になりましょう

●定員●
40人　 

日時●
会場●
対象●
講師●

11月12日（火）から子育て支援センターポポラに電話か　 。
受付時間：午前10時～午後５時（日・月・祝日休館）

　都筑区がドイツ連邦共和国とゆかりがあることをご存じですか？
ドイツ本場のクリスマスマーケットで、区の新たな一面を
発見してみてください。

期間中、センター北駅周辺の各会場では、

※写真は昨年度の
　イベントの様子です

地域振興課  都筑・ドイツ交流イベント担当
　 948-2241　   948-2239

センター北がドイツ一色に！

inin 都筑

開催日程●１２月７日（土）～１２月２５日（水）
　　会場●地下鉄センター北駅前　
 芝生広場　ほか

入場
無料

●ホットワイン、ビール、ソーセージなど
　ドイツ料理やドイツ輸入雑貨の販売
●週末を中心に、東京横浜独逸学園生徒や市民団体
　によるステージパフォーマンスなどが行われます。

問合せ

●詳しくはこちら！
都筑  ドイツクリスマスマーケット 検索

出来たての料理を

その場で楽しめます♪

ドイツクリスマスマーケットドイツクリスマスマーケット

胸部レントゲン
検査 のお知らせシニア結核予防検診

　これまで結核に感染しても発
病せずにいた人が、高齢となって
体力や抵抗力が落ち、結核を発
病するケースが都筑区でも多く
なっています。結核の早期発見の
ため、シニア結核予防検診をご利
用ください。

● 感染症パネル展併設特別企画 ●

【日時】11月29日（金）午後
 （受付時間は予約時にお伝えします）
【会場】区役所１階健診室
【対象】1年以上胸部レントゲン検査を
受診していない65歳以上の市民30人　　
　　　

問合せ●健康づくり係　　 948-2350　　 948-2354

結核は過去の病気ではありません！！

申込み無料（要予約） 11月11日（月）午前8時45分から

　住宅火災から大切な命や財産を守るため、全ての
住宅に住宅用火災警報器の設置が、消防法などによ
り義務付けられています。
　設置がお済みでないご家庭は、 速やかに設置 を
していただきますようお願いします。

　住宅用火災警報器を購入したが、取付けが困難な高齢
者などを対象として、取付けのお手伝いをします。

申込者が保有する住宅用
火災警報器の取付けを消防職員が行います。

住宅用火災警報器の取付けをすることが
困難な高齢者や障がい者世帯などのうち、
取付け支援を希望する世帯

＊住宅用火災警報器は、申込者ご自身で用意していただきます。

①平成25年11月１日（金）～11月29日（金）
②平成26年３月３日（月）～３月31日（月）

都筑消防署から

住宅用火災警報器はは設置しましたか？設置しましたか？

住宅用火災警報器取付け支援のご案内

支援内容

対象世帯

募集期間

都筑消防署　　　　　・　 945-0119
北山田消防出張所　　・　 591-0119
川和消防出張所　　　・　 931-0119
佐江戸消防出張所　　・　 936-0119
仲町台消防出張所　　・　 943-0119

　　　　月曜日～金曜日(祝日除く)午前９時～
午後５時に、都筑消防署か区内の各消防出張所
へ　 または　　  を明記して　 。

全国火災予防運動全国火災予防運動
平成25年11月９日（土）～11月15日（金）
秋の秋の

申
込
み
・
問
合
せ

申込み

平成26年度の入所説明会のご案内です。

●問合せ●青少年支援・学校地域連携担当　 948-2471　 948-2309

詳細は直接各クラブへお問い合わせください。

＊以下の放課後児童クラブは個別対応いたしますので、直接各クラブへお問い合わせください。
ちがさきちびっこくらぶ 茅ケ崎南五丁目1-53-202号 ☎943-1545
中川西こどもくらぶ 牛久保西四丁目19-1-2号 ☎913-7004
センター北こどもクラブ 中川中央一丁目39-29-203号 ☎913-1333
センター北すずらんクラブ 中川中央一丁目28-11-201号 ☎911-8814
あっとほーむクラブ 牛久保西三丁目2-7 ☎911-9502
ピッコリーノ東山田クラブ 北山田一丁目12-10-1F ☎595-1108
南山田学童クラブ 北山田三丁目17-19-C103 ☎620-5112

学童
保育放課後児童クラブ区内の

クラブ名 所在地 入所説明会 電話
勝田学童保育所 勝田町368 平成２５年１１月１７日（日） 591-7273
川和放課後
児童クラブ 川和町1715-52 平成２５年１２月７日（土） 943-8402

