
●スタンプラリーに参加してプレゼントをもらっちゃおう！（先着200人）
●食育ミニ講座＜黄・赤・緑＞バランス良く食べよう！
　〜ニコちゃんと一緒に食の楽しさを学びましょう〜
●体験コーナー
　・歯みがきレッスン・豆つまみゲーム・のぞいてみよう！菌の世界
　・エコクッキングってなんだろう？
他にも、楽しいゲームやクイズが盛りだくさん。 詳しくは

協賛企業・団体一覧
㈱伊藤園、神奈川県農業技術センター横浜川崎地区事務所、神奈川東部ヤクルト販売㈱、㈱ク
リエイト エス・ディー、JA横浜、生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ、生活協同組合
ユーコープ、生活クラブ生活協同組合 センター南デポー、都筑区公立中学校・小学校、都筑区
歯科医師会、都筑区食生活等改善推進員会（ヘルスメイト）、都筑区幼稚園・保育施設、都筑図書
館、東京ガス㈱横浜支店（五十音順）

平成27年度食育フェアの様子

　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。

イベント内容

　食生活等改善推進員（愛称：ヘルスメイト）
は、食を中心に健康づくりを広めるボラン
ティア団体です。ピンクのエプロンが目印な
ので、見かけたら声をかけてくださいね！

6月7日（火）～13日（月）
区総合庁舎１階区民ホール／予約不要

　 区内保育施設・幼稚園、小学校、中学校の取組みの様子や
食や歯にかかわるさまざまな情報を展示します。

健康づくり係　 948-2350  948-2354

「おやこで楽しむおいしいおはなしの会」開催
　食べることが楽しくなるような絵本の読み聞かせです。

そして実際におはなしに出てきたものを使った
お料理を食べてみましょう。

6月24日（金）14時～14時45分（13時45分受付開始）
区役所1階健診室

区内在住・在園の3歳～就学前の子と保護者先着20組
6月13日から健康づくり係  948-2350

地域で
活躍中！

豆つまみゲーム

歯みがきレッスン

6月11日
◆入場無料・参加自由　当日直接会場へお越しください。
◆9時30分から都筑野菜朝市も開催（売り切れ次第終了）

広 げ よ う ！ 食 育 の 輪

6月は食育月間。

「噛むこと」と「食べること」

家族で楽しもう！

おすすめ料理の試食もあります！

（11時30分～先着200食）

都筑区総合庁舎1階 区民ホール
10時30分～13時土

　食べ物が出てくるおはなしを楽しもう！
①10時～ ②11時～
3歳～小学生（保護者同伴可）
区役所1階 一般相談室／予約不要

平成28年
（2016年）
No.224

都筑区役所

6月の土曜開庁日：11日・25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

都筑区 食育フェア 検索

区の花
サクラソウ

区の人口
212,654人（前月比276人増）

区の世帯数
81,341世帯（前月比173世帯増）
※28年5月1日現在
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健康づくり係　 948-2350　 948-2354

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

　行楽のシーズンになりました。ハイキングやバーベキューに出かける予定を立てている人もいるでしょう。

でも、ちょっと待ってください。初夏を迎えたこれからの季節は、熱中症や食中毒が増えてきます。

「蚊」や「ハチ」も活発に動き出します。夏に多いトラブルに注意して、夏を快適に、そして安全に過ごしましょう。

　熱中症は暑くなり
　はじめから注意を
　右のグラフは平成27年5月の
熱中症による救急搬送状況を表
しています。5月の下旬、最高気
温が28度を超えた頃から搬送
件数が一挙に増加しています。

　蚊は、デング熱、ジカ熱、ウエストナイル熱、日本脳炎などさまざまな感染症を媒介し
ます。蚊が媒介する感染症の多くは海外で発生しているので、海外に渡航するときは、そ
れらの感染症にかからないための対策が必要です。
　また、国内ではそれらの感染症を広げないために、普段から蚊に刺されない、蚊を増や
さない対策を行いましょう。特にデング熱やジカ熱を媒介するヒトスジシマカは、活動
範囲が狭い（半径100～150メートル程度）とされています。
　身の周りにある蚊の発生源を減らし、蚊を増やさない環境づくりをしましょう。

　どうして熱中症になるの？
　熱中症の症状は？
　暑さや熱により体内の水分・塩分が失わ
れたり、体温が上昇することにより起こり
ます。
　軽度では、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗
が止まらないなどの症状が、重度になると
頭痛、吐き気、全身の倦怠感、失神、けいれ
んなどの症状が出ます。

