
３Ｒ夢なつづき３Ｒ夢なつづき３Ｒ夢なつづき リサイクル…分別して資源として再利用するRecycle
リユース……繰り返し使うReuse
リデュース…ごみそのものを減らすReduce３Ｒ夢の３Ｒは、

ごみ減量のキーワード
の三つの頭文字を
表しています！

　都筑区は「一人一日あたりのごみと資源の
量＊」の減量が、市内トップレベルです！ ひとえ
に区民の皆さまのご協力のたまものです。
　引き続き、一緒にごみと資源の減量を進め
ていきましょう。

＊「ごみと資源の量」とは、燃やすごみと、缶・ビン、ペッ
トボトル、古紙などの資源物の量を合わせたものです。

　ヨコハマ３Ｒ夢プランをはじめ、資源循環局
都筑事務所・都筑工場や、環境事業推進委員の
活動をご紹介します。

都筑区は「ごみと資源の量」の減量が市内トップレベルです！都筑区は「ごみと資源の量」の減量が市内トップレベルです！ ３Ｒ夢パネル展３Ｒ夢パネル展

●ヨコハマ３Ｒ夢プランについて ・・・・・・・・・・・・・・・

●３Ｒ夢な取組：ヨコハマＲ（リデュース）ひろば ・・・ 検 索Ｒひろば

●問合せ　資源化推進担当　　９４８-２２４１　　９４８-２２３９ 検 索３Ｒ夢　CM

検 索３Ｒ夢
詳しくは、ホームページでもご覧いただけます。

平成21年１８区の平均676g 都筑区634g

特集1

　都筑区では『つづき３Ｒ夢週間』として、

３Ｒ夢が体験できるイベントを開催しま

す。大人も子どもも楽しめるイベント満載

です。ぜひ会場へお越しください。

まだ使用できるリユース家具を、
イベント当日、区民ホールに展
示します。当日、お申込みいただ
いた人に、抽選で差し上げます。
ぜひ会場へお越しください。
＊当選した家具は、各自でお持ち帰
りください。配送はできません。つづきっこ読書応援団の協力で、

楽しいおはなし会を開催します。
午前と午後の２回開催します。
（内容は同じです。）

環境事業推進員の協力に

よる、ごみの分別について

の子ども向け劇です。

ごみの分け方、出し方をみんなで楽
しく学びましょう！

午前と午後の２回開催します。（内
容は同じです。）

ス
リ

ム

明日につなげる

イベントで子どもたちに大人気のミニ収集車に乗ってみませんか。
＊このイベントは、都筑区役所中庭（屋外）で行います。

10:00～15:00

12:00～

11:00～ 14:30～

会場

●一人一日あたりのごみと資源の量  
　単位：g（グラム）

１位

平成22年１８区の平均664g 都筑区627g 2位

平成23年１８区の平均666g 都筑区632g 2位

　ヨコハマ３Ｒ夢プランでは、分別・リサイクルはもちろんのこと、ごみの
リデュース（発生抑制）やリユースに取り組み、脱温暖化（温室効果ガスの
削減）を進めています。ごみ処理の安心と安全を追求し、ごみのことで困
らない住みよいまちの実現を目指す取組がヨコハマ３Ｒ夢プランです。

10:00～15:00 ミニ収集車の乗車体験
10:00～ おはなし会
11:00～ ３Ｒ夢分別啓発劇
12:00～ リユース家具抽選会
13:00～ シボレンジャーショー
13:45～ おはなし会
14:30～ ３Ｒ夢分別啓発劇

3R夢を
体験しよう

！

『３Ｒ夢戦隊シボレンジャー』が、都

筑区に初めてやって来ます。

シボレンジャーと一緒に

地球の環境を守ろう！

イベント開催！

都筑区総合庁舎１階区民ホール・中庭
当日、直接会場へお越しください。

5月22
日(水)～5月28日(火)は、つづき3Ｒ夢週

間です
！

スリム

イベントスケジュール

5月22日(水)～5月28日(火) 

都筑区総合庁舎1階区民ホール
当日、直接会場へ。

日程

会場

13:00～

同時
開催

13:45～10:00～

開催日●５月２５日 土

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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《連載》まちのためにありがとう！　地域で活躍する各種委員の皆さん・・・・・・・・・・
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＊＊＊ 料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。＊＊＊

人口…208,146人（平成２5年4月１日現在・前月比91人増）

世帯数…78,559世帯（平成２5年4月１日現在・前月比152世帯増）

交通事故発生件数…171件　
	 死者1人／負傷者206人（平成２5年１月１日〜3月31日）

火災発生件数…16件（平成２5年１月１日〜3月31日）

《区の概要》●都筑図書館の休館日●
5月7日（火）、

6月4日（火）～6月6日（木）、
6月17日（月）

●都筑公会堂の休館日●
5月20日（月）、6月17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

おやこヘルスアップセミナー
「運動くらす」
お子さんと一緒に、親子で楽しく体操
してみませんか。ママのための簡単ヘ
ルスチェック(体内年齢測定)もあります。
日時 6月24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階機能訓練室　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。
なお、妊娠中の人の参加はご遠慮くだ
さい。　持ち物タオル、飲み物　＊はだ
しで測定します。　
●申込み　5月13日（月）から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

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】赤ちゃんと一緒
に楽しく遊びながらの体操（二日間で
1コース）。
日時6月28日（金）、7月2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　葛が谷地域ケアプラザ
（☎943-5951）へ、5月31日（金）午前
10時から
●問合せ　健康づくり係　
948-2350　 948-2354

地域の人たちの手による、子ども向け
体験型のおまつりです。工作やゲーム、
手作りお菓子コーナーなど、楽しいお店
がたくさん出ます（一部有料50円～）。
日時5月19日（日）午前9時〜11時30
分　会場中川西地区センター（中川二
丁目8-1）／ 　＊室内履きを持参。
●問合せ　地域力推進担当　
948-2474　 948-2239

都筑区元気な地域づくり推進事業
「わくわくワークショップ　
～楽しい！ でつながろう～」

日程 5月22日（水）～5月27日（月）　
会場区総合庁舎1階区民ホール／
●問合せ　広報相談係　
948-2222　 948-2228

主要事業説明パネル展

◆特別休館のお知らせ
図書整理のため、6月4日（火）～6月6
日（木）は休館します。
◆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 6月13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歳未満のお子
さんは入室できません。
●申込み　5月30日（木）から か
◆企画展示「アフリカ」とであう
アフリカのことを描いた絵本などを展
示します。
日程 5月10日（金）～5月19日（日）　
会場都筑図書館／
◆「メイド・イン・つづき」 
都筑区中小製造業紹介パネル展
金属加工、電気・電子、機械、化学・プラ
スチック、管工事・建設など、都筑区が
誇る、区内企業を紹介します。
日程 5月25日（土）～6月16日（日）　
＊6月4日（火）〜6月6日（木）は休館。　
会場都筑図書館／
◆定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。
日時 5月15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

