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火災発生件数…31件（平成２4年１月１日～11月30日）

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/
http://twitter.com/tz_yokohama

モ
バ
イ
ル
版

検 索都筑区役所ホームページ

も
く
じ

特集1／新春お年玉プレゼント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特集2／「共助」で強化しよう！ 地域の防災力・減災力・・・
区役所からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
連載／都筑区内15地区連合自治会町内会を紹介します⑨ ・・・
施設からのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2,3
4,5
4
6,7

特集3／都筑区役所が区内の中小製造業をＰＲします！
 ～メイドインつづきの取組～・・・
健診・教室など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふれあい伝言板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7
8
8

1

区の花［サクラソウ］

　区民の皆様、新年明けましておめでとうございます。旧年中は、区政の推進にご理解とご支援を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　今年は、都筑区が、さらに安全・安心で魅力あるまちとなるよう、地震被害想定の見直しを踏まえた、
「防災・減災対策の充実・強化」のほか、「子育て環境の充実」、「地域のつながりや課題解決力の
強化」、「区内産業の活性化」、「環境行動の推進」を五つの重点項目と位置付け、職員一同全力で
取り組んでまいりますので、引き続き、区民の皆様のご支援ご協力をお願いいたします。
　皆様にとって、素晴らしい一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

広報よこはま都筑区版をどのくらい読んでいますか？
（いずれかを一つ選択）
①毎月　②時々　③初めて読んだ　
理由（ ）
よく読むのは何の記事ですか？（いくつでも）
①大特集（１～３面）　②区役所からのお知らせ（４・５面）
③連載　④施設からのお知らせ（６・７面）　⑤小特集（７面）
⑥検診・教室　⑦ふれあい伝言板
デザインについて、色づかいや構成はいかがですか？
（いずれかを一つ選択） ご意見がありましたらご記入ください。
①読みやすい　②読みにくい　
ご意見（ ）
文字の大きさはいかがですか？（いずれかを一つ選択）
①大きい　②ちょうど良い　③小さい
今後、掲載して欲しいテーマや内容がありましたら、
ご自由にご記入ください。
［例］子育てに役立つ情報、区内の見どころ紹介など　　
（ ）
広報よこはまへのご意見がありましたら、ご記入ください。
（ ）

Ｑ１

Ｑ 2

Ｑ 3

Ｑ 4

Ｑ 5

Ｑ 6

性別氏名

年代

住所

ふりがな
男性・女性

[ ～10 ・ 20 ・ 30 ・ 40 ・ 50 ・ 60 ・ 70 ・ 80～ ] 歳代
〒

《希望賞品（いずれかを選択）　Ａ賞 ・ Ｂ賞  》

①A賞・B賞の希望とアンケートの回答、必要事項（氏名、ふりがな、性別、年代、住所）をハガキ
に書いて郵送（必要な切手を貼ってください）
②都筑区ホームページの「広報アンケート専用回答フォーム」から送信
③希望賞品とアンケートの回答を紙に書くか、アンケート部分をコピーして必要事項を記入し、
区役所１階総合案内窓口に持参〔平日午前8時45分～午後5時受付。新年は1月4日（金）から開庁〕

都筑区役所　広報相談係　☎948-2223　　　948-2228
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1  　　　
　　http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/kouhou/24koho-q.html

問合せ
申込先

広報よこはま都筑区版アンケート

複数の応募は無効です。　　発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。2月中旬発送予定。
なお、いただいた個人情報は当特集のみに使用し、それ以外の目的には使用しません。 

①②③いずれかの方法でご応募ください。平成25年1月31日（木）必着。応募方法

Ａ賞Ａ賞 B賞B賞
市内の観光スポットを巡る市内遊覧バス

『横濱ベイサイドライン』の
チケット

オカピに会えるよこはまのどうぶつえん

『よこはま動物園ズーラシア』の
チケット

検 索横浜ベイサイドライン

●横濱ベイサイドラインの詳細については、
 横浜市交通局のホームページをご覧ください。

検 索ズーラシア

●ズーラシアの詳しい情報は、
  ホームページをご覧ください。

※１　平成25年３月31日まで有効。午前か午後の食事
なしコース。差額をお支払いいただくことで、
食事付きプランに変更可能です。

※2　平成25年４月30日まで
有効。毎週火曜日休園。

早渕公園より撮影

平成25年1月　都筑区長

特集1

新年明けましておめでとうございます！
広報よこはま都筑区版をいつもお読みいただき、ありがとうございます。
皆さんに感謝の気持ちを込めて、抽選で素敵な賞品を差し上げます。

広報に関するアンケートにお答えいただき、ご応募ください。

新年のごあいさつ

※１ ※2

必要事項

25組
50人に！

2組
４人に！



発災直後は、地域住民による自発的な活動
ポイント

1共助

日頃から、顔の見える関係をつくっておきましょう。

日頃から、隣近所の連絡先を確認しておきましょう。

「いざ」というときの役割や行動を確認しておきましょう。

に参加しましょう！
訓練

になりませんか？

災害ボランティア
コーディネーター

「いざ」というとき、“地域のつながり”が大きな力に！

発災後の災害ボランティア活動
ポイント

2共助

“災害ボランティア”の支援が大きな力に！

1

2

3

●家の片付け
●暮らしの手伝い
  （買物、家事など）

●被災した人の話し相手
●子どもの遊び相手
●避難所での炊き出し など

で強化しよう！地域の 防災力・ 災力

平成24年10月に、横浜市の地震被害想定の見直しが行われ
ました。都筑区では、今後、見直しを踏まえて区防災計画の修正
を行うなど、さらなる減災の取組を進めていきます。

検 索横浜市消防 地震被害想定

●横浜市地震被害想定の見直しを実施●

◉横浜市地震被害想定の見直しの詳細は消防局ホームページを
ご覧ください。

共助

訓練は、避難場所の確認やいざというときの行動確認、防災についての知識や情報が得られるだ
けでなく、隣近所の人と顔の見える関係をつくるきっかけや、住民同士の協力関係を築いていくこと
にもつながります。
自治会町内会、マンション管理組合等が主体となって行う訓練のほか、震災時の避難場所として

指定されている地域防災拠点で訓練が実施されています。 災害ボランティアの皆さんの活動拠点となるのが「都筑区災害ボラン
ティアセンター」です。災害ボランティアセンターは、大きな災害時に都
筑区災害対策本部が都筑区社会福祉協議会と連携して設置し、ボランティ
アの受け入れと、要請に応じたボランティア派遣の調整を行っています。

震災時に、地域防災拠点の開設・運営がどのように行われるかを体験することができる訓練に参加しましょう。

大きな災害が発生した場合、皆さんも自力で避難できな
い、不安で心細いなどの状況になるかもしれません。そのと
きは、地域での助け合い・つながりが頼りになります。
「隣近所で助け合って自主的に避難できた」、「一人暮ら
し高齢者の安否確認が素早くできた」など、“地域のつなが
り”が災害の被害を小さくし、不安を解消してくれます。

