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区の花［サクラソウ］

公園内の清掃 枯れ木をチップに 花壇作り中低木の刈り込み

横浜市公園愛護会
マスコットキャラクター
「あいごぽん」です公園愛護会

　都筑区は豊富な水とみどりに囲まれ、年間を通じて美しい自然を満喫できる公園
と緑道がある魅力的なまちです。公園や緑道の周辺にお住まいの皆さんが「愛護
会」を結成し、清掃や除草などのボランティア活動を行っています。
　都筑区内には１４５の公園愛護会と3つの水辺愛護会があり、ほとんどの公園に公
園愛護会があります。
　愛護会活動によって、都筑区の美しい水とみどりは守られています。

大人が進んでルールを守り、子どもたちにマナーを教えていきましょう! 都筑土木事務所

公園・水辺愛護会担当　

☎942-0606　　　942-0809

問合せ

公園愛護会  市長表彰団体

　清掃活動に加えて、地域活動として夏ま
つり、どんど焼き、小学校の総合学習への
協力などに取り組んでいます。また、川和
富士の傾斜を利用した花壇作りは、春の
時季の地域の見どころになっています。

●公園はマナーを守って気持ちよく利用しましょう!●

●犬は必ずリードでつなぎ、ふんやごみは必ず持ち帰りましょう。
●公園を長時間独占することや、危険な遊びはやめましょう。
●緑道・公園へのバイク、自転車の乗り入れは条例で禁止されています。自転車等は降りて、押して通行しましょう。

江川せせらぎ緑道春 ささぶねのみち秋
茅ケ崎公園冬

平成
２４年度 ｢水とみどり｣都筑区公園愛護会　村田 輝男会長

［東方・東方第2公園愛護会会長］

川和富士公園愛護会

４月の美しいシバザクラ▶

◀高山くすのき公園で行う大盛況の“高山祭”

　自治会と愛護会が連携し、公園をいつ
もきれいに保っています。若い世代の参
加も多く、幅広い世代が公園の清掃とマ
ナー啓発活動を行っています。

高山あかしあ・くすのき公園愛護会

　各公園愛護会ではメンバーを随時募集して
います。四季折々の美しい自然の中で一緒に
活動してみませんか？
　ぜひ、都筑土木事務所までお問い合わせく
ださい。

● 花苗、除草に必要な鎌、草刈り機などの貸与
● 清掃や除草作業のごみの処理
● 花壇作りや堆肥作りなどの技術支援

● マナー看板の設置
● イベント実施の支援（樹名板作りなど）
● ボランティア保険への加入手続

あなたも

愛護会活動に参加

してみませんか？

都筑土木事務所が愛護会活動をサポートします！
サポート内容

　公園の
清掃・除草や樹木への水やり、

公園利用者へのマナーの呼びかけなどを
行っています。公園の特徴を生かした花壇
作りや、樹林地の保全に取り組んでいる

公園愛護会もあります。

活動内容は？

会長から
ひと言

メンバーは
　どんな人？

茅ケ崎公園夏

特集1 水 みどり

　東方公園は、東京ドームほどの広さがあり、春には５０本の桜が咲
き、ロングスライダーがある大きな公園です。グラウンドは、ソフト
ボール、グラウンドゴルフ、サッカーの練習に最適です。外周園路は
４２５メートルあり、ジョギングを楽しめます。
　東方公園愛護会は自治会と協力し、草刈り、中低木の剪定、清掃などに取り組み、清潔
な公園づくりを心掛けています。

　と　　　 　を守っています

あなたの
まちの
あなたの
まちの 公園愛護会

　公園周辺に
お住まいの地域の人がメンバーです。
町内会の役員や、老人クラブ、
子ども会などで結成している

ところもあります。

せんてい
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第２期都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」

東山田地区 山田地区

かちだ地区 新栄早渕地区

勝田茅ケ崎地区中川地区

荏田南地区 渋沢地区

都田地区 池辺地区

柚木荏田南地区

ふれあいの丘地区茅ケ崎南ＭＧＣ地区

読み手の手元と心に届く広報活動
　地域の行事や活動への理解を広げ、参加を増やすため、６月の地域懇
談会で話し合いを持ちました。町内会・団体それぞれに、写真を交えた広
報紙を発行してイベントの雰囲気を伝え
たり、ホームページを設けタイムリーに情
報を提供するなど工夫を重ねています。
　また、回覧板のほか行事の対象者に直接
ちらしを投函するなど、地域の情報を届ける
努力をしています。

　都筑区地域福祉保健計画は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことを目指しています。区民、自治会
町内会など、地域のさまざまな団体・企業、区役所が一緒に地域の福祉保健課題の解決に取り組み、人と人と
の「であい　ささえあい　わかちあい」を進めていくための計画です。連合町内会自治会エリアごとに「地区
別計画」を策定し、地域で取組を進めています。

知ろう 自分たちのまちの知ろう 自分たちのまちの知ろう 自分たちのまちの

区内の１５連合町内会自治会エリアごとに進めている「地区別計画」。
各地区の取組について、実際に活動されている皆さんからのメッセージを、写真とともに紹介します。

活動
特集 2 地域から発信！

地域で考え取り組む「地区別計画」

地区別計画の、どの目標に
どのように取り組むかを決めます。

地域の実情に合わせて、
具体的な取組を進めます。

1年間の取組を振り返り、
課題を整理します。

課題を共有して、
地区別計画を確認します。

　都筑区では、連合町内会自治会ごとに地域懇談会＊を開催し、

について話し合っています。
　地域懇談会の意見をもとに、地域でできる子どもから高齢者までへの支援や、
災害時など万一の事態に備えた日頃からの見守り・助け合いなど、地区別計画に
沿った、さまざまな取組を進めています。

顔の見える地域づくり
幅広い区民参加で活動や取組の輪を広げる
必要な人に支援が届く仕組みづくり

1
2
3

＊地域懇談会　地域の福祉保健課題の解決や情報共有のために話し合い、活動
のきっかけをつくる場として、連合町内会自治会ごとに開催しています。

地区ごとに
話し合って、計画を
進めています！

あなたのまちの「地区別計画」
各地区で取り組む
皆さんのメッセージを
紹介します！

福祉保健課　事業企画係　☎９４８-２３４４　　　９４８-２３５４問合せ

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/fukushi/jigyou/2kikeikaku.html

