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区画のフリーマーケット

　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。

今年の区民まつりのテーマは 「未来へつなぐ　都筑の音色」
センター南ステージで「都筑の音色ステージ」を実施します！
会場参加型のステージが盛りだくさん。
都筑の音色を秋空に響かせましょう！

●熊本復興支援ブース
　都筑区商店街連合会のブースで、熊本産の
特産品を販売します！人気のお菓子などを購
入して熊本を応援しましょう！

※当日は交通渋滞が予想されます。会場には駐車場がありませんので、公共
の交通機関をご利用ください。また、会場内での自転車の走行はご遠慮く
ださい。

※区民まつり当日は区役所職員・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に掲載することがあります。

※出演者、出店者の募集は終了しました。キャンセル待ちはありません。
　小雨決行、荒天中止。開催の可否については当日7時から、都筑区役所ホーム
ページでお知らせします。

●横浜菊花展 （センター南駅構内）
　センター南会場PRコーナー
では先着100人に菊をプレゼ
ント！

●アジアグルメ・文化コーナー
　第50回アジア開発銀行年次総会が
平成29年5月に横浜で開催されます！
一足先にアジアの文化に触れましょう。
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当日開催のお知らせ

都筑区民まつり 検索

センター南
会場

すきっぷ広場周辺・
区役所前

横浜音祭り
2016
パートナー事業 楽

し
いPRブースや模擬店は170以上！

第22回

主催・問合せ 都筑区ふるさとづくり委員会（事務局：地域振興係 948-2231）
※当日8時からは、横浜市コールセンター（ 664-2525）にお問い合わせください。

緑化フェア
コーナーもあるよ！

第33回全国都市緑化よこはまフェア
シンボルキャラクター「ガーデンベア」
©ITOON／GN2017

遊びに
きてね！

●みんなで歌おう♪　横浜市歌………10時15分　　　　　　　　　  花は咲く………12時20分　　　　　　　　　　夢のつづき……14時20分●みんなで踊ろう♪　都筑音頭・あらめや音頭　　　　　　　　　　…………………14時35分　●みんなでフィナーレ　響け都筑の音色…14時50分

（祝）10時～15時 小雨決行11月3日
センター南会場 センター北会場みなきたウォーク会場

タイムスケジュール

区民まつりと同日開催

センター北
会場

芝生広場周辺・
噴水広場

（センター南ステージ）

　詳しくは10月下旬から市営地下鉄センター南駅、センター北駅などで
配布する、都筑区民まつりプログラムをご覧ください。

ご案内

都筑区役所

10月の土曜開庁日：8日・22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
212,396人（前月比52人増）

区の世帯数
81,433世帯（前月比64世帯増）
※28年9月1日現在

平成28年
（2016年）
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　都筑区運営方針「施策1 いきいきと健
やかに暮らせるまちづくり」の中でも「健康
づくりの推進」を重点項目に掲げています。
　美しい自然や動植物に恵まれた地域資源
を活用しながら、地域の皆さんと共に健康
づくりに取り組みたいと考えています。 

横浜市では、「健康寿命日本一」を目指しています

　　ウオーキングを習慣に
●よこはまウォーキングポイント事業の推進
　歩数計を持ち歩いて気軽に健康づくり。歩数に応じ
てポイントが貯まり、抽選で商品券が当たります。
　参加対象者が市内在住・在勤の18歳以上に拡大され、
都筑区では8,000人以上が参加しています。

健康づくり係　 948-2350

●つづきウォーク＆フェスタ
　区内の公園や緑道など、都筑の秋の魅力を楽
しみながら約７kmを歩くウオークラリーを実施
しています。
　ゴール地点のセンター南駅前すきっぷ広場で
は、区内中学校吹奏楽部の演奏や、高等学校ダン
ス部・バトン部のパフォーマンスを楽しめます。

区民活動係　 948-2238

　都筑区では、男性は30代から既に内臓脂肪が多く、女性は筋肉量が少ない
人が各年代にいる傾向にあります（平成27年度都筑区保健活動推進員が実施
した「体組成計」の計測結果より）。
　このままでは将来、生活習慣病やロコモティブシンドローム（運動器症候
群）になり、健康寿命に影響してしまうかもしれません。都筑区には、皆さんの
健康づくりを応援するイベントや環境がいっぱい！できることから始めてみ
ませんか？

　　 健康は食生活の改善から
●食育情報交換会
　区内の保育施設、幼稚園、市立小・中学校の先生が一堂に会し、子どもた
ちが「豊かで楽しい食生活」を実践し健康で充実した暮らしを送れるよう、
成長段階に合わせた継続的な取組について考えます。

健康づくり係　 948-2350

●都筑野菜の普及啓発
　区総合庁舎で毎月2回開催している都筑野菜朝
市や、「都筑野菜直売所マップ」の配布、のぼり旗を
掲揚することで都筑野菜の取組を区内全域に広げ
るための都筑野菜マルシェセッ
トの貸出し、都筑野菜を使用し
た商品のPRなど、地元産の都筑
野菜の普及啓発により、地産地
消及び食育の推進に向けた取組
を実施しています。

企画調整係　 948-2226

　　高齢者も「GO GO健康！」ライフ
●元気づくりステーション
　身近な地域で仲間と一緒に、体操やウオーキングなどの介護予防の
取組を主体的に行う自主活動グループです。現在、都筑区では13か所の
元気づくりステーションが活動中！
　参加者本人と仲間、そして地域も元気にする活動を応援します。