大きな災害の発災後、生活を送る上では隣
近所同士の助け合いに加えて、多くの人の力
が必要になります。
災害発生後に被災地において復旧活動や復
興活動を行う人たちを「災害ボランティア」と
呼んでます。近年では、数多くの災害ボラン
ティアの皆さんが、自発的にさまざまな団体と
協力して活発に活動し、災害対策のあらゆる
局面において、大きな役割を果たしています。

牛久保町内会では、災害発生時に地域
の社会福祉施設を「いっとき避難場所＊」
として利用できるよう、平成24年9月に
独自に施設と覚書を結びました。
また、平成24年10月にはその覚書を

もとに、防災拠点から遠い地区の住民を
対象とした防災避難訓練を実施しました。

牛久保町内会の取組

牛久保町内会 唐戸会長

牛久保町内会では、大地震が起こったときには、
隣近所で声を掛け合い、近くて安全な「いっとき避
難場所」に避難することにしています。10月の訓練
では避難手順を改めて確認できました。住民にとっ
ては、災害時に家の近くに避難できるという安心感
が、心の大きな支えになると思います。また、隣近所
の人と顔を合わせることもできたので、今後も、災
害時にはお互いに声を掛け合って
安否確認をするような「共助」の取
組や啓発を続けていきます。

＊「いっとき避難場所」は、発災直後に身の安全を守るための一時的な避難場所のことです。（例：近くの公園、集会所など）
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災害ボランティアコーディネーター
ボランティアの受け入れ・派遣先の
調整などを行っています。

都筑区災害ボランティアセンター

横浜市災害ボランティアセンター

災害ボランティア
市内・県内など
全国から

連
携

連携

連携

情報発信
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遣
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受け入れ

受け入れ

災害ボランティア活動の例

地域のつながりを深めるために

都筑区災害ボランティアセンターでは、震災時に全国から都筑区に集まったボランティアを、
支援を必要としている区民のもとへ派遣します。その調整を行う「災害ボランティアコーディ
ネーター」を常時募集しています。興味のある人はぜひお問い合わせください。

災害ボランティアセンターの役割

区内の地域防災拠点と訓練日程

都筑区社会福祉協議会 ☎943-4058 943-1863
http://www.tuzuki-shakyo.jp/

問合せ

「いざ」というときのために、日頃から協力
し合える関係を築いておくことが大切です。
地域の訓練などに積極的に参加して、地域

での助け合い・つながりを、より一層深めて
いきましょう。

の事例共助

災害ボランティアコーディネーターは、平常時には、大規模地震を想定した
災害ボランティアセンターの運営訓練などを行っています。

総務課 庶務係 ☎948-2212 948-2208
問合せ

大きな災害が発生したとき、家庭内での備え「自助」のほかに、何が必要でしょうか？
災害から自分自身や家族の身の安全を守るためには、家庭内での備え「自助」に加え
て、隣近所やボランティアによる助け合い「共助」が重要です。
平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災では、地域住民の自発的な活動により、
多くの人が救出されました。

地域で共に助け合う  が重要！ 防災とボランティア週間に考えよう！
阪神・淡路大震災では、地震発生後に、近隣県をはじめとする全国か

ら、多くのボランティアが駆け付け、被災者の生活支援が行われました。
安心・安全な地域づくりを進めるためにも、大きな災害が起きたと

き、どう行動すればいいのか、この機会にぜひ考えてみましょう。

ボ
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ア
要
請

地域

共助 1月15日～1月21日の

いざ！
に備えて

唐戸会長

害時にはお互いに声を掛け合って
安否確認をするような「共助」の取
組や啓発を続けていきます。

唐戸会長

害時にはお互いに声を掛け合って
安否確認をするような「共助」の取
組や啓発を続けていきます。▲避難者の受付 ▲一人分の避難スペース体験

◀家屋内の片付けをしている様子
平成16年台風16号（広島県呉市）

避難所での足湯の様子▶
新潟県中越地震（新潟県柏崎市）

▲
崩れた土蔵の片付けをする様子／能登半島地震（石川県輪島市）
【写真提供】内閣府パンフレット

「地域の『受援力』を高めるために」より

▲ボランティア要請に対する調整 ▲ボランティア派遣

特
集
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▲
崩れた土蔵の片付けをする様子／能登半島地震（石川県輪島市）

◉災害ボランティアセンター運営訓練の様子（平成24年2月実施）◉

【写真提供】内閣府パンフレット「地域の『受援力』を高めるために」より

地域防災拠点名 町 名 訓練の日程
山田小学校 東山田町、東山田三・四丁目 １月２０日（日）
東山田小学校 東山田一・二丁目、北山田七丁目の一部（ララヒルズ） 終了しました
南山田小学校 南山田町の一部、南山田一～三丁目 １月１９日（土）
北山田小学校 北山田一～六丁目、北山田七丁目の一部（ララヒルズ除く） 終了しました
すみれが丘小学校 すみれが丘 終了しました
牛久保小学校 牛久保町、牛久保一～三丁目 終了しました
中川中学校 南山田町の一部、大棚町の一部 １月２７日（日）
中川小学校 大棚町の一部、大棚西、牛久保東一～三丁目、茅ケ崎町 ２月１７日（日）
都筑小学校 中川五～八丁目、中川中央一・二丁目、牛久保西一～四丁目 ２月3日（日）
中川西小学校 中川一丁目の一部（港北ガーデンヒルズ） 終了しました
中川西中学校 中川一丁目の一部、中川二～四丁目、あゆみが丘 未定
茅ケ崎小学校 茅ケ崎南一丁目の一部、茅ケ崎南二・三丁目、桜並木 終了しました
茅ケ崎東小学校 茅ケ崎東一丁目の一部、茅ケ崎東二～五丁目、茅ケ崎中央 終了しました

茅ケ崎中学校
茅ケ崎南一丁目の一部（港北ファミールハイツ）、
茅ケ崎東一丁目の一部（港北ニュータウン・イオ）、
仲町台五丁目の一部（プロムナード仲町台）

３月10日（日）

地域防災拠点名 町 名 訓練の日程
茅ケ崎台小学校 長坂、平台、茅ケ崎南四・五丁目 終了しました
勝田小学校 勝田町、勝田南一・二丁目、早渕一～三丁目、新栄町 ３月１０日（日）

折本小学校 折本町、大熊町、川向町の一部、仲町台一丁目～四丁目、
仲町台五丁目の一部（プロムナード仲町台除く） ２月１０日（日）

都田小学校 東方町、池辺町の一部、川向町の一部 １月２０日（日）
都田中学校 池辺町の一部 ２月１６日（土）
都田西小学校 池辺町の一部、佐江戸町 終了しました
川和小学校 川和町 終了しました
川和東小学校 富士見が丘、二の丸、高山、葛が谷、見花山 ２月１７日（日）
川和中学校 加賀原一・二丁目、川和台 未定
荏田南小学校 荏田南一～三丁目、大丸 終了しました
荏田小学校 荏田南町、荏田東町、荏田町の一部 終了しました

