
特集1

家庭での注意点

気温と湿度が高いこの時期は、細菌性の食中毒による健康被害（下痢や嘔吐など）が起こりやすくなります。
臭いや味、色などが変わらなくても、食品中で食中毒菌が増えていることがあります。

おうと

●大量に調理する
ときは、無理のない
メニューや数量で
行う。
●前日の調理は、事故の
原因になるのでやめる。
●提供する食品は、焼きそば、
焼きとうもろこし、たこ焼きなど
十分に加熱できるメニューを
選ぶ。

夏祭りなど地域の催し物で食品を提供する場合には、
食中毒など事故防止のため、十分な対策をとりましょう。
テントや屋台で食品を取扱う際は、特に衛生に気を付けましょう！

無理のない計画1 事前準備2 当日3

●屋外での調理は、ホコリや雨、葉っぱや
虫など、異物混入の危険性が高まるの
で、調理スペースはテントやシートな
どで囲い、異物の混入を防ぐ。
●手を洗う場所を必ず確保し、せっけん
で手を洗い、ペーパー
タオルで拭く。
●食材は放置などせず、
適正な温度管理を
行う。

●体調の悪い人（下痢や風邪な
ど）や手指に切り傷がある人
は調理しない。
●調理する人は、爪を短く切り、時計や指輪は外して作業する。
●清潔なエプロンや帽子を着用して作業する。
●細菌が増えるので、作り置きはせず、加熱調理後、速やかに
提供し、その場で食べる。

●作業ごとにしっかり手を洗う。また、手袋を着用した場合も
作業ごとに手袋は交換する。

●イタズラや異物混入を防ぐために、調理施設や食品の保管場
所は必ず関係者が残り、無人にならないようにする。

  自治会・町内会などで
催し物をするときの注意点

●問合せ　食品衛生係　　948-2356　　948-2354

実施内容（予定）
◆ミニーさんの大道芸
◆和太鼓の演奏
　出演：和楽会「昇」（雨天中止）
◆縁日コーナー
　ヨーヨー釣り（雨天中止）ほか
◆食中毒予防ロゴ入り
　うちわの配布
◆食の安全に関するアンケート

催し物などで食品を取扱う際は、許可が必要な場合があります。また、食品の衛生的な取扱いについて、食品衛生係まで事前にご相談ください。

肉は、腸管出血性大腸菌（O157など）やカンピロバクターなどの食中毒菌
に汚染されている可能性があり、生で食べるのは危険です。
高齢者や子どもなどは抵抗力が弱いため、食中毒にかかると、重症化することがあります。
中心部分の肉の色が変わるまで、しっかり加熱します。
（中心部が７５℃で１分以上）
生肉をつかむ箸と食べる箸は、別にします。

　ユッケ、鳥刺しなどの生肉や加熱不足の肉を原因とする食中毒が増え
ています。「新鮮だから安心」は間違いです。生食用牛レバーの提供・
販売は、平成24年7月から禁止になりました。

肉や魚を買ったら、すぐ
に持ち帰り、帰宅後は間
を置かず、冷蔵庫に
入れる。

加熱調理するものは
中心部分までしっかり
加熱する。

調理したものでも、
時間がたった食品は、
思い切って捨てる。

冷蔵庫の中では、肉や魚の
汁などで他の食品を汚染
しないように、ビニール袋
などに入れる。

調理の前には、
せっけんで手を
洗う。

　細菌性食中毒は、高温多湿となる夏場に多く発生します。食中毒防止を
図る目的で、都筑福祉保健センターと都筑区食品衛生協会の共催により、
「都筑区食中毒予防キャンペーン」を開催しますので、この機会に食品の
衛生的な取扱いについて考えてみましょう。

注意

肉や魚を切った包丁や
まな板はそのまま使わず、
洗剤でよく洗い、
熱湯などで
消毒する。

肉は生で食べないで！

都筑区食中毒予防
キャンペーンの開催

日時７月25日（木）
午後２時30分～３時30分

会場 ららぽーと横浜

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/
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人口…208,980人（平成２5年6月１日現在・前月比163人増）

世帯数…78,931世帯（平成２5年6月１日現在・前月比79世帯増）

交通事故発生件数…293件　
	 死者1人／負傷者362人（平成２5年１月１日〜5月31日）

火災発生件数…24件（平成２5年１月１日〜5月31日）

《区の概要》
●都筑図書館の休館日●
7月16日（火）、8月19日（月）

●都筑公会堂の休館日●
7月16日（火）、8月19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2回●ご存じですか？  明るい選挙推進員

　選挙が近づくと、駅前などで投票参加を呼びか
けながら、啓発グッズを配っている人たちを見か
けたことがありませんか？　明るい選挙推進員は、区の「明るい選挙推進協
議会」を支えるメンバーです。平成25年７月現在、区内15地区から推薦さ
れた約400人の推進員が、選挙の有無を問わず日常的に選挙の啓発活動
をしています。
　地域の力や特性を選挙啓発に最大限生かして、各地区で独自の啓発チラ
シやメッセージ入りのポケットティッシュ、うちわなどを用いて、地域でのお
祭りや運動会などで投票参加の呼びかけを行っています。
　また、普段から、過去の選挙の投票率の分析を行い、投票率が低い年代
や地域に向けての効果的な啓発の実施を検討するなど、より多くの人の投
票参加を目指して活動しています。選挙時には期日前投票所の投票立会人
として、公正な選挙の実施に協力しています。
　私たちの暮らしを決める大切な一票です。皆さんぜひ投票に行きましょう！

●問合せ　統計選挙係　　948-2215　　948-2209

連
載

地域で する活活躍躍まちのた
めに

ありがとう
！

明るい選挙推進員

明るい選挙推進員の 目標
●選挙違反のない、きれいな選挙が
行われること

●有権者がこぞって投票に参加する
こと

●有権者が普段から政治と選挙に関
心を持ち、候補者の人物や政見、政
党の政策などを見る目を養うこと

７月21日（日）には
参議院議員通常選挙、
８月25日（日）には
横浜市長選挙が
行われます。

き
れ
い
な
選
挙

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 8月23日（金）、8月30日（金）午
前10時30分〜11時30分　対象区
内在住で、離乳食を始めてから1〜2か
月を過ぎた子と親25組 　持ち物（1
日目）普段使っている離乳食用のスプー
ン、飲み物　（2日目）バスタオル、飲み物　
●会場・申込み　東山田地域ケアプラザ
（ 592-5975）へ、7月26日(金)午前
10時から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

