
　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。

住　所 北山田一丁目12-8 1階
営業時間 9時～16時、
　　　  17時30分～21時
休業日 月曜　　
最寄駅 北山田駅から徒歩3分
問合せ 590-4555

投票期間 7月22日（金）10時～
　　　 　　　10月24日（月）18時

住　所 仲町台一丁目15-15 
　　　  磯野ビル102
営業時間 17時30分～23時
休業日 日曜　
最寄駅 仲町台駅から徒歩2分
問合せ 941-1333

　いつも利用しているあのお店、近くにあったけれどまだ入ったことのなかった
あのお店…3つ巡ってスタンプをもらい、商店街へのお手紙を書いて区役所に送る
と、都筑区ならではの素敵なプレゼントを差し上げます。
　 あなたの街のお店、再発見してみませんか。 詳しくは12ページをご覧ください。

仲町台駅 コンビニ

交番

市営地下鉄ブルーライン

北山田駅市営地下鉄グリーンライン

交番

ココス

都筑区のマスコットキャラクター
つづき あいちゃん

地域振興係　 948-2231  948-2239

実 施 中

●T.M.Oピクニック

●投票方法●
エントリー店

設置の投票箱、公式
ホームページ、はがきなど

詳しくは
ガチあげ 検索

市版3ページもご覧ください。

●旬
シュンシュサイ

・酒・菜  勇
ユウキ

氣

　横浜の商店街NO.1メニューを投票で決める大好評企画「ガチ！」シリーズ。
第6弾は“あげもの”をテーマに開催します。その名も「ガチあげ！」。
　市内43商店街51店舗がエントリーしている中、都筑区からは2店舗が
エントリー。都筑区のメニューを食べに行き、投票して応援しましょう！

ここがオススメ！ここがオススメ！

　地元で美味しいと話題のメニューがお客さんの推薦でエン
トリー。ついつい散歩したくなるようなオシャレな街並みの
仲町台、ふらっと立ち寄ってみませんか？

　プロバスケットボールチーム「横浜ビー・コルセアーズ」の
本拠地としてバスケの白熱した試合に沸き立つ北山田。
　バスケでも揚げ物でもガチな勝負が繰り広げられています。

仲町台商業振興会北山田商業振興会 このお店があるのはこのお店があるのは

平成28年
（2016年）
No.225

都筑区役所

7月の土曜開庁日：9日・23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

ゆるキャラグランプリ 検索

区の花
サクラソウ

区の人口
212,574人（前月比80人減）

区の世帯数
81,388世帯（前月比47世帯増）
※28年6月1日現在

7月31日（日）まで投票

ここから です（→12ページまで）都 筑 区 版 都筑区版 5平成28（2016）年 7 月号



　平成27年9月の鬼怒川の堤防決壊があった関東・東北豪雨、平成28年4月の熊本地震などの災害が続
き、全国的に防災・減災に対する意識が高まっています。これから秋頃にかけては、台風や温暖化が原因と
思われるゲリラ豪雨などの大雨が発生しやすい時期です。このような異常気象に適応し、土砂災害から身
を守るためには日頃からの備えが大切です。

特 集

事前に備えよう
　大雨や台風などによる浸水や崖崩れから身を守るために､都筑区防災・生活マップや都筑区土砂
災害ハザードマップなどで｢自宅の位置｣と｢危険な場所｣を確認し､安全な場所への避難経路を考え
ておきましょう｡各種マップは区役所1階総合案内で配布しているほか､区役所ホームページでもご覧
いただけます。

大雨時はこまめな情報収集を
　大雨や台風などの災害時に必要な情報は、テレビ、ラジオ、気象庁や市・区役所
ホームページなどから入手することができます。自分に合った情報の入手方法を
選んで用意しておきましょう。

都筑区  危機管理 検索

気象庁 検索

●どのような情報を集めたらいいの？
確認しておきたい情報 どこから発表（発令）される？ 確認方法は？

◆気象警報、注意報 気象庁
●テレビ・ラジオ（ニュース、気象情
報、天気予報）

●インターネット（市・区役所、気象庁
ホームページ）など

◆土砂災害警戒情報 気象庁と神奈川県の共同発表

　降雨状況 気象庁など

　降雨予想 気象庁など

◆避難勧告、避難指示など 横浜市・都筑区役所 ●広報車など

□ 救急セット（包帯・絆創膏）
□ 常備薬（またはお薬手帳）
□ メガネ・コンタクトレンズなど

□ 預金通帳・現金
□ カード
□ 免許証・保険証・印鑑など

□ 傘・雨具　　□ 携帯ラジオ
□ 懐中電灯　 □ タオル
□ 紙おむつ　  □ ティッシュ
□ ビニール袋　□ マスク

□ 飲料水　　　  □ 非常食
□ 紙皿・紙コップ  □ 粉ミルク

□ ヘルメット
□ 厚底の運動靴
□ 衣類　　□ 軍手

土砂災害から
身を守るために

下のQRコードからも
アクセスできます

大雨のときは
要注意!!

