
元気で暮らすことを
目指すための
アンケート

　平成２２年の横浜市の平均寿命は、男性が８０．４２歳、女性が８６．９８歳となっています。
　一方、平成２２年の横浜市の健康寿命※は、男性が７０．９８歳、女性が７５．６５歳で、
平均寿命と健康寿命の差は男女とも１０年程度あることになります。

※健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間です。

高齢者が気軽に参加し、人とつながりながら、元気で生きがいのある生活が送れるよう、活動する場です。

継続した運動を
始めたい！

何かお手伝いを
したい！

みんなと楽しく
集まりたい！

元気づくりステーションを立ち上げてみませんか？区役所が活動の
立ち上げをお手伝いします！ まずは、お気軽にお問い合わせください。

活動内容▶体操、ウオーキング、認知症の予防に関すること　など
活動頻度▶定期的、継続的に活動（月1回以上）
対　　象▶65歳以上の人10人ぐらいから、特定の人だけにならない活動
 ※65歳未満でも、活動に興味・意欲のある人は参加できます。
活動場所▶公園、町内会館、私有地、民間のスペース　など

元気づくりステーションとなる活動条件 四つの柱

●問合せ　高齢支援担当　　９４８-２３０６　  ９４８-２４９０

　都筑区では、誰もがいくつになっても生きがいを持って、元気に暮らし続ける
ことができる地域づくりを目指し、より効果的な介護予防活動に取り組むため、
平成24年度に都筑区の一部の地域の皆さんにアンケートを実施しました。
　ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございます。
＊アンケートの集計結果は、都筑区ホームページや区役所窓口、地域ケアプラザなど
で閲覧できます。

●アンケート結果から
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申込み多数抽選

つづきde元気　メイト
日程・会場 内容（調整中）

都筑区にある元気づくりステーションの活動内容

８月28日（水）午前10時～正午
区役所６階／大会議室A

高齢者の理解と介護予防のすすめ
［講師］社会体育研究グループSORA　主宰／大川 圭三 氏

９月４日（水）午前10時～正午
区役所１階／機能訓練室

Let’s try①　まずは、体を動かそう！
［講師］社会体育研究グループSORA　主宰／大川 圭三 氏　

９月11日（水）午前10時～正午
区役所６階／大会議室AB

Let’s try②　都筑を歩いてみよう
［講師］社会体育研究グループSORA　主宰／大川 圭三 氏　ほか　

９月25日（水）午前10時～正午
区役所６階／大会議室AB

もっともっと都筑！　～魅力あふれる都筑区を知ろう、都筑区内の活動紹介～　など
［講師］都筑をガイドする会　会長／大橋 政信 氏　ほか都筑区内活動グループ　

●健康寿命、つまり健康でいきいきと生活できる期間を延ばすために、介護予防の活動が必要になります。●

いくつになっても

定員●30人程度　
申込み方法●8月22日（木）までに
 電話かファクス
　　　　　都筑区高齢・障害支援課
 高齢支援担当
　 ９４８-２３０６　　９４８-２４９０

世代を問わず活動したい人は、
8・9ページの特集２も
ご覧ください！

問合せ先

65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳＊横浜市の平均寿命と健康寿命は、厚生労働省科学研究班  「健康寿命の算定プログラム」を用いて算出。

平均寿命（男性）
健康寿命（男性）

■平均寿命と健康寿命の差（平成22年）　国民生活基礎調査〈横浜市分〉
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９月20日（金）午前10時～正午
区役所１階／健診室

グループ活動の虎の巻　～リーダーシップとメンバーシップ～　など
［講師］慶應義塾大学　看護学医療学部　准教授／標 美奈子 氏　

募集

例えばこんな活動を始めたい人は・・・

［佐江戸町］活きいきファーム［荏田南］ひと交流サロン ポコふれんず［すみれが丘］わくわく

対象は「つづきde元気★メイト」として
都筑区内の元気づくりステーションの
立ち上げに協力していただける人です！

高齢者が気軽に参加
できることを目指し
て、作物などの世話や
体操などを実施して
います。

　　　佐江戸町
　　　　　毎月第２日曜日　午前９時～11時

交流サロン（健康に関
する講座など）や趣味
の活動（ポールウオー
キングなど）を実施し
ています。

　　　しいの木台ハイツ集会所　ほか
　　　　　毎月第３木曜日　午後1時～３時 ほか

区内の緑道をバード
ウオッチングして、楽
しみながらウオーキ
ングしています。

　　　区内の緑道、北山田小学校コミュニティハウス
　　　　　毎月第１水曜日　午前10時～正午

！

ってなに？ステーション元気づくり介護予防の
活動ができる？

元気！

●つづきde元気メイト養成講座（全５回受講必須）

特 集 1

日々、姿を変えていく花、野草
などの成長を愛でながらのお
しゃべりも楽しみの一つです。

自宅でも座ってでき
る、はまちゃん体操を
行っています。

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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人口…209,034人（平成２5年7月１日現在・前月比54人増）

世帯数…78,919世帯（平成２5年7月１日現在・前月比12世帯減）

交通事故発生件数…353件　
	 死者1人／負傷者436人（平成２5年１月１日〜6月30日）

火災発生件数…26件（平成２5年１月１日〜6月30日）

《区の概要》
●都筑図書館の休館日●
８月19日（月）、９月17日（火）

●都筑公会堂の休館日●
８月19日（月）、９月17日（火）

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3回●ご存じですか？  環境事業推進委員
　環境事業推進委員は、自治会町内会の推薦に基づき市長の委嘱を受け、
地域のごみ集積場所で分別排出やごみ出しマナーの普及啓発、区民まつ
りや地域のイベント会場でごみの分別啓発などの活動をしています。
　また、区役所と地域のパイプ役となり、ごみの減量と街の美化に取組
む「ヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プラン」を推進する大切な役割を担っています。
都筑区では現在、１９２人の環境事業推進委員の皆さんが活躍しています。

