
●問合せ　高齢支援担当（区役所２階16番窓口）　　９４８-２３０４～２３０６　　９４８-２４９０

都筑区は、認知症サポーターが市内で最も多く、
延べ11,798人（平成24年3月末現在）の

皆さんが受講しています。
あなたも認知症サポーターになりませんか？

～いつまでもこのまちで暮らそう～

都筑区では、これからも認知症にやさしいまちづくりのために認知症サポーターを養成し、認知症の普及啓発を進めていきます。

　国内では、６５歳以上の１０
人のうち１人に認知症の症状
が見られるとされ、認知症は、
誰にでも身近な病気といえま
す。都筑区では、認知症の人や家族が安心して暮
らせるまちづくりを進めています。

認知症とは、誰もがかかり得る脳の病気です！  まずは、確認してみましょう。

□ 何度も同じことを聞いたり言ったりする。
□ よく知っている人の名前を覚えていない。
□ 買い物に行くたびに同じものを買ってくる。
□ 置き忘れや、しまい忘れが目立つようになった。
□ 冷蔵庫に同じものがたくさん入っている。

□ 財布の中が小銭でいっぱいになる。
□ 料理の味付けが変わってきた。
□ この半年から１年間くらいで急に物忘れが目立ってきた。
□ 働き盛りで若いけれども、最近物忘れがあり、
 仕事がうまくいかない。

都筑区の取組

～口腔ケアと健口（けんこう）寿命～
日時●10月３日（木）午後２時～3時30分
会場●中川地域ケアプラザ（　 500-9321）
講師●堀元歯科医院  院長  堀元隆司氏　定員●５０人
　　　  高齢支援担当か中川地域ケアプラザへ
※このほかの地域ケアプラザで行うミニフォーラムは、広報よこはま都筑区
版で随時お知らせします。

　　認知症の人を温かく見守る応援者です。
講座では、認知症についての正しい知識や認知症の人への接し方などを学びます。

認知症サポーターが増えることにより、認知症の人や家
族が、安心して和やかに暮らせるまちづくりが進んでい
きます。グループや団体単位の出張講座も随時行ってい
ます。ぜひ活用してください。

徘徊（はいかい）の可能性のある高
齢者などについて、家族から事前に
登録を受け、本人が徘徊したときや
保護された際に、速やかに身元を確
認し、家族に連絡することを目的と
した仕組みです。

●登録の相談・申込み●
事前に、高齢支援担当（区役所２
階１６番窓口）やお住まいの地域
の各地域包括支援センターにお
問い合わせください。

■「認知症・介護予防パネル展」　
日時●９月19日（木）～23日（月・祝）　会場●区総合庁舎1階区民ホール
■「行政書士による無料相談コーナー」　
日時●９月19日（木）午前10時～午後４時　
会場●区総合庁舎1階区民ホール／

■資料展示「知ることから始めよう～認知症・介護予防の本～」
日時●９月18日（水）～10月１日（火）　会場●都筑図書館

■認知症よろず相談コーナー　
会場●区役所6階大会議室
午後零時30分～４時30分

■体力測定コーナー　
会場●区役所1階売店前スペース
午後零時30分～１時30分

申込み

申込み

日時
会場
講師

９月２１日（土） 午後１時30分～３時30分（開場午後１時）
都筑区役所６階大会議室

●同時期に開催●

同日開催！

認知症サポーター養成講座

認知症サポート
連絡会

都筑区徘徊高齢者等
SOSネットワーク

認知症は、加齢とともに発
症するリスクが高くなる疾
患です。しかし、年齢が若く
ても発症することがあり、
65歳未満で発症した場合
は、「若年性認知症」と
いいます。

子どもたちにも理解しやすいよう、寸劇やクイズ
などを講座に盛り込んでいます。

Q 
A 
認知症サポーターって何だろう？

取組
1

取組
2

取組
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加賀原地域包括支援センター…… ９４４-４６４１
中川地域包括支援センター……… ９１０-１５１２

東山田地域包括支援センター…… ５９０-３７８８
新栄地域包括支援センター……… ５９２-５２６５

葛が谷地域包括支援センター…… ９４３-５９５１

オレンジリングが
「認知症サポ―ター」
の証しです。

　認知症は高齢者だけの病気ではありません。若年性認知症の
人が直面するさまざまな課題を考え、周囲の人からどのような
支援が必要なのか、専門家にお話していただきます。

若年性認知症の理解 ～本人と家族への支援について～

定員
１５０人

認知症サポーター養成講座

●横浜市立大学付属病院
 勝瀬大海氏
 「若年性認知症とは？」

●若年認知症社会参加支援センター
 ジョイント　所長　比留間ちづ子氏
 「若年性認知症の方への対応について」

 ９月１７日（火）までに　か、氏名、電話番号を明記し

認知症になっても大切な「食」と「会話」という「生きる力」を支援するお話です。
認 知 症 ミ ニ フ ォ ー ラ ム

つづき認 知 症
にやさしいまち
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早めに相談しましょう。

受講した子どもたちからは、「認知症の人やお
年寄りには優しく接したい」などの感想が寄せ
られました。

認知症になっても
住みやすいまちづくりを

目指します！

いずれも当日直接会場へ

子どもたちも学んでます！

１年前と比べて上記のような変化に思い当たる場合、また身近な人に心当たりがある場合は…
高齢支援担当、お近くの地域包括支援センター、よこはま認知症コールセンターへ相談を。

小さな変化を見逃がさないよう、チェックしましょう！

はいかい

●地域包括支援センター

●よこはま認知症コールセンター　　  662-7833　毎週火・木・金曜日（祝日を含む）　午前10時～午後4時　

認知症キャラバン・メイト、認知症グループホーム職
員、民生委員、ケアマネジャー、地域包括支援セン
ター職員などが集まり、認知症講演会やパネル展の
企画、認知症のサポーター養成講座の開催など、認
知症理解のための普及・啓発活動を行っています。

認知症講演会

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》
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横浜市都筑区役所広報相談係　  ９４８-２２２２　　 ９４８-２２２８
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人口…209,289人（平成２5年8月１日現在・前月比255人増）