保育園などの食育の取組や、健康についての展示です。

　6月の「食育月間」と6月4日～6月10日の「歯と口の健康週間」にちなんだ催し
です。私たちの健康に欠かすことのできない「食べること」と「歯と口の健康」に
ついて楽しく紹介します。お気軽にお越しください。

●パネル展

食べ物などに関する絵本の読み聞かせや本の紹介をします。

●特別おはなし会「おいしいものがいっぱい!」●

6月4日（火）～6月10日（月）
都筑区総合庁舎1階区民ホール／

日程
会場

都筑区総合庁舎
1階区民ホール／　　

●問合せ 健康づくり係　　948-2350　　948-2354

日時
対象
会場
協力

6月8日（土）　①午前10時30分開始　②午前11時30分開始
幼児～小学生　＊保護者も一緒に参加できます。
区役所1階健診室内一般相談室／
つづきっこ読書応援団　　　　都筑図書館共催

親子で楽しめる体験コーナーやゲームなどが盛りだくさんです。
スタンプラリー参加者にはプレゼントもあります。（先着200人）

●イベント・体験コーナー●

●野菜ソムリエによる
  食育ミニ講座
●食育ゲーム　
●お魚つりゲーム
●かむ力のチェック　　ほか　

午前10時30分～午後2時

食育フェア食育フェア
～ 噛むこと と 食べること を
　　　　　　　家族で楽しもう～

日時 会場6月8日（土）

野菜スイーツの

試食もあります。

か

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１回●ご存じですか？　民生委員・児童委員

　民生委員・児童委員は、身近な福祉の相談役です。子育てや高齢者の介
護に関するご相談に応じたり、区役所等とのパイプ役になったり、さまざま
な形で皆さまの生活をサポートしています。全ての民生委員は児童委員を
兼ねており、担当する地区で活動しています。このほか、児童福祉を専門に
担当する主任児童委員がいます。各委員は、自治会町内会等の推薦に基づ
き、厚生労働大臣の委嘱を受けており、都筑区では現在１７５人の皆さんが
活躍しています。

●ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ
の世帯などへの声かけ・見守り

●自治会町内会などと連携した、
災害時要援護者の把握・支援

●高齢者などを対象とした配食
サービスや食事会の開催

●妊娠中の心配ごとの相談や子育
てサロンの開催　　　　　 など

※今年は、民生委員・児童委員、主任児
童委員の一斉改選が行われます。

地域で活動しています

●問合せ　福祉保健課　運営調整係　　948-2342　　948-2354

身近な福祉の相談を受けています 

最近物忘れがひどくなったみたい。
認知症が心配…。

初めての子育てに戸惑っています。
身近に相談できる人は知らないし…。

　5月12日は「民生委員・児童委
員」の日です。
　民生委員・児童委員の活動を
知っていただくためのパネル展を
実施します。ぜひお越しください。

５月 ７ 日（火）午前10時～
５月14日（火）午後４時
区総合庁舎１階区民ホール
／

日程

会場

パ ネ ル 展
都筑区民生委員児童委員協議会

連
載

地域で する活活躍躍

民生委員･児童委員には
守秘義務があります。
安心してご相談ください。

まちのた
めに

ありがとう
！

民生委員・児童委員

産後の家事・育児の役割分担などを、
妊娠期から話し合えるきっかけになる
ように、赤ちゃんのいる生活のイメージ
づくりをします。
日時6月8日（土）午前10時10分〜
11時50分（午 前10時 から受 付）　
会場あいたいコミュニティルーム（セ
ンター北駅ビル5階）　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とパート
ナー25組 　●申込み　 と年
齢、出産予定日、パートナーと参加する場
合はパートナーの氏名を明記し、 で、
5月24日（金）消印有効。
●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
妊婦とパートナーのための
両親教室
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区内の新生児・乳児のいる家庭への訪
問指導を行う、母子訪問員を募集して
います。詳細はお問い合わせください。
対象 助産師、又は保健師の免許を有
する64歳以下の健康な人　
賃金訪問1件につき3,950円、
定例会（月1回）出席につき2,920円　
●申込み　 で随時募集。
●問合せ　こども家庭支援担当　
948-2319　 948-2309

都筑区母子訪問員の募集＊詳細は、区役所、地区センター、横浜
市民ギャラリーあざみ野などで配布す
る募集要項・チラシをご覧ください。
◆作品募集
横浜北部地域（都筑区・港北区・緑区・
青葉区）の皆さんの、絵画作品（油彩・
日本画・水彩・アクリル・パステル・版画
その他）を募集します。過去に公募展
に出展していない作品に限ります。
対象 都筑・青葉・港北・緑区に在住、在
勤、在学の15歳（高校生）以上の人　
＊応募作品は一人3点まで。　
費用一般：作品1点につき2,000円、
高校生：作品1点につき1,000円　
●申込み　必要事項を記入した応募用
紙、返信用はがきを同封し郵送か、
へ持参。6月7日（金）必着。
◆作品展示
応募作品の中から専門家による審査
の上、入選作品を展示します。
日程 7月16日（火）～7月28日（日）　
会場 横浜市民ギャラリーあざみ野／
◆サポーター募集
作品展の運営サポート(事務局作業補
助、作品搬入・搬出補助、会期中の受
付、会場案内など)をしていただく、市
民サポーターを募集します。
対象 6～7月下旬に従事できる、高校

生以上20人程度　
●申込み　応募用紙に必要事項を記
入し、郵送か か 。6月7日（金）必着。
●問合せ　青葉区役所　文化・コミュニティ係　
978-2296　 978-2413横浜北部美術公募展 2013 

「つづき交流ステーション」
区民レポーター募集

「つなごう人の輪・さがそ
う魅力」を合言葉に、都筑
区の情報を取材する地域
情報ウェブサイト「つづき
交流ステーション」の区民
レポーターを募集します。
詳しくは、つづき交流ス
テーションの をご覧ください。
http://www.city-yokohama-tsuzuki.net/

活動内容取材、ホームページの作成　
対象パソコンのEメールが利用できる人
●問合せ　企画調整係　
948-2227　 948-2399

つづき交流
ステーション
キャラクター
つづくん

　5月31日は「世界禁煙デー」、5月31日～
6月6日は「禁煙週間」です。
　たばこの煙が身体に及ぼす影響や、受動喫
煙防止などに関するパネル展を開催します。 
ぜひお立ち寄りください。

●問合せ　健康づくり係　　
　　　　　　948-2350　　948-2354

たばこを
吸っている人より、

受動喫煙の方が健康への
悪影響が出やすい!?