「つづきあいフォーラム」に来ませんか？
　つづきあいフォーラムでは、第２期都筑区地域福祉保健計画などを推進する３地
区の発表を行います。地域の皆さんの声を聞きに、ぜひ会場へお越しください。

２月９日［土］午後１時３０分～３時３０分（午後１時から受付）
都筑公会堂／入場無料・当日直接会場へお越しください。
一般区民３００人 先着順

● 日 時 ●
● 会 場 ●
● 対 象 ●

自分たちのまちに合った
災害時要援護者支援の仕組みづくり

　山田地区では南山田、北山田、すみれ
が丘のそれぞれの町内会で災害時要援
護者支援事業に取り組んでいます。
　着手して５年、要援護者とボランティア
をつなぐベストな仕組みを見出すため、地
域懇談会も活用しながら手直しを続けて
います。

誰でも気軽に参加できる
地域の交流の場「サロンひだまり」

　毎週水曜日の午前10時から午後3時まで「サロ
ンひだまり」を開催。地域ボランティアと自治会の
婦人会から選出された皆さんが運営しています。
サロンや地域の見守りネットワークを身近に感じ
ていただくために、毎年「サロンひだまり記念ま
つり」を開催しています。この場は、住民同士の見
守りの大切さを確認する場にもなっています。

みんなで助け合う仕組みづくり
～災害時要援護者支援活動の取組～

　いつ起きてもおかしくない災害。万一のと
きのために、日頃からできる見守りの仕組み
づくりを「支えあい連絡会」で取り組んでいま
す。平成23年度から、要援護者登録と災害時
ボランティア登録を進めるほか、ＩＤ情報キット
や笛を配布。今後は、災害時のボランティアに
ついても考えていきたいと思っています。　
＊「支えあい連絡会」は、地域情報の交換や、地域課題等について話し合う場です。

子育て中のママ・パパの応援誌を創刊
　勝田茅ケ崎地区でママと赤ちゃんがより楽しく過ごせる情報を伝える

ために、集まったママたちが作成した情報
誌『ＫＣＢ（かちだ ちがさき バンビーナ）』
を発行。第１号（平成24年12月発行）では、
勝田茅ケ崎地区の交流会をいくつか紹介
しています。友だちづくりのきっかけにな
ればうれしいです。
＊「ＫＣＢ」は、勝田茅ケ崎地区民生委員・児童委員協
議会エリアで活動し、発行しています。

みんなのふるさとになれるように
　各町内会で、顔の見える関係づくりのために、おまつり、どんど焼き、運

動会、地域清掃などたくさんの行事を行っ
ています。新しく引っ越して来た人でも、
家族みんなで楽しみながら参加してもら
えるよう、出し物など工夫しながら進めて
います。こうした活動を通して、子どもから
高齢者まで、中川地区をふるさとと思って
もらうことを目指しています。

「荏田南・みんな知り合い・助け合い」
要援護者も参加する防災訓練を継続

　荏田南地区では、高齢者、障害者、乳幼児など災害時に不安な人が誰
でも登録できる「そなえちゃんカード」で要
援護者の登録をしています。
　毎年行っている訓練では、災害ボランティ
アはもとより、登録された要援護者にも参加
してもらい、いざというときに備えた、顔の
見える関係づくりを重ねています。

地域の皆が一体となって考える災害時の支え合い
　災害時要援護者と、それを支援するボランティアを募集・登録し、今年
度は、ボランティアが日常時と災害時にそ
れぞれどのような活動ができるかを話し
合いました。
　今後は、話し合ったことをもとに、ボラン
ティアの活動内容を検討していきます。
　あわせて、災害時要援護者の登録内容
を確認・更新していきます。

地域の絆が深まるレクリエーション大会
　渋沢地区にある自治会が五つのチームとなり、子どもから大人まで、
家族ぐるみで楽しみながら競技に参加
します。色々な種目に参加することで
地域のふれあいが生まれます。今年度
は自治会対抗でリレーを行い、自分の
自治会をみんなで一緒に応援して大
いに盛り上がりました。

活動の積み重ねがつくる災害への備え
　万一の災害時には、防災訓練や要援護者支援など系統立った準備だ
けでなく、ふれあいの丘地区に住む一人ひとりが、いざというときにどの

ように動くのかをみんなでイメージでき
ることが必要です。
　そこで、訓練や研修会のほか、連合のお
まつりや行事も組み合わせ、顔が見え、地
域がイメージできる関係づくりを進めて
います。

地域が一丸となってつくりあげた夕涼み会
　子どもから高齢者まで、どの年代の
人も参加できるおまつりを目的とした
「夕涼み会」を開催。今年度は、各マン
ションから多くの模擬店が出店し、住
民有志によるアカペラコーラス、茅ケ
崎中学校のダンス・演奏などをプログ
ラムに加えて、地域全体が楽しめるよ
う工夫をしました。

川和地区佐江戸加賀原地区

中学校と合同で地域清掃
　「ボランティアたうん都田をすすめよう！」をテーマに、未来の地域の担
い手である若い世代にボランティアの気持
ちを持ってもらうため、地域住民と中学生
が一緒に活動することを進めています。
　今年度は、都田中学校と一緒に地域清
掃を行いました。今後は、早渕中学校、茅
ケ崎中学校とも活動を進めていきたいと
思っています。

地域の力を結集！
「ささえ愛　いけべ」の立ち上げ

　池辺地区での子育て支援や高齢者
支援の福祉活動の「お手伝い」を募集
して、登録してもらうボランティア部
会「ささえ愛　いけべ」の設立に向け
た話し合いを進めています。池辺地区
全体で、福祉活動に取り組むきっかけ
づくりを目指しています。

災害時の強い味方！
「そなえマップ」の完成に向けた取組

　災害時の避難経路などを記載した現在
のハザードマップに、新たにマップに掲載
すべき項目や要援護者等の情報を収集し
たアンケート結果を盛り込んだ「そなえ
マップ」を作成しています。平成２５年４月
を目途に、川和地区全戸配布を目指して
います。

「三世代交流会」で地域のみんなが楽しく交流
　夏はそうめん流しとバーベキュー、冬は
餅つき大会と芋煮をメインに、年２回開催
している毎年恒例の交流イベントです。
各自治会・町内会や地区社会福祉協議会
なども協力しています。赤ちゃんから高齢
者まで、地域のみんなが楽しく交流でき
ます。

もっと自
分たちのまちの活動を聞いてみたいとい

う人は
…
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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。＊＊＊

