
　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。

　年齢、性別、国籍、障害の有無に関わらず楽しめるボッチャを通じて、みんなで
つながれる場をつくりましょう。
日　時 9月30日～10月28日の毎週金曜10時～11時30分
会　場 都筑地区センター　 対　象 関心のある人20人
申込み 都筑区民活動センターへ （948-2237）か〒住所、氏名（ふりがな）、
　　　　電話番号を明記し （tz-katsudo@city.yokohama.jp）

　　ボッチャはパラリンピックの正
式種目です。赤と青のボールを6球
ずつ投げたり、転がしたりしていか
に目標球に近づけるかを競います。

区民活動係　 948-2235  948-2239

　「感謝」の気持ちをいつも忘れずに練習に取
り組んでいます。自分の考えを常に持つことで
結果は出せると思います。
　2015年にコロンビアで行われた世界ユース
陸上競技選手権大会では、初の日本代表とし
て海外での試合に出場でき、とても嬉しかっ
たです。目標は東京2020オリンピックで金
メダルをとることです！

　目標は世界選手権優勝、東京2020オリンピック
金メダルです！くじけそうなときもありますが、そ
んなときこそ家族や仲間たちの支え、柔道に取り組
む姿勢など多くのことに気づくことができました。
　勝てないときも応援してくれる家族は安心でき

る場所であり、奮起させてく
れる存在です。本当に励みに
なります。

都筑のスポーツ選手たちへ

江島 雅紀さん （荏田高校3年）

中村礼子さん（オリンピックメダリスト）
　「頑張るということはもうダメだと思ったときが始まりです。」つらいときや
苦しいときには、私はこの言葉を思い出して頑張りました。
　夢に向かって取り組むことは、楽しいことばかりではありませんが、まずは一
歩踏み出してチャレンジすることが大切です。チャレンジを続けていれば、きっ
と楽しいと思えるときが来るはずです。そして、楽しむと同時に失敗したときに
悔しいと思うことも大切だと思います。
　少し疲れたときは、緑豊かな公園でリフレッシュするのがおすすめです！
都筑にある、せせらぎ公園はとても思い出深く、心がいやされました。

ボッチャってなに？

●2015年講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
  57kg級……………………………………………準優勝
●2015年アスタナ世界柔道選手権大会女子団体…優勝

●セイコーゴールデングランプリ陸上2016川崎…5位
●第9回世界ユース陸上競技選手権大会……………6位
●第9回日本ユース陸上競技選手権大会……………1位

「えっ！まだ“ボッチャ”を知らないの！？」

成 績

成 績

　中村礼子さんは都筑区の勝田小学校、茅
ケ崎中学校出身のオリンピックメダリスト
です。2004年アテネ大会では女子200ｍ
背泳ぎで銅メダル、2008年北京大会でも
同種目で銅メダルを獲得しました。

Q
A

プ ロ フィ ー ル

棒高跳び

山本 杏さん（都筑区出身）柔道

右：杏さん
左：（母）昌子さん

提供：（一社）日本ユニバーサルボッチャ連盟

リオデジャネイロ オリンピック2016開幕で
注目を集めるスポーツ！東京2020オリンピック・
パラリンピックを4年後に控え、世界の舞台で活躍する
都筑区のスポーツマン・スポーツウーマンを紹介します。

大人の学級

都筑区役所

8月の土曜開庁日：13日・27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
212,574人（前月比増減0人）

区の世帯数
81,408世帯（前月比20世帯増）
※28年7月1日現在

平成28年
（2016年）
No.226
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都筑区内における犯罪発生認知件数
（平成28年1～6月）
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　区役所では、都筑警察署から提供を受けた都筑区内で発
生した犯罪、および緊急にお知らせする必要がある防犯情
報を週１～２回程度送信しています。また、都筑消防署から
提供を受けた火災発生情報なども発生の都度、区民の皆さんがお持ちのパ
ソコンや携帯電話へ電子メールで送信しています。

　消費生活推進員に対し各種教室・講座などを実施している
横浜市消費生活総合センターでは、一般の人からの電話や面
談、相談も受け付けています。併せて、消費生活情報メールマ
ガジン「週刊　はまのタスケ・メール」では、悪質商法手口や相談事例の紹介な
どを配信しています。

横浜市消費生活総合センター
845-6666（お気軽にお電話でご相談ください）
平日：9時～18時、 土・日曜：9時～16時45分

◆消費生活推進員の
　啓発活動
　消費生活推進員は、生活に関する正しい知識と悪
質商法などのトラブル時に対応できる能力「消費者
力」を身に付けています。そして、その知識を啓発講
座の開催や情報誌の発行・パネル展の開催などを通
じ、地域の皆さんに広げる活動をしています。