連
載

地域で する活活躍躍まちのた
めに

ありがとう
！

環境事業推進委員

●ごみ集積場のマナー向上
●３Ｒ行動※の実践、啓発活動
●地域清掃活動の推進

●清潔できれいな街づくりの推進
●住民からの相談と行政機関への
連絡など

※３Ｒとは、リデュース（発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル
（資源として再生利用）の３つの頭文字のＲを取った言葉です。

主な活動内容

リサイクル施設見学会
市が開催する、ごみ焼却施設・リサイクル施
設の見学会で、「ごみと資源」の処理過程を
見学します。知識を身に付けた環境事業推進
委員が、地域で活躍しています。

都筑区民まつりで分別啓発
毎年１１月３日に開催される、都筑区の一大イ
ベント、「都筑区民まつり」で、環境事業推進
委員が、会場内の「ごみ分別ボックス」で来場
者へ分別啓発をしています。

スリーアール

●問合せ　資源循環局都筑事務所　
 　941-7914　　941-8409

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９月27日（金）、10月３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　中川地域ケアプラザ
（ 500-9321）へ、８月27日(火)午
前10時から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

第３回よこはま森の楽校　
ビオトープにやってくる生き物たち
大学構内に作られたビオトープ（チョウ
やトンボなど生き物のすみか）で、昆虫
採集やゲームを通して動物と植物の
つながりを学びます。
日時８月31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　８月12日（月）午前10時か
ら か、 と参加者全員の氏名と
子の学年を明記し、 か
●申込先・問合せ　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

1歳児おやこで
Let‘s ブラッシング
乳歯が生え出して、むし歯が気になり
ませんか。親子で歯周病、むし歯予防
のための正しい歯みがきを身に付けま
しょう。
日時 9月11日(水)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階健診室　対象
区内在住で、平成24年6、7、8、9月生
まれの子と保護者30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　8月20日(火)午前
8時45分から 　
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

新治恵みの里　
秋の新米体験（全３回）
水田で稲刈り、脱穀から新米の釜戸炊
きまで体験します。
日時 第１回稲刈り：10月５日（土）午後
１時30分〜３時30分　＊第２回は１０月
下旬、第３回は１１月下旬予定　会場 緑
区新治町の水田（JR十日市場駅徒歩
15分）　対象市内在住の家族・グルー
プ15組 　＊一人での参加も可　費用
一組6,500円（玄米15キログラムを持
ち帰りできます）　
●申込み　8月15日（木）〜８月２７日

（火）に、全員分の を明記し か、
パソコンの 。
●申込先・問合せ　にいはる里山交流セ
ンター「新米体験係」　 931-4947　
937-0898　 info@niiharu.jp

●問合せ　環境創造局北部農政事務所　
948-2481　 948-2488

◆佐藤さとるコロボックル物語展
児童文学作家、佐藤さとる氏の作品や
来歴を紹介します。
日時８月29日(木)～９月５日(木)（5
日は午後4時まで）　会場 区総合庁舎
1階区民ホール／
◆ビブリオバトルinつづき
本のプレゼンテーションを聞いて一番
読みたくなった本を決めるイベントです。
日時９月７日（土）午後２時〜３時15分　
会場区総合庁舎１階区民ホール　
対象高校生以上。発表者６人、観覧者
20人 　●申込み　８月13日（火）か
ら か 。詳しくは都筑図書館にある
チラシか都筑図書館 をご覧ください。
◆図書館資料で見る開港期の横浜
中央図書館で所蔵する、開国開港期の
錦絵や地図などの貴重な資料をパネ
ルで展示します。
日時８月22日（木）～８月28日（水）

（28日は午後4時まで）／
◆夏の特別おはなし会
市民グループによるおはなし会です。
日時８月24日(土)①午前10時30分
開始／出演：ヴォイスパレット　②午前
11時30分開始／出演：おはなしのこ
みち　対象一人でおはなしを聞ける子、
各回20人／
◆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 9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。　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 　＊２歳未満の子の
入室はできません。
●申込み　8月29日（木）から か
●問合せ　都筑図書館　
948-2424　 948-2432

都筑図書館から

◆料理教室
旬の取れたてブルーベリーとイチジク
をふんだんに使った簡単スイーツを作
ります。

日時９月16日（月・祝）午後１時〜４時　
会場 仲町台地区センター　対象 区内
在住の親子10組 　＊原則二人一組
で参加　費用一組1,000円　
●８月16日（金）から
◆ブルーベリー狩り「都筑区でとれる 
おいしいブルーベリーを楽しもう」
日時８月23日（金）午前9時30分〜正
午　会場マルイファーム（東方町991　

http://www.maruifarm.jp/）　
対象 区内在住で小学生以下の子と親
50組 　費用 子ども無料／大人一人
1,000円　
●８月11日（日）〜8月22日（木）に
●申込み　 行事は と参加人数

（大人・子ども）を明記し、「都筑農業ボラ
ンティアの会」の から申込み
（http://enonom.web.fc2.com/）
●問合せ　企画調整係　
948-2226　 948-2399

都筑農業ボランティアの会

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。

「認知症の理解と対処方法について」
講師：稲富正治氏（川崎幸クリニック臨
床心理士）、介護者の集いや行政サー
ビスの紹介など。
日時９月４日（水）午後２時〜４時　
会場ＪＡ横浜きた総合センター（東方
町1401）　対象100人
●申込み　８月28日（水）までに、葛が
谷地域ケアプラザ（ 943-5951　
943-5961）へ か、 を明記

し
●問合せ　都筑区高齢支援担当　
948-2304～2307
948-2490

葛が谷認知症ミニフォーラム
心によりそう認知症ケア
～ひとりじゃない、みんなで
支えあおう！～

食品衛生責任者が年1回受講すべき講
習会です。
日時８月28日(水)、９月５日(木)午後
2時30分〜4時（受付は午後２時から）
会場区役所６階大会議室　対象食品
衛生責任者40人　＊食品衛生責任者
証をお持ちください／
●問合せ　食品衛生係　
948-2356　 948-2354	