●都筑図書館の休館日●
2月12日（火）、3月18日（月）

●都筑公会堂の休館日●
2月18日（月）、3月18日（月）

　私たちの連合自治会は、平成６年の都
筑区発足と同時に渋沢連合自治会として
誕生しました。現在、会員は1,700世帯
強で５自治会（矢羽根、荏田東１丁目、荏
田東２丁目、荏田東３丁目、荏田東４丁目）
で構成されています。
　区役所、警察署、社会福祉協議会、北部病院、大規模小売店などが全
て徒歩圏内にあり、区域内は閑静な住宅地です。また、昨年３月には新

羽荏田線の一部区間において、都筑区初となる自転車レーンが開通しました。

　特に大きな年間行事は、連合自治会が主催し各自治会や各種団体が協力するという
実施体制をとっています。
　具体的には、納涼盆踊り大会、敬老の集い、レクリ
エーション大会などに連合として経費を多くかけて、
各自治会、各種団体、地域住民が集う、いわゆる顔の
見える場を意識的に多く設けるようにしています。
　また、それぞれの自治会が防災訓練、クリーン運
動、どんど焼き、餅つき大会など年間を通して活動
しています。さらに、災害時要援護者支援事業であ
る「つづきそなえ」事業を開始して２年目となります
が、現在は連合自治会内の会員だけではなく、自治会未加入の非会員も含めた全世帯
を対象に、要援護者支援のための基本的なアンケート調査を実施しています。
　渋沢連合自治会は、今後も安全、安心、住みやすい町を目指して引き続き鋭意努力し
てまいります。

　私たちは、地下鉄センター南駅近くの茅
ケ崎南４丁目にある四つの大型マンション
（メゾン・ガーデン・クレスト・ルネサンス、約
1,000世帯）で活動を行っている連合自治
会です。
　地区社会福祉協議会とほぼ一体となって
活動していることが特徴で、「防犯・防災・環境・親睦」は連合自治会が行
い、「福祉」は地区社会福祉協議会が行うことで役割分担しています。

　平成24年度は６月１０日（日）に４自治会合同の防災訓練を行いました。約４３０世帯が
参加し、安否確認・避難訓練（非常袋持参）・負傷者搬送・消防署の指導（起震車、ＡＥＤ、消
火器）、紙食器の作成、炊き出し訓練などを実施しました。課題もいくつか見つかったた
め、来年度の訓練では改善しさらに有効な訓練にしていきたいと考えています。
　８月２５日（土）には４自治会合同の夕涼み会を開催しました。会場は、マンション内２会
場（なわとび広場、時計広場）、緑道、かきのき公園と長さ約３００メートルもの広範囲に
及び、模擬店は自主運営で、約２０店舗と多種類となります。イベントは、茅ケ崎中学校
の吹奏楽演奏、和太鼓演奏、空手演技、キックターゲット、ストラックアウト、マジックショー
に、新しく茅ケ崎中学校ダンス部の演技、高校生のバトン演技、コーラス、防犯クイズ（警
察署）が加わり、大賑わいのおまつりになりました。
　このような活動を行うことで、住民間での顔見知り
が増え、地域の「絆」の形成に大いに役立っています。
新しい住民も多いこの地区で、今後も住民相互の連
帯意識を高めながら、豊かで住みよいまちづくりに引
き続き取り組んでまいります。

渋沢連合自治会 茅ケ崎南ＭＧＣ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

茅ケ崎南ＭＧＣ
連合自治会

会長　荒田 敬道

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

渋沢連合
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 茅ケ崎南ＭＧＣ
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。

安全、安心、住みやすい町を目指して！ 住民間での顔見知りを大事にする連合自治会です

都筑図書館から
◆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 3月14日(木)①午前10時～10時
25分　②午前10時45分～11時10分　
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歳未満の子は入場不可。　
申込み 2月28日(木)午前9時30分か
ら電か窓

◆図書館はあなたを守りたい！
　～自殺予防パネル展示～
自殺予防に関するパネルと関連資料を
展示します。
日程３月１日(金)～３月１０日(日)　
会場区総合庁舎1階区民ホール／直

◆「赤ちゃんとわらべうたを楽しむ」
自然に語りかけるように、赤ちゃんと
わらべうたを楽しんでみませんか？

日時 2月21日（木）①午前10時～10
時30分　②午前11時～11時30分
会場 都筑図書館対面朗読室
対象 0･1歳児と保護者、各１０組 先　
申込み 2月13日(水)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３月２２日（金）・２９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・申込先 東 山 田 地 域ケアプラザ
（東山田町270）　☎５９２-５９７５　

申込み ２月２２日（金）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10回

さまざまな事情のため親元で育つこと
のできない子どもを、家族の一員とし
て受け入れ、温かい愛情を持って育て
てくださる里親家庭を求めています。
制度説明のほか、里親経験者のお話も
あります。　
日時 2月23日（土）午後1時30分～
会場 北部児童相談所地域交流室　
対象 健康で子育てが可能な年齢の人　
申込み 事前に電
●問合せ　北部児童相談所里親担当　
☎948-2441　 948-2452

里親制度説明会のお知らせ

　「第18回都筑区民まつり」では、「絆　つなぐ　つづき」をテーマとして、引き続き
東日本大震災復興支援に取り組んできました。
　平成24年７月から各自治会町内会等が開催した夏まつりなどのイベントや、
都筑区民まつりにおいて募った「東日本大震災義援金」は、総額で73万8千円
となりました。
　お寄せいただいた義援金は、岩手県、宮城県、福島県の３県に送金いたしました。
　義援金をお寄せいただいた皆さま、また、義援金募集にご協力いただいた自
治会町内会等の皆さまに、心からお礼申し上げます。

都筑区ふるさとづくり委員会　委員長　志村一郎

「東日本大震災義援金」のお礼

渋沢連合自治会
会長　長沼 義雄

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３月１４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２３年１２月、平成
２４年１・２・３月生まれの子と保護者２５
組 先　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 ２
月１５日(金)午前８時４５分から 電
●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

ごみ減量の啓発活動と街の美化活動
をパネル写真で紹介します。
日程２月１４日(木)～２月１９日(火)　
会場 区総合庁舎１階区民ホール／直
●問合せ　地域振興課　
☎９４８-２２４１　 ９４８-２２３９