熱中症から身を守る

蚊に気をつけて！ 刺されない・増やさないために　

写真提供：国立感染症研究所 

出典：横浜市消防局ホームページ
熱中症情報

　熱中症を防ぐために自分でできること

●小まめな水分補給…のどが渇く前に、
　少しずつ何度も水分を摂る

●室内では…風通しを良くする、
　28度を超えたら我慢せず冷房を
　点ける

●屋外では…日差しを避ける、
　日傘、帽子を使用する　

自分でできること

蚊を発生させない 蚊に刺されない 海外に渡航するときは

　　　高齢者と子どもは特に注意しましょう

●重症者の3分の2は70歳以上の高齢者です
　高齢になると、温度感覚が弱くなるため、室内で重症化するケースが増えます。

　感覚に頼らず、温度計を設置し、小まめに温度調節をしましょう。

●子どもは高温にさらされています
　地面からの照り返しで、大人以上に高温にさらされています。

　体やベビーカーが熱くなっていないか触って確認しましょう。

　また、直射日光を避けたり、小まめに水分を補給したり、

　様子がおかしくなっていないか、大人が気を付けてあげましょう。

！
特に
注意

ヒトスジシマカの特徴
●体長4～5mm
●黒色
●胸部背面に1本の縦線
　（＝「ヒトスジ」）
●肢（あし）や腹に白斑

❶肌の露出を避けましょう。

❷虫よけスプレーなどは、使用上の注意を
よく確認してから使用しましょう。 

❸蚊のいる雑草の茂った場所などは避けま
しょう。

❹網戸を設置して蚊を家に
　入れないようにしましょう。

❶渡航前に、渡航先の感染症の流行状況を
チェックしましょう。
　▶厚生労働省検疫所  FORTH
　  http://www.forth.go.jp

❷帰国時に具合が悪い場合は、空港や港の
検疫所にご相談ください。
　帰国後、しばらく経過してから具合が悪
くなったときは、事前に医療機関に連絡
の上、受診してください。

❶週に1度は、じょうろ、植木鉢の
皿などにたまった水をひっくり
返す。

❷家の敷地内に空き缶、
ペットボトル、古タイヤ
があれば、片付ける。

熱中症による救急搬送状況（平成27年5月）

搬送人数（人）最高気温（℃）
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食品衛生係　 948-2356　 948-2354

　毎年、7月から10月にかけて「庭にハチの巣ができた」という相談が多く寄せられ
ます。ハチは草木の害虫を食べてくれますが、身近な場所に巣ができると、ハチに刺
されてしまう危険性があります。区役所では、相談の受付や駆除業者の紹介などを
しています。
環境衛生係　 948-2358　 948-2354

　気温が高くなる夏場は、O157など細
菌による食中毒が増える時期です。
　食中毒予防の三原則を守って食中毒
を予防しましょう！

家の軒下にハチの巣が
できてしまいました。
どうすれば駆除
できますか？

●家の軒下や庭木にハチの巣ができていないか時々確認しましょう。
●ハイキングなどの野外活動時は、遊歩道以外の道には踏み込まないようにしましょう。
●ハチの種類、駆除方法、駆除業者については、区役所に問い合わせください。
　（スズメバチの場合は、危険ですので駆除業者による駆除をお勧めしています。）

夏の食中毒を予防しよう！

写真提供：横浜市健康福祉局生活衛生課スズメバチの巣 アシナガバチの巣

●食中毒の原因は？●

お困りごと

【連載/全12回】

最終回

1 2 3 4

自分で
できること

！
！

！

食中毒予防の三原則 ❶つけない ❷増やさない ❸やっつける
石けんを使ってしっかり
手洗いをして予防しましょう

食中毒菌が増えないように、
調理後はすぐに食べ、保存する場合は
冷蔵庫などで低温保存をしましょう

食品を十分に加熱して
菌をやっつけましょう

　お祭りで提供されたカレーを原因とするウェルシュ菌食中毒、

キュウリの浅漬けを原因とするO157食中毒などの事例があり、注

意が必要です。お祭りで食べ物を提供する場合は、食品の衛生的な

取扱いについて生活衛生課にご相談ください。

〈番外編〉

地域のお祭りで
食べ物を出す
時には……

家の軒下にハスの実のような
ハチの巣ができてしまって…

　  黄
おう

色
しょく

ブドウ球菌食中毒
原因  主に人の鼻や手指の傷口にいる菌が原因

▶主な原因食品
おにぎり、
サンドイッチなど

　　予防方法

●調理前に石けんでしっかり手を洗う
●調理用手袋やラップなどを使って調理をする

 　 ウェルシュ菌食中毒
原因 大量に調理・保存された食品で起こりやすい

▶主な原因食品
カレーなど

　　予防方法

●調理後は時間を置かずに食べる
●保存する場合は素早く冷やす
●再加熱する時は十分にかき混ぜて全体をしっ
　かり加熱する

　 O157やカンピロバクター
　  による食中毒
原因 主に食肉に付着している菌が原因

▶主な原因食品
加熱不十分な食肉や
生レバーなど

　　予防方法

●中心部までしっかり加熱する
　食中毒菌が中まで入りこんでいることがあるの
で、中心部までしっかり火を通しましょう。また、
生レバーや鶏のたたきなどは鮮度に関係なく
とても危険です。
●調理器具を使い分ける
　生のお肉に触れる包丁・まな板やトング・お箸は
専用とし、食べるときに使うトング・お箸などと
は使い分けましょう。

あっ、こんなところに
ハチの巣が！
どうしよう…

とにかく、
区役所に聞いて
みよう。

アシナガバチですね。
駆除業者の紹介や駆除器具
の無料貸出しをしています。

巣がなくなって
よかった。

夏になると巣が大きくなって駆
除が難しくなります。巣が小さい
うちに対処できるといいですね。

今後は家の周りを注意して
見るようにします。
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体験期間　7月26日（火）～8月19日（金）
区内の施設や団体・ボランティアグループで活動をしよう！

都筑区選挙管理委員会　 948-2215・2216  948-2209

つづきＭＹプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）　〒224-0003 中川中央一丁目25-1　ノースポート・モール5階　
914-7171  914-7172　 my-plaza@tsuzuki-koryu.org

区民活動センターから

区役所1階　 9時～17時
休館日：6月20日（月）
948-2237　 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

