
　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。

区民活動係　 948-2235  948-2239

▲アートビッグフラッグ
（縦7m×横10m）

日　時 10月22日（土）18時開始
対　戦 新潟アルビレックスBB
会　場 横浜国際プール（北山田駅から徒歩5分）
料　金 チケットの価格、販売場所についてはビーコル　
　　     のホームページをご覧ください。

都筑がビーコルに染まる！！区役所や国際プール、都筑区各所でのパネル展。
日　時 9月15日（木）～26日（月）　会　場 都筑区総合庁舎1階区民ホールなど

都筑、中川西、仲町台、北山田地区センターにメッセージボードを設置します。ビーコルへの
応援メッセージを書き込もう！四つのメッセージボードは一つになると何かが起こる！？
設置期間 9月15日（木）～10月16日（日） ※予定

「ビーコルのホームタウン」をテーマにした写真を応募して、ビーコルを応援しよう！　　
ビーコルの試合やホームタウン活動をチェックして素敵な写真を狙おう！
募集期間 10月24日（月）～ ※予定

　「B
ビ ー リ ー グ

.LEAGUE」は日本唯一の男子プロバス
ケットボールリーグとして9月22日から開幕
する新リーグです。横浜のプロチーム『ビーコ
ル』はトップリーグ『B1』で戦います。ホームア
リーナの横浜国際プール（北山田）では、今シー
ズン24試合が予定されています。
　地元チームの白熱した試合を
みんなで応援しましょう！

ビーコル
開幕初戦！土

土

大ビーコル展

応援メッセージを書こう！

ビーコル 検索

村田 輝雄さん（ビーコル都筑区後援会）

　地元チームのビーコルがトップリーグ『B1』で白熱
した試合を繰り広げてくれることを今から楽しみにし
ています。ホームタウンとして『都
筑区応援day！！』 など様々な応援イ
ベントがありますが、今まで以上に
オール都筑で応援し、選手に頑
張ってもらいたいと思います！

ビーコルのあるまち・ホームタウンフォトコンテスト

山田 謙治選手

蒲谷 正之選手

喜久山 貴一選手

都筑区役所 検索詳しくは都筑区ホームページをご覧ください。 ※各イベント内容は変更となる場合があります。

　ビーコルは、地元やファンをとっても大
切にするチームでもあるところが大好き
です。“いつの間にか心を一つにビーコル
を応援している”そんな人と人とのふ
れあいを素敵に思っています。

　勝ち試合でも負け試合でも熱いブースト
（応援）ができる試合展開を楽しみにしていま
す！昨年、作成に関わったビッグフラッグも、
来場する多くの人に見てもらいたいです。

　bjリーグで優勝したビーコルなら新
リーグでも優勝できると信じています！
区内中学校選抜のビーコルCUPでは、
他校の生徒とも一緒のチームで試合が
　でき、とても楽しめました！

長瀬 苗子さん（都筑区商店街）

松下 裕美子さん
（左）とご家族
（ビーコル
  ブースター）

熊谷 真希さん（東山田中学校）

つづきあいちゃんとの特別コラボ企画や
豪華来場者特典も！

　区内小中学校選抜チームによる
エキシビジョンマッチです。

ビーコル
CUPって？

　試合チケット提示でサービスが受けら
れる特別企画などを実施しました！
※12面「商店街からのラブレター」にビーコル
　グッズ・プレゼントの案内があります。

ビーコル
×
商店街

　区民ワークによって作成
されました！

アートビッグ
フラッグ

後援会も大注目！国際プールの初戦は…

都筑区役所

9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
212,344人（前月比230人減）

区の世帯数
81,369世帯（前月比39世帯減）
※28年8月1日現在

平成28年
（2016年）
No.227
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整備前

整備前

整備後
自転車と歩行者が整然と通行している様子

◆通路を拡幅するケース

緑道の一部を
推奨ルートにした例

都筑土木事務所　 942-0606  942-0809

　センター北・センター南・北山田・中川・仲町台・都筑ふれあいの丘の6つの駅周辺
で、駅に向かう自転車通行の推奨ルートを設定しました。
　幹線道路などへの自転車専用通行帯などの整備や自転車歩行者専用道路や一部
の緑道に、自転車の通行位置や通行方法（ゆっくり、押し歩きなど）を明示する看板や
マークを設置していきます。

●歩行者は、「ゆっくり」マーク部分以外を通行してください。
●自転車は、マーク上をゆっくり通行してください。
　※時速6～8km程度以下の速さで、マーク部分を通行して
　　ください。（歩行者の平均は時速4km）

●「とまれ」「押し歩き」マークのある
ところでは、自転車の一時停止や押
し歩きをお願いします。

　自転車が通行する位置を路面に標示して、自転車と歩行者の通行を分け、
お互いに接触する危険を少なくします。

●自転車歩行者専用道路は歩行者優先を前提とします。自転車の通行位置などを標示して、
自転車と歩行者が安全に通行できるようにします。

●自転車は軽車両であり車道通行を基本とします。自転
車が安全に通行できるよう自転車の通行する空間を
整備します。

●緑道（公園）は原則自転車通行が制限されています。しかし、迂回路が
なく緑道通行が避けられない区間は、歩行者優先を前提として、通路
を拡幅するなどの安全対策をしたうえで自転車通行可能な推奨ルート
に設定します。

