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　来年、都筑区は誕生してから20年を迎えます。幸せの象徴である「笑顔」を次世代につないで
いくことにより、笑顔が「都筑」で「続き」ながら明るい未来を築いていきたいという希望を含めて、
今年の都筑区民まつりは「未来につなぐ　笑顔のつづき」をテーマに開催します。

●10月下旬から市営地下鉄センター南駅、センター北駅などで区民まつりのプロ
グラムを配布します。
●当日は交通渋滞が予想されます。会場には駐車場がありませんので、公共の交通
機関をご利用ください。また、会場内での自転車の走行はご遠慮ください。

●区民まつり当日は記録用に写真撮影を行います。撮影した写真はホームページ
や広報紙に公開することがあります。

●出演者、出店者の募集は終了しています。キャンセル待ちはありません。

　小雨決行、荒天時は中止。開催の有無
については当日午前７時から、都筑区役
所ホームページでお知らせします。

検 索都筑区民まつり

都筑区ふるさとづくり委員会（事務局：都筑区役所地域振興課）
　 948-2231　　948-2239

みなきたウォー
ク会場

●開会式
●センター南ステージ
ダンスパフォーマンス
や太鼓演奏など
●ＰＲコーナー
区内の団体、企業によ
るＰＲ、物販など
●模擬店
地元自治会・町内会な
どによる模擬店

●ＰＲコーナー
区内の団体、企業によるＰＲ、物販など
●子どもランド
ふわふわ、ストラックアウトなど

●ストリートパフォーマンス
ダンスや生演奏
●フリーマーケット
掘り出し物がいっぱい

●ふれあい朝市
新鮮な地元農作物の直売
●福祉保健コーナー
健康相談や福祉保健ＰＲ、
ポイントラリーなど

●福祉バザー
福祉団体に
よるバザー
●おはやし

●ＰＲコーナー
区内の団体、企業によるＰＲ、
物販など
●センター北ステージ
バンド演奏、パフォーマンス
●子どもランド
子ども向けの楽しいイベント、
模擬店など
●おはやし
おまつりには欠かせないにぎ
わいを演出

●ご案内 ●当日開催のお知らせ

当日は、横浜市コールセンターにお問合せください。
　 664-2525

すきっぷ広場周辺
、区役所前

センター南会
場

芝生広場周辺、
噴水広場

センター北会
場
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第19回

都筑区民
まつり

日時●11月３日 日 祝
午前10時～午後３時

会場●センター南会場
センター北会場
みなきたウォーク会場

小雨決行

特集1

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…209,369人（平成２5年9月１日現在・前月比80人増）

世帯数…79,075世帯（平成２5年9月１日現在・前月比41世帯増）

交通事故発生件数…475件　
	 死者2人／負傷者588人（平成２5年１月１日〜8月31日）

火災発生件数…45件（平成２5年１月１日〜8月31日）

《区の概要》●都筑図書館の休館日●
10月15日（火）・20日（日）、

11月5日（火）
●都筑公会堂の休館日●
10月20日（日）・21日（月）、

11月18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

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5回●ご存じですか？  青少年指導員
　青少年指導員は、市長から委嘱を受け、青少年が健やかに、のびのびと
育つように、健全育成につながるさまざまな体験の機会や地域の人との交
流の機会づくりを行っています。また、青少年にとって有害な環境の確認な
どを行っています。都筑区では現在、114人の青少年指導員が活躍してい
ます。

連
載

地域で する活活躍躍まちのた
めに

ありがとう
！

青少年指導員

つづきウォーク＆フェスタ
　区民の異年齢・異世代間交流を図る
ことやまちの魅力の再発見を目的とし
て青少年指導員が主導して実施しています。都筑区内の
緑道を歩く「ウォーク」と中高生がすきっぷ広場で吹奏
楽・ダンス・バトンを披露する「フェスタ」を開催します。

青少年指導員による
パトロール
　夏には、全市
一斉で、青少年
の健全育成に
とって有害な
図書や環境が
ないかを確認しています。各地区
の青少年指導員は、町内会などの
団体と連携して、夜間に地域の公
園などをパトロールしています。

●こんな活動をしています

各地区における
青少年を対象としたイベント
　子どもたちが地域の自然に触れたり、
地域伝統行事に参加することで、地域住
民と交流し、健全育成につながる機会を
つくっています。
　青少年指導員は各
地区の特長をいかした
イベントの実施、夏ま
つりの警備や企画運営
の協力をしています。

●問合せ　区民活動係　　９４８-２２３5　　９４８-２２３９

ママと赤ちゃんのための健康講座
ママの毎日に元気をプラスするための
お役立ち講座です。【1日目】食生活に
ついての話と２回食を目安にした離乳
食の試食　【２日目】赤ちゃんといっしょ
に楽しく遊びながらの体操（二日間で1
コース）。各コース同内容。　
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　

日
時

11月22日（金）
29日（金）

午前10時30分
〜11時30分

12月		4日（水）
10日（火）

午前10時30分
〜11時30分

会
場・申
込
み
先

東山田
地域ケアプラザ
５９２-５９７５

新栄
地域ケアプラザ
５９２-５２５５

申
込
み
方
法

10月25日(金)
午前10時から

11月6日(水)
午前10時から

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11月15日(金)午前10時〜11
時30分(受付は午前9時45分〜9時
55分)　会場 区役所1階機能訓練室　
持ち物タオル、飲み物  ＊測定ははだし
で行います。　対象区内在住の2歳〜
就学前の親子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。　●申込み	10月11日(金)
から

小型家電、子ども向け図書を
お持ちください！

子ども向け図書のリユースイベントで
小型家電も回収します。
日時10月26日（土）午前10時〜午後
３時　＊お持ち込みいただいた先着
１００人に粗品を進呈します。
会場 区総合庁舎１階区民ホール／
対象 小型家電：回収ボックスの30セン
チメートル×15センチメートルの投入
口に入る、電気・電池で動作する製品

（パソコンは除きます。）
＊本紙16ページもご覧ください。
リユース図書：ご家庭で不要になった子
ども向け図書
●問合せ　資源化推進担当　
948-2241　 948-2239

焼却工場・民間環境施設の
見学会

家庭から出るごみの行方を一緒に見学
してみませんか。
日時１１月２１日（木）午前９時〜午後４
時　行程 都筑区役所〜資源循環局　
鶴見工場（鶴見区）〜近隣施設で昼食

（実費）〜東京ガス（株）環境エネルギー館
（鶴見区）　＊都筑区役所１階中庭集
合・解散。貸切バスで移動。
対象区内在住、在勤、在学者４０人
●申込み　１０月１５日（火）から
●問合せ　資源循環局都筑事務所　
９４１-７９１４（午前８時～午後４時４５分）