 高齢支援担当　 948-2306

始まっています！
地域が主体の健康づくり

●第3期都筑区地域福祉保健計画
　「住み慣れた地域で安心して暮らすこと」を目指し、さまざまな
取組が進んでいますが、その活動も健康な体があってこそ！世代
を越えた、地域の人々による健康づくりの取組も広がっています。

事業企画係　 948-2344
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　　外遊びで子どももすくすく♪
●外遊び広め隊事業
　外遊びは子どもの身体・心・社会性を育てるために非常に重要です。
子どもとの外遊びの方法が分からない保護者も増えているため、具体
的な遊び方を伝え、自ら外遊びができる親子を増やす取組を進めてい
ます。

こども家庭支援担当　 948-2318

 

よこはまウォーキングポイント 検索

都筑区　元気づくりステーション 検索

都筑区地域福祉保健計画 検索

つづきウォーク＆フェスタ 検索

都筑区　外遊び 検索

都筑野菜 検索

特集

　　運動するなら公園へ行こう！
●健康づくりのための公園整備
　公園での健康づくり活動を推進するため、
公園の外周部に運動量の目安となる距離標識を設置
したり、健康器具には使い方の説明看板を設置するな
ど施設整備を進めています。

都筑土木事務所　 942-0606

ポール
ウオーキング
2本のポールを使った
ウオーキングは、足腰に
負担が少なく高齢者に
おすすめです。

健康づくりコースマップ
（平成21年発行）も改定します。

お楽しみに！

健康アクションも
地域福祉保健計画

だね！

　　 紹介します！地域で健康づくりを支える人々
●保健活動推進員
　地域における健康づくりを推進するために、
横浜市長から委嘱を受けて活動しています。自
ら健康づくりを実践するだけでなく、周囲の人
にも広め、地域全体で健康づくりを実践できる
ような活動を行っています（写真はウォーク&
フェスタでの活動）。

健康づくり係　 948-2350

●食生活等改善推進員
　（愛称:ヘルスメイト）
　「私たちの健康は私たちの手で」をスローガン
に、栄養・運動・休養のバランスのとれた健康づく
りを、地域に普及するためのボランティア活動を
行っている全国的な団体です。

健康づくり係　 948-2350

●スポーツ推進委員
　都筑ふれあい健康マラソン大会、グラウンドゴ
ルフ大会など、スポーツを通した健康づくり活動
を行っています。
　区内の各地区でもさまざまなイベントを開催
し、地域に根ざした健康長寿に役立つ活動を行っ
ています。

区民活動係　 948-2235

今年も
11月23日

開催

国民生活基礎調査（平成22年）衛生研究所ホームページより
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健康寿命って何？

健康寿命に影響！？

都筑区役所は、関係課が一丸となって、区民の皆さんの健康づくりを応援します

健康寿命とは、
「健康上の問題で日常生活
が制限されることなく
生活できる期間」の
ことです。

区内12か所の公園で開催中♪

外遊び
キャラバン隊

遊具の使い方はもちろん、
どろんこ遊びや水遊びなど、
外ならではの遊び方も
教えてくれます。

つづき　あい計画

ウオークラリーの申込みは8ページをご覧ください。
都筑区長
畑澤健一
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区民活動係・企画調整係「ウオークラリー申込み係」  948-2238  948-2239
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/chiiki/kumin/walkfesta.html

区民活動センターから

区役所1階　 9時～17時
休館日：10月17日（月）

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

◆ 「つづきおはなしスタンプラリー」
10～11月に区内の地区センターやコ
ミュニティハウス、子育て支援拠点ポ
ポラや都筑図書館で開催される読書
関連イベントに参加してスタンプを
集めよう！ 3個集めると、景品がもらえ
ます。／100人  ※詳しくは区民活動
センターホームページにて。
◆ 大人の学級「ばあば」の品格講座
　～これからを前向き暮らすために～
お孫さんのいる「ばあば」たちが自分
たちのこれからを考えて気になるこ
とを学び、話し合います。

11月1日・8日・15日・22日・29日の火
曜10時～12時

北山田地区センター
か を明記し

緑税務署からのお知らせ
平成28年分  年末調整等説明会

11月10日（木）13時30分～16時（13
時受付開始）

都筑公会堂※車での来場はご遠慮
ください。

緑税務署　 972-7771（代表）

都筑謝音祭　第21回都筑区民
文化祭特別イベント

～ティーンズサウンドカーニバル～
ロックやポップス、伝統和楽器など
ジャンルを問わない“オールジャン
ル”のサウンドカーニバル！

10月30日（日）14時開演
プレミアホール（センター北駅前

プレミアヨコハマ）
区民活動係
948-2238　 948-2239

シニア結核
予防健診のお知らせ（無料）

これまで結核に感染しても発病せず
にいた人が、高齢となって体力や抵抗
力が落ち、結核を発病することがあり
ます。結核の早期発見のため、シニア
結核予防健診をご利用ください。

11月28日（月）午前（受付時間は予
約時にお伝えします）

区役所1階健診室
1年以上胸部レントゲン検査を受

診していない65歳以上の市民
11月9日８時45分から
健康づくり係
948-2350　 948-2354

第22回「福祉農園」の
開催について

10月16日（日）10時～14時①いもほ
り：いもほり券200円（持ち物は要問合
せ）※小雨決行、荒天の場合は10月23
日（日）に順延。当日開催の可否は、都
筑区ホームページにてお知らせしま
す。②障害者団体や地元の人たちによ
る舞台プログラムなど。

