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　健康のために必要な野菜の量は、成人の場合、1日350グラムと言わ
れています。しかし、平成23年の調査（国民健康・栄養調査）によると、
現状は277.4グラムとまだまだ少ないレベルにとどまっています。特に
20～40歳代の若い世代の摂取量の少なさが目立ちます。

を食べよう！を食べよう！
６月は　　　　　、毎月１９日は食育月間 食育の日

▲おやこの食育教室の様子

　野菜には、大きく分類すると２種類あり、小松菜などの緑黄色野菜とキャベツなどのその他の野菜に分けられます。緑黄色野菜120グラム、その他
の野菜230グラムを目安に摂りましょう。
　また都筑区内には、まとまった農地があり、都市型農業が盛んです。都筑区では、区内で生産された野菜や果物を「都筑野菜」と呼び、区民の皆さん
に親しんでいただいています。新鮮でおいしい野菜に出会うことができます。
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茹でる、煮る、炒めるなど 具だくさんの汁物、
鍋物を活用

作り置き料理を活用

冷凍や缶詰などの
野菜を使って、
下調理の手間をカット

このひと山が
350グラム。
両手山盛り

いっぱいです！

加熱するとかさが減って食べやすくなります。

きんぴら、ピクルスなど
小松菜（生）70グラム

小松菜のお浸し

調理前の野菜（生）70グラム
野菜炒め

　私たちは、食生活を中心として、
栄養・運動・休養の調和のとれた健康
づくりを普及するボランティア活動
を、仲間と楽しく行っています。
　妊婦料理教室、男性の料理講座、
健康づくり講座など、「私たちの健康
は私たちの手で」を合言葉に活動しています。

　都筑区福祉保健センターで開催する養成講座（全１２回）を受講し、修了
するとヘルスメイトになることができます。

の皆さん

都筑区食生活等改善推進員 の皆さんに聞いた

愛称「ヘルスメイト」

健康づくり係　　948-2350　　948-2354問合せ

をたっぷり食べる野菜 コツ

など

350gグラム350gグラム野菜野菜

　毎日の食事に、あと一皿の野菜料理をプラスしてみましょう。

ヘルスメイトの

おいしくたくさん食べられる

野菜レシピの紹介は、

ホームページで！

検 索都筑区ヘルスメイト

とはヘ ル ス メ イ ト
おやこヘルスアップセミナー

食生活と口の健康についての体験講座。
ママやパパのための簡単ヘルスチェック(＊骨密度測定)
や野菜料理の試食もあります。

日時●7月5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階健診室
対象●区内在住の2歳～就学前の子と親20組　先着順
　　　＊保護者のみの参加もできます。

申込み●6月12日（水）から電話で申込み。
持ち物●筆記用具、タオル

《問合せ》健康づくり係　　948-2350　　948-2354

お知らせ

＊はだしで行います。

パクパクくらす 予約制

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…208,817人（平成２5年5月１日現在・前月比671人増）

世帯数…78,852世帯（平成２5年5月１日現在・前月比293世帯増）

交通事故発生件数…234件　
	 死者1人／負傷者290人（平成２5年１月１日〜4月30日）

火災発生件数…23件（平成２5年１月１日〜4月30日）

《区の概要》●都筑図書館の休館日●
6月4日（火）～6月6日（木）、

		6月17日（月）、
7月16日（火）	

●都筑公会堂の休館日●
6月17日（月）、7月16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

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 7月31日（水）、8月6日（火）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　新栄地域ケアプラザ
（ 592-5255）へ、7月3日（水）午前
10時から 　●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

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 7月18日(木)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4、5、6、7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　6月18日(火)午前8時45
分から 　●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

1歳児
おやこでLet‘sブラッシング

区域 勝田町、早渕一丁目及び二丁目地内　
説明会日時／会場 ①６月15日（土）午前
10時開始／勝田会館　②６月17日（月）
午後７時開始／早渕中学校　＊両日同内
容● 　 市素案の縦覧・閲覧期間６月14日

