
　僕は時々、ヘルパーさんと鉄
道の旅やバスの旅に行きます。
散歩する時もあります。いろん
な話ができて、食事にも行きま
す。とても楽しいです。これから
も一緒にいろいろな場所に出か
けたいです。

　6月の「食育月間」と「歯と口の健康週間」に合わせ、都筑区
では「噛むことと食べることを親子で楽しもう」をテーマに
食育フェアを開催します。

　障害者週間は、広く障害者の福祉についての関心と理解を深め、障
害のある人が社会・経済・文化活動などに積極的に参加する意欲を高
めることを目的とした週間です。

　地域にお住まいの皆さんのさまざまな心配事、
困り事を一緒に考えお手伝いしていきます！

例えば…
●うちの子、周りのお友達とは
ちょっと違う？
●最近、不登校気味。勉強もつ
いていけなくて…。
●私も高齢になって、障害のあ
る息子の将来が心配…など。
▶基幹相談支援センターへのご相談はこちら

590-6170　 577-1177

◆ささえ愛福祉週間 PRパネル展示 
日時：12月1日（木）～3日（土）　会場：区総合庁舎1階区民ホール

◆障害者週間キャンペーン
　作業所製品・啓発用パンフレットの配布活動
日時：12月7日（水）～9日（金）  会場：地下鉄センター南駅 コンコース

　ガイドヘルパーとは、障害のある人（利用者）と一緒に出かけて、必要な支援（道案
内・お金の計算・介助など）をする資格をもった人です。
　ガイドヘルパーさんと一緒なら、映画や買い物、野球観戦など、ひとりでは行くのが
難しいさまざまな場所へ出かけることができ、障害のある皆さんの地域生活や活動
の充実につながります。
問合せ  障害支援担当　 948-2316

　　　　　　　　　　 948-2490

ってご存知ですか？ 

　横浜市ではガイドヘルパーを増やすことを目指しており、資格取得の助成など
を行っています。お気軽にお問い合せください。
問合せ  健康福祉局　 障害福祉課移動支援係　 671-2401　 671-3566　

◆横浜市ホームページ「ガイドヘルプサービス」 横浜市 ガイドヘルプ 検索

毎年12月3日～9日の1週間は『障害者週間』

都筑区基幹相談支援センター
つづき地域活動ホームくさぶえ

問合せ  都筑区社会福祉協議会　 943-4058  943-1863

　初めての人だと緊
張することもあるけれ
ど、グループで一緒に
行く事もあるので会話
も弾んで楽しいです。

　ガイドヘルパーさんは、利用者さんが自分
で好きな飲み物を選ぶのを見守ります。

あなたもガイドヘルパーとして、活躍してみませんか？

こちらの二人のお出かけを見せてもらいました！ヘルパーさんはどんなお仕事をしているでしょう？

ところで「ガイドヘルパー」

　このマークはガイドヘルパーさんが身に付け、
広く地域の皆さんに知ってもらうことで障害のあ
る皆さんの地域生活の充実につなげます。
デザイン：志田 勇さん（くさぶえ）、
　　　　 田中美里さん（アスタ荏田）による合作

都筑区発 オリジナル
ガイドヘルプマーク誕生！！

　安全確認をするのもガイドヘルパーさん
のお仕事です。利用者さんにも一緒に気を付
けてもらうよう必要な声かけを行います。

　いろいろな人と出会え
ることで、私の世界が
とても豊かになりました！

　ガイドヘルパーを利用され
る皆さんの楽しそうな笑顔
や、お出かけを楽しみにして
いる様子を見た時が、ガイド
ヘルパーになって良かったと
思える最高の瞬間です。

さ
ん

　いかがでしたか？障害のある人、ガイドヘルパーさんについてご理解い
ただけたでしょうか？紙面右上のガイドヘルプマークを街角で見かけること
がありましたら、ぜひあたたかく見守っていただければと思います。

利用者さんの声

ヘルパーさんの声

都筑区役所

12月の土曜開庁日：10日・24日 9時～12時
（戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）

☎ 948-2323（代表）受付時間：
平日8時45分～17時

【編集・発行】横浜市都筑区役所広報相談係
224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1
948-2223　 948-2228

ホームページ モバイル版
QRコード都筑区役所 検索区の花

サクラソウ

区の人口
212,385人（前月比122人増）

区の世帯数
81,440世帯（前月比53世帯増）
※28年11月1日現在

平成28年
（2016年）
No.230
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変身！

　郷土を愛し、我が町を守る400余名の都筑消防団員は新し
い仲間を求めています。消防団活動をより一層活性化させる
には、若い力や女性の視点が欠かせません。

特集
つづきを守りたい…
ここがわたしの街だから

消防団ってなんですか？
　消防団は、普段は仕事や学業、家事をしながら、
災害やその他の必要なときに消防活動に従事す
る、非常勤特別職の地方公務員です。消防活動に専
従する消防署とは異なり、地域の人を中心に組織
され、日頃から自らの地域を自らの手で守ってい
ます。会社員や主婦、学生も大勢活躍しています。

どんな活動を
しているの？
　火災や災害時に消防署と協力
して活動しています。また、平常時
は、消防訓練、防災指導、救命講習
などを行い、地域の防災リーダー
として活躍しています。

女性も入団できますか？
　約23,000人の女性消防団員が全国で
活躍しています。女性ならではの視点を
いかして、特に火災予防などの分野で活
躍しています。興味のある人はぜひ、見
学に来てください。都筑消防団では多く
の女性団員が活躍しています。