荏田東第一小学校 荏田東三丁目、荏田南四・五丁目 ２月１６日（土）
つづきの丘小学校 荏田東一・二・四丁目 １月１９日（土）

＊訓練日程は、変更になる場合があります。事前に必ず確認しておきましょう。
  区役所ホームページでもご覧いただけます。都筑区 地域防災拠点訓練 検 索

広報よこはま都筑区版 1月号 ｜ 平成25年／2013年2 平成25年／2013年 ｜ 広報よこはま都筑区版 1月号 3



  

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●
元日〜1月10日（木）、1月15日（火）、2月12日（火）

●都筑公会堂の休館日●
1月21日（月）、2月18日（月）

川和地区連合町内会は緑区・青葉区に
隣接し、川和町駅周辺に位置する1町内会
（川和）と5自治会（都筑ヶ丘住宅、都筑が
丘第2、川和台、川和団地、二の丸）で構成
される、加入世帯3,500世帯弱・加入者
12,000人弱の集まりです。
「安全安心なまちづくり」「地域の支え合いの強化」を目指して活動
を展開しています。

全ての町内会・自治会が夏祭り、環境美化、防犯、福祉活動等を実施しています。
連合町内会では、それぞれの町内会・自治会が情報交換しながら、広域的に事業を
行い、地域交流を活発に図っています。

連合の主要事業として、「歩け歩け大会」「連合
体育祭」「そなえ事業」の三つが挙げられます。
「歩け歩け大会」は、5月に約400人が参加して、
鴨池公園まで徒歩で往復しました。地域ごとの避
難誘導統率訓練、情報伝達訓練を兼ねて実施し、
公園では参加者全員が各種ゲームで親睦を深め
ています。
「連合体育祭」は、10月の体育の日に都田公園にて、約800人の参加者が地域別に
各種スポーツで競い合い、地域・親子の交流を深めています。
「そなえ事業」は、地震等大規模災害対策として、減災を目的とした「災害危険回避
マップ」、災害発生時の「災害対応マップ」、災害時に支援を望む人の「要援護者支援
マップ（非公開）」の3種類のマップの完成を目指しています。
今後も会員の皆さまのご協力のもと、連合町内会の活性化を図っていきます。

荏田南地区は港北ニュータウン第1
期入居の地域として、昭和58年8月に
二つの大型団地の入居が開始され、9
月には荏田南小学校、荏田南中学校が
開校、同時期に多くの分譲戸建てや賃
貸マンションが建ち、一気に人口が増加しました。
連合自治会としては平成5年に発足しました。荏田南小学校通学

区域とエリアが一致しているため、学校との連携がとりやすいことは
言うまでもありませんが、顔と顔の見える関係が重要な地域防災拠点（小学校）での
防災活動においても、連合自治会が果たす役割は大きなものとなっています。

現在9自治会、会員2,800世帯強の連合自治会です
が、さまざまな行事等を通じて意識的に知り合いを増や
し、気軽に声を掛け合える、住民の輪を広げる関係を築き
上げていくことが重要と考えています。
「スポーツ大会」、「集まれ夏キャン」、「荏田南夏祭り」、
「楽しくウオーキング」、「防災訓練」、「どんど焼き」など、
連合主催の行事が多いのもこの連合の特徴の一つです。
中でも「荏田南夏祭り」は、延べ参加人数1万人を超え

る規模を誇っており、子どもたちのふるさとづくりとしての役割も担っています。
また昨年「荏田南連合管内防犯・地域元気づくり協議会」が発足し、関係諸団体、
行政、学校との協力体制の構築と充実、各自治会の夜間防犯活動及び連合自治会
青色パトロールの充実に取り組んでいます。
住み良いまちは安心・安全なまちづくりからです。「住んで良かった荏田南」を目

指してこれからも活動していきます。

川和地区連合町内会 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

川和地区連合町内会
会長 久保 勝治

荏田南連合自治会
会長 志村 一郎
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都筑
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荏田南
連合自治会

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。

連合町内会の活性化を図っています 住んで良かった荏田南

都筑図書館から
◆図書館情報システム移行のための
臨時休館：1月4日（金）～1月10日（木）
◆区内の小学生による読書感想画展
示～子どもたちが描くものがたりの世界
区内小学校の子どもたちの読書感想
画作品を展示します。
日程 1月11日（金）～1月18日（金）
会場区総合庁舎1階区民ホール／ 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 2月14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 1月31日（木）から電か 窓

◆定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。
日時1月16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
●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
ながらシェイプアップ体操を行います
（二日間で1コース）。各コース同内容。

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、各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
日時1月30日（水）・2月6日（水）
	 午前10時30分～11時30分
会場 中川地域ケアプラザ
（中川一丁目1-1）

申込先 ☎500-9321
申込み 1月11日（金）午前10時から電

日時 2月15日（金）・2月22日（金）
	 午前10時30分～11時30分
会場 葛が谷地域ケアプラザ
（葛が谷16-3）

申込先 ☎943-5951
申込み 1月15日（火）午前10時から電

●問合せ 健康づくり係
☎948-2350 948-2354

就学前のお子さんと保護者を対象に、
ふれあいコンサートを開催します。
妊婦の皆さんもぜひお越しください。
日時1月31日（木）午前10時30分～11
時30分（10時15分から受付） 会場 川
和小学校コミュニティハウス（川和町
1463／市営地下鉄「川和町」駅下車3
分） 対象 就学前の子と保護者50組先
申込み 電か、氏名・電話番号を明記し、
F 。1月11日（金）～1月25日（金）必着。
●問合せ みどり保育園
☎941-2800 941-3768

（月〜金曜日の午前10時〜午後4時受付）

育児講座・ふれあいコンサート
親子で生演奏を楽しみませんか？

自分自身や家族、友人同士など、日々
の暮らしの中で誰でも取り組める認知
症予防の一つとして、「回想法」を紹介
します。
日時 2月16日（土）午後2時～4時
会場 加賀原地域ケアプラザ（加賀原一
丁目22-32） 対象 区内在住者50人 先
申込み 1月11日（金）から 電か 窓か、
共通を明記し F
●問合せ
高齢支援担当
 ☎ 948-2305

948-2490

認知症ミニフォーラム
～回想法で心を元気に～

＊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9回

悪質商法の被害防止や食の安全など、
“消費生活”に関するセミナーへの参加、
地域での講座開催などの活動をしてみ
ませんか。
対象 消費生活の推進に熱意のある、平
成25年4月1日現在20歳以上の区民
申込み 区役所5階52番窓口（地域振
興係）で配布する申込書に記入し、窓か
郵送。2月1日（金）～2月28日（木）必着。
●問合せ 地域振興係
☎948-2231 948-2239

消費生活推進員の募集

ママのための簡単ヘルスチェック（骨密
度測定）と食事バランスチェック、都筑
野菜料理の試食、お口の健康チェック
などを行います。
日時 2月8日（金）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階健診室 対象 区内在
住の未就学児の保護者30人 先 ＊2
～6歳のお子さんは一緒に参加できま
す。 持ち物筆記用具、タオル ＊骨密
度測定は裸足（はだし）で行います。
申込み 1月15日（火）から電
●問合せ 健康づくり係
☎948-2350 948-2354