夏休み自由研究応援企画
「葉っぱの形を知ろう」
保全林内の樹木の葉っぱを採取して、
独自の分類表を作成します。
日時 8月7日（水）午前9時〜午後零時
30分　会場 東京都市大学横浜キャン
パス（牛久保西三丁目3-1）　対象市内
在住の小学3〜6年生20人 　
●申込み　7月31日（水）午前10時から東
京都市大学 担当土谷まで 910-0104
か、 を明記して
g1031155@tcu.ac.jp

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

第14回都筑区チャリティー
ゴルフ大会　参加者募集
都筑区の社会福祉の推進と、地域福祉
保健計画の促進のためのゴルフ大会に
参加しませんか。
日時 8月29日（木）午前7時プレー開
始　会場 富士OGMゴルフクラブ市
原コース（千葉県市原市）　＊都筑区内
から送迎バスあり。　対象 区民で、主
旨に賛同いただける人　費用参加費：
10,000円、プレー費：18,000円　
●申込み　参加費を持参し 。7月31
日（水）必着。
●問合せ　都筑区社会福祉協議会　
943-4058　 943-1863

港北水再生センター＆
地下鉄川和車両基地の見学会
日時 8月23日（金）午前10時〜午後
3時頃　行程港北水再生センター集合

（東急東横線 大倉山駅下車徒歩20分）
（市営地下鉄 新横浜駅下車徒歩20分）・
施設見学〜昼食（各自持参）〜川和車
両基地施設見学〜新横浜駅解散　
＊行程は貸切バスで移動。　
対象市内在住、在勤、在学者100人
●申込み　 と参加人数を明記し、

か 。8月9日（金）必着。
●問合せ　港北水再生センター　見学担当
〒222-0037　港北区大倉山七丁目40‐1
542-3031　 545-6564　
ks-kohoku@city.yokohama.jp

第18回都筑区民文化祭
都筑は文化の宝箱☆デザイン画募集
平成26年1～2月に開催予定の都筑区
民文化祭は、多くの区民が参加して文
化活動を発表する場です。区民文化祭
のポスターデザイン画を募集します。
対象区内在住・在勤・在学者、または区
内で活動中の人　作品規定（1）「Ｂ4」
以上のカラー未発表作品、PC作成も
可。　（2）ポスターの中に文字を入れな
いこと。　注意事項 実際のポスターは
Ａ3サイズ、文字のデザイン・レイアウト
は別に行います。ポスター作成時にレ
イアウトなどを変更することがあります。
また採用作品の著作権は、都筑区民文
化祭実行委員会に帰属します。　
●申込み　作品裏面に と返却
希望の有無、学生の場合は学校名・学
年を記入の上、区民活動係宛に郵送ま
たは持参。9月6日（金）必着。　
●問合せ　区民活動係　
948-2236　 948-2239

◆定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。
日時 7月17日（水）午後3時30分〜4
時　対象 一人でおはなしを聞ける子　
会場都筑図書館対面朗読室／
●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。

横浜北部地域（都筑・港北・緑・青葉区）
の皆さんが出品した絵画作品の中か
ら、入賞・入選作品を展示します。ぜひ
ご来場ください。
日程 7月16日（火）～7月28日（日）
午前10時〜午後6時（最終日は午後4
時まで）　※7月22日（月）は休 館。　
会場横浜市民ギャラリーあざみ野／
●問合せ　青葉区役所　文化・コミュニテイ係
978-2296　 978-2413

横浜北部美術公募展2013

まちを笑顔に。子どもたちが自分で描い
た世界に一つだけのTシャツをお披露目
します。ぜひ見に来てください。
日時 7月21日（日）午後4時〜5時30
分　会場 北山田駅前広場（雨天時:東
山田中学校コミュニティハウス）／
●問合せ　地域力推進担当　
948-2474　 948-2239

北山田地区センターエリアの
4施設が連携した取組～北山田
駅前広場 スマイルコレクション～
みんなでつくってまちへとびだそう！

 都筑区で平成22年から実施している“あいちゃんボランティア”の
一環として、「あいボラキッズカード」の発行を今年も行います。
 「あいボラキッズカード」は、７～８月の夏の期間に、子どもたちが、
「みんなのため」になる小さなボランティア活動やお手伝いを積み
重ね、大きな成長を遂げられることを願って行うものです。

　子どもたちが、ご家庭でのお手伝いや家の外での「みんな
のためになる活動」を行ったら、「あいボラキッズカード」に
その内容を記録し、活動が10回に達したら、学校などを通し
て区役所からささやかなプレゼントを差し上げます。
　事前に参加希望のあった小学校（４年生以下）、幼稚園、保
育園のお子さんを対象として実施しています。
　是非、応援をお願いします。

今年も　　　　　　　　　　　　　で、

子どもたちが　　　　　　　を実践します！
あいボラキッズカードあいボラキッズカード

●問合せ　福祉保健課　運営調整係　　948-2341　　948-2354

ボランティア

同時開催
温暖化対策統括本部
「スマートな住まい方」
～無理なく節電～

東京都市大学ＩＳＯ学生
委員会による環境講座

地球温暖化の影響により環境が激変する北極で、
懸命に生きるシロクマの親子の冒険を追った
ドキュメンタリーです！

●問合せ　企画調整係　　
 948-2226　　948-2399　　tz-plan@city.yokohama.jp

日時 ８月９日（金）  
午後零時30分開場／午後1時～4時

会場 東京都市大学横浜キャンパス　３号館ＦＥＩＳホール
［地下鉄中川駅徒歩５分］

定員
申込み

270人（先着）
７月11日（木）から　　　と年齢を明記の上　 または

環境映 画 上映

参加者に記念品プレゼント！
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演奏（バンド演奏・個人演奏を除く）や歌、伝統芸能披露、
ダンス、踊りなど
　　　センター南駅前すきっぷ広場　　　　　約13組（予定）
　　　　　一組15分以内（出入時間含む、リハーサルなし）

　　　　　区内在住、在学、在勤のグループまたは個人

会社、団体の魅力をＰＲできます。
テント（1張）、机（２台）、イス（４脚）は用意。希望により
電源（100ボルト用コンセント）も用意。
　　　区内の企業、団体など　
　　　センター南駅・北駅周辺、みなきたウォークの一部
　　　　　活動ＰＲ、物品販売ほか　
　　　　１テントにつき30,000円　

