
　民生委員という名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんな
活動をしているのかは知らない ――という人は多いのでは？
　民生委員は「生活に不安や悩みごとのある人」の相談に乗って

「福祉施設や行政機関」につなぐ“パイプ役”。住民の皆さんの相談相
手として、身近な地域で日々活動しています。

区役所福祉保健課　 948-2341  948-2354

――民生委員さんはどんな人？
　　たとえば、どんな相談ができますか？
　高齢者の見守りをしたり、ご相談を受けて支援先に
つないだり、住民の皆さんが安心して暮らすためのお
手伝いをしています。
　「一人暮らしで体が不自由になり大変」「高齢の両親
の今後について相談したい」「引っ越してきたばかり
で子育てが不安」など、どんなことでも相談できます。

――民生委員さんは、どこにいるんですか？
　それぞれ担当地域をもっています。個人のお宅を
訪問したり、身近な地域で行事を運営したりしていま
すよ。ちなみに、平成29年度に民生委員制度は100周
年を迎えます。これを機に、地域の皆さんに民生委員
のことをもっと知っていただきたいと思っています。
民生委員には守秘義務が課せられています。ぜひお
気軽にご相談ください。

　勝田茅ケ崎地区の「わいわい子育てサロン」。
サロンの企画運営を担う主任児童委員の1人、梶山令子
さん（左端）は温かいまなざしで母子を見守ります。

都筑区民生委員児童委員協議会　長谷川 正義 会長

　非常勤特別職の地方公務員（無報酬）で任期は3年です。「児童委員」も兼ねているため「民生委員・児童委員」とも表記します。また、子どもの福祉に関することを専門的に担当する「主任児童委員」も配置されています。区内では現在180人の民生委員・児童委員（うち主任児童委員20人）が活動しています。

　高齢者の皆さんが身近な地域で
集える場づくりを通して、一緒に食
べたり、歌ったり、楽しい時間のお手
伝いをしていますよ。

池辺地区  千葉 茂樹 さん

地域サロンいけべ

わいわい子育てサロン　親子の居場所づくり、
子どもの外遊び、お母さんの
相談相手など、色んな活動を

しています。ぜひ遊びに
来てくださいね！

主任児童委員 
木村 博子 さん

　池辺地区の高齢者の集いの場「地域サロン いけべ」。

多くの民生委員が昼食の調理や配膳など運営の担い手として

活動しています。

民生委員って？

つづき
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　詳しくは「平成28年度 都筑区福祉保健セン
ターからのお知らせ」でご案内しています。
配布場所：区役所１階総合案内窓口、
2階21～25番窓口、都筑区ホームページ

948-2237　 9時～17時
※第3月曜、祝日及び振替休日、国民の休日、
　年末年始、施設点検日休館

　市民活動・地域活動・ボランティア活動
に携わる団体・人材を応援しています。

「生きがい・楽しみを見つけたい」という人
はもちろん、「自分と同じ境遇の人たちの
サークルはないかな？」という人にもぴっ
たりな、活動に関する情報の宝庫です。

月～金曜：7時30分～19時　土・日曜：9時～17時
※祝日及び振替休日、国民の休日、年末年始は休所

　平日の早朝や夜、土・日曜などの区役所の業務時間外でも、住民
票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本などを取ることができ
ます。

●あざみ野駅構内  903-8291
●新横浜駅構内「駅事務所」並び  475-1301
●日吉駅「テコプラザ」内  565-0013　　

都筑区近隣の行政サービスコーナーは…

予約受付 広報相談係 948-2221～3  948-2228
　　　　 平日8時45分～17時  ※各相談の受付時間は右の表を参照

　8つの分野の専門家が、無料で相談をお受けします。相談内容はもち
ろん、相談したこと自体も守秘義務により守られますので、安心してご
利用ください。
●相談時間は13時～16時、原則1人30分間
　（★交通事故相談のみ9時～12時も相談可）
●市役所でも無料特別相談を行っています。詳しくは、市役所1階市民

相談室（ 671-2306）へお問い合わせください。

広報相談係　 948-2223　 948-2228

区役所のサービス、
地域の施設
　区役所や地域の施設では、区民の皆さんの暮らしやお悩みに直接役立つ、さまざまなサービスや事業を
行っています。都筑区に長くお住まいの皆さんも、新しく転入してきた皆さんも、ぜひご活用ください。