特 集

自転車と歩行者が
安全に暮らせる
まちにするには

　都筑区では、自転車・歩行者の安全を確保し、快適で

安心して暮らせるまちづくりを進めるため、「グリーン

マトリックスをいかした自転車・歩行者安全事業」に取

り組んでいます。駅周辺の重点地区での自転車歩行者

専用道路や緑道の安全対策にご協力ください。

自転車通行の
ためのルートを設定

新しい通行ルール・マナーを守って
安全で快適なまちづくり

自転車歩行者専用道路 自転車通行空間の整備

自
転
車
専
用

　自転車に乗るとき、以下の行為は禁止です。
マナーを守って運転しましょう。

都筑 自転車 安全事業 検索

緑道

6駅周辺の推奨ルートは都筑区
ホームページをご参照ください。

1

2

3 自転車の
道路交通法違反

◆自転車専用通行帯があるケース自転車と歩行者で混雑する様子

緑道は原則、自転車通行が制限されています。
通路を拡幅し、マークを設置したことにより自転車通行
を可能とします。

整備後

推奨ルートは
駅周辺などに向かう

ルートで、これから安全対策を
実施していきます。

緑道の安全対策が終わった場所は
自転車通行が可能になります。
順次ホームページなどで
お知らせします。

●傘をさしながらの運転
●携帯電話やスマートフォン
を操作しながらの運転

●一時停止違反 ●無灯火運転（夜間）

●歩道での危険走行
●警音器（ベル）の乱用

●並進(並んで走ること)
●2人乗り

●イヤホンをした状態での運転

歩行者は
マークのないところを

歩きましょう

車道

自転車 歩行者

歩道歩行者自転車歩行者

自転車はマークの
あるところをゆっくりと
通行しましょう

「とまれ」「押し歩き」
マークのある
ところは
一時停止や
押し歩きを

■：一般（幹線）部
■：自転車歩行者専用道路
■：推奨ルートに設定した緑道
■：緑道

　歩行者は携帯電話やスマートフォンを操作
しながらのながら歩きもやめましょう。

危 険 で す
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介護者支援講演会
～大逆転の認知症ケア～

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」
でも紹介された介護福祉士の和田行男
氏を講師に迎え、ご家族に介護が必要
になった時も、お互いに笑顔で過ごせる
ような認知症ケアについて学びます。
10月12日（水）13時30分～15時30分
区役所6階大会議室
区民100人／
9月12日から高齢支援担当へ
948-2306　 948-2490

「学童」「はまっ子」「キッズ」
作品展

小学生の放課後の居場所である「放
課後児童クラブ（学童）」「はまっ子ふ
れあいスクール」「放課後キッズクラ
ブ」の作品展を開催します。子ども達
の活動の様子や活動中に制作した作
品をご覧いただくことができます。
ぜひお越しください！
9月27日（火）～10月2日（日）
都筑区総合庁舎1階区民ホール
青少年支援・学校地域連携担当　
948-2471　 948-2309

都筑図書館フェスタ2016
～子ども・本・読み聞かせ～

10月22日(土)10時30分～16時30分
区役所6階大会議室 

10時30分～12時：ビブリオバトルin
つづき ～全市決戦予選～※バトラー
募集！：9月13日9時30分から か  

13時30分～16時30分：家庭での読み
聞かせや絵本についての講演会及び
事例報告会　講師:山口雅子氏 
9月15日9時30分から か
都筑図書館
948-2424　 948-2432

福祉農園　
いもほり券前売のご案内

10月16日(日)にJA横浜きた総合セン
ター隣接農地にて開催する福祉農園
のいもほり券を販売します。
※詳細はお問合わせ下さい
販売期間：9月12日(月)～30日(土)
・販売場所：都筑区社会福祉協議会
943-4058　 943-1863

都筑アート月間
-ART&HISTORY-

9月・10月は都筑の秋を彩るアートイ
ベント。地域に開かれた「コミュニティ
アート」をお楽しみください。 ※土・
日曜、祝日10時～16時を中心に開催。
イベントプログラムや開催時間など、
詳しくは をご覧ください。

大塚・歳勝土遺跡公園、都筑民家園、
横浜市歴史博物館ほか
都筑民家園 都筑アート月間事務　
594-1723　 594-2019

「大人の学級」参加者募集

①そろそろあなたの出番です！～地
域の子どものためにひと肌脱ごう！

子どもたちのためにあなたができる
ことを見つけましょう。
10月6日・13日・20日の木曜10時～11

時30分
中川西地区センター　

②大人も子どもも笑顔で過ごす「仲町
台放課後プロジェクト」
放課後利用している子どもたちとつな
がる企画に参加しませんか。

10月18日・25日・12月6日の火曜10時
～11時30分（その他11月に実践とし
て2回開催）
仲町台地区センター
①②各20人／
か希望講座名・ を明記し

都筑区民活動センター
948-2237　 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

健康づくり係 948-2350  948-2354

ヘルスメイトの

エネルギー◆147kcal
塩分◆1.4g　野菜量◆105g1人分

いろいろ野菜のきんぴら いろいろな野菜が
たっぷり取れる
一品です。

野菜料理がもうひと皿
欲しい時に
どうぞ！

ワンポイント

アドバイス

●作り方
❶ ごぼうは斜め薄切りにし、さっと
水に通して水気を切る。
❷ れんこんはいちょう切り、小さけ
れば半月切りにする。
❸ にんじんと大根は3㎝長さの短冊
切りにする。
❹ こんにゃくは下ゆで後、短冊切り
にし、乾