　　　　　に　　　　、出店内容、食品取扱
の有無、電気使用の有無（使用の場合は電気
機器名・ワット数（合計1,000ワットまで））を
明記し「ＰＲコーナー」係へ送付。

　　　区内在住者
　　　（販売業者の出店はできません）
　　　みなきたウォークの一部
　　　　　約80区画（予定）　
　　　　1,000円

　　　　　に　　　　を
明記し「フリーマーケット」
係へ送付。

●注意事項●をお読みの上、　　　　　に　　　　と各イ
ベントの必要事項を明記し、担当へ送付してください。

「未来につなぐ　笑顔のつづき」をテーマに
区民まつりを開催します。

各イベントに出演・出店希望の皆さんを募集します。

都筑クラブ　山田美千子　　080-3270-4649

都筑区役所地域振興課　区民まつり担当　　 948-2231　　948-2239

問合せ

申込期限
申 込 先

共通事項往復はがき

会場 募集数
演技時間

参加対象

申込方法

　　　　　に　　　　、出演人数、年齢構成、
ジャンル、演奏・演目内容、所要時間、希望ス
テージ（センター南ステージ希望者は第２希望
としてセンター北ステージを希望するか）を明
記し、「ステージ係」へ送付。

共通事項申込方法

※食品、薬品、化粧品、動植物、
貴金属など高価なもの、金券、そ
のほか法律で禁止されているも
のは販売できません。また、営利
目的の申込みや、同種類の品
物の大量販売など、販売業者
の出店と判断される場合は、販
売を中止していただくことがあり
ます。

※スペースの都合により、15人以
上の団体での申込みはお断りさ
せていただくことがあります。ス
テージスペースなどを　でご確認
の上、お申し込みください。

※食品の調理販売をする場合は、路面の汚れ対策の
徹底をお願いします。
※雨天などにより中止となった場合は、出店料の返金は
できません。ご了承ください。

※子どもたちの活動発表の場として、区内小・中・高等
学校、幼稚園、保育園等の団体優先出演枠を別に
設けます。詳細は　をご覧ください。

「センター南」ステージ

バンド・個人演奏や歌、ダンス、踊り、伝統芸能披露など
（ドラムセット、ギターアンプ２台、ベースアンプ１台設置）
　　　センター北駅前噴水広場　　　　　約15組（予定）
　　　　　一組15分以内（出入時間除く、リハーサルなし）

「センター北」ステージ

区民まつり全般・フリーマーケット・PRコーナー関係

ステージ・ストリートパフォーマンス関係

●ステージ、フリーマーケットは同一人（団体）の複数申込は無効です。
●ステージ応募者が多数の場合、説明会（８月７日（水）午前に開催予定）に
参加した個人・団体から優先的に抽選します。
●開始時間については予告なく変更することがあります。
●必要な機材などは、出店者・出演者でご用意ください。
●音響設備はご希望に添えないこともあります。
●政治・宗教などに関わる勧誘、ＰＲはできません。
●参加者用の駐車場はありません。

申込時の●注意事項●

応募多数
抽選

●ステージの抽選方法・演技スペースなど、詳細は　 で●

都筑区民まつり都筑区民まつり
第19回

出 演 出 店 者 募 集

11月３日日祝11月３日日祝 午前10時～午後３時　開催（小雨決行）

～未来につなぐ 笑顔のつづき～～未来につなぐ 笑顔のつづき～

〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1　
都筑区役所地域振興課  区民まつり担当  ○○係

いずれも　　　　　　（必着）７月31日 水

　　　　団体（個人・企業）名、連絡担当者の氏名、郵便番号、住所、
日中に連絡が取れる電話番号、FAX番号（あればE-mailアドレスも）
共通事項

ステージ
　　　区民まつり会場内の歩行者専
用道路などでパフォーマンスをする、
区内在住、在学、在勤のグループ、個人
　　　みなきたウォーク会場ほか

　　　　　に　　　　、
ジャンル、演奏・演目内容、
出演者数を明記し「スト
リート係」へ送付。

ストリートパフォーマンス

ＰＲコーナー
フリーマーケット

会場

対象

共通事項申込方法

共通事項

会場
対象

出店内容
出店料
申込方法

演技時間
会場 募集数

共通事項

会場

対象

募集区画
出店料
申込方法

検 索都筑区　区民まつり

往復はがき

往復はがき

往復はがき

往復はがき

　４月から、新たに定期接種となったものや、無料で接種できる期間が
長くなったものがあります。ぜひ確認してみてください。
　＊複数回接種する必要がある場合があります。詳しくはお問い合わせを。

●BCG
無料で接種できる年齢が、「１歳未満まで」に拡大されました。
●ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチン
新たに定期接種となりました。無料で接種できる期間は、
ヒブ・小児用肺炎球菌・・・・・・ ２か月から５歳未満
子宮頸がん予防ワクチン・・・ 小学６年生から高校１年生相当
 （中学１年生での接種をおすすめしています）

●日本脳炎
救済措置の対象者が拡大されました。平成７年４月２日～平成19年４月１日
生まれの皆さんは、20歳未満まで未接種の分を無料で接種できます。

●問合せ　健康づくり係　　948-2350　　948-2354

検 索横浜市　予防接種

９月30日まで、大人の風しん予防接種も一部費用助成をしています。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

の制度が変わりました！予防接種

接種漏れがないか
確認して

みましょう！

●問合せ　都筑土木事務所　　 942-0606　　942-0809

　道路の重要性について国民の皆さまに関心を持っていただき、
道路を常に美しく安全に利用していただくため、国土交通省が
８月を「道路ふれあい月間」としました。道路ふれあい月間を記念
してイベントを開催します。

道の上で
暑さを吹き飛ばせ！

日時 8月9日（金）午後3時～4時（雨天中止）

実施内容

会場 センター南駅広場

8月は

「道路ふれあ
い月間」

です。

●「道路ふれあい月間」広報  パネル展示

●打ち水コーナー

●水鉄砲で遊ぼうコーナー（子ども対象）
●かき氷無料配布  ※先着200食
●スタージャンによる「道の日PR」ショー

●射的コーナー 

●スーパーボールすくい 

注意しましょう！

●問合せ　環境衛生係　 　948-2358　 　948-2354

アタマジラミに

注意事項 ◆アタマジラミから病気が感染することはありません。
◆アタマジラミは頭髪の清潔・不潔には関係ありません。

▶成虫は見つけにくいので、毛髪に
産みつけられた卵を探してください。
▶卵は、耳の後ろや後頭部の毛髪の根元付近に
付着していることが多いです。

見つけ方

▶目の細かいクシで毛髪をすいて除去します。
▶専用の駆除剤が市販されています。説明文書をよく読み、
用法・用量を守りましょう。
▶枕カバーやシーツなどは、洗濯してアイロンをかけます。