JA横浜きた総合センター隣接農地
及びきたグラウンド（東方町）

都筑区社会福祉協議会 943-4058
か障害支援担当

948-2316　 948-2490

郷土講演会「都筑の歴史」
～原始・古代の都筑～

講師：坂本彰氏（区史編さん委員）／都
筑区では平成31年に向け、原始から
現代に渡る都筑区の歴史を紐解く、区
史「図説　都筑の歴史」の刊行準備を
進めています。この刊行プレ企画第一
弾として、講演会・郷土資料展を開催
します。／100人

11月26日（土）10時～12時
講演会：区役所6階大会議室

郷土資料展：区総合庁舎1階区民ホール
10月25日9時30分から都筑図書館

へ （948-2424）か

安全・安心まちづくり旬間
オープニングセレモニー

安全・安心まちづくり旬間（10月11日
～20日）の初日に警察・地域住民たち
によるセレモニーを実施します。

10月11日（火）
第一部：防犯大使：蝶野正洋選手。「都筑
安全・安心まちづくりに関する協定書」
調印式や防犯標語優秀作品表彰など。

都筑公会堂／14時～
第二部：アトラクション（神奈川県で
活動するアーティストによる歌など）

センター南駅前すきっぷ広場
※雨天時は都筑公会堂／15時～

地域振興係
948-2234　 948-2239

川和町駅周辺西地区及び川向町南耕地
地区における都市計画決定について

市素案説明会11月6日（日）
①川和町駅周辺西地区：10時30分～、
②川向町南耕地地区：13時30分～

都筑公会堂
市素案縦覧及び公述申出受付：10月
25日（火）～11月22日（火） ※土・日曜・
祝日を除く。 公聴会：29年1月13日（金）

都市計画の手続きについて：建築
局都市計画課

671-2657　 664-7707
計画の内容について：都市整備局市
街地整備推進課

671-3519　 664-7694

高齢支援担当　 948-2306  948-2490

資源化推進担当  948-2241 948-2239  tz-shigen@city.yokohama.jp

　脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は突然発症し、日常生活に支障を来たす病
気です。また日本人の死因第4位で、要介護状態になる原因の第1位です。（平成
27年 厚生労働省統計情報）この講演会を通して、病気への理解を深めましょう！
日　時 11月2日（水）13時30分～15時30分　 場　所 区役所6階大会議室
講　師 横浜新都市脳神経外科病院　森本 将史 院長
内　容 第一部　脳血管疾患予防、再発予防について

 第二部　当事者からの体験談
定　員 100人 　 申込み 10月28日までに か

　都筑区にある農業専用地区周辺では、不法投棄が後を絶ちません。クリーンア
ップ作戦を展開するとともに、不法投棄の現状を見学します。見学のあとは、農
専地区で育った大根やニンジンなどの冬野菜の収穫体験を開催します。
日　時  11月26日（土） ※小雨決行、荒天中止

 8時45分までに都筑ふれあいの丘駅前集合
会　場  池辺農業専用地区　

  ※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
対　象 小学生以上の区内在住・在勤・在学者　100人
申込み 11月1日から ・参加人数を明記し か

◆ウォーク（よこはま健康スタンプラリー対象事業）
受付時間  ウオーク：9時～10時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ガイド付きウオーク：（「都筑をガイドする会」の協力）：9時～9時30分／100人
※いずれもセンター南駅前すきっぷ広場にて受付後、順次スタート

コース  スタート→茅ケ崎公園自然生態園→葛ケ谷公園→川和富士公園→鴨池公園→
ゴール ※約7キロメートル　

参加特典  ふるまいスープ、完歩賞、都筑区水と緑の散策マップ  費　用  300円
申込み  10月31日までにホームページか参加者全員の ・参加者人数（ガイド付

きウオークを希望する場合は「ガイド希望」）を明記し

◆フェスタ（横浜音祭り2016パートナー事業）
ゴール地点のセンター南駅前すきっぷ広場では、中学生による吹
奏楽演奏、高校生によるダンス・バトン演技を行います。　　　
出演団体・出演時間はホームページをご覧ください。

主　催  つづきウォーク＆フェスタ実行委員会、都筑区役所
主　管  都筑区青少年指導員連絡協議会

知って得する！
今日から実践！ 脳血管疾患予防

不法投棄やめさせ隊
クリーンアップ作戦と冬の収穫体験

11月23日（祝）9時～15時 ※雨天中止

つづきウォーク＆フェスタ

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

10月12日（水）～19日（水） 運動パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354
10月20日（木）～26日（水） 絵手紙展

予算調整係 948-2213 948-220810月20日（木）～26日（水） 水彩画展
11月10日（木）～16日（水） 都筑写真倶楽部の写真展

地域防災拠点訓練～震災の被害を
最小限に抑えるためには～

横浜市では、震災時の避難場所として
小・中学校を選定して、地域防災拠点
と定めています。都筑区では、27の拠
点があり、各拠点運営委員会が主体と
なり、地域の皆さんにご参加していた
だく「地域防災拠点訓練」を実施して
います。※各拠点の訓練日は都筑区
ホームページにて掲載します。