世帯数…79,034世帯（平成２5年8月１日現在・前月比115世帯増）

交通事故発生件数…412件　
	 死者1人／負傷者511人（平成２5年１月１日〜7月31日）

火災発生件数…39件（平成２5年１月１日〜7月31日）

《区の概要》●都筑図書館の休館日●
９月17日（火）、

10月15日（火）・20日（日）
●都筑公会堂の休館日●

９月17日（火）、
10月20日（日）・21日（月）
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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 

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4回●ご存じですか？  スポーツ推進委員
　スポーツ推進委員は、地域に根ざしたスポーツを推進しています。委員
は、自治会町内会の推薦に基づき、横浜市長から委嘱を受け、現在、都筑区
では112人が活躍しています。
　委員の皆さんは、6月２日に開催したグラウンドゴルフ大会や、毎年3月に
実施している区民ロードレース大会をはじめ、各地区のスポーツイベントを
開催し、スポーツ推進のために尽力しています。また、各自治会町内会が開
催する運動会やおまつりの運営にも協力し、横浜国際女子マラソンなど横
浜市のスポーツ大会で沿道警備にも従事しています。
　そんなスポーツ推進委員の皆さんとともに、ぜひ地域でスポーツを楽し
んでください。

連
載

地域で する活活躍躍まちのた
めに

ありがとう
！

スポーツ推進委員

グラウンドゴルフで
地域の一体感を醸成
健康づくりに役立つグラウンドゴ
ルフは、一緒にプレーすること
で、交流が育まれ、顔の見える関
係作りにも役立ちます。

区民ロードレース大会で
地域の魅力を再発見
コースは葛が谷公園とその周辺緑
道です。走って都筑の魅力を再発
見しましょう！ 区民ロードレース
は、千人を超える参加者が楽しめ
る大規模なイベントです！

●問合せ　区民活動係　　948-2238　　948-2239

子育て講座
「子どもの心を育てるために
大切なこと」

未就学児のお子さんのいる保護者を
対象に子育て講座を開催します。
講師：河西恵子氏（臨床心理士）
日時 10月７日（月）午前10時〜11時
30分（受付は9時45分から）　会場区
役所６階大会議室　対象 未就学児の
保 護 者70人 　＊預かり保 育 あり　
定員45人 　●申込み　 。9月11
日（水）〜9月25日（水）の平日午前10
時〜午 後 4 時 に、みどり保育園（
941-2800）か茅ケ崎南保育園（
943-1285）へ
●問合せ　保育運営担当　
948-2463　 948-2309

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10月25日（金）、10月31日（木）
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　９月27日(金)
午前10時から葛が谷地域ケアプラザ

（ 943-5951）へ
●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
「パクパクくらす」

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10月28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 　
＊保護者のみの参加もできます。　
持ち物筆記用具、手拭きタオル　
＊はだしで測定します。　
●申込み　９月11日（水）から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

つづきヘルスアップフェア
～来て、診て、触ろう！ わくわく体験～

買物ついでに参加できる、無料・参加
自由のイベントです。「食」と「お口の
健康」「がん検診」など、この機会に自
分のカラダの健康について、考えてみ
ませんか。参加してアンケートに答え
ていただいた人には景品もあります
(数量限定)。
日時９月28日（土）午前11時〜午後３
時　会場港北東急S.C.１階店頭モール

（地下鉄センター南駅すぐ）／
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

平成26年４月保育所入所に
向けたご相談に応じます

区役所の土曜開庁日に合わせて、平成
26年４月の保育所入所に関する相談
窓口を臨時で開設します。認可保育所
や横浜保育室など、多様な保育サービ
スの中からご希望に応じて紹介します
ので、平日に区役所に来ることができ
ない人は、ぜひこの機会にご利用くだ
さい。
日時９月14日（土）、9月28日（土）午
前９時〜正午　＊認可保育所の申込み
はできません。
会場区役所２階19番窓口／
●問合せ　保育運営担当　
948-2463　 948-2309

横浜環状北西線・北線
PR コーナー

北西線・北線事業の模型やパネルを展
示します。
日時９月19日（木）～９月26日（木）
午前10時〜午後４時　＊平日は説明
員が対応します。模型の展示は平日の
みです。　会場区総合庁舎１階区民ホー
ル／
●問合せ　道路局事業調整課　
671-2735　 651-2325

第19回都筑区民まつり
協賛金の募集

11月３日（日・祝）開催の「第19回都筑
区民まつり」に協賛していただける企
業・団体・個人を募集します。ご協賛い
ただいた企業・団体・個人は、プログラ
ムなどに名称を掲載します。　
＊政治、宗教、暴力団関係の団体から
の協賛はお断りいたします。
●申込み　9月27日（金）までに
●問合せ　	地域振興係　
948-2231　 948-2239

都筑区民まつり 検 索

◆企画展示＆講演会「つづき再発見！」
港北ニュータウンから、たくさんの遺跡
が発見されています。地域の歴史に触
れてみませんか。ご近所の遺跡が話題
になるかもしれませんよ。
《企画展示》日時10月４日（金）～10
月８日（火）　会場 区総合庁舎１階区
民ホール　
《講演会》日時10月５日（土）午後２時
〜４時　 会場 区 役 所６階 大 会 議 室　
対象 区内在住、在勤、在学の高校生以
上。小学高学年〜中学生は保護者同伴
であれば参加可能、24人 　
●申込み　９月12日（木）から か
◆紙芝居大会「紙芝居がはじまるよ！」
懐かしの自転車に載せた舞台で、今年
生誕百年の新美南吉の作品などを紙
芝居で楽しめるイベントです。大人も
子どももご参加ください！
日時10月６日（日）午前10時30分開始　
会場区総合庁舎郵便局側入口／
◆くまさんのおはなし会
親子で一緒に楽しむおはなし会です。
日時10月10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。　会場都
筑図書館対面朗読室　対象２・３歳児
と保護者、各10組 　
●申込み	　９月26日（木）から か
●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。

PPPが都筑にやってきます！ 卓越した
パーカッションサウンドを耳と全身で
体験しませんか？ 驚きあり感動あり笑
いあり、そしてワークショップありと盛
りだくさんな内容でお届けします。ゲス
トには横浜3