非常時の持ち出し品を
用意しましょう
　災害が発生したとき、すぐに持ち出せるように、避難
時に必要なものをそろえて、まとめておきましょう。

救急・安全

水・飲料 日用品

貴重品

その他

　スマートフォンや携帯電話に気象警報･注意報を始めとする防災情報をいち早くEメールで配
信するサービスです｡災害時への備えとして､ぜひご登録ください！
　次のアドレスにメールを送信すると案内メールが届きます｡案内メールの手順に従い登録し
てください｡

 entry-yokohama@bousai-mail.jp  

都
筑
区
防
災・生
活
マ
ッ
プ

都筑区土砂災害
ハザードマップ
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横浜市防災情報Eメール登録しよう！

注意：災害時はインターネット上などに誤った情報が流れることがあります。出所が分からない情報に惑わされないよう
にしましょう。



バケツを
ひっくり

返したように
降る

●主な気象情報と発表基準（気象庁などから発表されます）　
気象庁や市・区役所から出される情報を確認しましょう▶▶▶

●避難勧告などの発令（市・区役所が発令します）

都筑区では平成28年2～3月に区内の土砂災害警戒区域内の崖地の現地調査を実施し、
5か所の崖地周辺を「土砂災害警戒情報」の発表とともに避難勧告を発令する即時勧告対象区域としました。

対象区域にお住いの皆さんに対し、「土砂災害警戒情報」の発表とともに避難勧告を発令します。

上記の対象区域以外でも、神奈川県が指定する「土砂災害警戒区域」（「横浜市土砂災害ハザードマップ」参照）に指定されている区域は、
大雨や台風時に土砂災害が発生する危険性があるので、早めの避難行動をお願いします。

「土砂災害警戒情報」の発表とともに避難勧告を発令する5か所の対象区域は、総務局危機管理室のホームページで公開しています。
　　 http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/doshasaigai-sonae.html#kankoku

避難は自らの判断で
　大雨や集中豪雨の際の避難は､自らの判断で行うことが大切です｡
避難勧告が出されていなくても､危険が迫る前に早めに避難を開始してください。

横浜市 土砂災害への備え 検索

大雨注意報 大雨警報 土砂災害警戒情報

１時間雨量30mm
大雨により災害が起こる恐れがある

１時間雨量45mm
大雨により重大な災害が起こる恐れがある

土壌雨量指数の上昇
大雨による土砂災害発生の危険性が

さらに高まったとき

庶務係　 948-2212  948-2208

　浸水や土砂災害か
ら身を守るため、堅
固な建物の2階以上
や高い建物へ避難し
ましょう。

　小中学校など最
寄りの避難所へ避
難しましょう。（開
設されている避難
所を事前に確認し
てください。）

●安全な場所へ避難するためには
公設の避難所へ水平避難堅固な建物の2階また

は近隣の高い建物へ垂直避難

避難準備情報
（避難行動要支援者避難情報）

避難勧告

避難指示

避難に時間を要する人（お年寄り、子ども、障害のある人、
病気の人など）は、避難を開始してください。

まだ避難していない人は、ただちに避難を開始して
ください。

安全な場所へ避難を開始してください。

避難情報 皆さんの行動

傘を
差していても
ぬれる

一面に
水たまりが
できる

道路が
川のように
なる 小石が

パラパラ
落ちて
くる 斜面から

わき水が
出てくる

　夜間や危険が差し
迫っている場合など、
屋外へ避難するとか
えって危険な場合は屋
内の安全な場所（がけ
の反対側の高い位置）
へ避難しましょう。

屋内退避 屋内の安全な場所へ

「土砂災害警戒情報」の発表とともに避難勧告を一斉に発令する
対象区域（即時勧告対象区域）の更新について（お知らせ）
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区民まつり全般・PRコーナー・フリーマーケット関係　
　地域振興課 区民まつり担当
　 948-2231　 948-2239　 tz-chishin@city.yokohama.jp
　◆ステージ関係詳細…都筑クラブ　山田美千子　 080-3270-4649　
　◆ステージの抽選方法、音響設備、協賛など、詳細はホームページで

メイドインつづき企業紹介展

区内企業の紹介、東京都市大学とコ
ラボレーションした企業紹介ポスタ
ーの展示を行います。
7月7日（木）17時～13日（水）12時
区総合庁舎1階区民ホール／
企画調整係
948-2226　 948-2399

みんなで防ごう食中毒！
食中毒予防キャンペーン

食中毒予防パネル展示、大道芸、和太
鼓の演奏、うちわ配付、食品衛生アン
ケート（粗品贈呈）
７月27日（水）14時30分～15時30分
モザイクモール港北／
食品衛生係　
948-2356　 948-2354

「道路ふれあい月間」記念イベント
道の上で暑さを吹き飛ばせ！

身近な道路を安全にきれいに使うた
めに、道路の役割や意味をみんなで
考える夏休みの催しです。
内容：パネル展示、打ち水、水鉄砲
で遊ぼう、スター☆ジャンショー、 
かき氷無料配布（先着200食）ほか
8月10日（水）15時～16時※雨天中止
センター南駅広場／
都筑土木事務所　
942-0606　 942-0809

里親制度説明会のお知らせ

児童相談所では、親元で育つことの
できない子どもを温かい愛情をもっ
て育ててくださる里親家庭（特に短
期預かり）を求めています。先輩里親
さんのお話もあります。
8月10日（水）14時～16時
港北区役所予防接種室
健康で子育てが可能な年齢の人
事前に北部児童相談所里親担当へ
（948-2441）