かもいけ
こどもクラブ 見花山13-31 平成２５年１２月７日（土） 941-5665

荏田東
こどもクラブ 荏田南五丁目7-13 平成２５年１１月２４日（日）

平成２６年１月１９日（日） 943-1041

北山田
こどもクラブ

北山田四丁目
8-19-201号 平成２５年１２月7日（土） 911-9153

山田こどもくらぶ 東山田二丁目
4-12-202号 平成２５年１１月３０日（土） 593-8585

仲町台
ちびっこくらぶ

茅ケ崎南三丁目
1-72-202号 平成２５年１２月８日（日） 941-8038



地域ケアプラザの

集まりに参加して
みよう！

地域の人と知り合おう！

問合せ●こども家庭支援課保育運営担当　　948-2463　　948-2309

検 索一時保育　都筑

都筑で

　子どもとの時間は楽しくもあるけれどやっぱり大変。
日々の育児は悩みが尽きずモヤモヤ、イライラすることも。

でも子育てをしているからこそ、行ける場所や
知り合える人、いろいろなことを話せる

仲間ができます。
　子育てを通して地域とつながり、
仲間づくりを始めませんか？

　赤ちゃんが生まれ育っていくときに、地域の中で子どもの成長を一緒に見守ってくれる
人がいると安心ですね。日々の子育ての悩みを相談したり、地域のいろいろな情報を教え
てくれるのが身近な地域の人です。今回は赤ちゃんが生まれて最初に声をかけてくれる
「こんにちは赤ちゃん訪問」をご紹介します。

　都筑区には、地域の人と力を合わせて子育て支援活動をしているママたちがいます。
　中でも、最近活躍が目覚ましい三つのエリアのママたちをご紹介します！

　地域ケアプラザでは、乳幼児の親子を対象に仲間づくりの応援をするため、さまざまなサロンを開催しています。
　お近くの地域ケアプラザに是非お出かけください。

こんにちは赤ちゃん訪問

勝田茅ケ崎エリア

東山田地域ケアプラザ

中川地域ケアプラザ

　生後４か月までの赤ちゃんがいる全てのご家
庭に、地域のこんにちは赤ちゃん訪問員（市から
委嘱）が伺っています。玄関先などで赤ちゃんの
誕生をお祝いして、子育てに役立つ身近な情報
をお届けし、あなたの子育てを応援します。

地域密着の子育て情報誌が欲しい！

東山田地域ケアプラザ

●ぞうさんくらぶ
　のんびりまったりと子どもを遊ば
せて、みんなで情報交換や悩み相
談をしながらティータイム♪
　イベントの時は外に飛び出して、
芋堀りや、クリスマス会などを楽し
みます。

●遊びのおもちゃランド
　毎回最初に30分間のボランティアによるイベン
トを用意して、親子で楽しめるように工夫してい
ます。イベント後は自由遊び。みんなでおしゃべり
しながら、子どもが自由に遊べる空間を提供しま
す。ボランティアによる折り紙のプレゼントや、読
み聞かせなども行います。

毎月第3金曜日　午前10時～正午
未就園児の親子
200円（一組）　一人追加ごとに+100円 ※イベントにより300円の場合あり

毎月第1金曜日　午前10時～正午
0～3歳児の親子
100円（一組）　一人追加ごとに+100円

日時
対象
参加費

日時
対象
参加費

●子育てひろば
　出入り自由、申込み不要、飲食可能なひろばです。親子で楽しめる場所、親

子でお友達と出会える場所として、子
育てボランティアさんと一緒に皆さ
んをお待ちしています。

毎月第３金曜日　
午前10時～午後１時
未就園児の親子
無料

日時

対象
参加費

　みんなで楽しくおしゃべりする場です。茅ケ崎南保育園の先生も来て
くれています。子どもの食事や遊び
など、気軽に相談できます。

毎月第３金曜日　
午前10時～11時30分
未就園児の親子
無料

日時

対象
参加費

　日々の子育てで困っていること、子どもの成長のことなど、保育士やママ
同士で気軽におしゃべりしませんか？
　一緒に楽しいひとときを過ごしま
しょう！

毎月第３木曜日　　
午前10時～正午
未就園児の親子
無料

日時

対象
参加費

毎月第４月曜日　午前10時～午後２時
０歳～未就学児の親子
無料

日時
対象
参加費

●子育てサロン　きらきら

東山田町270　　592-5975 ［担当／辻本］

加賀原地域ケアプラザ

新栄地域ケアプラザ 新栄町19-19　　592-5255 ［担当／飯田］

葛が谷地域ケアプラザ

●すくすくプラザ
　フリースペースでおもちゃで遊んだり、月替わりで工作やミニ講座を楽
しめます。畳スペースもあるので、
赤ちゃんもぜひお越しください！

●ＫＣＢ（Ｋａｃｈｉｄａ-Ｃｈｉｇａｓａｋｉ-Ｂａｎｂｉｎａ）
　“KCB”は勝田茅ケ崎地区主任児童委員などの協力の元
にママたちが取材、編集、デザインをしている子育て情報
誌です。
　現在、「パパとおでかけ」をテーマとした第２号を発行。
区役所や子育て支援センターポポラ、新栄地域ケアプラ
ザ、都筑区社会福祉協議会などで配布しています。

