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人口…207,869人（平成２5年2月１日現在・前月比107人増）
世帯数…78,342世帯（平成２5年2月１日現在・前月比56世帯増）
交通事故発生件数…62件
死者1人／負傷者76人（平成２5年１月１日～1月31日）

火災発生件数…11件（平成２5年１月１日～1月31日）

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/
http://twitter.com/tz_yokohama
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＊別刷りもあります＊

検 索都筑 見どころ一覧
●都筑区役所ホームページ

●交通局発行のグリーンライン沿線情報誌
  「横浜丘の手 ぐるっと2013.春号」（市営地下鉄各駅で配布）でご覧いただけます。

●今回紹介できなかった“見どころ”は…

スポット

歴史歴史歴史歴史

都筑区内には、豊かな水と緑に囲まれた公園や緑道などの自然あふれるスポットや、
史跡や文化財にふれることができる歴史スポットなど、“見どころ”満載です。
今回は、今年開業５周年を迎える市営地下鉄グリーンラインに注目し、区内の各駅近く
の見どころを紹介します。つづきの春を探しに、出掛けてみませんか？

スポットスポット

自然自然自然自然

スポットスポットスポット

自然自然自然自然

スポット

歴史歴史歴史歴史

山田神社
中原街道沿いの階段を上

り、長い参道を抜けた先にあ
る山田神社本殿。江戸時代末
期に建てられたと伝えられる
本殿は、龍や鳳凰など精巧な
彫刻が施され、市の有形文化
財に指定されています。
（南山田町3795）

スポット

歴史歴史歴史歴史

大塚・歳勝土遺跡公園
弥生時代の国指定史跡「大塚・歳勝土」遺跡を、

復元整備した公園です。竪穴式住居や方形周溝墓な
どが復元されています。また、公園内には、江戸時代
の民家を復元整備した、市指定文化財「都筑民家
園」もあります。（大棚西1）

やま  た

川和八幡神社
明治時代に都筑郡役所が

置かれていた、川和町の氏神
として祭られている川和八
幡神社。春には、参道や境内
に100本近い桜が咲き、春の
名所になっています。
（川和町2388）

かわ  わ  はちまん
スポットスポット

自然自然自然自然
川和富士公園
港北ニュータウン事業により再現整備さ

れた、富士塚がある公園です。現在、公園の
再整備工事中で、３月末に完了する予定で
す。晴れた日には、富士塚の山頂から富士山
など遠くまで見渡せます。（富士見が丘20）

かわ わ  ふ じ

山田富士公園
「山田富士」は、江戸時代に富
士山信仰の山として築かれた富
士塚です。現在は公園として整
備され、桜の名所として親しまれ
ています。（北山田一丁目4）

やま  た
おおつか さいかち  ど

ふ じ

茅ヶ崎城址公園
中世の城郭「茅ヶ崎城」の土塁

（どるい）、空堀（からぼり）などを
保存し、歴史公園として整備した
茅ヶ崎城址公園。眺めも良く、春に
は桜も楽しめます。
（茅ケ崎東二丁目25）

ち が さきじょうし

▲工事前の写真です。

◀都筑区マスコット
キャラクター
「つづき あい」

江川せせらぎ緑道
春には、桜とチューリップが岸辺を飾り、華や
かな光景を楽し
むことができま
す。江川せせら
ぎ緑道は、地元
の水辺愛護会に
より守られてい
ます。

え  がわ

検 索都筑 見どころ 江川

「折本町」「前耕地」「東方町」の
いずれかから徒歩３分
（センター南駅、仲町台駅から乗車）
「新開橋」から徒歩５分
（仲町台駅、新横浜駅から乗車）

など
このほか詳しい交通案内は、区ホームページで。

交通

 ☎ ９４８-２２２１～２２２３
９４８-２２２８

問合せ

市営バス３１０

市営バス３0０

◀都筑区マスコット
キャラクター
「つづき あい」

緑に囲まれた公園や緑道などの自然あふれるスポットや、都筑区内には、豊かな水と緑に囲まれた公園や緑道などの自然あふれるスポットや、緑に囲まれた公園や緑道などの自然あふれるスポットや、