地域振興係　 948-2234  948-2239

●自転車を止める時は、自宅敷地内や自宅マンション
の駐輪場でも必ず鍵を掛けましょう。

●ダブルロック（鍵を2つ
　付けること）をすると
　さらに安全です。

●歩くと音のする防犯砂利やセンサーライト、　　　　
防犯カメラなどを利用しましょう。

●扉や窓にダブルロックをしましょう。

●自宅周辺をきれ
いに整理整頓し
ておきましょう。

●バッグなどを車の外から見
えるところに置かないよう
にしましょう。

●短時間の駐車でも必ずロッ
クをしましょう。

●車両用防犯ブザーを設置　
しましょう。

●家族を名乗る電話でも、お金の話が
出たら、詐欺を疑いましょう。

●自宅の電話を常に留守番電話設定
にしましょう。

●ナンバーディスプレイ機能を使って
知らない番号には出ないようにしま
しょう。

◆地域での防犯活動
　夕暮れ時に周辺の商店へパトロール実施の声掛けや、青色回転灯パトロール車両による
見回り活動など、各地域において、さまざまな防犯活動が行われています。日頃から、地域
で声を掛け合う、あいさつをするなどの地域のコミュニケーションが大きな防犯効果を生
みます。地域の力で犯罪を寄せ付けない街づくりを目指しましょう。

ふれあいの丘地区での啓発活動

防犯カメラなどを
利用しましょう

防犯ブザーを持ち歩き
ましょう

お金の話が出たら
詐欺を疑いましょう

外から見える所に物を
置くのはやめましょう

都筑区防犯情報メーリングリスト 週刊  はまのタスケ・メール

自転車を止める時は
必ず鍵を掛けましょう

●音楽を聴きながら、携帯電話で話しながら歩くなどの　
「ながら歩き」はやめましょう

●防犯ブザーを持ち歩き、遠回りでも明るく、人通りの多い
道を歩きましょう。

●子どもが遊びに出か
ける時は、必ず家族
に声を掛けるように
約束しましょう。

特 集

本当にあなたは
大丈夫？

都筑警察署  生活安全課
今井 美智代 警部補

都筑区代表
消費生活推進員
佐々木 奈緒美 さん

問合せ先

　都筑区内において、今年1～6月までに発生した主な犯罪発生認知件
数のグラフは次の通りです。
　犯罪発生認知件数のトップは自転車盗で、他の犯罪よりも群を抜いて
多く発生しています。また、昨年のデータと比べると、空き巣、車上ねら
いが急増しており、件数としては少ない振り込め詐欺も、前兆電話が頻
発しています。さらに、夏休みになり、痴漢など子どもが巻き込まれる危
険も多くなります。
　ちょっとした工夫で、犯罪から自分の身を守りましょう。

犯罪から自分の身を守る

登 録 し ま し ょ う
QRコードから1分程度で簡単に登録できます

はまのタスケ 検索
都筑区  防犯情報 検索

●登録方法
検索ワードで登録をご案内するホームページを検索していただくか、ＱＲコード対
応機種でＱＲコードを読み取ることで登録画面を表示できます。案内に従って登録
してください。

　区役所では、防犯活動をしている自治会町内会や青色回転灯パトロールを実施している
団体に対し、都筑区地域防犯活動助成金を交付しています。
　その他、防犯ステッカー・のぼり旗・青色回転灯などの貸与や都筑区防犯情報メーリング
リスト（詳細は右ページを参照）の配信も行っていますので、ぜひご活用ください。

　犯罪者の多くは、防犯意識の低い場所、無防備な人
を狙っています。みなさんの笑顔と助けあいで安全・
安心な街、都筑区を一緒に作っていきましょう。
都筑警察署　 949-0110

5つの
ポイント

北山田
地区

ふれあい
の丘
地区

　ふれあいの丘地区では、各自
治会の会長、民生委員の皆さん
に向け、悪質商法や詐欺の事例
などを紹介しています。
　地域とのつながりを持つこと
で、少しでも多くの犯罪の未然
防止につながることを願って活
動しています。
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環境衛生係　 948-2358  948-2354

新治恵みの里　
新米体験教室(全3回)

緑区新治町の水田で、稲刈り、脱穀か
ら新米の釜戸炊きまでを体験。
稲刈り：10月１日（土）13時30分～

15時30分、脱殻：10月15日(土)13時
30分～15時30分、釜戸炊き：11月13
日（日）９時30分～13時
緑区新治町新治小学校近くの水田
市内在住の家族・グループ（個人参

加可）15組程度 ／1組7000円（体験
した玄米15kgのお土産付き）
8月31日までに を明記し

（info@niiharu.link）
北部農政事務所農業振興担当　
948-2483　 948-2488

つづきつながりカレッジ
（全8回）

地域の課題を解決し、地域を良くす
る考えを実現させていくことを目指
します。共催：studio-L
10月1日・15日、11月5日・26日、12

月10日、29年1月14日、2月18日、3月
18日の土曜13時～17時
区役所6階大会議室、区内地区セン

ターなど
①区内在住・在勤・在学または区内

で活動をしている人②原則全回出席
でき、終了後区内で活動してみたい
人③メールでの連絡ができる人

※①②③の条件を全て満たしている
人20人
9月9日までに ・ ・団体名・応

募動機（50～100字程度）を明記し
（tz-chishin@city.yokohama.jp）※同
室見守り保育（2歳～未就学児）を希
望される人は、申込時にお伝えくだ
さい。（施設内での講座のみ）
地域力推進担当　
948-2474