から

煎
い

りする。
❺ 油揚げは熱湯をかけ油抜きして
から縦半分に切り、1㎝幅に切る。
❻小松菜は3㎝長さに切る。
❼ 鍋に油を入れ、赤とうがらしの香
りが立つまで炒める。
❽ ❼にごぼうを加えて炒め、全体に
油が回ったら、❷～❺を加えて炒
め合わせ、最後に❻の小松菜を加
えAで味を調える。

●材料（2人分）
ごぼう ...........................1/5本（40ｇ）
れんこん .......................1/5節（40ｇ）
にんじん（中） ...............1/4本（40ｇ）
大根（小） .....................1/10本（60ｇ）
こんにゃく ...................1/3枚（60ｇ）
小松菜 ................................1株（30ｇ）
油揚げ ...........................1/2枚（10ｇ）
赤とうがらし輪切り .................少々
　　だし汁 ................................ 50㎖
　　しょうゆ .......................大さじ1
　　みりん ...........................大さじ1
サラダ油  .............................大さじ1

Ａ
健康づくり係　 948-2350  948-2354

　いつまでも健康で元気に生活するための正しい姿勢とウ
オーキングのポイント、日常生活の中で簡単にできる運動に
ついて教えていただきます。
※９時30分から簡単健康チェック（先着30人）を開催します。
日　時 10月２日（日）10時30分～12時30分（開場9時30分）
場　所 都筑公会堂　
対　象  先着500人／ （入場無料、申込み不要） 　　　　

※託児あり：2歳から未就学児先着15人。　　　　
　9月12日～20日までに健康づくり係へ

講　師  中村格子先生…よこはま健康づくり広報大使　　　　　　　　　　　　　
「大人のラジオ体操」をはじめとする多数の著書や、テレビ・ラジオなどの幅広い
活躍により健康づくりの大切さを伝える活動をされています。

都筑区健康講演会
「BEAUTIFUL AGING～健康の秘訣は姿勢から～」

日　時  10月17日、11月21日、12月19日、29年1月16日、2月20日の月曜10時～12時
会　場 区役所会議室
定　員 20団体（1団体3人まで、個人も可） 　※託児あり：１歳～未就学児６人
申込み か ・ ・所属団体名・託児希望の有無（希望する場合はお子さんの
　　　　性別・年齢）を明記し、（tz-katsudo@city.yokohama.jp）
　詳しくは区民活動センターホームページまたは区民活動センターで配布する
チラシ及び募集要項をご覧ください。

都筑区民活動センター　 948-2237  943-1349

「団体スキルアップゼミ」参加者募集
　「ステップアップをしたいのに機会がない、方法がわからない」「どうすればメ
ンバーのやる気を引き出せるのかわからない」など、団体活動の悩みを解決する
ための秘策を講師とともに考えてみましょう。

区民活動センターからの
お知らせ 休館日：9月19日（祝）、22日（祝）

資源化推進担当　 948-2241  948-2239

パネル展…「3
ス

R
リ

夢
ム

な暮らし」を紹介します。
日　程  10月4日（火）～11日（火） 会　場  都筑区総合庁舎1階区民ホール

みんなで3R夢を体験しよう！イベント開催
日　時  10月8日（土） 10時～15時   会　場  都筑区総合庁舎1階区民ホール
内　容  リユース家具大抽選会、リユース図書募集、分別ゲームなど
　　　　※詳細はお問合せください。

明日につなげる3R夢なつづき
10月4日～11日は秋の3

ス

R
リ

夢
ム

週間

10月は環境省が進める3R推進月間です
発生抑制（Ｒeduce）、再使用（Ｒeuse）、再生利用（Ｒecycle）
を推進し、循環型社会の形成に向けた取組を進めています。

都筑民家園 検索

区民活動係　 948-2238  948-2239

　皆さんの日頃の活動の成果を発表してみませんか。奮ってご参加下さい。
会　場 都筑区総合庁舎1階区民ホール　
内　容  写真、工芸、書道、絵画、生け花、文芸など
会　場 都筑公会堂
内　容  クラシック、伝統芸能、バンド演奏など

　　　　 ※詳細はホームページをご覧ください。

応募資格 区内在住・在学・都筑区を拠点として文化芸術活動をしている人・団体
申込み方法  9月10日から配布する募集要項をご覧ください。申込みは都筑区社会福

祉協議会M-24へ郵送か （tzbunkasai@yahoo.co.jp）
申込み期限  10月14日必着。FAX不可
※募集要項（申込書）は都筑区民活動センター、区役所1階総合案内窓口、区内地下
鉄各駅・地区センター・コミュニティハウスのPRボックスで配布しています。

　  都筑区民文化祭の参加者募集！
開催期間:平成29年1月21日（土）～2月5日（日）
第21回

展示

舞台
都筑区民文化祭 検索
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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：9月20日（火）・10月11日（火）
948-2424　 948-2432

●9月の定例おはなし会
９月21日（水）15時30分～16時
一人でおはなしを聞ける子／

●紙しばい大会
昔懐かしい街頭紙しばいの実演
10月8日（土）10時30分～11時 
都筑区総合庁舎正面玄関前 ※雨天

時：都筑図書館／

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
10月18日（火）・28日（金）午前10時

企画調整係　 948-2227  948-2399

　親子を対象に、環境をテーマにした講座を開催します。環境のこと、映画やワー
クショップを通して楽しく学んでみませんか。

※詳しくは都筑区ホームページで！

日　時  9月18日(日) 13時から16時（12時30分受付）
場　所  区役所6階大会議室　※参加費無料、事前申込み不要
内　容   ①環境映画上映「アマゾン大冒険　～世界最大のジャングルを探検しよう！～」
 ②映画に関する環境講座　担当：東京都市大学ISO学生委員会
 ③eco実験パフォーマー らんま先生によるエコ講座
 ④間伐材キットを活用したワークショップ
 講師：東京都市大学環境学部長　吉﨑真司教授