つづきの に会いに行こう！

問合せ 検 索横浜市交通局交通局 観光企画課 ☎326-3846 322-3911

広報相談係

スポットスポット

自然自然自然自然

東山田駅から徒歩１0分交通

北山田駅から徒歩5分交通

川和町駅から徒歩９分交通

都筑ふれあいの丘駅から徒歩１0分交通

センター南駅から徒歩１０分交通

センター北駅から徒歩7分交通

市営地下鉄グリーンラインは、今年３月３０
日で開業５周年を迎えます。日頃の感謝を込
めて、記念イベントを開催します。ぜひ会場
へお越しください。

グリーンラインと同じ５歳の子ども駅長が登場します。お楽しみに！

グリーンライン開業５周年をお祝いする巨大アートを作りましょう。

山田富士▶
山頂からの眺め
も良好です。  

出掛けてみませんか？

た公園です。竪穴式住居や方形周溝墓な
どが復元されています。また、公園内には、江戸時代
の民家を復元整備した、市指定文化財「都筑民家

▲工事前の写真です。

グリーンライン開業５周年周年周年記念イベント

川和富士公園の
完成が楽しみです♪

弥生時代に
タイムスリップした気分に

なれるかも!?

見どころでは、
マナーを守ってご利用ください。
公園など、駐車場はありません。
公共交通機関をご利用ください。

（市営地下鉄各駅で配布）でご覧いただけます。（市営地下鉄各駅で配布）でご覧いただけます。

東山田駅北山田駅

センター
北駅

センター
南駅

▲工事前の写真です。
▲工事前の写真です。

山田富士▶

も良好です。  

●「５歳のちいさな一日駅長」任命式

●ペットボトルキャップで巨大キャップアートを作ろう！ 参加自由

グリーンラインの駅長と記念写真を撮りませんか。

●駅長と記念写真を撮ろう

午前10時～午前10時30分時間

午前11時～午後3時時間

午後１時30分～午後2時30分時間

当日、先着順

ちょっと足を延ばして…

当日、グリーン（緑色）の服や小物を
身に付けて来場された先着500人に、
ノベルティグッズをプレゼント！

至 日吉▶

◀至 中山
川和町駅

都筑
ふれあい
の丘駅

午前10時～午後３時

３月３０日（土）開催日時

市営地下鉄センター南駅会場
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共通  〒、住所、氏名、電話・FAX番号 電 電話 F ファックス ハ ハガキ
往 往復ハガキ 返 返信用 ハガキ持参 窓 窓口 E Eメール
HP ホームページ 直 当日直接 先 先着順 抽 抽選

＊＊＊ 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。＊＊＊

●都筑図書館の休館日●
3月18日（月）、4月15日（月）

●都筑公会堂の休館日●
3月18日（月）、4月15日（月）

ふれあいの丘連合自治会は、平成２０年
に川和地区連合町内会から、ふれあいの
丘駅周辺の六つの自治会が分離独立して
結成された約２，８００世帯の連合組織で
す。通称「丘連」と呼んでいます。
昭和５８年、港北ニュータウン第１期転入

居住者で作られた自治会から、平成１６年に完成した大型集合住宅の
自治会まで、他の連合組織と比べると比較的新しい住民によって構成

されています。全世帯のうち約４５パーセントが５０歳以下の若い世代で占めていること
も特徴で、平均年齢は３４．８歳となっています。

それだけに、幅広い会員層を意識し、自治会の運営は『総会・毎月の定例会や事業推
進の準備会合、それに行政と共同主催の会合についても、一つ一つ丁寧に議論を積み
重ね、手を抜かないで全員が納得した内容で進めること』を基本としています。
また、ふれあいの丘地域の特性を考