問合せ 都筑消防署庶務課消防団係  ・

満18歳以上で、都筑区に在住･在勤･在学の
いずれかであれば男女を問わず入団できます。

随時入
団可能

消防団員
募集中

活動内容

救助救出訓練 地域貢献活動 救命指導

945-0119

変身
！

　「時間は自分で作るもの」をモットー
に、女性団員として出来ることをやって
います。入団から6年が過ぎ、いろいろな
方々と交流し、刺激を受けたり情報交換
をしたり、充実した生活を送っています。

　地元で仕事をしながら地元

を守っています。どちらも本業

でどちらも天職です。

まずはお電話を！

家庭や仕事との両立って大丈夫？

都筑区版8 平成28（2016）年 12 月号



●心肺蘇生法は家族に何かあった時のためにも絶対に必要だと思いました。
●いざという時うまくできないかもしれませんが、１回でも学んでいれば違うと思います。
●研修を受けて地震・台風や火事・救急時に生かせると実感しました。
●研修で学んだことを、隣近所にも伝えていきたいと思います。

家庭防災員ってなんですか？
　消防が行っている研修を受講することにより、
防災に必要な知識、技術を身に着け、自らの家庭や
地域を災害から守る人たちです。
　地域の防災役員などで活躍しています。
　地震・台風などの自然災害に対する備えや、防
火・救急などの知識、技術を学ぶことができます。

研修を受けるには
どうすればいいの？
①毎年3月から4月にかけて自治会、町内会（回覧板）
　を通じて募集を行います。
②申込者個人あてに消防署から受講案内を郵送し
　ますので、研修会日程の中から都合の良い日を
　選び消防署へ申込んでください。

今後も「住む人、働く人、訪れる人が安全、安心を実感できる都筑区」を目指し、
皆さんとともに全力で取り組みます！！

皆さんのおかげで都筑の安全が
保たれています！！

急な病気やけがで困ったときは…

年中無休
24時間対応

家族を守りたい…家庭防災員は家庭と
地域の防災を推進しています

◆横浜市民防災センターでの研修 ◆都筑消防署での研修

  研修内容
「いざ」という時に役に立つさまざまな研修が受けられます。

研修を振り返って
研修受講者の声

　都筑区は人口1万人当たりの出火件数が
市内で最も低い区となりました。

防火・地震・風水害研修
　火災・地震シミュレーターなどを体験しながら
「身を守るための行動を学べます。」

救急研修
　AEDの取り扱いや止血法、のどに物が詰まっ
た時や熱中症の処置など「家庭でのけがや急病
に役立ちます。」

災害を想定した図上研修（DIG・ディグ）
　地域の地図にさまざまな情報を書き込み、
「ゲーム感覚で地域の隠れた危険性などを把握
できます。」

問合せ 都筑消防署予防課予防係  ・ 945-0119

都筑区1.4件／最も多い区4.6件／市内平均2.0件（平成27年中）

仲町台消防出張所に
新たに救急隊が
配置されました。

平成28年10月3日
　運用開始！

7# 1 1 9 22☎ 2 - 7 11 9または ※聴覚障害者
　専用

へおかけください横浜市救急相談センター

救急車を呼ぶか迷った時
（救急電話相談） 

救急車を呼ぶほどではないが、
受診できる病院を知りたい時

（医療機関案内） 
その時受診可能な病院や診療所の案内を行います。

症状に基づく緊急性や受診の必要性についてアドバイスします。
※緊急性が高ければ119番へ転送します。

12 2 - 3 08 8FAX
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区民活動係スポーツ担当　 948-2235　 948-2239

都筑消防署庶務課　 ・ 945-0119健康づくり係　 948-2350　 948-2354

第23回
都筑ふれあい健康マラソン大会

平成29年 都筑区消防出初式

感染症を防ぎましょう！

　第23回都筑ふれあい健康マラソン大会
を開催します。みなさんでお誘い合わせの
うえ、都筑区の自然あふれる緑道を楽しみ
ながら、走ってみませんか。
日　時 3月5日（日）7時45分受付開始
会　場 葛ケ谷公園（スタート・ゴール）と
	 周辺緑道

緑税務署　 972-7771（代）

緑税務署からのお知らせ
平成28年分確定申告の申告書作成会場の開設をします。
※2月9日（木）まで、緑税務署に申告書作成会場はありませんのでご了承ください

日　時 	2月10日（金）～3月15日（水）（土・日曜・祝日を除く。ただし、2月19日
（日）・26日（日）は相談・申告書の受け付けのみ行います。）

咳やくしゃみのしぶきを吸ってうつる病気はどれでしょう？
①インフルエンザ　②はしか　③結核
手洗い不十分な手からうつる病気はどれでしょう？
①ノロウィルス　②インフルエンザ　③手足口病

日　時 1月6日(金)13時30分～15時
内　容 第一部　式典（都筑公会堂）
	 第二部　古式消防演技、茅ケ崎中学校吹奏楽部演奏（都筑公会堂）
	 第三部　消防演技（区総合庁舎中庭※小雨決行）
	 ※会場へは、公共交通機関をご利用ください。

申込み 	12月8日から15日までに郵便振込か12月15日から1月15日までに か
※締切日前であっても、各種目定員になり次第締め切ります。

　詳細は、12月から配布する募集チラシ（配布場所：区役所1階区民活動センター・
総合案内、区内地下鉄駅・区内PRボックスなど）または大会ホームページをご覧く
ださい。