「こうして気付く　身近な人のうつ」
～うつのサインに気付き、
関わるために～

横浜尾上町クリニックの山田院長に
お話しをしていただきます。
9月9日(金)14時～ (開場13時30分)
区役所６階大会議室
100人
か を明記し （948-2490）

障害支援担当　 948-2348

学校図書館環境整備講座
「～学校図書館ボランティア 
はじめの一歩～」

9月29日（木）：本の整理方法や展示
など・30日（金）：本の修理実習など、
いずれも10時～12時※どちらかのみ
の参加可
区役所6階大会議室
市内小中学校で環境整備のボラン

ティアをしている人、各20人
9月1日から （948-2424）か

都筑図書館ボランティア講座担当

◆公園や道路で犬を放してはいけません
　犬を連れて外出するときは、犬の迷子や犬が事故
に遭うのを防ぐため、必ずリード（引き綱）を付けま
しょう。
　公園や道路など公共の場所では犬を放さないで
ください。

◆犬のフンは飼い主が始末しましょう
　公園や道路は犬のトイレではありません。フン
は自宅に持ち帰って処理してください。おしっこ
も水で洗い流してください。

対　象１つでも が入った女性（おおむね20～40代）　 会　場 区役所会議室
定　員 20人 　 保　育 10人（１歳以上）
申込み  （保育希望の場合はお子さんの名前、性別、年齢）を明記し、
　　　  （tz-katsudo@city.yokohama.jp）か か

マナーを守って犬との素敵な暮らし

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

8月19日（金） つづき防災フェア

予算調整係 948-2213 948-2208
8月19日（金）～22日（月） タムおやこのひろば
9月 8日（木）～12日（月） 第22回都筑区老連ことぶき趣味の作品展
9月 8日（木）～14日（水） 写真同好会「さくら会」作品展

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

資源化推進担当　 948-2241  948-2239

都筑区民活動センター　 948-2237  943-1349

●マイバッグ、マイボトル、マイ箸でごみの削減（3R行動の実践）
●減らそう！食べ物の「もったいない」手つかず食品の削減
●水切りでごみも臭いもスッキリ！

◆輝く女性応援プロジェクト「いよいよ本気の“わたし”プロデュース！」
　いよいよ本気で、活動や仕事をはじめてみたいあなた！応援します。
このタイトルにピンときたら、さっそく申込みを！

日時 　タイトル 内容
第1回
9月13日（火）

趣味から仕事へのターニン
グポイントを知りたい！ 起業した先輩と話そう

第2回
9月20日（火）

“わたし”のこれからを
本気で考えたい！ 職員によるワークショップ

第3回
9月27日（火）

SNSと上手に
つき合いたい！ SNSの有効な使い方とリテラシー

第4回
10月4日（火）

「伝える」スキルを
磨きたい！ 伝えたいことを上手に伝えるスキル

第5回
10月11日（火）

いよいよ本気の“わたし”へ
スタートしたい！ ティー＆トーク（振り返り）

目標値内に収まりました！！
実績　600ｇ※（目標602ｇ）2位  ※推計値
＜参考：26年度　606g（目標605g）2位＞

区民一人１日当たりのごみと資源の総排出量　
594ｇ

区民活動センターからの
お知らせ

平成27年度の結果

ご協力ありがとうございます。引き続き、ごみの削減をお願いします。

（内訳：燃やすごみ394ｇ、その他200ｇ）

休館日：８月11日（祝）、15日（月）

一人１日当たり
のごみと資源の
総排出量

●東名高速と横羽線・湾岸線が直
結し所要時間が大幅に短縮
●生活道路では通り抜け自動車
が減少し安全性が向上
●地震などの災害時の緊急輸送
路や迂回機能の確保

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！
高速横浜環状北西線　

水切りでごみも臭いもスッキリ
生ごみの約80％は水分です。生ごみの水分は、腐敗や悪臭の主な原因です。

●水に濡らさない！
●しぼって乾かす！
●ごみ出し前にひとしぼり！

●嫌な臭いが減る
●ごみ出しもラクラク
●発電量がアップ

水分を減らす工夫をしよう 水切りすると

目標達成の
ためには

　都筑区動物愛護週間イベントの１つとして、長寿ペットの写真を展示し、飼
い主に表彰状を贈呈します。このイベントは、10月３日（月）13時～10月５日
（水）15時に、区役所1階区民ホールで開催します。
対　象 長寿犬： 区内で登録されている大型犬13歳以上、中小型犬は15歳以上
 長寿猫： 区内で飼育されている猫17歳以上
　　　 ※年齢は、いずれも28年9月20日現在
  その他、自慢のペットの写真も展示します。種類、年齢は問いません。
申込み  8月31日までに区役所2階25番窓口 環境衛生係まで。