見つかったら

▶洗髪をしっかり行い、帽子やタオルなどの共用を
避けましょう。

予防方法

▲成虫
体長：約３ミリメートル
体色：灰色
約30日間

▲卵
長さ：約0.5ミリメートル
 色 ：乳白色
約７日間で孵化

都筑区の一人一日当たりの

ごみと資源の総量 ごみ量 資源物
209グラム

　ごみと資源の総排出量や温室効果ガスの削減を目指す「ヨコハマ3R夢（スリ
ム）プラン」が始まって2年がたちました。平成24年度は、「３Ｒ夢アクションの年」
と位置づけて取組を進めてきた結果、都筑区は市内全18区で２番目に少ない排
出量となり、平成23年度との比較では、６グラム削減の見込みとなりました。
　平成25年度、都筑区のごみ量の目標値は、平成21年度と比べ総量で20グラム
の減量、ごみ量12グラム、資源物８グラムの減量を目指します。引き続き、区民の
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

614グラム 以下 405グラム

●問合せ　資源化推進担当　　948-2241　　948-2239

平成２１年度 平成２４年度 平成２５年度

200g

400g

600g
ごみと資源の
総量
ごみ量
資源物

６３４ｇ ６２５ｇ ６１４ｇ

４１７ｇ ４１１ｇ ４０５ｇ
２１７ｇ ２１４ｇ ２０９ｇ

目標

以下 以下

ごみと資源物の排出量目標値を定めました！

単位=g（グラム）
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図書館は街の
情報ステーション

もうすぐ夏休み！ 都筑図書館を使って、楽しく、充実した夏にしませんか？
子どもたちの宿題にも役立つ情報をお伝えします。

ん～…トマトについて！　この前変わった
色のトマトを食べておいしかったニャ。

えぇ～……えっと、えっと…トマトの…。

う～ん…じゃあ“トマトにはどんな種類
があるか？”を調べたいニャ！！

調べてまとめる宿題ってかっこいいニャ！
みゃーごもやりたいニャ！
調べてまとめる宿題ってかっこいいニャ！
みゃーごもやりたいニャ！

その１ テーマはとことん考える
その2 とりあえず棚に行ってみる

よーし、さっそく図書館の検索機で調べ
てみるニャ！…トマトにはどんな種類があ
るか、と。…よし検索！
何にも出てこないニャ。本はないニャ。

検索するときには、キーワードだけ入力
するのがポイント

そんな時は、キーワードを変えたり、追加
したりして探すでチュ。

にゃるほど！…トマト…よし検索！ あれれ、
今度はいっぱい出てきて大変だニャ～。

その3 キーワードで調べる

探している本が見つからない時は、総合
案内の司書に聞いてみるでチュ。今この
図書館にあれば場所を教えてくれるし、
なくても予約で取り寄せてくれるでチュ。

司書は調べ物のお手伝いをする人だか
ら、迷ったり困ったりしたら何でも相談し
ていいんでチュよ。
あ、でも宿題の答えそのものは教えらえ
ないでチュ。

でも…なんだか聞くの恥ずかしいニャ。

 第1回：7月25日（木）午前９時40分～11時50分
 第2回：7月25日（木）午後２時10分～４時20分
 第3回：7月26日（金）午前９時40分～11時50分
 都筑図書館
　　　　　区内在住の小学
３～４年生、各回15人（先着順）
　　　　７月11日（木）午前９
時30分から都筑図書館カウ
ンターか、電話で受付

●つづき図書館ファン倶楽部とは？
　つづき図書館ファン倶楽部は、都筑区政5周
年の図書館シンポジウムに参加したサポーター
が結成しました。月１回の定例会で情報交換や、
図書館の見学会、イベントへの参加・協力などを
しています。

●ＴＭＥK（ティーメック）の活動は？
　図書館と区内の市民グループが協働で、都筑
の未来のまちづくりを発信しようと結成されま
した。これからイベントや図書館への提案・評価
なども行う予定です。

●子どもの頃の図書館の思い出は？
　学校の図書室で地図を見るのが好きで、入り
浸っていました。

●これからの図書館に望むことは？
　図書館からも地域に目を向け、いろんな情報
発信をしてほしい。

●夏休みに図書館を利用する皆さんへひとこと
　とにかく一度図書館に行ってみて。なんでも
相談してみてください。

図書館で

本を選ぶ・探
す

横浜市都筑図書館［都筑区総合庁舎１階］
●火曜日～金曜日 午前９時30分～午後７時
●土曜日・日曜日・月曜日・祝(休)日・12月28日 午前９時30分～午後５時
●１月４日 正午～午後５時
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つづき図書館ファン倶
楽部、TMEK（都筑図書
館から未来を描く協働の
会）代表。
図書館が良くなってほし
いとの思いからファン倶
楽部に参加し、活動中。

三田律子さん
つづきっこ読書応援団
代表。都筑区内で家庭
文庫をさがしていたとき
に、つづき図書館ファン
倶楽部を紹介されて、参
加。学校の図書ボラン
ティアとしても活動中。
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坂部仁子さん
都筑図書館15周年記念
のおはなし会に参加したこ
とがきっかけで、つづき図
書館ファン倶楽部に参
加。現在は、つづきっこ読
書応援団事務局を担当。

都筑図書館は、区民の皆さんと一緒につくる図書館です。
図書館のサポーターとして活動している若杉さんに
お聞きしました。

みゃーご

ちゅーずTomato!

computer!

テーマは何にするでチュ？

トマトの何を調べるの？
「トマトについて」だけじゃあ広すぎて
調べにくいでチュ。

テーマは“いつ？”“どこで？”“どのくら
い？”みたいに「？」がつくように考える
と考えやすいでチュよ。

うん。本やインターネットで調べられそ
うなテーマでチュね。それじゃあ探しに
いくでチュ。

図書館たんけん隊

 ８月１日（木）
 午前９時30分～午後零時30分
 都筑区役所５階第１会議室
 都筑中央公園
  市内在住の小学４～６年生20人
  （先着順）
　　　　７月18日（木）午前9時30分から都
筑図書館カウンターか、電話で受付
※当日の持ち物など、詳しくは都筑図書館
までお問い合わせください。

都筑図書館で森の中の
プレイパークイベント

 ①８月20日（火）午前10時～正午
 絵本の読み方講座。実習あり
 ②９月8日（日）午後1時～3時30分（予定）
 おはなし会にチャレンジ！
 ①②とも都筑図書館対面朗読室
　　　　　小学５～６年生で①②両日とも参
加できる人８人（先着順）
　　　　７月30日（火）午前9時30分から都筑
図書館カウンターか、電話で受付