ベランダで
吸っていても室内の人に

影響が出ている!?

5月28日（火）～6月3日（月）
区総合庁舎1階区民ホール／

日程

会場

世界禁煙デー
たばこの豆知識が
満載です！

パ ネ ル 展

　都筑区では、ボランティア活動が活発に行われる風土
づくりを目指して、「あいちゃんボランティア登録制度」を行っています。
登録していただいた人には、さまざまなボランティア活動の情報を提供
するとともに、実際にボランティアに取り組まれている人々の活動を紹
介し、その活動の輪を広げるお手伝いをしています。
　登録していただいた人には、『あいちゃんボランティアカード』をお渡し
しています。このカードを協賛店舗で提示すると、割引等の優待サービス
が受けられます。皆さまのご登録をお待ちしています。

都筑区役所  福祉保健課  運営調整係 948-2341 948-2354
都筑区社会福祉協議会 943-4058 943-1863

●問合せ　

区内在住、在勤、在学の
小学校5年生以上の個人及び団体

福祉保健課（区役所２階21番窓口）、
都筑区社会福祉協議会

　登録方法、協賛店舗情報など、
詳しくは、あいちゃんボランティアの　 をご覧ください。

登録
資格

登録
窓口

検 索あいちゃんボランティア

登録しませんか♪
あいちゃんボランティアに

＊ご参加いただける場合は、特に連絡はしませんので、当日直接会場へお越
しください。

いずれも午前１０時～正午　　　　区役所６階大会議室　
概ね６５歳以上の高齢者、各６０人

●問合せ 高齢支援担当　　９４８-２３04～2307　　９４８-２４９０

時間 会場
対象

いずれも開催日の7日前までに　か、　　　と参加希望日
を明記し　　 ＊１回のみの参加もできます。
動きやすい服装で、飲み物をご持参ください。
第２回の参加者は、歯ブラシ、コップ、ハンドタオル、手鏡もご
持参ください。

●申込み

●持ち物

　認知症予防や寝たきりになることを
予防して、元気に過ごすための講座です。
テーマごとに３回開催します。（開催時間、
会場は同じです）

第１回

笑いヨガで
認知症予防！
●開催日●
５月２７日（月）
●講　師●

［日本笑いヨガ協会］
高田佳子氏

第２回

目指せ口元美人！
～口腔ケアと　　　　
表情筋トレーニング～

●開催日●
６月３日（月）
●講　師●

［歯科衛生士］
川野伸子氏

［社会体育研究SORA］
大川圭三氏

第３回

コツコツ
貯筋体操
●開催日●
６月１０日（月）
●講　師●

［健康運動指導士］
太刀川尋也氏

とからだ

からだ
からだからだのココロココロ

いきいき
講座

　都筑区民活動センターでは、都筑区で活動する団体を対象としたゼミを
開講します。「企画したイベントや講座に、より多くの人に来てほしい」、
「団体の会員を増やしたい」、「他の団体はどうやって資金繰りしている
の？」などの悩みを抱える団体の皆さま、ぜひご参加ください。

全て午前１０時～正午
区役所会議室　ほか
都筑区民活動センター、又は区内各地区センターに登録している団体
で、原則として全５回通してゼミに参加できる団体、１０団体　
＊参加人数は、１団体あたり３人まで。

●申込み　所定の申込用紙（　   か、都筑区民活動センターで配布）に  　　　と
所属団体名、登録番号を明記し、　 か　  か　  
５月13日（月）から申込み。詳しくは　  をご覧ください。

６月18日［火］

７月16日［火］

９月 中旬

１０月 中旬

１１月 中旬

日程 テーマ

開 講 全５回

●問合せ   都筑区民活動センター　　９４８-２２３７　　９４３-１３４９
 tz-katsudo@city.yokohama.jp

時間
会場
対象

地域活動の魅力って？入門編①第１回

分析してみよう！ 私たちの団体入門編②第２回

人の集まる企画とは？実践編①第３回

運営費とPRどうしてる？実践編②第４回

来年度の企画を立ててみよう！実践編③第５回

●団体活動のヒントになります！●

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

＊9～11月の日程は、後日　 でご案内します。

●問合せ　都筑警察署　☎949-0110

　警察官の巡回連絡は、皆さんのご家庭や会社などを訪問して、身近な犯
罪の予防や交通事故防止などの連絡をするほか、警
察に対する要望や意見をお伺いしています。

　巡回連絡に伺う警察官が、皆さんの地域を受け
持っています。ぜひ、名前と顔を覚えてください。

都筑警察署からのお知らせです。
　　警察官の巡回連絡にご理解とご協力を！



　ボール、ベル、ベルターという三つの用具を使って、音楽に合わせて
集団で楽しく行う健康体操です。赤ちゃんと一緒に楽しくからだを動かしませんか？

　一時保育とは、保護者などのパート就労や疾病、入院などにより一時的に家庭での保育が困
難となる場合や、保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するために児童をお預かり（保
育）する制度です。
　実施施設などは、ホームページをご覧ください。

●問合せ　保育運営担当　　948-2463　　948-2309

この春から都筑区に来た人や、これからママになる皆さんに、
都筑区の子育て支援や保育園について、ご紹介します。
気になることがあれば、お気軽にお問合せください！

（市立保育所園庭開放）　市立保育園５園

転入者の皆さん、子育てひろばに集合！　

公園で遊びながら子育て情報も！

おひさま広場
 保育園の園庭で遊びませんか？　衛生的に管理された砂場や遊具で安心して遊べます。直接お
越しください。地域の親子の皆さんが遊びに来ています。知り合いになるチャンスです。
　また、園庭で皆さんを見守るコーディネーターもお待ちしています。遊びの合間に育児相談も
お受けしています。（有料。初回は無料です）