日本脳炎の予防接種は
お済みですか？

日本脳炎は4回接種の制度です。
１期（3回）：3歳からの接種がおすす
めで、7歳６か月未満は無料。
２期（1回）：9歳～13歳未満は無料。
※生年月日が平成8年4月2日から平
成19年4月1日で20歳未満の人は4回

とも無料。
詳しくは横浜市ワクチン相談窓口（
671-4183）か

電気の見える化！ 電力使用量
測定器を貸し出します

測定器をコンセントと家電
機器のプラグの間につなぐ
と、電気料金、使用電力量な
どを簡単に計測できます。
貸出:１世帯につき１台・１週間まで
区内在住で、使用後に簡単なアン

ケートにご協力いただける人
事前に企画調整係へ （948-2227）

都筑水再生センター＆
地下鉄川和車両基地見学会

8月5日（金）10時～15時（9時50分
集合）
行程：地下鉄中山駅改札前9時50分
集合、川和車両基地解散。※行程は貸
切バスで移動。昼食持参。
市内在住・在勤・在学40人  ※小学

生は保護者同伴
7月15日から都筑水再生センター

へ （932-2321）

港北水再生センター＆
地下鉄川和車両基地見学会

8月26日（金）10時～15時頃
行程：港北水再生センター集合、新横
浜駅解散。※行程は貸切バスで移動。
昼食持参。
市内在住・在勤・在学100人
7月22日までに港北水再生セン

ター見学担当へ と参加人数、
参加者全員の を明記し （ks-ko
hoku@city.yokohama.jp）か
222-0037　港北区大倉山七丁目

40-1　 542-3031

区民活動センターから

区役所1階　 9時～17時
休館日：7月18日（祝）
948-2237　 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

◆ 広報紙「きっかけマガジン・つづき
縁ジン」を発行しています

毎号区内のサークル活動や地域活
動の情報をお伝えしています。何か
を始める、誰かとつながる、地域で輝
く・・・そのきっかけとなるマガジンを
目指しています。　
区役所や区内各施設などに配架して
いるほか、自治会町内会の回覧板で

もご覧いただけます。
発行予定：7月・10月、29年1月・4月

第17回都筑区チャリティー
ゴルフ大会　参加者募集

都筑区の地域福祉推進と、地域福祉保
健計画推進を目的とした大会です。
9月8日（木）7時頃プレー開始
富士OGMゴルフクラブ市原コー

ス（千葉県市原市）※都筑区内から送
迎バスあり。
区内在住で大会の趣旨に賛同いた

だける人
参加費10000円、プレー費16000円

※バス利用希望者は4000円（予定）
参加費を持参し、7月31日までに都

筑区社会福祉協議会 へ 
※プレー費、バス利用費は当日支払い
943-4058　 943-1863

第22回都筑区民まつり　
出演・出店者募集

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

7月15日（金）～20日（水） 書道研究会「小窓会」書道作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
7月21日（木）～27日（水） 活動写真展「自然の中で子どもが育つ　地域の中で子どもが育つ」 予算調整係 948-2213 948-2208
8月 1 日（月）～ 3日（水） 中川中学校写真部　写真展 予算調整係 948-2213 948-2208
8月 4 日（木）～ 9日（火） 原爆パネル展 予算調整係 948-2213 948-2208

都筑区　予防接種 検索

【申込時の注意事項】
●同一人（団体）の複数申込は無効です
●必要な機材などは、出演・出店者でご用意ください
●参加者用の駐車場はありません　

対　象  8月7日（日）午前開催予定の抽選会・説明会に参加できる次のいずれかの
要件を満たす団体

①出演団体の主な活動拠点が都筑区にある
②出演者のうち、過半数が都筑区在住のメンバーである
③都筑区で開催されるイベント等で協力する等、都筑区に貢献してきた実績がある

対　象 区内の団体、企業など
会　場 センター南駅・センター北駅周辺、みなきたウォークの一部
出店内容 活動PR、物販ほか
出店料 1テントにつき30000円　コンセント使用1口につき＋2000円
※雨天などにより中止となった場合でも返金できません。ご了承ください。
※応募多数の場合は抽選を行います。 ※国際ブースを設けます。詳細は区役所ホー
　ムページをご覧ください。

対　象 区内在住者、区内の団体・企業（販売業者の出店はできません）
会　場 みなきたウォークの一部　 募集区画 80区画（予定）／

11月3日（祝）
10時～15時

開催
日時 （小雨決行）

募集要項

◆ステージ◆

◆PRコーナー◆

◆フリーマーケット◆

　このほか、出演・出店にあたって注意事項があります。必ず区役所ホームページ
をご確認の上、お申し込みください。

①「センター南」ステージ　
会　場 センター南駅前すきっぷ広場　 大きさ 15m×6m　 募集数 7組（予定）

②「センター北」ステージ
会　場 センター北駅前噴水広場　 大きさ 8m×7m　 募集数 15組（予定）

③「みなきた」ステージ
会　場 みなきたウォーク内スペース  大きさ 10ｍ×4.5ｍ  募集数 15組（予定）

都筑区　区民まつり 検索

広報よこはま都筑区版平成28年6月号の訂正について
別刷り2面の記載に誤りがありましたので、訂正します。
③通学路等改良促進事業
「区内では新規で3か所の事業に
着手します。」