やってみよう！  読み聞かせ

●ＴＤＯ（つどおう）は
　どんな活動をしていますか？
　平成22年のつづき力発揮講座「つづ
きっこの読書環境を良くする応援団になろ
う」の話し合いから生まれたグループで、
現在、学校部会、勉強部会、企画部会の三
つの部会で活動しています。

●子どもの頃の図書館の思い出は？
［坂部さん］学校図書館に通って、そのたび
に本を借りていました。高校では学校図書
館に司書がいて、本を手渡してもらえる素
晴らしさを感じました。
［三田さん］図書館には、母に連れられて行き
ました。大人の本のコーナーでじっと待って
いると、童話を1冊借りてくれました。

●図書館の魅力は？
　本がたくさんあることです。買えない本も読めます。出入
りができるので、一日中いられます。本を通して大人の世界
にも子どもの世界にも行くことができます。
　本だけでなく、インターネットも使えるし、いろいろな新聞も
読めます。困った時に司書に聞くことができるのも便利です。

夏休みの特別おはなし会や、絵本の勉強会などを都筑図書館と一緒に行っている
「ＴＤＯ（つづきっこ読書応援団、つどおう）」のお二人にお聞きしました。

都筑図書館を一緒につくり育てる皆さんに

図書館は本を借りるだけではありません！

～小学生のための絵本講座とおはなし会～

図書館司書は情報のナビゲーター
 図書館司書は、本（情報）を求める人に、手渡す情報のナビゲーターです。インターネットの普及で、情報を探す方法は劇的に変わ
りました。以前は、求められる情報を広く調査して探し出すのが図書館の大きな仕事でしたが、現在は溢れる情報の中から信頼性
の高いものを選び出していくことが、より大きな仕事になってきています。情報をいかに的確にセレクトして、わかりやすい形で提
供できるか。この課題は、図書館に置く本の「選書」、図書館の資料や、インターネット情報などを駆使して個別の質問にお答えす
る「レファレンス」、テーマを設定した「図書展示」など、あらゆる図書館の仕事に関わっています。
　都筑図書館に来ると新しい発見がある！　と思っていただけるよう、職員一同、さまざまな切り口で情報をお見せしていきたい
と思っています。ぜひ、都筑図書館にお越しください。

トマトは野菜だから、植物の本がある棚
かニャ？

ふむふむ…。

図書館は本のテーマごとに本をまとめて
置いてあるから、調べたいテーマがあり
そうな棚に行ってみるといいでチュ。

うん。児童コーナーで“トマトの種類”を
調べるなら植物の棚にありそうでチュ。
でも、“トマトの料理”だったら料理の本
だし、“トマトの収穫量”なら統計の本で
チュ。大人の本で調べるときは、農業の
本の棚になるでチュよ。

あと、いろいろな事が分かりやすく書か
れている百科事典は必ず使ってみた方
がいいでチュ。

本は目次や索引を見ると、どんなことが
書いてあるのかよくわかるでチュ。

都筑図書館を一緒につくり育てる皆さんに

日程

会場

申込み

対象・定員

日程

会場

申込み

対象・定員

日時

会場

申込み

対象・定員

子ども向けイベント目白押し！子ども向けイベント目白押し！

いつもは入れない図書館の裏側をご紹介！
本を棚に戻すお仕事も体験できます。

公園で虫や植物を観察してみよう！
本を使って調べれば、君も名探偵だ！

絵本を読んでくれる小学生大募集！

イ ンタ ビ ュ ー 1 イ ンタ ビ ュ ー 2

楽しんで学べ
る夏のイベントです。自由研究にも使えるかも！

特集2出会いと発見の夏を出会いと発見の夏を

都筑図書館キャラクター 

みゃーご＆ちゅーず

図書館から図書館から
開館時間 ●施設点検日（月１回）・図書特別整理日　等

●12月29日～１月３日
休館日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・
問合せ
９４８-２４２４
９４８-２４３２

　宿題で「なんでもいいから調べてきましょう」と言われても途方に暮れてしまいますよね。

　そんな時、図書館は強い味方です！ 図書館の本を使った調べ方のコツを知っていると、グッと楽になりますよ。
夏休み

昨年の様子より▶

都筑図書館 司書鈴木裕美子

検 索都筑図書館

その4 総合案内で聞いてみる

qu
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そう ごう あん ない
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けんさく  き

けんさく
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つい  か

けんさく

こままよ

おし

そうごう

しゅうかくりょう とうけい

のうぎょう ●このほかにも、夏休み特別おはなし会を実施する予定です。ご参加お待ちしています。●
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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

☎ 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●

7/8（月）
8/12（月）

●申込み 行事は、7月11日（木）から
職人に習う手づくりパン
8月5日・19日いずれも月曜日、午前
10時30分〜午後1時●各20人 ●
各1,000円　●
こどもまつり
室内プレイパーク・模擬店・フリーマー
ケットなど●7月13日(土)午前10時〜
午後2時●

パソコン講座 
「はじめてのブログ」(全2回)
9月7日・21日いずれも土曜日、午前
10時〜正午●日々輝学園高等学校（仲
町台一丁目10-18）●20人 ●1,000
円（全回分）　●
ステンドグラス壁飾作り（全2回）
9月13日・27日いずれも金曜日、午後
1時〜2時30分●15人 ●2,000円

（全回分）　●
スマートフォン使い方講座
9月19日(木)午前10時〜正午●15
人 ●100円　●
パワーヨガ2期(全10回)
9月17日〜12月3日いずれも火曜日、
Aクラス：午前9時15分〜10時15分、
Bクラス：午前10時30分〜11時30分
●各60人 ●2,800円（全回分）　
●申込み 8月20日(火)までに 、
年齢、希望コース名を明記し か
おもちゃの病院
9月7日(土)午前10時〜午後3時●お
もちゃ18点 　●

☎ 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●

7/8（月）
8/12（月）

おはなしだいすき!
「おはなし玉手箱」による絵本の読み聞
かせと紙芝居●8月20日(火)①2歳ま
で :午前10時30分〜11時　②3歳〜
小学生 :午前11時〜11時30分●各
25組 　＊未就学児は保護者同伴　
●申込み 7月19日（金）から か
おもしろ科学教室　 
ぽんぽん船を作ろう!
大学生から学んで作ります●8月22日
(木)午後1時〜3時●小学3〜6年生
20人 ●400円●筆記用具、作品を
持ち帰る袋を持参。　●申込み 7月
22日(月)から か
野菜たっぷりベジ・キッチン
地元産の小松菜で料理と菓子を作り
ます●9月10日(火)午前10時〜午後
零時30分●20人 　＊子ども同伴不
可●1,000円●持ち物は問合せを。　
●申込み 8月9日(金)から か
子どもマジック教室（全3回）
「つづきマジッククラブ」による、初心
者でもできるマジック講座●8月1日
(木)〜8月3日（土）午前10時〜11時
30分●小学1〜4年生20人 ●400
円(全回分・保険代含む)●持ち物は問
合せを。　●申込み 7月11日(木)まで
に か