つづきヘルスアップセミナー
～美ママをめざそう！～
「きれいと健康のひみつは食事から」

 1月23日(水)午後2時～4時 区役所6階大会議室 区内在
住者60人  ＊連絡がない場合は、参加可能です。当日会場へお越しください。

 か  か、氏名・電話番号を明記し  。1月21日（月）必着。

①高次脳機能障害の理解と接し方 ②中途障害者地域活動センターの紹介

高齢支援担当 ☎948-2304～2307 948-2490問合せ

横浜市総合リハビリテーションセンター  臨床心理士・山口加代子氏講師●

日時 会場 対象

申込み 電 窓 F
抽

誰にでも起こりうる
①高次脳機能障害の理解と接し方 ②中途障害者地域活動センターの紹介

誰にでも起こりうる誰にでも起こりうる高次脳機能障害
見えないからこそ理解したい!

年始の開庁●都筑区役所は、1月4日（金）午前8時45分から開庁します。ただし、

▲歩け歩け大会 ▲荏田南夏祭り
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都筑公会堂では、ホール（講堂）の音響シ
ステム改修工事を実施します。工事期間中、
ホール（講堂）は使用できません。また、会
議室等も使用できない日程があります。詳
細はお問い合せください。ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解をお願いします。 ＊申請
等の事務受付は、通常通り行います。

工事期間 2月12日（火）～3月12日（火）
●問合せ
都筑公会堂
☎948-2400 948-2402
地域振興係
☎948-2231 948-2239

都筑公会堂ホール（講堂）改修工事のお知らせ

午後1時30分～3時30分（午後1時から受付）
都筑公会堂
一般区民300人 先着順
創作落語と活動報告・パネルディスカッション等

●健康長寿コミュニティーづくり
（しいの木台ハイツおれんじポコ福祉会）
●こども・青少年育成のための取組
（川和中学校区こども青少年育成計画協議会）
●中川地区における福祉活動の取組（中川地区社会福祉協議会）

15連合町内会自治会での「地区
別計画」の取組等を展示します。

事業企画係
問合せ

午後1時30分～

開催します！

つづき あい
フォーラム

第2期都筑区地域福祉保健計画や、こども・青少年
育成計画を推進する3地区の取組を発表する「つづき
あいフォーラム」を開催します。
またフォーラムの開催に合わせて、各地区やグループ
の取組を紹介するパネル展を行います。

直
2月5日（火）午後1時～2月12日（火）正午
区総合庁舎1階区民ホール／

・ 日時 ・
・ 会場 ・

2月9日 土日時

パネル展を
同時開催！

会場
対象
内容

 ☎ 948-2344
948-2354

フォーラム＆
パネル展に、ぜひ
お越しください！

入場無料・当日直接会場へ。

都筑区民文化祭実行委員会事務局
 tzbunkasai@yahoo.co.jp http://webyoko.com/bunkasai/

都筑区役所 地域振興課 区民活動係 ☎９４８-２２３５ ９４８-２２３９

問合せ

入場・鑑賞無料 ＊一部実費の催しあり。

都筑区総合庁舎１階区民ホール・都筑公会堂
都筑区民文化祭実行委員会 都筑区役所

デザイン画作成 中川小学校１年生 木村朱里さん▶

第17回

区総合庁舎内で、約２，０００人が展示・舞台作品を発表します。
区民による区民のための文化祭です。出展者・出演者、企画運営ボランティア

スタッフ一同、皆さまのご来場をお待ちしています。

会場
主催 共催

1月19日  ▶2月3日1月19日  ▶2月3日土 日

オープニングイベント

イベントスケジュール

オープニングイベント

イベントスケジュール

日時

日程

1月19日（土） 会場 都筑区総合庁舎１階区民ホール

●開会宣言・表彰式 ●「夢のつづき」合唱▶《出演》都筑少年少女合唱団
オープニングセレモニー 午前10時開始

オープニングステージ 午前10時30分開始

舞台部門

展示部門

会場 都筑公会堂

●チアダンス▶《出演》ＶＩＯＬＥＴ ＪＡＭ ●書道パフォーマンス・しの笛演奏のコラボレー
ション▶《出演》中川雪花、都筑しの笛の会 ●クイズ「目指せ！ つづキング！」

●パフォーマンス▶１月２０日（日）午前10時～午後6時30分
●伝統芸能▶１月２６日（土）午前11時～午後5時30分
●クラシック＆コーラス▶１月２７日（日）午後1時～午後6時
●ロック＆ジャズ＆ポップス▶２月２日（土）午後零時30分～午後6時

会場 都筑区総合庁舎１階区民ホール

●写真、花（生け花ほか）▶１月１９日（土）～１月２４日（木）
●絵画、工芸②（繊維製品、紙製品ほか）▶１月２４日（木）～１月２９日（火）
●書道、工芸①（木製品、土製品ほか）▶１月２９日（火）～２月３日（日）

［展示時間］会期中の午前10時～午後5時
＊各展示の初日は午後1時から、終了日は午後3時までです。ご注意ください。

◉特設体験コーナー
会場 都筑区総合庁舎1階区民ホール
●お抹茶コーナー▶1月20日（日）午前11時～／100人  ／参加費100円
●ハート匂い袋▶1月26日（土）①午前10時～ ②午後1時～

／各回30人   ／参加費100円
●和紙貼り絵▶1月27日（日）①午前10時～ ②午後1時～／各回15人   ／参加費500円
●水墨画▶2月2日（土）①午前10時～ ②午後1時～／各回10人   ／参加費100円
●小鳥ブローチ色づけ▶2月2日（土）①午前10時～ ②午後1時～

／各回15人   ／参加費300円

［申込み］当日、先着順に受付
先

先
先
先

先

区民の皆さんが
工夫を凝らした
舞台・展示を、

ぜひご覧ください♪

区民文化祭の
スタートを

盛り上げます♪

毎年好評の
体験コーナーです♪
参加は有料です。

回

区総合庁舎内で、約２，０００人が展示・舞台作品を発表します。区総合庁舎内で、約２，０００人が展示・舞台作品を発表します。
～都筑区は 文化の王様 つづキング！～
都筑区民文化祭 都筑区民文化祭 
～都筑区は 文化の王様 つづキング！～

緑税務署からのお知らせ

所得税 2月18日（月）～3月15日（金）
	 ＊作成済みの還付申告書は2月15日（金）以前でも提出できます。
贈与税 2月1日（金）～3月15日（金）
個人事業者の消費税・地方消費税 4月1日（月）まで

会場は次の期間にご利用ください。
期間 2月1日（金）～4月1日（月）（土・日曜日・祝日は休み）
	 ＊	2月24日（日）と3月3日（日）は開場し、相談と申告書の受付・

用紙の配付のみを行います。
時間 受付／午前8時30分～午後5時
 相談／ 午前9時15分～午後5時
     （混雑状況により、午後4時以降は相談の受付を締め切る場合があります）