◆人材バンクをご存知ですか？
さまざまな知識や経験・特技・技能な
どを地域活動に役立てたい人が登録
しています。自治会、子ども会、老人
会、施設などへご依頼に応じたボラン
ティアやグループをご紹介します。
●ボランティアで知識や経験・特技・
技能などを生かしたい人へ
登録申請書に記入するだけで登録完
了です。グループや施設からの依頼
をご案内します。
●イベントや講座運営で人材バンク
を活用したい人へ
区民活動センターで登録者の「紹介シ
ート」をご覧ください。ご希望に沿っ
たボランティアやグループを紹介し
ています。

教科書展示会

横浜市立小・中学校、義務教育学校用
教科書の展示を行います。
6月11日（土）～25日（土）、火～金曜

10時～12時、13時～18時30分、土～
月曜10時～12時、13時～17時／
※6月20日・28日～30日は休館
都筑図書館
948-2424　 948-2432

食品衛生責任者講習会（予約制）

食品衛生責任者の皆さんに毎年度受
けていただく講習会です。
6月28日（火）、7月7日（木）14時30

分～16時（14時受付開始）　

※各回同一内容。いずれかの回に事
前に予約の上ご参加ください。
区役所6階大会議室／
区内食品衛生責任者50人
食品衛生責任者証、筆記用具
食品衛生係　
948-2356　 948-2354

横浜市健康診査のお知らせ
（無料）

市内在住の神奈川県後期高齢者医療
制度加入者は、年に1回、協力医療機関
で無料の健康診査が受けられます（特
別養護老人ホームに入所されている
人、生活習慣病ですでに治療を受けて
いる人は受診できません）。直接協力
医療機関にお申し込みください。
また、横浜市がん検診（肺・胃・乳・子宮・
大腸・PSA検査）も無料で受けられます。
健康診査の詳細や協力医療機関につ
いては、お問い合わせいただくか、ホ
ームページをご覧ください。
　
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

夏休み親子水源バスツアー

道志水源林取得100年
を記念し、横浜の水源を
知るバスツアーを実施
します。
内容：山梨県道志村での
水源かん養林見学、魚つ
かみ取り、カブトムシ採集など
8月3日（水）7時15分集合
センター南駅（雨天決行・荒天中止）
都筑区・港北区在住の子と保護者

45組
1人1000円（弁当代含む）
6月24日必着で、参加者全員の ・
を明記し

水道局サービス推進課
〒231-0023 横浜市中区山下町23　
日土地山下町ビル 633-0163

●期日前投票
　投票日に投票所に行けない人は、期日前投票制度をご利用ください。「投票のご案
内」が届いたら、ご自分の「投票のご案内」の裏面の「請求書兼宣誓書」（期日前投票の
際に必要）に必要事項をご記入の上、お持ちいただくとスムーズに受付ができます。
※区内の2か所で期日前投票ができます。期間・時間が異なりますのでご注意ください。

　この夏、区内のいろいろな活動から自分にぴったりのボラン
ティア活動を見つけて体験してみませんか。

期日前投票所 交通 投票期間（土日を含む）及び投票時間
都筑区役所
６階大会議室

（茅ケ崎中央32-1）
センター南駅
徒歩6分

公示日の翌日～投票日の前日
8時30分～20時

横浜農業協同組合
都筑中川支店

（中川中央一丁目26-6）
センター北駅
徒歩1分

投票日の8日前（土曜日）～投票日の前日
９時30分～20時

●不在者投票
　出張先・旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票ができます。また、身体
に重度の障害のある人や要介護5の人で「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、郵
便による不在者投票ができます。　都筑区　選挙 検索

今年の夏は参議院選挙
期日前投票、不在者投票のお知らせ

首都高速道路（株）神奈川建設局　調査・環境課　 070-2153-1759
 NEXCO東日本 お客様センター　 0570-024-024
 横浜市道路局 横浜環状北西線建設課　 671-3634

　詳しくはホームページをご覧ください。

高速横浜環状北線建設のため、第三京浜道路・
港北ICの出口位置が変わります

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

6月14日（火）10時～16時 石巻進化躍進応援バザール うんめえもん市 NPO法人ヒューマンフェローシップ 762-1435 751-9460
6月16日（木）～23日（木） 「水とみどり」公園愛護会・ハマロードサポーター合同パネル展 都筑土木事務所 942-0606 942-0809
6月24日（金）～30日（木） 美術教室オリーブ展＆キッズクオレアカデミー作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
6月28日（火）～30日（木） 絵手紙・ちぎり絵・折り紙などの展示と体験 予算調整係 948-2213 948-2208
7月 4日（月）～6日（水） ニチイホーム　合同展覧会 予算調整係 948-2213 948-2208
7月7日（木）～13日（水） メイドインつづき 企画調整係 948-2226 948-2399

この選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられます。

応募期間 6月11日(土)～７月12日(火)
 ※応募方法は、つづきＭＹプラザのホーム
　　　　ページをご覧ください。
対象 都筑区在住・在学・つづきＭＹプラザ
 を利用している中学生と高校生
主催  つづきＭＹプラザ（都筑多文化・青少年

交流プラザ）、都筑区社会福祉協議会、
都筑区青少年指導員連絡協議会

応募期間
6月11日（土）～７月6日（水）
※応募方法は、つづきＭＹプラ
ザのホームページをご覧く
ださい。

　中高生と一緒に地域の施設
などでボランティアを
体験しましょう。

きたせん 検索

変更日：6月5日（日）午前0時現況

玉川方面からの出口位置変更…今回の変更により、玉川方面（下り）からの
出口位置が変更になります。（ピンク色）
※今回の切替えで出口位置に関する変更は終了になります。