「親子で楽しむ環境講座」を開催します！ 

つづきのエコ活 検索

30分～11時30分（２日間で１コース）
葛が谷地域ケアプラザ
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／
9月20日午前10時から会場の葛が

谷地域ケアプラザへ （943-5951）
健康づくり係　
948-2350　 948-2354 

親子でニコニコピカピカ
歯みがき教室  

親子で歯周病、むし歯予防の情報を

キャッチして、正しい歯みがきを身に
つけましょう。
11月21日（月）10時～11時30分（受

付9時45分）
区役所1階福祉保健センター予防接種室
区内在住の歯が萌出したばかりの

子と保護者30組／
※託児あり：0歳児～2歳児未満30組
保護者自身と子どもの仕上げ用の

ナイロンの歯ブラシ、タオル
9月13日から健康づくり係へ
（948-2350）

予算調整係　 948-2213  948-2208

　区役所3・4・5階で、下記窓口の番号を変更します（場所は変わりません）。区役
所にお越しの際は、ご用件の窓口をご確認くださいますようお願いいたします。

区役所窓口番号変更のお知らせ
変更の時期：9月20日（火）

区役所 課名等 変更前 変更後

3階

税務課　税証明窓口 36 31
税務課　土地担当 35 32
税務課　家屋担当 34 33
税務課　市民税担当 31 34
税務課　収納担当 33 35

4階
都筑土木事務所 47・48・49 41
北部農政事務所 41・42・43 42
中央農業委員会 番号なし 43

5階

区政推進課（企画調整係） 55 51
選挙管理委員会 番号なし 52
総務課 53・54 53
地域振興課 51・52 54

※３階生活支援課については、窓口番号の変更はありません。

◆変更内容

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

10月24日（月）午前→9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

9月29日、10月6日・13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

9月13日（火）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

9月13日（火）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

10月24日（月）午前→9月23日（金）～10月13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

9月9日、10月14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　健康づくり係　 948-2350　 948-2354

子どもの食生活相談
予約制

9月16日（金）、10月18日（火）13時30分～15時30分
対象▶ 都筑区在住の人（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

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 9月13日・27日、10月11日の火曜１２時～１３時３０分受付
1歳6か月児 9月8日・29日、10月13日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 9月1日・15日、10月6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）

平成29年2月出産予定の人　
10月7日・14日・21日・28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

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

9月12日（月）　乳幼児▶13時30分～14時30分
　　　　　　   妊産婦▶15時
9月28日（水）　乳幼児▶9時30分～10時30分
　　　　　　   妊産婦▶9時10分
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

こども家庭支援担当　 948-2318  948-2309

　転入された親子（ニューフェイス）向けにイベントを開催します。｢お友だちが欲
しいな！｣という人は、ぜひご参加ください（転入してからの期間は問いません）。

転入者の親子は子育てひろばに集合！
あつまれ都筑のニューフェイス

会　場 日　時

予
約
不
要

中川地域ケアプラザ　
中川一丁目1-1　 500-9321

10月4日（火）
10時～11時30分

新栄地域ケアプラザ　つくしんぼサロン
新栄町16-19　 592-5255

10月7日（金）
10時～12時

加賀原地域ケアプラザ　すくすくプラザ
加賀原一丁目22-32　 944-4641

10月13日（木）
10時～11時30分

川和子育てサロン　かわわ★わーい
川和町1463川和小学校コミュニティハウス内　 090-4007-3327

10月13日（木）
10時～12時30分

親と子のつどいの広場　すくすくサロン
佐江戸町1829番地　 516-9117

10月14日（金）
10時～12時

おやこの広場「ぷらっとカフェ」
仲町台一丁目20-11ヒルサイド303　 944－3554

10月18日（火）
10時～12時

鴨池公園こどもログハウス　おやこであそぼう
荏田東三丁目2　 942-1569

10月18日（火）
10時30分～11時

親と子のつどいの広場つづき
南山田三丁目14-19　 593-4011

10月20日（木）
10時～12時

葛が谷地域ケアプラザ　子育てサロンきらきら
葛が谷16-3・1階　 943-5915

10月21日（金）
10時～11時30分

要
予
約

子育てサロン　はぐはぐ　
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内　 945-2949

9月12日（月）
10時～12時

東山田地域ケアプラザ　遊びのおもちゃランド　※参加料100円
東山田町270　 592-5975

10月7日（金）
10時～17時

おひさまサロン（茅ケ崎南保育園）
茅ケ崎南五丁目11-3　 943-1285

10月12日（水）
10時～11時

都筑区子育て支援センターポポラ　
中川中央一丁目1-3あいたい5階　 912-5135

10月13日（木）、14日（金）
10時30分～11時30分

平成28年度
秋の部
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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◆9/27（火）
941-8380  942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

◆わんぱくあそびの広場
　「こども将棋教室」秋コース
9月24日、10月8日・22日、11月12日・26
日の土曜13時30分～15時／市内在住・
在学の小学生18人 ／200円
9月11日から か

◆おもしろ科学たんけん工房
　げじげじUFOを作ろう
10月1日（土）13時30分～16時30分／市
内在住・在学の小学4年生～中学2年生
32人 ／600円
9月17日までに と学年を明記

