
　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。

12時～20時（プレオープン：物販・飲食販売のみ）
10時～２0時　　　　  10時～19時

会場：センター北駅前芝生広場
主催：都筑・ドイツ交流イベント実行委員会、都筑区役所

12時～ オープニングセレモニー
東京横浜独逸学園・茅ケ崎中学校生徒による
合唱ほか

13時40分～ 蝶野選手トークショー
区内在住で奥さんがドイツ人のプロレスラー
蝶野正洋選手のトークショー

小雨決行

今年も会場内のアンケート記入とドイツ観光局メルマガ登録にご協力いただくと、抽選で素敵なドイツ製品が当たります★
問合せ 地域振興係  948-2234　 948-2239
※イベント期間中は区役所職員・スタッフが写真撮影を行います。撮影した写真はホームページや広報紙などに掲載することがあります。

　都筑区には東アジア地域最古の在外ドイツ学校である東京横浜
独逸学園や、ドイツに本社のある企業が7社あり、横浜市内で最大の
ドイツ人居住区となっています。日独交流150周年をきっかけに、
平成23年度から都筑区とドイツの交流事業がスタートしました。

「フローエ ヴァイナハテン」とはドイツ語で
「メリークリスマス」を意味します

都筑区 ドイツクリスマスマーケット 検索

12月2日（金）～4日（日）
２日（金）
3日（土） 4日（日）入場無料

　温かいグリューワインや、お子さん
も一緒に楽しめるキンダープンシュ
（シナモンなどが入った温かいジュー
ス）で温まってください。プレッツェル
やソーセージのほか、ドイツ雑貨など
もご用意してお待ちしています。

　ドイツでは12月6日の
聖ニコラウスの祭日に、
良い子は聖ニコラウス
からお菓子などのプレ
ゼントをもらい、悪い子
は黒い召使いからお仕
置きをされます。

　寒さが厳しく夜が長いクリスマスシーズンのドイツでは、家族みんなでクリスマス
マーケットへ出かけて、その時ならではの雰囲気・食べ物を味わえることを心待ちにし
ています。子どもはきれいなイルミネーションに目を輝かせ、大人はグリューワインを
手に体を温めて楽しみます。皆さんもぜひ、センター北でドイツの雰囲気を体感して
みてください。

（公財）東京横浜独逸学園

川島アンニャさん

©アリストトリスト

詳細については、都筑区ホームページをご覧ください。

※写真は昨年の同イベントの様子です。

暖かい服装で
お越しください♪

都筑区役所

11月の土曜開庁日：12日・26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
212,411人（前月比15人増）

区の世帯数
81,469世帯（前月比36世帯増）
※28年10月1日現在
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蝶野選手のトークショーは 
12月３日(土)13時40分～です。 
お詫びして訂正いたします。



　公立保育園の園庭で遊べます。季節に合わ
せたイベントもあります。保護者の育児相談
も行っています。
都筑区　おひさま広場 検索

公立保育園の園庭開放
（おひさま広場）

子育てってうれしいこと、楽しいこともある反面、悩んだり大変なこともありますよね？

一生懸命だからこそ、悩むこともあって当たり前！そんな時は一人で頑張りすぎないで

地域の中へ出かけて親子で楽しいひと時を過ごしたり、相談をしてみましょう。

　地域の中で子どもの成長を一緒に見守ってくれる人がいると安心で
すね。生後4か月までの赤ちゃんがいるご家庭を、市から委嘱を受けて
いる地域の「こんにちは赤ちゃん訪問員」がお訪ねし、玄関先などで地域
の情報をお伝えしながら、子育てを応援します。

　11月は児童虐待防止月間です。区民ホールでは、区役所・図書館・児童相談所が一体となってパネル展
を開催します。地域での子育て支援の紹介や、パパママにおすすめの絵本の紹介なども行いますので、
ぜひ足を運んでください。
日　時  11月17日（木）〜24日（木）  　 会　場  区総合庁舎1階区民ホール　

川和小学校コミュニティハウス
川和町1463
毎週木曜13時〜15時
問合せ ・ 934-8666

　区内の子育てに役立つ情
報が満載の子育て応援ブッ
クです。こども家庭支援課、
子育て支援センターポポ
ラ、親と子のつどいの広場
の区内3か所で配布してい
ます。ご活用ください！

　気軽に立ち寄り、自由に過ごせる子
育ての休憩所のようなひろばがありま
す。子育て情報の提供や子育て相談な
ども行っています。
対　象 未就学児と保護者、妊娠中の人

　　　 とその家族、子育てを応援した
　　　  い人
問合せ 912-5135　 912-5160

　区内の地区センターやコミュニ
ティハウスなどの会場で、子どもを遊
ばせながら、子育ての相談や悩みを子
育て支援者が一緒に考えたり仲間づ
くりをお手伝いします。
対　象 未就学児と保護者

　「親と子のつどいの広場」は、NPO法人など
の市民活動団体が運営し、親子の交流、つどい
の場の提供、子育てに関する相談、地域の子育
て関連情報の提供、子育て支援に関する講習
などを行っています。
対　象 主に0〜3歳のお子さんとその保護者

これ以外にも地域ではさまざまな子育て支援のイベントや
地域主催で子育てサロンなどを実施しています。

まちの掲示板などでお知らせしていることもあるのでご確認ください。

　赤ちゃんとお出かけできるようになったら、
地域の子育て支援の場に行ってみましょう。

都筑区　ポポラ 検索

都筑区　子育て支援者 検索

都筑区  親と子のつどいの広場 検索

都筑区　地域ケアプラザ 検索

10月から新規開設の
 子育て支援者会場です

子育て支援者

＊横浜子育てパートナーとは…子育てのいろ
いろな悩みや困りごとについて、地域子育て
拠点で専任スタッフが個室での相談やひろば
で子どもを遊ばせながら相談を受けます。