都筑区　食品衛生責任者講習会

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、赤ちゃんがいる生活のイメージ作り
を行います。
日時９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、平日の両親教室に参加
できない妊婦およびパートナー25組 　
●申込み　8月30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

平日の両親教室に参加できない
妊婦およびパートナーのための
両親教室
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９月15日（日）
午前9時45分～正午

中川地域ケアプラザ
（中川一丁目１-１）1 コミュニティアプローチ

 ●『グリーフケア』をめぐって

９月29日（日）
午前10時～正午

かけはし都筑
（荏田東四丁目10-３）

2
ロールプレイング
 ●疎外感、悲嘆…
 ●「がんばりすぎないで」

10月13日（日）
午前10時～正午3

ロールプレイング
 ●みんなのこころを元気に
 ●それってどうするの？

10月27日（日）
午前10時～正午4 振り返りとロールプレイング

 ●今後のボランティア活動につなげる

●問合せ 区民活動係　
　 948-2234　　948-2239

●主催（問合せ・申込み先）　つづき図書館ファン倶楽部　代表／若杉
　　 ・　 532-9903　　twaka@m5.gyao.ne.jp
　　 http://libraryfun.net/tsuzuki/index.html

●主催（問合せ・申込み先）　グループAkari　代表／図子
　　 ・　 935-3514　　toshikoz@kba.biglobe.ne.jp

対象 原則として都筑区及び近隣地域にお住まいの人　 20人　　　 40人　（定員になり次第締切）
申込み 8月11日（日）から、参加者の氏名、年齢、連絡先電話番号を明記し、　 か　 。

日時回数 会場 内容
10月19日（土）
午前10時～正午

仲町台
地区センター1 図書館が教えてくれる発想法

11月２日（土）
午前10時～正午

都筑地区
センター
仲町台

地区センター

かけはし都筑

2 目からウロコ～まちあるき・魅力発見法

11月９日（土）
午前10時～正午3 井上ひさし・米原万里の家族として

11月30日（土）
午前10時～正午4 図書館をデザインしよう 

日時回数 会場 内容

※グリーフケアとは、嘆き悲しむ状況にある人に共感し支援すること。

全４回
～グリーフケアを学びみんなで笑顔になろう！
グリーフケア※ボランティア養成講座1

～図書館からひろがる世界を知ろう
読む楽しみ、知る愉しみ2 全４回

1 2

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。

～テーマ提案型講座～つづき力発揮講座

（講師：高田 高史）

（講師：高橋 美江）

（講師：井上 ユリ）

たの

地域の安全を守る！

防犯パトロール
　地域の安全は、警察をはじめとした行政機関だけでなく、地域の皆さん
の協力によって守られています。地域の皆さんの防犯の取組について
ご紹介します。

都筑区役所　地域振興課 948-2241
神奈川県警都筑警察署　生活安全課 949-0110（代）問合せ先

　自治会町内会の皆さんが、地域の安全を守るために地域のパトロール
を行っています。子どもの通学の時間帯や夜間の人通りの少ない時間帯
にパトロールし、地域を見守っています。

自主防犯パトロール

　自治会町内会や商店街などが青色回
転灯パトロール隊（青パト隊）を結成し、
パトロール車で地域を巡
回しています。
　車に装備されている
青色回転灯がパトロール
車の目印です。

青色回転灯パトロール隊

都筑防犯協会の皆さん▼

パトロール車に
装備されている

青色回転灯を点灯し、
パトロールを行います。

実は・・・

生ごみの約　  パーセントは　　　　です。水分80
生ごみの水分は、腐敗や悪臭の主な原因となります。

「ヨコハマ３Ｒ夢！」マスコット  イーオ
スリム

まずは水に濡らさない！
調理中に出る生ごみを、シンク内の三角コーナーや排水口内の水
切りかごに入れると、水分をたくさん吸収してしまいます。野菜の皮
などは、濡らさずに出しましょう。

その
１

その
2
その
3

絞って乾かす！
お茶がらやティーバッグは、水気を絞り、乾かしてから出しましょう。

ごみ出し前にひと絞り！
たまった水分を「ぎゅっと」絞ってから出しましょう。

水分を減らす をしよう！工夫

水切りすると…

● 問合せ　資源化推進担当　　948-2241　　948-2239 ●

ごみ出しも
ラクラク！

ごみが軽くなって…

発電量が
アップ！

さらに…効率よく
焼却でき、焼却工場の

嫌な臭いが
減る！

との素敵な暮らしを守って大

●問合せ　環境衛生係　　948-2358　　948-2354

公園や道路で犬を放してはいけません
　犬の飼い主には、犬をつなぐ（係留する）ことが「横浜市動
物の愛護及び管理に関する条例」で義務付けられています。
　また、リード（引き綱）を付けることで、犬の迷子や犬が事
故に遭うのを防ぐこともできます。
　犬を連れて外出するときは必ずリードを付けて、公園や道
路など公共の場所では犬を放さないでください。

犬のフンは飼い主が始末しましょう
　公園や道路は犬のトイレではありません。散歩の前に済ませ
るように、しつけましょう。
　もし散歩中にしたら、フンは自宅に持ち帰って処理してくだ
さい。おしっこも水で洗い流してください。

都筑区動物愛護週間【9月24日（火）・25日（水）・26日（木）】
に、長寿犬・長寿猫と飼い主さんを表彰し、ご長寿のペット
の写真を区役所1階区民ホールで展示します。

●写真を添えてご応募ください。●

長寿犬▶区内で畜犬登録されている大型犬13歳以上、中小型犬は15歳以上
長寿猫▶区内で飼育されている猫18歳以上

＊年齢は平成25年9月20日現在。
その他、自慢のペットの写真も展示します。種類、年齢は問いません。
8月23日（金）まで。応募方法は区役所2階25番窓口、環境衛生
係までお問い合わせください。