え、規約に『地域活動に密接に関係す
る市民団体との連携・支援』を明記し、
連合の会合に各自治会役員と一緒に
関係団体代表にも出席してもらってい
ます。
日常の連合自治会運営は、役員の負
担の分散と効率化を図るため、副会長
３人と事務局長制を取り入れ、それぞ
れの単位自治会活動を優先しながら、
この地域全体の住民に受け入れられる連合自治会活動が出来るよう、役員の研修も積
極的に行っています。

柚木荏田南連合自治会は平成２１年１０
月４日に、先輩連合自治会や都筑区役所
等の支援を受け、荏田南四丁目自治会・
荏田南五丁目自治会・荏田南町自治会の
３自治会の合意により設立した、都筑区で
最も新しい連合自治会です。
都筑区の西に位置し、荏田南四丁目自治会と荏田南町自治会は青

葉区と境を接しています。年齢構成については、荏田南四丁目自治会
は都筑区の平均年齢（３９歳）とほぼ同じですが、荏田南五丁目自治会は若く、逆に荏田
南町自治会は高齢化が進んでいて、まるで原宿と巣鴨が同居しているような連合自治
会で、会員世帯数は１，０００世帯弱です。
連合自治会設立を機に、健康の喜びと地域の皆さまとの交流と会員相互の親睦を

図り絆を深めることを目的とした夏まつりを、地域の小・中・高校をはじめ各種団体等か
ら協賛をいただき盛大に開催しています。ほかにも
ウオーキング、どんど焼の支援などを行っています。
市街化調整区域内にある荏田小学校では米作

り、さつまいも作りを行い、一昨年はもち米２０キロ
グラムを被災地の福島県相馬市の小学校に贈り大
変感謝されたそうです。耕地面積は約２，０００平方
メートルで、地域の人のご厚意で荏田小学校が借り
ています。地域の皆さまのご協力のもと、子どもたち
が自分たちの手で何日もかけて田植えを行い、出来
たお米は学校行事にも使われます。昨年のお米の収穫は７００キログラム強でした。
このほか、都筑区災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」を推進し、災害弱者も
安心して暮らせるよう努めています。
自治会未加入の人も、次の世代に誇れるまちづくりを我々と一緒に始めませんか。

ふれあいの丘連合自治会 柚木荏田南連合自治会

自治会町内会の加入に関する問合せ  地域力推進担当 ☎948-2474 948-2239 都筑区 自治会町内会 検 索

仲町台

北山田

センター北

センター南

東山田

中川

川和町

都筑
ふれあいの丘

ふれあいの丘
連合自治会

仲町台

北山田

センター北
センター南

東山田中川

川和町
柚木荏田南
連合自治会

都筑
ふれあいの丘

複数の自治会町内会が集まり、
幅広い活動を行っている連合町内会自治会。
区内にある15の地区連合町内会自治会を、順番に紹介します。

若い世代が多い連合組織です 次世代に誇れるまちづくりを目指しています

都筑図書館から
◆定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。
日時 3月27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／ 直
◆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 4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。 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
先 ＊2歳未満の子は入室できません。
申込み 3月28日（木）午前9時30分か
ら電か 窓
●問合せ 都筑図書館
☎948-2424 948-2432

ママと赤ちゃんのための
健康講座
ママのための食事の話と2回食を目安
にした離乳食の試食、赤ちゃんと遊び
ながらのシェイプアップ体操を行います
（二日間で1コース）。

日時 4月17日（水）・4月23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 先 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、3月26日（火）午前
10時から 電
●問合せ 健康づくり係
☎948-2350 948-2354

＊この連載記事は、各地区連合町内会自治会からご提供いただいています。

第11回

ふれあいの丘連合自治会
会長 井上 晴彦

谷戸田の自然・景観保全のため、水田
作業や農作業に参加してみませんか。
里山の学習会も行います。
日程 4月から、月3～4回程度（主に土
曜日） 会場 緑区新治町「旭谷戸」奥
（緑区新治町1058付近）の水田