　「なかなか泣き止まない…」「言葉が増えない」「トイレット
トレーニングがうまくいかない」「反抗期でどう対応したらいいか…」

「子育てでイライラして、子どもに手を上げそう」など、子育て
で行き詰まったときや子育てに疲れたというときには、些細な
ことでも構いません。ひとりで悩まずご相談ください。

問合せ こども家庭支援担当  948-2318　 948-2309

●子育て応援メッセージ大募集!!
　本パネル展や11月3日開催の区民まつりでは、毎日がんばっているパパママへの応援メッセージを募集します。
いただいたメッセージはその場で展示させていただきます。たくさんの応援メッセージをお願いします。

　周りで子育てに悩んでいそうだな、ちょっと様子が心配だなというパパママがいたら、
ぜひ声をかけてあげてください。あなたに話すことで気持ちが楽になることがあるかもしれません。

親と子のつどいの広場

特集

子育て支援センターポポラ

　都筑区内の各地域ケアプラザでも子育てサロンなど
を実施しています。子どもを遊ばせながら、子育ての相
談や悩みを共に考えたり仲間づくりをお手伝いします。

（各地域ケアプラザで実施内容が異なります。詳細は各
地域ケアプラザにお問い合わせください。）
対　象 主に0〜3歳のお子さんとその保護者

横浜子育てパートナー

鳴海さんからメッセージ

地域ケアプラザの子育て支援

赤ちゃんと
お出かけしよう

子育てしてて
困ったら…

赤ちゃんが
生まれたら

都筑区こども家庭支援相談 （月〜金曜8時45分〜17時15分 ※12時〜13時は除く）… 948-2349   948-2309

北部児童相談所 （月〜金曜8時45分〜17時15分）……………………………………… 948-2441   948-2452

よこはま子ども虐待ホットライン （24時間フリーダイヤル・年中無休） ……………… 0120-8
はまっこ

05-2
24時間

40

児 童 虐 待 防 止 パ ネ ル 展 のご案内

つづき
チルコロマップ

参加したママからの
メッセージ
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企画調整係　 948-2227　 948-2399

区民活動センターから

区役所1階　 9時～17時
休館日：11月3日（祝）・21日（月）・23日（祝）・27日（日） 

948-2237 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

◆都筑区民活動センター相談員募集
区民活動センターで市民活動・生涯学
習支援を行う相談員（平成29年4月採
用）を募集します。
案内パンフレット・応募用紙は11月21
日から区民活動係（区役所5階54番窓
口）、区民活動センターで配布します。
また区ホームページからもダウンロ
ードできます。
詳細はお問い合わせください。
応募期間：11月25日～12月9日

区民活動係　
948-2238　 948-2239

国重要文化財
「関家住宅」特別公開

関家住宅は南関東で現存する最古級
の民家です。面積1万平方メートルも
の敷地内には約400年前に建てられ
た主屋のほかに書院・表門・土蔵など
があります。 ※資料配布・説明付

11月26日(土)10時～16時
勝田町(市営地下鉄仲町台駅下車徒

歩20分)
中学生以上200人／
11月18日必着で、参加者全員の

都筑区社会福祉協議会からの
お知らせ

●第21回都筑区社会福祉大会
第1部 防災に関する講演会
第2部 社会福祉功労者に対する顕彰

12月3日（土）13時30分～16時
都筑公会堂

●障害者週間キャンペーン
作業所の出店や啓発物品の配布など

12月7日（水）～9日（金）
センター南駅コンコース
都筑区社会福祉協議会

と午前･午後の希望を明記し
横浜市教育委員会生涯学習文化財課
〒231-0017 横浜市中区港町一丁目1

671-3238　 224-5863

第五回 都筑区自治会町内会 
川柳コンクール 開催

自治会町内会など地域活動を通じて
起きた何気ない出来事や近隣住民と
の交流ふれあいなど、ユーモアあふれ
るセンスで表現した川柳作品を募集
します。過去の受賞作品など、詳しく
は 
表彰式：29年3月6日（予定）
応募資格：区内在住・在勤・在学、区内
で活動している人（1人10点応募可）

29年1月11日必着で、川柳作品と
・学生の場合は学校名と学年を

明記し か か
地域振興係
948-2231　 948-2239　
tz-chishin@city.yokohama.jp

平成29年
都筑区新年賀詞交換会

29年1月6日（金）17時開宴（16時30
分開場）

新横浜プリンスホテル
区内在住・在勤・在学の人 
5000円
11月30日までに、庶務係（区役所

5階53番窓口）で配布する｢払込取扱
票」に を記入し、会費をゆうちょ
銀行か郵便局貯金窓口で払込み。

庶務係　
948-2211　 948-2208

943-4058　 943-1863

つくりませんか？
「わたしの小さな図書館」

ブックカフェを営む安木氏による
「本を使って人とつながる」楽しさ
の講演と小さな図書館を作る体験

12月17日(土)13時30分～16時30分
区役所6階大会議室
市民60人／
11月11日から か
都筑図書館
948-2424　 948-2432

予算調整係　 948-2213 都筑図書館　 948-2424
　 都筑公会堂　 948-2400 都筑区民活動センター　 948-2237 

食品衛生係  948-2356　 948-2354  環境衛生係  948-2358　 948-2354  

　電気設備点検のため、11月27日（日）は都筑図書館、都筑公会堂、都筑区民活
動センターを休館します。終日、庁舎への立入り及び地下駐車場の利用はでき
ませんのでご注意ください。

11月27日（日）
都筑区総合庁舎臨時休館のお知らせ

身近なことから、楽しく「エコ活」！

冬場にはノロウイルスが原因の食中毒や感染症が多くなります
ノロウイルスに気を付けよう！

感染症やイエダニの発生源になるおそれのある
ネズミにチュ～意!!