申込み

対象

大募集長寿犬・長寿猫の表彰 都筑地区センター（葛が谷2-1）／２階大会議室
８月１２日（月）～
８月２４日（土）

午前９時３０分～
午後８時

投票期間
（土・日曜日を含む）

会場

横浜市長選挙が行われます

　仕事やレジャーなどの用事で、投票日に投票所に行けないと
見込まれる人は、期日前投票制度をご利用ください。「投票のご
案内」の裏面に印刷されている、「請求書兼宣誓書」に署名の上
お持ちいただくとスムーズに受付ができます（「請求書兼宣誓
書」は期日前投票所にも用意しています）。

　出張先、旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票ができ
ます。また、身体に重度の障害のある人や要介護５の人で「郵便
等投票証明書」をお持ちの場合は、郵便による不在者投票ができ
ます。詳しくは、都筑区選挙管理委員会にお問い合わせください。

●区内２か所で期日前投票ができます（投票時間が異なりますのでご注意ください）。

　 http://www.city.yokohama.lg.jp/senkyo/　
　　　　　  http://m.city.yokohama.lg.jp/sk/

●問合せ  都筑区選挙管理委員会　　948-2323(区役所代表)　　948-2209

都筑区役所（茅ケ崎中央32-1）／６階大会議室
８月１２日（月）～
８月２４日（土）

午前８時３０分～
午後８時

投票期間
（土・日曜日を含む） 投票時間

投票時間

午前7時～午後8時投票時間

８月２５日
（日）は

●「投票のご案内」をお持ちください●
　「投票のご案内」は世帯ごとに、一つの封筒に同封して郵送します。ご自
分の「投票のご案内」をお持ちください。窓口での受付が早くなります。

期日前
投票

不在者
投票

会場

モバイル対応
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都筑区民活動
センターが
応援します！

都筑区民活動センター は、各区に１館設置されている「市民活動・
生涯学習支援センター」です。

　区民の皆さんが市民活動、生涯学習を通して地域や人とつながりを深めていけるように、
さまざまな機能でサポートすることを目的としています。 

最近時間もできたし、趣味の活動やボランティアを始めたい…でも何をすればいいの？

引っ越してきたばかりで都筑区のことをもっとよく知りたい。でもどこに行けばいいの？
…などの思いをお持ちの皆さん、区民活動センターはそんな皆さんを待っています！
　毎月１回、区民活動センターでは、皆さんの興味・関心に沿って
活動団体を紹介し、活動インターンシップや見学を行っています。
※1回でも、毎回でも参加できます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/
chiiki/kumin/chiikidebut.html

日時 毎月第３木曜日　
午前10時から　事前申込み不要、参加費無料

日程

日程

●一緒に何かを始める仲間が欲しかったのでこれからが楽しみです。
●ボランティアに興味はありましたが、既に活動しているグループに入るのは打ち解けられるか不安がありました。まずは見学したり体験したりする場があるのはいいですね。
●子育て中でもママ友以外の仲間が欲しいと感じ、参加しました。

参加者の声

詳しくはこちら！ 

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/chiiki/kumin/skillupzemi.html 
詳しくはこちら！ 

メンバーが増えない

９月からは全３回の実践編がスタートします。

団体の運営費が確保できない 
…などの活動の悩みを抱えている団体の皆さんにお勧めです！
　団体の現状を把握し、強みや弱みを知り、その上で必要な運営のノウハウを身に
付ける講座です。講座の最終回には、次年度につながる企画を立ててみます。

～「特技を生かしたい人や団体」と「人材を求めている団体や地域」をつなぎます～
　「人材バンク登録者」と「登録団体」の指導・実演を行います。
　「都筑区ではどのような人材が活躍しているのだろう、依頼したい」と考えている自治会・町内会、
子ども会、老人会、市民活動団体の皆さん、お気軽にお越しください！ 

地域デビュー応援企画

団体スキルアップゼミ

人材・団体お披露目会

●どこの団
体も苦労

している
の

だなぁと
実感。共

に頑張ろ
う

という気
持ちにな

りました
。

参加団体の声

申込み受付中
です！

サポート①

サポート②

団体

個人

１回目●平成25年10月  ６ 日（日）　
2回目●平成25年11月 10日（日）　
3回目●平成26年 ２ 月  ２ 日（日）

 9 月17日（火）／人の集まる企画とは？　
10月15日（火）／運営費と広報どうしてる？　
11月19日（火）／来年度の企画を立ててみよう！

をご用意しました!
新しいメニュー

こんな使い方ができます

午前8時45分～午後5時開館時間
毎月第3月曜日・年末年始休 館 日

あなたの力は都筑の人財（たから
）！あなたの力は都筑の人財（たから
）！

や　　とつながって 力を生かしませんか地域 人
特集2

検 索都筑区民活動センター

?
?

? ?

都筑図書館 都筑公会堂

区民ホール

総合案内
トイレ

売店

福祉保健センター

正
面
入
口

消
防
署
側
入
口

駐車場側入口

▲
至
地
下
鉄
セ
ン
タ
ー
南
駅

都筑区民活動センター

　地域で何かを始めたい区民の皆さん！ ぜひ区民
活動センターへお越しください。相談員が常駐
していますので、区内のイベントや施設のことを始め、約360の登録団体
からあなたの希望に沿った活動を紹介します。
　活動の運営に悩んでいる団体の皆さん！ お気軽に相談してください。相談員
も一緒に考え、お手伝いをさせていただきます。

　イベントや講座を開催する
ときに便利なグッズを貸出し
ています。
●着ぐるみ
●マルチプロジェクター
●ブロック
●ボウリング　など
　機材をお探しの際はぜひ
一度確認してください。
※機材を借りるためには団体登録
が必要です。