し、おもしろ科学たんけん工房 久保田
方へ （941-2362）か
（http://www.tankenkobo.com/）

休館日◆9/12（月）、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10月10日必着で を
明記し か   
※費用は全て全回分、保険代を含む。
◆中高年のストレッチ体操・後期（全17回）
11月9日～29年3月22日の水曜9時15分
～10時15分／80人 ／3500円 ●
◆エアロビクス体操・後期（全17回)
11月9日～29年3月22日の水曜10時30
分～11時30分／70人 ／3500円 ●
◆やさしいヨガ後期（全13回）
　やさしいパワーヨガ後期（全13回）
11月7日～29年3月6日の月曜 ①ヨガ：
12時15分～13時25分 ②パワーヨガ：
13時30分～14時45分／各50人 ／各
3000円 ●
◆街の寺子屋（全6回）
地域の人による料理・科学・遊びなど様々
な体験学習プログラム／10月～29年3
月の毎月第4土曜10時～12時／小学3
～6年生12人 ／1000円（全回分）
9月22日の9時から 、10時からは

も可

休館日◆9/12（月）、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9月11日から
※費用は全て全回分。
◆仲町台地区センターまつり
団体作品展示・発表、新栄高校吹奏楽
部、カラオケ、模擬店など／10月22日
（土）・23日（日）10時～15時／
◆七宝焼入門講座（全2回）
ネックレスとブローチ作り／10月31
日、11月7日の月曜9時30分～11時30分
／16人 ／2000円 ●
◆整理収納術（全2回）
10月28日、11月4日の金曜10時～11時
30分／20人 ／1200円 ●
◆大人のアートⅡ「自分だけのアート
　ブック作り」（全3回）
10月29日、11月12日・19日の土曜10時
～11時30分／16人 ／2400円 ●
◆パソコン講座（全2回）
11月5日・19日の土曜13時30分～15時／日々
輝学園高等学校／16人 ／1500円 ●
◆ほっこりお茶の時間
11月19日・26日の土曜13時～14時30分
／16人 ／1500円 ●
◆百人一首基礎講座（全3回）
11月26日、12月10日・17日の土曜10時～

12時／小学4年生以上20人 ／2000
円 ●
◆漢方養生講座（全2回）
①漢方入浴剤を作ろう ②屠

とそさん

蘇散作り
／11月11日・18日の金曜10時～11時30
分／16人 ／2000円 ●

休館日◆9/12（月）、10/11（火）
593-8200  593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

行事は開催日初日1か月前から
か  
◆木の時計を作ろう！
10月16日（日）10時～11時30分／15人
／1500円／ 要問合せ ●
◆手作りのスイーツ・レッスン
簡単オレンジケーキとフルーツジュレ／
10月25日（火）10時～13時／16人  ※子ど
も同伴不可／1000円／ 要問合せ ●
◆あったか手袋を編もう！（全2回）
Wフック針で編むオリジナルの手袋。
初心者大歓迎／10月26日、11月9日の
水曜10時～11時30分／20人  ※子ど
も同伴不可／1800円（全回分） ●
◆野菜たっぷりベジ・キッチン
地元産の秋野菜を使ったお料理とお
菓子／10月21日（金）10時～13時／16
人  ※子ども同伴不可／1200円 ●
◆おやこヨガ（全4回）
10月21日、11月4日・18日、12月2日の金
曜、A（生後7か月～1歳4か月の子）:10
時～10時50分、B（1歳5か月～3歳未
満の子）:11時～11時50分／各10組
／2000円（全回分） ●

休館日◆9/12（月）・26（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

茅葺き補修工事のため10月11日（火）
～29年1月31日（火）休館します。

行事は9月11日から か
◆歌舞伎を知ろう！
化粧の実演や連獅子の舞の披露／10
月23日（日）13時30分～15時／会場:横
浜市歴史博物館／小学生以上100人
9月25日（消印有効）までに を

明記し
◆遺跡オーガニックマルシェと
　アーツ＆クラフツガーデン
10月10日（祝）10時～15時／
◆アートな羅漢さんを見てみよう！
地域の中学生の作品展示／9月10日
（土）～10月10日（祝）／
◆第8回あそびフォーラム
わらべうたと木のおもちゃ／10月9日
（日）11時～15時／
◆お茶室カフェ
9月18日（日）・19日（祝）10時～16時／
コーヒー300円～／

休館日◆9/15（木）、10/6（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆音楽とあそぼう！
10月1日（土）13時30分～14時15分／未
就学児と保護者10組 ／
◆親子のおはなし会
9月21日（水）10時30分～／未就学児と
保護者10組 ／
◆古民家俳句作教室
9月21日（水）13時30分～16時／10人
／1500円／ 要問合せ
9月20日までに か

◆古民家市
新鮮野菜販売／10月1日・15日の土曜10
時頃～なくなり次第終了※雨天中止／
◆手打ちそばを食べませんか
9月23日（金）11時30分～ ※雨天中止
／限定40食 ／1人前500円／

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・雨天中止
◆里山の稲刈り体験
10月1日（土）13時～16時／50人  ●
◆秋の野鳥観察会
紅葉が始まった木々の間から鳥たち
を見つけましょう／10月9日（日）8時
～11時／30人 ／300円 ●
◆サトイモ掘り体験
10月15日（土）10時～12時／30人 ／
300円 ●
◆藍染め体験
10月16日（日）13時～15時／20人 ／
500円 ●
◆秋の昆虫観察会
10月16日（日）9時～12時／30人 ／
300円 ●  