「区内では3か所で事業を実施し
ています。」誤 正

ホームページでは訂正版をご覧いただけます。都筑区　広報 検索

【申込方法】
●ステージ・PRコーナー…区役所ホームページからお申し込みください。
　 申込期限 ステージ：7月22日必着／PRコーナー：7月29日必着

●フリーマーケット…8月22日（月）から申込用紙の配付と受付を開始します。
　 開始日時 8月22日（月）9時30分～
　 場　所 区役所5階第1会議室  ※23日以降は地域振興係（5階52番窓口）
　 出店料 2000円  ※申込時に持参ください。
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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



区民活動係　 948-2238  948-2239

区民活動係スポーツ担当　 948-2235  948-2239
tz-sports@city.yokohama.jp

　平成29年1月21日～2月5日に開催される「第21回都筑区民文化祭」のポスタ
ーデザイン画を募集します。採用者には記念品を贈呈します。採用作品は、ポス
ターやパンフレットなどに編集し、区内各所に掲示します。
作品規定 ①B4サイズのカラー未発表作品（PC作成可）
 ②ポスターの中に文字を入れないこと
  ※文字デザイン・レイアウトは別に行います。
対　象 区内在住・在勤・在学、または都筑区を拠点として活動している個人
申込み  9月2日（必着）までに作品裏面に必要事項と返却希望の有無、学生・生徒

の場合は学校名と学年を明記し、区民活動係へ郵送または持参　

　都筑区出身のオリンピック競泳競技メダリスト中村礼子さ
んを講師に迎え、夢や希望について考える講演会を開催し
ます。東京2020オリンピック・パラリンピックを控え、世界を
知るアスリートから貴重なお話しを聞けるチャンスです！
日　時 8月2日（火）13時30分～15時（13時開場）
会　場 都筑公会堂／
定　員 500人
　詳細は、区役所、区内各駅などで配布するチラシや、区役
所ホームページをご覧ください。★区役所1階区民ホール
で、スポーツ世界記録体験コーナーを同時開催！

都筑図書館から

休館日：7月19日（火）
948-2424　 948-2432

● 森の中のプレイパークイベント
　「封印されし森のパズルを解き明かせ」
７月26日（火）9時30分～12時30分
区役所６階大会議室、都筑中央公園
市内在住小学４～６年生、20人
7月12日から か

● 図書館たんけんたい
　おしごとたいけんもあるよ!
7月28日（木）9時40分～11時50分、

14時10分～16時20分、７月29日（金）９
時40分～11時50分  ※各回同一内容
区内在住の小学3～4年生、各回15人
７月14日から か

● 「知ろう!伝えよう!生きもののつな
がりキャンペーン2016」
　工作つき 生物多様性おはなし会
8月9日（火）10時30分～11時30分
小学生15人
7月21日から か

ママと赤ちゃんのための
健康講座

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
8月26日（金）・30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
7月26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

夏休みエコ施設親子見学会

貸切バスで環境活動に取り組んでい
る飲料メーカーの工場や市焼却工場
をバスで見学
8月24日（水）９時15分～16時（予定）
区総合庁舎1階中庭（集合・解散）
区内在住・在学の小学生以下の子と

保護者35人 ※昼食実費負担
7月19日8時から資源循環局都筑事

務所へ （941-7914）

夏休み親子でワクワク鶴見川
探検バスツアー

貸切バスで鶴見川源流保水の森の散
策、調節池・遊水地などの治水施設の見
学、鶴見川の生物調査体験

第21回 都筑区民文化祭 『スイッチ音
オン

 都筑の響』
ポスターデザイン画募集

都筑区オリンピックメダリスト講演会

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

7月22日、8月26日いずれも（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 ７月12日・26日・８月９日いずれも（火）１２時～１３時３０分受付
1歳6か月児 7月14日・28日・8月25日いずれも（木）12時～13時30分受付
3歳児 7月7日・21日・8月4日いずれも（木）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28年12月出産予定の人　
8月5日（金）・19日（金）・22日（月）・26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

7月11日（月）　乳幼児▶13時30分～14時30分
　　　　　　   妊産婦▶15時
7月19日（火）　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

8月3日（水）９時～15時30分（予定）
区内在住・在学の小学3年生以上の

子と保護者45人 ※昼食実費負担

鶴見川流域水協議会
044-967-6320
mizumasu.tsurumi@ajiko.co.jp

開催日 10月30日（日）
場　所 プレミアヨコハマ7階ホール（中川中央一丁目30－1）
対　象  区内在住・在学の人 ※応募者多数の場合は選考
申込み 9月9日必着。詳細は区役所で配布するチラシや区役所ホームページ
　　　 をご覧ください。

都筑区民文化祭（横浜音祭り2016パートナーイベント）
『つづきサウンドフェスティバル（仮称）』

出演者募集

都筑区民文化祭 検索

 同時
募集!!