庶務係
948-2212　 948-2208

成年後見人制度について
学びましょう

講師：横浜あんしんセンター　所長、
延命法律事務所　延命 政之氏
内容：成年後見人制度について弁護士
の先生が身近でわかりやすい話をし
ます。／

11月11日（金）10時 ～12時（9時30分
受付）

かけはし都筑（荏田東四丁目10-3）
都筑区社会福祉協議会 山本・山口
943-4058

都筑区 平成28年度 地域防災拠点訓練 検索

「子どもはみんな社会の子」をテーマとした、中学校美術部のイラスト展示
11月17日（木）～23日（祝）　 区総合庁舎1階区民ホール

同時
開催
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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



都筑図書館から

休館日：10月11日（火）、11月21日（月）、
27日（日） 948-2424　 948-2432

●絵本をよんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊のみなさんによ
る絵本の読み聞かせをします。

10月15日（土）10時30分～12時／
●都筑図書館フェスタ2016
～子ども・本・読み聞かせ～おはなし会

10月22日（土）①10時30分～、②11
時30分～ ※各回30分程度／
●都筑図書館　秋の特別おはなし会
秋のひととき、市民グループの皆さ

んによるおはなし会を楽しみましょ
う。

11月19日（土）①0・1歳児と保護者：
10時30分～、②2・3歳児と保護者：11
時30分～、③1人でおはなしが聞ける
子：13時30分～ ※各回30分程度

①②各回15組／ 、③15人／
11月1日9時30分から か

●くまさんのおはなし会
11月10日（木）

①10時～10時25分、②10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
満は入室不可

10月27日９時30分から か

保育運営担当　 948-2463  948-2309

をご利用希望の人は、お住まいの区役所に申し込みをしてください。

※障害をお持ちのお子さん、市外の保育所、出産予定のお子さんの利用を希望する人な
どは、申し込み方法が異なります。詳しくは利用案内をご確認ください。

横浜保育室、認可外保育所、幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）は直接施設に申
し込みください

子どもの食生活相談（予約制）

離乳食や幼児食、子どもの肥満など乳
幼児から思春期までのお子さんの食生
活についての栄養士による個別相談

10月18日（火）、11月16日（水）13時
30分～15時30分（各回30分程度）

区役所1階栄養相談室
区内在住の人
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）

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

11月16日（水）・21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

10月17日10時から会場の加賀原地
域ケアプラザへ （944-4641）

健康づくり係
948-2350　 948-2354

●認可保育所 ●認定こども園（保育所部分）●家庭的保育事業
●小規模保育事業 ●事業所内保育事業（地域枠）

10月14日（金） 利用案内配布開始 
配布場所 区役所、行政サービスコーナー、子育て支援センター Popola（ポポラ）

※都筑区ホームページからもダウンロードできます。
※ 申込用の雇用証明書・就労申告書は、10月4日（火）から区役所またはホームペー

ジで配布・配信します。

11月10日（木）（消印有効） 区内在住の人の郵送締切日
※郵送での受付になります。
※ 申し込み中で保留になっている人も、平成29年度以降利用を希望する場合は、

改めて申し込みが必要になります。

平成29年1月下旬頃 結果通知 発送予定

その他の申し込みについての詳細は、
平成29年度版の利用案内をご確認ください

道路局横浜環状北西線建設課  671-3630  651-3269 北西線建設課 検索

　11月3日(祝)の都筑区民まつり
で、北西線のPRブース（昨年も大
好評）を出展します。模型・パネル
を展示するほか、ドローン写真を
掲載した広報誌「ほくせいせん

（10月号）」を配布します。ぜひご
来場ください。

東京2020オリンピック・パラリンピックまでの開通を目指して進めています！

横浜環状北西線 新たな高速道路を建設しています

事業期間 平成24～33年度

平成29年3月開通

横浜港北

区民まつりで模型・パネルを展示します！

横浜港北JCT
（建設中）

横浜港北JCT付近の様子

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

11月18日（金）午前→10月19日（水）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

10月13日・20日・27日、11月10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

10月11日、11月8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

10月11日、11月8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

11月18日（金）午前→10月18日（火）～11月7日（月）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

10月14日、11月11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 10月１１日・２５日、１１月８日の火曜１２時～１３時３０分受付

1歳6か月児 10月13日・27日、11月17日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 10月6日・20日、11月10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3月出産予定の人　
11月4日・11日・18日・25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35組
11月26日（土）10時～12時（9時45分受付開始）
会場▶1階福祉保健センター
申込み及び予約受付▶10月26日8時45分から

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

10月17日（月）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

11月14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

平成29年4月から 保育所などのご利用を希望される人へ

利用案内配布開始日のお知らせ 
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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◆10/25（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は10月11日から か
◆働くにあたって知っておきたいこと
労務に関する基本的な知識を学びます
／10月21日、11月18日、12月16日の金曜
19時～20時30分／市内在住・在勤者
各日10人 ／１回100円 ●
◆都筑ふれあいの丘まつり2016
11月6日（日）10時～15時（葛が谷地域
ケアプラザは14時まで）

資源循環局都筑工場、都筑センター、
横浜あゆみ荘、都筑プール、葛が谷地域
ケアプラザ／内容により有料／
◆コーヒー講座（秋）
　～プロから学ぶおいしい珈琲～
珈琲鑑定士がお教えします／11月9日