都筑区　川柳 検索

　今日から・だれでも・お手軽にできる、エコについての取組を紹介します。
日　時 11月12日(土)9時～13時　 会　場 区総合庁舎1階区民ホール
内　容  想い出Ｔシャツからバンダナづくり（捨てられないＴシャツを組み合わ

せて、バンダナにリメイク）、エコドライブ体験、ヨコハマ3
ス リ ム

R夢PRコー
ナー、キーホルダー作成コーナーなど

　区内公立小中学校18校で、ゴーヤ・ヘチマなどのつる性植物を苗から育て、緑
のカーテンづくりに取り組みました。その栽培の様子や緑のカーテンの効果な
どをパネルで紹介します。
日　時 11月17日（木）～24日（木）　 会　場 区総合庁舎1階区民ホール

詳しくは都筑区ホームページで！

　ノロウイルスに感染すると嘔吐や下痢、発熱などの症状が起こります。高齢者
や乳幼児など、抵抗力が弱い人は重症になることもあるので注意が必要です。

◆せっけんでよく手を洗いましょう
　食事や調理の前、帰宅後やトイレの後などにはせっけんを
使ってよく手を洗い、ウイルスを洗い流しましょう。下痢や
嘔吐などの自覚症状がなくなっても、長くて一か月間は便の
中にウイルスが出続けることがあります。
◆食品は中心部までしっかり加熱しましょう
　85℃で90秒以上の加熱で感染力は無くなります。

◆消毒は塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）を使いましょう
　下痢や嘔吐物で汚れたトイレや衣類などは消毒しましょう。ノロウイルスに
は塩素系漂白剤での消毒が有効です。嘔吐物などを処理するときには使い捨て
手袋やマスクを着用し、処理が終わったら手洗いをしましょう。

感染のしかたは2通り
対　策

予防のポイント！

食べ物から人へ…ノロウイルスに汚染された食品を食べて感
染します。
人から人へ…ノロウイルスの含まれた嘔吐物や便を処理した
り、ノロウイルスの付着したドアノブ、手すりなどに触れた手か
らウイルスが口に入ることで感染します。

　ネズミは、人への感染症を媒介したり、イエダニの発生源になるおそれがあ
り、人の健康を害することがあります。また、食品や家具などをかじられてしま
うこともあります。

●エサを与えない
◆ペットのエサや生ゴミなど、ネズミのエサとなるものは始末する。
◆食品は、フタ付きの容器や扉のついた戸棚、冷蔵庫内にしまう。

●巣の材料を与えない
◆巣の材料となる布類、紙類、ビニールなどは収納するか、不要であれば処分する。
◆天井裏、押入れ、引出しなど室内の整理整頓をする。

●�侵入口をふさぐ
◆ ネズミは、1㎝程度の隙間から侵入することがあるため、隙間（通気口の周囲

など）は、不燃性のパテや金属タワシ、金網などでふさぐ。

●殺そ剤などの薬剤や捕そカゴ、粘着シートを使用した駆除
◆ご自分で駆除することが難しい場合、専門業者へ相談することもお勧めします。

最も重要なのは、ネズミを住み着かせないことです！

捕そカゴの
無料貸出し

環境衛生係（区役所2階25番窓口）
で、捕そカゴを無料で貸出してい
ます。 捕そカゴ▶

身近なエコフェア

緑のカーテン栽培結果報告・展示会

つづき　エコ活 検索

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

11月10日（木）～16日（水） 都筑写真倶楽部写真展 予算調整係 948-2213 948-2208
11月14日（月）～16日（水） 新日本婦人の会　サークル展と小組合同体験会 予算調整係 948-2213 948-2208
11月24日（木）～30日（水） 「図説　都筑の歴史」関連展示 都筑図書館 948-2424 948-2432
11月24日（木）～30日（水） きちんと防げば怖くない「感染症パネル展」 健康づくり係 948-2350 948-2354
12月1日（木）～３日（土） ささえ愛福祉週間パネル展 都筑区社会福祉協議会 943-4058 943-1863
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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



健康づくり係　 948-2350　 948-2354都筑消防署予防課　 ・ 945-0119 都筑消防署 検索

都筑区役所総務課庶務係　〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1　
948-2211　 948-2208
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/soumu/shomu/jinken/28jinken.html

都筑図書館から

休館日：11月21日（月）・27日（日）
948-2424　 948-2432

●みんなでつくろう「福袋」
来年の1月開催の「本の福袋」というイ
ベントの福袋の中身(子ども向け、大人
向け)を一緒に考えてくれる人を募集し
ます。詳しくはお問い合わせください。
募集期間：11月11日～12月5日
●くまさんのおはなし会

12月8日（木）①10時～10時25分②
10時45分～11時10分※各回同一内容

2・3歳児と保護者各10組※2歳未
満の子どもは入室不可

11月24日から か
●11月の定例おはなし会

11月16日（水）15時30分～16時／
1人でおはなしを聞ける子※保護者

付き添いは事前に相談

おやこで楽しむおいしい
おはなしの会（予約制）

食べることが楽しくなるような、絵本
の読み聞かせです。そして実際におは

なしに出てきたものを使ったお料理
を食べてみよう（アレルギーのある人
は申込時にご相談ください）。※手ふ
きタオル持参

12月16日（金）15時～15時45分
区内在住・在園の3歳～未就学児の

親子20組／
区役所1階福祉保健センター健診室
11月11日から健康づくり係へ
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制）