長寿犬、長寿猫、自慢のペットの写真を募集

(仮称)東方換気所の建設工事の様子

28年度
目標

北西線の完成で様々な開通効果が期待されます！
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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　 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・往復はがきの場合は返信面を明記して下さい。●料金の記載のないものは無料です。●詳しい内容は各問合せ先へお問合せください。

申込
方法



高齢支援担当　 948-2306  948-2490

こども家庭支援担当　 948-2318  948-2309

都筑図書館から

休館日：8月15日（月）、9月20日（火）
948-2424　 948-2432

●都筑図書館 夏の特別おはなし会
夏のひととき、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。
8月20日(土)①10時30分～②11時30

分～ ※各回30分程度
一人でおはなしが聞ける子／

●ぬいぐるみのおとまり会
おはなし会の後、ぬいぐるみたちが図
書館にお泊りします。
おはなし会：9月22日（祝）①11時30

分～②14時～、ぬいぐるみのお迎え・
絵本の貸出：9月23日（金）14時～17時
一人でおはなしが聞ける子各回12人
9月6日から か

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
9月16日（金）・27日（火）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
8月16日10時から会場の新栄ケアプ

ラザへ 592-5255
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

遊びの達人！矢郷先生と
外遊びを体験しよう

０歳～就学前までのつづきっこみんな
集まれ！
9月6日（火）10時～11時30分　
長坂ささのは公園（長坂6） ※雨天時

は区役所で実施
子育て中の人、外遊びに興味がある人
こども家庭支援担当　
948-2318  948-2309

ひとり親のための
子育て相談・健康相談

児童扶養手当現況届の一斉受付期間
に合わせて、保健師、栄養士が相談をお
受けします。
8月10日（水）・12日（金）・15日（月）・16日

（火）9時～16時（12～13時除く）／  
※10日午前中は「健康体力チェック会」
を開催します。
区役所１階健診室
ひとり親家庭など
こども家庭支援担当　 948-2321

小学校入学前に知っておきたい
大切なこと
～今からそなえる「小１の壁」～

小１の壁って？：子どもが小学校に上
がると、生活が大きく変化します。その
時に起こる、仕事を抱えながら子育て
をしているお父さん・お母さんが直面
する問題です。
９月10日・24日、10月１日いずれも土

曜13時30分～15時
（入学予定校別に３回開催）
区役所１階機能訓練室
お仕事をされている（これから仕

事をされる）年長のお子さんの保護者
各回70人
※託児希望の場合は申込み時にお知ら
せください。
講師：認定NPO法人あっとほーむ　
小栗 ショウコさん（平成27年度 「子供
と家族・若者応援団表彰」内閣府特命
担当大臣表彰受賞）
青少年支援・学校地域連携担当 
948-2471　 948-2309 　　　 
tz-gakkourenkei@city.yoko

hama.jp　　

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

8月26日（金）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 8月9日・23日、9月13日の火曜１２時～１３時３０分受付
1歳6か月児 8月25日、9月8日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 8月4日・18日、9月1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1月出産予定の人　
9月2日・9日・16日・23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
9月24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▶8月24日12時からポポラ 912-5135

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

8月24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

都筑区　講演会　小１の壁 検索

　認知症の人や家族が安心して暮らせるよう、認知症を理解し、一人ひとりができ
ることを考えるきっかけにします。
日　時 ９月11日（日）14時～16時（13時30分受付開始）、13時30分～よろず相談
場　所 横浜市歴史博物館講堂
対　象   区民　 定　員   150人 　
内　容
 第一部  認知症カフェを知ろう！ 発表者：区内認知症カフェ運営スタッフ
第二部  認知症サポート医が考える認知症にやさしい街
　　　   パネリスト：都筑区認知症サポート医（4人）
　　　  サポート医として考えることや役割について発表します。
申込み ８月30日までに か を明記し

　外遊びキャラバン隊は、普段プレイパークを運営している外遊びのベテランで
す。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を
伝授しています。みんなでいっしょに公園に行こう！

時間  10時30分～12時　※雨天中止
　　　  曇天の場合は9時30分頃に都筑区ホームページをご確認ください。
対象  未就学児と保護者　赤ちゃんも大歓迎！

日　程 公園名
9/ 2（金） 早渕公園（早渕二丁目6）
9/ 8（木） 加賀原さるすべり公園（加賀原一丁目37）
9/13（火） 南山田ぼうけん公園（南山田二丁目34-6）
9/16（金） 長坂ささのは公園（長坂6）
9/20（火） 佐江戸公園（佐江戸町276）
9/28（水） 大熊町つつじ公園（大熊町137）