環境事業推進委員の
活動紹介パネル展

①つづき防災塾　
第3回は「減災」をテーマに、横浜市の
災害対策と危機管理の講演を行いま
す。講師：横浜市消防局緊急対策課長　
伊藤賢司
日時 3月3日（日）午前10時～正午　
会場 区役所6階大会議室
対象 70人 先　
申込み 申込書に必要事項を記載し、F
か 窓。3月1日（金）必着。　＊申込書は、区
内消防署・各消防出張所で配布。ホーム
ページからもダウンロードできます。
②都筑消防署　消防フェア
地震や煙の体験、救急教室、消防音楽
隊の演奏などを行います。
日時３月３日（日）午後零時３０分～３時
３０分　会場 都筑消防署／直
●問合せ　都筑消防署予防課　
☎・ ９４５-０１１９
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo 

/18syosyo/tsuzuki/tsuzuki-top.html

都筑消防署から
～つづき防災塾と消防フェア～

までから

火災予防運動火災予防運動火災予防運動
全国 の春

消すまでは
出ない行かない　離れない

2012年度全国統一防火標語
3月1日 3月7日

▲レクリエーション大会（運動会）

▲４自治体合同防災訓練
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シ ニ ア
農 園楽 参加者募集

　「シニア楽農園」では、グループでの農作
業やイベントを通じて仲間をつくり、親睦を
深めています。６０歳以上の人を対象に、参
加者を募集します。

みんなで一緒に
畑仕事をして、汗を流しましょう！

活動場所 池辺農業専用地区内
（市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅から徒歩約15分
または市営バス「都筑工場前」バス停から徒歩約８分)

対　象 区内在住で、平日の畑仕事が可能な60歳以上の人
期　間 平成２５年４月～平成２６年３月（作業は週１回2時間程度）
会　費 年間 約７，０００円（活動費＋傷害保険料）

＊栽培する作物は、「シニア楽農園の会」が決定します。

希望者はいずれかの説明会に
ご参加ください。 
※事前申込み不要。直接会場へ。

説明会
［日程］２月13日（水）午前１０時～１１時
 ２月15日（金）午後２時～３時
［会場］都筑区役所 ６階大会議室

※この事業は、区民活動団体「シニア楽農園の会」と区役所との協働事業です。

企画調整係　☎９４８-２２２６  　　９４８-２３９９
tz-plan@city.yokohama.jp

問合せ

パネル展示のほか、参加団体メン
バーによる活動紹介、演奏、実演、
読み聞かせ、活動体験、実験、工
作、飲食コーナーなど

コーナーごとに工夫を凝らしたパネル展示など

　つづき人交流フェスタは、区内で市民活動・生涯学習・ボランティア
活動をする団体・グループが主体的に開催するイベントです。約50の
参加団体がミーティングを重ね、区民の皆様に活動を知っていただく
ため、アイデアを出し合ってコーナーを企画しました。
　ぜひお誘い合わせのうえご来場ください。私たちと一緒に活動を
はじめましょう。

●運営委員会より●

第16回

日程・内容
日程1

日程2

※詳しくは、区ホームページや、区内公共施設等で配布するチラシをご参照ください。

3月11日［月］午後３時～3月16日［土］

3月17日［日］
午前10時～午後３時

会場 区総合庁舎１階区民ホール／　 （入場無料）直

びと

子どもコーナー
　　　～あそんで学ぼう～
ふるさと都筑のまちづくりコーナー
国際協力／福祉活動コーナー
文化／スポーツコーナー

コーナー紹介

開催

都筑区民活動センター　☎948-2237　
　　943-1349　 検 索都筑区　つづき人

問合せ

　平成２５年３月３０日、市営地下鉄グリーンラインは開業５周年を迎
えます。これを記念して、センター南駅でグリーンラインと同じ年
の５歳のお子様による１日駅長体験を実施します。ふるってご応
募ください。詳細は交通局ホームページをご覧ください。

交通局観光企画課　☎326-3846  　　322-3911問合せ

１日駅長体験体

抽

ハ

　　　　　　　午前１０時～午後零時３０分
＊午前９時４０分にセンター南駅集合

日　時 ３月３０日（土）

区内在住で、平成２５年３月３０日（土）当日に満５歳の子３人対　象
　　 と年齢、子の名前と生年月日を明記し、　 か　 。２月２８日（木）必着。
＊当選者には郵送で通知をお送りします。

申込み

〒220-0022  横浜市西区花咲町六丁目145  横浜花咲ビル7階  
横浜市交通局観光企画課  「1日駅長体験」担当
http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/

共通 HP

市
営
地
下
鉄
一
日
駅
長

グリーンライン 開業5周年記念イベント

緑税務署・都筑区役所税務課からのお知らせ

●ボランティアによる確定申告無料相談（税理士会独自事業）
　対象者向けに、税理士による無料申告相談を、次の日程で実施します。
対象者  都筑区・青葉区・緑区にお住まいの、
①年金のみの収入の人
② 年金・給与収入（収入800万円以下）のある人で、医療費控除の還付申告書

を作成する人（相談内容が複雑な人は除く）　
開催日 相談時間 会場

2月20日（水）・
2月21日（木）

［受付］午前9時45分から
午前10時～午後３時

（正午から午後１時を除く）

神奈川県宅建協会横浜北支部会館
【茅ケ崎中央8-7　201（市営地下鉄センター南駅  徒歩1分）】

☎942-5511

市民税・県民税申告書 年末調整済の給与所得者(給与所得のみ
の人)の所得税医療費還付申告書

用
意
す
る
も
の

●�源泉徴収票（原本）など、
前年中の所得が分かるもの
●�医療費の領収書
（前年中に支払ったもの）
●�国民健康保険料、介護保険料、
国民年金保険料の証明書
●印鑑

●源泉徴収票(原本)
●�医療費の領収書
(前年中に支払ったもの)
●�出産一時金、高額療養費、入院給付金等
の保険金で補てんされる金額が分かる
もの
●振込先金融機関の本人名義口座番号
●印鑑