（水）14時～16時／市内在住・在勤者10
人 ／900円 ●

休館日◆10/11（火）
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寄席
「センター祭りに寄席がやって来る！」
／11月12日（土）13時30分～15時（開場
13時）／80人 ／500円 ●
◆白菜キムチ作り（全2回）
12月2日（金）15時30分～17時・3日（土）
10時～13時／20人 ／2500円（全回分）

11月1日から
◆クリスマススワッグ作り
11月26日（土）10時～11時30分／15人

／2500円（材料費含む） ●
◆おんがくひろばがやってくる
0歳からの親子リトミックコンサート
／12月3日（土）14時～15時／0歳以上
の幼児と保護者／30組 ／800円（親
子2人分、追加は1人300円） ●
◆ロコモ体操講座（全2回）
11月26日、12月3日の土曜10時～11時
30分 ※詳細は中川地域ケアプラザ参照

10月24日9時から か10時から
◆手軽でスタイリッシュな
　クリスマスの料理
12月6日（火）9時30分～12時30分／16
人 ／1500円 ●

休館日◆10/11（火）
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10月12日から
※費用は全て全回分。
◆大人のおりがみ教室
11月26日（土）10時～11時30分／中学
生以上20人 ／600円 ●
◆手帳活用術＆カフェⅡ
11月30日（水）10時～12時30分／10人

／1500円 ●
◆ジュニア体操後期（全8回）
12月13日・20日、29年1月17日・24日・31
日、2月7日・14日・21日の火曜15時30分～
17時／3歳～未就学児30人 ／3800円 
●
◆ご祝儀袋作成講座
11月29日（火）10時～11時30分／16人

／300円 ●
◆新聞バッグ作り講座
11月28日（月）10時～12時30分／16人

／300円 ●

◆ままくらぶ
クリスマスケーキ作り／12月21日（水）
10時～11時40分／未就園児の保護者
15人 ／800円 要予約400円 ●
◆パソコン講座Ⅱ（全2回）
オリジナル名刺作り／12月10日・17日
の土曜10時～12時／20人

日々輝学園高等学校／1500円 ●

休館日◆10/11（火）、11/8（火）
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  
◆センターまつり人形劇
10月29日（土）14時～15時／100人

10月15日から で整理券配布
◆北山田地区センターまつり
展示・発表・模擬店など／10月30日（日）
10時～15時／
◆つるし雛講座(全5回)
11月16日・30日、12月14日・21日、29
年1月11日の水曜9時30分～11時30分

（初回は9時10分開始）／40歳以上16人
／3500円（材料費込）／ 要問合せ

か
◆ママのための
　乳がんを知るワークショップ
11月22日（火）9時30分～11時30分／
女性30人 ／500円（飲み物付き） 
保育代別途400円／ 筆記用具 ●
◆ロビーコンサート
洗足学園大学生によるピアノコンサート
／10月16日（日）13時30分 ～15時30分
／
◆手作りでおいしい！スイーツ・レッスン
いちごのロールケーキ／12月6日（火）
10時～13時／16人  ※子ども同伴不
可／1000円／ 要問合せ ●
◆素敵な壁飾り 「クリスマススワッグ」
12月7日（水）10時～11時30分／16人  
※子ども同伴不可／2500円 ●
◆冬休み親子工作
　サンタさんを呼ぼう！ランプシェード
12月4日（日）9時30分～11時30分／年
長児～小学生と親20組 ／500円／

要問合せ ●

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。

会場は全て横浜市歴史博物館
◆歴博・竹のオブジェの展示

「今昔竹ものがたり」作:上野雄次／10
月22日（土）・23日（日）10時～16時／
◆レキカフェ
10月22日（土）・23日（日）10時～16時／
コーヒーなど300円～／
◆歴博・缶バッジを作ろう
歌舞伎風デザインの缶バッジ／10月
22日（土）10時 ～16時・23日（日）10時 ～
12時／100円／

休館日◆10/20（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

行事は か
◆防災に関するロープワーク
災害時に役立つ結び方の講座／10月
22日（土）10時30分～11時30分／中学生
以上10人 ／300円 ●10月12日から

◆手打ちそばを食べませんか
10月28日（金）11時30分～なくなり次
第終了 ※雨天中止／40食 ／1人前
500円／
◆古民家市
新鮮野菜販売／10月15日、11月5日の
土曜10時頃～なくなり次第終了 ※雨
天中止／
◆ノルディックウオーキング体験教室
2km程度歩きます／11月12日（土）10
時～11時30分 ※雨天中止／15人 ／
1000円（保険料、レンタルポール代含
む）／ 要問合せ ●
◆古民家俳句作教室
10月19日（水）13時30分 ～16時 ／10人

／1500円／ 要問合せ ●
◆親子のおはなし会
絵本・紙芝居の読み聞かせ／10月19日

（水）10時30分～／未就学児と保護者
10組位／
◆創作「語りびと」語りと朗読「みちゆきさん」
尺八演奏も／10月22日（土）15時～／

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
◆里山まつり2016
里山の収穫祭／10月23日（日）11時～15
時／ステージ広場／
◆サツマイモ掘り体験
11月5日（土）10時～12時／30人 ／
300円 ●
◆秋の里山体験講座
11月19日（土）10時～15時／30人  ●
◆秋の植物観察会
里山の紅葉を観よう／11月20日（日）9
時～12時／30人 ／300円 ●
◆炭焼き体験（宮谷戸窯）（全3回）
11月12日（土）9時～16時・19日（土）8時
～17時・26日（土）9時～12時 ※雨天決
行／18歳以上10人 ／3日間で1000
円（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10月11日から か
と を明記し か
◆秋の生きもの観察
10月29日（土）10時～11時30分 ※雨天延
期／小学生以上15人 ／300円 ●
◆野の花ウォッチング
講師の話を聞きながら季節の野草を観
察／10月22日（土）10時～11時30分 ※
雨天翌日順延／15人 ／300円 ●
◆里山を保全再生しよう
里山で草刈り、木の伐採など／10月15
日（土）・23日（日）10時～12時 ※雨天中
止／ 要問合せ／