　区民活動センターには、グループでの打合せに便利なミーティングコーナーや、保育用おも
ちゃがあり、子連れでも利用しやすい環境が整っています。また、印刷機・紙折機も備えられて
います。お気軽にご利用ください。

　区民活動センターでは、マジック、弾き語り、ヨガ指導、アロマセラ
ピー、踊り、読み聞かせ、バイオリン演奏、茶道などの特技をもった人
が現在約160人登録しています。人材バンク制度を活用して、イベ
ントを盛り上げましょう！
※人材バンク制度を利用しての依頼には、謝金や材料費などがかかる場合があります。

検 索都筑区民活動センター　メールマガジン

問合せ●都筑区民活動センター  　 948-2237　　943-1349
都筑区民活動センターは、都筑区総合庁舎1階にあります。

　退職後、体を動かすことと、英語
の資格を生かす活動をしたいと思

い、区民活動センターへ相談に行きました。そこで
まち歩きや国際交流をテーマにした団体を紹介して
もらい、現在は両方に所属して活動しています！

利用者の
声

　町内会の親睦
会に、中国楽器

「二胡」の演奏者をお招きしたと
ころ、素晴らしい演奏を聴くこと
ができました！

利用者の
声

　毎月の役員会、定例会、各種
事業のための打合せ、会議や

資料作りをしています。大量の印刷も速く安く
できて、カッターやホチキスなど文房具も利用で
きるので、重宝しています！

利用者の
声

　団体の活動に当たって、区民活動セン
ターは大変便利です。ミーティングスペース

が無料で使えてありがたいですし、事務
用品や資料を保管できるグループボック
スも有効に活用させてもらっています。
※グループボックスは年1回申込みが必要
です。

利用者の
声

　区民活動センターには、
チラシコーナーや団体・グ
ループ情報コーナー、多言
語情報コーナーがあり、多
種多様な情報が集まってい
ます。インターネット検索で
は手に入らない情報も、こ
こに来れば見つかるかも！？

　月1回、最新の情報をメールマガジンでも配信していま
す。こちらもぜひチェックしてみてください。

※製版：1枚50円
　印刷：2枚で1円
　　　（10枚以上）

まちづくり、
子育て、福祉活動、
文化・芸術、スポーツ

など

に　こ

検 索都筑区　団体スキルアップゼミ

検 索都筑区　地域デビュー

チラシコーナー

ミーティングコーナー
印刷機

介護予防の運動を始めたい人は5面の特集1をご覧ください！  ●詳細は区民活動センターまでお問い合わせください。

相談相談

機材の貸出し機材の貸出し

活動拠点活動拠点

人材バンク制度 人材バンク制度 

情報収集・提供情報収集・提供
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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●

8/27（火）

わんぱくホリデー  
おもしろ科学たんけん工房 

「虹色の涙と色の謎さがし」
実験と工作を通して楽しく科学を学び
ます●10月5日(土)午後1時30分〜4
時30分●小学4年〜中学2年生24人

●500円　●申込み 8月11日(日)か
ら と年齢、学校名、保護者名を
明記し か で、おもしろ科学たんけ
ん工房（ 941-2362　久保田方）へ。
http://www.tankenkobo.com/

健康ウォーキング講座 秋コース
正しい歩き方や姿勢、ストレッチなど、
年齢・体力に合った方法を学びます●9
月29日(日)、10月20日(日)午前9時
30分〜午後2時、二日間のうち1日の
参加も可能●おおむね50歳以上30人

●1回500円　●申込み 8月11日
(日)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）
１か月検診後からハイハイを始める前
の赤ちゃんとお母さんのためのコミュ
ニケーション、お母さんの機能回復を
目的としたプログラムです●9月4日・
18日、10月2日・16日・30日いずれも
水曜日、午前10時〜11時30分●生後
１か月からハイハイを始める前 の赤
ちゃんとお母さん15組 ●1,000円

（全回分）　●申込み 8月11日(日)〜8
月25日(日)に か
苔玉づくり
9月29日(日)午前10時〜正午●市内
在住・在勤・在学20人 ●1,300円　
●申込み 8月11日(日)から か

☎ 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●

8/12（月）
9/9（月）

夏休み子ども映画会 
「モンスター・ホテル」
8月23日(金)開場：午後2時40分、上
映：午後3時〜4時30分●100人 　
●申込み 8月11日(日)から か
ママと遊ぼう! 2期（全8回）
お子さんと母親の体操と遊び●10月
1日～11月5日、11月19日～12月3
日の毎週火曜日、午前11時〜11時45
分●2歳以上の未就園児と母親20組

●1,000円(全回分、保険代含む)
●申込み 9月10日(火)までに と
年齢を明記し か
初めての水彩風景スケッチ（全6回）
水彩スケッチの基礎を学び、近隣にス
ケッチに行きます●9月3日・17日、10月
1日・29日、11月5日・19日いずれも火
曜日、午前9時15分〜11時45分●14
人 ●3,000円(全回分、材料費含む)
●申込み 8月13日(火)までに と
年齢を明記し か
ベビーとママのソフトヨガ　2期（全6回）
9月27日、10月4日・25日、11月8日・
22日、12月6日いずれも金曜日①午
後1時〜1時45分　②午後2時〜2時
45分●8か月〜2歳未満の赤ちゃんと
母親、各20組 ●1,000円(全回分、
保険代含む)　●申込み 9月6日(金)ま
でに と年齢を明記し か

を持参●年長児から小学生(未就学児
は保護者同伴)24人 ●900円(全回
分)　●申込み 8月29日(木)〜9月28
日(土)に か
0歳児の親子遊び
9月25日(水)午後1時〜2時●バスタ
オル、ハンドタオル、飲み物を持参、動き
やすい服装で●首が座っている生後4
か月〜10か月の赤ちゃんと親8組 ●
500円　●申込み 8月26日(月)〜9
月24日(火)に か
大人の図工室
9月20日、10月4日・18日いずれも金
曜日、午後6時30分〜8時30分●エプ
ロン、はさみ、ボンドを持参●10人 ●
2,500円(全回分)　●申込み 8月20
日(火)〜9月19日(木)に か