ス

R
リ

夢
ム

のイーオとミーオも登
場します。多彩な打楽器エンターテイ
ンメントの世界をお楽しみください。
日時10月19日（土）午後５時開演　
入場料 当日券（前売り券）：エリア自由S
席2,500円（2,000円）、エリア自由A
席2,300円（1,800円）。ヨコガク割

（市内在学の小中高生 各席200円
引）あり　＊ヨコガク割は公会堂事務所
内のみの販売になります。　
販売都筑公会堂事務所内かPPPの
http://ptix.co/14pco28

●問合せ　都筑公会堂　
948-2400　 948-2402　

都筑公会堂 検 索

横浜音祭り 2013　提携イベント
P

パ ー カ ッ シ ョ ン

ercussion P
パ フ ォ ー マ ン ス

erformance 
P
プ レ イ ヤ ー ズ

layers!! (PPP)
2013 in つづき ～オトノチカラ～

噛（か）むことを意識し
た表情筋エクササイズ
であなたも小顔に！ 今
日から素敵な笑顔で、
好感度アップにつなげ
ましょう。
日時10月30日（水）午
後１時30分〜３時30分　
会場 区役所１階健診室　対象 区内在
住の20歳〜59歳の人50人 　＊２
歳以上は保育あり。15人 　
●申込み　９月13日（金）午前8時45
分から か （保育も同時受付）
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354
tz-kenko@city.yokohama.jp

表情筋エクササイズで
マイナス5歳を目指そう
～きれいな笑顔は口もとから～

表情筋トレーナー
内田佳代氏
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９月２４日（火）から

●問合せ●予算調整係　　948-2213　　948-2208

都筑消防署渡り廊下北部児童相談所渡り廊下
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区役所に来庁する人がより快適に利用できるよう、

２階福祉保健センターの待合スペースを拡張し、
車いすやベビーカーを通りやすくします。

保護課を３階に移転し、新たに面接室を設置するなど、相談者のプラ
イバシーに配慮したレイアウトにします。保護課は移転に伴い、窓口
番号が　　に変わります。なお、電話番号に変更はありません。

3階

2階

38

変更後
フロア案内

を変更します。２階・３階のレイアウト

参 加
者 募 集

申込先

　平成２６年１月１８日（土）～２月１５日（土）の間、「都筑区民文化祭」を
開催します。日頃の活動の成果を発表してみませんか。皆さん奮ってご
参加ください。ご応募をお待ちしています。詳しくは９月11日（水）から
配布する募集要項かホームページをご覧ください。

　　　　　区内在住、在勤、在学者または区内で活動する文化団体に所
属している人。
※参加者の皆さんには文化祭の運営にご協力いただきます。一緒に盛り上げましょう！

　　　　　募集要項内の申込書に記入し、事務局宛に郵送、または申込
書と同項目を記載いただければ　 でも申込みが可能です（件名に「文化
祭参加申込○○部門」と記載してください）。

問合せ●区民活動係　　　948-2236

内容●写真、工芸（バードカービング・
ステンドグラス・陶芸・パッチワーク・
刺しゅう・リボンレイ・パーチメントク
ラフトなど）、書道、絵画、生け花など
会場●区総合庁舎１階区民ホール

内容●クラシック、ロック、
ジャズ、ポップス、伝統
芸能、マジック、ダンス、
バレエなど
会場●都筑公会堂

応募資格

申 込 み

●区民活動センター、区役所総合案内（いずれも区総合庁舎1階）　
●区内の各駅・各地区センター・各コミュニティハウスのＰＲボックス

検 索都筑区民文化祭http://webyoko.com/bunkasai/

募集要項配布場所

は不可です。

＊区民文化祭実行委員会ホームページにも募集要項、活動の様子を掲載して
  いますのでご覧ください。

都筑区民文化祭実行委員会事務局

申込締切 必着１０月１９日 土

●展示部門● ●舞台部門●

都筑区民文化祭都筑区民文化祭
～都筑は文化の宝箱　～

第１８回

〒224-0006　都筑区荏田東四丁目10-3　
 都筑区社会福祉協議会（かけはし都筑）Ｍ-24

tzbunkasai@yahoo.co.jp　　

　10月は、国が進める廃棄物などのReduce⇒リ
デュース（発生抑制）・Reuse⇒リユース（再使用）・
Recycle⇒リサイクル（再生利用）推進月間（略称：３Ｒ推進月間）です。
　都筑区では、子どもたちに３Ｒを広める取組として、リユース図書を区内の
小学校にお配りしています。これまでの2年間で、区内15校に約１,２00冊

を配布しました。皆さんのご家庭で不要になった子ども向け図
書がございましたら、ぜひご提供をお願いします！

子ども向け図書子ども向け図書 募集します！

10月26日(土) 午前10時～午後３時
区役所1階区民ホール（図書館側）

スリーアール

●問合せ　資源化推進担当　 　948-2241　　948-2239

日時
会場

　秋の一日、福祉農園で楽しく過ごし、障がいのある
人もない人も地域で暮らす一員として、お互いの理
解と協力を深めましょう！

　　　　　　　　午前10時～午後２時（小雨決行）
※荒天時は、サツマイモ掘りのみ10月２７日(日)に順延
ＪＡ横浜きた総合センター隣接農地と多目的広場／
＊市営地下鉄センター南駅発着の無料バス運行（午前9時30分から30
  分間隔で運行します。20日のみ。ただし、正午発はありません。）
サツマイモ掘り、軽音楽の演奏、模擬店出店　など
サツマイモ掘り　一人200円
（障がいのある人と付添い二人までは100円）
※当日、現地でお支払いの上、サツマイモ掘り券とお引換えください。
シャベル、軍手、ビニール袋をご持参ください。なお、軍手、ビニール袋を
お忘れの人には、当日１セット100円で提供します。

日時

会場

内容

費用

10月2０日日

●問合せ●都筑区社会福祉協議会　　943-4058   　943-1863

福 祉 農 園第1９回

どなたでも
どうぞ

●問合せ 区民活動係　　948-2234　　948-2239

●主催（問合せ・申込み先）　ぱぴプレ音楽工房  　  ０８０-３１２７-３７５７
　　 papipure_okb@yahoo.co.jp　　 http://www.papipure.net/