病原菌を含んだツバや痰が咳やくし
ゃみで飛び、吸い込むことで感染

鼻水や、鼻を触ったその手で触れたと
ころを触り手から口に入ることで感染

対象 コース 参加料
ファミリー 1.5キロメートル 一組2500円

小学生 1.5キロメートル 1000円

中学生 3キロメートル 1000円

高校生
5キロメートル 2000円

10キロメートル 2500円

一　般
5キロメートル 2500円

10キロメートル 3000円

区民ホールの催し情報　※時間の記載がない場合…初日：12時～17時、最終日：8時45分～13時、その他：8時45分～17時

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX

12月７日（水）～14日（水） FCV（燃料電池自動車）・温暖化対策関連PRパネル展 企画調整係 948-2227 948-2399

12月15日（木）～21日（水） サロンドガーデン絵画展 予算調整係 948-2213 948-2208

12月15日（木）～21日（水） 荏田南中学校区　小中交流合同作品展 予算調整係 948-2213 948-2208

12月22日（木）～28日（水） 第3回　都筑・ボツワナ交流児童画展 区民活動係 948-2236 948-2239

１月４日（水）～10日（火） 読書感想画展示 都筑図書館 948-2424 948-2432

１月６日（金）～ 9日（祝） 都筑スポーツ・文化賞受賞者紹介パネル展 区民活動係 948-2235 948-2239

１月10日（火）10時～16時 石巻進化躍進応援バザールうんめぇもん市 NPO法人ヒューマンフェローシップ 762-1435 751-9460

都筑ふれあい健康マラソン 検索

クイズ１

クイズ2 正解は…
全てです

感染症のうつり方

クイズ1の病気は… クイズ2の病気は…

飛沫感染 接触感染

所在地 　牛久保西一丁目23-4（地下鉄センター北駅		徒歩8分）
診療時間 　10時～16時（受付：9時30分～15時45分）
※このほかの医療機関情報は20ページをご覧ください。

12月30日（金）～1月3日（火）年末年始の急病時は…

都筑区休日急患診療所（内科・小児科）  911-0088

都筑区総合庁舎 年末年始のお休み ※都筑消防署を除く

※	12月29日（木）から1月3日（火）まで地下駐車場は使用できません。地上駐車場は
通常どおり使用できます。

施設名 休館日

都筑区役所

12月29日（木）～1月3日（火）

都筑土木事務所

北部農政事務所

北部児童相談所

都筑公会堂
都筑図書館
※12月28日（水）は17時まで、
			1月4日（水）は12時から17時まで開館。

都筑区民活動センター 12月19日（月）・23日（祝）
12月28日（水）～1月4日（水）

広報よこはま都筑区版平成28年11月号の訂正について
5面（ドイツクリスマスマーケット）の記載に誤りがありました。

お詫びして、訂正いたします。

ホームページでは訂正版をご覧いただけます

　：「4日13時40分～」	➡  　：「3日13時40分～」誤 正
蝶野選手トークショー

都筑		ドイツクリスマスマーケット 検索

これからの季節「咳エチケット」と「しっかり手洗い」が必須です！
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日時・期間　 会場　	 対象・定員　	 費用　 持ち物　 保育　 申込み　 問合せ　 行事名　 コース　 郵便番号・住所　 氏名（ふりがな）　 電話（番号）
ファクス（番号）　 年齢　 往復はがき（返信面明記）　 返信用はがき持参　 はがき　 Eメール（アドレス）　 ホームページ　 窓口　 当日直接　 先着　 抽選
要予約			● とある場合は、行事名・〒住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記載。	●料金の記載のないものは無料。●詳しい内容は各問合せ先へお問合せください。

申込
方法



都筑区医師会　事務局　 911-6677　 911-3303

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

都筑図書館から

休館日：12月19日（月）、1月10日（火）
948-2424　 948-2432

●区内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による読書感
想画(本を読んだ感想を絵で表現した
もの)を展示します。また、都筑図書館
の中で関連資料を展示します。
1月4日（水）～10日（火）
区総合庁舎1階区民ホール

●12月の定例おはなし会
12月21日(水)	15時30分～16時
一人でおはなしを聞ける子※保護者
付き添いの場合事前に ／

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制）

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。気軽に参加してみ
ませんか。
【1日目】食生活についての話と2回食を
目安にした離乳食の試食
【2日目】赤ちゃんといっしょに楽しく
遊びながらの体操
1月17日・24日の火曜10時30分～11
時30分（２日間で１コース）
東山田地域ケアプラザ
区内在住で離乳食を始めて2か月を

過ぎた頃の子と保護者25組／
12月20日10時から会場の東山田地

域ケアプラザへ 592-5975
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

都筑区医師会 市民医学講演会
体の中から健やかに美しく

猫の屋内完全飼育のススメ

いまなぜ糖質制限が必要なのか
講師：ひめのともみクリニック院長　姫野友美	氏
日　時 2月12日（日）14時～16時（開場13時30分）
会　場 都筑公会堂　
定　員 500人（入場無料）／
申込み 	2月7日までに都筑区医師会事務局へ ・参加

人数を明記し、 か か

	 〒224-0015　都筑区牛久保西一丁目23-4

　猫を外で放し飼いにすると、さまざまな危険（交通事故、感染症、迷子など）が
伴います。猫が快適に生活できる室内環境（キャットタワー・トイレ・爪とぎの
設置など）を整え、室内で猫を飼いましょう。

　猫が庭に入って困っている人に貸し出しています。この機
器の前を猫が横切り、センサーが働くと、スピーカーから猫の
嫌がる超音波が出ます。お試しで２週間無料貸し出しを行っ
ています。	※乾電池はご自分でご用意ください。

きたせん 検索

	首都高速道路（株）神奈川建設局　調査・環境課 070-2153-1759
 NEXCO東日本 お客様センター 0570-024-024
 横浜市道路局　横浜環状北西線建設課 671-3634