　地域の子育て中の親子（主に０～３歳の就学前児童とその保護者）を対象に、商店街の空き店舗
やマンションの一室などで、子育て親子の交流、つどいの場の提供や子育てに関する相談、子育て
と子育て支援に関する講習などを行っています。

予約
不要

要予約

要予約

無料要予約

無料

無料

●詳細は都筑区ホームページをご覧ください。
　http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kodomo/hoiku/ohisamahiroba.html

交流保育
　区内の市立保育所各園で工夫を凝らした内容で行っています。

都筑区子育て支援センターＰｏｐｏｌａ(ポポラ)　
　就学前の子どもとその保護者が遊び、交流するスペース「ひろば」の提供や、子育て相談、子育
て情報の提供などを行う子育て支援の拠点です。利用登録をすると無料で利用できる施設です。

●大熊保育園 （仲町台三丁目６-６） 942-9884
●みどり保育園 （荏田南一丁目９-1） 941-2800
●中川西保育園 （中川三丁目６-６） 913-2060
●茅ケ崎保育園 （茅ケ崎南一丁目12-１） 941-2172
●茅ケ崎南保育園 （茅ケ崎南五丁目11-３） 943-1285

中川中央一丁目1-3 あいたい5階　　912-5135
火～土曜日　午前10時～午後5時(「ひろば」は午後4時まで)
月・日曜日、祝日、年末年始

親と子のつどいの広場

集まれ！  都筑のニューフェイス
　転入された親子（ニューフェイス）向けにイベントを開催します。転入してからの期間は特に問いません。「お友だち
が欲しい」という人、ぜひお近くのひろばにご参加ください！

青空フェスタ

子ども・家庭支援相談

　食が細い、好き嫌いがあるなど、子どもの食の悩みは
多いもの。
　できたての保育園の給食を食べてみませんか？　味
付けや量、レシピなどの相談を調理員や保育士がお受
けします。（有料：乳児食320円、幼児食240円）

ランチ交流（給食体験）

育児講座  ３Ｂ体操

　市立保育園を活用した子
育て支援事業です。
　妊娠期から保育園に顔な
じみになって、赤ちゃんに実
際に触れたり、困った時の相
談ができる実家のように頼
れる場所を目指しています。

　未就学のお子さんをお持
ちの保護者を対象に、お互
いに話を聞き合う、話し合う
ことで、問題解決の方法を見
つけていきます。「完璧な親
はいない」という趣旨のグ
ループワークです。

　子どもに関わる仕事やボ
ランティアをしたいと思って
いる人にウォーミングアップ
講座に参加していただき、実
際に保育園で子どもと接す
る体験をします。その後のボ
ランティア、育児支援などの
活動の幅が広がります。

「学びと体験」事業
はっぴぃ・まま つづきのWA! ボラ・サポ

●実施時期、開催場所などは、都筑区ホームページでご案内します●

一時保育

第２回第１回

対　象

区役所６階大会議室

日　時

会　場

申込み・問合せ
《受付》

午前10時～午後４時

申込方法

1歳～1歳6か月の子と保護者
45組  先着順

首がすわって～11か月の子と
保護者  45組  先着順

6月7日（金）
午前10時～10時40分

茅ケ崎南保育園

6月7日（金）
午前11時～11時40分

みどり保育園

5月17日(金)から電話かファクスで申込み（定員になり次第締切り）
※ファクスは、氏名・住所・連絡先・赤ちゃんの生年月日を明記。
1回の申込みにつき一組のみとさせていただきます。ご了承ください。
参加不可の場合のみ、後日連絡します。

941-2800
941-3768

943-1285
943-1228

都筑区ホームページ1 http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/

区が行っているさまざまなイベントや保育施設のご案内などを掲載しています。
市立保育園の交流保育・ランチ交流・育児講座などの詳細も、こちらでご覧ください。

つづきチルコロＭＡＰ3
ポポラや区役所2階19番窓口でお配りしている、子育て情報満載の地図です。ポポラの
ホームページからもご覧いただけます。
Ｐｏｐｏｌａのホームページ >>> http://www.popola.org/

問合せ先

●都筑区子育て支援センターポポラ
　　912-5135

　区内の子育てサークル、まんまるプレイパーク、市立
保育園の保育士さん、いろんなワザをもっている先輩
ママ、子育て支援センター、子育てひろばなど、いろん
な人が集まるイベントです。昨年も鴨池公園で行われ、
100組以上の参加者があり大盛況でした。サークルに
入りたい人はもちろん、区内の子育て情報を知りたい
人も楽しめるイベントです。

問合せ

　　  区役所２階20番（こども家庭支援課）　
 いずれも月～金曜日、
 午前8時45分～午後5時（正午～午後1時を除く）

　区役所では、赤ちゃんから思春期までのお子さんに
ついて気軽に相談できる窓口を設置しています。
　保健師、保育士、教育相談員、学校カウンセラーが皆
さんと一緒に考えます。

　　  5月21日（火）午前11時～午後3時
　　  《雨天時は翌日に順延》　
　　  鴨池公園まんまる広場／直接会場へ。

ママ友・パパ友つくりは？

食事について相談したい

子どもの遊び場、どこがある？

子育てについ
ての悩みを相談したい

所在地

所在地

開所日

費　用

開館日
休館日

4 都筑区子育て情報メールマガジン『つづき・おひさまメール』
月に１回都筑区の保育・子育てに関する情報を配信するメールマガジンです。
主に区内の市立保育園のイベントなどの情報を発信します。
ご登録はこちらから 検 索つづき　子育て情報

都筑区子育て支援センターＰｏｐｏｌａ2 中川中央一丁目1-3あいたい5階　　912-5135
子育てに関する情報を集めたり、相談をしたりしていただけます。お子さんと一緒に気軽に
お立ち寄りください。

日時

会場

同じようなタイミングで
越してきた人とお話できると、
いろいろと共感できることも
多くて楽しかったです

引っ越してから、
人と話すことが
少なかったので
楽しめました お友だちができれば、

都筑区での生活も
前向きにがんばって
いけそうです

　昨年参加
した

ママの声

佐江戸町1829　
　 516-9117
原則月～金曜日
午前10時～午後3時
登録料200円、
利用料1回200円

ＮＰＯ法人ホームズ都筑
「すくすくサロン」

所在地
開所日
費　用

南山田三丁目14-19　　593-4011
原則月～木曜日　午前9時30分～午後3時30分
登録料300円、利用料1回200円
フリーパス（1か月）1,000円 

ＮＰＯ法人りんぐりんく
親と子のつどいの広場「つづき」

所在地

開所日

費　用

仲町台一丁目20-11ヒルサイド303号室　
　 944-3554
原則月～木曜日　
午前9時45分～午後3時45分、
金曜日午後零時45分～3時45分
登録料300円、利用料1回200円、
フリーパス（1か月）1,000円