【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

12月7日（水）・12日（月）10時30分～
11時30分（2日間で1コース）

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

11月7日10時から会場の中川地域ケ
アプラザへ （500-9321）

健康づくり係
948-2350　 948-2354

　インターネットを駆使し、無料通話アプリなどの SNS で
「つながり」を得ようとする子どもの実態を、取材例やデータ
をもとに紹介します。おとなはどう対応すればいいのかなど
を分かりやすくお話ししていただきます。この機会にインタ
ーネットなどによる人権について考えてみませんか。
講師：石川 結

ゆう

貴
き

氏（作家／ジャーナリスト）
　　  『子どもとスマホ～おとなの知らない子どもの現実』著者

日　時 12月1日（木）14時～15時30分
会　場 都筑公会堂　 定　員 600人／

都筑消防署からのお知らせ
秋の全国火災予防運動

平成28年度都筑区人権啓発講演会
ネット・スマホ世代の子どもとどう向き合うか

検査無料・要予約
梅毒急増中！匿名で検査ができます

おとなの知らない子どもの現実

申込み 11月21日必着で、 とご利用を希望される種別（託児はお子さん
の氏名・年齢）を明記し、 、 、 のいずれかの方法で、事前申込みをお願い
します（希望者多数の場合は抽選）。
　利用の可否は11月25日までにご連絡します。

◆託児（1～6歳までの未就学児）、手話通訳、車椅子スペースの利用申込み◆

11 11
9 15
水 火～

● 横浜市では、建物火災の6割以上を住宅火災が占めており、住宅火災に
より24人の方がお亡くなりになりました（平成27年）。

住宅火災を予防しましょう

◆住宅用火災警報器を設置しましょう！
　設置済みのご家庭では、点検を行いましょう。本体にあるボタ
ンを押すか、ひもを引き、作動するか（音が鳴る、ランプが点灯す
るなど）を確認してください。作動しない場合は、電池交換や機
器交換を行ってください。

◆住宅火災の出火原因ワースト1はコンロです！
　コンロの消し忘れにより、火災になるケースが増えています。電話や来客など
でコンロから離れるときは、少しの間でも火を消すようにしましょう。
●コンロの周りには、燃えやすいものを置かないようにしましょう。
●コンロやゴム管などは、定期的に清掃と点検をしましょう。
●使用しないときは、ガスの元栓を閉めましょう。
●過熱防止や消し忘れ消火機能を備えたSiセンサー付きガスコンロが、有効です。

　梅毒感染者は5年間で5倍に増加しており、その中心は20～30代です。梅毒は
性的接触により感染し、症状がわかりにくいため、気づかぬうちに人にうつし
ている可能性があります。血液検査でのみ早期発見が可能です。
　区役所では、HIVの検査と併せて受けられます。※上記「検診・教室」参照

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

12月6日（火）午前→11月7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

11月17日・24日、12月1日・8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

11月8日、12月13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

11月8日、12月13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

12月6日（火）午前→11月4日（金）～11月24日（木）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

11月11日、12月9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 11月8日・22日、１2月13日の火曜１２時～１３時３０分受付

1歳6か月児 11月17日、12月1日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 11月10日・24日、12月8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4月頃出産予定の人　
12月2日（金）・9日（金）・12日（月）・16日（金）各回とも
13時15分～13時30分受付／13時30分から教室開始

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

11月14日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

11月30日（水）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

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

11月16日、12月7日の水曜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

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
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●マークの凡例については8ページをご覧ください。

休館日◆11/29（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は11月11日から か
※全て市内在住・在勤・在学者
◆わんぱくホリデー「まが玉づくり」
11月23日（祝） 9時30分～11時45分、13
時30分～15時45分／小学生各回30人

／550円 ●
◆木

もく

育
いく

講座～木に触れよう！～
木の話（木育）を聞き、簡単な工作をし
ます／11月26日（土）①10時30分～11
時30分 ②13時30分～14時30分／各
回8人 ／①1200円 ②2100円 ●
◆盆栽風寄せ植え講座
季節の植物を使った寄せ植えを作り
ます／12月17日（土）10時～12時／20
人 ／1300円 ●

休館日◆11/14（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

◆中川西地区センターまつり
11月12日（土）9時～19時：作品展示、
オープニングイベント／①10時～：親
子で腹話術 ②10時30分～：親子で人
形劇 ③13時30分～：中川西地区セン
ター寄席／各80人 ／③500円 ●
11月13日（日）9時～16時：作品展示、活動発
表、模擬店、カフェコーナー（一部有料）／
◆ミニ門松を作る

「日本の竹ファンクラブ」の協力でミニ
門松を作る講習／12月22日（木）9時15
分～11時45分／成人16人  ※子の同
伴不可／2000円 ●
◆クリスマスのお菓子作り
クリスマスの可愛いお菓子作り／12
月18日（日）10時～12時30分／小学3
～6年生16人 ／800円 ●
◆わくわく科学実験室（2）
天体望遠鏡を作ろう／12月10日（土）
10時～11時30分／小学生30人  ※2
年生以下は保護者同伴／700円 ●

休館日◆11/14（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11月11日から
※費用は全て全回分
◆パワーヨガ3期（全9回）
29年1月17日・24日、2月7日・14日・21日・
28日、3月7日・14日・21日の火曜、Ａクラ
ス：9時15分～10時15分、Ｂクラス：10時
30分～11時30分／各60人 ／3500円