横浜市健康診査 検索

中高生のための
夏休みボランティア体験

オリエンテーション　7月22日（金）～25日（月）
ボランティアの心構えや活動の注意事項を知ろう！

『小学5・6年生向け
プレコース』
同時開催！

新しい自分との出会いや
発見ができるチャンス！

振り返り　8月20日（土）
活動で学んだことを次のステップにつなげよう！
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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



庶務係　 948-2212  948-2208  tz-bousai@city.yokohama.jp

都筑図書館から

休館日：6月20日（月）・28日（火）～30日（木）
948-2424　 948-2432

●くまさんのおはなし会（7月）
7月14日（木）①10時～10時25分 ②

10時45分～11時10分 ※各回同一内容
2・3歳児と保護者、各回10組 ※2歳

未満の子どもは入室不可
6月23日から か

●6月の定例おはなし会
6月15日（水）15時30分～16時／
一人でおはなしを聞ける子

●絵本をよんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊のみなさんが絵本
コーナーで読み聞かせ
6月18日(土)10時30分～12時／

おやこヘルスアップセミナー

①パクパクくらす：食と健康について
の体験講座です。ママやパパのための
骨密度測定やお手軽料理の試食も！ 
②体操クラス：親子で楽しく体操しま
す。ママやパパのための体内年齢測定

も！（妊娠中の方はご遠慮ください）
①7月1日(金) ②7月4日(月)※いずれ

も10時～11時30分（受付は9時45分～9
時55分）
区内在住の2歳～就学前の子と保

護者、各20組  ※保護者のみの参加可
６月14日から健康づくり係へ

（ 948-2350）

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
7月26日（火）・29日（金）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
6月28日10時から会場の東山田地域

ケアプラザへ（ 592-5975）
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

※総務課（区役所5階53番窓口）で配布しているほか、ホームページでも確認でき
ます。

土砂災害ハザードマップ 浸水ハザードマップ
土砂災害警戒区域などの概ねの位置を
示したもの

浸水区域や水深などのさまざまな情報
をまとめたもの

都筑区の危機管理 検索

大雨に備えましょう！
　6月から秋頃までは集中豪雨や台風により、河川の増水、低い土地の浸水や
土砂災害などが起こりやすくなります。土砂災害から身を守るため、日頃か
らテレビやインターネットなどで気象情報を確認し、安全な場所への避難経
路を考えておきましょう。

◆スマートフォン・携帯電話に防災情報が届きます
　市内の河川の水位情報や雨量情報などをいち早く
お知らせします。ぜひご登録ください。（登録無料）

右のQRコードからアクセスしてください

◆ハザードマップを確認しましょう
　警戒区域や日頃の備えについて事前に確認しておきましょう。

横浜市　防災情報Ｅメール 検索 か

健康づくり係 948-2350  948-2354

ヘルスメイトの

エネルギー◆113kcal
塩分◆1.3g　野菜量◆145g1人分

都筑野菜の
ミネストローネ

●材料（4人分）
玉ねぎ ...................................... 1/2コ
じゃがいも ...................................1コ
にんじん .................................. 1/2本
セロリ ...........................................1本
ピーマン .......................................1コ
ズッキーニ .............................. 1/2本
トマト ...........................................1コ
にんにくみじん切り ...........小さじ1
ベーコン ......................................40g
オリーブ油 ...........................大さじ1
コンソメ  ......................................2コ
水  ..........................................3カップ
ローリエ .......................................1枚
オレガノ .....................................少々
塩、こしょう ...............................適宜

あなたは食べて
いますか？

1日野菜350g！
スープにすると、
たくさんのお野菜を
食べることが
できます。

ワンポイント

アドバイス

こ
ど
も
た
ち
に
も
大
人
気

野
菜
た
っ
ぷ
り
ス
ー
プ

●作り方
❶ 野菜類はおおよそ1cmの角切り、
ベーコンも1cm幅に切る。
❷ 厚手の鍋にオリーブ油を熱し、に
んにくを炒め、香りが立ったらベ
ーコンを加えて軽く炒める。
❸ さらに、玉ねぎ、にんじん、セロ
リ、ピーマン、ズッキーニ、トマ
トの順に加え、炒める。じゃがい
もは水気を切り最後に入れる。
❹ 水3カップとコンソメ、ローリ
エ、オレガノを加え、アクを取り
ながらしばらく煮る。
❺ 野菜が柔らかくなったら塩、こ
しょうを加えて完成です。

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。

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

7月25日（月）午前→6月27日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

6月16日・23日・30日、7月7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。

食と生活の健康
相談
予約制

6月14日（火）、7月12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

6月14日（火）、7月12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

7月25日（月）午前→6月24日～7月13日に予約受付
（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

6月10日（金）午前、7月8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。

●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ています。検診・教室など

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

6月22日（水）、7月22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 6月14日・28日・7月12日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 6月16日・30日・7月14日いずれも（木）12時～13時30分受付
3歳児 6月9日・23日・7月7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11月出産予定の人　
7月1日・8日・15日・22日いずれも（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

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～

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
7月23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▶6月23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

6月 6日（月）　乳幼児▶9時30分～10時30分
　　　　　　   妊産婦▶9時10分
6月20日（月）　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
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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◆6/28（火）
941-8380  942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