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9月11日から か
と を明記し か
◆キノコワールド探検
生態園内のキノコをさがし観察します
／9月22日（祝）10時～12時 ※荒天中
止／小学生以上（小学1・2年生は保護
者同伴）／20人 ／300円（親子2人参
加は500円）／ 要問合せ ●
◆野の花ウォッチング
9月24日（土）10時～11時30分 ※雨天
翌日順延／15人 ／300円 ●
◆クモの観察
10月16日（日）10時～11時30分 ※雨天中
止／小学生以上15人 ／300円 ●
◆想ネイチャークラフト  野外教室
木の実や間伐材を使って自由に作りま
す／9月18日、10月16日、11月20日の日曜
10時～15時（受付最終14時30分） ※雨
天中止／1体につき500円／

休館日◆火曜
・ 913-1123 〒224-0003 中川中央一丁目9
http://webyoko.com/yumesuta/
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
◆まちの音楽会
福本純也Boylston Jazzによるファミ
リーコンサート／9月22日（祝）第1部：13
時～、第2部：14時30分～／1000円（小
学生以下無料） ●
◆「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／9月17日（土）・23
日（金）、10月1日（土）・7日（金）、金曜：18
時30分～20時、土曜：15時～16時30分
／1か月3000円／ 要問合せ ●

休館日◆9/20（火）
・ 942-1569

〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス

◆バルーンアート
初心者でも自分で作れます／9月22日
（祝）幼児（保護者同伴）：10時30分～、小
学生：11時～／各20人 ／100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／①9月15日（木）：はんどめいどカ
フェ②10月4日（火）：おさるんリトミッ
ク③10月11日（火）：保育相談と手遊び
④10月13日（木）：おはなし会（おはなし
のはなたばさん）、全て10時30分～／
未就学児と保護者①③④ ・無料、②
15組 ・１組200円
②のみ、9月11日から か

休館日◆9/20（火）
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

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

◆日本語ボランティア入門講座
①10月19日（水）『日本語ボランティア
を始める前に』 ②10月20日（木）『日本
語の教え方（1）』 ③10月21日（金）『日
本語の教え方（2）』 いずれも10時30分
～12時30分／20人 ／1000円
9月11日から か か を明

記し 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

◆男の健康体操教室 中期（全7回）
簡単な運動。体の痛みのある人、体力
に自信のない人でも安心／9月21日、
10月5日・19日、11月2日・16日・30日、
12月7日の水曜10時～11時15分／20
人 ／全回2000円、１回400円
9月11日から か

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9月11日から か
◆産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
産後の体の引き締めと赤ちゃんとのス
キンシップ／10月12日・26日、11月9日・
16日・30日の水曜 ①10時～10時45分 
②11時～11時45分／①3～9か月の子と
ママ12組  ②10か月～1歳4か月の子
とママ10組 ／1500円（全回分） ●
◆英語で遊ぼう！（全6回）
10月12日・26日、11月2日・9日・30日、12月
7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） ●
◆おやこの広場・
　たくましっ子クラブ（全6回）
親子遊び、体操、子育てミニ講座／10
月～29年3月の第4金曜10時～11時（12
月は第3金曜）／16組 ／1800円（全回
分） ●  

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

◆歌って押すだけダイエット（全3回）
講師：ボイスエクササイズトレーナー
ENIWA（エニワ）／9月25日、10月30日、
11月20日の日曜10時～12時／30人
／1回500円（飲み物付）
9月11日から か を明記し

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9月11日から か
◆親子リズムあそび（全12回）
10月7日～29年3月10日の月2回金曜、
1部：10時～10時55分、2部：11時～11時
55分 ※いずれか選択／2～4歳の子
と保護者、各回25組 ／2400円（全回
分）、 1回300円  ●
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◆手話体験
10月1日（土）10時～12時／20人 ●
◆高めよう英語力！（全6回）
初級：会話を続けるコツ、中級：アメリ
カの教科書で読む日本史／10月7日・
14日・28日、11月11日・18日・25日の金
曜、初級：12時30分～13時20分、中級：
13時30分～14時20分／各12人 ／
6000円（全回分） ※教材費別 ●
◆ラララリトミック！（全6回）
音楽の基礎を学ぼう／10月5日～12月
21日の月2回水曜、年少：13時30分～14
時、年中・年長：14時15分～14時45分／
各10人 ／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

◆乳幼児教育「リトミック無料体験会」
子どもが音楽に触れ、何かを感じ、その
表現を促す活動／9月14日・28日、10月
12日・26日の水曜10時～11時／幼稚園
入園前の親子／

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

行事は9月11日から か
◆お月見JAZZライブ
アマチュアビッグバンドが演奏／9月
24日（土）18時30分～19時30分／
◆うたごえサロン（全5回）
　生ピアノでみんなで歌おう
講師：宮崎泉氏（元劇団四季団員）／9
月29日、10月13日・20日、11月10日・24
日の木曜13時30分～14時30分／20人
／2000円（全回分） ●

◆体と脳を刺激してみよう
　～動いてみようよ、使ってみようよ脳を！～
10月3日・17日の月曜13時30分～15時
／15人 ／１回500円 ●

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9月11日から か と
を明記し  ※持ち物は問合せを。
◆俺シリーズ「男性の料理教室」
10月2日・16日の日曜10時～13時／成
人男性16人 ／500円 ●
◆初心者のための社交ダンス教室
9月16日・30日、10月7日・21日、11月4日・
18日、12月2日・16日の金曜10時～11時
30分／成人男女20人 ／300円 ●
◆障がい児・者余暇支援活動
「美術」文化祭作品をみんなで作ろう
／10月9日（日）10時30分～12時／ 汚
れてもよい服装、エプロン／
◆ようこそニューフェイス
保育士さんと遊ぼう!／10月13日（木）
10時～11時30分／