・ ・希望クラスを明記し
◆親子体操3期（全9回）
29年1月20日～3月17日の毎週金曜、
Ａ：9時30分～10時30分、Ｂ：10時40分
～11時40分／1歳8か月～未就園児と
保護者、各40組 ／4000円

・ ・希望クラス・お子さんの
名前・性別・月齢を明記し
◆クリスマスケーキ作り
12月24日（土）10時～12時30分／20人

／1200円 ●
◆イタリア料理を楽しもう
29年1月23日（月）10時 ～12時30分 ／
20人 ／1500円 ●
◆おもちゃの病院
29年1月14日（土）10時～15時／18点  
●

◆クリスマス・お正月フラワーアレンジ
12月19日（月）13時～14時30分／16人

／2000円 ●
◆親子そばうち講座
12月17日（土）／小学生と保護者4組
／1500円 ●
◆あみものカフェ（全3回）
スヌードを編もう／12月21日、29年
1月11日・18日の水曜13時～14時30分
／12人 ／2200円 ●

休館日◆11/14（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1か月前から か  
◆かんたんおせち
ごまめ、酢れんこんなどのおせち料理
を作ります／12月13日（火）10時～13
時／16人  ※子の同伴不可／1500円
／ 要問合せ ●
◆親子クリスマス・クッキング
12月18日（日）9時30分～13時／小学生
と親9組 ／1200円（きょうだい参加
の場合1800円） ／ 要問合せ ●
◆ミニ門松でお正月
竹を使ったミニ門松作り／12月23日

（祝）10時～11時45分／16人  ※子の
同伴不可／2000円／ 要問合せ ●
◆「つちのこ」コンサート
絵を見ながら歌とピアノ／11月19日

（土）13時30分～14時30分／
◆「なないろ」クリスマス・コンサート
歌とピアノとヴァイオリン／12月3日

（土）13時30分～14時30分／
◆ジャグラーがやってくる！
大学生によるジャグリング・ショー／
12月17日（土）10時15分～11時／100
人  ※未就学児は保護者同伴／100
円（おしるこ付き）／ 上履き ●
◆子ども手芸教室
毛糸のポンポンで来年の干支「酉

とり

」の
マスコットを作ります／12月23日（祝）
13時30分～15時／小学生20人 ／
200円／ はさみ、持ち帰る袋 ●
◆「はいから」コンサート
アコースティックライブ／11月27日（日）
13時30分～14時15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）～
29年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。

◆主屋 茅葺屋根補修の見学会
12月18日（日）①10時～11時30分 ②13
時～14時30分／小学生以上20人  
※小学生は保護者同伴

11月11日から

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
◆落ち葉かきと焼き芋
12月3日（土）13時～16時／30人 ／
300円 ●
◆里山の素材でリース作り
里山で採取したつるや枝などの素材

でリースを作ろう／12月11日（日）10
時～12時／20人 ／500円 ●
◆お正月飾り作り
門松やしめ縄を手作り／12月23日（祝）
10時～12時／20人 ／500円 ●
◆ネイチャークラフト作り
木の枝や実などで動物飾りを手作り／
11月27日（日）10時～15時／500円／
◆炭焼き体験（宮谷戸窯）（全3回）
無煙・無臭のハイテク炭焼き／12月10
日（土）9時～16時：炭材作りと窯詰め・
17日（土）8時～17時：炭焼き・24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

行事は11月11日から か
と を明記し か
◆里山を保全再生しよう
里山で草刈り、木の伐採など／11月19
日（土）・27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／
◆草をつかって染物をしよう
どんぐりでしぼり染め体験／11月12
日（土）10時～12時 ※雨天翌日順延／
小学生以上15人  ※小学1・2年生は
親子で参加／500円 （親子参加は800
円）／ 要問合せ ●
◆野の花ウォッチング
講師と一緒に紅葉と果実を観察／11
月26日（土）10時～11時30分 ※雨天翌
日順延／15人 ／300円 ●

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

行事は事前に か を明記
し か
◆「舞曲と音楽物語」 ～ワークショップ～
11月11日（金）10時30分～12時／30人

／1000円（小学生以下無料）／ 要
問合せ ●
◆Favorite Time vol.7
　「大人のJoyful Christmas」
12月10日（土）15時45分開場、16時開演
／50人 ／500円 ●
◆「朗読ワークショップ」第2期発表会 
　参加者募集中！
小学生から大人まで、初めての人も大
歓迎。講師：森田等／11月11日（金）・19
日（土）・25日（金）、12月2日（金）・10日

（土）・17日（土）第2期発表会、金曜：18
時30分～20時、土曜：15時～16時30分
／月3回3000円／ 要問合せ ●

休館日◆11/21（月）
・ 942-1569

〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス

◆クリスマス会
　「ゆうさんの不思議なマジック」
デジタル紙芝居、不思議なマジックな
ど／12月4日（日）11時～（開場10時30
分）、幼児向け：11時～、小学生向け：13
時30分 ～（開 場13時）／ 各100人 ／
大人も子どもも200円／
◆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／①11月10日（木）：おはなし会 ②11月
15日（火）：保育相談と手遊び ③11月17
日（木）：はんどめいどカフェ、いずれも
10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11月11日から か
※ は問合せください。
◆フラワーアレンジメント教室
　クリスマスリースを作ろう
講師：井上英理子／12月3日（土）10時
～12時 ①チョコレートケーキ風リー
ス ②北欧風グリーンリース ③赤ばら
とサンタのリース ④白ばらのキラキ
ラリース ※①～④から1つ選択／16
人 ／2000円 ●
◆赤い実のついたミニ盆栽を作ろう
講師:木村浩子／12月19日（月）10時～
12時／10人 ／2000円 ●
◆フラワーアレンジメント教室
　お正月飾りを作ろう
講師:井上英理子／12月24日（土）10時
～12時、Ａ：ピンク水引のしめなわ飾り、
Ｂ：グリーン水引のしめなわ飾り ※Ａ・
Ｂから選択／16人 ／1500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