◆わんぱくホリデー
　おもしろ科学たんけん工房 
　「磁石とコイルのふしぎ
　～ジャンプアニマルを作ろう～」
実験と工作を通して楽しく科学を学
びます／7月16日（土）13時30分～16時
30分／市内在住・在学の小学4年～中
学2年生32人 ／600円
7月2日までに （http：//www.tanken 

kobo.com/）か ・ ・学校名・保護
者名を明記し、おもしろ科学たんけん
工房 久保田へ （941-2362）
◆日々の暮らしに役立つ講座
　「包丁の研ぎ方」
本格的な砥

と

石
いし

を使っての包丁研ぎ／
7月2日（土）13時30分～15時30分／20
人
6月11日から か

休館日◆6/13（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）
◆かわいい動物パン作り
3個を持ち帰り、1個を試食できます／
7月10日（日）9時40分～12時30分／
小学3～6年生16人 ／800円●
◆中高生のための
　ヒップホップジャズ（全5回）
7月22日・29日、8月5日・19日・26日の金
曜／15時30分～17時／中・高校生15
人 ／2500円（全回分）●
◆やさしい囲碁・将棋教室
初心者から中級者まで、ルールを教わ
り、対戦を楽しみましょう／6月～7月
の毎週土曜、囲碁：9時30分～11時、将
棋：13時～14時45分／小学生／将棋：
1回200円（囲碁は無料）／
◆街の寺子屋「放課後クッキング」
リゾット・サラダ・スープに挑戦／6月
23日（木）17時～20時／小学生12人  
※要お迎え／500円●
◆失敗知らずの
　子どものヘアカット講座
家庭でできる子どものヘアカットの
コツとポイント／7月12日（火）15時30
分～16時30分／3歳以上の子と保護
者10組 ●

休館日◆6/13（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6月11日から
◆子ども卓球教室（全5回）
7月28日（木）～8月1日（月）9時30分～
11時30分／小学生50人 ／2000円
（全回分、保険代含む）●
◆親子パン教室
7月25日（月）10時～12時30分／小学
生と保護者10組 ／1500円●
◆こだわりの科学子どもクラブ
　（全2回）
8月6日・20日の土曜10時～12時／小
学生20人 ／2000円（全回分）●
◆はじめてのそろばん（全3回）
8月1日（月）・3日（水）・5日（金）／A（小学
1～3年生）13時～14時30分、B（小学4
～6年生）15時～16時30分／各10人
／1200円（全回分）●

休館日◆6/13（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
◆子どもマジック教室（全3回）
マジシャンになってみんなをびっくり
させよう／8月4日（木）～6日（土）10時
～11時30分／年長～小学4年生20人  
※未就学児は保護者同伴／800円（全
回分）●
◆子ども卓球教室（全5回）
卓球の基本を習って楽しみます／7月
22日（金）～26日（火）9時30分～11時30
分／小学生40人 ／2000円（全回分）
●
◆ちょっぴりこわい夜のおはなし会
都筑図書館の司書さんやつづきっこ
読書応援団員が、ちょっぴり怖いお話
を聞かせてくれます／7月23日（土）18
時30分～19時30分／小学生以上、20
人  ※小・中学生は保護者同伴●
◆ロビーコンサート
スティールパン／6月12日（日）13時30
分～14時30分／トーンチャイム／6月
19日（日）13時30分～14時30分、洗足学
園大学生によるピアノコンサート／6
月26日（日）13時30分～15時30分／
◆ゆかたを着てみよう
7月2日・9日・30日の土曜、8月2日（火）9
時30分～11時30分／幼児～小学生と
保護者、各10組 ●
◆夏休み親子クッキング
親子で乳製品を使った料理を作りま
す／7月29日（金）10時～13時／小学生
と保護者9組 ／1組900円（きょうだ
い参加の場合1350円）●

休館日◆6/13（月）、6/27（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は6月12日から か
◆七夕まつり
短冊に願い事を書いて吊るします／
6月25日（土）～7月7日（木）9時～16時
30分／
◆七夕親子折り紙講座
折り紙で作る七夕飾り（笹つき）／7月
2日（土）10時～12時／20人 ／100円
●
◆第7回あそびフォーラム
わらべうたと木のおもちゃ／7月10日
（日）11時～15時／
◆お茶室カフェ
7月2日（土）・3日（日）10時～16時／コー
ヒーなど300円～／
◆はぎれ草履講習会
はぎれで草履を編みます／7月17日
（日）9時～12時／12人 ／800円●
◆土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／
◆いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力「かたらんらん」／
6月20日（月）11時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
6月18日（土）14時～16時／

休館日◆6/2（木）、6/16（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆古民家市
新鮮野菜販売／6月18日（土）、 7月2日
（土）10時～なくなり次第終了 ※雨天

中止／
◆ノルディックウォーキング体験教室
毎月第2土曜開催。講師の指導のもと
古民家を起点に2kmくらいのコース
を歩きます／6月11日（土）、7月9日（土）
10時～11時30分 ※雨天中止／各15人
／各1000円（保険料、レンタルポー

ル代含）
各開催日前日までに か

◆創作「語りびと」 
　語りと朗読「みちゆきさん」
創作の「語り」、国内外の名作の「朗読」
の会と尺八演奏／6月25日（土）15時～
／
◆親子のおはなし会
未就学児向けの絵本・紙芝居の読み聞
かせ／6月15日（水）10時30分～／子と
保護者10組／
◆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／6月24日（金）11時30分
～ ※雨天中止／40食 ／1人前500
円／
◆古民家俳句作教室
女優・藤田三保子さんと俳句を楽しみ
ませんか／6月15日（水）13時30分～16
時／10人 ／1500円
6月14日までに か