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

8/12（月）
8/26（月）
9/9（月）

茶室利用応募受付 
（9月〜平成26年2月分）
詳細は事前に問合せを　●申込み 8月
13日(火)午後１時から か
手打ちそばを食べよう
9月28日(土)正午集合●50人 ●
500円　●申込み前日までに か
楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎。持ち物などは事前に問合
せを●9月25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
男性初心者茶道講座
持ち物など事前に問合せを●8月17日
(土)午前10時〜正午●5人 ●1,500
円　●申込み8月15日(木)までに か
南京玉すだれ体験
8月17日(土)午後2時〜4時●

土曜しの笛コンサート
毎週土曜日、午前11時〜11時30分
●

☎ 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●

8/1（木）
8/15（木）
9/5（木）

古民家市
新鮮野菜の販売、簡単料理実演&試食
会も●9月2日(月)午前10時〜なくな
り次第終了●小雨決行●

犬のしつけ教室
9月9日(月)午前10時開始●雨天中
止●太鼓橋●犬を連れて

☎・  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）

竹炭入り石けん作り
オリーブオイル100パーセントの肌に優
しいせっけんに、竹炭を加えて洗浄力
をアップさせます●8月18日(日)午前
10時〜正午●レストハウス集合●20
人 ●500円　●申込み 8月11日(日)
までに と申込者全員の氏名・年
齢を明記し か か
夏の野鳥観察会
9月8日（日）午前8時〜11時●小雨決
行・雨天中止●レストハウス集合●30人

●300円　●申込み9月1日（日）まで
に と申込者全員の氏名・年齢を
明記し か か
田畑作業体験
里山の畑でサトイモの手入れ・土寄せ
を体験します●9月7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1日(日)までに

と申込者全員の氏名・年齢を明
記し か 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
8/12（月）〜
8/16（金）

●申込み 行事は、事前に か、
と年齢を明記し、 か

「横浜丘の手ミュージカルスタジオ」
参加者募集
詳細は をご覧ください。
◆ミュージカルコース（小学生からシニ
アまで）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（6〜10歳の児童）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
舞の会〜日本の踊りをマスターしよう
日本舞踊で楽しく元気に。見学歓迎●
毎週火曜日、午後1時30分〜4時●1
回500円　●
都筑少年少女合唱団で輝こう 
CLISHE（クリシェ）参加のお誘い
毎月第2・4水曜日（変更あり）、午後6
時〜7時30分●小・中学生●月2,000
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　●

☎・  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●

8/19（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広
場です●①ザリガニ釣り：9月3日（火）
午前10時30分〜11時30分●材料
費200円　②人形劇：9月12日（木）午
前10時30分〜11時　③保育士さん
と遊ぼう：9月17日（火）午前10時30
分〜11時30分　④リフレッシュビクス：
9月26日（木）午前10時30分〜11時
30分●参加費200円●いずれも

☎ 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●

8/19（月）

第17回カナガワビエンナーレ 
国際児童画展　巡回展
世界中から集められた子どもたちの絵
をお楽しみください●9月9日（月）～16
日（月・祝）平日：午前10時〜午後9時、
土・日・祝日：午前10時〜午後6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

やさしい太極拳入門（全3回）
太極拳の初歩の動きを分かりやすく教
えます●9月4日・11日・18日いずれも
水曜日、午後1時30分〜3時●15人

●運動のできる服装、飲み物持参　
●申込み前日までに か

☎・  591-8444
〒224-0021　北山田五丁目14-1

北山田小学校コミュニティハウス
●休館日●

火・木曜日

産後ママと赤ちゃんのための 
やさしいヨガ（全5回）
9月25日、10月9日・30日、11月6日・
20日いずれも水曜日①午前10時〜
10時40分●生後2〜9か月で首の
座った赤ちゃんと母親　②午前11時〜
11時40分●10か月〜1歳4か月の赤
ちゃんと母 親　① ②とも10組 ●
1,500円（全回分）　
●申込み 9月9日（月）までに か

歌の宅配便
あなたの心に郷愁・旅情・・・そして安ら
ぎを●10月5日(土)午後1時15分〜2
時30分●40人 ●200円　
●申込み 9月11日(水)〜10月5日(土)
に か
わんぱくホリデー「おもしろ科学体験塾」
ICラジオを作ろう
9月28日(土)午後1時30分〜4時30
分●小学4年生〜中学2年生24人
●1,000円(材料費)　●申込み 9月
14日(土)までに と学校名、学年
を明記し か か
http://www.tankenkobo.com/

☎ 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●

8/12（月）
9/9（月）

●申込み 行事は、8月11日（日）から
ジュニア体操2期（全6回）
9月17日・24日、10月1日・8日・22日・
29日いずれも火曜日、午後3時30分〜
5時●3歳以上の未就学児30人 ●
2,000円（全回分）　●
ナイトヨガ(全4回)
9月25日、10月2日・9日・23日いずれ
も水曜日、午後7時〜8時30分●30人

●2,000円（全回分）　●
押し花クラフト
9月28日(土)午前10時〜正午●小学
生以上20人 ●800円　●
親子体操2期(全10回)
9月27日～11月29日のいずれも金
曜日、Aクラス：午前9時30分〜10時
30分、Bクラス：午前10時40分〜11
時40分●1歳8か月以上の未就園児と
保護者各クラス40組 ●3,500円　
●申込み 8月30日(金)までに と
年齢、希望クラスを明記し
ままくらぶ
スイーツデコでオリジナルアイテムを作
りましょう●10月2日(水)午前10時〜
正午●1歳以上の未就園児と親15組