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

7/8（月）
7/22（月）
8/12（月）

お月見ライブ
9月21日(土)①お月見呈茶：午後3時
30分〜5時　②ネイティブフルート演
奏：午後5時〜7時●100人 ●1,000
円　●申込み 8月1日(木)から か
親子で竹で作ろう
8月24日（土）①バウムクーヘン・小枝
パン作り：午前10時〜正午　②竹細
工・マイ箸作り：午後1時30分〜3時●
各20人 ●各300円　●申込み 7月
11日（木）から か
夏休みこども折り紙「遊ぶピエロ」
詳細は問合せを●7月26日(金)午前
10時〜正午●年中〜小学3年生15人
●300円　●申込み前日までに か
手打ちそばを食べよう
7月27日(土)正午集合●50人 ●
500円　●申込み 前日までに か
はぎれ草履講習会
7月21日、9月15日いずれも日曜日、
午前9時〜正午●各12人 ●700円
●持ち物は問合せを。　●申込み 各前
日までに か
南京玉すだれ体験
7月27日(土)午後2時〜4時●

いろり端おはなし会
紙芝居もあります●7月15日(月・祝)
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●

7/4（木）
7/18（木）
8/1（木）

影絵「横浜のむかしばなし」ほか
みなと総合高校の生徒による影絵を上
演●7月20日（土）午後7時〜8時●

手打ちそばを食べませんか
７月23日(火)午前11時30分開始●
小雨決行●限定30食 ●1人前500
円●

創作「語りべ」語りと 
朗読の会「みちゆきさん」
尺八演奏もあります●7月27日(土)午
後3時開始●

犬のしつけ教室
7月13日（土）午前10時開始●雨天中
止●太鼓橋●犬を連れて
和菓子作り教室
7月20日(土)午前10時〜正午●10
人 ●1,000円●持ち物は問合せを。　
●申込み 前日までに か
古民家市
新鮮野菜の販売、簡単料理実演&試食
会も●8月5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）

里山の炭でアウトドアクッキング
7月21日(日)午前10時〜午後1時●雨
天中止●ばじょうじ谷戸休憩所集合●
20人 ●500円　●申込み 7月14
日(日)までに 、申込者全員の氏
名・年齢を明記し か か
1日昆虫デイ
8月4日(日)①蝶とトンボの観察会:午前
9時〜正午　②昆虫博士養成講座:午後
4時〜6時　③夜の昆虫観察会:午後7
時〜9時●小雨決行・荒天中止●レストハ
ウス集合●各30人 　＊小学生以下は
保護者同伴●各一人300円　●申込み
前日までに 、申込者全員の氏名・
年齢を明記し か か
夏の昆虫観察会
7月28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 7月21日(日)ま
でに 、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

●申込み 行事は、事前に か、
と年齢を明記し、 か

盆踊り～「アラメヤ音頭」を踊ろう～
オリジナルうちわを300人 にプレゼ
ント●7月20日(土)午後3時〜8時●

「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
「劇団☆夢スタ」参加者募集（月3回）
活動日は問合せを●7月19日・26日の
金曜日、午後6時30分〜8時30分（小
学生は午後8時まで）●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
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
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●

☎ 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●

7/16（火）

多文化共生セミナー 
外国につながる子どもの 
発達段階に応じた支援
第一部：飯高京子氏(言語病理学博士)、
李原翔氏による講演　第二部：参加者
との意見交換●8月1日(木)午後2時
〜4時、●60人 　●申込み 7月11
日(木)〜7月31日(水)に か か、

、年代を明記し か か

☎・  941-9522
〒224-0053　池辺町2831

都田小学校コミュニティハウス
●休館日●

火・木曜日

子育て講座「キレない子に育てる」
7月13日（土）午前10時〜11時30分
●30人 　●申込み 事前に か
か 。空きがあれば も可。
英語で遊ぼう
7月27日、8月31日、9月28日、10月
26日、11月23日、12月21日、1月25
日、2月22日、3月29日、全て土曜日。
①親子英語教室：午前11時〜正午●４
〜6歳児と親10組 　②児童英語教
室：午後4時〜5時●小学１〜3年生20
人 　●申込み ①②とも事前に か

。空きがあれば も可。

☎ 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「夏の絵手紙教室」
「絵てがみつくしの会」の皆さんと楽し
みましょう●7月25日(木)午前10時〜
正午●障がいがあり、参加時間を共に過
ごせる人15人 ●200円　●申込み
7月11日(木)〜7月23日(火)に か
すくすくプラザ「ビニールプールで水遊び」
８月８日(木)午前10時〜正午●小雨決
行●未就園児と親 ●一組100円●

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

都筑センター ●休館日●

7/30（火）

＊全て市内在住・在学者
わんぱくホリデー グラスアート
ステンドグラス風のイルカのメモボード
を作ります●8月24日(土)午前10時
〜正午●小学生24人 ●1,000円　
●申込み 7月11日(木)から か
わんぱくホリデー 夏休み親子木工教室

「もちつきペったん」
7月28日(日)午前10時〜午後零時
30分●小学生と保護者15組30人  
＊必ず二人一組で参加。兄弟の同伴は
不可●一組1,000円　●申込み 7月
11日(木)から か
わんぱく遊びの広場 

「はじめてのこども将棋教室」（全5回）
初心者対象●9月7日〜9月28日の毎
週土曜日、10月6日(日)午後1時〜3
時●小学1〜3年生12人 ●1,000
円(全回分。テキスト、保険代を含む)　
●申込み 7月11日(木)から か
つづき緑寿荘　平成25年度 
後期（10月～平成26年3月） 
趣味の教室
10月1日(火)以降開始。詳しくは問合
せを●市内在住の60歳以上 　
●申込み 8月1日(木)〜8月31日(土)に

、年齢、申込者の宛先を明記し 。
名前・年齢・住所が確認できるものを持参。

☎ 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●

7/8（月）
8/12（月）

わんぱくホリデー 
「夏の冷たいお菓子作り」
7月25日(木)午前9時30分〜午後
零時30分●小学3〜6年生16人 ●
500円　●申込み 7月11日(木)から