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
◆夢スタジオ
　「第3回つづきアートマーケット」
アート作品・手作り品の展示販売、フ
リーマーケット、屋外での演奏など／
10月16日（日）10時～15時30分／
◆都筑少年少女合唱団で輝こう！
10月12日・26日、11月9日の水曜18時～
19時30分 ※毎月第2・4水曜（変更有）
／小・中学生／1か月2000円 ●

◆「朗読ワークショップ」
　第2期発表会 参加者募集中！
10月15日（土）・21日（金）18時30分～20
時、11月5日（土）15時～16時30分／1か
月3000円／ 要問合せ ●

休館日◆10/17（月）
・ 942-1569

〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス

◆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／①10月18日（火）：おやこであそぼ
う ②10月20日（木）：はんどめいどカ
フェ ③10月27日（木）：リズミックス ④
11月1日（火）：木の実で楽器作り、焼き
いも ⑤11月10日（木）：おはなし会（おは
なしのはなたば）いずれも10時30分～
／未就学児と保護者、①②⑤ ・無料、
③④15組 ／1組200円

③④のみ、1か月前から か

休館日◆10/17（月）
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

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

◆第3回都筑・ボツワナ交流児童画展
都筑区の小学生とボツワナの小学生
が児童画で交流します／11月14日（月）
～18日（金）10時～21時、11月19日（土）・
20日（日）10時～18時／  

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

◆勝田小学校コミュニティハウス文化祭
作品展・競技・演技発表・フリーマーケッ
トなど／10月16日（日）9時～16時／
◆アートの扉をあけてみよう（全5回）
講師:柏崎久恵／10月22日（土）、11月
19日（土）、12月18日（日）、29年1月21
日（土）、2月25日（土）の10時～12時／
幼児・小学生20人  ※幼児は保護者
同伴／1500円（全回分）・別途材料費1
回300円

10月11日から か

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

行事は10月12日から か
◆コウゾを使った本格和紙の
　作品作りとお茶会体験
11月6日（日）10時～14時30分／小学4
年生～高校生10人 ／500円（お茶代）

10月11日から か か を明記し
◆茶室山鳴庵の清掃と薄茶体験
11月13日（日）10時～12時／10人 ／
薄茶体験500円 ●
◆みんなのピアノコンサート
尾澤瑞樹氏によるプログラム／11月
23日（祝）14時～15時／70人  ●

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10月11日から か
◆コミュニティ・フェスタ2016
見て・聴いて・楽しもう！／11月5日（土）
10時～14時／
◆ギターの伴奏でみんなで歌おう！
10月23日（日）14時～15時20分／一般
成人20人 ／200円 ●
◆こども科学実験教室
いろんな空気を感じよう！巨人風船、
空気砲など／11月12日（土）10時～12
時／小学生50人 ／300円 ●

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
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行事は10月12日から か
◆ストーリーテリング
10月31日（月）10時～12時／10人 ／
200円 ●
◆ヴォイストレーニング

「ちいさい秋みつけた」他／11月7日（月）
10時～12時／30人 ／500円／ 2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

◆休日に親子で楽しむお話し会
　～読みきかせ・わらべ歌・紙芝居～
10月15日（土）11時～11時40分／20人

10月11日から か
◆美しい透明水彩で描く水彩画教室
10月24日、11月14日・28日の月曜10時～
11時30分／20人 ／3000円（3回分、
材料費込）

10月11日から か
◆中川中学校コミュニティハウス文化祭
10月29日（土）・30日（日）10時～16時／

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

◆ぶらり東山田歴史散策
　～中原街道の歴史をたどる～
道中坂下～山田神社／11月16日（水）
10時～11時30分／15人 ／300円

10月12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10月11日から か
と を明記し  ※持ち物は問合せを。
◆第3回文化祭
芸術の秋！地域の人の作品、演芸を観に
行こう／11月12日（土）10時～14時／
◆Xmasテーブルフラワーアレンジメント
12月12日（月）10時～12時／1300円 ●
◆すくすくプラザ
0～3歳児対象のわらべうたマッサー
ジ ／11月10日（木）10時 ～11時30分 ／
200円 ●

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

新栄地域ケアプラザ

行事は10月11日から か
◆サンタクロース体験講座
11月27日（日）10時 ～16時 ／50人 ／
1000円（衣装代含む） ●
◆レコードカフェ～オンリービートルズ～
10月15日（土）13時30分 ～15時30分 ／
50人 ／100円 ●
◆行政書士による無料相談会
相続、遺言、成年後見などに関する相
談／10月22日（土）13時30分～16時30
分8人  ●