●700円●一時託児300円　●
ロビーコンサート
バイオリン：田原稚子●9月14日(土)
午後1時30分開演●

おはなしのはなたば
8月22日(木)午前11時〜11時30分
●未就園児と保護者25組●

☎ 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●

8/12（月）
9/9（月）

男のパン教室
手こねでパンとおかずを作ります●10
月5日、11月9日、12月7日いずれも土
曜日、午前9時30分〜午後1時●エプ
ロン、三角巾、ふきん、筆記用具持参●
16人 ●3,600円(全回分) ＊子ども
同伴不可　●申込み 9月6日(金)〜
10月4日(金)に か
子どものアート2 
身近な材料や自然素材を生かした造
形講座●9月29日、10月20日、11月
10日いずれも日曜日、午前9時30分
〜11時30分●エプロン、タオル、作品
を持ち帰る袋、筆記用具、ボンド、はさみ
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●休館日●

8/26（月）

●休館日●

8/26（月）

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☎ 

☎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

性のはなしQ&A
障害のある学齢期の子どもの性の疑問
や悩みなどにお答えします●9月11日

（水）午前10時30分～午後零時30分
●障害児者の保護者15人 　
●申込み 9月4日（水）までに か、
を明記し
歯科アドバイス講座
9月3日（火）午後1時30分～2時10分
●未就学の子どもと保護者15組 ●
歯ブラシ、ハンカチ持参●前日までに

か、 と年齢、あれば質問事項を
明記し
おはなし会
親子体操や手遊びも●8月22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

子育てサポートシステム入会説明会
8月28日(水)、9月14日(土)いずれも
午前10時30分～11時30分●入会
希望者各10組 　●申込み 8月13
日(火)～9月13日(金)に か
じっくり相談
専門相談員による子育て相談●8月
24日(土)午前10時～午後4時、9月6
日（金）午前10時～午後2時、9月18日
(水)午前10時～午後4時●未就学児
と家族 　●申込み 8月13日(火)から

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●8月17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●8月17日(土)午前11時～
正午●未就学児と家族 　
●申込み 8月13日(火)から か
公園であそぼう!
お外であそぼう! 赤ちゃんも大歓迎! 
●8月22日(木)午前10時30分～正午
●雨天時は8月29日(木)午前10時30
分～正午に延期●ききょう公園●
おしえて! 保育コンシェルジュさん
保育園、幼稚園、一時預かりについて、
ひろばで相談できます●8月27日(火)
午前10時～午後4時●未就学児と家
族●

☎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　
8月31日（土）●おもしろいぞ！ 紙芝居
①正午開始　②午後3時開始　＊時間
は変更になる場合もあります●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2ブースの解説です。
博物館たんけん隊 

（博物館裏側ガイドツアー）　
普段は入れない博物館の裏側のさま
ざまな仕事を紹介します●8月11日・
18日・25日いずれも日曜日①午前10
時30分開始　②午後2時開始（受付は
30分前から）●各回20人 ●参加者
に記念品あり。常設展・企画展のチケッ
トが必要です。

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

東山田地域ケアプラザ

やっとく！知っ得！！認知症予防
ラジオ体操など●９月１０日（火）午前
１０時～１１時３０分●汗拭きタオル、飲
み物持参。動きやすい服装・運動靴で●
おおむね６５歳以上●２０人 　
●申込み  前日までに 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

知って安心講座「介護のいろは」
身近な相談員、地域包括支援センター
職員が分かりやすくご紹介します●９
月１１日（水）午後１時３０分～３時●３０
人 　●申込み ８月１２日（月）から
か

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

男女共同参画センター横浜北

からだを整えるソフトエクササイズ
10月3日～平成26年3月27日の
毎週木曜日（除外日あり）、午前10
時～11時30分●服装、料金など詳
細は問合せを●25人 　
●申込み 8月11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

あざみ野こどもぎゃらりぃ 2013
子どものための展覧会。ワークショッ
プも開催●8月8日（木）～8月18日

（日）午前10時～午後5時●

あざみ野マルシェ vol.2
安心して食べられる体に優しい無農
薬野菜や焼き菓子など、１日限定の
市場（マルシェ）●8月14日（水）午前
10時～午後4時●

あざみ野カレッジ　
「ブックディレクターのお仕事　 
〜本と出会う楽しみ」
書店、ショップ、病院、銀行など、あら
ゆる人が集まる場所に、ふさわしい
選書とディスプレイを行い、本を選
ぶ人のワクワク感や好奇心を引き出
すブックディレクター、幅允孝（はば 
よしたか）氏による講義●9月7日

（土）午後2時～4時●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　●申込み 8月24日

（土）までに か、 と年齢を明
記の上、 か

●問合せ　都筑警察署　☎949-0110

　息子や孫を装い、カバンを盗まれたなどの名目
で電話をかけてきて、現金をだまし取る振込め詐
欺が増えています。
　M（息子）・M（孫）・C（キャッシュ・現金）の話が
出たら、それは振込め詐欺です。
　不審な電話があった場合は、都筑警察署へ通報してください。

都筑警察署からのお知らせです。
　振込め詐欺！注意の合言葉はMMC

秋の定期スポーツ教室　 
10〜12月（全10回）
表記の時間は開始時間。終了時間の
表記のない教室は全て1時間、16歳
以上 。料金など詳細は か で。
●申込み 各教室とも と教室
名、年齢を明記し、 か か で、8
月24日(土)必着。＊印は託児あり（事
前申込制、有料） 。
▶大人向け教室（16歳以上）
◆火曜日（10月1日～12月3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 
◆水曜日（10月2日～12月4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
◆木曜日（10月3日～12月5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●午後零時～零時
50分
⑬骨盤エクササイズ●午後1時～1
時50分　⑭社交ダンス●午後1時
30分～2時50分
◆木曜日（10月3日～12月12日）
⑮太極拳●午後1時25分～2時45分
◆金曜日（10月4日～12月6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
◆火曜日（10月1日～12月3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（10月2日～12月4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（10月3日～12月5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（10月4日～12月6日）
㉛うきうき親子体操●午前9時15
分　㉜～㉞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　㉟～㊲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
◆土曜日（10月5日～12月14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