ＮＰＯ法人りんぐりんく
おやこの広場「ぷらっとカフェ」

予約
不要

948-2349（専用）

ある日の
アンケート
より

楽しそうにしている我が子をみて、
家でも一緒に踊ってあげたいと思いました！

ダンス･ダンス・ダンスに参加 

小さな子どもも楽しめる内容で、最後にお兄さんから
メダルをもらってすごくうれしそうでした。

運動会ごっこに参加

日程 会場 問合せ

5月 14日 （火）

5月 16日 （木）
5月 22日 （水）
5月 28日 （火）

大熊保育園（仲町台三丁目6-6）
茅ケ崎保育園（茅ケ崎南一丁目12-1）
中川西保育園（中川三丁目6-6）
茅ケ崎南保育園（茅ケ崎南五丁目11-3）
みどり保育園（荏田南一丁目9-1）

９４２-９８８４
９４１-２１７２
９１３-２０６０
９４３-１２８５
９４１-２８００

●おひさま広場のお問い合わせもこちらへ

●各施設に直接お問い合わせください

検 索都筑　おひさま　遊び

市立保育園５園

都筑区子育て支援センターポポラ（中川中央一丁目1-3あいたい5階　　912-5135） 5月 15日（水）・5月16日（木）
午前 10時30分～11時30分
5月 21日（火）  午前10時～正午
5月 15日（水）  午前10時～正午
5月 22日（水）  午前10時～正午
5月 17日（金）  午前10時～11時30分
6月 7日（金）  午前10時～正午
6月 7日（金）  午前11時～正午
5月 15日（水）  午後2時～3時30分

会場 予約 日時

要

不要
不要
不要
不要
要
不要
要

要予約

電話相談

面接相談

検 索都筑　一時保育

親子
で一緒

に

転入してきた
ばかりの人にも
おススメです！ 

こん
な事業

も

　ありま
す

＊参加料100円

親と子のつどいの広場　ぷらっとカフェ（仲町台一丁目20-11-303　　944-3554）
親と子のつどいの広場　すくすくサロン（佐江戸町1829　　516-9117）
親と子のつどいの広場　つづき（南山田三丁目14-19　　593-4011）
葛が谷地域ケアプラザ　子育てサロンきらきら（葛が谷16-3　　943-5951）
東山田地域ケアプラザ　遊びのおもちゃランド（東山田町270　　592-5975）
新栄地域ケアプラザ　つくしんぼサロン（新栄町19-19　　592-5255）
おひさまサロン都筑区役所（問合せ：茅ケ崎南保育園　　943-1285）

＊

つづきの子育て応援します！

子育てに
関する情報はどこで得られるの？

特集2

●　　　　　　　　平成25（2013）年 5 月号　／　都筑区版8 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成25（2013）年 5 月号　●9



●　　　　　　　　平成25（2013）年 5 月号　／　都筑区版10 都筑区版　／ 　　　　　　　 平成25（2013）年 5 月号　●11

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●

5/28（火）

マタニティさん向け  
かわいい刺しゅうのベビーグッズ（全4回）
6月6日・20日、7月4日・18日いずれも
木曜日、午前10時〜午後1時 　＊1回
の参加も可●市内在住、在勤で、妊娠
20週以上の体調が安定している人
16人 ●1回1,000円（7月4日は
2,500円）　＊作品は毎回異なります。　
●申込み 5月11日(土)から か
ちりめんで作るおてだま金魚
6月13日(木)午前10時〜午後1時●市
内在住、在勤、在学者25人 ●700円　
●申込み 5月11日(土)から か
「紙コップヘッドホン」
7月13日(土)午後1時30分〜4時30
分●市内在住、在学の小学4年〜中学2
年生24人 ●600円　
●申込み 6月29日(土)までに 、
年齢、学校名、保護者氏名を明記し
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/

☎ 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●

5/13（月）
6/10（月）

●申込み  行事は、5月11日（土）から
ジュニア体操1期（全６回）
6月11日・18日・25日、7月2日・9日・
16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）●
これからはじめる囲碁(全4回)
6月24日、7月1日・22日・29日いずれ
も月曜日、午後1時〜3時●先着20人

●2,000円（全回分）●  
横浜市スポーツ医科学センター 

「減量教室」出前講座（全3回）
6月27日、7月4日・11日いずれも木曜
日、午前10時〜正午●25人 ●1,000
円（全回分）●
親子くらぶ(全4回)
体操、読み聞かせ、ゲームなど●6月
26日、7月17日、8月28日、9月25日
いずれも水曜日、午前10時〜正午●１
歳〜未就園児と親20組 ●3,000円

（全回分）●
自分でできるネイルアート(全2回)
ネイルケアからネイルアートまで●6
月24日（月）、7月1日（月）午前10時〜正
午●20人 ●2,000円（全回分）●
ロビーコンサート
アンデス音楽の演奏(出演：ロス・サリリ
ス)●6月15日(土)午後2時開始●

☎ 912-6973　  912-6983
〒224-0001　中川二丁目8-1 

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

中川西地区センター ●休館日●

5/13（月）
6/10（月）

日本料理店の店主から習う 
和食のコツ（全2回）
6月6日(木)、7月4日(木)午前9時30
分〜午後零時30分●一般成人16人

 ＊子ども同伴不可●2,500円(全回
分、材料費含む)　●申込み 5月22日
(水)までに年齢を明記し か

謡と仕舞を楽しもう
謡曲・仕舞などの見学とお茶のサービ
ス●6月9日(日)午後1時〜4時●

お茶室サロン「古伊万里展示とお話」
6月4日(火)〜6月6日(木)展示：午前10
時〜午後3時● 　＊見学のみは無料。　
お話：各日午後1時30分〜2時30分
●各日10人 ●300円（茶菓子付き）　
●申込み 5月11日（土）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●