10月９日（水）

会場●都筑の文化夢スタジオ（中川一丁目９）

1 ピアノとマリンバ
絵本「せんろはつづく」

10月23日（水）
2 リズム遊びできるかな？

11月13日（水）3
ピアノと二胡
絵本「せんろはつづくまだつづく」

11月21日（木）
4 リズムにのって遊んじゃお

12月25日（水）5
ピアノとフルート、マリンバ
絵本「せんろはつづく
 どこまでつづく」

日時回数 内容

ぱぴプレ音楽工房企画
絵本と人形劇と生演奏・みんなで一緒に楽しもう！

全５回

～テーマ提案型講座～つづき力発揮講座
区内の市民活動団体や自主活動グループの皆さんが、日頃取り組ん
でいるテーマで、団体の独創性を生かして提案する講座です。

　　　原則として都筑区及び近隣地域にお住まいの親子18組
　　　親子一組3,700円（全回分）

９月11日（水）から、ぱぴプレ音楽工房　 内の「つづき力発揮講
座のご案内」フォームで申込み。　　

午前10時45分～11時35分

歩きはじめた子：午前１０時３０分～１１時
一人で歩ける子：午前11時30分～正午

午前10時45分～11時35分

歩きはじめた子：午前１０時３０分～１１時
一人で歩ける子：午前11時30分～正午

午前10時45分～11時35分

対象
費用
申込み

●問合せ　都筑警察署　☎949-0110

　引き続き、M（息子）・M（孫）・C（キャッシュ・現金）の話が出たら、振り込め
詐欺に注意しましょう！

都筑警察署からのお知らせです。
　　　区内でも振り込め詐欺が発生しています！



●問合せ● 総務課　庶務係　　948-2212　　948-2208 ●問合せ● 福祉保健課　事業企画係　　948-2344　　948-2354

「横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例」が
施行されました！

災害による被害を減らすために、市民、事業者の役割などを条例化しました。詳しくは、    
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/jyourei/

地域地域 「共助」「共助」について考えよう。で共に助け合おう !

　大地震のときは、消火活動や救出・救護活動などを行う消防
車や救急車はすぐに現場に来ないことが想定されます。その
ため、まずは自分の身は自分で守ること 「自助」 が大切です。
　さらに、平成７年の阪神・淡路大震災では、倒壊した建物か
ら救助された人のうち、約８割が家族や近所の人に助けられ
ています。（円グラフ参照）
　災害時には、隣近所で助け合うこと 「共助」 が重要になり
ます。

　一時的に避難して様子を見るために、小さな
公園、集会所などの安全な場所に集まりましょ
う。このような避難場所を「いっとき避難場所」
として選定している自治会町内会もあります。

●いっとき避難場所などの安全な場所に集まった
人たちで、隣近所の人の安否確認や被害情報の
共有を行いましょう。

●集まった人たちで協力して、近所の要援護者
（高齢者、障害者など）の避難誘導を行うなど、
隣近所でサポートしましょう。

約8千人

要救助者3.5万人
のうち

約2.7万人平成22年版
防災白書から抜粋

警察、消防、
自衛隊救出

近隣住民等
により救出

阪神・淡路大震災では… 災害時要援護者とは？

では、災害時には具体的にどのような「共助」の活動が求められるのでしょうか？
「共助」の活動拠点となる  いっとき避難場所  と  地域防災拠点  の２つの避難場所での活動について紹介します。 　ご自分の住んでいる地域で、どのような活動が行われているかご存じですか？

地域でお互いに助け合うために、さまざまな活動が進められています。

　地域防災拠点は、地域住民の皆さんが中心となって組織している、地域防災拠点運営委
員会が運営します。円滑な避難所運営のためには、避難者も運営に協力し、地域住民が一
体となって、みんなで運営することが大切です。

　都筑区では、地域の人々と災害時要援
護者の顔と顔の見える関係をつくり、要援
護者を地域ぐるみで支援する取組として
災害時要援護者支援事業「つづき　そな
え」を進めており、地域での取組が広がっ
ています。
　区役所では、地域の特性に合った災害
時要援護者の支援体制づくりを推進する
ため、事業を実施する地域
に対し、ともに共助に向け
た取組を進めています。

　「いざ」というときのために、日ごろから協
力し合える関係を築いておくことが大切です。
　地域の訓練などに積極的に参加して、地域
での助け合い・つながりを、より一層深めてい
きましょう。

「自助」の取組
（家具の転倒防止や備蓄）

も忘れずに！！

!! トピック !!

この機会に、今年６月に
各家庭に配布された

「わが家の地震対策」も
併せて確認してください！

「都筑区防災マップ」

●ホームページからも
　ダウンロードできます。

区役所５階５３番、
1階総合案内窓口で配布中です。

検 索都筑区防災マップ

　都筑区災害時要援護者支援事業
「つづき　そなえ」を実施している、
今号で取り上げた３地区の活動の
発表と、齋藤 實氏の講演があります。
　ぜひお越しください！

※地域防災拠点では毎年避難所の開設・運営訓練を行っています。
訓練に参加して災害に備えましょう。訓練日程は必ず事前に確認しておきましょう。
区役所ホームページでもご覧いただけます。

避難者として1
◆ 避難所の運営に協力しましょう!
避難生活に必要となる作業やルール作りなど、
運営委員と協力して主体的に行いましょう。

避難者ではなくても2
◆ 避難所の運営の支援を行いましょう。
［例］● 情報の収集、整理、伝達
 ● 救出、救護活動
  ● 炊き出し、救援物資の配給
 ● 防犯のためのパトロール
 ● 避難所に寄せられるボランティア要望対応

検 索都筑区　地域防災拠点訓練

災害情報板

マスコットキャラクター
「つづき　そなえ」

ポイント

共 助 1 災害時に必要な「共助」って？
　もし、大きな災害が発生したとき、自分だけでは避難することが困難な人たちがいます。
そのような人（災害時要援護者）は、いざというときには周りの人々の支援が必要になります。
　また、災害時にはけがをするなどして、誰でも要援護者になる可能性があります。
そうなった際には、近所の人に助けてもらうことになります。
　お隣さんの顔と名前、分かりますか？　お向かいさんの顔と名前、分かりますか？
　誰もが災害が起きたときにお互いを助け合えるよう、日頃からの
‘見守り活動’や‘声掛け’、‘地域の活動への積極的な参加’を通じて、
隣近所での顔と顔の見える関係をつくっておくことが大切です。