受付期間  ２月１８日（月）～３月１５日（金）　＊土・日曜日を除く。
受付時間  午前9時～11時30分、午後1時～4時　　
会　場  区役所3階1号会議室

　確定申告については、緑税務署個人課税部門 〔☎972-7771(代)〕へお問い
合せください。

問合せ 緑税務署　個人課税部門　☎972-7771（代）

問合せ 都筑区役所税務課　市民税担当　☎948-2261～2263　 948-2277
都筑警察署　☎949-0110問合せ

　地域の子どもたちを犯罪被害から守るために、皆さんで
子どもたちの安全に気を配りましょう。特に登下校時や塾
帰りなどは注意しましょう。

●通学路の安全確認をしましょう。（子ども１１０番の家を探しておきましょう。）
●単独行動を避け、複数人で行動しましょう。　
●明るく人通りの多い道を選びましょう。
●名前入りの物は外から見えないようにしましょう。
　（「○○ちゃん」などと声を掛けられてしまいます。）
●危険を感じたときは、防犯ブザーを鳴らすか、なければ大声で助けを求めましょう。

子どもに注意喚起を！ 帰宅時のポイント

都筑警察署からのお知らせです。

子どもを犯罪被害から守ろう！　　

確定申告の相談 

区役所で受け付ける税の申告 
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☎ 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●

2/12（火）

ひらり健康体操(全38回)
4月9日（火）～平成26年3月25日
（火）午前9時10分～10時40分●65
歳以上100人 抽●3,800円(全回分。
保険代含む)　 申込み 共通と年齢を明
記し、往 か 返。2月28日(木)必着。
中高年のストレッチ 1期(全12回)
4月17日（水）～7月17日（水）午前9時
15分～10時15分●中高年80人 抽　
＊子ども同伴不可●2,000円(全回分。
保険代含む)　 申込み 共通と年齢を明
記し、往 か 返。2月28日(木)必着。
エアロビクス 1期(全12回)
4月17日（水）～7月17日（水）午前10
時30分～11時30分●70人抽　＊子
ども同伴不可●2,000円(全回分。保険
代含む)　 申込み 共通と年齢を明記し、
往 か 返。2月28日(木)必着。
やさしいヨガ 1期(全10回)
4月15日（月）～7月22日（月）①入門：
午後零時15分～1時25分　②初級：午
後1時35分～2時45分●各30人 抽
●2,000円(全 回 分。保 険 代 含 む)　
申込み 共通と年齢、①か②の希望を明
記し、往 か 返。2月28日(木)必着。 
おはなし広場
①幼児向け：2月28日（木）、3月14日
（木）　②小学生向け：3月9日（土）いず
れも午前10時30分～11時10分● 直

☎ 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●

2/12（火）

健康体操(各クラス全39回)
4月3日（水）～平成26年3月12日（水）　
Ａ：午前9時～10時30分　Ｂ：午前10
時30分～正午　＊8月は休み●60歳
以上、各100人 抽 ●4,000円（全39回
分。保険料含む）　 申込み 共通と年齢、
希望コース名（ＡかＢ）を明記し、往 か 返。
3月6日（水）必着。
親子でつくる都筑の小松菜本格料理
3月22日（金）午後3時30分～5時30
分●小学生の子と親10組 先 ●一組
1,200円（追加一人600円）　 申込み
2月11日（月・祝）から窓

ロビーコンサート〜管弦楽演奏
出演：都筑オーケストラ●3月9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●

2/12（火）

シニア健康体操（全33回）
ストレッチやフォークダンスなど、楽し
みながら体 を動 かしましょう●4月
11日（木）～平成26年3月20日（木）　
A：午前9時10分～10時25分　B：午
前10時30分～11時45分●55歳以
上、各100人 抽 ●3,500円（全回分。
保険代含む）●上履き、タオルを持参。　
申込み 2月13日（水）～3月14日（木）に返

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

都筑センター ●休館日●

2/1（金）
2/26（火）

まが玉づくり
石を削ってまが玉を作り、ひもを通して
ペンダントにします●3月10日（日）　

☎・  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

シイタケの植え付け
シイタケを植え付けたホダ木を持ち帰
り、各家庭で育てます●3月10日（日）
午後1時～3時●レストハウス集合●30
人抽●ホダ木1本500円　 申込み 3月
3日（日）までに 要申込

ネイチャークラフト作り
間伐材、木の実などで動物のおもちゃ・
飾りを作ります●3月24日(日)午前10
時～午後3時（午後2時30分まで受付）
●雨天中止●円形広場●500円● 直

カブトムシの越冬幼虫観察会
里山で冬のカブトムシを観察します
●3月10日（日)午前10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3日
(日)までに 要申込

☎・  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

鳥の観察会
2月17日（日）午前9時30分～11時
●雨天時は3月2日（土）に延期●小学生
以上15人 先●300円●暖かい服装で
ご参加ください。　 申込み 前日までに
電 か、共通と年齢を明記し、F か E

里山保全作業
2月16日（土）・2月24日（日）いずれも
午前10時～正午●雨天中止●汚れて
もよい服装でご参加ください● 直

☎・  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●

2/18（月）

●休館のお知らせ●
２月２０日（水）～３月４日（月）は、施
設修繕工事のため休館します。詳し
くは HPかお問い合わせください。

親子の広場「かもっこくらぶ」
子 育 て中 の親 子 の交 流 の広 場 です
●①おはなし会：2月14日（木）午前10
時30分～11時　②保育士さんと遊ぼ
う（育児相談など）：2月19日（火）午前
10時30分～11時30分●いずれも 直

☎ 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
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
●2月27日（水）、3月9日（土）・3月27
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 2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
2月16日･23日、3月9日・23日の土曜日、
午前10時～午後4時●未就学児と家族
先　申込み 2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●2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
マと一緒に話そう●2月16日（土）午
前11時～正午●未就学児と家族 先　
申込み 2月12日（火）から 電 か 窓

☎ 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●

2/18（月）

国際交流＆青少年のための
「第5回プラザまつり」
〜やさしさと感動を〜
世界の食文化、衣文化体験や日本の伝
統文化体験と、ステージ発表、TICAD 
Ⅴ関連企画などを開催します●3月10
日（日）①文化体験など（つづきMYプラ
ザ）：午前10時～午後3時　②ステージ

（ノースポート・モール2階センターコー
ト）：午前11時30分～午後1時30分
●食文化体験200円、生け花体験100
円など●いずれも 直

☎・  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

絵本をとおして見る世界
アフリカの絵本と多言語おはなし会
ケニアが舞台の「ハンダのびっくりプレ
ゼント」を、日本語・英語・アフリカーン
スほかの多言語で読み聞かせをします
●2月16日（土）午後1時30分開始
●50人 先 ● 直