対象者向けに、申告相談、確定申告書の作成のアドバイス、申告書の受付を行います。
対象者 都筑区・青葉区・緑区に納税地のある、

●小規模納税者(所得金額300万円以下）の所得税・消費税の申告
● 年金受給者及び給与所得者（給与・年金収入800万円以下）の所得税
の申告（土地、建物及び株式などの譲渡所得のある場合を除く）
＊	青色申告者、住宅借入金等特別控除を初めて受ける場合等、相談内容が複雑な
ものは、相談をお受けできません。

持ち物 源泉徴収票等の確定申告に必要な書類（前年分の控え等）、筆記用具、
計算機、印鑑

 ＊電子申告を利用したことがある人は、利用者識別番号等の分かる書類（暗証番号を含む）も持参。
会場（最寄り駅） 開催日 受付・相談時間
都筑公会堂

（市営地下鉄「センター南」駅下車6分）1月29日（火）・1月30日（水）
受付／午前9時15分～
相談／午前9時30分～

午後3時30分
（正午～午後1時は除く）
＊来場者多数の際は、相
談開始直後に当日分の
受付を締め切る場合や、
長時間お待たせする場合
があります。

緑公会堂
（市営地下鉄・ＪＲ「中山」駅下車5分）

1月31日（木）・2月1日（金）
2月7日（木）・2月8日（金）

山内地区センター
（市営地下鉄・東急「あざみ野」駅下車３分） 2月5日（火）・2月6日（水）

十日市場地区センター
（ＪＲ「十日市場」駅下車４分） 2月13日（水）・2月14日（木）

＊各会場とも、来場者のための駐車場の用意はありません。公共交通機関をご利用ください。

平成23年分の所得税確定申告から、次の人は所得税の確定申告が不要にな
りました。ただし、還付を受けるための申告書を提出することができます。

＊	所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市・県民税の申告は必要です。
		市・県民税の詳細は、住所地の区役所税務課にお問い合わせください。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」で、簡単に所得税等の申告書を作
成することができます。作成した申告書は、そ
のまま「e-Tax」で送信、又は印刷し郵送で提
出することもできます。ぜひご利用ください。

http://www.nta.go.jp/

平成24年分の確定申告 ー相談・受付と納税ー

緑税務署の申告書作成会場のご案内

税理士による小規模納税者などのための無料申告相談

公的年金等を受給されている人の確定申告

確定申告書の作成は、国税庁ホームページで！

緑税務署の駐車場は利用できません。
また、臨時駐車場はとりやめましたので、公共交通機関をご利用ください。

税務署は大変混雑しま
す。提出のみの場合で
も、長時間お待ちいただ
くことがあります。

問合せ 緑税務署 個人課税部門 ☎972-7771（代）

納税は、安心・便利な
振替納税をご利用ください。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以下の人

●�最高3,000円の税額控除（平成19年
分から24年分の間でいずれか１回）
●添付書類の提出省略
●還付金がスピーディー
※e-Taxの利用には、事前準備が必要です。

「e-Tax」で申告すると
こんなメリットも！

都筑区民活動センターは1月5日（土）から、都筑図書館は1月11日（金）から開庁します。 平成25年／2013年 ｜ 広報よこはま都筑区版 1月号 5



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。＊＊＊

☎ 941-8380  942-3979
〒224-0062 葛が谷2-1

都筑センター

●臨時休館のお知らせ●
1月23日（水）～2月1日（金）は、施設
点検のため、休館します。

わんぱくホリデー
「見よう さわろう 音のせかい」
見て、触って、音の正体に迫ります●３
月９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 ●700円 申込み 共通 、年
齢、学校名、保護者名を明記し、F か HP 。
2月23日（土）必着。 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。

☎ 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●

1/15（火）

センター寄席（落語）
～笑いで寒さを吹き飛ばそう～
2月2日（土）午後2時開始（1時30分開
場）●80人 先 ●200円 申込み 1月11
日（金）午後1時から 電 か 窓

春のお祝い膳
卒業･入学に向けた祝い膳の講習です
●２月14日（木）午前9時45分〜午後
零時30分●16人 抽 ＊子ども同伴不
可●１，５００円 申込み 共通 と講座名
を明記し、往 か 返 。1月30日（水）必着。
春の和菓子講習会（練り切りを作る）
２月２２日（金）午前9時45分〜午後零
時30分●16人 抽 ＊子ども同伴不可
●１，０００円（材料費） 申込み 共通 と年
齢を明記し、往 か 返 。2月7日（木）必着。
おはなし広場
１月２４日（木）：幼児向け、２月９日（土）：
小学生向け、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●

1/15（火）

簡単おいしいおつまみ
2月21日（木）午前10時〜午後零時30
分●20人 先 ●1,000円 申込み 1月
11日（金）から 窓

55歳からの健康体操（全6回）
2月13日・20日・27日、3月6日・13日・
27日いずれも水曜日、午後1時〜2時
30分●55歳以上60人 先 ●900円（全
回分） 申込み 1月11日（金）から 窓

歌声喫茶Ⅱ
新宿ともしびによる歌声喫茶●2月23
日（土）午 前9時30分〜11時30分
●130人 先 ●600円 申込み 1月11
日（金）から 窓

ままくらぶ
「ふんわり☆イチゴムース作り」
親子でイチゴスイーツを食べよう●2月
26日（火）午前10時〜正午●1歳〜未就
園児の親15人 先 ●700円 申込み 1月
11日（金）から 窓 ＊保育あり●保育代
300円●2月18日（月）までに 窓

ハンドメイドアクセサリー
①タッセル付きメタルパーツストラップ
●2月28日（木） ②淡水パールネックレ
ス●3月7日（木）いずれも午前10時〜正
午●各15人 先 ●各1,500円 申込み
1月11日（金）から 窓

犬のしつけ教室
1月12日（土）午前10時30分開始●雨
天中止●犬を連れて 直

みそ作り教室
1月26日（土）午後1時30分開始●10
人 先 ●２，０００円（みそ２㌔㌘）●エプロ
ン、三角巾、タオル、持ち帰る容器を持
参。 申込み 前日までに 電 か 窓

和菓子作り教室
1月19日（土）午前10時〜正午●10人
先 ●1,000円●エプロン、三角巾、タオ
ル、持ち帰る容器を持参。 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・試食会●2月4日（月）午前10時
〜午後1時●小雨決行● 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

親子炭焼体験
2月24日（日）午前9時〜午後3時●小
雨決行、荒天中止●レストハウス集合
●小学生以上と親20人 抽 ●一人500
円 申込み 2月17日（日）までに 要申込

冬の野鳥観察会
２月１０日（日）午前８時〜１１時●小雨決
行、荒天中止●レストハウス集合●３０人
抽 ●３００円 申込み ２月３日（日）まで
に要申込

炭焼き体験（宮谷戸窯）
無煙・無臭のハイテク炭焼き●2月9日

（土）午前9時〜午後4時：炭材作りと
窯詰め、2月16日（土）午前8時〜午後
10時：炭焼き、2月23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（全回
分） ＊昼をはさむ活動日は昼食付き。
申込み ２月２日（土）までに 要申込