●保育士さんといっぱいいっぱいおしゃべりしよう

毎月第２木曜日　
午前10時～正午
未就園児の親子
無料
（工作などは材料費実費）

日時

対象
参加費

●新栄子育てサロン
　申込み不要、出入り自由のサロンです。
　広い部屋の中にはおもちゃがいっぱい。やさしい先輩ママのボ
ランティアさんとお話もできます。子どもたちが遊んでいるとき、
ママ同士のおしゃべりも楽しめます。当日、直接お越しください。

カ　　　チ　　 ダ チ　　ガ　　サ　　キ バ　 ン　ビ ー ナ

川和エリア近所に子育てサロンがほしい！

●かわわ☆わ～い
　川和幼児クラブのママたちと地域の子育て支援スタッフがサロンを運
営しています。
　川和小コミュニティハウスにて、毎月第２木曜日、午前10時開催。
　川和エリアの子育て支援カレンダーもサロン掲示板に掲載しています。

中川エリアみんなで公園遊びを楽しみたい！

●中川ぴょんぴょん遊びたい
　中川駅近くのひかりがおか公園で、毎月第２金曜日の
午前10時30分から公園遊び＆ランチ交流会を開催して
います。ママたちのグループ「なかがわミルキーラパン」
がチラシを作成。当日の手遊び当番もママが担当。

地域の人と知り合おう！地域の人と知り合おう！

地域の人たちと一緒にやってみよう！地域の人たちと一緒にやってみよう！

地域ケアプラザの集まりに参加してみよう！地域ケアプラザの集まりに参加してみよう！

施設を知ろう！

地区センターなどの区民利用施設でも
さまざまな子育て支援を行っています。

ぜひ足を運んでみてください！

９４８-２３１８
９４８-２３０９

こども家庭支援課
こども家庭支援担当

問合せ

このほかのエリアでも、一緒に子育て支援活動をしてくれるママたちを募集しています。 
「こうしたサポートがあると助かるな」「こうやってみんなで遊んだら楽しいかも」などなど、

子育て真っ最中だからこそ思い付くアイデアはきっとあるはず。
そんなアイデアを思い付いたら、ぜひ地域の人と一緒に活動を起こしてみませんか？

こども家庭支援課（　 948-2318）、または子育て支援センターポポラ（　 912-5135）までご連絡ください。

ハッピー子育て！ハッピー子育て！
　赤ちゃんが生まれ育っていくときに、地域の中で子どもの成長を一緒に見守ってくれる
人がいると安心ですね。日々の子育ての悩みを相談したり、地域のいろいろな情報を教え
てくれるのが身近な地域の人です。今回は赤ちゃんが生まれて最初に声をかけてくれる
「こんにちは赤ちゃん訪問」をご紹介します。

こんにちは赤ちゃん訪問

　生後４か月までの赤ちゃんがいるすべてのご
家庭に、地域のこんにちは赤ちゃん訪問員（市か
ら委嘱）が伺っています。玄関先などで赤ちゃん
の誕生をお祝いして、子育てに役立つ身近な情
報をお届けし、あなたの子育てを応援します。
（今月号の6ページのでもご紹介しています）

地域の人と知り合おう！地域の人と知り合おう！

加賀原一丁目22-32　　944-4641 ［担当／川岸・島田］

中川一丁目1-1　　500-9321 ［担当／小西］ 葛が谷16-3　　943-5951 ［担当／田中］

都筑で
特集2

11 月 は

～オレンジリボンをあなたの胸に！～
『児童虐待防止推進月間』です

今月号の6ページでもご紹介しています

　児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンには、「子ど
もへの虐待をなくしたい」という願いが込められています。
子どもの幸せを願って、あなたもオレンジリボンを胸に付けま
せんか？
　11月１日（金）～11月12日（火）に区総合庁舎１階区民ホー
ルで、「虐待防止パネル展」を開催します。都筑図書館でも関
連図書の展示を行います。
　オレンジリボンも配布しますので、ぜひお立ち寄りください！

子育て応援講演会「子育てハッピーアドバイス」
　育児書「子育てハッピーアドバイス」などの著者、
明橋大二さんのお話です。
日時●11月22日(金)午前10時～11時30分
 （開場は午前9時30分）
会場●都筑公会堂　定員●400人（先着順）
直接会場へお越しください。0歳児は同席できます。
※定員を超えた場合は入場できません。

詳しくは

「つづき
チルコロ

MAP」

にも載っ
ています

。

区役所２
階19番窓

口で

配布して
います

かわいい
赤ちゃんね～

◀母子手帳の1ページ目につ
いている「出生連絡票」を提
出していただいた家庭に、電
話連絡後、訪問します。

◀子育てに役立つ情
報やお住まいの地
域情報をお届けし
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