対象 市内在住者 会費 年1,000円
申込み 共通と年齢、Eメールアドレス
を明記し ハ か F か E で、にいはる里
山交流センター「新治谷戸田を守る会」
担当（〒226-0017 緑区新治町887
☎931- 4947 937-0898

info@niiharu.jp）へ。
3月31日（日）必着。
●問合せ 北部農政事務所 農業振興担当
☎948-2481 948-2488

水田保全ボランティア会員募集
（新治谷戸田を守る会）

まちの成り立ちや防災性能と、横浜で
の震度7の地震について考えます。
講師：山路清貴氏、佐藤榮一氏。
日時 3月20日（水・祝）午前9時30分
～正午 対象 一般60人先
会場・申込み 仲町台地区センター
（☎943-9191）へ、3月19日（火）まで
に電か 窓
●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
「地域の防災力」東日本大震災に
学ぶ～震度7の実態報告！

3月下旬から4月上旬は引っ越しシーズンにあたり、区役所窓口が大変混雑します。
そのため、第2・第4土曜日の開庁に加えて3月30日（土）も臨時開庁し、一部の業
務を行います。取扱業務の詳細は HPか、各担当へお問い合わせください。
3月の土曜開庁日時 3月9日（土）・3月23日（土）・3月30日（土）いずれも午前9時～正午

知知知っっってて知って 実実実践践践しししよよよううう！実践しよう ！学学学んんんんでで学んで

つづき プロジェクト
暮らしの中で感じる課題の解決や、地域の活性化に取り組む人を応援します。みん

なで都筑について学び、プロジェクトを立ち上げ、区民に向けて発信してみませんか。

検 索つづき芽生え

●時間●原則、午前９時３０分～正午 
●会場●区役所内の会議室 ほか
●対象●区内在住で、１年間通して参加
 できる人３０人
 ＊２歳以上の未就学児を対象とした
   保育もあります。

 チラシ（区役所５階５２番窓口、区役所１階都筑区民活動センターで配布）
か、  をご覧の上、お申し込みください。３月１１日（月）～４月２３日（火）必着。

問合せ

先着順

区民活動係 ☎９４８-２２３４ ９４８-２２３９

つづき プロジェクト

HP

地域について知ろう（５月上旬から４回程度）
▼

企画方法について学ぼう（６月下旬から３回程度）
▼

プロジェクトの実施（９月～２月に３回程度）
▼

ふりかえり（１１月と３月の２回）

申込み

流れ

参加者募集

取組テーマ●まちづくり、防災・減災、子育て・青少年

柚木荏田南連合自治会
会長 小島 宏一

最終回

注 平成25年4月以降に実施する事業は、今後、横浜市議会の平成25年度予算議決後に確定します。

    横浜市緑の協会
☎228-9435 641-0821

横浜市では、出生・入学等を祝して記念
の苗木を差し上げています。
３月までの申込分は６月頃お渡しします。
詳しくは問合せを。

検 索人生記念樹 緑の協会

問合せ

人生記念樹

▲丘連祭の様子です

▲荏田小学校での米作りの様子です

  ●区役所窓口の土曜開庁・臨時開庁● 土曜開庁 都筑区 検 索

土曜開庁担当課・問合せ 取扱業務

戸籍課 ☎948-2255 948-2259 住民異動の届出、印鑑登録、
戸籍の届出など

保険年金課 ☎948-2334 948-2339 国民健康保険、国民年金など

こども家庭支援課 ☎948-2320 948-2309 児童手当、母子健康手帳の交付
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共通  〒、住所、氏名、電話・FAX番号 電 電話 F ファックス ハ ハガキ
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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。＊＊＊

☎ 941-8380  942-3979
〒224-0062 葛が谷2-1

都筑センター ●休館日●

3/26（火）

わんぱくホリデー「紙のマジックワーク」
不思議な輪を切る実験と、パタパタ絵
本作り●5月18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 抽 ●500円
申込み 共通と年齢、学校名、保護者氏
名を明記し、F か HP でおもしろ科学
たんけん工房（ FAX 941-2362 久保
田方 URL http://www.tankenkobo.com/）
へ。5月4日（土・祝）必着。