◆犬のしつけ教室
犬を連れてご参加ください／6月11日
（土）10時～ ※雨天中止／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
◆里山の炭火でクッキング
自家製の炭を使って、季節の食材を使っ
たクッキング／6月19日（日）10時～13
時／30人 ／500円●
◆大池の生き物観察会
ザリガニ釣りもあります／6月26日（日）
9時～12時／30人 ／300円●
◆ネイチャークラフト作り
　～自然のものを使ってクラフトを
　楽しもう～
6月26日（日）10時～15時／都筑中央公
園円形広場／500円／
◆ジャガイモ掘り体験
掘りたてのジャガイモ料理を試食し
よう！／7月2日（土）①ジャガイモ掘り：
10時～12時②ジャガイモ料理：12時～
14時／各30人 ／①300円②500円
●
◆夏のキノコ観察会
秋以外にもたくさんのキノコが！／7
月9日（土）9時～12時／30人 ／300
円●

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

◆野の花ウォッチング
　野草を観察しよう
講師の話を聞きながら、ゆっくり散策
します／7月2日（土）10時～11時30分 
※雨天翌日順延／15人 ／300円
6月1日から か ・ を明記し

◆里山を保全再生しよう
里山で草刈り、木の伐採などの作業を
行います／6月18日（土）・26日（日）10時
～12時 ※雨天中止／

休館日◆火曜日
・ 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.5
　～お気に入りのひととき～
6月19日（日）14時開演／500円（子ども
無料）●
◆夢スタ ぱぴプレ音楽工房共同企画
　～0歳から楽しめる ぱぴプレミュー
　ジックみんなあつまれ！～
6月18日（土）10時30分～15時（4回公
演）／900円（小学～高校生500円）●

休館日◆6/20（月）
・ 942-1569

〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス

◆ログハウスまつり
楽しいゲームと模擬店／6月19日（日）
10時30分～14時／300人  ※幼児は
保護者同伴／300円／
◆親子の広場「かもっこくらぶ」
①でんでんむしの人形劇：6月9日（木）
②はんどめいどカフェ：6月16日（木）③
おやこであそぼう：6月21日（火）④ママ
ヨガ：6月23日（木）⑤シャボン玉遊び：7
月5日（火）いずれも10時30分～／未就
学児と保護者／①②③ ・無料、④⑤
各15組 ・1組200円
④⑤のみ、6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6月11日から か
◆オリジナルTシャツ作り
土曜日に自分の好きな絵を描いた世
界に1枚だけのTシャツを作り、日曜日
にそれを着て北山田駅前で発表しま
す／7月9日（土）10時～11時30分：コミ
ハで制作、 7月10日（日）16時～17時：北
山田駅前で発表／無地のTシャツ持
参／20人 ／300円●
◆おはなし会
絵本の読み聞かせ、パネルシアター、
手あそびなど／7月9日（土）11時～11
時30分／
◆みんなで歌おう！
中川ともゆきさん（音楽セラピスト）の
ギターの伴奏で懐かしい歌や唱歌な
どを一緒に歌います／6月26日（日）14
時～15時20分／20人 ／200円●
◆パソコンお悩み相談会
ご自分のノートパソコンを持って参加
してください／7月9日（土）10時～11時
30分／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

行事は6月11日から か
◆夏休みこども手話教室
耳の聞こえない人と手話でお話しし、
歌やゲームで楽しく学ぼう／7月23日
（土）・24日（日）10時～12時／各日小学
2～6年生20人
6月22日から7月8日に か

◆アンチエイジング体操・脳トレ
　（全4回）
普段使わないところをしっかり刺激
／7月25日、8月22日、9月26日、10月
24日の月曜10時～11時30分／15人
／2000円（全回分）●
◆人形劇　七夕を楽しもう
7月6日（水）10時15分～10時45分／50
人
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◆知的障がいを正しく理解し、
　地域で一緒に暮らしていくためには
　～講座・相談～
7月4日（月）10時～12時／20人 ●

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

中川地域ケアプラザ

◆ロコモ予防・認知症予防教室（全3回）
コグニサイズで脳と体をリフレッシュ
／6月29日、7月6日・13日の水曜13時30
分～15時／主治医の先生から運動を
制限されていない人、できるだけ3回と
も参加できる人、25人
6月13日から か

休館日◆日・月曜日・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
◆パパと楽しむ夏のおはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべ歌で楽しい
ひとときを／7月2日（土）10時30分～11
時30分／1～3歳児と父親12組 ●
◆パパといっしょに公園であそぼう
ご家族とどうぞ！赤ちゃんも大歓迎
／8月6日（土）10時30分～12時／
ききょう公園（中川5丁目10）／
※雨天時は10時30分～11時30分／
ポポラコミュニティルーム／
◆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／7月9日（土）・27日（水）10
時30分～11時30分／入会希望者、各日
10組 ／
◆子育てのいろいろ
　おしゃべりしよう！
障がいのある子を育てている先輩ママ
と話そう／6月18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／7月1
日（金）・2日（土）・9日（土）、8月6日（土）
10時～16時、8月5日（金）13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害のある子
と家族のポポラ体験／6月18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！／6月23日（木）10
時30分～12時 ※雨天時は6月30日（木）
に延期／ききょう公園（中川五丁目10）
／