☎・  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

源氏物語に親しむ（全3回）
源氏物語を、時代背景や系図を取り入
れて解説します●2月27日、3月6日・3
月13日いずれも水曜日、午後2時～3時
30分●40人 先 ●筆記用具を持参。　
申込み 2月26日（火）までに 電か窓

☎ 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

平成25年度 
障がいのある人の土・日デイサービス
利用者募集
スポーツ、料理クラブなど。詳細はお
問い合わせください●5月～平成26
年3月に実施●18歳以上の障がいの
ある人 抽 ● 実 費 負 担 のクラブあり。　
申込み 申込用紙に明記し窓。2月28
日（木）必着。
ありがとう! くさぶえ感謝祭
〜10周年の感謝を込めて〜
豚汁、ポップコーン、お菓子などの模擬
店・販売のほか、アート展示や創作日本
舞踊、琴・和太鼓の演奏などを披露しま
す●2月17日（日）正午～午後2時30
分● 直

おはなし会
寒い冬から春を迎えるお話をします
●2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

障がい児・者余暇支援事業
べるえきっぷ「すいとん作り」
みんなで、「すいとん」を作りましょう
●3月3日（日）午前10時30分～午後2時
●障がいがあり、参加時間を共に過ごせ
る人20人先●100円●エプロン、三角
巾を持参。　 申込み 2月11日（月・祝）か
ら電 か 窓

☎ 592-5255　  595-3321
〒224-0035　新栄町19-19

新栄地域ケアプラザ

お料理のつどい〜味百咲（みもざ）〜
料理を作りながら、楽しく交流します
●2月27日（水）午前10時～午後1時
●20人 先 ●400円●エプロン、三角巾、
マスクを持参。　 申込み 電 か共通と年
齢を明記し、F 。2月11日（月・祝）～2月
25日（月）必着。

①午前9時30分～11時45分　②午
後1時30分～3時45分●市内在住、在
学 の 小 学 生 、各 3 0 人 先 ●5 0 0 円　
申込み 2月11日（月・祝）から電か 窓

つづき緑寿荘　平成２５年度前期
（４〜９月）趣味の教室
実施日時、参加費など詳細は問合せを
●市内在住の６０歳以上抽　 申込み 2
月２日（土）～２月２８日（木）に、名前、年
齢、住所が確認できるものを持参し 返

☎ 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

2/12（火）
2/25（月）

ひな祭りウィーク
明治～平成のおひな様、吊るし飾りな
ど多数展示します●2月18日（月）～3
月3日（日）午前10時～午後4時30分　
＊2月25日（月）は休み● 直

第3回都筑民家園茶会「桜茶会」
茶席2席、香煎席、点心●4月7日（日）
午 前10時～午 後3時 ●小 学 生 以 上
50人 先 ●3,000円●足袋か白い靴
下を持参。　 申込み 2月19日（火）午
後1時から 窓 でチケット販売（一人２
枚まで）　＊2月20日（水）から電 も可。
作って食べよう
かまどのご飯とみそ汁を作ります●3
月24日（日）午前10時～午後2時●小・
中学生20人 先●500円●持ち物は問
合せを。　 申込み 2月11日（月・祝）から
電 か 窓

わびさび塾「早春の茶会」のセミナー
濃茶・薄茶の呈茶があります●3月10
日（日）午後1時30分～3時●20人 先
●2,000円●足袋か白い靴下を持参。　
申込み 2月11日（月・祝）から電 か 窓

手打ちそばを食べよう
3月23日（土）正午集合●50人 先●500
円　申込み 2月11日（月・祝）から電か窓

日本の歌を唄おう
3月12日（火）午後1時30分～3時●
20人 先●1,000円　 申込み 前日まで
に電 か 窓

楽しく着物を着ましょう
3月27日（水）午後1時～3時●女性15
人 先 ●1,500円●持ち物は問合せ
を。　 申込み 前日までに 電 か 窓

☎ 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●

2/7（木）
2/21（木）
3/7（木）

吊るし雛・段飾り
吊るし雛や雛人形の展示●2月23日
（土）～3月31日（日）午前9時～午後5時
● 直　＊3月7日（木）・3月21日（木）は休館。

和菓子作り教室
2月16日（土）午前10時～正午●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

犬のしつけ教室
3月9日（土）午前10時30分開始●雨
天中止●犬を連れて 直

そば打ち教室
2月12日（火）午前10時～正午●16人
先 ●1,000円●三角巾、タオル、エプロ
ンを持参。　 申込み 前日までに電 か 窓

親子読み聞かせ
2月20日（水）午前10時30分開始●未
就学児と親10組程度 先 ● 直
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あなたも地域で　　　を始めませんか！あなたも地域で　　　を始めませんか！あなたも地域で　　　を始めませんか！特集３ 動
　都筑区では多くの皆さんが、市民活動や生涯学習など、さまざまな分野で活動しています。活動を始めてみたい
という皆さんを、都筑区民活動センターがお手伝いします。あなたも地域での活動を始めてみませんか？

都筑区の活動を
ご案内します！

都筑区民活動センターが
お役に立ちます！

地域の団体・グループで
活動してみませんか？

地域の団体・グループで
活動してみませんか？

地域の団体・グループで
活動してみませんか？

特技を
生かして
地域の施設で、特技を
生かしてみませんか？

特技を
生かして
地域の施設で、特技を
生かしてみませんか？
地域の施設で、特技を
生かしてみませんか？

仲間をつくり、
団体で活動したい！

自分の特技を
生かしたい！

区内の約３６０団体が都筑区民活動センターに登録し、さまざまな分野で活動しています。
その一例をご紹介します。

まちづくり

一般の参加者を募り、
史跡や緑道などを巡
り、都筑の魅力を伝え
る散策会を開催してい
ます。

子育て支援
　「人材バンク制度」とは、マジック、ダンス、弾
き語り、手芸など、さまざまな特技をお持ちの人
に登録をしていただき、自治会町内会や地域の
福祉施設などに紹介する制度です。現在、約
150人の皆さんが登録し、活動しています。

福祉活動 国際協力

弾き語り
自治会の「敬老会」で弾き語りを
披露する、中川ともゆきさん。

腹話術
子ども会の「クリスマス
会」で腹話術を披露す
る、キャサリン野村さん。

区内の活動団体が集まる「つづき人交流フェスタ」に来ませんか？
フェスタの詳細は、　　　　　　　　をご覧ください。

●環境 ●情報化社会 ●語学 ●家庭生活 ●保健 
●文化・芸術 ●消費生活 ●市民活動支援 ●スポーツ ●災害救援
●男女共同参画 ●科学技術 ●地域安全 ●学術・歴史 ●社会教育