500-9321  910-1513
〒224-0001  中川一丁目1-1

中川地域ケアプラザ

す／10月15日（土）14時～16時／
◆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／11月
15日（火）11時～11時30分／未就学児
の親子12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ママと
話そう／10月15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
専門相談員の相談／11月4日（金）・26
日（土）13時～16時・5日（土）・16日（水）
10時～16時／未就学児と家族 ●

休館日◆10/24（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

◆横浜元気！！スポーツ・レクリエー
　ションフェスティバル2016
10月30日（日）9時～17時／オリンピッ
ク出場の元陸上選手、渡辺高博氏によ
る瞬間的スピード走法クリニック、横
浜FCによる親子でサッカークリニッ
ク、キネシオテーピング講座、小顔ヨ
ガ、アシュタンガヨガ、ノルディックウ
オーキング、バルーンアートや工作ひ
ろば、縁日など子どもから大人まで楽
しめます！トレーニング室無料開放
も。※事前申込制のプログラム有。詳
しくは か
◆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  

全て当日の開始30分前から必ず本
人受付

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、参加定員40人
▶火曜日（10月11日・18日・25日、11月1
日・8日） 1 ボディバランス／11時～／
15人 ▶土曜日（10月15日・22日・29日）  
2 ポールコアコンディショニング／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（10月11日・18日・25日、11月1
日・8日） 3 バスケットボールタイム／
19時15分～／600円／50人 4 バレー
ボールタイム／19時15分～／500円／

◆今年もやります！ロコモ予防♪ 
　ロコモ体操講座（全2回）
11月26日（土）：中川地域ケアプラザ、12
月3日（土）：中川西地区センターいずれ
も10時～11時30分 ※原則2日間の参
加／中高年25人 ／300円（全回分）

10月24日から
◆防災食にもなる！
　からだにおいしい缶詰レシピ
脳と心と体に効く、簡単便利な缶詰レ
シピを紹介／11月11日（金）／30人

10月11日から か

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／10月25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1日までに か
◆東山田地域ケアプラザ出張相談会
高齢者に関して専門相談員が伺います
／10月15日（土）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

◆くらしの工夫
大人になるための暮らしの工夫を一
緒に考えます／11月9日（水）10時30
分～12時30分／区内中学・高校生の
障害児の家族15人

10月10日から
◆おはなし会
お手玉遊び／10月27日（木）11時30分
～11時50分／未就学児と保護者／
◆クリスマスパーティー
クリスマスケーキを作ります／12月4
日（日）11時～15時／障害のある高校
生・成人10人 ／1000円

10月23日から

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「言葉のはじまり」
11月4日（金）10時30分～11時45分／
1歳児の保護者6組  ●
◆なるほどトーク「アレルギーや
　アトピーのこと、みんなで話そう！」
11月26日(土)10時30分～11時45分／
未就学児と保護者6組  ●
◆青空フェスタ
まんまるプレイパークとのコラボイ
ベント！／10月18日（火）10時30分～
15時 ※雨天延期10月25日（火）／鴨池
公園まんまる広場／
◆ポポラで遊ぼう！
　in コミュニティルーム
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

24人 ▶金曜日（10月14日・21日・28日、
11月4日） 5 金曜エンジョイ個サル／
21時～／600円／50人 ▶土曜日（10月
15日・22日・29日、11月5日） 6 土曜エン
ジョイ個サル／21時～／600円／50人

このほかにも多数のプログラムがあ
ります。詳しくは か で

休館日◆10/24（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

行事は ・ を明記し か
か  ※ （予約制、有料）
◆Welcome！ロビーコンサート
出演：みなとみらい Super Big Band
／10月23日（日）12時～12時40分／
◆いま本をつくるということ

「ひとり出版社」三輪舎代表・中岡祐介氏
の講演／11月5日（土）14時～16時／高
校生以上40人 ／500円 ※初回受講
者は別途500円

10月24日までに か か、 と
を明記し

◆シネマ×オルガン『瞼
まぶた

の母』
11月12日（土）14時開演／1000円（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

◆アートフォーラムフェスティバル
手作りショップや、ちびっこの防火服
試着体験、ファミリーで楽しむ産後エ
クササイズなど ※一部有料、 か で
予約／10月23日（日）10時～16時／

１歳6か月～未就学児500円（ 910-
5724で予約）

休園日◆11/1（火）・8（火）※10月は無休
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

◆ハロウィン　特別ガイド
動物たちにハロウィンの特別な餌をあ
げながらガイドを行います。参加者に
はキャンディをプレゼント（なくなり
次第終了）／10月29日（土）・30日（日）／
該当動物の展示場／入園料のみ／

　都筑区にお住まいの皆さんを、全館無料でご
招待します。広報よこはま都筑区版か都筑区民
であることが分かるもの（健康保険証など）をお
持ちください（広報紙では1グループ5人まで、そ
のほかでは1人の入館ができます）。

問合せ 横浜市歴史博物館  912-7777（代表）
※詳しくはお問い合わせか、ホームページをご
　覧ください。
横浜市歴史博物館 検索

　 横浜市歴史博物館
都筑区民デー開催！土

常設展示室（都筑区の文
化財パネル展示）／都筑
区の歴史VTR上映／土
器パズル／古鏡パズル
／ミニ展示「博物館実習
展  土鈴を伝える」
など

博物館キャラクター  レックル▶

みんなで
来てね！

当日開催するイベント

＊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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目8-26）」のまつりです。パン作り教室
（10組20人 、1組500円）、さをり織り
体験（200円／ ）／11月5日（土）10時
～14時／ （ か で事前予約も可）