5/2（木）
5/16（木）
6/6（木）

創作「語りべ」 
語りと朗読の会「みちゆきさん」
創作の「語り」と「朗読」、尺八演奏●
5月25日(土)午後3時開始●
犬のしつけ教室
5月11日、6月8日いずれも土曜日、午前
10時開始●雨天中止●犬を連れて
布ぞうり編み教室
5月13日、6月10日いずれも月曜日、
午後1時〜4時●各4人 ●1,000円
●幅4㌢㍍、長さ50〜60㌢㍍の布を
40〜50本持参。　●申込み 前日まで
に か
古民家市
新鮮野菜の販売、簡単料理実演と試
食会も●6月3日(月)午前10時頃〜
なくなり次第終了●小雨決行●
親子読み聞かせ
5月15日(水)午前10時30分開始●
未就学児の親子10組程度●
和菓子作り教室
5月18日(土)午前10時〜正午頃●10
人 ●1,000円●持ち物は問合せを。　
●申込み 前日までに か
手打ち蕎麦を食べませんか
5月28日(火)午前11時30分開始●小雨
決行●限定30食 ●1人前500円●

☎ ・  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

野の花ウオッチング　野草を観察しよう
講師の話を聞きながら散策●6月1日
(土)午前10時〜11時30分●雨天翌
日順延●15人 ●300円　●申込み
前日までに か、 を明記し  

☎・  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
「ローザ・つづきく」バラまつり2013
コンサートや餅つき体験も●5月18日
(土)・19日(日)午前10時〜午後3時

【コンサート:5月19日（日）午後零時30
分開始】●雨天中止●円形広場●
第10回タケトンボマイスター
作ったタケトンボを飛ばして、滞空時
間を競います●5月19日(日)午 前
10時〜正午●雨天中止●レストハウ
ス集合●20人 ●500円　
●申込み 5月12日(日)までに
ネイチャークラフト作り
木の実・竹・葉などでおもちゃ・飾りを
作ります●5月19日(日)午前10時〜
午後3時（受付は午後2時30分まで）
●雨天中止●円形広場●
炭焼き体験(ばじょうじ谷戸炭焼き施設) 
無煙・無臭のハイテク炭焼きで 
初夏の自然体験
①6月8日（土）午前9時〜午後4時:炭
材作りと窯詰め　②6月15日（土）午
前8時〜午後10時:炭焼き　③6月22
日（土）午前9時〜正午:窯出し、まとめ

（都合のつく時間だけの参加も歓迎）●
雨天決行●ばじょうじ谷戸炭焼き施設

●18歳以上10人 ●1,000円（全3
回分。昼をはさむ活動日は昼食を提
供）　●申込み 6月1日（土）までに

☎・  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●

5/20（月）

リトミック
親子向けのリトミック体操です●6月
12日（水）・25日（火）・7月8日（月）午前
10時30分〜11時30分●未就学児と
保護者、各12組 ●1回一組300円　
●申込み 前日までに 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
「横浜丘の手ミュージカルスタジオ」
参加者募集
ドラマ、ボーカル、ダンスの3要素を学び
ます。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）
③日曜日クラス：午後1時〜2時　
④火曜日クラス：午後5時〜6時
③④とも月6,000円　
＊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

http://www.okanote-musical-studio.jp/
「劇団☆夢スタ」参加者募集（月3回）
活動日は問合せを●5月11日・18日・
25日の土曜日、午後3時〜5時（小学生
は午後4時30分まで）●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
Jポップからクラシックまで、大きな舞
台で歌います●5月15日（水）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●火曜日、午
後1時30分〜4時●1回500円●

☎ 912-5135　  912-5160
〒224-0003　中川中央一丁目1-3あいたい5階

 http://www.popola.org/

都筑区子育て支援センター
ポポラ

●休館日●

日・月曜日・
祝日

●申込み 行事は、5月11日（土）から
か

そうだポポラへいこう！
仲間づくりや子育て中のパパ、ママと
のおしゃべり会●5月25日(土)午前
10時30分〜11時30分●区内在住
で妊娠中の人10人 ●
子育てサポートシステム入会説明会
地域の中で子どもを預け預かることで、
地域ぐるみの子育てを応援します●
5月22日（水）、6月8日（土）午前10時
30分〜11時30分●入会希望者、各
10組 ●
じっくり相談
専門相談員による子育て相談●5月
18日（土）・22日（水）・31日（金）、6月7
日（金）・8日（土）午前10時〜午後4時
●未就学児と家族 ●
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●5月18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
と一緒に話そう●5月18日（土）午前
11時〜正午●未就学児と家族 ●

わんぱくホリデー 
「やさしいバドミントン教室」
6月1日(土)・2日（日）・8日（土）・9日(日)
午前9時30分〜11時30分●小学3
年〜6年生30人 ●800円(全回分。
保険代含む)　●申込み 5月11日(土)
午前10時から か、午後1時から 。
電話予約後、4日以内に来館。
わんぱくホリデー「おもしろ科学塾」
ジェットコースターを作ろう
6月22日(土)午後１時30分〜4時30
分●小学4年〜中学2年生24人 ●
1,000円(材料費)　●申込み 6月8日
(土)までに と学校名、学年を明
記し か か

http://www.tankenkobo.com/ 
プロから習うやさしいパンとお菓子
6月24日(月)午前9時30分〜午後零
時30分●12人 　＊子供同伴不可
●1,000円(材料費・保険代含む)　
●申込み 6月10日(月)までに
と年齢を明記し か

☎ 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●

5/13（月）
6/10（月）

子ども卓球教室Ⅱ（全3回）
6月30日（日）、7月7日（日）・7月13日

（土）午前9時20分〜11時20分●小学
3年〜6年生40人 ●1,200円（全回
分）●上履き、タオル、飲み物、（あれば）
ラケットを持参。　●申込み 5月30日

（木）から か
スイーツのはなし
家庭でも簡単にできるスポンジケーキ
の焼き方を実演します●7月2日(火)午
後1時〜3時30分●初めて参加する人
24人 　＊子ども同伴不可●700円
●筆記用具を持参。　●申込み 6月4
日(火)までに を明記し か
竹とあそぼう！
７月６日（土）午前９時３０分〜午後零時
３０分●年長〜小学３年生の親子１０組
●一組６００円●持ち物は問合せを。
●申込み６月７日（金）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●