参加
無料

中村礼子さん

ふれあって流域鶴見川 検索

軽音も吹奏楽もオールジャンルOK！
都筑区の若いパワーで音楽のあふれる街に！

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

7月14日・21日・28日、8月4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

7月12日（火）午前、8月9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

7月12日（火）午前、8月9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

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

7月8日（金）午前、8月12日（金）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

原則毎週火曜日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◆7/26（火）
941-8380  942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は7月11日から か
◆わんぱくホリデー親子木工教室
　「のぼり人形」
7月31日（日）10時～12時30分／市内在
住・在学の小学生と保護者 ※必ず2人
1組で。きょうだいの同伴不可／15組
（30人） ／1000円 ●
◆わんぱくホリデー
　「ちぎり絵にチャレンジしよう！」
和紙を使い、みみずくのちぎり絵を作
ります／7月27日（水）10時～12時／市
内在住、在学の小学生(保護者の同伴
可)／20人 ／800円 ●

休館日◆7/11（月）、8/8（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）
◆わくわく科学実験室
ソーラーカーを作ります／8月22日（月）
10時～11時30分／小学生30人  ※2
年生以下は保護者同伴／700円 ●  
◆家具職人から習う木工教室
「ペンスタンド」と「人形ベッドのティッ
シュ箱」の2種類から選んで作ります／
8月21日（日）13時～16時／小学生15人  
※低学年は保護者同伴／1000円 ●
◆そうめん流しに挑戦！
青竹を組み立ててそうめん流し／8月
7日（日）11時～14時 ※荒天中止／小
学生50人 ／300円 ●

休館日◆7/11（月）、8/8（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7月12日から
◆フレンチを楽しもう
8月31日（水）10時 ～12時30分 ／20人
／1500円 ●

◆新栄セミナー
英会話・音楽・美術／①仲町台地区セ
ンター：8月5日（金） ②県立新栄高等学
校：8月19日（金）いずれも9時30分～11
時30分／各15人   ●
◆親子で楽しむ太鼓リズム遊び（全3回）
9月2日・16日・30日の金曜15時30分～
17時／親子15組 ／2400円  ●
◆こどもまつり
室内プレイパーク、模擬店など／7月
23日（土）10時～14時／
◆大人のアートI「版画」(全２回)
9月3日・17日いずれも土曜10時～11時
30分／16人 ／1500円（全回分）  ●
◆おもちゃの病院
おもちゃの対面修理／9月10日（土）10時
～14時／幼児と保護者18点   ●

休館日◆7/11（月）、8/8（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  ※未就学児は保護者同伴

◆おはなしだいすき！
8月24日（水）①2歳まで：10時30分～11
時 ②3歳～小学生：11時～11時30分／
各25人   ●  
◆おもしろ科学教室
8月23日（火）①小学1～3年生：10時～
11時30分 ②小学4～6年生：13時～14

時30分／24人 ／350円 ●
◆和の心に親しむ
9月3日、10月1日、11月5日、12月3日、1月
14日の土曜9時30分～11時30分／年長
児～小学生と保護者10組  ※小学生
のみの参加可／あれば浴衣持参 ●  
◆こどものアート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24人
／1000円（全回分） ●

休館日◆7/11（月）、7/25（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は7月12日から か
◆お月見ライブ「癒しの古典民族楽器
　ハンマーダルシマーコンサート」
犬神家の一族「愛のバラード」ほか。ウェ
ルカムドリンク付き／9月11日（日）17時
30分開演／5歳児以上100人  ※4歳
以下入場不可／1000円 ※チケット事
前販売（当日券無し） ●
◆手打ちそばを食べよう
7月16日（土）12時集合／50人 ／1人
前500円 ●
◆いろり端おはなし会
親子連れ歓迎 ※協力：かたらんらん／
7月18日（祝）11時～11時30分／

休館日◆7/7（木）、7/21（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

※説明のないものは雨天中止
◆影絵と朗読
横浜市立みなと総合高等学校の生徒
による演目:神奈川むかし話『おみき
とっくり』・横浜はじめて物語『ショー
トケーキ』／7月23日（土）18時30分～
20時 ※雨天時は24日（日）に順延／
◆手打ちそばを食べませんか
そば打ち教室の講師が打ったそばを食
べませんか／7月22日（金）11時30分か
ら／40食 ／1人前500円／
◆古民家市
新鮮野菜販売／7月2日（土）・16日（土） 
10時頃から ※なくなり次第終了／
◆犬のしつけ教室
7月9日（土）10時開始／犬を連れて参加
／太鼓橋竹林前集合／

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
◆森の素材にトールペイント
間伐した木でコースターや表札を作り
ます／7月24日（日）10時～12時／20
人 ／ばじょうじ谷戸休憩所集合／
500円 ●
◆夏休みの昆虫観察会
夏休み、公園は虫たちで溢れています
／①蝶、トンボ、セミ：7月31日（日）、8月
7日（日）9時～12時 ②カブトムシ、クワ
ガタムシ、セミの羽化：7月31日（日）18
時～21時／レストハウス集合／各30
人 ／300円 ●
◆七夕・ソーメン流し
竹でマイそばちょこ、マイ箸作りの体
験も／8月7日（日）11時～14時／80人
／レストハウス集合／300円 ●  

・ 944-0730
〒224-0052  二の丸14

都田公園

◆昆虫観察会
セミの抜け殻から種類を当てるクイ
ズも／8月5日（金）10時～12時 ※雨天
中止／5歳～小学生15人
7月30日までに か

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

◆里山保全
里山で草刈り、木の伐採などの作業を
します／7月16日（土）・24日（日）10時～
12時／持ち物は問合せを／

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
◆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／月2000円 ●
◆夢スタの盆踊り
7月23日（土）①二胡・津軽三味線演奏
など：16時～ ②盆踊り：18時～20時／
先着300人にうちわプレゼント