ワーク中川　 914-8290
●都筑オーケストラ 第29回定期演奏会
チャイコフスキー「白鳥の湖より」他
指揮：横島勝人／10月23日（日）14時開演
／都筑公会堂／600人 ／500円 ※区
役所売店にて発売中

加藤　 941-4453
●第43回都筑区囲碁大会
10月16日（日）10時～16時頃（9時30分受
付開始）／中川西地区センター／1500
円（女性と高校生以下は1000円）／

曾木　 090-6943-9310
●第14回つづき国際交流Cafe開催
地元の外国の人たちとお茶を飲みな
がらの交流／11月6日（日）10時～15時
／区総合庁舎1階区民ホール／

実行委員会　馬場（ばんば）
k-bamba@mtg.biglobe.ne.jp

●第8回都筑区詩吟協会発表会
古典文学の詩吟の祭典／10月22日（土）
13時開演／かけはし都筑／50人／

都筑区詩吟協会　馬場
080-2036-0382　 941-8636

●足利義満と永楽帝の光芒
講師：村井章介氏（立正大学教授）／11
月6日（日）14時～16時／横浜市歴史博
物館／170人 ／500円

10月26日までに、 を明記し
横浜歴博もりあげ隊へ 〒222-0032 
大豆戸町808-2-8-808片山方 080-
4896-4677
●Yokohama丘の手 SoundBreeze2016
10月15日（土）11時～16時／センター
北駅前芝生広場※雨天時はセンター
北駅構内／

担当　杉本　 949-5622

企画調整係 948-2226  948-2399

催  し
●都筑写真倶楽部「第10回4人展」
イタリアや信州の風景、祭り、昆虫を
テーマに40点の作品を展示／11月10
日（木）12時～16日（水）16時／区総合
庁舎1階区民ホール／

上村　 941-7625
hkamimura@mub.biglobe.ne.jp

●箏・三絃・尺八のしらべ
「楫

か じ

枕
まくら

」「ながれ」全18曲演奏／11月3日
（祝）12時開演／都筑公会堂／

都筑区三曲協会　 473-1368

●つづき五山を踏破しよう
つづき五山（上記トピックス参照）を巡
ります／10月30日（日）9時30分開始
※雨天決行／センター南駅前集合／
約7kmを歩ける人100人 ／300円

10月22日までに参加者全員分の
と を明記し （〒224-0029

南山田二丁目24-６-717 No.30係）か
（http://tzkgd.com/）

都筑をガイドする会　大橋
090-9088-0286

●わくわくフェスタ
知的障害者施設「ワーク中川（中川二丁

●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

早淵川コース

セ
ン
タ
ー
北
駅

セ
ン
タ
ー
南
駅

中川八幡山公園

都筑中央公園
茅ケ崎
杉山神社

正覚寺

茅ヶ崎城址公園

早淵川
親水広場

みなきた
ウォーク

吾妻山公園 大塚・歳勝土
遺跡公園

都筑民家園
横浜市
歴史
博物館

【都筑区水と緑の散策マップ】
都筑区総合庁舎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。

　10月は、Aコースを紹介します。
「つづき五山」とは、中川八幡山公園、都筑
中央公園、茅ヶ崎城址公園、吾妻山公園、

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6回

コース紹介コース紹介

都筑中央公園

地域振興係 948-2231  948-2239

大塚・歳勝土遺跡公園のことをいいます。この辺りは、港北ニュータウン建設
により、丘陵地が町並みに変わっていますが、一部は元のままの地形で残さ
れ、まるで山があるかのように見えるため「つづき五山」と呼ばれています。
　また、ゴール近くの早淵川親水広場は、まちの真ん中を川が流れるという

つづき五山と早淵川を歩くコース

　つづきの丘小学校のスクールゾーン・防犯対策協議会の提案による地域防犯対策と
して、昨年に引き続き7月25日～8月5日に、神奈川県立新栄高等学校の美術部の生徒の
皆さんが、「中の瀬地下道」（荏田東一丁目2番地先～荏田東四丁目1番地先）の壁面に絵
を描きました！ 8月30日には、都筑区長から感謝状を贈呈しました。

都筑土木事務所　 942-0606　 942-0809

〜近況を報告しに帰りたくなる、そんなあったかい八百屋さん〜

八百伊商店（川和商店街）からのラブレター　  　　

　ただ今４代目、創業110年を超えました。八百伊の

「伊」は創業者の「伊
いせまつ

勢松」の名前から付いています。

昔ながらのお店です。派手さはありません。　 

無添加減塩の梅干しやらっきょう、白菜漬、お惣菜

など自家製品も作っています。気持ちよくお買い

ものしていただけたら嬉しいです。　　　　　

◆住所：川和町1214  931-1124　◆定休日：祝祭日　◆営業時間：9時～19時

東屋豆腐店（川和商店街）

絶好のロケーションを活かした区民の
憩いの広場で、付近ではアユの産卵も
確認されています。

早淵川親水広場

外出に嬉しいボトルカバー

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3店舗利用し応募すると、抽選で
100人に素敵な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⇒

1000円以上お買い上げの人

には、「お手紙を見た」と言う

と『きざみの油揚げ（30g）』を

サービスします！

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！

かわいい　
壁画が完成
　しました！

＊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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