☎ 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●

3/11（月）

春の寄せ植え講習会
花屋さんから習う春の花を使ったお
しゃれな寄せ植え●4月24日（水）午前
9時30分～11時30分●成人10人先
＊子ども同伴不可●2,500円（材料費）
申込み 3月25日（月）～4月10日（水）

に 電か 窓  

☎ 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●

3/11（月）

申込み 要申込行事は、4月5日（金）まで
に共通とイベント名、希望コースを明記
し 往（消印有効）か 返
パワーヨガ1期（全10回）
5月7日～7月9日いずれも火曜日、
A:午前9時15分～10時15分、B:午前
10時30分～11時30分●各60人 抽
●2,800円（全回分）●要申込

親子体操1期（全10回）
5月10日～7月12日いずれも金曜日、
Ａ：午前9時30分～10時30分 Ｂ：午
前10時40分～11時40分●1歳8か
月以上の未就園児と親、各40組 抽 ●
一組3,500円（全回分）●要申込（年齢と
子の名前・月齢も明記）
おはなしのはなたば
紙芝居・絵本・パネルシアター●4月18
日（木）午前11時～11時30分●未就
園児と親25組程度● 直

ロビーコンサート
演目：広井顕真「歌の宅配便」●4月13
日（土）午後2時開始● 直

☎ 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●

3/11（月）

1・2歳児の親子遊び（全6回）
音楽に合わせて親子のふれあいを楽
しみます●4月25日～7月11日いず
れも木曜日、A（1歳児）：午前9時30分
～10時25分 B（2歳児）：午前10時
40分～11時35分●親子各20組 抽
●2,100円（v全回分）●動きやすく、は
だしになれる服装（ストッキング不可）で
参加。 申込み 共通と子の氏名、性別、
生年月日を明記し 往か 返。3月25日

（月）必着。
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●4月3日（水）①3歳未
満の子：午前10時30分～11時 ②3歳
～小学生：午前11時～11時30分●各
25組 先 ＊未就学児は保護者同伴。
申込み 3月13日（水）から電か窓

担当：岡本 ☎941-3608
URL http://www.okanote-musical-studio.jp/

「劇団☆夢スタ」参加者募集（月3回）
3月16日・30日、4月6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●要申込

都筑少年少女合唱団で輝こう
Jポップからクラシックまで。大きな舞台
での発表もあります●毎月第2・4水
曜日、午後6時～7時30分●小・中学生
●月2,000円●要申込

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●要申込

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

 http://www.e-kusabue.org/

つづき地域活動ホーム くさぶえ

くさぶえでリラックス
楽器演奏やアロマでリラックス●3月
20日（水・祝）午後1時30分～3時30分
●身体障害がある中学生以上の人6人
先●100円 申込み 3月13日（水）ま
でに電 か、共通を明記し F

おはなし会
わらべうたを中心としたおはなし会で
す●3月28日（木）午前11時30分～
11時50分●未就学児と保護者● 直

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

加賀原地域ケアプラザ

ちびっこのお部屋「保育士さんと
たくさんおしゃべりしよう」
3月21日（木）午前10時～正午●未就
園児と親● 直

☎ 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
福祉用具やオムツの基礎知識●3月
19日（火）午後１時30分～３時●介護を
している人10人先 申込み 前日まで
に電 か 窓

☎ 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

そうだポポラへいこう！
仲間づくりや子育て中のママ・パパと
のおしゃべり会●3月26日（火）午前10
時30分～11時30分●区内在住の妊
娠中の人10人 先 申込み 3月12日

（火）から電か 窓

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、地域ぐるみで子育てを応援します
●3月27日（水）、4月13日（土）・4月
24日（水）いずれも午前10時30分～
11時30分●入会希望者、各10組 先
申込み 3月12日（火）から電 か 窓