休館日◆7/19（火）
・ 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」
おはなし会／7月14日（木）10時30分～
11時／未就学児と保護者／
◆かざぐるまをつくろう！
7月28日（木）～30日（土）10時30分～
11時30分／幼児・小中学生各日30人
 ※未就学児は保護者同伴／

休館日◆7/19（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）

◆平成28年度  多文化共生セミナー
第一部：講演「外国につながる子ども
たちの進路を考える～子どものため
に、どういう高校を選択するか～」 講
師 高橋 清樹氏、第二部：パネルディス
カッション／8月17日（水）14時～16時
／60人
7月11日から か か を明記

し か
http://tsuzuki-myplaza.net/

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

◆夏休み将棋教室
ルールをおぼえて対戦しよう／7月30
日（土）・31日（日）10時～12時／15人
7月11日から か

◆夏休みこども染めもの教室（全2回）
1日目：バッグ、2日目：うちわを作ろう
／7月27日（水）・28日（木）10時～12時
／10人 ／1500円（2日分）※1日の申
込可（800円）
7月11日から か か を明記

し

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7月1日から か
※いずれも幼児は保護者同伴

◆こどものアート・和紙でうちわ作り
幼児親子・小学生向けアート教室／7月25
日（月）13時～15時／20人 ／500円 ●
◆おやつ作り講習会
クラッカーパーティーとプチ・チーズク
リームパフェを作りましょう／7月29日
(金）10時30分～12時頃／幼児と保護
者10組、小学生10人 ／300円 ●
◆竹細工教室
竹でカブトムシや水鉄砲などを作って
遊びます／7月30日(土)9時30分～11
時30分／20人 ／100円 ●

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

◆風力発電機を作ろう
7月29日（金）10時～11時30分／小学生
20人  ※1・2年生は保護者同伴／500円
7月27日までに 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7月11日から か
◆パネルシアターを作ろう
君の作品でおはなし作り／7月25日
（月）13時30分～15時30分／小学生15
人 ／100円 ●
◆夏休み草木染め教室
絞りの技法で模様を入れたオリジナル
バッグ作り／8月12日（金）10時～12時
／15人 ／1500円 ●
◆科学教室
　「液体窒素実験・アイスクリーム作り」
8月8日（月）13時30分～15時30分／
小学生25人 ／600円 ●

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

◆夏休み子ども科学教室
①手作りカメラ：7月25日（月） ②段
ボール箱で空気砲：8月4日（木）いず
れも10時～11時30分／各20人  
※小学2年生以下は保護者同伴／各
500円／持ち物は問合せを
7月11日から か か、 と何で

このイベントを知ったかを明記し

休館日◆火・金曜
・ 591-7240

〒224-0023  東山田二丁目9-1
ch-higashiyamata@tsuzuki-koryu.org

東山田中学校コミュニティハウス

◆人形劇「ネズミの嫁入り」
「でんでんむし」による公演ほか手遊
び、パネルシアター／8月27日（土）10
時30分～11時／50人
7月11日から か か を明記

し

943-5951  943-5961
〒224-0062  葛が谷16-3

葛が谷地域ケアプラザ

◆介護予防体操ボランティア育成講座
　「たいそうの先生★になる講座」
8月23日・30日、9月6日の火曜13時30
分～15時30分／10人程度
7月31日までに か

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

新栄地域ケアプラザ

◆つくしんぼサロン
出入り自由。お弁当・持ち物持ち込み
可／毎月第1金曜10時～14時／0～1
歳児と保護者／

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

中川地域ケアプラザ

◆ヒップホップダンスを踊っちゃおう！
夏休み、みんなと楽しいひとときを／
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都筑プール

横浜国際プール

問合せ先、交通機関 プールの種類 　　　  料金／１回
☎592-0453
北山田七丁目3-1
北山田駅徒歩5分

●メインプール（50ｍ）
●サブプール（25ｍ×2）

大人：2時間700円
子ども（中学生以下）：
　　　　　2時間350円

＊未就学児とメインプールは身長140センチメートル未満
の児童に、サブプールは身長120センチメートル未満の児
童に、保護者（16歳以上）の同伴が必要です。
＊18時以降の小中学生の利用には、保護者（16歳以上）の
送迎が必要です。　
＊教室・コース貸切による利用制限、大会などでご利用い
ただけない場合がありますので、事前にご確認ください。

8月3日（水）10時～12時／障害のある
小学4年生～中学生12人 ／100円
7月11日10時から 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

◆レッツゴー！遺跡公園・都筑民家園
流しそうめんやゲームを楽しもう！／
7月30日（土）9時30分～13時30分／障
害のある高校生・成人10人 ／800円
7月16日までに

◆おはなし会
夏の歌や手遊びも／7月28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
http://www.popola.org/

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」
専門相談員（言語聴覚士）と、小グルー
プでじっくりお話してみませんか／
8月5日（金）10時30分～11時45分／
0～1歳児の保護者6組  ●
◆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／8月13日（土）・24日（水）10
時30分～11時30分／入会希望者、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ママと
話そう！／7月16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 ●
◆ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障がいのある

6 バスケットボールクリニック／小学
生対象／9時15分～／50人 ／600円
7 土曜エンジョイ個サル／21時～／
50人 ／600円
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◆7/25（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