新治恵みの里　
小麦・うどん作り体験（全６回）

麦踏みや麦刈りをして収穫した麦で、
麦茶やうどん作りを体験しましょう。
日時 第１回「種まき」：１２月１日(日)
午前９時３０分〜正午　会場緑区新治町

（JR横浜線十日市場駅　徒歩15分）　
対象市内在住の家族・グループ15組 　
＊一人でも参加可　費用一組6,000円

（小麦粉1キログラム付き）
●申込み　１０月１５日（火）〜１０月２９日

（火）に、全員の を明記し かパ
ソコンの 。にいはる里山交流センター

「小麦作り体験係」へ。
９３７-０８９８　 info@niiharu.jp　	

●問合せ　にいはる里山交流センター　
９３１-４９４７

北部農政事務所　 ９４８-２４８１

1歳児 
おやこで Let`s ブラッシング
親子で正しい歯みがきを身に付けま
しょう。
日時11月7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8、9、10、11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	10月11日(金)から

◆絵本の読み聞かせボランティア入門
講座　初級者向け（全3回）
日時 ①講義：１０月３１日(木)　②実
習：１１月２１日（木）　③実習：１１月
２８日（木）いずれも午前１０時〜正午　
会場 ①、③区役所3階研修室　②区役
所5階第1会議室　対象小学生を対象
とした読み聞かせボランティアを始め
て間もない人、これから取り組もうと考
えている人で、全回参加できる人２０人

　●申込み	　１０月１７日(木)〜１０月
３０日(水)に か
◆秋の読書週間特別おはなし会
日時１１月９日(土)①午前１０時３０分
開始 ②午前１１時３０分開始／出演：つ
づきっこ読書応援団、おはなしのこみち　
＊各回３０分程度　対象 一人でおはな
しを聞ける子〜小学生、各２０人／
◆くまさんのおはなし会(11月)
親子で一緒に楽しむおはなし会です。
日時１１月１４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	　１０月３１日(木)から か
◆１０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１０月１６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

年金、医療保険、雇用保険、道路、一級
河川など、国の行政や、特殊法人の仕
事について、苦情や意見、要望を総務
省行政相談委員にご相談ください。　
日時１０月21日（月)午後１時〜４時　
会場都筑地区センター／
●問合せ　広報相談係　
９４８-２２２２　 ９４８-２２２８

特別行政相談コーナー
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

健康づくり係から

区内にあるＩ
イ

Ｋ
ケ

ＥＡ
ア

港北で、都筑野菜朝
市を定期開催します！ 区役所で開催し
ている朝市の出張版です。
開催日毎週日曜日、午前９時３０分〜正
午／ 　＊売り切れ次第終了
諸注意 天候の影響により、農作物の品
薄や予告なしに中止する場合があります。
●問合せ　企画調整係　
９４８-２２２６　 ９４８-２３９９

都筑野菜とれたてマーケット

障害者の外出に付き添うボランティアを
募集中です。研修会にご参加ください。
日時11月12日（火）午前９時30分〜
午後零時30分　会場ライフ＆シニア
ハウス港北（中川中央一丁目39-11）
対象18歳以上　●申込み　11月8日

（金）までに、NPO法人　移動サービス
アクセス（ 972-0747）へ、
●問合せ　健康福祉局障害福祉課	
671-2401　 671-3566

障害者ガイドボランティア研修

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。

毎日楽しくできるスマイルアップ体操
と歯周病予防ポイントを体験します。
講師:表情筋トレーナー 内田佳代氏
日時11月13日(水)午前10時〜11
時30分(受付は9時45分〜9時55分)　
会場 区役所1階健診室　対象 区内在
住の平成24年12月〜平成25年6月
生まれの子の保護者30人 　
持ち物ママの歯ブラシ　
●申込み	10月17日(木)から か、

と子の生年月を明記し 　＊午
前8時45分受付開始。それ以前に送信
されたメールは受付できません。
tz-kenko@city.yokohama.jp

歯っぴいママの
スマイルアップ トレーニング

●１０月２０日（日）は、都筑区総合庁舎を臨時休館します。●
電気設備点検のため、１０月２０日（日）は、都筑図書館、公会堂、区民活動センター
など全て休館します。庁舎への立ち入り、地下駐車場の利用は終日できません。
●問合せ	 予算調整係　 ９４８-２２１３	 都筑図書館　 ９４８-２４２４
	 都筑公会堂　 ９４８-２４００	 都筑区民活動センター　 ９４８-２２３７
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メイドインつづきフェスタ

問合せ●企画調整係
　 948-2226
　 948-2399

　区内に立地する企業の紹介や、区内農家による
都筑野菜の「収穫祭」を開催します。

午前10時～午後３時
市営地下鉄  センター南駅構内  ３階
当日、直接会場へ。　＊売り切れ次第終了。

日時
会場
10月19日土

抽選会
あり！

＊ ＊

都筑区医師会 市民医学講演会
「思秋期を乗り切る
心とからだの健康」
～４０代からの脳力の変化～

講師:精神科医　和田秀樹氏
日時１１月１０日（日）午後２時〜3時
30分　会場 都筑公会堂　対象４５０
人 　申込・申込先１０月１１日（金）から、

と参加人数を明記し か 。
からも申込み可。〒２２４-００１５　都筑区
牛久保西一丁目２３-４　都筑区医師会　
事務局　宛
http://www.tsuzuki-med.org/

●問合せ　都筑区医師会　事務局　
９１１-６６７７　 ９１１-3303

都筑区役所　運営調整係　
９４８-２３４１　

第5回よこはま森の楽校　
森の植物と生き物たち

大学構内の保全林にいる生き物や植
物について、遊びながら学びます。　
日時10月26日（土）午前10時〜午後
1時　会場東京都市大学横浜キャンパ
ス（牛久保西三丁目3-1）　対象小学3
〜6年生と保護者30組60人 　
●申込み	10月11日（金）午前10時か
ら か、行事名、参加者全員の氏名、電
話番号を明記し か
申込先東京都市大学　横田　
090-9236-7936　 910-2563
g1131211@tcu.ac.jp

●問合せ　環境創造局みどりアップ推進課　
671-2624　 224-6627

　区内の公園や緑道を歩いて、“都筑”を再発見してみませんか。
　ゴール地点のすきっぷ広場では、午前10時から中
高生による吹奏楽演奏、バトン・ダンスのパフォーマン
ス（フェスタ）がお迎えします。ご家族・ご友人をお誘
い合わせのうえ、ご参加ください。