横浜北線建設のため

第三京浜道路・港北ICの入口位置が変わります

赤の矢印の位置に入口
が変更となります。
詳しくはホームページ
をご覧ください。

変更日
12月12日（月）午前4時
※荒天時は、12月19日、

26日の月曜に順延

都筑図書館　 948-2424　 948-2432

年明け最初のお楽しみ企画！「本の福袋」
　皆さんから募集した本と、図書館員が選んだ本の子ども向け福袋・大人向け
福袋を用意します。どんな本が入っているかは、借りてみてからのお楽しみ。
　全て貸し出しされましたら、中身の種明かし展示をします。

日　時 1月5日（木）～15日（日）／

子ども・大人向け各20セット（予定）。
※なくなり次第終了

ヨコハマつづき健康生活ナビ 検索

超音波猫侵入防止器の貸出し

予約・問合せ　健康づくり係　 948－2350　 948－2354

肺がん検診
有料
予約制

1月25日（水）午前→12月26日（月）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680円

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診、
PSA検査（前立腺がん）を実施しています。医療機関に直接お申し込み
ください。

エイズ・梅毒検査
予約制

12月8日・15日、1月5日・12日の木曜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
※4月から希望により梅毒検査を追加で受けられるよう
になりました。　料金▶無料

食と生活の健康
相談
予約制

12月13日、1月10日の火曜午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師
や栄養士による個別相談です。

禁煙相談
予約制

12月13日、1月10日の火曜午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度と肺年齢の測定。

予約・問合せ　神奈川県結核予防会　 251－2363

胃がん検診
有料
予約制

1月25日（水）午前→12月22日（木）～1月11日（水）に予約受付
（予約受付時間：9時～12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歳以上の人（1年度に1回）
定員▶40人　料金▶バリウムを飲んでエックス線撮影1570円

予約・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 予約制

12月9日、1月13日の金曜午前
嘱託医師による高齢者の物忘れ、認知症、こころの病などの相談。

都筑むつみ会 
「リハビリ教室」 
要事前連絡

原則毎週火曜13時～15時 
脳血管疾患など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。

予約・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 12月13日・27日、1月10日の火曜１２時～１３時３０分受付
1歳6か月児 12月1日・15日、1月5日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 12月8日・22日、1月12日の木曜12時～13時30分受付
女性の身体の相談
予約制

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）
予約不要

平成29年5月頃出産予定の人　
1月6日・13日・20日・27日の金曜各回とも13時15分～
13時30分受付／13時30分から教室開始

土曜両親教室
～平日に参加できない妊婦
とパートナーのため～
予約制

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16組
1月28日（土）13時30分～15時30分（13時受付開始）
会場▶子育て支援センターポポラ
申込み及び予約受付▶12月28日12時からポポラへ 912-5135
注)12月29日～1月4日はポポラはお休みです。

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

12月12日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15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

両親教室、
女性と子どもの
相談・健診

●記載のないものは、区役所１階福祉保健センター内で行います。
●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。	●全て無料です。

●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。●予約制で記載のないものは、1
か月前から受け付けます。●各種相談は無料です。検診・教室など

予約・問合せ　健康づくり係　 948-2350　 948-2354

子どもの食生活相談
予約制

12月7日（水）、1月17日（火）いずれも13時30分～15時30分
対象▶ 区内在住の人（乳幼児～思春期頃のお子さんの相談）
内容▶栄養士による食生活についての個別相談
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●マークの凡例については10ページをご覧ください。

941-8380  942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は12月11日から か
〈対象〉※全て市内在住・在勤・在学者

【臨時休館のお知らせ】
1月10日（火）〜31日（火）都筑センター、
横浜あゆみ荘、都筑プールは施設点検
と修繕のため、休館します。詳細は各
施設に問合せを。

◆わんぱくホリデー
　「はじめての茶道教室」
2月18日（土）10時〜11時／小学1〜6年
生10人 ／300円 ●
◆おもちゃの病院
2月25日（土） 10時〜14時／幼児〜小
学生と保護者 ※保護者のみの参加不
可／36点 ／部品交換は実費負担 ●
（市外の人は12月12日から）

◆親子料理教室
　「みそづくりにチャレンジ！」
2月26日（日）9時30分〜12時／小学1〜
6年生と保護者8組 ／1500円 ●

休館日◆12/12（月）
912-6973  912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

行事は開催日1か月前の9時から
か10時から

◆蕎麦打ち体験コース（全3回）
1月20日、2月17日、3月17日の金曜10
時〜12時30分／8人 ／3000円（全
回分） ●
◆常備菜で作るおかず
1月27日（金）10時〜12時30分／16人

／1500円 ●
◆親子体操 3期（全8回）
1月17日〜3月7日までの毎週火曜11時
〜11時45分／2歳〜未就園児と親30
組 ／3200円（全回分） ●
◆親子美クス 3期（全4回）
1月13日〜2月24日までの隔週金曜10時
〜11時／あんよができる頃〜未就園児
と親30組 ／2000円（全回分） ●
◆手作り味噌講習会
1月24日（火）①9時〜12時30分 ②12
時30分〜15時30分／各8人  ※子の
同伴不可／3600円

12月24日から
◆クリスマスゴスペルコンサート

「横浜ニューライフフェローシップクワイ

ヤー」／12月10日（土）13時30分〜／
◆ベビーマッサージとママの
　ボディリメイク3期（全4回）
1月20日、2月3日・17日、3月3日の金曜10
時〜11時30分／2000円（全回分） ●