認知症フォーラム
みんなで支える認知症　

外遊びをしよう！
外遊びキャラバン隊がやってくる！

予約
不要

同時
開催

認知症パネル展及び認知症関連の本の展示
日　時 ９月１日（木）～７日（水）　  場　所 区民ホール・都筑図書館

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

9月12日（月）午前→8月10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

8月18日・25日、9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

8月9日、9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

8月9日、9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

9月12日（月）午前→8月9日（火）～9月5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

8月12日、9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。

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◆8/30（火）
941-8380  942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は8月11日から か
◆健康ウオーキング講座（秋コース）
10km程度歩きます／9月25日、10月23
日の日曜9時30分～14時／市内在住ま
たは在勤のおおむね50歳以上、各30人
／各回200円 ●
◆趣味の教室 (秋コース全6回)
9月5日・12日・26日、10月3日・17日・31日
の月曜／①「はじめてのヨガ講座」：11
時～12時／市内在住または在勤の60
歳未満15人 ／200円（全回分） ②「ベ
ビーヨガ講座」：9時30分～10時20分／
開講時に首がすわっていて、ハイハイ
する前の乳児と母親15組30人 ／1組
300円（全回分） ●
◆わんぱく遊びの広場
　「こどもアート教室」（全4回）
9月4日、10月2日、11月13日、12月4日の
日曜10時～12時／市内在住・在学の小
学生15人 ／1650円（全回分） ●
◆日々の暮らしに役立つ講座
　「水廻りのお手入れ」
9月3日（土）13時30分～15時30分／市
内在住または在勤のおおむね50歳以
上20人  ●
◆老人福祉センター つづき緑寿荘　
　平成28年度後期趣味の教室
生きがいづくり・仲間づくりをお手伝いし
ます。内容は問合せを／10月～3月、全8
講座開催予定／市内在住の60歳以上、
人数は講座により異なる
8月31日までに を明記し

◆おもちゃの病院
10月22日（土）10時～14時／幼児または
小学生と保護者で参加、おもちゃ36点
 ●  ※市外の人の申込みは8月12

日から

休館日◆8/8（月）、9/12（月）
912-6973  912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

行事は開催日初日1か月前の同
日9時から （10時以降は も可）
※費用は全て全回分。
◆エアロビック・ボクシング入門（全6回）
9月16日・23日、10月14日・21日、11月18
日・25日の金曜19時～20時30分／女性
20人 ／3000円 ●
◆ピアノとヴァイオリンの伴奏で
　みんなで歌おう！（全4回）
9月15日・29日、10月13日・20日の木曜10
時30分～11時30分／成人20人  ※子
の同伴は不可／2000円 ●
◆アートワーク・カフェ（全3回）
自然素材、画材、紙粘土工作などで表現
／9月14日・28日、10月12日の水曜10時
～11時30分／10人 ／3000円 ●
◆スペイン語講座（全6回）
9月20日、10月4日・18日、11月1日・15日・
29日の火曜10時～11時30分／12人
／3000円 ●
◆親子体操 2期（全8回）
9月27日～11月22日の毎週火曜11時～
11時45分／かけっこができる頃～未就
園児と親30組 ／3200円 ●
◆親子美クス 2期(全5回)
親子で一緒にのびのびエアロビクス／
9月23日～11月25日の隔週金曜10時～
11時／あんよができる頃から未就園児
の子と親30組 ／2500円 ●

◆ベビーマッサージと
　ママのボディリメイク 2期(全5回)
9月16日～11月18日の隔週金曜10時～
11時30分／首すわり頃～ハイハイ前の
子と親12組 ／2500円 ●

休館日◆8/8（月）、9/12（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8月11日から
◆いただきます！地場野菜
健康料理／9月26日（月）10時～12時30
分／20人 ／1200円 ●
◆園芸講座「みんなでプランター
　ガーデン作り」（全2回）
①9月24日：サカタのタネ ②12月10日：
仲町台地区センター、いずれも土曜10
時～12時／20人 ／1500円 ●
◆親子体操 2期（全10回）
9月23日～12月2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
50組 ／4000円（全回分）
8月26日までに か と子の
、 を明記し
◆シェフに習う本格中華料理
10月7日（金）10時～12時30分／20人
／1200円 ●
◆ままくらぶ「ハロウィンケーキ作り」
10月12日（水）10時～11時40分／1歳～
未就学児の保護者15人 ／800円
保育代400円 ●

◆スマホの使い方講座
①シニア向け：10月7日（金） ②防災対
策を学ぶ（災害対策アプリの実践）：11
月15日（火）いずれも13時～15時／各
20人 ／各200円 ●
◆パワーヨガ 2期（全10回）
9月20日～12月6日の毎週火曜（11月29
日除く）A：9時15分～10時15分 B：10時
30分～11時30分／各60人 ／3500
円（全回分）
8月25日までに か と子の
、 を明記し

休館日◆8/8（月）、9/12（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。
◆子育てママの
　ビューティエクササイズ（全6回）
参加者同士が交代で保育を行います／
9月29日～12月8日の隔週木曜9時45
分～11時30分／1～3歳の子と親20組
／2700円（全回分） ●

◆臨床美術を楽しもう！
9月13日、10月4日、11月15日の火曜10時
～11時30分／12人 ／各回1000円 ●
◆骨盤体操 ストレッチ秋（全5回）
10月3日・17日・31日、11月7日・21日の
月曜10時40分～11時45分／35人 ／
2300円（全回分） 1歳から8人まで
、子の ・生年月日・性別を記入し受
付時に申込み、1500円（全回分）
9月3日までに を明記し か
に返信用ハガキを持参