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
http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

横浜市歴史博物館

◆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に指定され

竹細工などのカルチャー教室ほか、多
数開催。特に夏休みの宿題に最適な絵
画造形教室は毎年大人気。詳細は
か、館内の冊子をご覧ください。

休館日◆6/27（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

◆あざみ野カレッジ
「田園都市線と民俗学～現代に生きる
妖怪・風習・民間信仰～」
東急田園都市線の沿線地域にまつわ
る伝承や文筆家たちの記述を読み解
きながら、民俗学の探求アプローチと
取り扱う多彩なトピックを学びます。

た当館所蔵街頭紙芝居を活用し、昭和
時代に子どもたちを虜にした紙芝居
を実演します／6月25日（土）①12時
～②13時30分～③15時～／
◆ミニ展示解説
常設展示室で6月18日（土）から開催の
ミニ展示「平将門の乱をめぐって」の
展示解説を行います／6月25日(土)①
11時～②14時～／400円（常設展示観
覧料）／

休館日◆6/27（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 で。
＊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／各40人
▶火曜日（6月21日・28日、7月5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（6月15日・22日・29日、7月6日）
3＊水曜ズンバ／9時～9時45分 
4＊ズンバステップ／10時～10時45
分／30人
▶金曜日（6月17日・24日、7月1日・8日）
5＊金曜ズンバ／10時35分～11時20
分
▶土曜日（6月11日・18日・25日、7月2日・
9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
※⑦⑧は7月9日休み

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（6月14日・21日・28日、7月5日）
9 バスケットボールタイム／19時15
分～／50人 ／600円 
10バレーボールタイム／19時15分～
／24人 ／500円
▶金曜日（6月17日・24日、7月1日・8日）
11金曜エンジョイ個サル／21時～／
50人 ／600円
▶土曜日（6月11日・18日・25日、7月2日）
12バスケットボールクリニック／9時
15分～／小学生50人 ／600円 
13土曜エンジョイ個サル／21時～／
50人 ／600円

休館日◆6/28（火）
592-0453  592-1402

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

横浜国際プール

◆夏季特別教室　6月6日募集開始！
サッカーや体操などのスポーツ教室、

講師：畑中章宏／7月16日（土）14時～
15時30分／高校生以上40人 ／500
円
7月4日までに、 か か と

を明記し （必着）
◆あざみ野マルシェ＆アートワゴン
美味しい食材と食品が並ぶ、「あざみ
野マルシェ」エイブルアートカンパ
ニーとウルシマトモコのグッズ販売を
同時開催／7月7日（木）10時～16時頃
／
◆Welcome！ロビーコンサート
6月26日（日）ハーモニー研究会／7月
10日（日）ヴァイオリン：堀内純、ピア
ノ：飯田彰子、ソプラノ：都留理恵子、メ
ゾソプラノ：内薗環、ピアノ：鈴木陽子
／各日12時～12時40分／

　中川駅前みんなの広場、ステージ広場を
中心に、大人気の模擬店・フリーマーケッ
ト・野菜の販売に加え、太鼓や各種団体の
ダンスなど、華やかなステージを予定して
います。当日は東京都市大学の「横浜祭」も
都市大キャンパスで開催！2つのイベントをぜひお楽しみください。
6月11日（土）11時～16時／地下鉄中川駅前広場／
中川駅前商業地区振興会　大久保  090-3097-0613

中川駅前商業地区振興会からのお知らせ

中川ふれあいフェスタ開催！

●ズーラシア七夕まつり
　園内に竹の装飾が登場！飼育係のお願
い事を飾ります。来園者の皆様も、短冊に
お願いごとを書いて飾ることができます。
（短冊の枚数に限りがあります。ご了承く
ださい。）
日　程 6月29日（水）～7月7日（木）
会　場 エントランス、ころこロッジ

休園日 6月7日・14日・21日・28日、7月12日いずれも火曜

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

　ニューギニア島の熱帯雨林にすんでいるセスジキノボリカンガルー。
見た目のかわいさには似合わない部分があります。それはあしのツメで
す。特に前あしのツメが細長く内側に曲がっていて、まるで大きな釣り
針のように、引っかけやすくなっています。このツメを使って、枝を握っ
て木に登るのです。表面のデコボコにツメを引っかけてどんどん登って
いきます。
　ズーラシアで飼育している世界最
高齢のワリは、お客様の目の前での
んびり日向ぼっこや昼寝をしている
ことも多いですが、そんな時こそツ
メを見るチャンスです。その丸い姿
に似合わない尖ったツメを確認して
みてください。

セスジキノボリカンガルーのワリ▶

前あしのツメ

ズーラシアで楽しもう！

（ず～む）

＊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
●第35回Ｍ.Ｍ.Ｔ.杯
男子ダブルス／7月10日（日）①初級：
午前②中級：午前・午後／長坂谷公園
／緑区・都筑区在住・在勤か緑区・都筑
区テニス協会加盟団体員（ペアいずれ
か）／各16組 ／1組5000円
詳細はラケットショップ オープン・

スクエア　 ・ 988-0633
●第21回つづきっこまつり
こどもたちが企画したおまつりです
／7月3日（日）10時30分～15時／区総
合庁舎1階区民ホールほか／
つづきっこまつり運営委員会 早川
090-5504-9812 471-9923
●第61回 区民ジュニアテニス 
トーナメント