休館日◆12/12（月）
943-9191  943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

行事は12月11日から
※費用は全て全回分
◆かきぞめ講座
1月6日（金）10時〜12時／小学生以上
20人 ／600円 ●
◆パソコンカフェ
2月4日（土）10時〜12時／15人 ／100
円（コーヒー代） ●
◆脳活性！認知症予防、介護のための
　アロマ講座
2月17日（金）10時〜11時30分／20人
／1000円 ●
◆かげ絵の世界おと絵がたり
1月28日（土）13時〜14時／50人 ／小
学生以上200円 ●
◆男性セカンドライフ講座（全6回）
①1月31日（火）定年後の過ごし方 ②2
月15日（水）ジャズとコーヒー ③2月21
日（火）健康運動 ④2月28日（火）コーラ
ス体験 ⑤3月7日（火）体にやさしいめ
し活 ⑥3月14日（火）カフェ&バー、いず
れも10時〜12時／①④新栄地域ケア
プラザ ③⑤仲町台地区センター ②⑥
要問合せ／60歳以上の男性15人 ／
1500円 ●
◆ままくらぶ「キャラ弁作り」
2月15日（水）10時〜11時30分／1歳〜未
就園児の保護者15人 ／800円 ●

要予約／400円
◆百人一首大会
2月18日（土）10時開始／小学4年生以
上20人 ／600円 ●

休館日◆12/12（月）
593-8200  593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

行事は開催日初日1か月前から
か  ※持ち物は問合せを。
◆免疫力アップ！養生気功  冬（全5回）
1月16日・30日、2月6日・20日、3月6日
の月曜9時30分〜10時30分／30人
／2300円 ●

◆骨盤体操＆ストレッチ 冬（全5回）
1月16日・30日、2月6日・20日、3月6日
の月曜10時40分〜11時45分／35人
／2300円（全回分）／ 上履き、バス
タオル／ 1歳以上8人 ／1500円

12月16日までに を明記し  
※保育希望の場合、子の氏名、生年月日、
性別を明記
◆のびのび体幹ストレッチ  冬（全5回）
1月17日・31日、2月7日・21日、3月7日の
火曜13時〜14時30分／20人  ※子
の同伴不可／2500円（全回分） ●
◆おもちつき
小学生以下の餅つき体験とお汁粉販
売（100円）／12月17日（土）11時〜なく
なり次第終了／100人 ／
◆こまつな親子クッキング
皮からつくる手作り餃子／1月21日（土）
／10時〜13時／小学生と親8組 ／1組
1000円（きょうだい参加1500円） ●
◆いろんな楽器にふれてみよう！
　 （全5回）
1月22日、2月5日・19日・26日、3月12日
の日曜9時30分〜11時30分／小学生
以上20人 ／2500円（全回分） ●
◆大人のためのおはなし会
　「ストーリーテリング」
1月13日（金）10時30分〜11時30分／
20人  ※子の同伴不可 ●
◆子どものアートⅢ（全3回）
身近な材料や自然素材を生かした造
形講座／1月29日、2月12日、3月5日の
日曜9時30分〜11時30分／年長児〜
小学生30人  ※未就学児は保護者同
伴／1000円（全回分）

12月27日（火）から か
◆ロビーコンサート
出演：澤谷ゆきえ／12月10日（土）13時
30分〜14時30分／

594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

【休館のお知らせ】
茅葺補修工事のため、10月11日（火）〜
1月31日（火）休館します。期間中予定さ
れていたイベントは中止させていた
だきます。

休館日◆12/15（木）、1/5（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆子ども餅つき体験
子どもを対象としたもちつき体験／
12月18日（日）11時〜／100人 ／
◆七草がゆをいただきましょう
1月7日（土）11時〜／100食限定 ／1
杯100円／
◆新春おはやし
お囃子、獅子舞の披露／1月8日（日）11
時〜／
◆親子のおはなし会
12月21日（水）10時30分〜／10組 ／
◆古民家俳句作教室
12月21日（水）13時30分〜16時／10人

／1500円／ 要問合せ
12月20日までに か

休館日◆月曜日（祝日の場合は翌日）
・ 941-0987  〒224-0032  茅ケ崎中央57-8
http://www1.tmtv.ne.jp/~satoyama/

tsuzuki-park@tmtv.ne.jp

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人  都筑里山倶楽部）

行事は開催日10日前までに か
と申込者全員の ・ を明記し

か 。いずれも小雨決行・荒天中止
◆お正月遊びと餅つき
1月15日（日）10時〜12時／50人 ／
500円 ●
◆冬の植物観察会
1月22日（日）9時〜12時／30人 ／300

円 ●
◆竹林の手入れ
間伐した竹で竹細工を作ろう／1月7
日（土）9時〜12時／30人  ●
◆炭焼き体験（宮谷戸窯）（全3回）
無煙・無臭のハイテク炭焼き／1月14
日（土）9時〜16時：炭材作りと窯詰め、
21日（土）8時〜17時：炭焼き・28日（土）
9時〜12時：窯出しと炭材作り／18歳
以上10人 ／1000円（全回分） ※昼を
はさむ活動日は昼食付き ●  

土・日曜、祝日のみ開園
・ 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

◆里山を保全再生しよう
草刈り、木の伐採等／12月17日（土）・
25日（日）10時〜12時 ※雨天中止／
飲み物、長袖・長ズボン、帽子、軍手な
ど作業できる服装／

休館日◆火曜
・ 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

◆「朗読ワークショップ」第2期発表会
　百花繚乱 ～いのちが もし 
　　　光る束のようにみえるなら～
講師：森田等／12月17日（土）15時30分
〜（15時開場）／大人30人 ／1000円
／
◆都筑少年少女合唱団で輝こう！
12月21日（水）18時〜19時30分／小・中
学生／2000円／
◆「日本の踊りをマスターしよう！」
　参加募集
見学もお気軽に／毎週火曜13時30分
〜16時／500円／

休館日◆12/19（月）
・ 942-1569

〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス

【臨時休館のお知らせ】
1月10日（火）〜3月24日（金）大規模修
繕のため、休館します。

◆親子の広場 「かもっこくらぶ」
子育て中の親子と妊婦さんの交流広
場／①12月15日（木）：はんどめいどカ
フェ ②12月20日（火）：保育相談と手遊
び、いずれも10時30分〜11時30分／
未就学児と保護者／