かわいい

赤ちゃんね～

母子手帳の1ページ目についている
「出生連絡票」を提出していただいた
家庭に、電話連絡後、訪問します。

子育てに役立つ情報や
お住まいの地域情報をお
届けしています。

赤ちゃんが

生まれたら

なるべく早めに

提出してね

▶ ◀

“KCB”を見た人から
すごいね！ と声を掛けられて

うれしかったです。
育児以外の楽しみを
見つけました！！

アットホームな
雰囲気なので楽しいです。
川和に集まれる場が
できたことがうれしいし、
たくさんのお友達と
出会えるのが楽しみ！

近所の友達が増えたのがよかった！
チラシを作ったり、公園使用の

許可を取ったり、いろいろ準備はあるけど、
活動を通して経験値が
上がったかも！

“KCB”を見た人から

すごいね！と声をかけられて

うれしかったです。

育児以外の楽しみを

見つけました！！

アットホームな

雰囲気なので楽しいです。

川和に集える場が

できたことがうれしいし、

たくさんのお友達と

出会えるのが楽しみ！

近所の友達が増えたのがよかった！

チラシを作ったり、公園使用の

許可を取ったり、いろいろ準備はあるけど、

活動を通して経験値が

上がったかも！

ママの声

ママの声

ママの声
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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

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

都筑センター ●休館日●

11/26（火）

都筑ふれあいの丘まつり
ゲームコーナー・演奏会・作品展・鉄道
模型・都筑工場見学など●11月10日
(日)午前10時〜午後3時●

アートフラワーで作る  
クリスマスリース教室
11月29日(金)午後1時30分〜４時●
市内在住・在勤・在学者12人 ●2,500
円　●申込み11月12日(火)から か
けしゴム版画教室
楽しい手作り年賀状●12月5日(木)午
前10時〜午後1時●市内在住・在勤・在
学者15人 ●1,000円　
●申込み 11月12日(火)から か
親子そば打ち教室
12月8日(日)午前10時〜午後１時●
市内在住・在学の小学生と保護者20
組40人 ●1,000円　●申込み 11
月12日(火)〜11月19日(火)に か
パパとあそぼ! (全4回)
12月15日、平成26年1月19日、2月
16日、3月16日いずれも日曜日、午前
10時〜11時30分●市内在住の2〜
3歳の子と父親12組24人 ●300円　
●申込み 11月12日(火)から 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●

11/11（月）

●申込み 行事は、11月12日（火）から
かんたんおせち
12月12日(木)午前10時〜午後1時
●16人 ●1,500円　●
ヘクセンハウスお菓子の家
12月21日(土)午後1時30分〜3時30
分●小学4年生以上20人 ●1,000
円　●
ドイツ家庭料理
12月20日(金)午前10時〜午後1時
●20人 ●1,200円　●
お正月のいけばな
12月26日(木)午後1時〜3時●20人

●2,300円　●
親子体操3期(全9回)
平成26年1月17日〜3月14日の金
曜日、A：午前9時30分〜10時30分、
B：午前10時40分〜11時40分●1歳
8か月以上の未就園児と保護者、各40
組 ●3,500円　●申込み 12月13
日(金)までに か、 と希望クラス、
保護者と子どもの名前、子どもの月齢
を明記し
おもちゃの病院
平成26年1月11日(土)午前10時〜午
後3時●18点 　●
パワーヨガ3期(全9回)
平成26年1月21日〜3月25日の火曜
日、A：午前9時15分〜10時15分、B：
午前10時30分〜11時30分●各60
人 ●2,800円　●申込み 12月10
日(火)までに か、 と希望クラス
を明記し
ボランティア活動活性化のポイント（全２回）
11月27日（水）、12月6日（金）いずれ
も午後3時30分〜5時●70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●

11/11（月）

中高年のストレッチ 3期（全11回)
平成26年1月8日〜3月19日の水曜
日、午前9時15分〜10時15分●体操
に支障のない中高年80人 　＊子の
同伴は不可●2,000円(保険代を含む)　
●申込み 11月13日(水)〜12月4日
(水)に を明記し か
エアロビクス 3期（全11回)
健康づくりとストレス発散●平成26
年1月8日〜3月19日の水曜日、午前
10時30分〜11時30分●健康な人
70人   ＊子の同伴は不可●2,000
円(保険代を含む)　
●申込み11月13日(水)〜12月4日
(水)に を明記し か
ヨガ3期　①入門　②初級（全9回）
やさしいヨガで健康維持●平成26年
1月6日・20日・27日、2月3日・17日・
24日、3月3日・17日・24日の月曜日 
①午後零時15分〜1時25分　②午後
１時35分〜2時45分●各30人 ●
2,000円(保険代を含む)　
●申込み 11月11日(月)〜12月2日
(月)に と①か②の希望時間を明
記し、 か
クリスマスの人形劇と音楽のコラボ
幼児から小学生低学年向け。人形劇と
ピアノ、フルートのコラボレーション●
12月7日(土)午後1時45分〜2時30
分●60人 ●