都筑区民活動センター（都筑区役所１階）
開館時間●午前８時４５分～午後５時
休 館 日●毎月第３月曜日・年末年始
☎９４８-２２３７　　　９４３-１３４９

人材バンク制度

このほかにも、さまざまな分野があります！

本紙区版5面

「地域のグループに入ってみた
い」「自分にはこんな特技がある
が生かせないか…」と思ったら、
お気軽にご相談ください。

活

●都筑をガイドする会 ●つづきっこ読書
  応援団（ＴＤＯ）

●あいうえお 
  つづき

●ＮＰＯ認知症を
  考える会

●都筑をガイドする会

子どもの読書活動を推
進するため、読み聞かせ
や、人形劇などのイベン
トを開催しています。

●つづきっこ読書
  応援団（ＴＤＯ）

区内在住の外国人の皆
さんを対象に、日本語
教室を開催しています。

●あいうえお 
  つづき

認知症について正しい
知識を広めるため、認
知症サポーター養成講
座を開催しています。

●ＮＰＯ認知症を
  考える会

問合せ

☎ 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
「笑って元気になろう! ～笑いヨガ～」
“笑いヨガ”で笑って免疫力を高め、元
気になりましょう●3月16日（土）午後1
時30分～3時●30人 先　 申込み 2月
12日（火）から電 か 窓

☎・  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

まちの音楽会
「春を呼ぶ～木管トリオ～」
フルート、オーボエ、ファゴットによる華
やかな木管アンサンブルのコンサート
●2月24日（日）午後2時開演（午後1時
30分開場）●50人 先●1,000円　＊小
学生以下は無 料。　 申込み 2月11日

（月・祝）から電か、共通を明記し 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、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５時～８時●①②と
も１回3,000円（別途、入会金5,000円）
◆キッズコース（６～１０歳の児童）●
日曜日、午後１時～２時●月6,000円
申込み 岡本　☎・FAX９４１-３６０８
URL http://www.okanote-musical-studio.jp/

「劇団☆夢スタ」参加者募集（月3回）
2月16日・2月23日、3月9日のいずれも
土曜日、午後3時～5時（小学生は4時
30分まで）●月3,000円●上履きを持
参。　申込み 事前に窓か、共通と年齢を
明記し、F か E

☎ 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●

2/25（月）

春の定期スポーツ教室（全10回）
申込み 各教室とも 共通 と教室名、年
齢を明記し、往 か HP か 窓。2月23日
（土）必着。＊印は託児有り（事前申込制、
有料 抽 ）。表記のない教室は全て1時
間。詳細は、電 か HPをご覧ください。
▶大人向け

（記載のないものは16歳以上 抽）
◆火曜日（4月9日～6月18日）
①＊バドミントンモーニング（中級）●午
前9時～10時45分●9,000円
②＊シェイプアップ●午前11時～●4,000円
③ベリーダンス（初級）●午後零時30分
～●8,000円
④ベリーダンス（入門）●午後1時45分
～●8,000円
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●4,000円 
◆水曜日（4月10日～6月19日）
⑥＊ビューティーアップ●午前11時～●4,000円
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●3,000円
⑧いきいき健康体操●午後1時10分
～●50歳以上●4,000円
◆木曜日（4月4日～6月13日）
⑨卓球モーニング●午前9時～10時
45分●7,000円
◆木曜日（4月11日～6月20日）
⑩木曜ピラティス●午前9時30分～●5,000円
⑪ヨガ●午前10時50分～●5,000円
⑫パワーヨガ50●午後零時～零時50
分●4,500円
⑬社交ダンス（初級）●午後1時30分～
2時50分●5,500円
⑭太極拳●午後1時25分～2時45分●5,000円
⑮骨盤エクササイズ●午後1時～1時
50分●6,000円
◆金曜日（4月12日～6月21日）
⑯＊バドミントンモーニング●午前9時
～10時45分●9,000円

⑰＊金曜ピラティス●午前11時30分
～●5,000円
⑱美姿勢～ストレッチポール～●午後
零時40分～●5,000円
⑲腰痛予防トレーニング＆ストレッチ
●午後1時50分～●4,000円
⑳フラダンス●午後1時～●8,000円
㉑カラダ☆メンテナンス●午後2時15
分～●5,000円
㉒バドミントンナイト●午後7時～8時
45分●9,000円
▶子ども向け（全て抽。対象年齢など詳
細は電 か HPをご覧ください。）
◆火曜日（4月9日～6月18日）
㉓はじめての親子体操●午前11時10
分～●8,000円
㉔ジュニア体操１●午後3時45分～5時
●4,500円
㉕苦手チャレンジ●午後5時15分～6時
30分●4,500円
◆水曜日（4月10日～6月19日）
㉖わくわく親子体操●午前9時15分～
●5,000円
㉗幼児体操１●午後2時30分～●4,500円
㉘幼児体操２●午後3時45分～●4,500円
◆木曜日（4月11日～6月20日）
㉙ベビー体操(はいはい)●午前11時
10分～●8,000円
㉚ベビー体操(よちよち)●午後零時20
分～●8,000円
◆金曜日（4月12日～6月21日）
㉛うきうき親子体操●午前9時15分～
●5,000円
㉜横浜FCサッカースクール（Sクラス）
●午後3時30分～●16,000円
㉝横浜FCサッカースクール（Mクラス）
●午後4時40分～●16,000円
㉞横浜FCサッカースクール（Lクラス）
●午後5時50分～●16,000円
㉟こどもバレエ（アリス）●午後3時25
分～●7,000円
㊱こどもバレエ（マーメイド）●午後4時
30分～●7,000円
㊲こどもバレエ（シンデレラ）●午後5時
35分～●7,000円

◆土曜日（4月13日～6月22日）
㊳ジュニア空手道●午前9時～9時50
分●8,000円
㊴親子リトミック●午前9時30分～
●6,000円　
このほか、ワンデー教室もあります。
詳細は 電 か HP をご覧ください。

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

男女格差101位の日本・私たちの社会
統計を使って現状(いま)を考えよう
統計データなどを読み解きながら、
社会の実情を考えます●3月16日
（土）午 前10時～午 後 零 時30分
●20人 先 ●1,000円(参加費の免
除制度あり。詳細は問合せを)　
申込み 2月11日(月・祝)から電か HP