◆免疫力アップ！養生気功 秋（全5回）
10月3日・17日・31日、11月7日・21日の月曜
9時30分～10時30分／30人 ／2300
円（全回分） ●
◆のびのび体幹ストレッチ（全6回）
9月20日～11月29日の隔週火曜13時～
14時30分／20人  ※子ども同伴不可

／3000円（全回分） ●
◆子どものアートⅡ（全3回）
9月4日、10月2日、11月6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） ●
◆つくりおきごはん、その保存のコツ
9月23日、10月21日の金曜10時～13時／
16人  ※子ども同伴不可／各回1200
円 ●
◆まるごと小松菜クッキング
中華料理とお菓子を作ります／9月21
日（水）10時～13時／16人  ※子ども
同伴不可／1200円 ●

休館日◆8/8（月）・22（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は8月11日から か
◆手打ちそばを食べよう
9月10日（土）12時集合／50人 ／1人
前500円 ●
◆第25回わびさび塾
「時雨月の茶会」セミナー（濃茶・薄茶付
き）／10月2日（日）13時30分～15時30分
／15人 ／2000円 ●
◆日本むかし話 人形劇「さるかに合戦」
親子連れ歓迎。出演：「人形劇団くまさ
ん」／9月24日(土)11時～12時／50人
 ●

◆はぎれ草履講習会
9月18日（日）9時～12時／12人 ／800
円／持ち物は問合せを ●
◆楽しく着物を着ましょう
9月21日（水）13時～15時／女性15人
／1500円 ●

休館日◆8/4（木）・18（木）、9/1（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆ノルディックウォーキング体験教室
4月から毎月第2土曜開催！2kmくら
いのコースを歩きます／9月10日（土）
10時～11時30分 ※雨天中止／15人
／1000円（保険料、レンタル代含む）
各開催日前日までに か

◆音楽とあそぼう！
9月3日（土）13時30分～14時15分頃／
未就学児と保護者10組くらい／
◆犬のしつけ教室
9月10日（土）10時～ ※雨天中止／犬を
連れて参加／太鼓橋竹林前／

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
◆親子里山体験（ピザ付）
9月18日（日）10時～15時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／親子20人 ／1人500
円 ●
◆大池の生き物観察会
8月28日（日）9時～12時／30人 ／レ
ストハウス集合／300円 ●  
◆秋のキノコ観察会
9月17日（土）9時～12時／30人 ／レ
ストハウス集合／300円 ●
◆虫の声鑑賞会
9月4日（日）18時～21時／30人 ／レ
ストハウス集合／300円
◆ネイチャークラフト作り
8月28日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで）／円形広場／500円／
◆里山保全体験（竹細工作り）
9月3日（土）9時～12時／30人 ／ば
じょうじ谷戸休憩所集合 ●  

休館日◆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

◆セミのぬけがら観察会
種類やオス・メスを見分けます／8月20
日（土）9時～10時30分 ※雨天時翌日
順延／小学生以上15人 ／300円

か、 を明記し か

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
◆Favorite Time vol.6
9月4日（日）15時開演／500円 ●
◆都筑少年少女合唱団で輝こう！
原則毎月第2・4水曜18時～19時30分／
小中学生／1か月2000円 ●
◆朗読ワークショップ
毎月第1・3金曜18時30分～20時、土曜
（不定期）15時～16時30分／1か月3000
円／

休館日◆8/15（月）
・ 942-1569

〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス

◆JAL折り紙ヒコーキ教室
8月25日（木）10時30分～12時／幼児
（要付添）～小学生40人
8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8月11日から か
※いずれも幼児は保護者同伴
◆こども科学実験教室
液体窒素の実験とアイスクリーム作り
／9月3日（土）10時～12時／小学生24
人 ／500円 ●
◆やさしい囲碁教室
子どもから大人まで／毎月第4土曜13
時30分～14時30分／
◆パソコン相談会
初心者向け／9月10日（土）10時～11時
30分（奇数月第2土曜開催）／ノートパ
ソコン持参／4人  ●

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

◆ラジオ体操講習会
正しい体操で元気倍増！／8月20日（土）
10時～11時30分／100人 ／
◆おはなしのこみち
　～夏休みスペシャルおはなし会
8月22日（月）①11時～11時25分：幼児
と保護者向け ②11時30分～12時：1人
で聴ける子（大人も可）／20人 ／
◆親子ヨガ（全6回）
9月7日～11月16日の月2回水曜11時30
分～12時30分／2～3歳の子と保護者
7組 ／3000円（全回分）
8月13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

◆夏休みこども科学教室
　液体窒素の不思議を探ろう！
8月25日（木）13時30分～15時30分／
小学生以上30人 ／500円
8月11日～20日に か か、

と学年を明記し

お知らせ  都筑民家園は茅葺き補修工事のため10月11日（火）～平成29年1月31日（火）休館します。都筑区版10 平成28（2016）年 8 月号



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

◆リズムボクシングで健康づくり
9月26日、10月3日・17日・24日、11月7
日・14日の月曜19時～20時30分／15
人 ／3000円（全回分）
8月11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8月11日から か
◆3B体操（全2回）
9月12日、10月10日の月曜10時～12時
／25人 ／100円（全回分） ●
◆こころも笑