11月23日（土・祝）午前９時～午後３時

●ウオークラリー　コース内容●

　　　　　みなきたウォーク　大塚・歳勝土遺跡公園　徳生公園　
神無公園　ふじやとのみち　滝ケ谷公園　山田富士公園　牛久保
公園　みなきたウォーク

スタート

ゴール

対象

※一部階段や起伏があります。

スタート・ゴールはいずれも「すきっぷ広場」（センター南駅前）

往復はがきかパソコンのEメールでお申込みください。参加者全員の　　　　、
メールアドレス（Eメール申込みの場合のみ）をご記入ください。
＊ＦＡＸ、携帯電話のメールからは申込みできません。

◎申込み後は、締切日からおおむね二週間以内に受付番号をお知らせします。
◎主催者が撮影する記録写真は、広報などに使用させていただく場合があります。
◎申込みについて知り得た個人情報については、大会事務処理に関してのみ取
り扱います。

ウオークラリーの受付は、午前９時～10時

健康状態に不安のない人(小学生以下の子は、保護者、引率者同伴) 
費用
申込み

300円　当日受付でお支払いください。
10月28日（月）必着

日時

問合せ

tz-bosyu@city.yokohama.jp（件名に「つづきウォーク申込み」と明記）
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/chiiki/kumin/walkfesta.html
948-2235　　948-2239

〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1
都筑区役所地域振興課ウォーク＆フェスタ担当

［主催］つづきウォーク＆フェスタ実行委員会、都筑区役所

つづきウォーク＆フェスタ

雨天中止

子育てハッピーアドバイス
子  育  て  応  援  講  演  会

～大好き！ が伝わる  ほめ方・叱り方～

＊一時保育（区内在住、1～6歳の未就学児童が対象）を希望する場合はお
申し込みください（希望者多数の場合は抽選）。０歳児は同席できます。
　　　　１０月１８日（金）までに、　　　と保育する子の氏名、生年月日を
明記の上、　 。消印有効。
＊手話通訳を希望する場合は、10月18日（金）までに　 。

日時 11月22日（金）午前10時～11時30分（受付は9時30分から）
会場 都筑公会堂／直接会場へお越しください。
講師 明橋  大二氏（子育てカウンセラー、心療内科医）
『子育てハッピーアドバイス』の著者。メディアの子育てコーナーなど
に数多く出演。

対象 市内在住の人400人　　 ※定員を超えた場合は入場できません

入場無料

申込み

問合せ●都筑区こども家庭支援課　「子育てハッピーアドバイス講演会」担当
　９４８-２３１８　　９４８-２３０９

　子育ての情報はあふれているけれど、いくつになっても不安や悩みは
つきませんね。
　何を大切にしながら、子どもに向き合えばよいのか、『子育てハッピー
アドバイス』の著者である明橋先生にアドバイスをしていただきます。

動きやすい服装で、
飲み物を持参

持ち物など

歯ブラシ、コップ、ハンドタオル、手鏡
持ち物など

タオル
持ち物など

コツコツ「貯筋体操」第１回
１０月２２日（火）午前１０時～正午日時

講師／太刀川 尋也 氏 
 ［カワサキスイミングクラブ　健康運動指導士］

キレイは口元から　歯磨きトレーニング実践編第3回
１１月５日（火）午後２時～４時日時

講師／川野 伸子 氏 ［歯科衛生士］

冬に向けてイキイキ温かマッサージ（頭皮＆ハンド＆顔体操）第2回
１０月２９日（火）午前１０時～正午日時 30人定員

50人定員

50人定員

講師／野水 千枝子 氏
 ［（株）資生堂  化粧品開発センター  情報開発室  美容法開発グループ  副主任研究員］

いきいき講座

会場●いずれも区役所６階会議室
対象●おおむね６５歳以上の高齢者　
 区役所から連絡がない場合は、当日直接会場へお越しください。
申込み●いずれも開催日の７日前までに　か、　　　と参加希望日を

明記し　　＊１回のみの参加も可能。

応募者多数の場合は抽選

問合せ●高齢支援担当　　９４８-２３０６　　９４８-２４９０

と のこころ カラダ 全3回

　北西線が完成すると、現在建設中の横浜環状北線と一体となり、東名高
速道路(横浜青葉IC)～第三京浜道路(港北IC)～首都高速横羽線(生麦
JCT)までが高速道路でつながります。
　事業期間は平成24年度から平成33年度までとしていますが、できるだ
け早い完成を目指します。

区民まつりで
模型・パネルを
展示します

都筑区民まつりで、北西線の模型やパネルを展示しま
す。区民まつり当日は、北西線の担当職員がいますの
で、ご質問などがありましたらお尋ねください。

横浜環状北西線
～新たな高速道路を建設します～

横浜市と首都高が
事業を進めています

問合せ 　671-2735　　651-2325道路局事業調整課
●事業内容について詳しくはホームページをご覧ください。●

　 http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/jigyochosei/hokusei/

▲模型（港北IC周辺） ▲模型（東方町交差点周辺）

新横浜
元石川線

北西線

北線

北西線

川崎町田線
（緑産業道路）

東方町
交差点

第三京浜
道路

ア ー ト 月 間
主催：横浜市歴史博物館、NPO法人都筑民家園管理運営委員会　共催：都筑区役所
 大塚・歳勝土遺跡公園を主な舞台とする地域に開かれた「コミュニティアート」
です。だれでも身近に触れて、感じることのできるアートをお楽しみください。

問合せ●都筑民家園　都筑アート月間事務局　　 594-1723　　594-2019
 区民活動係　　948-2236　　948-2239　
 　http://www.tminkaen.org

●大塚・歳勝土遺跡公園　都筑民家園アートイベント

●区民まつり連携アートイベント　都筑民家園

●地元中学校写真部・美術部との共同作品展示

◆あそびフォーラム、馬屋でアート／10月13日(日）午前10時～午後4時●
◆アーツ＆クラフツガーデン、キッズ弓矢体験、フラッシュモブdeラジオ体
操、芋煮会(300円)など／10月14日(月・祝)午前10時～午後4時●

◆地元若手マンガ家の映像作品「浮世離絵詞」展示、オモヤカフェ●　 など
11月2日（土）～11月4日(月・振休)午前10時～午後4時

◆写真展／10月19日(土)～10月27日(日)午前9時～午後5時
●歴史博物館エントランスホール●
◆動物を作るワークショップ作品展／11月23日(土・祝)～11月29日
(金)午前10時～午後4時●都筑民家園●

入場無料

入場無料

入場無料

都筑・遺跡公園・民家園
第2回 

前期／10月10日(木)～10月31日(木)
中期／11月2日(土)～11月4日(月・振休)
後期／11月23日(土・祝)～11月29日(金)