ネイチャークラフト作り
木の枝、木の実で森の動物作り●１月
２７日（日）、２月２４日（日）いずれも午前
１０時〜午後３時（受付は２時３０分まで）
●雨天中止●円形広場集合●５００円
● 直

☎・  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

親子自然教室
～火をたいて焼き芋しよう
たき火で、サツマ芋を焼いて食べます
●2月4日（月）午前11時〜正午●雨天
時は2月18日（月）に延期●2〜4歳の親
子12人 先 ●親子一組500円（保険代
含む） 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
雑木林の間伐、ササ刈り、落ち葉かきを
行います●1月19日（土）・27日（日）午前
10時〜正午●雨天中止●軍手、汚れて
もよい服装で参加● 直

☎ 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●

1/21（月）

絵本を通してみる世界
～アフリカの絵本と多言語おはなし会～
ケニアの絵本『ハンダのびっくりプレゼ
ント』を、英語、アフリカーンス、日本語
の３言語でお話しします●①1月27日

（日）：つづきMYプラザ ②2月16日
（土）：川和小学校コミュニティハウス
③3月10日（日）：つづきMYプラザ●各
日同内容●いずれも午後1時30分開
始● 直

☎・  913-1123
〒224-0003 中川中央一丁目9

 tsuzuki-yumesuta@bell.ocn.ne.jp

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、ドラマ、ボーカル、ダンスの3要素
を学びます●①初級Aクラス：毎週日
曜日、午後1時〜3時50分 ②中級B
クラス：毎 週 火 曜日、午 後5時〜7時
50分●１８歳以上 先 ●1回3,000円  
申込み 要申込 または、電 で担当へ。
担当：山田 ☎０８０-３２７０-４６４９ 
URL http://www.okanote-musical-studio.jp/

「劇団☆夢スタ」参加者募集（月3回）
見学歓迎●１月12日～2月2日の土曜
日 ①シニア:午後1時30分〜3時 ②
小学生以上:午後3時30分〜5時●月
3,000円● 要申込

都筑少年少女合唱団で輝こう
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
毎週火曜日、午後１時３０分〜４時●1回
５００円● 要申込

☎・  942- 1569
〒224-0006 荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド ●休館日●

1/21（月）

ログハウスを描いてみよう
ログハウスの写生画を募集します。外
観を自由に描いてください。作品は子ど
もたちが遊んでいる場所に飾ります
●40㌢㍍ 四 方 以 内 の用 紙を使 用。
申込み 事前に 電 で随時受付。後日、作
品を持参し 窓

☎・  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

第2回発達障害を理解する講座（全2回）
さまざまな困難や障害のある子ども
たちと関わってきた講師がお話ししま
す●1月20日、2月17日いずれも日曜日、
午前１時30分〜４時●30人 先 ●800円

（全回分）＊1回のみの参加は500円
申込み 電 か 窓 か、共通 と、①昨年の同
講座の参加の有無 ②参加の理由を
明記し、F 。1月16日（水）必着。
ネイティブと話そう！ 
楽しい英会話（全４回）
英語で五感を使って話そう●1月17日
～2月7日の毎週木曜日、午後7時〜8
時30分●高校生以上5人 先 ●１，５００
円（全回分） 申込み 1月12日（土）から、
電 か 窓 か、共通 と年代を明記し F

「リバーシ」パワーアップ教室（全３回）
リバーシ上達のコツを学びます●1月
19日、2月9日、3月2日いずれも土曜日、
午後１時〜３時●全回参加できる小・中
学生10人 先 申込み 1月12日（土）か
ら、電 か 窓 か、共通 と年齢、学校名、学年
を明記し F

☎・  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

「たこ」つくり教室
「たこ」を作り、2月に「たこ上げ大会」に
参加します●1月26日（土）午前9時〜
正午●年長〜小学生と保護者30人 先
●300円（材料費。当日持参）●鉛筆、は
さみ、長めの定規を持参。 申込み 1月
19日（土）までに 電 か 窓

☎ 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
「心穏やかに過ごすために」
2月15日（金）午後1時30分〜３時●30
人 先 申込み 1月15日（火）から 電 か 窓

ロビーコンサート
懐かしい日本の歌（出演：グレースアンサ
ンブル）●2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●

1/15（火）

地場野菜でクッキング
地元野菜で料理を作ります●２月１8日

（月）午前１０時〜午後零時３０分●２４
人 抽 ＊子ども同伴不可●１００円（保
険代） 申込み 共通 を明記し、往 か 返 。
1月18日（金）必着。
そば打ち体験
３月2日（土）午前9時15分〜午後1時30
分●12人 先 ＊子ども同伴不可●１，２００
円●エプロン、三角巾、ふきん、大きめの
持ち帰る容器を持参。 申込み ２月１日

（金）から 電 か 窓

おもしろ科学教室～染め物をしよう！
大学生から染め物の仕組みを学び、
体験します●3月3日（日）午後1時30
分〜3時●小学生24人 先 ●200円
●筆記用具、作品を持ち帰る袋を持参。
申込み 2月4日（月）から 電 か 窓

すてきなとんぼ玉
基本のとんぼ玉を2個作ります。希望
者は、アクセサリーにできます●３月5日

（火）午前10時〜午後零時３０分●１4
人 先 ＊子ども同伴不可●１，２００円
申込み ２月５日（火）から 電 か 窓

☎ 594-1723  594-2019
〒224-0028 大棚西2

 http://tminkaen.org/

都筑民家園 ●休館日●

1/15（火）
1/28（月）

「ひな祭り着物を着て記念写真」受付
2月17日（日）に開催します。詳細はお
問い合わせください●３歳以上15人 先
●受付時に３，０００円 申込み 1月26
日（土）午後3時から 窓 ＊1月27日（日）
からは 電 も可。
ひな祭りお茶会
3月3日（日）①午前11時〜正午 ②午後
零時30分〜1時30分 ③午後２時〜３
時●各15人 先 ●各500円 申込み 1
月12日（土）から 電 か 窓

いろり端おはなし会
協力：かたらんらん●1月21日（月）午前
11時〜11時30分● 直

平日の初心者茶道講座
初心者歓迎。本格的な茶室で茶道体験
●①1月29日（火）②２月19日（火）③3
月19日（火）いずれも午前10時〜午後零
時30分●各10人 先 ●各１，５００円●白
いソックス、あれば懐紙、ふくさ、扇子を
持参。 申込み 1月11日（金）から 電 か 窓