5/13（月）
5/27（月）
6/10（月）

はなあそび「丸山純子展」
アートの展示●6月1日(土)・2日(日)午
前9時〜午後4時　＊5月28日（火）〜5
月31日（金）は公開製作●

オモヤカフェ
アート作品を見ながら●6月1日(土)・2
日(日)午前10時〜午後4時●コーヒー
など300円から●

手打ちそば講習会
講習と試食●6月22日(土)午前9時
30分〜午後1時●高校生以上32人

●1,000円●持ち物は問合せを。　
●申込み 5月11日(土)から か
はぎれ草履講習会
６月16日(日)午前9時〜正午●12人

●700円●持ち物の詳細は問合せ
を。　●申込み 前日までに か
楽しく着物を着ましょう
6月26日(水)午後1時〜3時●女性
15人 ●1,500円●持ち物は問合
せを。　●申込み 前日までに か
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☎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

発達に遅れのある子どもの育ちのヒント
講演会●6月12日(水)午前10時～正
午 ● かけはし都 筑（ 荏 田 東 四 丁 目
10-3）●60人 　●申込み 6月5日
(水)までに か、 を明記し
園芸講習会　寄せ植え・グリーンリース
5月29日(水)午後1時30分～3時30
分●8人 ●材料費1,600円　
●申込み 5月22日(水)までに か、

を明記し
おはなし会
大型絵本・わらべうたなど●5月23日
(木)午前11時30分～11時50分●未
就学児と保護者●

☎・  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

認知症予防講座 
「脳と心の不思議にせまる」（全3回）
自分の生活習慣を振り返ります●6月
15日：認知症について、6月22日：音楽
で認知症予防、6月29日：まとめ・そし
てこれから　いずれも土曜日、午前10
時～11時30分●20人 ●動きやす
い服装で参加。　●申込み 5月13日
(月)～6月10日(月)に か  

☎912-7777　  912-7781
〒224-0003 　中川中央 一丁目18-1

 http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

横浜市歴史博物館 ●休館日●

月曜日（祝日の
場合は翌日）

絵巻に触れてみよう　
収蔵資料展「博物館コレクション　絵
巻でみる江戸時代」（仮称）関連イベン
ト●６月８日（土）～７月７日（日）の毎週
土・日曜日①午前9時～11時30分　
②午後1時30分～4時●

☎ 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●

5/20（月）

思春期セミナー
子どもとの関わり方について考えます
●①6月23日(日)　②6月24日(月)
午前10時30分～午後零時30分　
＊各回同内容。パネルディスカッション
終了後に、個別相談可●思春期の子を
持つ保護者、各30人 　●申込み 5
月11日(土)～6月15日(土)に か
か、 と年代、応募動機を明記し

か か  

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

が谷地域ケアプラザ

誰でも簡単ヨーガ講座（全5回）
認知症予防や転倒予防●6月12日・26
日、7月10日・24日、8月28日いずれも
水曜日、午前10時～11時30分●25
人 ●2,500円(全回分)　
●申込み 5月13日(月)から  

☎ 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

介護者のつどい
①配食弁当の試食会：5月20日（月）午
後零時30分～2時　②つどい：6月11
日（火）午後1時30分～3時●各10人 　
●申込み 前日までに か  
プレママYOGAでママ友作ろう！
6月25日～7月16日の毎週火曜日、
午後1時30分～3時●初めての子を妊
娠中で、妊娠14週以上の安定期の人
15人 ●1回500円●持ち物は問合
せを。　●申込み 6月4日(火)午前10
時から か

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

加賀原地域ケアプラザ

ミニデイ和楽路　「しそジュース作り」
6月17日(月)午前10時～正午●65歳
以上20人 ●500円●エプロン・三角
巾を持参。　●申込み 5月20日(月)～6
月10日(月)に か

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

東山田地域ケアプラザ

ケアプラまつり
模擬店や健康チェック、小・中学生の演
奏も●5月12日(日)午前10時～午後
1時30分●雨天決行●

介護者のつどい
5月28日(火)午後1時30分～３時●区
内在住の介護者15人 　●申込み 前
日までに か  か、 を明記し
やっとく！ 知っ得！ 認知症予防（全10回）
毎回テーマを変えて実施します●5月
14日～平成26年2月11日（祝）の毎
月第2火曜日、午前●持ち物や集合時
間は問合せを●介護保険を受けてい
ない65歳以上18人 　●申込み 事
前に か  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●

5/27（月）

春の定期スポーツ教室7月～9月（全10回）
●申込み 各教室とも 、年齢を明
記し、 か か で5月25日(土)必着。
いずれも 。＊印は託児あり。（事前申
込制、有料） 。終了時間の表記のない
教室は全て1時間、詳細は か で。
▶大人向け（記載のないものは16歳以上）
◆火曜日（7月2日～9月10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～●50歳以上 
◆水曜日（7月3日～9月11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●午後１時10分～●50歳以上
◆木曜日（7月4日～9月12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太極拳●午後1時25分～2時
45分　⑭骨盤エクササイズ●午後1
時～1時50分
◆木曜日（7月4日～9月19日）
⑮社交ダンス（初級）●午後1時30分
～2時50分
◆金曜日（7月5日～9月13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カラダ☆メンテナ
ンス●午後2時15分～　㉑バドミント
ンナイト●午後7時～8時45分
◆金曜日（7月5日～9月27日）
㉒フラダンス●午後1時～
▶子ども・親子向け教室　＊詳細は問合せを。
◆火曜日（7月2日～9月10日）
㉓はじめての親子体操　㉔ジュニア体
操１　㉕苦手チャレンジ
◆水曜日（7月3日～9月11日）
㉖わくわく親子体操　㉗幼児体操１　
㉘幼児体操２
◆木曜日（7月4日～9月12日）
㉙ベビー体操(はいはい）　㉚ベビー体
操(よちよち) 
◆金曜日（7月5日～9月13日）
㉛うきうき親子体操　㉜～㉞横浜FC
サッカースクール(S・M・Lクラス)　
◆金曜日（7月12日～9月20日）
㉟～㊲こどもバレエ（アリス・マーメイド・
シンデレラ）
◆土曜日（7月6日～9月14日）
㊳ジュニア空手道
◆土曜日（7月6日～9月21日）
㊴親子リトミック

このほか、ワンデー教室もあります。
詳しくはお問い合わせください。

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 

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

男女共同参画センター横浜北

女性のための再就職準備講座 
「ルトラヴァイエ」 【全6回】
就職・転職のプランニングなど●6月
4日(火)・6日（木）・7日（金）・11日

（火）・13日（木）・14日(金)いずれも
午前9時30分～午後零時30分●再
就職・転職をめざす女性20人 ●
5,000円(職業興味検査料として、
別途500円が必要)　
●申込み 5月11日(土)から か、