アート月間　開催日程

◆期間中の土・日・祝日を中心に開催します。　
◆詳しくはホームページをご覧ください。

開園：午前9時～午後5時

2013



幼稚園
３歳～就学前

25,000円～37,000円／月

対　象

保育料

特徴
各施設で定める教育時間の前後に
長時間保育を行う預かり保育や、
体操や音楽などの課外授業を
実施している園もあります。

都筑区の都筑区の

の紹介の紹介保育施設・サービス
　都筑区内には、さまざまな保育施設・保育サービスがあります。毎日預けたいか、
一時的に預けたいか、お子さんが何歳か、保護者が仕事をしているのかなど、状況
によって利用できる施設とサービスが異なります。それぞれの施設の特徴を理解し
て、ご家庭に合った施設・サービスを選んでください。

情報 　保護者のパート就労や病気・入院などに
より一時的に家庭での保育が困難となる場
合や、保護者の育児不安と負担を軽減する
ためにお子さんをお預かりする制度です。
実施施設・利用方法など、詳しくは区役所
ホームページでご確認ください。

　保育コンシェルジュをはじめ、区役所職員が保育に関する相談をお
受けしています。皆さんの施設選びをお手伝いします。
　ご不明の点などお気軽にご相談ください。

　親子で楽しめる企画が盛りだくさんです！　
都筑区内の保育施設が協力して、施設の様子
や遊びを紹介するイベントです。ぜひお気軽に
お越しください。 　横浜市が認定した施設で、理由を問わず、一時預かりサービスをご利用でき

ます。急用ができたときやリフレッシュしたいときなどにご利用できます。身近
な子育ての応援者として家族の力になってくれます。

お子さんを
預けたい

と考えている皆さん
へ

●都筑区内の保育施設の種類●
施設を知ろう！施設を知ろう！s t e p 1

相談をしよう！相談をしよう！s t e p 2
　気になる保育施設が見つかったら、見学をしましょう。施設に電話連
絡をして、見学の予約をしてください。アレルギー食の対応など、気に
なる点は直接確認できると良いですね。施設のキャッチフレーズや建
物の外観・内装、保育料などの情報だけで決めるのではなく、施設の雰
囲気、園児や職員の様子などを実際に見学してから決めましょう。

見学をしよう！見学をしよう！s t e p 3

　 マークの施設は、保護者の就労が１日４時間以上かつ月１６日以上で
あるなど、お子さんを保育できない場合に申し込むことができます。

認可保育所
生後57日～就学前
（施設によって異なります）

0～77,500円／月

対　象

保育料

特徴
住んでいる区の区役所へ申込みます。

区が審査して入所者を
決定します。

届出済
認可外保育施設

0歳～就学前

施設によって異なる

対　象

保育料

特徴
届出により横浜市の指導監督を

受けている施設です。
英語やスポーツに特化した施設や
宿泊対応施設もあります。

横浜保育室
生後57日～３歳未満

0～58,100円／月

対　象

保育料

特徴
横浜市が独自に設けた基準を

満たしていると認定された施設です。
利用者のニーズにきめ細やかに

対応しています。

認定こども園
0歳～就学前

0～77,500円／月

対　象

保育料

特徴
認可保育所と幼稚園が一体となった
施設です。子どもの教育・保育・
子育て支援を総合的に

提供します。

家庭保育福祉員・
家庭的保育事業

生後57日～３歳未満

0～57,200円／月

対　象

保育料

特徴
横浜市から認定された個人や事業者が
マンションなどの一室を利用した
家庭的な環境で保育する

施設です。

認可保育所の申込み　　　　　　スタート！郵送受付

施設

施設

施設

施設

施設

施設

認 可 保 育 所

郵送申込

　郵送受付を市内全区で開始します。締切りが昨年度より早いのでご注意
ください。
　　　　　申込用紙に記入し、必要書類を添えて、専用封筒でご郵送ください。
　　　　　　　　　　１１月１４日（木）当日消印有効
　　　　※現在、保留中や転園希望の人も、年度ごとに新たな申込みが必要です。
※障害児保育を希望する場合は、11月8日（金）までに、こども家庭支援課保育運営
担当に事前連絡の上、ご相談ください。　
※市外の保育所を希望する場合は、希望先の保育所のある市区町村に必要書類・申
込締切日を確認の上、こども家庭支援課保育運営担当までご相談ください。

（※認可保育所以外の施設への申込みは、各施設へ直接お問い合わせ・お申し込みください。）

　　　　　　第一希望園の以下の受付日に、申込書類一式を持参し、直接
区役所６階へお越しください（事前予約不要）。
窓口は大変混雑が予想されますので、郵送申込をお勧めします。 

１１月２３日（土・祝）　午前９時～正午
希望者は、１０月２５日（金）～１１月２０日（水）に、こども家庭
支援課保育運営担当に電話（　 ９４８-２４６３）か区役所２階２０
番窓口でご予約ください。幼 稚 園

窓口申込

平成２６年度新規開設認可保育所の説明会

学校教育法に基づく教育施設です。

平成２６年度４月からの認可保育所の入所申込が１０月から始まります。

０～３歳未満のお子さんのために、
横浜市独自で設定した保育室です。

●注意

申込方法

受付日時
予約方法

申込み

申込み

申込み

申込み

申込み

都筑区郵送申込締切り

～平日の受付日に来庁できない人を対象に、完全予約制で受付を行います～

各施設へ直接お問い合せ・お申し込みください。

自宅でお預かりする
小規模な施設です。

各施設へ直接お問い合せ・お申し込みください。

認 定 こど も 園 保育と教育が
一体になった施設です。

各施設へ直接お問い合せ・お申し込みください。

横 浜 保 育 室
各施設へ直接お問い合せ・お申し込みください。

マンションの一室などでNPO
法人などがお預かりします。家 庭 的 保 育 事 業

各施設へ直接お問い合せ・お申し込みください。

家 庭 保 育 福 祉 員

情報

11月2日（土） 午前10時～／（仮称）仲町台五丁目方面保育所
　　　　　　 午前11時～／（仮称）北山田二丁目方面保育所
都筑区役所１階　機能訓練室
※説明会への事前申込は不要です。直接会場へお越しください。

日時

場所

申込みをしよう！申込みをしよう！s t e p 4

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

●一時保育● ●乳幼児一時預かり事業●

問合せ●こども家庭支援課保育運営担当（区役所２階２０番窓口）
　　　　　948-2463

日時

会場

１０月２１日（月）午前１０時～午後３時
［同時開催：保育施設を紹介するパネル展　
  １０月２１日（月）～１０月２５日（金）］
都筑区総合庁舎１階　
区民ホール
当日直接会場へお越しください。 検 索一時保育　都筑