茶室利用受付
３月～８月の茶室利用を募集します。
申込み １月１１日（金）午後１時から 窓

＊１月１２日（土）からは 電 も可。
土曜しの笛コンサート
毎週土曜日、午前11時〜11時30分● 直

南京玉すだれ
初心者歓迎●1月26日（土）、２月２日

（土）いずれも午後2時〜4時● 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●

1/17（木）
2/7（木）

新春おはやし
おはやし、獅子舞の披露●1月13日（日）
午前11時開始 ＊雨天決行● 直

都 筑 区 イベント情 報 配 信 中！>>>広報よこはま都筑区版 1月号 ｜ 平成25年／2013年6



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

 kuzugaya@yokohamashakyo.jp

が谷地域ケアプラザ

ボランティア入門講座
ボランティアの基礎知識講義や高齢者
疑似体験など●2月4日（月）午後２時～
３時30分●20人先 申込み 1月15日
（火）から電か、共通を明記し F か E

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

東山田地域ケアプラザ

申込み 要申込は1月11日（金）から電 か 窓
新春ふれあい寄席
「ボランティア友の会」主催の寄席●2
月16日（土）午後1時30分～３時●会
場：北山田地区センター体育室●200
人先 ●一人500円●要申込
介護者のつどい
日頃の介護の悩みを共有しましょう
●2月26日（火）午後1時～３時●区内
在住の介護者15人先 ●要申込
ヨガでうつ予防？！
ヨガを通してうつ病を予防しましょう
●2月28日（木）午前10時～11時30
分●会場：北山田地区センター●15人
●持ち物は問合せを●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

子どもの姿を伝えるために～あんしん
ノート書き方講座 中学・高校生編
2月13日（水）午前10時30分～午後
零時30分●障害のある中学・高校生の
親12人先 ●500円（資料代） 申込み 1
月11日（金）から電 か 窓か、共通 を明
記し F

くさぶえで豆まきしよう
豆まきと工作●2月1日（金）午前10時
30分～午後2時（豆まきは午前11時30
分～正午）●未就学児と保護者先 ● 直
おはなし会
1月24日（木）午前11時30分～11時
50分●未就学児と保護者●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

チルコロウィーク2013春
親子で楽しむイベントやおしゃべり会。
イベント内容は問合せを●2月16日
（土）～３月2日（土）●未就学児と家族
先 申込み 2月5日（火）～２月12日
（火）に電 か 窓

そうだポポラへいこう！
“先輩ママ&パパ”とのおしゃべり会で
す。夫婦での参加も大歓迎です●1月
30日（水）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 1月11日（金）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、地域ぐるみの子育てを応援します
●1月12日（土）午後1時30分～2時
30分●１月23日（水）、2月9日（土）午
前10時30分～11時30分●入会希望
者各10組先 申込み 1月11日（金）か
ら電 か 窓

じっくり相談
専門相談員の子育て相談●1月19日
（土）･23日（水）･26日（土）いずれも午
前10時～午後4時●未就学児と家族
先 申込み １月11日（金）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●1月19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●1月19日（土）午
前11時～正午●未就学児と家族 先
申込み 1月11日（金）から電 か 窓

公園であそぼう！
1月24日（木）午前10時30分～正午頃
＊雨天時は1月31日（木）に延期●ききょ
う公園（中川五丁目10）●直

☎ 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●

1/28（月）

ワンデープログラム
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（1月21日、2月4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
◆毎週火曜日（1月15日～2月5日）
④ソフトエアロ●午後零時20分～
◆毎週水曜日（1月16日～2月6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～
◆毎週金曜日（1月11日～2月8日）
⑦＊ズンバ４5●午前10時35分～11時20分
◆毎週土曜日（1月12日～2月9日）
⑧エアロビクスボクシング●午前10時～
▶スポーツタイム（終了時間の記載の
ないものは90分間●16歳以上）
◆第1・3火曜日（1月15日、2月5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（1月22日）
⑩バレーボールタイム●午後7時15分
～●24人先 ●500円
◆毎週土曜日（1月12日～2月9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
◆毎週土曜日（1月12日～2月9日）
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
保護者15組 先 ●一組800円（追加一
人400円）

http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/tsuzuki/

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

アサーティブネス体験講座
～自分も相手も大切にした
コミュニケーション～
相手の権利を侵害せずに、自分の
意見を伝える方法を実践的に学び
ます●２月９日（土）午前１０時～午
後５時（昼休憩あり）●女性３０人
先 ●３，８００円（資料代含む） ＊参
加費の免除制度あり。詳しくは問
合せを●ノート、筆記用具を持参。
申込み１月１１日（金）から 電 か HP
【保育あり】1,5００円（別途登録料
１，０００円）●４日前までに 電 で要予
約（☎９１０-５７24）。

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

申込み 要申込行事は 窓 か、ワーク
ショップ名、参加希望日、共通と氏
名ふりがな、年齢・学年を明記し、
往か HP

あざみ野マルシェ
無農薬野菜や菓子の販売●1月20日
（日）午前10時～午後４時●直
あざみ野カレッジ
「舞台芸能とネット動画文化の親和」
動画投稿・配信による舞台芸能の新
たな展開。講師：藤山晃太郎（手妻師）
●2月9日（土）午後1時30分～３時
30分●高校生以上40人 抽 ●500
円 ＊初回受講時に学生証発行の
ための手数料500円が別途必要
申込み 1月26日（土）までに要申込
障がいのある子どもたちのための
「親子で造形ピクニック」
土粘土、絵の具、紙などで、親子で
自由に遊びます●1月26日（土）午
前10時～正午●個別支援学級、
特別支援学校などに通う子と保護
者20組 抽 ●4歳以上の子100円
申込み 1月16日（水）までに要申込

●休館日●

1/3（木）まで
1/28（月）

都 筑 区 役 所 が 区 内 の 中 小 製 造 業 を P R し ま す ！

都筑区は、工業・農業ともに盛んな区で、製造業事業所数と農地面積がともに市内トップクラスです。
都筑区では、平成22年度からメイドインつづき推進事業として、工業、農業などの産業活性化を目指して、

中小製造業の販路拡大を支援し、地産地消を推進しています。

中小製造業への支援や地産地消の推進に関する取組など、メイドインつづき推進事業の詳細はホームページでもご覧いただけます。 検 索メイドインつづき

企画調整係 ☎948-2226 948-2399問合せ

都筑区は、工業・農業ともに盛んな区で、製造業事業所数と農地面積がともに市内トップクラスです。都筑区は、工業・農業ともに盛んな区で、製造業事業所数と農地面積がともに市内トップクラスです。都筑区は、工業・農業ともに盛んな区で、製造業事業所数と農地面積がともに市内トップクラスです。都筑区は、工業・農業ともに盛んな区で、製造業事業所数と農地面積がともに市内トップクラスです。都筑区は、工業・農業ともに盛んな区で、製造業事業所数と農地面積がともに市内トップクラスです。

区
「メイド ます！
区内の中小製造業22社の

「メイドインつづき」を紹介します！

金属加工、電気・電子、機械、化学・プラスチック、管工
事・建設といった分野の都筑区内企業22社のオンリーワ
ン技術、優れた製品を紹介した冊子を1月に発行します。
皆さまに区内中小製造業への理解を深めていただくこ