休館日◆火・木曜
・ 592-1877

〒224-0034  勝田町266

勝田小学校コミュニティハウス

行事は12月11日から か
◆正月用の生け花教室
講師：内藤華了／12月28日（水）14時〜
16時／10人 ／一般3000円、15歳以
下2000円 ●
◆勝田ふれあい寄席
講師：横浜市職員落語愛好会／1月28
日（土）10時〜11時／40人 ／100円 
●

休館日◆火・金曜
・ 934-8666

〒224-0057  川和町1463

川和小学校コミュニティハウス

◆クリスマス会
大道芸ジャグリングと創作どじょう
すくいと人形劇／12月17日（土）13時
30分〜15時／

休館日◆火・木曜
・ 591-8444

〒224-0021  北山田五丁目14-1

北山田小学校コミュニティハウス

行事は12月11日から か
◆産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
1月11日〜3月8日の隔週水曜 ①3〜9

区内施設◉年末年始のお休み
施設名 休館日

○都筑地区センター
○老人福祉センター「横浜市つづき緑寿荘」

12月27日（火）～
1月4日（水）

○障害者研修保養センター「横浜あゆみ荘」 12月28日（水）～
1月3日（火）

○地区センター（中川西・仲町台・北山田）　○横浜市歴史博物館
○スポーツ会館（大熊・東山田）　○都筑の文化  夢スタジオ 

12月28日（水）～
1月4日（水）

○コミュニティハウス
　（勝田小・つづきの丘小・北山田小・川和小・都田小・中川中・東山田中）
○地域ケアプラザ（加賀原・葛が谷・新栄・中川・東山田）
○都筑区社会福祉協議会福祉保健活動拠点「かけはし都筑」
○都筑中央公園（レストハウス・休憩所）
○大塚遺跡　○せせらぎ公園古民家
○つづきMYプラザ　○鴨池公園こどもログハウス
○茅ケ崎公園自然生態園　○アートフォーラムあざみ野
○都筑プール

12月29日（木）～
1月3日（火）

○つづき地域活動ホームくさぶえ（緊急時のみ対応）
○都筑区子育て支援センターポポラ

12月29日（木）～
1月4日（水）

○横浜国際プール［12月30日（金）の午前は開館］
○都筑スポーツセンター
　［12月28日（水）・29日（木）は9時〜17時、1月4日（水）は13時〜21時開館］

12月30日（金）～
1月3日（火）
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か月の赤ちゃんとママ10組 ：10時〜
10時45分 ②10か月〜1歳6か月くらい
の赤ちゃんとママ8組 ：11時〜11時
45分／1500円（全回分） ●
◆英語で遊ぼう！（全6回）
1月11日・18日、2月1日・8日・22日、3月1
日の水曜 ①小学1〜2年生：15時40分
〜16時20分 ②年中・年長児：16時30
分〜17時10分／各12人 ／2000円

（全回分） ●
◆パソコン相談会
初心者向き／1月14日（土）10時〜11時
30分／4人 ／ ノートパソコン ●

休館日◆火・木曜
・ 945-2949

〒224-0006  荏田東一丁目22-1

つづきの丘小学校コミュニティハウス

12月11日から か
◆来年の干支「酉

とり

」のちぎり絵
じいじやばあばと作ろう／12月21日

（水）13時〜14時／16人 ／500円 ●
◆相互保育で「ママヨガ」（全6回）
1月11日から月2回水曜11時40分〜 ※
40分ずつ交代でヨガと保育／2〜3歳
の親子15組 ／3000円（全回分） ●

休館日◆火・金曜
・ 591-3131

〒224-0027  大棚町240

中川中学校コミュニティハウス

◆「たこ」作り教室
作った「たこ」を上げる凧上げ大会（2月
中旬頃）が開催されます／1月28日（土）
9時〜12時／年長〜小学生の親子15組

／300円
12月11日から か か を明

記し

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

加賀原地域ケアプラザ

◆すくすくプラザ
「たまご座」さんによる人形劇／1月19日

月17日（土）14時〜16時／
◆横浜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子育
て応援の活動です／1月14日（土）・25
日（水）10時30分〜11時30分／各10組

 ●
◆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／12月17日（土）10時30分〜11
時30分／未就学児と家族5組  ●
◆じっくり相談
専門相談員による子育て相談／1月7
日（土）・12日（木）・21日（土）10時〜16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や障がいのある
子と家族のポポラ体験／12月17日（土）
10時〜16時／未就学児と家族／
◆公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎／12月22日（木）10
時30分〜12時 ※雨天中止／ききょう
公園（中川五丁目10）／

休館日◆12/26（月）
941-2997  949-0477

〒224-0053  池辺町2973-1
http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc_ysa/

都筑スポーツセンター

◆ワンデープログラム
16歳以上／ 動きやすい服装、室内
シューズ、タオル／詳しくは  ＊印は
託児あり（予約制、有料）

全て当日の開始30分前から必ず本
人受付（水曜ズンバは15分前）

フィットネスタイム
1回500円／終了時間の記載のないも
のは50分間／各回40人
▶火曜日（12月13日・20日・27日） 1 ボ
ディバランス／11時〜／15人 2 ソフト
エアロ／12時20分〜  ▶水曜日（12月
14日・21日） 3 ＊水曜ズンバ／9時〜9
時45分 4 ＊ポル・ド・ブラ／10時〜10時
45分  ▶金曜日（12月16日） 5 ＊金曜ズ
ンバ／10時35分〜11時20分  ▶土曜日