毎日ではないけれど、
預かってほしい
ときは？

情報

「ほいくえん広場」で
保育園を体験しよう！

特集
2

ポ　ポ　ラ都筑区役所（１階総合案内、２階２０番窓口）、
行政サービスコーナー（新横浜・日吉・あざみ野の各駅）、都筑区子育て支援センターPopolaほか

申込書
配布場所申込用紙 10月25日（金）配布開始！

保育士が、パネルや
エプロンを使って、
楽しいお話をします。

遊びのコーナー
レールトレインなど、
楽しい遊びが
いっぱいです。

ミニシアター

試食コーナー
ヘルスメイトや保育園
調理員が親子でおいし
く食べられるレシピを
紹介します。

●　　　　　　　　平成25（2013）年 10 月号　／　都筑区版8 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成25（2013）年 10 月号　●9

受付日 
時間 認可保育所　施設名

午前９時～１１時３０分 午後１時～３時30分

１１月２５日
（月）

アスクセンター南保育園
茅ケ崎保育園・勝田保育園
他区の保育所

なかまちっこ園
なかまちっこじゃんぷ園・大熊保育園
（仮称）仲町台五丁目方面保育所

１１月２６日
（火）

つづき保育園・ナーサリーつづき
アスク北山田保育園
（仮称）北山田二丁目方面保育所

中川保育園・つづきルーテル保育園
マーマセンター北保育園
やまた保育園・すくすく保育園

１１月２７日
（水）

パレット保育園センター南
ポピンズナーサリースクールセンター南
つくし保育園センター南
茅ケ崎南保育園

中川小桜愛児園
中川こども園・中川西保育園
アスクセンター北保育園
わおわおセンター北保育園

１１月２８日
（木）

スターチャイルド川和ナーサリー
グローバルキッズ都筑ふれあいの丘園
みどり保育園

ゆうぽーと保育園
鴨居北こども園
クオリスキッズ鴨居駅前保育園

１１月２９日
（金）

よこはま夢保育園・キッズガーデンふれあいの丘
都筑ひよこ保育園

第二しらとり台保育園・川和保育園
池辺保育園

最寄駅 施設名 アクセス 電話番号

中川
みどり野幼稚園 中川駅から徒歩７分 910-4152
金の星幼稚園 中川駅から徒歩４分 911-7000

センター
南

すぎの森幼稚園 センター南・北駅から徒歩17分 591-2525
岩谷学園附属
エクレス幼稚園 センター南駅から徒歩12分 942-4152

愛和のぞみ幼稚園 センター南駅から徒歩６分 944-1152

北山田
横浜みずほ幼稚園 北山田駅から徒歩５分 591-8120
横浜黎明幼稚園 北山田駅から徒歩８分 594-3636

東山田
港北幼稚園 東山田駅から徒歩８分 593-3142
やまた幼稚園 東山田駅から徒歩２分 592-4850

仲町台
かちだ幼稚園 仲町台駅から徒歩15分 591-6577
ゆうゆうのもり幼稚園 仲町台駅・東山田駅から徒歩２０分 590-0765

都筑ふれあいの丘 荏田南幼稚園 都筑ふれあいの丘駅から徒歩10分 942-0210
川和町 都筑ヶ丘幼稚園 川和町駅から徒歩20分 941-2023

鴨居
池辺白ゆり幼稚園 鴨居駅から徒歩25分 949-2155
都田幼稚園 鴨居駅から徒歩30分 941-2849

最寄駅 施設名 アクセス 電話番号

センター北 子育て子育ち支援センター
ぽっぽ センター北駅から徒歩３分 914-6272

センター南 子育て子育ち支援センター
さんぽ センター南駅から徒歩19分 532-9960

最寄駅 施設名 アクセス 電話番号

中川

あひる保育園
エンジェルプラネットBaby 中川駅から徒歩１分 913-8741

ベビーホームメロディ
中川園 中川駅から徒歩１分 911-0428

ベビーステーション中川 中川駅から徒歩２分 911-8246

センター
北

ピッコリーノ保育園 センター北駅から徒歩２分 913-1188
キッズフォレ都筑 センター北駅から徒歩３分 911-6303
キッズフォレアカデミー センター北駅から徒歩３分 911-6303
めーぷる保育園 センター北駅から徒歩３分 914-6272
もあな保育園 センター北駅から徒歩３分 482-7678

センター
南

あおばチャイルド
センター南園 センター南駅から徒歩２分 943-0036

エクレスすみれ保育室 センター南駅から徒歩１分 949-3133

仲町台

第１シープ保育所 仲町台駅から徒歩３分 945-2350
仲町台もみのき保育室 仲町台駅から徒歩１分 942-5010
ベビーホームメロディ 仲町台駅から徒歩１分 943-4175
きぶんてん館ゆめ園 仲町台駅から徒歩２分 941-4366

都筑ふれあいの丘 アリス保育園 都筑ふれあいの丘駅から徒歩３分 948-0145
鴨居 池辺白ゆり保育室 鴨居駅から徒歩20分 949-2155

最寄駅 施設名 アクセス 電話番号
北山田 やまゆりキッズほの穂 北山田駅から徒歩５分 591-8120

仲町台
ゆうゆうのもり幼保園 仲町台駅・東山田駅から徒歩２０分 590-0767
エクレス子どもの家保育園 仲町台駅から徒歩２分 949-2881

最寄駅 施設名 アクセス 電話番号
中川 そのだ家庭保育室 中川駅から徒歩３分 ９１１-８６７７

都筑ふれあいの丘 うえむら家庭保育室 都筑ふれあいの丘駅から徒歩１０分 ９４３-５９６６
鴨居 おの家庭保育室 鴨居駅から徒歩２５分 ４８２-６５２８

最寄駅 施設名 アクセス 電話番号
センター北 もあな☆ちいさな木 センター北駅から徒歩３分 342-8389

センター南 すまいるセンター
みなみ保育園 センター南駅から徒歩８分 511-8969

北山田 保育ルーム
キューティー北山田 北山田駅から徒歩１分 516-0039

東山田 子ごころ園　東山田 東山田駅から徒歩８分 591-2568
都筑ふれあいの丘 さくら保育室 都筑ふれあいの丘駅から徒歩４分 507-8212
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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●

10/15（火）

第22回 文化祭
サークルの作品展示、舞台発表、体験
コーナー、都筑野菜販売、模擬店など●
11月9日(土)・11月10日(日)午前9時
30分〜午後3時●一部有料● 　
ジュエリー・クロッシェ
かぎ針で編むビーズ工芸です。ネック
レスを作ります●11月20日(水)、12
月4日（水）午前9時30分〜午後零時
30分●成人20人 ●2,500円(材料
費)　●申込み 10月23日(水)までに