ミニ門松を作る
協力：「日本の竹ファンクラブ」●12月
26日(木)午前9時15分〜11時45分
●一般成人20人 　＊子の同伴は不
可●1,500円　●申込み 12月5日
(木)までに を明記し か

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

11/11（月）
12/9（月）

もちつき交流会
つきたてのお餅を販売します●12月8
日(日)午前10時30分〜正午　＊なく
なり次第終了●200パック ●1パッ
ク200円●

チョット昔のお正月遊び
百人一首、かるた、すごろく、昼食はお
雑煮●平成26年1月13日(月・祝)午前
10時30分〜午後2時●小学生15人

●1,000円（昼食代を含む）　
●申込み 11月12日(火)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●11
月20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
アート「発見！ 都筑サファリツアー」
「動物を作るワークショップ作品展」中
川中学校美術部、中川西中学校美術
部の作品展示●11月23日(土・祝)〜
11月29日(金)午前10時〜午後4時　
＊初日は公開制作あり●

いろり端おはなし会
親子連れ歓迎●11月18日(月)午前
11時〜11時30分●

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
初心者歓迎●12月15日(日)午後2時
〜4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

里山の素材でリース作り
12月８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1日（日）までに
サツマイモ掘り体験
11月16日（土）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●30人 ●300円　
●申込み 11月11日（月）までに
落ち葉かきと焼き芋
12月14日（土）午後１時〜4時●小雨
決行・荒天中止●ばじょうじ谷戸休憩所
集合●30人 ●300円　
●申込み 12月７日（土）までに

☎ 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●

11/7（木）
11/21（木）
12/５（木）

布ぞうり編み教室
12月９日（月）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
ノルディックウオーキング体験教室
古民家から2㌔㍍くらいのコースを歩
きます●11月15日(金)午前10時〜
11時30分●雨天時は翌日に順延●
10人 ●1,000円●持ち物、服装は
問合せを。　
●申込み 11月14日(木)までに か
和菓子作り教室
11月16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11月15日(金)までに か
親子読み聞かせ
未就学児向け●11月20日(水)午前
10時30分開始●10組●

手打ちそばを食べませんか
11月26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●

創作「語りべ」語りと朗読の会 
「みちゆきさん」
11月23日(土・祝)午後3時開始●

古民家市
新鮮野菜などの販売●12月２日(月)
午前10時〜なくなり次第終了●小雨
決行●

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

加賀原地域ケアプラザ

ハッピー子育て講座 
「おっぱいで楽しい子育てを」
保健師さんとお話ししましょう●11月
29日(金)午前10時30分〜正午●お
茶代100円●

べるえきっぷ 
「クリスマスキャンドル作り」
12月1日(日)午後1時〜３時●障がい
があり、参加時間を共に過ごせる人15
組 ●600円　●申込み 11月11日
(月)〜11月30日(土)に か
手作りタイム「フェルト飾りを作ろう」
幼児が喜ぶクリスマス飾り作り。子ども
をそばで遊ばせながら参加できます●
12月9日(月)午前10時〜正午●10
人 ●700円　●申込み 11月11日
(月)〜12月7日(土)に か

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

東山田地域ケアプラザ

ヨガでうつ予防？！
①リラクゼーションヨガ  ②高齢者のう
つについての講話●11月28日(木)午
前10時〜正午●コンフォール東山田 
1号棟集会場に集合●15人 ●100
円●運動しやすい服装(ジーンズ不可)
で、飲み物、タオル、筆記用具を持参　
●申込み 11月11日(月)〜11月20日
(水)に か

1,000円（全回分）　●申込み11月11
日（月）から「つづき区民交流協会」（
942-5516　 942-6416　〒224-
0032　茅ケ崎中央29-5　森ビル
204）へ か、 を明記し か 　

☎ 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●

11/11（月）

手作りの白菜キムチに挑戦！（全2回）
お正月が食べ頃です●12月13日(金)
午後3時30分〜5時、12月14日(土)
午前10時〜午後1時●24人 　＊二
日間参加可能な人。子の同伴は不可●
2,000円●持ち物は問合せを。　
●申込み 11月15日(金)までに
を明記し か
ミニ門松でお正月
竹を使ってミニ門松を作ります●12月
23日(月・祝)午前9時30分〜午後零
時30分●16人 ●1,500円●持ち
物は問合せを。　●申込み 11月22日
(金)〜12月22日(日)に か
親子クリスマス・クッキング
12月8日(日)午前9時30分〜午後1
時●小学生と親9組 ●一組1,000
円(兄弟も参加の場合は1,500円)●エ
プロン、三角巾、ふきん、筆記用具を持
参　●申込み11月12日(火)までに