ポイント

共 助 2 ご存じですか？
災害時要援護者支援事業
つづき そなえ

●自分と家族の安全を確保します。
●落ち着いたら安全な場所へ向かいます。

自　宅

いっとき避難場所

　家屋の倒壊や火災などにより自宅で生活が
できなくなった場合に、避難生活を送る場所
です。避難者が一時的に生活するための最低
限の食料、水を備蓄するとともに、安否情報や被害情報を収集・伝達する場所です。

地域防災拠点（避難所）

地域の人がまず集まって行う「共助」

避難生活をする上での「共助」

●高齢者
　一人暮らしの人、日中一人暮らしの人、
　高齢者のみの世帯（ご夫婦など）、
　寝たきりの人、認知症の人…など
●障害者
　身体障害のある人、知的障害のある人、
　精神障害のある人…など
●妊産婦　●乳幼児　●外国人 …など

例えば…

都筑区災害時要援護者支援事業
つづき　そなえ

会場

１０月１日 火
午後２時～午後４時
（午後１時３０分開場）
区役所６階大会議室

定員 １００人
申込 不要。直接会場へ。

　隣近所で支え合いができるように
、組単位で取組

を進めることにし、要援護者と支援
者の登録を呼び

かける準備を進めています。

　なぜ、組単位で支え合うのか？ そ
れは、呼びかけ

方を話し合う中で、実際に被災した
場合には、広い

範囲では相互に行き来するのが大
変だと気付いた

からです。
　どこのお宅に要援護者がいて、ど

のようなことで

お困りなのかを日常的に把握できて
いれば、いざと

いうときにも安心です。

東山田地区では、
　要援護者支援のために、広報紙で要援護者の登
録を呼びかけ、登録をした人に　ID情報キット　とい
う筒状の支援グッズなどを渡しています。
　キットには、考慮してほしいことや緊急連絡先な
どを書いた　「ささえ愛カード」　が入っていて、それ
ぞれが自宅の冷蔵庫に保管し、いざというときには、
カードに書いてある情報を元に支援を行います。
　また、平常時には自治会町内会の役員と民生委
員が訪問活動を行い、　顔の見える関係　をつくって
います。

新栄早渕地区では、

　要援護者の状況を把握するために、　家庭内に要援護者がいるか、避難場所を把握しているかなどの項目のアンケート　を実施しました。　これにより、地域に要援護者がどの程度いるのかなど、地域の状況について気付くことが出来ました。今後、どのように要援護者を支援していくか、検討していきます。　またアンケートでは、避難場所がどこか分からないとの声が多かったことから、案内板を設置することにしました。

渋沢地区では、

まちの活動、
紹介します

日時

特集2

●区役所では地域への支援を行います●

活動発表会 ●講師コメント●

　元東京都総合防災部情報統括担当課長。
　今年度の都筑区災害時要援護者支援事業
「つづき　そなえ」活動発表会のアドバイザー。

［危機管理勉強会  齋藤塾］塾長　齋藤 實 氏
さいとうみのる

　大きな災害が発生した際には、まずは自分の身の安全を確保する
「自助」。その上で、近所の人の身の安全を確認し必要な支援を行
う「共助」。
　しかし、最近では、高齢化の進展や個人情報の取扱いなどによ
り、地域全体で助け合うという「共助」の取組を進めることが難しく
なっていると感じ、悩んでいる人も多数いるのではないでしょうか。
　どのようにして、「共助」としての災害時要援護者支援活動に取
り組めば良いのか、この機会に、参加者の皆さんと一緒に考えてみ
ましょう。

どこに避難する？

ID情報▶
キット　

◀ささえ愛カード

アンケート用紙▼

こんな活動やってます

　　　自宅にとどまることができる場合は、地域防災拠点へ避難する必要はありません！
自宅で被災生活を送る人も、地域防災拠点で救援物資や各種情報を得ることができます。

重要！
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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●

9/24（火）

男子厨房（ちゅうぼう）　 
初心者でも作れるキーマカレー
10月3日(木)午前10時～午後1時●市
内在住・在勤の男性20人 ●500円　
●申込み 9月11日(水)から か
コーヒー講座　 
プロから学ぶおいしい珈琲
珈琲鑑定士がお教えします●10月9
日(水)午後2時～4時●市内在住・在勤
者10人 ●800円　●申込み 9月
11日(水)から か
おもちゃの病院
10月26日(土)午前10時～午後２時　
●幼児～小学生と保護者。34点(1人1
点まで) 　＊保護者のみの参加は不
可●特殊な部品は実費。　●申込み 9
月11日(水)から か
パパとそば打ち講座(小学生対象)
10月27日(日)午前10時～午後1時
●市内在住・在学の小学生と父親20
組40人 ●一組1,000円　
●申込み 9月11日(水)～9月18日(水)
に か
ＷＩＴＨコンサート
10月6日（日）午後1時～3時30分●

☎ 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●

9/9（月）、
10/15（火）

●申込み 行事は、9月11日（水）から
地区センターまつり
団体作品展示・活動発表・模擬店など
(作品展示のみ12日から開催)●10月
13日(日)午前10時～午後3時●

キッズサイエンス(全3回)
10月5日・26日、11月9日の土曜日、午
前10時～正 午 ● 小 学 生20人 ●
1,000円　●
パソコン講座〜検索の達人
10月25日(金)午後7時～8時30分●
20人 ●500円　●
そば作り入門講座(全6回)
11月16日〜平成26年2月1日いずれ
も土曜日、午前9時30分～午後1時●
12人 ●7,000円　●
歌声喫茶１
11月2日(土)午前9時30分～11時
30分●70人 ●700円　●
みんなで歌おう後期(全5回)
11月16日、12月21日、平成26年1月
18日、2月15日、3月15日いずれも土
曜日、午前10時～11時30分●50人

●2,000円　●
美文字入門講座
11月19日(火)午前10時～正午●20
人 ●600円　●
ロビーコンサート
出演：都筑区三曲協会●10月12日
（土）午後1時30分開始●