じっくり相談
専門相談員の子育て相談●3月23日
（土）・3月27日（水）いずれも午前10時
～午後4時●未就学児と家族 先
申込み 3月12日（火）から電か 窓

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●3月16日（土）午前
10時～午後4時●未就学児と家族●直

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
と話そう●3月16日（土）午前11時～
正午●未就学児と家族 先
申込み 3月12日（火）から電か 窓

公園であそぼう
3月28日（木）午前10時30分～正午頃
●雨天時は4月4日（木）に延期●ききょ
う公園（中川五丁目10）● 直

☎・  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 要申込行事は、共通と申込者全
員の氏名・年齢を明記し、往か E か HP

春の野草の観察会と野草料理
4月7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
抽 ●300円 申込み 3月31日（日）ま
でに要申込

田畑作業体験「サトイモの植付け」
4月6日（土）午後1時～4時●ばじょうじ
谷戸休憩所集合●30人 抽
申込み 3月30日（土）までに要申込

炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
無煙・無臭のハイテク炭焼き
里山の間伐材で炭焼きをします。作業
は三日に分けて実施●4月13日（土）午
前9時～午後4時：炭材作りと窯詰め、4
月20日（土）午前8時～午後8時：炭焼き、
4月27日（土）午前9時～正午：窯出しと
炭材作り（都合のつく時間だけの参加も
歓迎）●雨天決行●18歳以上10人抽
●1,000円（三日分。昼をはさむ活動日
は昼食付き） 申込み 4月6日（土）まで
に要申込

☎ 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●

3/25（月）

ワンデープログラム
申込み 各プログラムとも当日受付。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）。動きやすい服装で、
室内靴、タオルを持参。詳しくはHPで。
＊印は託児有り（事前申込制、有料）。
▶フィットネスタイム

（終了時間の記載のないものは50分間
●16歳以上40人先●1回500円）
◆月曜日（3月11日・3月18日、4月8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～午後零時40分
◆火曜日（3月12日・3月19日、4月9日）
④ソフトエアロ●午後零時20分～
◆水曜日（3月13日、4月10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（3月15日・3月22日）
⑦＊ズンバ45●午前10時35分～11
時20分
◆土曜日（3月16日・3月23日）
⑧エアロビクスボクシング●午前10時～ 
▶スポーツタイム（全て90分間）
◆第1・3火曜日（3月19日）
⑨バスケットボールタイム●午後7時
15分～●50人 先●600円
◆第2・4火曜日（3月12日、4月9日）
⑩バレーボールタイム●午後7時15
分～●24人 先●500円
◆土曜日（3月16日・3月23日）
⑪フットサルタイム●午後9時～●50
人 先 ●600円
▶子ども・親子向けプログラム
◆土曜日（3月16日・3月23日）
⑫バスケットボールクリニック●午前9
時15分～10時45分●小学生50人
先●600円
⑬親子リトミック●午前9時30分～
10時30分●1歳6か月以上の未就学
児と親15組 先●一組800円

☎ 594-1723  594-2019
〒224-0028 大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

3/11（月）
3/25（月）
4/8（月）

手打ちそばを食べよう
打ちたてのそばが食べられます●4月
20日（土）正午集合●50人 先●500
円 申込み 3月12日（火）から電 か 窓

はぎれ草履講習会
4月21日（日）午前9時～正午●16人
先 ●700円 ● 持 ち物 は問 合 せを。
申込み 前日までに電 か 窓

楽しく着物を着ましょう
4月24日（水）午後1時～3時●女性限
定15人 先●1,500円 申込み 前日
までに電 か 窓

楽しい竹林講座
竹林の整備についての講座、間伐作業
●4月14日（日）午前10時～正午●20
人 先●300円●動きやすい服装で参
加。 申込み 3月12日（火）から電 か 窓