（金）〜６月28日（金）（土・日曜日を除く開
庁時間内）　縦覧 建築局都市計画課

（ で概要を閲覧可）　閲覧都筑区区政
推進課企画調整係（ 948-2225　
948-2399）　公述申出公述申出書は、
縦覧（閲覧）場所か都市計画課 でも入
手可。６月28日（金）必着で、都市計画課

か郵送か 。　公聴会日時／会場 ７月
18日（木）午後７時開始／早渕中学校へ 　
＊公述申出があった場合のみ開催。開催
の有無は7月2日（火）以降に問合せを。
●問合せ　建築局都市計画課

（中区相生町三丁目56-１ ＪＮビル14階）
671-2657　 664-7707
http://www.city.yokohama.lg.

jp/kenchiku/kikaku/cityplan/

都市計画道路 新吉田中川線等
の都市計画変更について

　市内在住の神奈川県後期高齢者医療制度加入者は、年に１回、協力医療機関で
無料の健康診査が受けられます。個別にご連絡はしていませんので、直接協力医
療機関にお申し込みください。
　また、横浜市がん検診（肺・胃・乳・子宮・大腸・PSA検査）も無料で受けられます。
　健康診査の詳細や協力医療機関については、お問い合わせください。
　 でもご覧いただけます。　　

　測定器をコンセントと家電機器のプラグの間につなぐだけで、電気料金、電力使
用量、二酸化炭素排出量などを簡単に計測することができ、今使っている電力を
目で見て実感できます。
　家庭の節電・省エネ対策にぜひお役立てください！

　都筑区市民活動事業を実施した団体が、活動成果報告と相互の情報交換のた
め、発表会を開催します。今後の活動や講座に役立つヒントがきっとあります！

　７月から10月にかけては、ハチの巣の相談が多く寄せられます。夏を過ぎ、巣が大
きくなると駆除が難しくなり、費用も多くかかります。５月から６月のハチの巣が小さ
な時期に、巣が作られやすい場所を点検し、巣を見つけたら早めに対処しましょう。

本人確認ができるもの（運転免許証、保険証など）をお持
ちの上、区役所５階55番窓口までお越しください。
対象 区内在住で、使用後に簡単なアンケートに協力可能な人
貸出台数・期間１世帯につき１台・1週間まで　
受渡場所 区役所５階55番窓口　区政推進課企画調整係
※台数に限りがありますので、申込みが多数の場合はご希望に添えない場合があります。

日 時 平成２５年６月２９日（土）　午前９時３０分～正午（受付は９時１５分から）
会 場 区役所６階大会議室／直接会場にお越しください。

●区民活動補助金交付団体 《７団体》
	 自主的・主体的に公益性の高い事業を実施した団体
●つづき力発揮講座受託団体 《３団体》
	「都筑区をよりよくするテーマ」で団体の独創性を生かして講座を実施した団体
●区民企画運営講座実施団体 《３団体》
	 区民の“地域活動のはじめの一歩”として、講座を企画実施した団体

●問合せ　健康づくり係　 948-2350　 948-2354

●問合せ　企画調整係　 948-2226　 948-2399

●問合せ　環境衛生係　 948-2358　 948-2354

～平成24年度の活動成果を発表します～

 横浜市健康診査をご利用ください 

電気の見える化！
電力使用量測定器を貸し出します

都筑区市民活動事業  合同成果発表会

ハチの巣は 早期発見 ・ 早期駆除 ！

横浜市健康診査 検 索

●問合せ　区民活動係　 948-2234　 948-2239
tz-bosyu@city.yokohama.jp　※件名に「市民活動事業　発表会」と記入してください。