とはもちろん、区内企業や「テクニカルショウヨコハマ」
等で配布し、販路拡大・企業間交流につながることを期
待しています。

「テク へ
「メイドイ す！
「テクニカルショウヨコハマ2013」へ
「メイドインつづきブース」を出展します！

テクニカルショウヨコハマは、県下最大の工業技術・製品に関する総合見本市で、新
技術・新製品発信の場、新規顧客獲得や商談の場として、さまざまなビジネスチャンス
が期待されます。
都筑区では、「メイドインつづきブース」を出展し、紹介冊子に掲載された企業のう

ち10社の優れた技術・製品等を展示する予定です。ぜひ会場へお越しださい。

２月６日（水）～2月８日（金）
午前10時～午後5時
パシフィコ横浜展示ホールＣ･Ｄ
（西区みなとみらい一丁目1-1）

※入場には、事前登録が必要です。詳しくは、
テクニカルショウヨコハマ2013公式サイト
（http://www.tech-yokohama.jp/tech2013/）
をご覧ください。

日程

会場

テクニカルショウヨコハマ
2013の概要

入場無料

▲昨年のテクニカルショウヨコハマ2012
メイドインつづきブースの様子▲昨年発行した2012年版冊子

1月4日（金）まで休館 ●各地区センター ●都筑区子育て支援センター ポポラ

1月3日（木）まで休館 ●都筑民家園 ●せせらぎ公園古民家 ●都筑中央公園（レストハウス）
●つづき地域活動ホーム くさぶえ ●鴨池公園 こどもログハウス ●つづきMYプラザ
●各コミュニティハウス ●各地域ケアプラザ ●都筑の文化 夢スタジオ ●都筑スポーツセンター

1月号掲載 区内施設●年始のお休み
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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。＊

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

都筑警察署からのお知らせです。
インターネットバンキングでの不正アクセスにご注意を！

●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 １月２２日、２月５日いずれも（火）正午～午後1時30分受付
１歳６か月児 １月２４日、２月７日いずれも（木）正午～午後1時30分受付
３歳児 １月３１日、２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６月出産予定の人
→２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。

２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 １月１５日（火）・２４日（木）、２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

１月１１日（金）午前、２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
肺がん検診 ２月２０日（水）午前▶１月２５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（年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）

実施医療機関で受診する乳・子宮・大腸・前立腺・胃・肺がん検診は、都筑区ホームページか問合せを。
便細菌検査・
ぎょう虫・寄生虫
卵検査

１月２１日・２８日、２月４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。

エイズ検査 １月１７日・２４日・３１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

1月３０日（水）午後、２月５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 ２月５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

予約制

有 料
予約制

予約・問合せ  神奈川県結核予防会  ２５１–２３６３
胃がん検診 ２月２０日（水）午前▶１月２２日（火）～２月６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（年１回） 定員 40人 料金 1,570円

乳がん検診
（マンモグラフィー
検査）

２月１８日（月）午前▶１月１８日（金）～２月１２日（火）に予約受付
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 各40人 料金 680円

有 料

有 料

予約制

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（忘れた場合は受診で
きません）。

区民バドミントン大会 シングルス戦
男女ともに1～3部。男子のみ40歳以
上、50歳以上、60歳以上／2月10日（日）
午前8時～／都筑スポーツセンター／高
校生以上160人先 ＊区内在住、在学
の中学生は参加可／1,700円（中学生
1,000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。1月20日（日）必着。
●問合せ 都筑区バドミントン協会
持増 ☎090-2677-3760

contact@tsuzuki-badminton.org

良質な材料を使った手作りみそ教室
国産大豆と天日塩に、無添加のこうじ
を混ぜて作ります／1月19日（土）・26日

（土）いずれも午後1時～3時／都筑ハー
ベスト（茅ケ崎東五丁目6-5）／各20人
先／一人1,500円／エプロン、みそ1.5
㌔㌘を持ち帰るふた付き容器を持参。
申込み 参加希望日の前日までに電か、
氏名・電話番号を明記し F か E
●問合せ 都筑ハーベスト 金子
☎・ 945-7174 harvest@tuduki.jp

椅子を使ったストレッチ 参加者募集
椅子に座って、足・腰を鍛えましょう／毎
月第2・4水曜日、午前10時30分～11時
30分／都筑地区センター／月1,000円
申込み 事前に電で、随時受付。
●問合せ 椅子を使ったストレッチOB会
篠原 ☎942-4107

障がい者が働く喫茶店のボランティア募集
ふれあいショップ・しゅしゅセンター南店
（区役所1階）で、知的障がいのある人た
ちと働きませんか。詳細は問合せを。
申込み 事前に電か来店。1月31日（木）
締切り。 ●問合せ 社会福祉法人試行
会・ワーク中川 村川
☎914-8290 913-5407

「都筑」男女別団体戦 リスト杯卓球大会
1月27日（日）午前8時30分から受付／都
筑スポーツセンター／都筑区近隣在住
者、1チーム4人100組先／登録会員チー
ム4,000円、非登録会員チーム6,000円
申込み 電か、事務局で配布する申込書
を F か郵送。1月15日（火）必着。

●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

四季に合わせて年4回開催予定の第2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／2月7日（木）午前10時～正
午／かけはし都筑／30人先 ＊第1回参
加者を優先。保育はありません／500円
申込み 1月11日（金）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2章春のまき

ダンス、ミュージカルなどのステージパ
フォーマンスを発表しませんか／7月14
日（日）午後4時開演予定／都筑公会
堂／区内、都筑区近隣で活動する団体
抽。1団体5～30分間で、5分単位で申込
み。（15分以上：11人以上の団体、20分
以上：15人以上の団体、30分：25人以上
の団体）／一人900円 申込み 代表者
の共通とEメールアドレス、団体名、ジャ
ンル、参加予定人数、希望時間を明記
し、F か E 。2月10日（日）必着。
●問合せ 都筑舞台文化協会
窪田 ☎・ 943-8556

gekidankokoro@gmail.com

ダンス＆パフォーマンス TSU･ZU･KI 2013
参加団体募集

第18回都筑コーラスのつどい 参加団体募集
日頃の練習の成果を発表しませんか／
6月30日（日）／都筑公会堂／区内を中
心に活動しているコーラスグループ／
一人500円程度 申込み 電か、共通を
明記し F 。1月31日（木）締切り。
●問合せ 都筑コーラス連絡会
杉浦 ☎・ 945-3223

都筑警察署 ☎949-0110問合せ

最近、インターネットバンキングに不正アクセスされ、預金が引き出される事件
が頻発しています。フィッシングメールやウイルス感染などを
使い、ＩＤ・パスワードを盗みとり、悪用しています。
●銀行から「ＩＤ・パスワードの確認」などの怪しいメール
が届いたら、まずは銀行に確認しましょう。
●ＩＤ・パスワードは「身分証」と同じように、他人に知られ
ないようにしっかり管理しましょう。

パスワード

ログイン

神奈川県警察 サイバー犯罪対策センターのホームページもご覧ください。
〔神奈川県警察トップページ〕 http://www.police.pref.kanagawa.jp/
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