お茶室カフェ
3月30日（土）・31日（日）午前10時～午後
4時●コーヒー、抹茶など300円～● 直

いろり端おはなし会
協力：かたらんらん●3月18日（月）午前
11時～11時30分● 直

南京玉すだれ
3月23日（土）午後2時～4時●直

土曜しの笛コンサート
毎週土曜日、午前11時～11時30分●直

☎ 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●

3/7（木）
3/21（木）
4/4（木）

和菓子作り教室
3月16日（土）午前10時～正午●雨天
中止●10人 先●1,000円●エプロン、
三角巾、タオル、持ち帰り用容器を持
参。 申込み 前日までに電 か 窓

古民家市
野菜等の販売、シェフが作る簡単料理
実演と試食会も●4月1日（月）午前10
時～午後1時●小雨決行●直

お花見コンサート
箏（こと）・尺八のコンサート●4月7日
（日）午前11時～午後零時30分頃●雨
天決行●直

☎・  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 要申込 行事は、事前に 窓 か、
共通と年齢を明記し、F か E

「横浜丘の手ミュージカルスタジオ」
参加者募集
質の高い舞台芸術の制作・上演を目指
します。ドラマ、ボーカル、ダンスの3要素
を学びます。詳細は HP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
◆キッズコース（6～12歳の児童）●
①日曜日、午後1時～2時 ②火曜日、
午後5時～6時●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 要申込 か、担当へ 電

講座・イベント情報は、
各ホームページで。
男女共同参画センター横浜北
☎ 910-5700  910-5755
フォーラム 横浜 検 索

横浜市民ギャラリーあざみ野
☎ 910-5656  910-5674
市民ギャラリーあざみ野 検 索

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 

●休館日●

3/25（月）
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●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 ３月２６日、４月９日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ３月２１日、４月１１日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ３月２８日、４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８月出産予定の人
→４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。

４月10日（水）・４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

予約不要

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 ３月１４日（木）・３月２８日（木）、４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

３月８日（金）午前、４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。

予約制

予約制

＊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。

問合せ  健康づくり係  ９４８–２３５０  ９４８–２３５４
便細菌検査・
ぎょう虫・寄生虫
卵検査

３月4日・１１日・２５日いずれも（月）午前９時～１０時
受付 区役所1階健診室内13番／給食従事者などの検査
※事前に、検便容器などを取りに来てください。
※ 横浜市内各区役所での検査は平成25年3月31日をもって終了す

る予定です。
詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

エイズ検査 ３月１４日・２１日、４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

３月２２日（金）午後、４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 ４月９日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

麻しん風しん（MR）
予防接種の
ご案内

平成２５年３月現在、中学１年生・高校３年生相当及び平成２５年４
月に小学校１年生となる、麻しん（はしか）の予防接種を２回受け
ていないお子さんは、無料で接種を受けられる期間が平成２５年３
月３１日までです（４月以降は有料です）。早めに接種を受けましょう。

がん検診
無料クーポン券の
ご案内

平成２４年度の対象者に送付した子宮がん・乳がん・大腸がんの
無料クーポン券は、有効期限が平成２５年３月３１日となっていま
す。まだ使用していない人はお早めにご使用ください。

有 料

予約制

予約制

予約制

詩吟を楽しみませんか
初心者大歓迎／月1回金曜日／都田小
学校コミュニティハウス／3か月1,000円
申込み 事前に電で、随時受付。
●問合せ 詩吟を楽しむ会 上田
☎511-7472

英会話を楽しく学んでみませんか
アメリカ人のMary高岡さんが教えま
す。どなたでも歓迎／毎週水曜日 ①
初級：正午～午後零時45分 ②中級：午
後零時45分～2時／横浜ニューライフバ
プテスト教会／会費無料 申込み 事前
に電か、氏名・電話番号を明記し E
●問合せ 伊藤 ☎080-6623-2312
qqzn4ged@water.ocn.ne.jp

都筑ミックスオープンバドミントン大会
4月7日（日）午前8時～／都筑スポーツセ
ンター／種目：一般1部～3部、40代、50
代、60代以上（全6種目）／高校生以上
160組 先／一組2,400円 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、区内各地区センターで配布
する申込書に記載。3月24日（日）必着。
●問合せ 都筑区バドミントン協会
持増 ☎090-2677-3760