●問合せ　庶務係　 ９４８-２２１２　 ９４８-２２０８

▶
ハ
チ
の
巣

天井裏・壁の中
（スズメバチのみ）

床下・戸袋の中
（スズメバチのみ）

木の洞の中
（スズメバチのみ）垣根・植え込みの中

うろ

コガタスズメバチ
の巣

キイロスズメバチ
の巣

■スズメバチの巣
　（初期）

■アシナガ
　バチの巣
　（初期）

　区役所ではハチの駆除は行っていませんが、スズ
メバチやアシナガバチなどに関する相談の受付や
駆除業者の案内をしています。事前にお問い合わせ
ください。
※ハチの巣は、土地や建物の管理者が駆除することが原則です。

巣を作られやすい場所

都筑区合同成果発表会 検 索

▶▶横浜市ホームページで雨量や河川水位を確認
都筑区内では、早淵川の勝田橋付近に水位計
とライブカメラを設置しています。インターネッ
ト上でリアルタイムに水位が確認できます。
横浜市　水防災情報 検 索

▶▶携帯電話に横浜市防災情報を電子メールで受信
http://www.bousai-mail.jp/yokohama/

▶▶区内の洪水ハザードマップ
　区内の鶴見川水系河川の洪水に対する危険性や、大雨に対する備えをま
とめたマップです。区役所５階５３番窓口で配布しています。
　また、 からもダウンロードできます。

注 意  ！ 大雨の場合、急激な河川の水位上昇が予想されます。
絶対に河川には近づかないでください。

◀モバイル版
　QRコード

・ 防災情報はここでチェック！ ・

勝田橋のライブカメラ映像▲

●申込み　6月11日（火）から

●ハチに関するご相談
●発表団体

測定データをパソコンに
取り込めます！

大雨に備えましょう

粗大ごみとして出された家具の中で、
再利用(リユース)出来そうなものを無
料で差し上げています。応募者多数の
場合は抽選を行います。詳しくは で。
受付期間 7月1日(月)～7月13日
(土)午前9時〜午後4時(正午〜午後1
時、日曜日を除く)
抽選を行う場合の抽選日 7月1 6日
(火)　＊抽選結果は 、都筑工場入口
に張り出します（電話での問合せには対
応していません）。　 引き渡し期間 7
月16日(火)抽選後〜7月27日(土) 　
●申込み　資源循環局都筑工場（都筑
区平台27-1）に 　
＊電話での申込みはできません。当選
品の配送・運搬手続きはできませんの
で、ご自身で行ってください。
●問合せ　資源循環局都筑工場　
941-7911　 941-7912
都筑工場　リユース 検 索 	

資源循環局都筑工場　
リユース家具の提供　

　今年も大雨の季節がやって来ました。この時期は集中豪雨や台風で、河川の増
水や低地の浸水被害が起こりやすくなります。
　日頃から防災意識を持って、テレビやインターネットなどの気象情報から事前に
降雨情報を確認し、自分や家族の安全を守りましょう。

木の枝や草を出すときは、袋に入れ、
口を縛らず二日以上乾燥させてから、

「燃やすごみ」として出してください。

●問合せ　資源化推進担当　
948-2241　 948-2239

木の枝、刈り取った草を
ごみで出すときのお願い

乾燥させることで焼却工場で
効率よく焼却ができ、

発電量アップや温室効果ガスの
削減につながります。

◆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 7月11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
歳児と保護者、各10組 　＊2歳未満
のお子さんは入室できません。　
●申込み　6月27日（木）から か
◆「もっとおうちで読みきかせ」 
～子どもと絵本を楽しむ～
日時 6月27日（木）・28日（金）午前
10時30分〜11時30分　＊各回同一
内容。　対象 一般10人 　＊保育は
ありません。　●申込み　6月11日(火)
〜6月26日(水)までに か 　
●問合せ　都筑図書館　
948-2424　 948-2432

都筑図書館から

横浜市　洪水ハザードマップ 検索

ぜひ、お気軽に
お越しください！
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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。＊

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

都筑センター ●休館日●

6/25（火）

こども茶道体験教室
6月23日(日)午後１時〜2時30分●市
内在住・在学の小学生10人 ●500円　
●申込み 6月11日(火)から か
ゆかた着付講座
7月7日(日)午後1時30分〜4時●市内
在住・在勤・在学の女性10人 ●200円　
●申込み 6月11日(火)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●