7月25日（月）～28日（木）／長坂谷公
園、都田公園／区内在住・在学か都筑
区硬式テニス協会加盟団体員／①男
女シングルス：18歳・16歳・14歳・12歳
以下 ②男女ダブルス：18歳・16歳・14
歳以下／①1人2000円②1組2500円

6月11日～18日テニスショップLOOP
へ （http://www.tennis-loop.net）か 
・（532-8819）
都筑区テニス協会 http：//gron3. 

sakura.ne.jp/̃tudukit/
●都筑区民ダブルスバドミントン大会
男女とも1～5部／7月3日（日）8時開始
／都筑スポーツセンター／中学生以上
の区内在住・在勤・在学者／320人（160
組） ／1組3000円（中学生2000円）
6月19日までに都筑区バドミントン協

会へ （contact@tsuzuki-badminto 
n.org） 
詳細は 090-2677-3760 持増へ

●森森アウトドアクラブ
小学生のキャンプ！自然遊びを楽しもう
／7月30日（土）、10月22日（土）・23日（日）
※1泊、29年1月14日（土）、3月11日（土）／
小学1～4年生40人 ／1万7500円（全
4回）
6月13日～27日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

973-2701 972-1093
●都筑オーケストラ第28回定期
　演奏会～チェコからの贈り物～
曲目：フランク「交響曲ニ短調」、ウェー
バー「クラリネット協奏曲 第2番」ほ
か、指揮：A・キューネル、クラリネット：
Ｉ・ヴェニシュ／6月19日（日）14時開演
（13時30分開場）／都筑公会堂／500円
※区役所1階売店でチケット販売中
加藤　 941-4453

●こどもみらいフェスティバル
①6月11日（土）・12日（日）外遊び体験②6
月17日（金）映画上映会・18日（土）柴田愛
子講演会、ケロポンズコンサート／①
センター北駅前広場②都筑公会堂／
①定員なし②600人 ／①無料②100
～1800円
こどもみらいフェス実行委員会
kmfes.com

講  座
●笑いと健康講座「笑み筋体操、笑っ
てもっとイキイキと！」

話題の表情筋エクササイズ／7月7日
（木）①10時30分～12時 ②13時～14時
30分／都筑公会堂／各回30人／500円
6月11日から （948-2400）

●大人のための英会話・韓国語入門
講座（全8回）

外国人講師による基本の挨拶、会話な
どを学習します／6月22日から毎週水

曜／英語：18時～19時、韓国語：19時30
分～20時30分／都筑公会堂／各15人
／各5000円（全回分）
国際文化交流協会 前田
090-6489-2803 0725-23-1268

募  集
●トーンチャイムを演奏しませんか
気軽に演奏できる楽器！一緒にアンサ
ンブルしましょう！／毎月第1・3木曜
10時～12時／中川駅前マンション集
会室／月500円
ハーモニーベル 寺田 090-1462-8649

●英語での通訳ガイドをめざす会
2020年東京オリンピックに向けて通
訳ガイド力をあげよう／第2・4日曜10
時30分～12時30分／つづきMYプラ
ザ／月3000円
事前に を明記し か で
・ 943-0144 abehiro21@tmtv.ne.jp
●骨盤矯正体操　メンバー募集
一緒にマイナス5歳の後姿に／第1・3
水曜10時～11時30分／都筑地区セン
ター／65歳以上／月1000円
益満（ますみつ）　 ・ 944-4703

●青少年指導員の墨絵・書道教室
筆を使って絵や書道の基礎を学びま
しょう／6月19日（日）10時～12時／勝
田小学校コミュニティハウス／小・中
学生／
小松崎　 090-2734-5892

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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都筑アジサイの谷戸

八所谷戸

星谷

開戸

都筑
ふれあいの丘駅

【都筑区水と緑の散策マップ】
以下の２か所でお求めいただけます。

区総合庁舎1階売店、市本庁舎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。

池辺の社寺と谷戸をめぐるコース

　6月は、梅雨の時期におすすめのアジサ
イが楽しめるHコースを紹介します。
　都筑アジサイの谷戸は、平成15年に傾斜
地にあった古木が倒れたのを機会に、50数
種類、500株のアジサイが植えられ、今で
はたくさんの人たちに親しまれています。

水と緑の散策マップ 統合板 検索

都筑区
第2回

コース紹介コース紹介

都筑アジサイの谷戸

　都筑区の素敵なお店からのメッセージ
を区ホームページを通じて紹介します。
　掲載店舗3店を巡ってスタンプをもら
い、お店へのメッセージを書いて送ると抽
選で豪華賞品をプレゼントします！
　あなたのお近くのお店はエントリーし
ていませんか？今すぐチェック！
応募方法など、詳しくは

都筑区商店街連合会 栗林会長

プロスポーツの試合の観戦チケッ
トや限定グッズ、特産品の詰め合わ
せなど豪華賞品が盛りだくさん！

横浜ビー・コルセアーズ

予告編

★来月から始動！

　今まで、何気なく利用していたあのパン屋さ
ん、ク

リーニング屋さん、レストランやお花屋さん。私
たちの

生活の中に溶け込んでいるあのお店、あなたは
どこか

思い当りますか？普段、顔は合わせるけれど、会
話をし

たり、思いを伝える機会ってなかなかないです
よね。

　返事を書いて、お店に思いを伝えてみません
か？

あなたのお手紙をお待ちしております。

商店街からのラブレター 検索

地域振興係 948-2231  948-2239

＊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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