◆本格的茶室体験
和の作法と薄茶を楽しむ／12月4日

（日）10時～12時／10人 ／800円
11月12日から か

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

行事は11月11日から か
◆君のオリジナルしおりを作ろう
11月16日～30日の月曜、休館日を除く
毎日15時30分～16時30分／各7人  
●
◆百人一首で遊ぼう
お気に入りの句を覚えて、日本の伝統
を楽しもう／12月10日（土）10時～12
時／小学生15人  ●

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

◆クリスマス！子どもが喜ぶお遊び会
歌や紙工作、人形劇など／12月3日（土）
10時～11時30分／未就学児～小学低
学年と保護者30人

11月11日から か か を明
記し

休館日◆火・金曜
・ 591-7240

〒224-0023  東山田二丁目9-1

東山田中学校コミュニティハウス

◆なないろサロンコンサート
　～なないろの風にのせて～
12月10日（土）13時30分～14時30分／
◆東山田の今と昔
　～正月の輪かざりづくり～
東山田郷土資料館の栗原館長に「古民
家の暮らし」のお話を聞きながら、正月
の輪かざりを作ります ※東山田地域
ケアプラザ共催／12月21日（水）13時30
分～15時30分／20人 ／500円

11月10日から か

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

加賀原地域ケアプラザ

行事は11月11日から か
と を明記し  
◆すくすくプラザ
クリスマス飾りを作ろう／12月8日（木）
10時～11時30分／
◆男介世代の集い
自宅で介護をしている男性同士で集
まり、日頃の介護の不安や悩みを気軽
に相談・話し合う会／11月23日（祝）13
時30分～15時／10人  ●
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592-5255  595-3321
〒224-0035  新栄町19-19

新栄地域ケアプラザ

◆精神保健福祉講座
心理士の三原聡子先生による「高齢者と
アルコール依存」についての講演／11月
23日（祝）10時～12時／50人  ●

592-5975  592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

◆ほっと茶屋
お茶会で日頃のストレス発散や情報
交換／11月22日（火）13時～14時30分 
※毎月第4火曜／介護者及び介護を終
えた人15人 ／1回100円

11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／11月15日（火）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

◆園芸講習
　クリスマスアレンジメント
11月30日（水）13時30分～15時30分／
8人 ／1800円／ 要問合せ

11月18日までに か
◆おはなし会
11月24日（木）11時30分～11時50分／
未就学児と保護者／

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
◆なるほどトーク
　「お子さんとのかかわりを考える」
　～ことばや遊びの広げかた～
12月3日（土）14時15分～15時30分／
1～2歳児の保護者6組  ●
◆親子で楽しむ秋のおはなし会
11月29日（火）①10時15分～10時40分
②11時10分～11時35分／0～1歳の親
子、各12組  ●
◆かたらんらんのおはなし会
紙芝居やパネルシアターなど／12月
20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♪～
発達に心配がある子や障がいのある
子に、コミュニティルームを開放しま
す／11月19日（土）14時～16時／
◆パパと一緒に公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎！／12月3日（土）10
時30分～12時／ききょう公園（中川五
丁目10） ※雨天時はお部屋で遊ぼう！
10時30分～11時30分／
◆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／12月10日（土）・21

▶火曜日（1月10日～3月28日） 32 ベビー
マッサージ＆ママのエクササイズ／9
時30分～／生後2～6か月未満の子と
保護者 33はじめての親子体操／11時
10分～／1歳6か月～2歳未満の子と保
護者 34 苦手種目にチャレンジ／17時～
／小学1～4年生 35かけっこ教室／18時
15分～／小学1～4年生  ▶水曜日（1月11
日～3月29日） 36 わくわく親子体操／
9時15分～／2～3歳の子と保護者 37 幼
児体操1／14時30分～／年少 38 幼児体
操2／15時45分～／年中・年長 39ジュ
ニアバドミントン／17時～／小学生  
▶木曜日（1月12日～3月30日） 40 ベビー
体操はいはい／11時10分～／5か月～1
歳未満の子と保護者 41 ベビー体操よ
ちよち／12時20分～／1歳～1歳6か月
未満の子と保護者  ▶金曜日（1月13日
～3月31日） 42うきうき親子体操／9時
15分～／2～3歳の子と保護者 43 横浜
FCサッカースクールS／15時30分～／
年少・年中 44 横浜FCサッカースクール
M／16時40分～／年長・小学1年生 45

横浜FCサッカースクールL／17時50分
～／小学2・3年生 46こどもバレエ♪ア
リス／15時25分～／年少・年中 ※保護
者同伴 47こどもバレエ♪マーメイド／
16時30分～／年長・小学1年生 48こど
もバレエ♪シンデレラ／17時35分～／
小学2～4年生  ▶土曜日（1月14日～3
月25日） 49Jr.ヒップホップ／9時～9時
50分／小学生 50 親子de英語リトミッ
ク／9時30分～／1歳6か月（ひとり歩き
できる子）～未就学児と保護者