【一時託児あり】
500円(別途登録料1,000円)●4日
前までに 電（☎910-5724)で予約。

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

あざみ野フォト・アニュアル  
写真家 石川真生―沖縄を撮る
+横浜市所蔵カメラ・写真コレク
ション展　アメリカの写真の黎

れい

明
めい

2月2日（土）～2月24日（日）午前10
時～午後6時● 直

あざみ野アートワゴンvol.4
「ムイットボン！＋ポレポレグッズ」
アクセサリー、雑貨を販売します●
2月17日（日）午前10時～午後4時
● 直

●休館日●

2/25（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 ２月２６日、３月１２日いずれも（火）正午～午後１時３０分受付
１歳６か月児 ２月２１日、３月７日いずれも（木）正午～午後１時３０分受付
３歳児 ２月２８日、３月１４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。
日程などは問合せを。

両親教室
（4回1コース）　

平成２５年７月出産予定の人
　→３月１日（金）・８日（金）・１５日（金）・２２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。

3月13日（水）  乳幼児 午前9時30分～10時30分　妊産婦 午前9時10分
3月27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 ２月１４日（木）・２８日（木）、３月６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

２月８日（金）午前、３月８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

２月１８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（都筑区の３月の実施日は、４・１１・２５日です）。詳しくは
ホームページかお問い合わせを。

エイズ検査 ２月１４日・２１日・２８日、３月７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

２月１５日（金）午後、３月１２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 ３月１２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２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）。3月は予約が取りづらくな
りますので、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。3月は予約が取りづらくなりますので、まだ使用していない人はお
早目にご使用ください。

有　料

予約制

予約制

予約制

予約・問合せ  神奈川県結核予防会　  ２５１–２３６３
乳がん検診

（マンモグラフィー
検査） 

３月４日（月）午前▶２月４日（月）～２月２６日（火）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　 定員 　40人　 料金 　680円

有　料
予約制

※ 先に、実施医療機関で視触診検査を受診のうえ、当日は、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）。

第５４回区民ジュニアテニストーナメント
３月２６日（火）～３月２９日（金）／長坂谷
公園（第2）、都田公園、新横浜公園／
区 内 在 住、在 学、加 盟 団 体 登 録 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　＊保
護者の同意が必要／①一人２,０００円　
②一組２，５００円　 申込み ２月１１日（月・
祝）～２月１８日（月）に HP で申込み。
●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/

キミも英語で遊ぼう　参加者募集
地域の子どもたちが学年に関係なく英
語を楽しめるよう、多彩なメニューを取
り入れています／原則、毎月第１・３土曜
日、午前１０時～１１時２０分／北山田地区
センターほか／小学生 先 ／月２，０００円

（教材費含む）　 申込み ２月１２日（火）
から 電 か、共通 と学年を明記し F
●問合せ　藤井　☎・ ５９３-５３７２

着付けサークル　会員募集
始めてみませんか。道具を使わない手
結びでの着付け／月２回水曜日、午前９
時４５分～１１時４５分／仲町台地区セン
ター、都筑公会堂／一般女性２０人 先／
月１，０００円　 申込み 事前に 電
●問合せ　松倉　☎９４４-０３７５

卓球スクール　参加者募集
３月１１日（月）・１８日（月）・２６日（火）、４月
１日（月）・８日（月）・１５日（月）・２３日（火）、
５月１３日（月）・２０日（月）・２８日（火）い
ずれも午後1時～3時（全１０回）／都筑
スポーツセンター／１６歳以上６０人 先
／７，０００円（全回分）　 申込み ２月１２日

（火）～３月４日（月）に 電 か、共通 と年
齢、性別を明記し F
●問合せ　都筑区卓球協会事務局
阿部　☎・ ５９３-９９０４

気になるあれこれ、トライしよう！
ちまたで話題のラジオ体操のコツや１分
間スピーチのコツを皆さんで研究し、実
践します／２月１２日（火）午前１０時～午
後零時３０分／中川地域ケアプラザ団体
交流室／２５人 抽 ／３００円　
申込み２月１１日（月・祝）までに 共通 と年
齢、Eメールアドレスを明記し E か F
●問合せ　つづきデビュー　カサイ　
tsuzukikouza2010@yahoo.co.jp

ナカオ　 ９１２-５８８０

仲町台都筑レディース卓球大会
３月１４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 先 ／６００円　 申込み２月１１日（月・祝）
～２月２４日（日）までに 電 か、都筑区卓球
協会事務局と仲町台地区センターで配
布する申込書を F か郵送。
●問合せ　〒２２４-００４１　都筑区北山
田六丁目１７-８　都筑区卓球協会事務局　
阿部　☎・ ５９３-９９０４

横浜市障害者後見的支援制度説明会
　住み慣れた地域で、安心して暮ら
すことを願う障害のある人とその家
族の思いを支援するための制度で
す。 地域での暮らしや将来につい
て、一緒に考えましょう。

中川西地区センター
北山田地区センター
仲町台地区センター
都筑地区センター

会　場
２月 ２７日 （水） 午前１０時～１１時
３月  １日 （金） 午後１時～２時
３月  ５日 （火） 午前１０時～１１時 
３月  ７日 （木） 午後１時～２時

日　時 申込方法

私たちがいなくなったら
どうしよう…将来のことを

一緒に
考えてほしい

事前に
いずれも

電

つづき障害者後見的支援センター リリーフ・ネット
☎４８２‐４８７１　　　４８２-４８７２

申込み・問合せ

①講演と対話：３月９日（土）午後１時～４
時／センター北「あいたい」５階／６０人 先
／５００円／ 直　②復興広場（チャリティー
と交流の広場）：３月１０日（日）午前１１時～
午後３時／センター北広場／ 直
●問合せ　つづき楽校　図子（ずし）　
☎０９０-６１１６-３３２６

第２回あったか復興支援
「わすれない３．１１」

誰もが生きる喜びを。元不登校の3人組
バンドの横浜初ライブ＆講演会／３月１６
日（土）午後２時～３時３０分／かけはし都
筑／約１００人 先／５００円　
申込み ２月１１日（月・祝）から 電 か、共通
と人数を明記し F
●問合せ　おにマミ　田中　
☎０９０-２５２６-０４５０　 ９４１-４３７１

JERRYBEANS
「ありがとうの向こう側」