トーンチャイムを楽しもう(全3回)
11月10日・24日、12月15日いずれ
も日曜日、午前10時～正午●小学生
以上20人 ●900円　●

アート月間「竹布のおはなし」
10月14日(月・祝)午後1時～3時●
20人 ●700円(茶菓付き)　
●申込み 9月13日(金)から か
親子アートワークショップ 

「竹の音・なんの音」
竹で楽器を作って遊ぼう●10月14日
(月・祝)午後1時～3時●小学生の親子
30組 ●子ども一人500円　
●申込み 9月12日(木)から か
アートワークショップ 

「紙巻きオルゴール作り」
①11月3日(日・祝)午後2時～4時　
②11月4日(月・振休)午前10時～正午　
③11月4日（月・振休）午後1時～3時
●小学生以上、各15人 ●1,000円　
●申込み 9月12日(木)から か
お茶室カフェ
コーヒー、紅茶、抹茶など300円から
●10月5日(土)・6日(日)午前10時
～午後4時●

日本の歌をうたおう
9月30日(月)午後1時30分～3時●
50人 ●300円　●申込み 前日ま
でに か
はぎれ草履講習会
10月6日(日)午前9時～正午●12人

●700円●持ち物は問合せを。　
●申込み 前日までに か
朗読を聞きましょう
10月6日(日)午後2時30分～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●

9/5（木）
9/19（木）
10/3（木）

ノルディックウオーキング体験教室
2㌔㍍くらいのコースを歩きます●9月
20日(金)午前10時～11時30分●雨
天時は翌日順延●歩行に問題のない
人10人 ●1,000円(保険代を含む) 
●持ち物、服装は問合せを。　
●申込み 9月19日(木)までに か
犬のしつけ教室
9月14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●9月18日(水)午前10
時30分開始●10組●

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●9月
28日(土)午後3時開始●

手打ちそばを食べませんか
9月24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●

お月見コンサート
演目：荒城の月ほか●9月18日（水）午
後4時30分開始●雨天中止●

古民家市
新鮮野菜の販売、簡単料理の実演＆試
食会も●10月7日(月)午前10時～な
くなり次第終了●小雨決行●

☎・  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
初秋の虫の声　昆虫観察会
9月23日(月・祝)午後6時～8時●雨天
中止●レストハウス集合●30人 ●
300円　　●申込み 9月16日(月・祝)
必着で
親子里山体験教室・ピザ焼きも！
里山の保全作業をして、炭火の窯でピ

ザも焼きます●9月14日(土)午前10
時～午後3時●雨天中止●ばじょうじ谷
戸休憩所集合●親子で参加20人 ●
一人500円　●申込み 9月11日（水）
までに
里山の稲刈り体験
10月5日（土）午後1時～4時●ばじょう
じ谷戸休憩所集合●30人 　
●申込み 9月30日（月）までに

☎・  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 〜9月〜　  
「YOMミュージカル公演」
「この世で一番大きなもの」上演●9月
22日(日)午後３時開演（２時30分開
場）●50人 ●500円（3歳以下は無
料）　●申込み 9月11日(水)から

（受付：午前10時～午後3時)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1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　
●申込み か、担当へ
担当：岡本　 941-3608
「劇団☆夢スタ」参加者募集
9月13日（金）・20日（金）午後6時30分
開始、10月5日（土）午後3時開始●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　●
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　●

☎・  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

鉄道研究部がやってくる！
運転体験ができます（協力：神奈川工
科大学鉄道研究部）●9月29日(日)
午前11時～午後4時●

帽子とネックウォーマーを編もう!
10月6日(日)午後２時～３時●20人

●材料費1,500円●はさみを持参　
●申込み 9月11日(水)～10月5日
(土)に 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

みんなのピアノコンサート
ピアノ:尾沢瑞樹●9月28日(土)午後2
時～3時●50人 　●申込み 事前に

か か、 を明記し
秋の本格的茶室体験
10月6日(日)午後1時～3時30分●コ
ミュニティハウス和室、茶室「山鳴庵」●
15人 ●800円(保険代を含む)　
●申込み 9月11日(水)～9月30日

（月）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

子ども囲碁教室
9月28日〜平成26年3月22日の毎月
第4土曜日、午後1時30分～3時30分
●

☎ 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●

9/9（月）
10/15（火）

ジャズコンサート
9月29日(日)午後1時開始●

わんぱくホリデー 
「やさしい囲碁・将棋教室」
9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●

おはなし広場
①小学生向け：9月14日、10月12日、
11月9日、12月14日の土曜日　②幼
児向け：9月26日、10月24日、11月
28日、12月19日の木曜日いずれも午
前10時30分～11時10分●

わんぱくホリデー 
「おもしろ科学体験塾」〜七色の炎〜
11月2日（土）午後1時30分～4時30
分●小学4年生～中学2年生と保護者
24人 ●1,000円　●申込み10月
19日（土）必着で、 と学校、学年
を明記し か か、
http://www.tankenkobo.com/

☎ 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●

9/9（月）
10/15（火）

あかちゃんといっしょに 
絵本とあそぼ！ (全3回)
10月9日・16日・30日いずれも水曜日、
午前10時30分～11時30分●0歳児
～ 2 歳 未 満 の 幼 児 と親 1 0 組 ●
1,200円(全回分)●筆記用具を持参　
●申込み 9月11日(水)～10月8日(火)
に か
はじめての太極拳　 
心と体をコントロール(全6回)
11月6日・20日、12月4日・18日、平成
26年1月8日・22日の水曜日、午後6
時30分～8時●20人 　＊子ども同
伴不可●2,400円(全回分) ●上履き、
飲み物、タオルを持参　●申込み 10月
8日(火)～11月5日(火)に か
骨盤体操ストレッチ　秋（全６回）
10月7日・21日・28日、11月18日・
25日、12月2日いずれも月曜日、午前
10時15分～11時30分●50人 ●
2,400円（全回分）●保育あり。詳しく
は問合せを。　●申込み 9月12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●

9/9（月）
9/24（火）
10/15（火）

「七五三着物で写真」受付
9月28日（土）受付開始。【開催日は11
月10日（日）】　＊詳細は問合せを●15
人 ● 受 付 時に3,000円を持 参。　
●申込み 9月28日（土）午後3時から