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

新栄地域ケアプラザ

時～16時／未就学児とその家族 ●

休館日◆9/26（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、タオルを持参／詳しくはHP ＊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、参加定員40人
▶火曜日（9月13日・20日・27日、10月4
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（9月14日・21日・28日、10月5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（9
月16日・23日・30日、10月7日） 5＊金曜
ズンバ／10時35分～11時20分  ▶土曜
日（9月10日・17日・24日、10月1日・8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 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（9月13日・20日・27日、10月4
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（9月16日・23日・30日、10
月7日） 11金曜エンジョイ個サル／21
時～／600円／50人  ▶土曜日（9月
10日・17日・24日、10月1日・8日） 12 バ
スケットボールクリニック／9時15分
～／600円／小学生50人 13土曜エン
ジョイ個サル／21時～／600円／50人

休館日◆9/27（火）
592-0453

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

横浜国際プール

◆当日参加プログラム
各種エアロ教室を開催中。はじめてエ

行事は9月11日から か
◆弁護士の無料相談会
相続・遺言・成年後見に関する相談／9
月23日（金）13時30分～16時30分 ※個
別相談は一人40分／8人  ●
◆社交ダンスをしよう！
シニア世代の健康づくり／10月6日か
ら毎月第1・3木曜10時～12時／男女各
20人 ／200円 ●
◆新栄子育てサロン
ママと子の出入り自由の遊び場です。お
弁当・飲み物持ち込み可／毎月第4月曜
10時～14時／未就学児とその親／

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

中川地域ケアプラザ

◆ネット依存の実態と予防
心理療法士の観点からその実態と予
防を話していただく／10月9日（日）10
時～12時／50人
9月12日10時から 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
家庭で介護に関わる人のストレス発散
や情報交換など／9月27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
事前に か

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

◆おはなし会
9月29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
◆あつまれ！都筑のニューフェイス！
10月13日（木）・14日（金）10時30分～11
時30分／都筑区外から引っ越してき
た未就学児と家族／各日12組  ●
◆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
す／9月17日（土）14時～16時／
◆パパのアトリエ
　部屋中らくがきしちゃおう！
壁床一面がキャンバス！／9月30日（金）、
10月1日（土）10時30分～16時／
◆そうだポポラへいこう！
夫婦での参加も大歓迎／10月20日
（木）10時30分～11時30分／区内在住
の妊娠中の人10人  ●
◆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／10月
11日（火）11時～11時30分／
◆じっくり相談
専門相談員による子育て相談／10月
１日（土）・7日（金）・15日（土）いずれも10

アロ、チャレンジエアロ、みんなでエ
アロ（初心者～経験者）、ボクサタイム
など／500円～／詳細は か で。

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

◆ラストサタデープログラム
9月24日（土）／①「おもしろいぞ！紙芝
居」：横浜市の有形民俗文化財の街頭
紙芝居を活用し、実演／12時～、13時
30分～、15時～／ 、②ミニ展示解説：
常設展示室内で、ミニ展示「横浜の後
北条氏文書」を解説／11時～、14時～
／常設展示観覧券が必要／

休館日◆9/26（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

行事は ・ を明記し か
か  ※保育あり（予約制、有料）
info@artazamino.jp

◆Welcome！ロビーコンサート
9月11日（日）：村上雅基（フルート）・小
越由果（ピアノ）ほか、9月25日（日）：シ
ナプス／各日12時～12時40分／
◆「悪い予感のかけらもないさ」展
出品作家：岡田裕子、風間サチコ、金川
晋吾、鈴木光、関川航平／10月7日（金）
～30日（日）10時～18時／
◆あざみ野サロン “気軽にクラシック”
出演者：鈴木理恵子（ヴァイオリン）、若
林顕（ピアノ）／10月15日（土）13時～14
時／1500円 ※未就学児の入場不可

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

男女共同参画センター横浜北

◆ママと赤ちゃんが一緒に楽しむ
　産後エクササイズ
　Babyとおでかけしよう@あざみ野
音楽に合わせて、ストレッチ＆エクサ
サイズ／9月30日（金）10時30分～11時
30分／4か月～ハイハイ前の子と保
護者13組 ／820円／ 要問合せ
9月11日から

●秋のふれあい動物園「わんにゃん大集合」
　毎年大好評の、イヌ、ネコとのふれあい体
験（無料）やお散歩体験（有料）！
日  程 9月10日～11月27日の土日祝 全24日間 
　　　※10月1日（土）～10月10日（祝）は除く
会  場 ころころ広場、ころこロッジ

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
秋のイベント

9月6日・13日・20日・
27日いずれも火曜

休
園
日

本券1枚につき最大5名様まで有効
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催  し
●もしもの体験キャンプ
災害時に活かせるアウトドアテクニッ
クを学ぼう！／11月13日（日）10時～15
時／小学生とその家族50人 ／小学
生以上1500円、4歳～未就学児500円、
3歳以下300円
9月26日からくろがね青少年野外活

動センター （http://www.yspc.or.jp/
kurogane_yc_ysa/）か を明記し
●学童合同まつり
模擬店、フリーマーケット、工作、ゲー
ムなど／10月9日（日）10時30分～14時
／センター南駅前すきっぷ広場／
都筑学童保育連絡会　福本
911-9153