（12月10日・17日・24日） 6 エアロビクス
ボクシング／10時〜 7 アロマヒーリン
グヨガ／11時〜／15人 8 アロマパワー
ヨガ／12時〜／15人

スポーツタイム
終了時間の記載のないものは90分間
▶火曜日（12月13日・20日・27日） 9 バ
スケットボールタイム／19時15分〜
／600円／50人 10 バレーボールタイ
ム／19時15分〜／500円／24人  ▶金
曜日（12月16日） 11 金曜エンジョイ個
サル／21時〜／600円／50人  ▶土曜
日（12月10日・17日・24日） 12 バスケッ
トボールクリニック／小学生対象／9
時15分〜／600円／50人 13 土曜エン
ジョイ個サル／21時〜／600円／50人
◆年末年始短縮開館
12月28日（水）・29日（木）9時〜17時
1月4日（水）13時〜21時

（木）10時〜11時30分／親子で100円／

592-5975  592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

◆弁護士無料巡回相談会
高齢者の権利擁護についての個別無
料相談会と講座／12月19日（月）13時
30分〜16時30分／講座：15人 、個別
相談会：4組

12月11日から か
◆東山田地域ケアプラザ 出張相談会
高齢者に関する相談を専門職が伺い
ます／12月15日（木）10時〜16時／す
みれが丘会館（すみれが丘37）／

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

つづき地域活動ホームくさぶえ

◆つくってそうぞうしてかんじる
　アートvol.6
1月29日（日）13時30分〜15時30分／
障害のある小学生〜高校生と親10組

／500円
12月11日から か

休館日◆日・月曜・祝日
912-5135  912-5160

〒224-0003  中川中央一丁目1-3あいたい5階

都筑区子育て支援センターポポラ

行事は前開館日までに か
◆パパと一緒にカプラであそぼう！
1月14日（土）14時〜15時30分／3歳〜
未就学児とパパ10組  ●
◆「出前」就職支援セミナー
マザーズハローワーク横浜の職員がお
話します／1月18日（水）10時30分〜12
時／未就学児と保護者12組  ●
◆かたらんらんのおはなし会
1月17日（火）11時〜11時30分／未就学
児の親子12組  ●
◆ポポラで遊ぼう！
　～障がいのある子 あつまれ♪～
コミュニティルームを開放します／12

休館日◆12/13（火）
592-0453  592-1402

〒224-0021  北山田七丁目3-1
http://www.waterarena.jp/

横浜国際プール

◆冬の定期教室追加募集のお知らせ
詳細は か で。

休館日◆12/26（月）
〒225-0012  青葉区あざみ野南一丁目17-3

アートフォーラムあざみ野

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

◆Welcome！ロビーコンサート
12月11日（日）・23日（祝）いずれも12時
〜12時40分／
◆あざみ野カレッジ
　自画像から読む人類の歩み
講師：木下長宏（美術史家）／1月21日（土）
14時〜16時30分／高校生以上40人
／500円 ※初回受講者は別途500円

1月7日までに ・ ・講座名を明
記し か か
◆あざみ野寄席
　新春！金原亭馬玉独演会
出演：金原亭馬玉、翁家和助（太神楽）／
1月15日（日）14時〜／大人1500円、小
学4年〜中学生まで1000円／80人

1月4日までに ・ ・講座名を明
記し か

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

男女共同参画センター横浜北

◆女性のためのパソコン講座
　はじめてのパソコン
1月22日（日）10時〜15時30分／女性12
人 ／5100円（全回分）

12月17日から （862-4496）か  
1歳6か月〜未就学児は （910-5724）

休園日◆12月、1月10日以降の毎週火曜、
12月29日～1月1日 ※1月3日（火）は開園

959-1000  959-1450
〒241-0001  旭区上白根町1175-1

ズーラシア 検索

よこはま動物園ズーラシア

◆ハッピークリスマスinズーラシア
サンタさんから動物たちにクリスマス
プレゼント／12月23日（祝）〜25日（日）
／対象動物展示場／
◆ズーラシアでお正月
動物たちにお正月の特別な餌をプレ
ゼント！お正月遊び、特別福袋の販売
も／1月2日（祝）・3日（火）／ころころ広
場、ころこロッジ、対象動物展示場／
◆オリジナルポスターカレンダーを
　プレゼント！
よこはま動物園・野毛山動物園・金沢動
物園で絵柄が異なる3枚を配付。並べ
ると1枚の絵になります。共通年間パス
ポートで集めよう！／12月25日までの
土日祝、1月2日（祝）・3日（火）／正門付
近／各日100人 ／

● 都筑区コミュニティハウス連携事業 ●

各施設で講習を受け、ブロック戦を勝ち抜いた4人が大会で競い、都筑の
チャンピオンを決定！
募集人数 各施設20人 　 講習参加費 200円（大会は無料）
申込み 12月11日から か

講習日程 ※終了時間は目安です。ご了承ください。　

コミュニティハウス名 講習会・ブロック戦日時 申込み・問合せ
北山田小学校 1月14日（土）10時〜12時 591-8444
東山田中学校 1月21日（土）10時〜12時 591-7240
つづきの丘小学校 1月21日（土）13時30分〜15時30分 945-2949
都田小学校 1月28日（土）10時〜12時 941-9522
中川中学校 2月4日（土）10時〜12時 591-3131
勝田小学校 2月4日（土）13時30分〜15時30分 592-1877
川和小学校 2月11日（祝）13時30分〜15時30分 934-8666

大会日時 2月18日（土）10時〜12時
大会会場 川和小学校コミュニティハウス（川和町1463）

＊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＊
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災ポスター：八つ切り画用紙（横）で1人
1点／①②とも作品1点につき100円