のみ。9月29日（日）より電話予約可。
アート茶会
シアター風茶席の体験●11月3日(日・
祝)①午前11時　②午後1時　③午後
2時30分●各10人 ●1,000円　
●申込み 9月13日(金)から か
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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。＊

☎・  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●

9/17（火）

親子の広場「かもっこくらぶ」
①おもちゃ作りと子ども運動会：10月
1日(火)午前10時30分～11時30分　
②子どもと一緒にママヨガ：10月24
日(木)午前10時30分～11時30分
●未就学児と親、各15組 ●各一組
200円　●申込み前日までに か

9月実施イベントの日程
修正のお知らせ

本紙8月号に掲載の9月17日（火）開催
『保育士さんと遊ぼう』は、9月24日
（火）午前10時30分～11時30分に開催
します。詳しくはお問い合わせください。

英語でログハウス探検！　 
楽しく英語で遊ぼう!
10月2日・16日・30日いずれも水曜日、
①小学1〜3年生クラス：午後３時30分
～４時10分　②小学4〜6年生クラス：
午後4時15分～4時55分●小学生、各
12人 ●各300円　●申込み 前日ま
でに か

☎ 914-7171　  914-7172
〒224-0003　中川中央一丁目25-1ノースポート・モール5階

 my-plaza@tsuzuki-koryu.org
 http://tsuzuki-myplaza.net/

つづき M
マ イ

Y プラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

●休館日●

9/17（火）

地域の日本語ボランティア・ 
ゼロからのスタート（全3回）
①10月23日(水)：概論「地域の日本語
ボランティアとは」　②10月24日（木）：
外国語としての日本語　③10月25日
(金)：初心者向け日本語文法、いずれも
午前10時30分～午後零時30分●都
筑区、近隣区に在住、在勤、在学者、また
は活動を始めて半年以内の人20人
●1,000円（全回分）　●申込み 9月
11日(水)～10月13日(日)に か か、

と年代、応募動機を明記し か
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

●申込み 行事は か
傾聴ってなあに?
共催：You&Me　講師：水谷裕子氏（心
理カウンセラー）①傾聴ってなあに？：
10月10日（木）　②傾聴ボランティア
講座：10月24日・31日、11月14日い
ずれも木曜日、午前10時～正午●①
30人 　②各15人　
●申込み①9月11日（水）から 　②9
月24日（火）から
体力向上フォローアップ講座 

「はつらつ健康サロン」（全3回）
転ばない身体をつくります●10月8日・
29日、11月5日いずれも火曜日、午後
1時30分～３時●介護保険認定を受
けていない人20人 　●申込み 9月
12日(木)から

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

加賀原地域ケアプラザ

長生きするなら元気がいい 
2013　フォローアップ講座（全3回）
高齢者の健康づくり●11月6日・13日・
20日いずれも水曜日、午後２時～３時
30分●65歳以上20人 ●動きやす
い服装で参加。　●申込み10月1日
(火)～10月31日(木)に か
すくすくプラザ 

「ママのための救命救急法講座」
9月12日(木)午前10時～正午●未就
園児の親子●

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

 kuzugaya@yokohamashakyo.jp

が谷地域ケアプラザ

男の家庭術（全4回）
家事の達人に食事・洗濯・掃除・裁縫の
基本を学ぶ入門編●10月24日、11月
14日、11月28日、12月12日いずれ
も木曜日、午後1時30分～3時30分●
4回全てに参加できる男性24人 　
●申込み 10月3日(木)までに か、
初めてのスマホ講座
スマートフォンの簡単な操作方法の講
習●9月25日(水)午後2時～3時30分
●ケアプラザへの来所経験がない人優
先20人 　＊ケアプラザで用意した簡
単スマートフォンを使用します。　
●申込み 9月20日(金)までに か
か、 と年代、ケアプラザ来所経験
の有無を明記し か

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

東山田地域ケアプラザ

親子体操　ころころぱんだ
赤ちゃんと一緒にできる体操です●10
月11日～平成26年3月14日の毎月
第2金曜日、①1歳7か月〜3歳児：午前
9時30分～10時25分　②1歳〜1歳
6か月児：午前10時40分～11時35分
●各20組 ●1,800円（全回分）　
●申込み 9月27日（金）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

くさぶえのみちウオーク
ウオーキング企画第三弾！ 鎌倉を歩き
ます●9月29日(日)午前9時～午後4
時●18歳以上で障害のある人10人
　＊高校生は不可●500円　

●申込み 9月18日(水)までに か
あんしんノート書き方講座　成人編
9月25日（水）午後1時～4時●成人の
障害者の保護者12人 　●申込み 9
月20日（金）までに か
おはなし会
食べ物のお話●9月26日(木)午前11
時30分～11時50分●未就学児と保
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

チルコロウィーク2013秋
親子で楽しむイベントやおしゃべり会
など●9月17日(火)～10月4日(金)●
未就学児と家族 　●申込み 9月12
日（木）までに か
子育てサポートシステム入会説明会
9月25日(水)、10月12日(土)午前10
時30分～11時30分●入会希望者、
各10組 　●申込み 9月11日(水)～
10月11日(金)に か
じっくり相談
専門相談員による子育て相談●9月
28日（土）午後2時～4時、10月4日

（金）・19日（土）午前10時～午後４時●
未就学児と家族 　●申込み9月11
日(水)～10月18日(金)に か
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●9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●9月21日(土)午前11時～
正午●未就学児と家族 　
●申込み 前日までに か
公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎●9月26日(木)午前
10時30分～正午●雨天時は10月3
日(木)に延期●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）

体験学習　縄文時代の土偶（どぐう）
１０月５日（土）・６日（日）①午前９時２０
分開始　②午後１時２０分開始●小学
生以上、各回３０人 ●一人３００円●
大塚・歳勝土遺跡公園内の工房　