と年代を明記し
【一時託児あり】講座申し込み後、開
催日4日前の午後5時までに、子ども
の部屋（ 910-5724)へ 。有料。
＊参加費等の免除制度あり。詳細は
問合せを。

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

あざみ野マルシェ
新鮮野菜やスイーツなど、1日限定
の市場（マルシェ）●5月25日（土）午
前10時～午後4時●
Welcome！ ロビーコンサート
5月12日（日）：出演（ピアノ：飯田 彰
子、片野 敦子、トランペット：森崎 美
穂、フルート：礒部 友美）、5月26日

（日）：出演（バリトン：井田光一）●い
ずれも正午開始●

●休館日●

5/27（月）

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

※詳しくは　 、５月１日から区内公共施設等で配布するチラシをご覧ください。

●問合せ　つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）
　 914-7171　　914-7172
　 my-plaza@tsuzuki-koryu.org
　 http://tsuzuki-myplaza.net/

　JICA、国際協力機構の青年海外協力隊員が撮影したボツワナの人々
や、現地の女性たちの手仕事（グリーティングカード作り）、町で出会った
子どもたちなど、生き生きと生活するボツワナの今を紹介します。

～ボツワナの未来を担う～

●第5回アフリカ開発会議（TICAD Ⅴ）パートナー事業●

◆ボツワナ共和国を知っていますか？◆

 5月26日(日)～6月2日(日)
つづきMYプラザ／
在日ボツワナ大使館、JICA

日程
会場
協力

体験型セミナー

時空を超えて
ボツワナとつながろう
●5月26日（日）●

午後1時30分～3時30分
●ボツワナの料理を味わう
●インターネットを通じてボツワナと話す
＊申込み方法などは問合せを。
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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。＊

●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 ５月２８日、６月１１日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ５月３０日、６月１３日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ５月２３日、６月６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１０月出産予定の人
　→６月７日（金）・１４日（金）・１７日（月）・２８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。

６月１１日（火）乳幼児 午前９時３０分～１０時３０分　
　　　　　 妊産婦 午前９時１０分
６月２６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 ５月２０日 （月）・２３日（木）、６月５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
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

第12回花散歩フォトクラブ写真展
自然に咲く花を撮影した写真約70点を
展示します／5月15日（水）～5月21日
（火）／区総合庁舎1階区民ホール／
●問合せ　鈴木　 933-0598
第13回チャリティーバザー
ボーイスカウト体験、模擬店など／5月
12日（日）午前10時30分～午後3時30
分　＊雨天時は5月19日（日）に順延／
地下鉄センター北駅前広場／
●問合せ　ボーイスカウト横浜第132団　
佐野　 090-7344-6736
2012都筑motto　いきいき元気プロジェクト
活動報告会
都筑区が魅力にあふれるまちであり続
けられるように活動をしているグループ
が発表します／5月19日（日）午後1時30
分開始／ショッピングセンターあいたい
3階イベント広場（センター北駅ビル
内）／ 　●問合せ　事務局（㈱横浜
都市みらい内）　 943-2465
（平日午前9時30分～午後5時30分）

ガイドと共につづきを歩こうNO.14 
国重要文化財「関家住宅」と都筑にある
古い民家を訪ねる
5月18日（土）受付：午前8時30分～9時　
＊雨天決行／地下鉄センター北駅集合
～都筑民家園～茅ヶ崎城址公園～
関家住宅～せせらぎ古民家～地下鉄
仲町台駅　＊高低差あり。約7㌔㍍／
全行程を歩ける人100人 ／300円　
申込み参加者全員分の と年齢、
「広報を見た」と明記し、 か か 。
5月14日（火）必着。
●問合せ　都筑をガイドする会　大橋　
090-9088-0286　

〒224-0029　南山田二丁目24-6-717
「都筑をガイドする会　No.14係」　
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp　
http://tzkgd.com/　

豊かな言葉の世界を楽しもう 
わらべうた講習会　第4回　秋のまき
四季に合わせて開催。全4回の最終回で
す／6月20日（木）午前10時～正午／か
けはし都筑／30人 　＊第3回参加者
優先、保育なし／500円　申込み 5月

13日（月）から か、氏名と を明記
し 　●問合せ　つづきっこ読書応
援団　洪（こう）　 ・ 942-3039（午
前10時～午後6時）
第36回都筑区民 
硬式ワンデーミックス大会
6月1日（土）・9日（日）・30日（日）／都田
公園／詳細は で。　申込み 5月11日
（土）～5月17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://wwwb.ocn.ne.jp/~tudukit/

第４回都筑想続塾 サザエさんで学ぶ相続対策
相続税の改正に向けて、ポイントを学
びます／5月15日（水）午前９時４０分
～１１時４０分／都筑公会堂第２会議
室／４０人 ／１，０００円　申込み
か、 を明記し か 　
●問合せ　山下　 ・ ５１１-７３９９　
info@keika.jpn.org

フリーマーケット出店者　大募集！
今年も第17回東京都市大学横浜祭で
フリーマーケットを開催します／6月1日
（土）・2日（日）正午～午後4時／東京都
市大学　横浜キャンパス（地下鉄中川
駅下車6分）／各日70組 ／１区画

500円　申込み 5月11日（土）～5月24
日（金）に か、 と希望出店日
（両日も可）、出店品の種類、車両の有
無、あれば を明記し、 か か
●問合せ　〒224-8551　牛久保西三
丁目3-1　第17回横浜祭実行委員会　
酒巻　 080-5673-7062　 910-2539　
furima17tcu@gmail.com

卓球スクール（全10回）　参加者募集
6月3日・10日・17日、7月1日・8日・23日
（火）・29日、8月5日・12日・19日の原則月
曜日、いずれも午後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 5月13日（月）
～5月28日（火）に か、 と年齢、
性別を明記し 　●問合せ　都筑区
卓球協会　阿部　 ・ 593-9904
東山田小学校はまっこふれあいスクール
アシスタント募集
子どもが大好きで走り回れる健康な
人、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／週2
～3回、放課後～午後6時頃／東山田
小学校内／大学生以上で、平日と月2
回土曜日に勤務可能な人（相談可）　
申込み か、 と年齢を明記し
。受付後、面談します。　●問合せ　

東山田小学校はまっこふれあいスクール　
小山　 ・ 594-4859

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 ５月１６日・２３日・３０日、６月６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

５月１４日（火）午前、５月２９日（水）午後、６月１１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 ５月１４日（火）午前、６月１１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

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

※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（忘れた場合は受診できません）。