と子の氏名、性別、学年を明記し
か

子ども手芸教室
来年のえと・馬のマスコットを作ります
●12月21日(土)午前10時〜11時
30分●小学生20人 ●100円●持
ち物は問合せを。　●申込み 11月27
日(水)〜12月20日(金)に か
ロビーコンサート
ピアノとバイオリンのコンサート●11
月17日(日)午後2時〜3時●

☎・  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

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　●
「横浜丘の手ミュージカルスタジオ」
参加者募集
詳細は で。　◆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」おとなの劇団員募集
活動日時は問合せを●月3,000円●体
験入団もできます。　●
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　●
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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
＊保育あり。有料。4日前の午後5時までに☎ 

●休館日●

11/25（月）

☎ ・  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

里山を再生しよう
間伐作業●11月24日（日）午前10時
〜午後零時30分●小雨決行●軽食付
き ●動きやすい服装で、軍手と飲み
物を持参。　●申込み 11月23日（土・
祝）までに か、 を明記し か
竹きりと工作
竹を使って自由に作ります●11月17
日(日)午前10時〜正午●小学生と親
20人  ＊小学4年生以上は子どもの
みも可●親子一組800円、子どものみ
一人500円 　●申込み 11月16日(土)
までに か、 を明記し か

☎・  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●

11/18（月）

2013年クリスマス会
マジックショー・人形劇・ゲームなど●
12月8日(日)午後1時〜3時（入場整
理券配布：午後零時15分、開場：午後零
時30分）●幼児・小学生・中学生180人

　＊就学前の幼児は保護者同伴●

☎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）

体験学習　和凧（わだこ）
１２月１４日（土）・１５日（日）午前９時２０
分〜、午後１時２０分〜●大塚・歳勝土遺
跡公園内の工房●小学生以上、各回
３０人 ●一人３００円　●申込み１２
月４日（水）必着。 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 。
横浜の遺跡展「古代都筑郡の考古学」・
講演会「古代武蔵・相模の考古学」
奈良・平安時代の横浜と周辺地域の様
子●展示：12月7日（土）〜平成26年1
月13日（月・祝）　※年末年始は休館●

　講演会：平成26年１月12日（日）午
後１時〜４時●150人 ●500円　
●申込み と講座名を明記し 。
（公財）横浜市ふるさと歴史財団埋蔵
文化財センター（〒247-0024栄区野
七里二丁目3-1）へ。　問合せは同セン
ター　 890-1155　 891-1551

☎ 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

介護者のつどい
日頃の思いを話したい人、お気軽にご
参加ください●11月19日(火)午後1時
30分〜3時●介護者の家族・介護に関
心のある人　●申込み事前に か
ひと足早いクリスマス「音楽療法」
12月10日(火)午後1時30分〜3時●
30人 　●申込み11月11日(月)から

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

『トレモロ都筑』の 
ハーモニカ・コンサート
地元の複音ハーモニカグループです。
お茶を飲みながら懇親会も●11月30
日(土)午後2時〜3時●

☎ 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11月12日（火）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●11月20日(水)、12月
14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●12月
6日（金）・14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●11月16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●11月16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●11月28日(木)午
前10時30分〜正午●雨天時は12月
５日(木)に延期●ききょう公園（中川五
丁目１０）●

☎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

園芸講習　スワッグ
壁にかける飾りを作ります●12月17
日(火)午後1時30分〜3時30分●8
人 ●材料費1,600円●持ち物は問
合せを。　●申込み 12月10日(火)ま
でに か、 を明記し
くさぶえクリスマス会
工作、ゲームなどを楽しもう●12月8日
（日）午前10時30分〜正午●障害のあ
る4歳〜中学生と家族10組●一人300
円　●申込み 12月１日(日)までに
クリスマスパーティ
ゲームやカラオケで盛り上がろう●12月
15日(日)午前11時〜午後2時●障害の
ある高校生以上の人10人 ●1,000
円　●申込み 12月6日(金)までに
おはなし会
ドングリなどの木の実のおはなしと親子
体操●11月28日(木)午前11時30分
〜11時50分●未就学児と保護者●

☎・  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

コミュニティハウス文化祭
作品展示、活動発表、古本市、花苗販
売など●11月16日(土)午前10時〜
午後5時、11月17日(日)午前10時〜
午後3時●

天体望遠鏡で月や星を見る 
子ども科学教室
12月7日(土)午後5時〜7時●雨天時
は翌日順延。12月8日(日)も雨天の場
合は、１2月9日(月)へ順延●小学2年
生以上の子と親20組 ●一組300円　
●申込み 11月11日(月)〜12月4日
(水)に か か を明記し