●申込み９月１８日（水）必着。 と
参加者全員の氏名、年齢、希望日時、
どこでこの催しを知ったかを明記し

☎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●

9/24（火）

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（9月30日、10月7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（9月17日、10月1日・8日）
④ソフトエアロ●午後零時20分～
◆水曜日（9月11日・18日・25日、10
月2日・9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（9月13日・20日、10月4日）
⑦＊ズンバ45●午前10時35分～（45
分間）
◆土曜日（9月14日・21日・28日、10月5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（9月17日、10月1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8日）
⑩バレーボールタイム●午後7時15分
～●24人 ●500円
◆土曜日（9月14日・21日・28日、10月5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

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●

9/23（月・祝）

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

男女共同参画センター横浜北

会計ソフト入門 （全3回）　 
女性のためのパソコン講座
簿記の基本用語と会計ソフトの基本
操作を学びます●10月29日(火)～
10月31日(木)午前10時～午後3
時30分●女性12人 ●12,000円
（全回分）　●申込み 9月17日(火)
から専用電話【
862-4496（午前
9時～午後5時、日
曜・祝日除く）】へ
か で受付。

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

Ｗｅｌｃｏｍｅ！ ロビーコンサート
出演：Raykay（れいけい）●9月22
日（日）正午開始●
障がいのある子どもたちのための

「親子で造形ピクニック」
9月21日（土）、10月5日（土）午前10
時～正午●個別支援学級などに通う
子と保護者20組 ●4歳以上100
円　●申込み 参加希望日と参加者
全員の 、年齢・学年を明記の上、
か か 。開催日の10日前必着。
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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 １０月２３日（水）午前▶９月２５日（水）～１０月１０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）

１０月１５日（火）午前・午後▶９月１３日（金）～１０月８日（火）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 各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。

秋の自然観察会
都田公園から月出松公園まで散策し
ます／９月28日（土）午前10時～正午　
※雨天中止／都田公園レストハウス集
合／筆記用具、あれば虫眼鏡を持
参／
●問合せ　都田公園　 ・ 944-0730
インターチェンジ　親子現場見学会
10月6日（日）午前10時～正午（荒天時
中止）／第三京浜道路港北インター
チェンジ内（川向町1047）／除雪車・散
水車・万能車などの見学・試乗、交通管
理隊による車線規制の実演、ドライ
ビングシミュレーターによる走行体験
など／親子20組 　申込み９月20日
（金）～９月30日（月）の平日に か

を明記し
●問合せ　NEXCO東日本　京浜管
理事務所総務課　 471-2030（平日
午前９時～午後５時）　 471-2043

北の森づくり・美しい竹林を作ろう
美しい竹林を維持するために、竹を間
伐するボランティアスタッフを募集し
ます／９月22日（日）午前９時～午後1
時／大塚・歳勝土遺跡公園住居入口
付近集合／どなたでも／
●問合せ　大塚・歳勝土遺跡公園愛
護会　田中　 ・ 941-9496
第24回都筑オーケストラ定期演奏会
曲目:ブルック「バイオリン協奏曲第１
番」、ブラームス「交響曲第２番」／指
揮:横島勝人、バイオリン:齋藤羽奈
子／10月12日（土）午後２時開演（午後
１時30分開場）／都筑公会堂／500円
（チケットを区役所1階売店で販売中。）
●問合せ　都筑オーケストラ　
加藤　 941-4453
第37回都筑区民硬式テニス 
ワンデーミックス大会
参加対象、費用、申込方法など、詳細は
をご覧ください／11月９日（土）・17

日（日）、12月１日（日）／都田公園／ 　
申込み９月11日（水）～９月20日（金）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/

第９回都筑ミュージックビート　 
スタッフ・出演者募集
12月１日（日）都筑公会堂で開催され
る青少年が中心となって作るイベント
のスタッフ及び出演者（バンド・ダンス）
を募集しています。詳細は をご覧く
ださい。
●問合せ　つづきミュージックビート
実行委員会　

tmbeat.jp@gmail.com 
http://webyoko.com/tmb/

剣道　体験教室
大人から子どもまで、初心者、経験者
を問いません／毎月第1月・木曜日、午
後５時～７時／荏田東第一小学校体育
館／
●問合せ　荏田東剣友会　重富　

090-2544-1868
http://kenyukai25eda.jimdo.com

ラージボール卓球　会員募集
ラージボール卓球は、中高齢者の運動
不足解消などを目的として、皆さんが
気軽に参加できるスポーツです。笑い
声が飛び交う楽しいクラブ活動を展開
しています／区内コミュニティハウス
など／詳細は問合せを／月1,000円、
別途入会金2,000円
●問合せ　NPO法人横浜元気ラー
ジボール卓球会事務局　吉良（きら）　

090-1208-2463　 593-0947
混声合唱団「夢のつづき」　団員募集
平成26年1月26日（日）県立音楽堂で
コンサートを開催します。男性大歓
迎／毎月第２・４日曜日、午前９時30分
～午後零時30分／月2,000円、別途入
会金1,000円／
●問合せ　富樫　 ・ 592-0381
親子で楽しむ音楽遊びサークル　 
会員募集
未就園児とその保護者／月２回火曜
日、午前10時30分～11時30分／東山
田地域ケアプラザ多目的ホール／20組
／月2,000円　申込み か

とお子さんの名前と年齢を明記し
● 問 合 せ 　 親子リトミックサークル　
ルウ・ポッケ　今野　 090-1420-4180　

yotsu.rhythmic@gmail.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
診
査

４か月児 ９月２４日、１０月８日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ９月２６日、１０月１０日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ９月１９日、１０月３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２月出産予定の人
　→１０月４日（金）・１１日（金）・１８日（金）・２５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。

１０月２９日（火）乳幼児 午前９時３０分～１０時３０分　
　 　 　 　 　 　 妊産婦 午前９時１０分
１１月１９日（火）乳幼児 午前９時３０分～１０時３０分　
　 　 　 　 　 　 妊産婦 午前９時１０分
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

問合せ  障害支援担当　  ９４８–２３４８　  ９４８–２４９０
精神保健相談 ９月１２日（木）・２６日（木）、１０月２日（水）・１０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・問合せ  健康づくり係　  ９４８–２３５０　  ９４８–２３５４
肺がん検診 10月23日（水）午前▶ 9月27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 ９月１２日・１９日・２６日、１０月３日・１０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

９月２７日（金）午後、１０月８日（火）午前、１０月２５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 １０月８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

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

９月１３日（金）午前、１０月１１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