●ボーイスカウト横浜第132団・
2016チャリティバザー開催

10月2日（日）10時30分～15時30分／
センター北駅前芝生広場／
ボーイスカウト横浜第132団　宝田

（ほうだ） 090-5589-8750
050-8885-3367

●キレる子どもの食生活
食の安全を考える会／9月15日（木）／
大丸デポー／30人

か を明記し か
都筑相談窓口・大丸デポー運営委員会
224-0061 大丸22-6
941-5631　 941-5639

●暮らし方の一つとして
　「施設で生活する」を学ぶ
有料老人ホームを「都筑相談窓口」の
メンバーがご案内します。／10月5日
（水）12時～14時（12時までにセンター
北駅前集合）／ライフ＆シニアハウス
港北／10人 ／777円（ランチ代）
NPO法人ワーカーズ・コレクティブ

円　網屋　 080-6599-9945
●池辺杉山神社例大祭と南部散策
◆ ガイドと共につづきを歩こうNo.29
都筑南部地区を散策後、池辺杉山神社
の例大祭をお楽しみいただけます。／
9月22日（祝） ※雨天決行／都筑ふれ
あいの丘駅前9時30分集合／約5km
（約2時間30分）を歩ける人100人 ／
300円

9月15日までに参加者全員の
と 、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

講  座
●ポールウオーキング体験会と介護
予防講座

ポールウオーキングで100歳まで歩
く！／10月4日（火）9時45分～14時30
分 ※雨天決行／葛が谷地域ケアプラ
ザ／60歳以上30人 ／500円
9月11日から葛が谷地域ケアプラザ

へ （943-5951）か

●大人・子どもの英会話・韓国語入門
講座（全8回）

基本的な挨拶や簡単な会話など／10
月1日～毎週土曜 韓国語：13時15分～
14時15分、英語：14時30分～15時30
分、子ども英語：16時～17時／都筑公
会堂／各15人 ／5000円（全回分）
国際文化交流協会　前田
090-6489-2803　 0725-23-1268

●英会話を楽しみませんか
どなたでも歓迎！受講料無料／講師：
Mary高岡 サウスカロライナ州出身、
英会話講師経験あり／毎週水曜14時
～15時30分／横浜ニューライフバプ
テスト教会（茅ケ崎南三丁目18-39）／
伊藤　 080-6623-2312
shin_mkh@yahoo.co.jp

企画調整係 948-2226  948-2399

●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。
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鬼塚台
池辺杉山神社

仲町台駅

長王寺

宗忠寺

浄念寺川
せせらぎ緑道

坊方の用水路
の切通し

八幡森

東方池

谷戸坂

真照寺

緑産業
道路

【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。

　9月は、Lコースを紹介します。海抜高
度が49.8メートルある鬼塚台は、見晴ら
しがよい畑地で、晴れていれば富士山や

水と緑の散策マップ 統合版 検索

都筑区
第5回

コース紹介コース紹介

鬼塚台
池辺杉山神社の例大

祭

地域振興係 948-2231  948-2239

丹沢山地、新横浜や横浜み
なとみらいなどを望むこと
ができます。
　ゴール近くにある池辺杉
山神社では、毎年9月に例大
祭が行われ、おみこしをね
り、花籠を舞って、五穀豊穣、
家内安全、開運招福などを
祈願します。今年は、9月22
日（祝）に行われます。
　例大祭は池辺杉山神社の
他に、Iコースの佐江戸杉山
神社でも9月25日（日）に行
われます。

竹林と東方の台地のパノラマを楽しむコース

　7月11日（月）にJA横浜「クッキ
ングサロン ハマッ子」にて、「ボツ

ワナ料理教室」を開催しました。
　約30人が参加し、一等書記官のモロツィ・
マイケル・ツァエさんとペメロ・テレケロさ
んらから、都筑野菜を使ったボツワナ料理を
教わりました。ボツワナのスパイスで牛肉やトマトなどを煮込んだ「ボツワ
ナ風ビーフシチュー」などを紹介していただきました。これに合わせて、駐
日ボツワナ共和国大使館員によるボツワナ共和国の紹介も行われました。

ボツワナ共和国独立50周年記念行事 「ボツワナ料理教室」を開催しました

～24年前から中川駅前を見守り続ける施設～

フィットネスハウス パレット中川（中川駅前商業地
区振興会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からのラブレター

　あなたにピッタリの運動を探しに来て下さい
。

ヨガ・水泳・ゴルフ・スカッシュなど、３世代で楽
し

めるアイテムが揃った、都筑区最大級のフィッ
ト

ネスクラブです。スタッフ一同で精一杯サポー
ト

させていただきます！！

　　　　　
◆住所：都筑区中川一丁目18-5  915-7702　◆休館日：月末2日間（例外あり）
◆営業時間：平日：8時～23時　土曜：9時30分～21時  日曜・祝日：9時30分～20時

商店街からのラブレター 検索

利用しなくても、受付にお
越しいただいた方にスタ
ンプを押します！

♥対象店舗に返信レターを書いてプレゼントをGETしよう！
【9～10月に受け付けたはがきのプレゼント】
①横浜ビー・コルセアーズグッズ×5人 
　 オリジナル応援グッズ（ビークラップ など）
②商店街からの特別GIFT×100人
　クッキーの詰め合わせやサービス券 など
　
　パレット中川のフィットネス施設
　1回無料券5組（10人）に当たります！

　詳しくは 横浜国際プールでの
ビーコルの試合

＊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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