休館日◆月曜（祝日の場合は翌日）
912-7777  912-7781

〒224-0003  中川中央一丁目18-1

横浜市歴史博物館

日（水）いずれも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／11月19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／①12
月2日（金）・17日（土）10時～16時②12
月3日（土）10時～12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／11月19日（土）
10時～16時／未就学児と家族／

休館日◆11/28（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

◆冬の定期スポーツ教室  1月～3月
詳細は か で問合せを。

各教室とも と教室名・ を明
記し、 か か で11月19日（土）必着。
いずれも 。
＊印は託児有（事前申込制、有料）。

大人向け教室
▶火曜日（1月10日～3月28日） 1 火曜卓
球モーニング／9時～ 2 バドミントン
中級／9時～ 3 シェイプアップ／11時
～ 4 ベリーダンス初級／12時30分～ 
5 ベリーダンス入門／13時45分～ 6

らくらくトレーニング＆ストレッチ／
13時20分～／50歳以上 7 ロコモ予防
／14時30分～／50歳以上 8 全身のび
のび体操／15時40分～／50歳以上  ▶
水曜日（1月11日～3月29日） 9 ＊ビュー
ティーアップ／10時40分～ 10はじめて
のフラメンコ／12時～ 11ストレッチバ
レエ入門／11時10分～／女性 12 体幹
エクササイズ／12時～ 13 いきいき健
康体操／13時10分～／50歳以上 14ノ
ルディックウオーキング／10時～11時
30分  ▶木曜日（1月12日～3月30日） 15

木曜卓球モーニング／9時～ 16 木曜ピ
ラティス／9時30分～ 17ヨガ／10時50
分～ 18 パワーヨガ／12時～ 19 太極拳
／13時25分～ 20 社交ダンス／13時40
分～ 21骨盤底筋エクササイズ１／11時
40分～／女性 22 骨盤底筋エクササイ
ズ２／12時40分～／女性 23 骨盤エク
ササイズ／13時40分～／女性  ▶金曜
日（1月13日～3月31日） 24 バドミントン
モーニング／9時～ 25 マタニティヨガ
／9時～／15週以上の妊婦 ※要医師の
承諾書 26＊金曜ピラティス／11時30
分～ 27 姿勢コンディショニング／12時
40分～ 28 腰痛予防トレーニング＆スト
レッチ／13時50分～ 29フラダンス／
13時～ 30 美☆バランス／14時15分～
／女性 31バドミントンナイト／19時～
20時45分

親子・子ども向け教室

◆ラストサタデープログラム
　おもしろいぞ！紙芝居と
　ミニ展示解説
横浜市有形民俗文化財の街頭紙芝居
を活用し、実演／11月26日（土）12時～、
13時30分～、15時～／ 、ミニ展示解
説／11時～、14時～／一般：400円、大
学生：200円、高校生以下：無料／

休館日◆11月28日（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
11月13日・27日の日曜12時～12時40分
／
◆あざみ野マルシェ
新鮮野菜や、手作り菓子など／11月23
日（祝）10時～16時頃／
◆Mother Terecoコンサート
11月19日（土）開演17時／2000円（前売
り・全席自由） ※未就学児の入場・同伴
不可／

チケットは （910-5723）で予約

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
　ワード中級（全2回）
長文作成に役立つテクニックなど／
12月17日（土）・18日（日）10時～15時30
分／女性12人 ／10200円（全回分）

11月17日から （862-4496 ※日・
祝・第4木曜を除く9時～17時）か

1歳6か月～未就学児（ 910-5724）

問合せ よこはま動物園ズーラシア
959-1000　 959-1450

※ほかにもさまざまなイベントを
　開催中！ ズーラシア 検索

よこはま動物園ズーラシア  冬のイベント

◯クリスマス装飾
12月25日（日）
まで

◯年賀状用の記念撮影スポット
日  程 11月19日（土）～

　　　 29年1月4日（水）
会  場 バードショー広場前

休園日 11月1日・8日・15日・22日・29日、12月6日・13日の火曜

　アムールヒョウのダッシュは、11月12日に8歳の誕生日
を迎えます。アムールヒョウは極東ロシアと呼ばれる寒い
地域に暮らすヒョウの仲間で、涼しくなったこれからの季
節、ダッシュは活発に動き出します。特に午前中はよく鳴
き、爪とぎ、尿スプレー、身体の擦り付けなど縄張りのマー
キングとパトロールに一生懸命です。
　ズーラシアの亜寒帯エリアに暮らす動物たちにとって、
これからがベストシーズン！ぜひ会いに来てください。

本券1枚につき最大5名様まで有効
※コピー・他サービスとの併用不可。※この券を団体受付にご提出ください。※コピー・他サービスとの併用不可。※この券を団体受付にご提出ください。

本券1枚につき最大5名様まで有効
有効期限：平成28年11月30日（水）まで

◯トナカイと
　アルパカが
　やってくる！
記念撮影や園内
散歩
日  程 12月3日（土）

～25日（日）の土日祝

＊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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14日（月）・19日（土）・28日（月）、12月5日
（月）13時30分～15時30分／かけはし
都筑（荏田東四丁目10-3）／パソコンを
持参できる人10人／1回1000円／

PCプラネット　 090-5508-4596
●障害者後見的支援制度等を知ろう
基幹相談、自立生活アシスタントの
話もします。どなたでもお越しくだ
さい／12月8日（木）17時～19時／か
けはし都筑（荏田東四丁目10-3）