1月12日15時30分～16時に、区総合
庁舎1階区民ホールへ作品と参加費を
持参　※作品は返却しません

都筑区子ども会 早川 471-9923

●趣味の版画始めませんか
一緒に始めませんか？見学可／毎月
第1金曜9時30分～12時／中川地域ケ
アプラザ／1回500円

中川版画の会　吉田
・ 911-5853

企画調整係 948-2226  948-2399

催  し
●都筑区民バドミントン大会
　シングルス戦
2月5日（日）8時から／都筑スポーツセ
ンター／高校生以上（区内在住の中
学生は可）160人 ／1700円（中学生
1000円）／①男子1～5部②女子1～4
部③男性40代、50代、60歳～、65歳以
上の13種目

1月5日～22日申込み。詳細は区役
所、都筑スポーツセンターなどで配布
する申込書か をご覧ください。

都筑区バドミントン協会　持増（も
ちます）　 090-2677-3760

contact@tsuzuki-badminton.org
●あったかエコキャンプⅡ
エコについて学び、防災に役立つエコ
料理をつくろう／1月21（土）10時～
15時／小学生と保護者40人 ／1組
3000円、1人追加1000円、未就学児
500円、3歳以下300円

12月12日から ・ を明記し
（〒225-0025　青葉区鉄町1380

番地）か （http://www.yspc.or.jp/
kurogane_yc_ysa/）

くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

●絵手紙展(第4回夢追いかけて展）
春に行われた研究会での成果を展示
／12月5日（月）～19日（月）10時～16時

（5日は13時～）／都筑地区センター／
地球・絵手紙ネット横浜赤いくつ　

亀田　 945-5963

募  集
●書道・防災ポスター作品 子ども展
◆展示：1月13日（金）～15日（日）／区総
合庁舎1階区民ホール／
◆作品募集：区内在住・在学の小・中学
生対象／①書道：通常の半紙、楷書（中
学生は行書も可）で1人1点、折らずに
提出。課題：小学生は学年ごとに、1年

「大」か「生」、2年「力」か「正」、3年「ゆめ」
か「元気」、4年「笑顔」か「明るい光」、5
年「希望」か「考える力」、6年「創造」か

「強い信念」、中学生は「感謝」か「将来
展望」※学年・氏名も審査対象／②防

●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。
●マークの凡例については10ページをご覧ください。

ゴール
スタート

長泉寺

のちめ
不動尊 長屋門

観音寺

東山田
郷土資料館

鎌田堂

山田富士
山田富士公園

東山田駅

北山田駅

第
三
京
浜
道
路

【都筑区水と緑の散策マップ】
以下の２か所でお求めいただけます。

区総合庁舎1階売店、市庁舎1階刊行物サービスコーナー 200円（税込）
※ 刊行物サービスコーナーでは郵送による購入ができます。
※ 都筑区ホームページからは無料でダウンロードできます。

　12月はEコースをご紹介します。山田富
士は北山田にある富士塚で、富士信仰の
山として築かれ、驚くほど富士山に似せ

水と緑の散策マップ 統合版 検索

都筑区

第１回水と緑の
       散策マップ
水と緑の
       散策マップ

都筑区

第8回

コース紹介コース紹介

山田富士公園の「どんど焼き」

地域振興係 948-2231  948-2239

て造られています。山田富士の東側の稲荷谷は、以前は水田が広がり稲が栽
培されていましたが、港北ニュータウンの造成事業により、山田富士公園と
なりました。
　平成29年1月8日（日）には、この山田富士公園を会場に、無病息災を願い、
門松やしめなわなどを持ち寄って焼く行事「どんど焼き」が行われる予定で
す。

山田富士とふるさとの歴史にふれるコース

パッシオーネ（仲町台商業振興会）からのラブレター

　おいしいイタリア料理が食べたいあなた。そんな

思いをかなえるのが私の喜びです。今まで10万食以

上作ってきた店主福田にお任せ下さい。絶対に期待

を裏切りません。 イタリア直輸入の生ハム、チーズ、

サラミはオーダーをいただいてからカットしますの

で風味が違います。

　忘年会にぴったりの飲み放題プランもご用意して

おりますので、ぜひお気軽にお電話ください。

 ◆住所：仲町台一丁目3-3 栗原ビル2F　 942-7891  ◆定休日：火曜・第3月曜
 ◆営業時間：11時30分～14時（ラストオーダー )、17時30分～22時(ラストオーダー )
本紙持参でお一人につき100円引き（先着4人）

ハンバーグとステーキのお店
MMING！（ミーイング！）

943-9095

タコス無料券を景品として提供しています！

区民まつりを開催しました

　11月3日（祝）に都筑区最大のお祭りである
「第22回都筑区民まつり」を開催しました。今
回のテーマは「未来へつなぐ　都筑の音色」。

会場一体となって
作りだす都筑の音
色が秋空いっぱ
いに響きわたりました。ステージ・PRコーナー・模擬
店・フリーマーケットはどこも笑顔が溢れ、“ふるさ
と都筑”を感じられる一日となりました。

　購入代金の一部が義援金となるくま
もとお菓子BOX、そしてBOX購入者が
チャレンジできるガラガラの景品は、区
商店街連合会のメンバーが何度も銀座
熊本館に足を運び、試食し
て選び抜いた熊本の特産品

です。当日は大好評で、くまモンのお面をかぶ
った子どもたちの笑顔が弾けました。

山田富士

詳しくは▶

♥ラブレター掲載店舗を巡ると抽選
　でプレゼントが当たります！

横浜DeNAベイスターズ選手
サイン色紙を9人へ
プレゼント！

会
合

連街店商区
筑

都

熊本
復興支援
ブース

＊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＊
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