◆あざみ野こどもぎゃらりぃ 2016
出品作家：川村亘平斎、後藤楯比古／
7月29日（金）～8月7日（日）10時～17時 

子と家族のポポラ体験／7月16日（土）
10時～16時／未就学児と家族／
◆公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎／7月28日（木）10時
30分～12時 ※雨天時は8月4日（木）、
／ききょう公園（中川五丁目10）／

休館日◆7/25（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

◆スポーツ医事相談（整形外科）
横浜スポーツ医会の医師が相談を受
け、スポーツ活動の不安を解消します
／8月27日（土）15時～17時／6人 　
※1人20分程度　
7月26日～8月25日に 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、タオルを持参／詳しくは で
全て開始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／
▶火曜日（7月12日・19日・26日、8月2日・9日）
1ボディバランス／11時～／15人
▶土曜日（7月16日・23日・30日、8月6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（7月12日・19日・26日、8月2日・9日）
3 バスケットボールタイム／19時15
分～／50人 ／600円
4 バレーボールタイム／19時15分～
／24人 ／500円
▶金曜日（7月8日・15日・22日・29日、8月5日）
5 金曜エンジョイ個サル／21時～／
50人 ／600円
▶土曜日（7月16日・23日・30日、8月6日）

※最終日は18時30分まで／展示室1･2
階／
◆Welcome！ロビーコンサート
どれみふぁ工房／7月24日（日）12時～
12時40分／
◆あざみ野アートワゴン「木馬工房」
木工のおもちゃ、ガラスアクセサリーなど
を販売／8月3日（水）10時～16時頃／

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

男女共同参画センター横浜北

◆ママのためのジャズダンス
7月11日、8月1日・8日の月曜10時～11時
／各日20人 ／各日820円（保険料含
む）／託児あり（予約制、有料）／

営業期間 夏季のみ営業（7月9日（土）～9月4日（日））
9時～18時（山崎公園子ども用プールは
16時まで） ※水浴は10分前まで。

営業期間 夏季（7月20日（水）～8月31日（水）無休）：9時～20時（日
曜日は17時まで）、通年：10時～20時（日曜日は17時まで）、
年末年始・毎月最終火曜（祝日の場合は翌日）は休館。

営業期間 平日：9時30分～22時30分、土日祝：7時30分～21
時30分、施設点検日、休館日（年8回程度）、年末年始休館。

◆夏季特別教室
7月13日から夏季特別教室
の追加募集を行います。
対象の教室は をご覧いた
だくか、 でお問い合わせく
ださい。プール教室は7月1
日から募集開始します。

施設名、問合せ先、交通機関 プールの種類 　　　  料金
茅ケ崎公園プール
☎941-2802（営業期間中）
茅ケ崎南一丁目4
向原バス停下車または仲町台駅徒歩15分

●円形プール
●幼児用
　プール

●大人：1時間200円
●子ども（小学生以下）：
　1時間100円

山崎公園プール
☎912-6011（営業期間中）
中川四丁目19　中川駅徒歩7分

●25ｍプール
●子ども用
　プール

●25ｍプール：1時間100円
●子ども用プール：
　1時間60円

◯円形プール・25ｍプール：小学2年生以上。小学1年生以下の児童は、水着着用の保護
者（18歳以上）1人につき1人の利用ができます。
○幼児用プール・子ども用プール：小学1年生以下。幼児は、水着着用の保護者（18歳以
上）1人につき2人利用できます。

問合せ先、交通機関 プールの種類 　　　　　料金／１回
☎941-8385  葛が谷2-2
都筑ふれあいの丘駅
徒歩2分

●25ｍプール
●児童プール
●幼児プール

大人：400円、子ども（3歳～中学生）：100円
※65歳以上（市内在住で、「濱ともカード」や
免許証・保険証の提示がある場合）：200円

＊未就学児は保護者（16歳以上）1人につき3人まで利用できます。
＊浮き輪などの遊具の使用については、施設へお問い合わせください。
＊お得な回数券もご利用ください。

水着・水泳帽子の着用やオムツの取れてい
ない子どもの入場などについては各施設
により取扱いが異なりますので、各施設へ
お問い合わせください。

●お絵かきアニマルズ
　この草原は、みんなの描いた動物が集ま
る広場です！紙に自由に描いた動物の絵
が、目の前の巨大な草原で動き出します。
日  程 7月23日（土）～8月15日（月）
12時～16時30分
※ナイトズーラシア開催時は12時～20時30分
　受付は開催時間の各30分前まで
会  場 ころこロッジ
料  金 前売り券あり。詳しくは で

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

ズーラシアで楽しもう！

本券1枚につき最大4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4名様まで有効
有効期限：平成28年7月31日（日）まで

期間中
無休

夏季
無休

7・8月
無休

対  

象

区内の市営公園プール
〈茅ケ崎・山崎〉

●クールビZoo
　夏の暑さ対策として、インドゾウのスプラッ
シュタイムやドライミストを設置します。
〈インドゾウのスプラッシュタイム〉
7月1日（金）～8月31日（水）11時から

7月5日・12日・19日・
26日いずれも火曜

休
園
日

動物に触ると、
びっくりして

いろんな動きをするよ！ 
プロジェクションアートに
よる新企画です。

＊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
●子どもたちの活動写真展
自然の中で過ごす日々の活動を紹介
／7月21日（木）13時～27日（水）12時／
区総合庁舎1階区民ホール／
ＮＰＯ法人もあなキッズ自然楽校
342-8389　 511-8222