12月6日までにつづき障害者後見
的支援センター リリーフ・ネットへ
（482-4871）か （482-4872）

募  集
●英語で歌おう♪アメリカンポップス

ジャズシンガーの講師と一緒にお好
きな曲を歌いませんか／毎月第1・3水
曜13時15分～14時45分／中川西地区
センター／1か月2000円

Groovy　井上　 568-4391
●育児ミュージカル「IKUMINS3」
　出演者募集
29年7月22日（土）・23日（日）公演／都
筑公会堂、月4～6回稽古予定

区内の子育て中のママ・パパ、子ど
も（幼稚園児～高校生）／参加費あり

12月31日までに育児ミュージカ
ル実行委員会（B-wave）杉本へ

（ikumins2015@gmail.com）
・ 949-5622か

イクミンズ 検索

企画調整係 948-2226  948-2399

催  し
●都筑自慢の緑道を歩こう！
◆�ガイドと共につづきを歩こう�No.31
紅葉の季節、散策経験があまりない人
にもお勧めのコースです／12月10日

（土）※雨天決行／仲町台駅前9時集合、
センター南駅解散／約7km（約3時間）
を歩ける人100人 ／300円

12月3日までに参加者全員分の
・ 、この催しを何で知ったか

を明記し （〒224-0029 南山田二丁
目24-６-717）か （tsuzuki-guide@
hotmail.co.jp）か （http://tzkgd.
com/）

都筑をガイドする会　大橋
090-9088-0286

●クリスマス　アレンジ・リースの
体験レッスン

プリザーブド、生花、アーティフィシャ
ルのどれか一つを選んで体験※女性
のみ／11月11日（金）～12月9日（金）の
平日／東山田中学校コミュニティハウ
スほか／2100円から（材料費のみ）

希望体験日の前々日までに か
本山　 ・ 593-2914

●骨盤調整Ⅲ期（全10回）
骨盤を整えて美容と健康を手に入れ
よう！／29年1月12日～3月16日の木
曜9時15分～10時／16歳以上20人
／4600円（全回分）

11月21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

●ダブルケアcafé
育児や介護の悩みを一人で抱えてい
る人たちでお話ししましょう！／11月
17日（木）／センター南デポー／15人

／200円（お茶菓子代）
11月16日までに都筑相談窓口  林へ

（090-5990-0630）か
（sewayaki@tsuzuki-soudan.com）

●パソコンなんでも相談室
パソコンのことならなんでも相談で
きます。年賀状教室も同時開催／11月

●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8ページをご覧ください。

ゴール

スタート

都田公園

川和
市民の森

東照寺跡

ヨコハマダケ
の碑

月出松公園

川和富士公園 ゆうばえのみち

都筑ふれあい
の丘駅

川和町駅

妙蓮寺

山王屋の
蔵と井戸

熊井太郎基忠の碑

区
役
所
通
り

富士見が丘

【都筑区水と緑の散策マップ】
区総合庁舎1階売店、市庁舎1階刊行物サー

ビスコーナーでお求めいただけます。
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。

　11月は、紅葉の時期におすすめの、緑道
「ゆうばえのみち」を通るＧコースを紹介
します。川和富士公園の富士塚の壁には、

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7回

コース紹介コース紹介

ゆうばえのみち

地域振興係 948-2231  948-2239

階段に沿って虫などの生き物のイラストが描かれています。これは、来園者
に楽しんでもらうために、富士塚を整備する際に描かれたものです。
　また、月出松公園では、広場の地面中央のうさぎのレリーフを中心として、
それを囲むように、中国の神話で天の四方を司る霊獣である四神のレリーフ

川和富士から川和市民の森を歩くコース

〜美味しい和食を食べて健康で心豊かに！〜

和cocoro dining eni-si（北山田商業振興会）からのラブレター

　日本人の和食離れを感じる日々。和食には「旬
の野

菜」「四季」「彩り」「健康」と素晴らしいことば
かり。

　今、和食離れしているお子さんにも日本人でよ
かっ

たと思ってもらえるように縁（eni - si）は誕生し
ま

した。旬のお魚を召し上がりにぜひお越しくだ
さい。

◆住所：北山田二丁目5-7 プロスベアｰコｰポ1F  620-5889
◆定休日：年中無休(月により火曜日休みあり)
◆営業時間：ランチ：11時30分～14時30分  ディナー：17時～24時 ※日・祝は17時～22時

スポーツ観戦の際に寄り
たいお店

髪と環境に優しいヘアサロン
Loops　北山田店

川和富士公園の
チョウのイラスト

月出松公園の
うさぎのレリーフ

かわいい区の
キャラクター

「あいちゃんステ
ンレスボトル」

例えば…

♥都筑区内の店舗から区民の皆さんへお手紙が届いています！
対象店舗を利用してスタンプを３つ集め、感想
を書いて送ると抽選でプレゼントが当たります！

対象店舗からのお手紙・
　お得な情報はこちら⇒

おやすみシャンプー1260円

の無料券も当たります！

一日の疲れを当店のシャンプー

＆ブローでおとりください。

応募はがき
付チラシは対象
店舗及び区役所
で配布してい

ます！

動物愛護週間イベントを開催しました！

　10月3日（月）～5日（水）に区総合庁舎1階区
民ホールで動物愛護週間のイベントを開催し
ました。
　イベントでは、8月中にご応募いただいた長
寿や自慢のペットのパネル展示を行いました。
また、長寿ペットの中で犬種、猫の品種ごとの
最高齢ペットの表彰式も行いました。
　ご応募、ご来場いただきました皆さん、ご協力ありがとうございました。

が配置されています。紅葉を楽しみな
がら、こうしたイラストやレリーフを探
してみるのはいかがでしょうか。

環境衛生係 948-2358  948-2354

＊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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