☎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●

11/25（月）

冬の定期スポーツ教室　 
平成26年1月～3月（全10回）
●申込み 各教室とも 。 と年
齢、教室名を明記し、 か か 。11
月16日(土)必着。　＊印は託児有。（事
前申込制、有料） 。表記の時間は開
始時間。表記のない教室は全て1時間。
料金など詳細は か で。
▶大人向け教室（16歳以上）
◆火曜日（平成26年1月７日〜３月18日）
①＊バドミントン中級●午前9時〜10
時45分　②＊シェイプアップ●午前11
時　③ベリーダンス初級●午後零時
30分　④ベリーダンス入門●午後1時
45分　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
◆水曜日（平成26年１月８日〜３月12日）
⑥＊ビューティーアップ●午前11時　
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　⑧いきいき
健康体操●午後1時10分●50歳以上
◆木曜日（平成26年1月９日〜３月13日）
⑨卓球モーニング●午前9時〜10時
45分　⑩木曜ピラティス●午前9時
30分　⑪ヨガ●午前10時50分　⑫
パワーヨガ50●正午〜午後零時50分
⑬骨盤エクササイズ●午後1時〜1時
50分　⑭太極拳●午後1時25分〜2
時45分　⑮社交ダンス●午後1時30
分〜2時50分　
◆金曜日（平成26年1月10日〜３月14日）
⑯＊バドミントンモーニング●午前9時〜
10時45分　⑰＊金曜ピラティス●午前
11時30分　⑱美姿勢～ストレッチポー
ル～●午後零時40分　⑲腰痛予防ト
レーニング＆ストレッチ●午後1時50分　
⑳フラダンス●午後1時　㉑カラダ☆メ
ンテナンス●午後2時15分　㉒バドミ
ントンナイト●午後7時〜8時45分

▶子ども・親子向け教室　※料金、対象
年齢など詳細は か で問合せを。
◆火曜日（平成26年1月７日〜３月18日）
㉓はじめての親子体操●午前11時
10分　㉔ジュニア体操●午後3時45
分〜5時　㉕苦手チャレンジ●午後5
時15分〜6時30分
◆水曜日（平成26年1月８日〜３月1２日）
㉖わくわく親子体操●午前9時15分　
㉗幼児体操1●午後2時30分　㉘幼
児体操2●午後3時45分
◆木曜日（平成26年1月９日〜３月13日）
㉙ベビー体操(はいはい)●午前11時
10分　㉚ベビー体操(よちよち)●午
後零時20分
◆金曜日（平成26年1月10日〜３月14日）
㉛うきうき親子体操●午前9時15分　
㉜㉝㉞横浜FCサッカースクール(S・
M・Lクラス)●S：午後3時30分、M：午
後4時40分、L：午後5時50分　
㉟㊱㊲こどもバレエ（アリス・マーメイ
ド・シンデレラ）●アリス：午後3時25分、
マーメイド：午後4時30分、シンデレラ：
午後5時35分　＊アリスは保護者同伴
◆土曜日（平成26年1月11日〜3月15日）
㊳ジュニア空手道●午前9時〜9時50
分　㊴親子リトミック●午前9時30分
◆冬の特別イベント	
【12月18日（水）・19日（木）・20日（金）】
横浜Ｆ・マリノスふれあいサッカー●午
後5時10分〜6時40分●小学１〜3年
生、各回45人 ●各1,000円

※このほかワンデー教室もあります。
詳しくは問合せを。

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

男女共同参画センター横浜北

足からほぐすゆったり体操
11月22日(金)、12月13日(金)午
前10時〜11時30分●20人 ●
520円 ● 動きやすい服 装で参 加
(ジーンズ・スカート不可)●

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

横浜音祭り２０１３連携イベント 
あざみ野サロン 

「音と身体のにらめっこ」
11月16日（土）午後2時開演（1時
30分開場）●100人 ●前売券：
2,000円　当日券：2,500円　
●申込み 予約： か 910-5723

（午前9時〜午後9時）、販売：

●問合せ　都筑警察署　 949-0110

●防犯性の高いガラスにし、補助錠を付けましょう。
●植栽や塀を低くして死角をなくしましょう。
●不審者を見かけたら、ためらわず１１０番通報！

都筑警察署からのお知らせです。
　　都筑区で空き巣が多発　～防犯の心得～
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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 
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 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 １２月１８日（水）午前▶１１月２０日（水）〜１２月５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 40人　料金 1,570円

乳がん検診
（視触診・マンモグラ
フィ検査）

１２月１０日（火）午前▶１１月１２日（火）〜１２月４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。　
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。

母親たちの勉強会～家事家計講習会～
家計のこと、子どものことなど、一緒に
考えましょう／11月19日（火）午前10
時～11時40分／都筑公会堂／52人
／資料代450円　＊託児は1歳以上、