と年代を明記し か
クリスマス・フラワー・アレンジメント
12月5日(木)午前10時〜午後零時
30分●20人 　＊子ども同伴不可●
2,500円　●申込み 11月7日(木)ま
でに を明記し か
パン屋さんから習うクリスマスのお菓子
11月25日(月)午前9時30分〜午後
零時30分●16人 　＊子ども同伴不
可●1,200円(材料費・保険代含む)　
●申込み 10月28日(月)までに
を明記し か
わんぱくホリデー 

「やさしい囲碁・将棋教室」
10月12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●

10/15（火）

●申込み 行事は、10月11日（金）から
園芸講座Ⅱ　 
さくさくチューリップの寄せ植え
11月16日(土)午前10時〜正午●20
人 ●2,300円　●
合気道入門講座（全8回）
11月28日(木)、12月2日（月）・16日
（月）・19日（木）、平成26年1月9日
（木）・16日(木)・20日（月）・23日（木）い
ずれも午後1時〜2時30分●15人
●3,500円（全回分）　●
カラオケを楽しもう（全4回）
11月29日、12月6日・13日・20日い
ずれも金曜日、午後1〜4時●10人
●1,500円（全回分・お茶付き）　●
山登り・ハイキング入門講座（全2回）
講義と実践●11月30日(土)、12月7
日(土)午前10時〜正午●20人 ●
1,000円（全回分）　●
あたたかあみもの（全2回）
11月25日(月)、12月2日（月）午前10
時〜正午●20人 ●1,600円（全回
分）　●
ままくらぶ「クリスマスケーキを作ろう」
12月4日(水)午前10時〜正午●1歳
以上未就園児の母親15人 ●700
円　＊一時託児あり●300円　●
ロビーコンサート
ボーカル＆ギター：Soda Lite●11月9
日(土)午後1時30分から●

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

都筑センター ●休館日●

10/29（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●一部有料●

親子料理教室
台湾の料理と文化を楽しもう●１１月
２３日（土・祝）午前10時〜午後1時●
市内在住・在学の小学生と保護者１０組
２０人 　●申込み１０月１１日（金）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●

10/3（木）
10/17（木）
11/7（木）

サツマイモ掘り
11月9日(土)午前9時30分集合●雨
天翌日順延●100口 ●汚れてもよ
い服装で　●申込み 10月25日(金)〜
11月8日(金)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●10月18日(金)午前10時〜
11時30分 ● 雨 天 時は翌日順 延 ●
1,000円(保険料、レンタルポール代を
含む) ●持ち物、服装は問合せを。　
●申込み 10月16日(水)までに か
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&試食会も●11月4日(月・振休)午
前10時〜なくなり次第終了●小雨決
行●

布ぞうり編み教室
10月14日(月・祝)午後1時〜4時●4
人 ●1,000円●幅4㌢㍍、長さ50
〜60㌢㍍の布を40〜50本持参　
●申込み 10月13日(日)までに か
犬のしつけ教室
10月12日(土)、１１月9日（土）午前10
時から●雨天中止●太鼓橋●犬を連れ
て
親子読み聞かせ
未就学児向け●10月16日(水)午前
10時30分開始●10組●

手打ちそばを食べませんか
10月22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」
語りと朗読。尺八演奏もあります●10
月26日(土)午後3時開始●

☎・  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
里山まつり
模擬店、餅つき、竹細工、コンサートなど
●10月27日（日）午前11時30分〜午
後4時（コンサートは午後2時〜4時）●雨
天中止●ステージ広場●入場無料●

サトイモ掘り体験
10月19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 10月12日（土）までに
秋のチョウと昆虫観察会
11月10日（日）午前9時〜正午●小雨
決行・荒天中止●レストハウス集合●
30人 ●300円　●申込み 11月3日

（日・祝）までに
草木染め体験
藍の生葉などで草木染めを体験しま

す●10月20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 10月13日（日）までに
秋のキノコ観察会
都筑中央公園の雑木林でキノコを観
察します●10月12日（土）午前9時〜
正午●小雨決行・荒天中止●レストハ
ウス集合●30人 ●300円　
●申込み 10月11日（金）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

想ネイチャークラフト野外教室
木や木の実、草の実にボンドを使って、
動物や好きなものを作ります●10月
20日、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〜午後3時（受付終了は午後
2時30分）●一体500円●

☎・  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　●
「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　●
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　●
「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

☎・  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●

10/21（月）

親子の広場「かもっこくらぶ」
子育て中の親子と妊婦さんの交流の
広場です●①秋の木の実で遊ぼう／
やきいもづくり：11月5日（火）　②おはな
し会：11月14日（木）　③クリスマス飾り
づくり：11月19日（火）　④音楽と絵本を
楽しむ会：11月28日（木）　⑤キャンドル
づくり：12月3日（火）いずれも午前10時
30分〜11時30分（②は午前10時30
分〜11時）●未就学児と親、各15組
●各一組200円（②と③は無料）　
●申込み各前日までに か

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

 http://www.e-kusabue.org/

つづき地域活動ホーム くさぶえ

くさぶえのみち　クリーンとこてく
緑道の清掃と、終了後に木の実や葉で
自由工作も●11月10日（日）午前10
時〜11時●15人 　●申込み 11月
9日（土）までに か
おはなし会
秋にちなんだおはなしや歌、手遊びな
ど●10月24日（木）午前11時30分〜
11時50分●未就学児と保護者●

☎ 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●

10/15（火）

地区センターまつり
団体作品展示・活動発表・模擬店など●
10月２７日（日）午前10時〜午後3時●

人形劇サークル「mocomoco」 
による親子で楽しめる人形劇
10月26日(土)午後2時〜3時●100人

　●申込み 10月11日(金)から に
て整理券配布
クリスマス・リース・アレンジメント
11月26日(火)午前9時30分〜11時
30分●16人 　＊子ども同伴不可●
2,500円●花切りはさみ、作品持ち帰
り袋持参　●申込み 10月25日（金）か
ら か
野菜たっぷりベジ・キッチン
地元産のサツマイモを使ったお料理と
お菓子を作ります●10月29日(火)午
前10時〜午後零時30分●20人 　
＊子ども同伴不可●1,000円●エプロ
ン、三角巾、ふきん、筆記用具を持参　
●申込み 10月28日(月)までに か
親子で作って送ろう年賀状!
手作りのオリジナルクリスマスカード、
年賀状を作ります●11月30日(土)午
前9時30分〜11時30分●年長児以
上小学生までの子と親20組 ●700
円（小学生のみ参加400円）　
●申込み 10月31日（木）から か