6/10（月）
7/8（月）

ブリザードフラワーアレンジメント
7月4日(木)午前10時〜午後零時30分
●12人 ●2,500円　●申込み 6月
21日(金)までに を明記し か
はじめてのヒップホップ（全4回）
7月23日・30日、8月6日・20日、全て
火曜日①午前9時30分〜10時30分　
②午前10時40分〜11時40分●小学
生40人 ●1,200円(保険代を含む)　
●申込み 7月9日(火)までに 、
学校名、学年、①か②の希望を明記し

か

☎ 943-9191　  943-9131
〒224-0041　仲町台二丁目7-2

 http://www.tsuzuki-koryu.org/

仲町台地区センター ●休館日●

6/10（月）
7/8（月）

本格ロールケーキ作り
7月29日(月)午前10時〜正午●20
人 ●1,000円　●申込み 6月11日
(火)から
DIY〜スパイシーラックをつくろう〜
木工教室●８月３日(土)午後1時30分〜
3時30分●10人 ●1,500円　
●申込み 6月11日(火)から

☎ 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●

6/10（月）
7/8（月）

ハワイアンナイト 2013
7月13日(土)午後6時30分〜8時●50
人 ●小学生まで100円、中学生以
上:300円(飲み物・菓子付き)　●申込み
6月15日(土)から か
みんなでつくってまちへとびだそう！
親子でデザインしたTシャツを着て、北山
田駅前広場でお披露目します●7月21
日(日)午後1時〜5時30分●年長児〜小

☎・  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●

6/17（月）

ログハウスまつり
6月23日(日)午前10時30分開始●
350人 　＊幼児は保護者同伴●200
円（中学生以下にチケット販売）●

☎・  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 〜6月〜  
「ジェイコブ・コーラー ジャズピアノ コンサート」
映画音楽と親しむ●6月30日(日)午後
2時開演(1時30分開場)●50人 ●
1,000円　＊小学生以下は無料　●
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●
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●

6/17（月）

はぁとdeボランティア
中高生のための夏休みボランティア体
験●①活動期間：7月26日(金)～8月
23日(金)●区内各所　②振り返り・修
了証授与：8月24日(土)午前9時30
分〜11時30分●中川西地区センター
●区内在住、在学、つづきMYプラザで
活動している中高生　＊オリエンテー
ション【7月21日(日)〜7月25日（木）の
いずれか1日】に必ず参加。詳しくは問
合せを。　●申込み 6月11日(火)〜7
月10日(水)　＊詳しくはチラシ、 で。

☎ 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

カフェ・サークル交流会 
〜おススメはおいしいおしゃべり〜
7月5日(金)午前10時30分〜午後1時
●子育てサークルに興味のある人●
子育てサポートシステム入会説明会
6月26日（水）、7月13日（土）午前10時
30分〜11時30分●各10組 　
●申込み 6月11日（火）から 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

ウクレレを弾こう！（全5回）
7月15日・29日、8月12日・26日、9月
9日、全て月曜日、午後1時から●初心者
10人 ●2,500円●ウクレレを持参。　
●申込み 6月12日(水)から を明
記し か、 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

クラフト・カフェ
手芸、縫い物など手仕事を持って参加
●6月26日(水)午前9時30分〜午後
零時30分●10人 ●200円(茶代)　
●申込み前日までに か

☎・  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

親子で挑戦！　バルーンアート
7月7日(日)午前10時30分〜正午●
大きめの持ち帰る袋を持参●15組
●300円　●申込み 6月11日(火)〜
7月3日(水)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「高齢期の住まいについて」
〜終活を考える パート2〜
7月13日(土)午後1時30分〜3時●
30人 　●申込み 6月12日(水)から

か
介護者のつどい
6月11日(火)午後1時30分〜3時●
10人　●申込み事前に か

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

東山田地域ケアプラザ

介護者のつどい〜介護食体験〜
6月25日(火)午後1時30分〜3時●介
護をしている区民20人 　
●申込み事前に 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●