（午前10時〜）か （午後1時〜、仮予
約後、四日以内に来館）
わんぱくホリデー 

「やさしい囲碁・将棋教室」
7月13日(土)、囲碁：午前9時30分〜11
時、初心者将棋：午後1時〜2時、初級将
棋：午後2時〜3時45分●小学生●

☎・  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

昆虫標本づくり
7月27日(土)午前9時〜午後2時●雨
天時は正午〜午後2時●15人 　
＊小学1〜3年生は親子で参加●子ど
も800円、親子1,000円●持ち物は問
合せを。　●申込み 7月26日(金)まで
に か、  を明記し か  
セミの羽化観察会
夜の自然生態園を歩こう●7月27日
(土)午後7時〜８時30分●小学生以上
の子と親15組 ●一組500円　
●申込み 7月26日(金)までに か、

を明記し か
セミのぬけがら観察会
8月3日(土)午前9時〜10時30分●
雨天時は8月17日（土）に順延●小学生
以上15人 ●300円　●申込み 8月
2日(金)までに か、 を明記し

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。＊

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☎ 

横浜市歴史博物館

☎ 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

そうだ、ポポラへ行こう！
先輩パパ、ママとのおしゃべり会●7月
31日(水)午前10時30分〜11時30
分●区内在住の妊娠中の人10人 　
●申込み 7月11日(木)〜7月30日(火)
に か
おしえて！ 保育コンシェルジュさん
保育園、幼稚園、一時預かりなどにつ
いて、ひろばで相談できます●7月18日

（木）午前10時〜午後4時●未就学児
と家族●
子育てサポートシステム入会説明会
7月24日（水）、8月10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 7月11
日（木）から か
じっくり相談
専門相談員による子育て相談●7月
20日（土）・24日（水）、8月2日（金）・24
日（土）いずれも午前10時〜午後4時●
未就学児と家族 　●申込み 7月11
日（木）から か
ポポラへようこそ
発達に心配のある子と家族のポポラ体
験●7月20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●7月20日（土）午前11時〜
正午●未就学児と家族 　●申込み
7月11日（木）から 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

性のはなし　パート４
講演：障害のある人の性について第4弾
●8月21日（水）午後6時〜8時●会場：
中川地域ケアプラザ●障害児者の関係
者・保護者50人 　●申込み 8月14日
（水）までに か、 を明記し
おはなし会
7月25日(木)午前11時30分〜11時
50分●未就学児と保護者

☎ 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

笑って元気に夏をのりこえよう
「慶応大学落語研究会」による落語を
楽しみましょう●8月26日(月)午後1
時30分〜3時●40人 　●申込み 7
月12日(金)午前9時から か

☎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●

7/22（月）

ワンデープログラム
●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）。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）。

▶フィットネスタイム
◆月曜日（7月29日、8月5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（7月16日・23日・30日、8月6日）
④ソフトエアロ●午後零時20分〜
◆水曜日（7月17日・24日・31日、8月7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（7月12日・19日・26日、8月2日・9日）
⑦＊ズンバ45●午前10時35分〜（45分間）
◆土曜日（7月13日・20日・27日、8月3日・10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（7月16日、8月6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（7月23日）
⑩バレーボールタイム●午後7時15分
〜●24人 ●500円
◆土曜日（7月13日・27日、8月3日・10日）
⑪フットサルタイム●午後9時〜●50
人 ●600円
⑫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
⑬親子リトミック●午前9時30分〜
（60分間）●1歳半〜未就学児と保護
者15組 ●一組800円

●問合せ　都筑警察署　☎949-0110

　夏休みは、海水浴やキャンプ、花火大会、おまつりなど、家族や友達と一
緒に楽しめるイベントがたくさんあります。
　その一方で、この時期は、深夜はいかい、飲酒、
万引きなどの非行で補導される少年が増える傾
向にあります。
　将来を担う子どもたちを非行や犯罪被害から守
るために、地域ぐるみでご協力をお願いします。

都筑警察署からのお知らせです。
　夏休みの子どもたちを地域で守ろう

各種イベントあり。詳細は
横浜市公園プール で 検索 ／ ハマスポ.com で 検索

施設名・問合せ先・交通機関 プールの種類・営業時間 料 金
茅ケ崎公園プール　
941-2802（期間中）
茅ケ崎南一丁目4

向原バス停下車

円形 《小学2年生以上》＊1
午前9時～午後6時

子ども用《小学1年生以下》＊2 
午前9時～午後4時

《中学生以上》
1時間２00円
《小学生以下》
1時間100円

山崎公園プール
912-6011（期間中）
中川四丁目19
中川駅から徒歩7分

25メートル《小学2年生以上》＊1
午前9時～午後6時

子ども用《小学1年生以下》＊2
午前9時～午後4時

《25メートルプール》
1時間100円

《子ども用プール》
1時間 60円

【注意】＊1 小学1年生以下は、水着着用の保護者（18歳以上）一人の付添いにつき一人の利用ができます。
＊2 幼児等は水着着用の保護者（18歳以上）一人の付添いにつき二人の入場・利用ができます。
指定管理者●㈱オーエンススポーツ事業部　
 03-3544-1551　 03-3544-1560

問合せ先・交通機関 プールの種類 料 金
横浜市体育協会　

941-8385
都筑ふれあいの丘駅から

　  徒歩2分

25メートルプール
児童プール

幼児用プール

《大人》４00円
《子ども（3歳〜中学生）》100円
＊65歳以上の市民は、「濱ともカード」

や免許証・保険証をご提示ください。
【注意】＊乳幼児用のパンツ型浮き輪は利用できません。　＊お得な回数券もあります。
　　　＊未就学児は保護者（高校生以上）の付添いが必要です。保護者一人につき子ども３人まで。

問合せ先・交通機関 プールの種類 料金／１回
592-0453

　 北山田駅から
　　　徒歩5分

メインプール（50メートル）
サブプール（25メートル×２）

ダイビングプール

《大人》700円
《中学生以下》350円

＊「濱ともカード」の割引もあります。
【注意】＊未就学児及び身長120センチメートル未満の子は、保護者の同伴が必要です。
　　　＊午後5時以降の小・中学生の利用は、保護者の同伴が必要です。

区内の市営公園プール

都筑プール

横浜国際プール

営業期間 7月13日（土）～9月１日（日）

夏季営業期間 7月20日（土）～８月31日（土）午前9時～午後8時、日曜日は午後5時まで

営業期間 通年（年末年始、毎月第４火曜日は休館）
平日：午前9時30分～午後10時30分　土・日曜日、祝日：午前7時30分～午後9時30分

通 常 営 業 夏季を除く通年〈毎月最終火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、施設点検日は休館〉
	 午前10時～午後8時、日曜日は午後5時まで