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

10/15（火）
10/28（月）

チョットいっぷくまつり
模擬店、ゲーム、折り紙、竹細工、ミニ
ステージなど●10月20日(日)午前11
時〜午後2時●

作家山崎洋子講演会
山崎さんを囲んでのティーパーティー
も（主催:よこはま市民メセナ協会）●
10月31日(木)午後1時30分〜3時30
分●100人 ●1,000円(茶菓付き)　
●申込み 10月30日(水)までに か
作って食べよう
かまどでご飯とみそ汁を作ります●11
月17日(日)午前10時〜午後2時●小中
学生20人 ●500円●水筒、タオル持
参、汚れてもよい服装で　●申込み 10
月11日(金)〜11月16日(土)に か
手作りみそ講座
実際のみそ作りは各ご家庭で●11月
30日(土)午後1時30分〜3時●50人

●3,500円(前金制、みそ約５㌔㌘の
材料費含む) ●筆記用具、材料持ち帰
り用の袋持参　●申込み 10月12日
(土)〜11月20日(水)に か
第20回わびさび塾
晩秋の茶会セミナー(濃茶・薄茶付き)
●10月27日(日)午後1時30分〜3時
30分●先着20人 ●2,000円　
●申込み 10月24日(木)までに か
手打ちそば講習会
11月9日(土)午前9時30分〜午後1
時●28人 ●1,000円●エプロン、バ
ンダナ、タオル、飲み物、箸持参　
●申込み 11月2日(土)までに か
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アートフォーラムあざみ野
〒 225-0012
青葉区あざみ野南一丁目 17-3
＊保育あり。有料。4日前の午後5時までに☎ 

●休館日●

10/28（月）

☎・  592-1877
〒224-0034　勝田町266

勝田小学校コミュニティハウス
●休館日●

火・木曜日

文化祭
作品展、演技発表、競技発表、お茶会、
フリーマーケットなど●10月20日（日）
午前9時〜午後4時●一部有料●

☎・  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

健康フェスタ
機材を使った健康チェック、地域の野菜・
小松菜ジュースの試飲など●10月28
日(月)午後1時30分〜3時30分●

☎・  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
11月10日(日)午前10時〜11時●未
就園の走れる子と親15組 ●300円　
●申込み 10月11日(金)〜11月9日
(土)に か 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10月11日（金）から
か

つづきパパスクール 
「チルコロパパクラブ」（全4回）
①11月2日：夫婦パートナーシップ　②
12月7日：パパならではの子どもとの
かかわり方　③平成26年1月11日：子
どもの写真　撮り方講座　④2月1日：
身近な材料でおもちゃを作ろう、いず
れも土曜日、午前10時30分〜正午●
区内に住む2歳までの子と父親、または
これから父親になる人（なるべく全回参
加できる人）12組 　●
カフェ・サークル交流会 
～おススメはおいしいおしゃべり～
11月1日（金）午前10時30分〜午後1時
●子育てサークルに興味がある人●

じっくり相談
専門相談員による子育て相談●10月
19日（土）、11月1日（金）・13日（水）・
16日（土）、いずれも午前10時〜午後
４時●未就学児と家族 　●
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●11月26日(火)午前
10時30分〜11時30分●区内在住
で妊娠中の人10人 　●
子育てサポートシステム入会説明会
10月23日(水)、11月9日(土)午前10
時30分〜11時30分●入会希望者、
各10組 　●
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●10月19日(土)
午前10時〜午後４時●未就学児と家
族●

☎・  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

コミュニティフェスタ2013
パネル展示、実演、実技、模擬店、ゲー
ムコーナーなど●11月10日（日）午前
10時30分〜午後2時●

☎・  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

文化祭
サークルの作品展示と演技披露、バ
ザー、赤飯・野菜販売、輪投げ、ストライ
クアウトなど●10月26日(土)・10月27
日(日)午前10時〜午後3時30分●

認知症予防講座（全5回）
ストレッチと筋力アップで脳と体を鍛え
ます●11月2日・9日・16日・30日、12
月7日いずれも土曜日、午前10時〜
11時30分●介護保険認定を受けて
いない人20人 　●申込み 10月11
日(金)〜10月31日(木)に中川地域ケ
アプラザ（ 500-9321）か中川中学
校コミュニティハウスへ 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

もしものときどうする？　 
災害時のペット対策
ペットのために考えておくべきこと、被
災地のペットたちのことをお話します
●11月7日（木）午前10時〜11時30
分●30人 　●申込み 10月15日

（火）午前10時から か
健康ウオーキング
ケアプラザからセンター南を目指す初
心者コースです●11月21日（木）午前
10時〜正午●雨天時は11月27日

（水）に延期●15人 　●申込み 10月
21日（月）から か

☎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
10月26日（土）●おもしろいぞ！　紙芝
居①正午開始　②午後1時30分開始　
③午後3時開始　＊時間は変更になる
場合があります●学芸員による常設展
示室の解説①午前11時開始　②午後
2時開始　＊各回40分程度。今回は原
始１ブースの解説です●

講座「横浜の考古学」 
～他地方との交流・交易～
縄文時代から古代まで、港北ニュータ
ウン地域の遺跡などを元に解説します
●11月8日・15日いずれも金曜日、午
後1時30分〜4時●歴史博物館講堂
●二日とも参加できる人150人 ●
1,000円　●申込み で、 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。11
月1日（金）必着。問合せは同センター　
890-1155　 891-1551

☎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●

10/28（月）

横浜元気！！ スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2013
横浜ビー・コルセアーズによる小学生バ
スケットボールクリニック、ジュニアHIP
HOP、ノルディックウオーキング講座、
幼児体操、ジュニア体操、骨盤エクササ
イズ、フラダンス、カラダメンテナンス、
キネシオテーピング講座、骨密度測定、
絵手紙教室など、多数の種目を気軽に
体験できます。トレーニング室も無料で
開放します●10月20日（日）午前9時〜
午後5時　＊事前申込みや参加費が必
要な教室もあります。詳しくは問合せを。
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）。
●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（10月21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（10月15日・22日・29日、11月5日）
④ソフトエアロ●午後零時20分〜
◆水曜日（10月16日・23日・30日、11月6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（10月11日・18日・25日、11月1日・8日）
⑦＊ズンバ45●午前10時35分〜（45分間）
◆土曜日（10月12日・19日・26日、11月2日・9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（10月15日、11月5日）
⑨バスケットボールタイム●午後7時
15分〜●50人 ●600円
◆第2・4火曜日（10月22日）
⑩バレーボールタイム●午後7時15分
〜●24人 ●500円
◆土曜日（10月12日・19日・26日、11月2日・9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〜10
時30分●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〜●50
人 ●600円

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

加賀原地域ケアプラザ

べるえきっぷ「アートセラピー」
絵の具や紙を使って遊びましょう●11
月17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人

●500円　●申込み 10月11日(金)
〜11月16日(土)に か

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

新栄地域ケアプラザ

私の終活シリーズ
①10月17日（木）：伝えておこう自分の
思い　エンディングノートのすすめ　
②10月25日（金）：認知症になったら・・・
成年後見制度について、いずれも午後
1時30分〜3時　●申込み 各前日ま
でに か