6/24（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
必ず本人受付（モーニングステップは15
分前）。動きやすい服装で、室内履きを
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（1回500円）
◆月曜日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〜　◆火曜日④ソ
フトエアロ●午後零時20分〜　
◆水曜日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＊ズンバ45●
午前10時35分〜　◆土曜日⑧エアロ
ビクスボクシング●午前10時〜
▶スポーツタイム
◆第1・3火曜日⑨バスケットボールタイ
ム●午後7時15分〜●600円　◆第2・
4火曜日⑩バレーボールタイム●午後7
時15分〜●500円　◆土曜日⑪フット
サルタイム●午後9時〜●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●600円　⑬親子リト
ミック●午前9時30分〜●1歳6か月以
上の未就学児と保護者●一組800円

学生24人 　＊保護者同伴●300円●
持ち物は問合せを。　●申込み 6月21
日(金)から か

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

6/10（月）
6/24（月）
7/8（月）

七夕まつり
詳細は問合せを●6月23日(日)～7月
7日(日)午前9時〜午後5時●
チョット昔の夏休み
7月28日(日)午前10時〜午後1時30
分●小学生以上20人 ●1,000円
●持ち物は問合せを。　●申込み 6月
12日(水)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●

6/6（木）
6/20（木）
7/4（木）

ノルディックウオーキング体験教室
6月21日(金)午前10時〜11時30分
●2㌔㍍程度歩ける人10人 ●雨天
時は翌日に順延●1,000円●持ち物・
服装は問合せを。　●申込み 前日まで
に か
手打ちそばを食べませんか
6月25日(火)午前11時30分開始●
小雨決行●限定30食 ●1人前500
円●

☎・  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）

ネイチャークラフト作り
6月23日(日)午前10時〜午後3時（2
時30分まで受付）●雨天中止●500
円●円形広場●

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

つづき地域活動ホーム くさぶえ

親の思いを語ろう座談会
ダウン症の先輩お母さんの話を聞こう
●7月10日(水)午前10時30分〜午後
零時30分●ダウン症などの子の保護
者8人 　●申込み 7月3日(水)まで
に を明記し か か
おはなし会
6月27日(木)午前11時30分〜11時
50分●未就学の子と保護者●

※紙面の都合上、掲載件数が少なくなっています。この他のイベントは各施設へお問い合わせください。
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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。＊

●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 ６月２５日、７月	９	日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ６月２７日、７月１１日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ６月２０日、７月	４	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１１月出産予定の人
　→７月５日（金）・１２日（金）・１９日（金）・２６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。

７月１６日（火）乳幼児 午前９時３０分〜１０時３０分　
　　　　　 妊産婦 午前９時１０分
７月２４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 ６月１３日（木）・１７日（月）・２７日（木）、７月３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

６月１４日（金）午前、７月１２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。

＊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。

予約・問合せ 	神奈川県結核予防会　 	２５１–２３６３
胃がん検診 ７月２日（火）午前▶６月４日（火）～６月１９日（水）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）

７月３０日（火）午前・午後▶６月２８日（金）～７月２４日（水）に予約受付
　　　　　　　　　　　	（予約受付時間：午後1時～4時）
※検診当日の受付時間は予約時にお伝えします。　
対象市内在住の40歳以上の女性（２年度に１回）　定員 各40人　
料金視触診：690円、マンモグラフィ：680円

コケ玉寄せ植え教室
コケ玉の中に植物を植えこみ、盆栽風
の作品を作成します／6月21日（金）
午後1時30分～3時／都田公園レスト
ハウス／12人 ／1,200円（材料費）　
申込み 6月11日（火）から 　
●問合せ　都田公園　 944-0730
おはなし玉手箱
絵本、紙芝居、パネルシアターなどで
楽しみましょう／6月22日（土）午前11
時開始／北山田小学校コミュニティ
ハウス／幼児～小学校低学年程度　
＊親子での参加も可。　申込み か