に

っこり バランス講座
①9月5日（月）口腔ケア講座 ②9月19日
（祝）栄養について、いずれも10時～11
時30分／20人  ●
◆障がい児・者余暇支援活動
体をたくさん動かしましょう／9月11
日（日）10時30分～12時／300円／
◆すくすくプラザ
消防士さんに救急法を学ぼう／9月8
日（木）10時～11時30分／

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

中川地域ケアプラザ

◆認知症予防体操（コグニサイズ）
　（全3回）
9月30日、10月7日・14日の金曜13時30
分～15時／できるだけ全回参加でき
る人、25人 ／ 上履き
8月22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／8月23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

◆ハイキングウオーキング
　（くさぶえのみちウオーク）
初秋の三ツ池公園／9月18日（日）8時45
分～16時／障がいのある高校生以上
10人 ／300円
8月11日から

◆おはなし会
8月25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
◆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

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 ※ 21 22の重複応
募は不可 23骨盤エクササイズ／13時
40分～／女性  ◆金曜日（10月7日～
12月9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～ ※
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～

親子・子ども向け教室
◆火曜日（10月4日～12月20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
（10月5日～12月14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（10月6日～12月15
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（10月7日～12月9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 ※要保護者同伴 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（10月8日～12月24日）49
Jr.ヒップホップ／9時～／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

941-8385
〒224-0062  葛が谷2-2

http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_p_ysa/

都筑プール

◆第2期水泳教室
9月5日（月）～12月17日（土）
※詳細は か で
8月17日までに ・希望クラス・
・性別を明記し、 か に 持参

592-0453
〒224-0021  北山田七丁目3-1
http://www.waterarena.jp/

横浜国際プール

が再就職のことをお話します／9月16
日（金）10時30分～12時／未就学児と
保護者12組 　 8月12日から
◆ポポラで遊ぼう！
　in コミュニティルーム
8月20日（土）14時～16時／就学前の発
達に心配のある子や障がいのある子と
家族 ／
◆パパといっしょに公園であそぼう！
9月3日（土）10時30分～12時／ききょ
う公園（中川5-10） ※雨天時はポポラ
のお部屋でパパと遊ぼう／
◆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有償の
活動です／①8月27日（土）中川地域ケ
アプラザ ②8月31日（水）加賀原地域ケ
アプラザ ③9月7日（水）新栄地域ケア
プラザ ④9月10日（土）・28日（水）ポポラ 
⑤9月23（金）すくすくサロン（佐江戸町
1829）、いずれも10時30分～11時30分／
①②③各15組 、④⑤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
とお話し会／8月20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／9月2
日（金）・3日（土）・10日（土）10時 ～16時
／未就学児と家族 ●

休館日◆8/22（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

◆秋の定期スポーツ教室・10～12月
各教室とも 。 と教室名・

を明記し、 か か で8月20日必着。
＊印は託児あり（事前申込制、有料）。
詳細は か で問合せを

大人向け教室
◆火曜日（10月4日～12月27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（10月5日～12月14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～  ◆木曜日（10月6日～12月15日） 
15木曜卓球モーニング／9時～ ※ 1 15

の重複応募は不可 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～ 

◆個人利用のご案内
①プール：大人2時間700円、中学生以
下2時間350円 ②トレーニングルー
ム：大人2時間500円、中学生250円 ③
バドミントン：月曜13時30分～15時
30分、卓球PLAYTIME：木曜13時30分
～15時30分／大人300円、中学生以下
150円 ※大会などで利用できない日
程もあります。 か で問合せを

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

◆博物館たんけん隊
博物館の裏側見学ツアーを実施しま
す。※常設展示チケットが必要／8月7
日・14日・21日の日曜14時～／常設展示
観覧料（一般400円、高校・大学生200
円、小・中学生100円）／
◆ラストサタデープログラム
　「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／8月27日（土）12時
～、13時30分～、15時～／

休館日◆8/22（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
①8月14日（日） ②28日（日）いずれも12
時～12時40分／
◆あざみ野カレッジ
　「見て、知って、味わって、楽しむ
　“浜なし”農園でピクニック」
9月10日（土）14時～16時30分／高校生
以上30人 ／1000円 ※初回受講者は
学生証発行手数料500円が別途必要 
●8月26日までに
◆市民のためのプログラム
　連続レクチャー「テクノロジーから
　ひもとく写真表現史」
講師：日比谷安希子、天野太郎（学芸員）
による写真史レクチャー／9月3日、10
月1日、11月5日、12月3日の土曜10時30
分～12時／中学生以上各30人程度
／各回500円 ●

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

男女共同参画センター横浜北

◆こころにやさしい整体法
　健康スタジオ 6か月コース
ストレッチとつぼ押しのセルフケア／
10月2日～3月19日の毎月第1・3日曜／
25人 ／15220円（全回分） 1回500
円、登録料別
8月21日から か か