一人250円（軽食付き）。　申込み前日
までに か と託児の有無を明
記し
●問合せ　東京第四友の会あざみ野方面　
西家（にしいえ）　 ・ 913-6621
おはなし玉手箱
絵本、紙芝居、パネルシアターなどで
楽しみましょう／11月16日（土）午前
11時開始／北山田小学校コミュニ
ティハウス／幼児～小学校低学年程
度　＊親子での参加も可。　申込み
か と年齢を明記し 、 も可。
●問合せ　おはなし玉手箱　
・ 591-8444

大人の社会科見学　 
茅ヶ崎城址公園に行こう！！
中世の城址へ行ってみませんか。コー
ヒー付き／11月13日（水）午前10時～
正午（地下鉄センター南駅午前9時50
分集合）／雨天翌日順延／20人 ／

500円（保険料含む）　申込み 前日ま
でに か を明記し
●問合せ　カサイ　 090-3699-0768　
tsuzukikouza2010@yahoo.co.jp

ママのためのフィットネス講座（全3回）
子連れママは運動と保育を交代で行
う相互保育形式です。保育料なしで気
軽にリフレッシュできます。ママだけの
参加は前半と後半の好きな時間で参
加できます／11月21日・28日、12月5
日いずれも木曜日、午前9時30分～正
午／1回700円、2回1,200円、全回
1,500円（保険代含む）／区近郊在住、
在勤の親子60組 　申込み11月14日
（木）までに を明記し
●問合せ　ハッピー☆ラボ　
happylab2010@yahoo.co.jp

第６回都筑想続塾
絆をつなぐ財産活用法、想いを伝え
る家族信託について学びましょう。
「円満想続」を目指してお気軽にご参
加ください／11月27日（水）午後6時
30分～8時30分／都筑公会堂第2会
議室／40人 ／1,000円　申込み 前
日までに か を明記し か
●問合せ　山下　 ・ 511-7399　
info@keika.jpn.org

東京濾器　仲町台ふれあいコンサート
市民を対象にした無料のピアノコン
サートです。ピアノの名曲を中心に。演
奏:大野瑞穂、村山ゆず／12月1日（日）
午後3時～4時／東京濾器(株)本社内
エントランス（仲町台三丁目12-3）／
●問合せ　東京濾器（株）　坂本　
945-8500　 945-8510

「都筑が誇る緑道と公園をめぐる」 
ガイドと共につづきを歩こう　№16
地下鉄センター南駅～都筑中央公園
～鴨池公園～葛ケ谷公園～大原みね
みち公園～茅ケ崎公園～仲町台駅の
約7キロメートルを散策します／12月
1日（日）午前8時30分センター南駅集
合／100人 ／300円　申込み 11月
25日（月）までに を明記し か
か http://tzkgd.com/

●問合せ　都筑をガイドする会　
大橋　 090-9088-0286
〒224-0029　南山田二丁目24-6-717
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp

講演会「子どもを伸ばす育て方を考える」 
～発達障害の理解など～
講師：小児科医　長谷川知子氏／12
月7日（土）午後1時30分～3時30分／
都筑区医師会館（牛久保西一丁目23-
4）／70人 　申込み11月11日（月）
から か を明記し か
●問合せ　都筑相談窓口　吉野
914-6272　 479-2220　
oshiete@tsuzukisoudan.wakwak.info

第19回都筑区民硬式テニスシングルス大会
参加対象、費用、申込方法など、詳細
は をご覧ください／平成26年1月
12日（日）から開催／都田公園、長坂
谷公園第一、新横浜公園／一人3,000
円／ 　申込み11月11日（月）～11月
30日（土）に で。
●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/

卓球スクール参加者募集（全10回）
12月2日～平成26年3月3日の原則月
曜日（除外日、曜日変更あり）、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　申込み 12月1
日（日）までに か を明記し
●問合せ　都筑区卓球協会　
阿部　 ・ 593-9904
ミュージカル「星の王子さん」出演者募集
平成26年9月に都筑公会堂で上演予
定のミュージカル出演者を募集します。
詳細は をご覧ください／12月7日
（土）応募締切り、12月14日（土）
SENCE（茅ケ崎中央36-5）でオーディ
ション／小学生以上成人まで。
●問合せ　ヨコハマ・都筑ミュージカル
委員会　岡本　 ・ 941-3608
noriko-okamoto@ksf.biglobe.ne.jp
http://ytm1993.com/

※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
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査

４か月児 １１月２６日、１２月３日いずれも（火）正午〜午後１時３０分受付
１歳６か月児 １１月２１日、１２月５日いずれも（木）正午〜午後１時３０分受付
３歳児 １１月１４日、１１月２８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４月出産予定の人
　→１２月６日（金）・１３日（金）・１６日（月）・２０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。

１２月１８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 12月18日（水）午前▶	11月22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 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 １１月１４日・２１日・２８日、１２月５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

11月22日（金）午後、１２月３日（火）午前、１２月４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 １２月３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 11月14日（木）、18日（月）、28日（木）、12月４日（水）

※時間は問合せを。専門医による心の病、ひきこもりな
どの相談。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
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