シャフルボード無料講習会
ボーリングのレーンのように、両側にガ
ターがあるコンクリート製の長いコート
で、二人で点を取り合うカーリングに似
たスポーツです。中高年の人に最適で
す／4月6日・13日・20日・27日いずれも
土曜日、午前9時30分～正午（全4回。1
回のみの参加も可）／葛ケ谷公園内都
筑シャフルボードコート／中高年男女／
無料 申込み 電か、共通を明記し E 。
4月4日（木）必着。
●問合せ NPO法人横浜シャフルボード協会
杉浦 ☎932-0208 小堀 ☎593-3038
ysa@e06.itscom.net
http://ysa3.web.fc2.com/

四季に合わせて年4回開催予定の第3
回目です。 ＊この事業は（株）横浜都
市みらい「元気プロジェクト」等の支援
を受けています／4月18日（木）午前
10時～正午／かけはし都筑／30人 先
＊第2回参加者を優先。保育はありませ
ん／500円 申込み 3月11日（月）から
電か、氏名・電話番号を明記し F
●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時受付）

豊かな言葉の世界を楽しもう
わらべうた講習会 第3回夏のまき

子どもたちが安全で快適に過ごせるよ
う、放課後の居場所づくりのお手伝い
を募集します／週2～3回、放課後～午
後6時頃／山田小学校内／大学生以上
で、平日・土曜日の勤務が可能な人、2
人／謝金1時間856円 申込み 事前に
電か、共通と年齢を明記し F 。随時見
学、面談可（要予約）。
●問合せ 山田小学校はまっ子ふれあい
スクール 平井 ☎・ 592-3705

山田小学校はまっ子ふれあいスクール
アシスタント募集

「江戸名所図会」にも紹介されている
由緒ある淡島神社などの寺社を訪れた
後、春の桜が美しい江川せせらぎ緑道
を散策します／3月31日（日）午前9時開
始（午前8時30分から受付） ＊雨天決
行／仲町台駅集合～観音堂～真照寺～
早苗地蔵～地蔵尊～大熊杉山神社～淡
島神社～江川せせらぎ緑道（約6㌔㍍、
階段・坂道など高低差あり）／100人 先
／300円 申込み 申込者全員分の共通
と氏名フリガナ、年齢、何でこの行事を
知ったかを明記し、往 か E か HP。3月
23日（土）必着（定員に達し次第締切）。
〒224-0029 都筑区南山田二丁目24-
6-717「都筑をガイドする会No.13係」へ。
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp
http://tzkgd.com/

●問合せ 都筑をガイドする会 大橋
☎090-9088-0286

淡島神社などの寺社と江川せせらぎ緑道を歩く！
ガイドと共につづきを歩こう No.13

都筑警察署 ☎949-0110問合せ

区内の平成24年中の犯罪発生件数のうち、約３分
の１を自転車の盗難被害が占めており、その総数は
５３０件を超えています。被害に遭った自転車の半数
以上は、鍵がかけられていませんでした。

自転車・オートバイには必ず鍵をかけて、被害を防ぎ、
安全・安心なまちづくりを進めましょう！

都筑警察署からのお知らせです。
自転車・オートバイなど、乗り物の
盗難防止にご協力を！

ごみの減量に取り組む「よこはま３Ｒ夢（スリム）プラン」。
ご家庭で不要になった子ども向け図書を集めています。ぜひお寄せください。

リユース図書を
   募集します！

ごみの減量に取り組む「よこはま３Ｒ夢（スリム）プラン」。

子どもも向け子ども向け

受付日時 3月17日（日）午前10時～午後3時
受付会場 都筑区総合庁舎1階区民ホール(つづき人交流フェスタブース内)

当日、受付時間内に会場まで図書をお持ちください。

問合せ 資源化推進担当 ☎948-2241 948-2239

自転車には鍵を忘れずに！