＊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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催  し
●DREAMofCLASSIC星空の
　コンサート
屋外で本格的なクラシックコンサート
を楽しみませんか／8月27（土）18時40分
～20時30分／センター南駅前すきっ
ぷ広場 ※雨天時は都筑公会堂／
都筑クラブ　杉本
090-6490-6486

●連続歴史講座「織田信長を語る」
①天下布武と天下静謐 ②軍事的危機

と残虐行為 ③信長対北条氏、講師：池
上裕子氏（成蹊大学名誉教授）／9月17
日（土）14時～16時／横浜市歴史博物
館／170人 ／500円
8月31日までに、 を明記し横

浜歴博もりあげ隊へ （〒223-0066 
港北区高田西三丁目15-11杉木方）
080-4896-4677

●都筑レディース卓球大会
9月8日（木）9時～15時／仲町台地区セ
ンター／区内・近隣区在住で16歳以上
の女性90人 ／600円

8月11日～20日に都筑区卓球協会へ
か を明記し か （http://

sports.geocities.jp/pinpontsuzuki/)
・ 593-9904
●ファミリーコンサート「にじいろの歌声7」
少年少女合唱団とプロの演奏家によ
る／9月4日（日）14時開演（13時30分
開場）／都筑公会堂／600人 ／4歳
～中学生500円、大人900円、親子1組
1200円 ※障がい者割引あり
かなりあ少年少女合唱団へ
090-9098-3107
ticket@song-voice-life.com

●オータムファミリーキャンプ
家族でテント泊や野外炊事などを楽
しもう！／9月24日（土)14時～25日
（日)14時／小学生と家族40人 ／0
歳300円、1～2歳1500円、3歳～未就

学児3000円、小学生以上5500円／
8月15日まで。詳細は会場のくろが

ね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

募  集
●混声合唱団「夢のつづき」団員募集
団員50人、うち男声8人、特に男声歓
迎。年3・4回ステージあり／毎月第2・4
日曜9時30分～12時30分／つづきの
丘小学校コミュニティハウス／成人
／入会金1000円、月会費2000円
森島　 ・ 941-8797

●書道をはじめませんか
初めての人も歓迎／第1・3木曜12時
30分～14時30分／都筑センター／60
歳以上の区民／月1200円／
梢の会Ｂ　志田　 941-5234

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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大熊農業
専用地区
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（短縮コース） JA横浜きた総合センター／
メルカートきた

都筑
ふれあいの丘駅

仲町台駅

【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。

　8月は、都筑区の農業専用地区をめぐる
Oコースをご紹介します。このコース周辺
は、まとまりのある農地が広がり、新鮮な

水と緑の散策マップ 統合版 検索

都筑区
第4回

コース紹介コース紹介

JA横浜きた総合センタ
ー／

メルカートきた

地域振興係 948-2231  948-2239

野菜や果物などが盛んに作られています。JA横浜きた総合センター /メル
カートきた（東方町1401）では、新鮮な都筑区産の野菜を購入することがで
きます。小松菜など色鮮やかな野菜に目を楽しませながら、散策してみては
いかがでしょうか。

創業46年。頼りになる
地元の電機屋さん

災害用水洗トイレが寄贈されました防災協力農地をご存知ですか？

　災害用水洗トイレは、井戸水の供給と下水直結
型の汚水処理により水洗化した、断水時にも使用で

きるトイレです。災害
時には都筑区総合庁舎

　横浜市では、大震災などの災害が発生したと
きに、市民の安全確保と円滑な復旧活動に役立
てるため、避難空間、仮設住宅建設用地、復旧用
資材置場などで活用できる農地を、あらかじめ
「防災協力農地」として登録していただいていま
す。現在、都筑区では約88haの農地が登録され
ています。

都筑野菜の畑をめぐるコース

駐車場に設置されます。
　寄贈した工藤建設株式会社様に感謝の意を込
めて、6月20日に副市長から市長感謝状を贈呈
し、6月21日にお披露目式を行いました。

♥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人に商店街からの素敵なプレゼント
が当たります！詳しくは区役所ホームペー
ジをご覧ください。
「都筑中川の散歩道」（パン工房June  berry）
　パイ生地とクッキー生地を織り込んでさく
さくの食感に仕上げた自信作です。

例えば…

お披露目式

災害用水洗トイレ

好評
発売中！

防
災
協
力
農
地

対象店舗からのお手紙の
　　　　内容はこちら⇒

　  大丸電機（中川商店連合会）からのラブレター 　

　こんにちは！当店は地元の家電専門店です！
　

地域の担当者が電話１本でおうちにかけつけ、
　　

お客様それぞれのライフスタイルにあったご提
　

案をいたします。　　　　　　　　　　　　 
　 

　家電製品の販売から設置、操作説明、修理、廃
棄

もお任せください。お客様と末永くお付き合い
さ

せていただきます。　 　　　　　　　　　　
　 

 　
◆営業時間：9時30分～19時30分　◆定休日：木曜
◆住所：大棚町428-6  591-5481

＊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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