と年齢を明記し 。 も可。　
●問合せ　おはなし玉手箱　

・ 591-8444
第18回つづきっこまつり
こどもチャリティー模擬店、スポーツ
コーナー、おはなし広場など／6月23
日（日）午前10時30分～午後1時30分　
＊「ふれあいパフォーマンス　おもし
ろコント＆すてきなゲスト」は午後1時

30分受付～3時終了予定／区総合庁
舎１階区民ホール、区役所1階駐車場
側通路／ 　＊小・中・高校生スタッフ
も募集中です。当日、直接受付へ。
●問合せ　つづきっこ祭り運営委員会　
鶴  931-3144　早川  471-9923
雑木林塾「竹垣の作り方」
シュロ縄の結び方、竹垣の作り方を実
習で学びます／6月23日（日）午前9時
～午後1時／大塚・歳勝土遺跡公園住
居遺跡入口付近／どなたでも／
●問合せ　大塚・歳勝土遺跡公園愛護会　
田中　 090-7940-9761　 941-9496
都筑オーケストラ第23回定期演奏会 
〜チェコからの贈り物〜
曲目：チャイコフスキー「ロココの主題
による変奏曲」、ドボルザーク「交響曲
第8番」ほか／指揮：アントニーン・キュー
ネル、チェロ：マルティン・シュカンパ／6
月23日（日）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

都筑区民ダブルスバドミントン大会
男女ともに1～5部／7月14日（日）午
前8時開始／都筑スポーツセンター／
中学生以上の区内在住、在勤、在学者
160組320人 ／一人1,500円　＊中
学生は一人1,000円　申込み 6月23日
（日）までに申込み。詳細は、都筑区民
活動センター、都筑スポーツセンター、
各地区センター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　
第55回区民ジュニアテニストーナメント
7月23日（火）～7月26日（金）／長坂谷
公園（第2）ほか／区内在住、在学、都筑
区加盟団体員／①男女シングルス：18
歳以下、16歳以下、14歳以下、12歳以
下　②男女ダブルス：18歳以下、16歳
以下、14歳以下／①一人2,000円　②
一組2,500円　申込み 6月11日（火）
～6月17日（月）に で申込み。　＊保
護者の同意が必要。
●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/　

太極拳サークル　会員募集
太極拳で心身を健康に。初心者歓迎／
毎週木曜日、午後6時45分～8時45

分／中川西中学校格技室／成人男女
5人 ／月3,000円　申込み か、

と年齢を明記し
●問合せ　都筑無限太極会　藤澤　

913-4175　
hamasion@paw.hi-ho.ne.jp

女性コーラス団員募集
心地よいハーモニーを楽しみませんか。
40～50歳代中心の女性コーラスグ
ループです／毎月第1、3、4水曜日、午
後1時～3時／つづきの丘小学校コ
ミュニティハウス／ ／月2,000円、
別途入会金1,000円　
申込み か、 を明記し
●問合せ　サウスコール　神崎　

・ 942-2304
やさしい吟詠の会　会員募集
漢詩を楽しく大きな声で腹の底から吟
じませんか／毎月第1、2金曜日、午後
零時30分～2時45分／中川地域ケアプ
ラザ／6か月間無料、以後月2,500円／
　●問合せ　吟詠愛好会　島田　
・ 912-5683

やさしい旅行英会話　無料体験会
50、60代の英会話初心者／6月13日

（木）・27日（木）午後1時～2時30分／
中川西地区センター／ 　
申込み事前に 　
●問合せ　岡村　 080-5687-3716

予約・問合せ 	健康づくり係　 	９４８–２３５０　 	９４８–２３５４
肺がん検診 ７月２日（火）午前▶	６月７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 ６月１３日・２０日・２７日、７月４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

６月１１日（火）午前、６月２８日（金）午後、７月９日（火）午前
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 ６月１１日（火）午前、７月９日（火）午前　禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。
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※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）。