７・８月は無休

７・８月は無休

期間中
無休

（北山田七丁目3-1）

（葛が谷2-2）

＊水着・水泳帽子は必ず着用してください。
＊オムツが取れていない幼児は、水の中に入ることはできません。

●休館日●

7/22（月）

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

男女共同参画センター横浜北

パパと遊ぼう(夏) 
オムツっ子も水あそび
パパたちのミニ交流タイムもありま
す●8月3日(土)・17日(土)午前10
時30分〜11時45分●雨天時は、
室内遊びに変更●1歳6か月までの
子と父親、各日12組 ●700円　
●申込み 7月11日(木)から、子ども
の部屋（ 910-5724）へ 。
＊受付:午前9時〜午後5時

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

あざみ野カレッジ　「演劇と私」
「文学座」に所属する演出家、西川
信廣氏による講演●8月4日（日）午
後2時〜4時●高校生以上40人
●500円　※初回受講時に手数料
500円が別途必要。　
●申込み 7月20日（土）必着で、 か、

とワークショップ名、年齢・学年
を明記の上、 か 。

●休館日●

月曜日（祝日の
場合は翌日）

 ☎912-7777　  912-7781  
〒224-0003  中川中央 一丁目18-1　  http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

①体験学習　染めもの（万
ま

祝
いわい

染
ぞめ

）●8月9日（金）午後1時20分開始、8月10日（土）午
前9時20分開始、午後1時20分開始●各回小学生以上30人 ●300円　
●申込み 8月1日（木）必着で、 （参加者全員の氏名）と年齢、希望日時、どこで
この催しを知ったかを記入し 。1回の応募で一家族まで。　
②はくぶつかん探検隊（博物館裏側ガイドツアー）●8月4日～8月25日の毎
週日曜日、A：午前10時30分開始　B：午後2時開始●各回20人 ● 　
＊参加には常設展・企画展のチケットが必要です。

夏休み はくぶつかん大作戦　自由研究のタネを探せ！
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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。

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 ７月２３日、８月６日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ７月２５日、８月８日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ７月１８日、８月１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２５年１２月出産予定の人
　→８月２日（金）・９日（金）・２３日（金）・３０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。

８月２８日（水）乳幼児 午後１時３０分～２時３０分　
　　　　　 妊産婦 午後３時
９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

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

７月１２日（金）午前、８月９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
乳がん検診

（視触診・マンモグラ
フィ検査）

８月２０日（火）午前・午後▶７月２２日（月）～８月８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 各40人　
料金 視触診：690円、マンモグラフィ：680円

英語での通訳ガイドを目指す会　 
会員募集
日本の文化を伝えるための英語力、
日本地理、歴史、一般常識を体得する
ための学習／毎週日曜日午前10時
30分～午後零時30分／つづきMYプ
ラザ／月3,000円　
申込み 事前に か
●問合せ　阿部　 090-6920-0117
abehiro21@tmtv.ne.jp

詩吟を楽しむ会　会員募集
毎月第2・4月曜日、午後2時～5時／中
川中学校コミュニティハウス会議室／
月600円／ 　●問合せ　詩吟を楽
しむ会　寺光　 943-3854
男の料理教室　会員募集
料理に興味のある、男だけの楽しい集
いです／毎月第1土曜日午前10時～
正午／仲町台地区センター料理室／
／1回2,000円

申込み か、 を明記し
●問合せ　太田　 ・ 941-6711

写真展「自然の中でこどもが育つ・ 
地域の中でこどもが育つ」
自然の中で子どもが育つことの大切
さを伝えた活動写真展です／7月23日
（火）正午～7月29日（月）正午／区総
合庁舎1階区民ホール／
●問合せ　NPO法人もあなキッズ
自然楽校　関山　 342-8389
第19回都筑区民硬式テニスダブルス大会
詳細は で／9月8日（日）〜10月19日
（土）／都田公園ほか　申込み 7月11日
（木）～7月23日（火）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/

都田公園　夏休み昆虫観察会
トラップで捕まえた昆虫やセミの抜け
殻を観察します／8月7日（水）午前10
時～正午／レストハウス集合／幼稚
園児以上15人 ／筆記用具と、あれ
ば虫眼鏡、虫取り網などを持参。　
申込み 7月11日（木）から
●問合せ　都田公園　 944-0730
都筑ポップフェスティバル2013
アマチュアバンドが集結、今年21回目
を迎えます。オールディーズから90年
代のロックまで演奏します／7月27日
（土）午後3時～8時頃　＊雨天時は翌
日に延期／地下鉄センター南駅前す
きっぷ広場／
●問合せ　横浜ロックサークル　
山室　 080-6136-6243

予約・問合せ  健康づくり係　  ９４８–２３５０　  ９４８–２３５４
エイズ検査 ７月１１日・１８日・２５日、８月１日・８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

７月３１日（水）午後、８月６日（火）午前、８月２３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 ８月６日（火）午前　
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

有  料

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 ７月１１日（木）・２５日（木）、８月７日（水）・８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

予約制

要事前連絡

予約制

予約制
予約制

予約制

予約不要

※平成２５年度から、区役所会場でも視触診・マンモグラフィ検査の両方を
受けることができるようになりました。また、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（お持ちでない場合は受診できません）。

臨時期日前投票所が「都筑地区センター」に変わりました！
　投票日に仕事やレジャーなどの用事で、投票所に行くことが
でき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」が届いていましたら、裏面に「請求書兼宣誓
書」（期日前投票の際に必要）を印刷していますので、ご自分の
「投票のご案内」にご記入の上、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）。

都筑区役所６階大会議室
（都筑区茅ケ崎中央32-1）

都筑地区センター  ２階大会議室
（都筑区葛が谷2-1）

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

７月５日（金）～７月２０日（土） 午前８時３０分～午後８時

７月１３日（土）～７月２０日（土） 午前９時３０分～午後８時

「ららぽーと横浜」では投票できません

　投票は、お住まいの区域の投票所（ご自宅に届く
「投票のご案内」で確認ください）にお越しください。

場　所 投票期間（土・日を含む） 投票時間

ホームページ▶http://www.city.yokohama.lg.jp/senkyo/　モバイル対応▶http://m.city.yokohama.lg.jp/sk/
●問合せ　都筑区選挙管理委員会　　948-２２１５　　948-2209

の です！
７月２１日（日）は 投票日当日の投票時間

午前７時～午後８時