●フットサルクラブⅡ（全10回）
9月8日～11月24日（各木曜） ※祝日を

除く、15時15分～16時／20人
・ 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

講演・講座
●都筑野菜で夏休みの親子ランチ講座

旬の野菜のお話と調理実習を行いま
す／8月4日（木）11時～13時／シェア
リーカフェ（中川一丁目4-1）／区内在
住の親子15組（原則1組3人まで） ／
中学生以上1500円、小学生以下500円
都筑農業ボランティアの会
http://enonom.web.fc2.com

●東山田中学校区
　学校支援ボランティア講座
講師：昭和女子大学教授　興

コウロキ
梠 寛／7

月30日（土）13時～16時／東山田中学
校コミュニティハウス／500円
事前に東山田中学校区学校支援地

域本部へ か を明記し か
／ ・ 591-7240・ higashiyamata- 
p@tsuzuki-koryu.org

募  集
●子ども大好きな人！募集中！
放課後児童クラブでの集団生活支援
／13時～19時 ※学校長期休暇など8
時～19時（時間は要相談）／時給960円
ちがさきちびっこくらぶ
943-1545

●TSB（ミニバスケットチーム）
　会員募集！
初心者も大歓迎！楽しく、一生懸命バ
スケをします／日曜：午前か午後、火・
金曜：17時～18時45分／都筑小学校
体育館／小学1～6年生（特に小学5年
男女大募集）／1か月800円

http://tsbbasket.jimdo.com/

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。

徳生公園 ふじやとのみち

神無公園

ゴール
スタート

歴
博
通
り

中
原
街
道

寅
卯

辰

巳

午
未

申 酉

戌
北山田駅

亥
山田神社

清林寺

昔の
尾根みち

龍福寺

古梅地蔵堂
十二支の石

子丑 大善寺

【都筑区水と緑の散策マップ】次の2か所でお求めいただけます。
区総合庁舎1階売店、市庁舎1階刊行物サービスコーナー 
200円（税込）

※刊行物サービスコーナーでは郵送による購入ができます。
※都筑区ホームページからは無料でダウンロードできます。

　7月は、伝統行事「虫送り」の起点となる
山田神社を通るDコースを紹介します。
　「虫送り」とは、7月の土用入りした最初
の土曜日の夕方に行われる伝統行事で、
現在でも南山田町内会（虫送り行事保存
会）によって行われています。市の無形文
化財に指定されているこの行事は、もと

水と緑の散策マップ 統合板 検索

都筑区
第3回

コース紹介コース紹介

虫送り

F
フラワー

LOWER G
ギフト

IFT S
ショップ

HOP Y
ユウ

UU（えだきん商店会）からのラブレター

　フラワーアレンジがお勧めです。お一人での
お申し

込み、ご参加の場合は、教室を通して他の参加者
様とコ

ミュニケーションがとれ、新しい出会いがあ
ります。

「アレンジメントが作れるようになる」　　　
　　　　

「季節の花を感じられる」とよいことばか　　

りです。ぜひ、お気軽に遊びに来てください。　
　　　

地域振興係 948-2231  948-2239

十二支の石探しと社寺をめぐるコース

もとは稲を食い荒らす害虫を村の外に
追放して、豊作を祈る行事でした。
　今年は、7月23日（土）に開催されます。

店長 宮原勇貴さん
趣味は“釣り”です

◆生花、花鉢、苗、プリザーブドフラワーの販売
◆アクセス：都筑ふれあいの丘駅、センター南駅から徒歩12分
◆住所：荏田南五丁目8-1 一友ビル103  507-5717　◆定休日：第3水曜日

♥ラブレター掲載店舗を巡ると抽選でプレゼントが当たります！
【7～8月に受け付けたはがきのプレゼント】
①横浜F・マリノスグッズ×5人
　選手直筆サイン入りTシャツやオリジナル扇子、試合チケットなど
②商店街からの特別ギフト×80人
　（お菓子の詰め合わせ、
　サービス引換券など）

詳しくは▶

　都筑区と駐日ボツワナ共和国大使館は、平
成20年のTICAD IVの横浜開催を契機に、区内
小学校での国際理解教室や交流児童画展など
を通じて関係を深めてきました。
　平成28年は、ボツワナ共和国の独立および
日本との外交関係樹立50周年を迎えます。
　それを受け5月23日に、駐日ボツワナ共和国
ジェーコブ・ディッキー・ンカテ特命全権大使が都筑区役所に来庁し、50周年
記念行事の連携実施や、市民の交流と相互理解促進を一層進めることについ
て、共同発表を行いました。 区民活動係　 948-2236　 948-2239

横浜 F.マリノスⒸY.F.M

都筑区と駐日ボツワナ共和国大使館が共同発表！横浜FCホームゲームに都筑区民を限定ご招待！
北海道コンサドーレ札幌戦にご招待
8月11日（祝）18時キックオフ（開場16時）
ニッパツ三ツ沢球技場　 都筑区民
7月1日以降、 ku16@m.msgs.jp（右のQR

コードで読み取れます。）に空メールを送信し、
返信メールに記載のURLより事前申込手続きをしてください。
手続き完了後に送られてくる「事前申込完了メール」の画面（印
刷したものでも可）と、区内在住を証明できるものを当日持参し
てください。 横浜FC 372-5212　後援：横浜市市民局
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