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

男女共同参画センター横浜北

アートフォーラムフェスティバル
2013
フリーマーケットや手作り作品の販
売、講演会、ミニワークショップ、消防
服試着体験(子ども向け)など。一日
限りのグルメスポットあざみ野食堂
もオープン●11月10日（日）午前
10時〜午後4時● 一部有料、要予
約●

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

スーパーピュア展2013
障がいのあるアーティストたちのこ
だわりいっぱいの世界を紹介●10
月26日（土）～11月17日（日）午前
10時〜午後6時●入場無料●

あざみ野アートワゴン　vol.3 
「SLOW LABEL　スローレーベル」
国内外で活躍するアーティストやデ
ザイナーと企業や福祉施設などをつ
なげ、モノづくりとコトづくりに取り
組んでいるブランドのグッズ販売●
10月26日（土）午前10時〜午後4
時●

●問合せ　都筑警察署　 949-0110

　ひったくり、振り込め詐欺、サイバー犯罪、子ども
と女性への犯罪、住宅への侵入窃盗、万引き、自動車
盗の被害防止の広報啓発活動を行います。
　防犯意識を高め、みんなで安心のまちをつくりま
しょう！

都筑警察署からのお知らせです。

10月11日（金）～10月20日（日）は
県内一斉「安全・安心まちづくり旬間」です！
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予約・問合せ 	神奈川県結核予防会　 	２５１–２３６３　　　　
胃がん検診 １１月２７日（水）午前▶１０月２５日（金）～１１月１４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）

１１月２７日（水）午後▶１０月２５日（金）～１１月２１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。

学童合同まつり
PRタイム（午後1時開始）、模擬店、バ
ザー、ゲームなど／10月20日（日）午前10
時30分～午後2時30分／雨天中止／
地下鉄センター南駅　すきっぷ広場／
●問合せ　北山田こどもクラブ　福本　

911-9153（月～土曜日、午後1時～6時）
箏
こ と

・三
さ ん

絃
げ ん

・尺八のしらべ
「和の響きでやすらぎのひとときを」を
テーマに演奏会を開催します／11月３
日（日・祝）正午開演／都筑公会堂／
●問合せ　都筑区三曲協会　
増倉（ますくら）　 473-1368
第37回都筑区囲碁大会のご案内
Ａ～Ｄのクラス別に全員変則４回戦／
10月20日（日）午前10時開始（9時30分
から受付）／中川西地区センター　＊全
館禁煙／男性:1,500円、女性、小・中・高
校生:1,000円（昼食代を含む）／ 　
●問合せ　都筑区囲碁連盟　山本

・ 592-1585

「都筑に残る旧大山道をたどる」 
ガイドと共につづきを歩こう　No.１５
10月20日（日）午前９時スタート（8時30
分から受付）　＊雨天決行／地下鉄中
川駅集合・解散。地神塔～旧大山道～
霊泉の滝～水神様～山崎公園／約７㌔
㍍の距離を歩ける人100人 ／300円　
申込み 10月14日（月・祝）必着。全員分
の と年齢を明記し か か
●問合せ　〒224-0029　南山田二
丁目24-6-717　
「都筑をガイドする会」No.１５広報　係　

http://tzkgd.com/　
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp

大橋　 090-9088-0286
第11回つづき国際交流Café
区内に住む外国人がその国の文化・風
俗を飲 食 物や衣 装 などで紹 介しま
す／10月19日（土）午前10時～午後３
時　＊パネル展は10月16日（水）～10
月18日（金）／区総合庁舎1階区民
ホール／
●問合せ　実行委員会　曽木　

593-5419

第58回M.L.T杯
硬式テニス女子ダブルス（初級・中級）／
11月８日（金）：初級、11月15日（金）：中
級、いずれも午前9時開始／長坂谷公
園第２テニスコート／ペアのうち、いず
れか一人が都筑区、緑区に在住、在勤、
加盟団体員。各16組 ／一組4,000円　
申込み 10月11日（金）～10月18日（金）
に 。申込書、参加費を持参。
●問合せ　緑区公式テニス協会事務局

（オープン・スクエア）　緑区十日市場
町854-4　 988-0633（午前10時～
午後８時。水曜日と第１・３火曜日休み）
こころ野ふれあいまつり
区内の作業所の自主製品や地元野菜
の販売、生活支援センターの見学案内
をします／11月9日（土）午前10時～
午後3時／都筑区生活支援センターこ
ころ野（茅ケ崎東四丁目13-40）／
●問合せ　こころ野　

947-0080　 947-0088
都筑写真倶楽部　第7回特別展
部員23人中の4人が個性あふれる40
点の作品を展示／11月15日（金）～11
月19日（火）午前9時～午後5時（初日は
正午開始、最終日は午後4時まで）／区
総合庁舎1階区民ホール／
●問合せ　上村　 941-7625

都筑区民ダブルスバドミントン大会
（年齢別）
種目は男女別一般1～3部ほか全13種
目／11月10日（日）午前8時開始／都
筑スポーツセンター／高校生以上
／一人1,500円（一組3,000円）　
申込み 10月20日（日）までに申込み。詳
細は、都筑区民活動センター、各地区
センターなどで配布する申込書に記載。
●問合せ　都筑区バドミントン協会
持増　 090-2677-3760

ペタンク会員募集
ボールを投げて、6㍍から１０㍍先の目
標に近づけるスポーツです／毎月第１・
３金曜日、正午～午後３時／北山田地
区センター体育館／１回２００円／
●問合せ　つばさ会　富樫　

592-0381
保育ボランティア募集
日本語のレッスン中、外国人のお子さ
んのお世話をしていただける人を募集
しています／毎週水曜日、午前10時
30分～正午／つづきＭＹプラザ／
●問合せ　日本語ボランティアグループ

「あいうえおつづき」　馬塲（ばんば）
090-5496-0382　
k-bamba@mtg.biglobe.ne.jp

※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 １０月２２日、１１月１２日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 １０月２４日、１１月７日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 １０月１７日、１０月３１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３月出産予定の人
　→１１月１日（金）・８日（金）・１５日（金）・２２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。

１１月２７日（水）乳幼児 午後１時３０分〜２時３０分　
　 　 　 　 　 　 妊産婦 午後３時
１２月１１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 11月２７日（水）午前▶	１０月２９日（火）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 １０月１７日・２４日・３１日、11月７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

１０月２５日（金）午後、１１月１２日（火）午前、１１月２２日（金）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 １１月１２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 10月２１日（月）・２４日（木）、１１月６日（水）・１４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

１０月１１日（金）午前、１１月８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