このほか当日受付の教室もありま
す。詳しくは問合せを。

夏本番

　　　熱中症の予防には、水分補
給と暑さを避けることが大切です。
●我慢せず、エアコン、扇風機を上
手に使いましょう！

●こまめに水分補給をしましょう！ 
●外出時は帽子や日傘で暑さ対策を！

健康づくり係　　948-2350

熱中症にご注意を！熱中症にご注意を！
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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。＊

＊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。

星空のコンサート　Vol.15
今年で15回目を迎え、都筑の夏の風
物詩となっている、本格的な野外クラ
シックコンサートです。子ども連れで
もお気軽にどうぞ／８月31日（土）午
後７時～９時／地下鉄センター南駅前　
すきっぷ広場（雨天時は駅構内）／
●問合せ　都筑クラブ　加藤　
090-5816-2537

60代以上の初心者のための「脳トレ」
英会話体験
８月22日（木）午後１時～２時／中川西
地区センター／60代・70代／
●問合せ　カモミール　加藤　
☎080-5410-6138

第５回想いを伝える想続ノート 
都筑想続塾

「想続ノート（エンディングノート）」を
活用してみましょう。あなたの想いや
意思、希望を家族に伝えることがで
きます／８月28日（水）午前９時40分
～11時40分／都筑公会堂第２会議
室／30人 ／1,000円　申込み か

を明記し か
●問合せ　山下　 ・ 511-7399　
info@keika.jpn.org

夏休み科学教室
夏休みの一日を科学に親しみません
か？ 【講座】Ａ：歩くロボット　Ｂ：電子動
画工作　Ｃ：電気ペン　Ｄ：カラーの秘
密　＊２講座まで受講可。詳細は

（http://2013natsu.blog.fc2.com/）
で／８月18日（日）Ａ・Ｂ：午前９時30分

～10時50分、Ｃ・Ｄ：午前11時10分～午
後零時30分／かけはし都筑／小学生
以上、各30人 ／１講座500円　
申込み 8月11日（日）までに と学
年、希望講座を第３希望まで明記し、

か
●問合せ　松村　 080-3179-5918　
〒224-0001中川六丁目1-10-602　
tsuzuki.okc@gmail.com

はまっ子ふれあいスクール　 
アシスタント募集
子どもたちの放課後の居場所づくりの
お手伝いをしてみませんか／謝金1時
間856円
◆茅ケ崎東小学校はまっ子ふれあい
スクール／週３～４日、放課後～午後５
時30分頃／大学生以上で平日勤務可
能な人（相談可）　申込み か、
を明記し
●問合せ　関　 ・ 942-3363
◆牛久保小学校はまっ子ふれあいス
クール／週２～３日、放課後～午後６

時頃／大学生以上で平日・土曜日に勤
務可能な人、２人（随時見学、面談可）　
申込み
●問合せ　寶代（ほうだい）　
912-2094

都筑区卓球協会事務局
◆仲町台都筑レディース卓球大会
９月12日（木）午前９時～午後３時／仲
町台地区センター体育室／都筑区近
隣に在住で、16歳以上の女性卓球愛
好者90人 ／600円　 申込み 8月11
日（日）から所定の申込書を か郵送。
詳細は、協会事務局と仲町台地区セン
ターで配布する申込書に記載。
◆卓球スクール（全10回）　参加者募集
９月２日・９日・30日、10月７日・15日（火）・
21日・29日（火）、11月11日・18日・26日
（火）の原則月曜日、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（全回分）　 申込み
か、 と年齢、性別を明記し
●問合せ　都筑区卓球協会事務局　
阿部　 ・ 593-9904　
〒224-0041　北山田六丁目17-8

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 ８月２７日、９月１０日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ８月２９日、９月１２日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ８月２２日、９月５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１月出産予定の人
　→９月６日（金）・１３日（金）・２０日（金）・２７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。

９月１７日（火）乳幼児 午前９時３０分～１０時３０分　
　　　　　 妊産婦 午前９時１０分
１０月９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

問合せ  障害支援担当　  ９４８–２３４８　  ９４８–２４９０
精神保健相談 ８月１９日（月）・２２日（木）、９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。

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

８月９日（金）午前、９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・問合せ  神奈川県結核予防会　  ２５１–２３６３
胃がん検診 ９月２５日（水）午前▶８月２７日（火）～９月１２日（木）

１０月２日（水）午前▶９月３日（火）～９月１９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
※１０月２日は肺がん検診は実施しません。胃がん検診のみです。

予約・問合せ  健康づくり係　  ９４８–２３５０　  ９４８–２３５４
肺がん検診 ９月２５日（水）午前▶ ８月３０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 ８月１５日・２２日・２９日、９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

８月２３日（金）午後、９月１０日（火）午前、９月２７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 ９月１０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

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

要事前連絡

予約制

予約制
予約制

予約制 予約不要

まち並みに彩りを添える　　　　　を支援します花壇作り
　町内会、事業所、マンションの管理組合などで、花壇作りをしてみませんか。
花壇を新たに整備する際に、工事費やプランターの購入費などを助成します。

道路等に接した民有地もしくは公開空地で、市民が鑑賞可能な屋外
《地植え花壇》合計１０平方メートル以上
《プランター花壇》合計３平方メートル以上
（一基あたりの容積が50リットル以上）

対象

●問合せ・申込み先　環境創造局みどりアップ推進課　　 671-3447　　 224-6627
〒231-0017　横浜市中区港町1-1　関内中央ビル６階

12月20日（金）まで。申請書の様式は、申請窓口で配布しているほか、
横浜市環境創造局　 からダウンロードできます。

※個人で申請される場合は、花壇管理団体を結成する必要があります。助成条件などに
ついて、事前にご相談ください。

＊花苗、苗木などの費用は自己負担となります。

検 索みどりアップ計画　区民花壇事業

申込み
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