相談の種類 相談日 相談できる内容（例）

法律相談
（予約は1週間前の9時から受付） 火曜

債務整理、離婚、相続、労働、医療などの法律問題全般を相談
できます。弁護士がケースバイケースで最適な解決方法を
アドバイスします。

司法書士相談
（予約は1週間前の9時から受付） 第2金曜 土地・建物の登記、140万円以下の金銭の貸し借り、成年後

見などについて、司法書士に相談できます。

行政書士相談
（随時予約受付） 第1・3金曜 役所提出書類の作成、離婚、相続、遺言、契約などの書類作成

について、認定行政書士に相談できます。

税務相談
（予約は1週間前の9時から受付）

第2水曜
（2・3月は休み）

所得税、相続税、贈与税や税控除、確定申告の仕方など、税務
関係全般を税理士に相談できます。

民事調停相談
（随時予約受付） 第1水曜 お隣さんとの騒音の問題など、当事者間では解決しにくい

問題を、話合いによる解決を図る調停委員に相談できます。

公証相談
（随時予約受付） 第2木曜 遺言、任意後見、離婚に伴う慰謝料の支払いなどについて、

公証役場で書類を作成する公証人に相談できます。

交通事故相談
（予約不要） 第4水曜★ 交通事故の過失割合、事故後の後遺障害による賠償金額な

どについて、経験豊富な相談員がアドバイスします。

行政相談
（予約不要） 第4金曜 行政相談委員が、公正・中立の立場で、行政などへの意見や

苦情、要望を聞き、行政の制度や運営の改善に生かします。

暮らしに役立つ区役所のサービスを紹介します

　市政・区政情報のほか、各種団体・サークルが開催するイベント
や講座など、幅広いジャンルのチラシ類を豊富に常備しています。

　店舗や公共施設などの協賛店でカードを提示すると、割引などのサービスが受けられます。

 区役所での手続や相談の際、30分以内を目安
にお子さんをお預かりします。予約は不要です
が、利用する際に申込書をご記入いただきます。

●濱ともカード（高齢者のための優待施設利用促進事業）
対象：65歳以上の人
配布場所：区役所2階21番窓口（高齢・障害支援課）

●あいちゃんボランティアカード（あいちゃんボランティア登録制度）
　登録者には、ボランティア活動に関するさまざまな情報を提供します。
対象：区内在住・在勤・在学の小学5年生以上で、ボランティア活動に興味のある人
配布場所：区役所2階23番窓口（福祉保健課）ほか

●ハマハグカード（子育て家庭応援事業　登録証）
対象：小学生以下の子どものいる家庭の人、妊娠中の人　
配布場所：区役所２階24番窓口（こども家庭支援課）ほか

●子育て情報メールマガジン『つづき・おひさまメール』
　保育に関する情報とともに、30年以上のキャリアを持
つ市立保育園長が、子育てが楽しくなるコツをコラムで
紹介します。

●横浜市防災情報Eメール
　地震震度情報、気象警報・注意報などをいち早くお知ら
せします。災害への備えとして、ぜひご登録ください。

●都筑区防犯情報メーリングリスト
　区内の犯罪発生状況や防犯情報を週に1・2回程度、火災
発生情報を発生の都度お知らせします。

約40のカタログスタンドなどに
見やすく並べています。

都筑区 特別相談 検索

横浜市 無料相談 検索

行政サービスコーナー 検索

毎月第3金曜は「転勤妻のおしゃべりサロン」
　夫の転勤に伴い引っ越してきた妻たちのおしゃべりの場で
す。転勤のつらさを共有し、楽しい毎日を過ごせるよう応援しま
す。 10時～12時（予約不要）  都筑区民活動センター

ピックアップ❶

ピックアップ❷ ピックアップ❸

このほか、
横浜駅など

市内10か所に
あります

春のお散歩企画
みんなで一緒に都筑を歩いてみませんか？

5月26日（木）10時（予約不要） 都筑区民活動センター集合

全長約50メートルの広々とした区民ホールでは、展示やイベントを多数
開催しています。 ▶ 詳しくは8ページへ

　詳しくは、都筑区ホームページや「暮らしの
ガイド」「都筑区防災・生活マップ」などをご覧く
ださい。暮らしの中で「どうすればいいの？」と
思ったときに役立つ情報をご案内しています。
配布場所：区役所１階総合案内窓口

★地区センター、コミュニティハウス、地域ケアプラザ、スポーツ会館の所在地、連絡先、
休館日などは、都筑区ホームページや「暮らしのガイド」などでご確認ください。

使い方はいろいろ！地域の施設を紹介します

地区センター 図書 検索

都筑区  ケアプラ 検索

都筑区 コミハ 検索

月～土曜：9時～21時  日曜、祝日：9時～17時 ★上記参照　
　地域の皆さんが、文化、スポーツやレクリエーション、サークル活動、子育て支援、福祉な
どを通じて、交流を深めることのできる施設です。
●図書の貸出（1人2冊、２週間まで）：借りたい本が地区センターにあるかをインターネッ

トで調べることができます。
●会議室、料理室、和室、体育室などの団体利用（予約制）：各部屋の予約状況はホームペー

ジでも確認できます。

9時～21時 ★上記参照
　文化、レクリエーション、子育て支援、福祉などの活動の場として利用できます。研
修室や図書コーナー（蔵書数は各館3,000～7,000冊）、和室、サロンなどがあります。

●個人利用：いつでも、どなたでも自由に使えるスペースがあり、ミーティングなどに利用
できます。

●研修室、和室などの団体利用（予約制）：利用方法は各施設にお問い合わせください。

月～土曜：9時～21時  日曜、祝日：9時～17時 ★上記参照
　高齢者の生活全般にわたる相談・支援を軸に、地域の子育て支援なども行っています。介護
のこと、子育てのこと、障害児・者に関することなど、お気軽にご相談ください。

●認知症&予防カフェ：認知症の人と家族、地域の皆
さんの誰もが気軽に集い、交流できます。区内４か
所で活動しています。

●楽しく介護予防「元気づくりステーション」：ポー
ルウォーキング、ヨガ、体操などの活動をするグ
ループです。区内12か所で立ち上がっています。

●介護者のつどい：介護の悩みを話し合い、ストレッチ
体操，介護技術の講座なども行っています。一緒に、
ほっと一息つきませんか。

中川中央一丁目25-1 ノースポート・モール5階　 914-7171
月～金曜：10時～21時  土・日曜、祝日：10時～18時 ※第3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始休館

　外国人や青少年が気軽に集い、予約なしで自習などに使うことができるスペースのほか、
鏡張りのダンススタジオや、ドラムセットを備えた音楽スタジオがあります。外国人向けの
日本語教室や、多言語での生活情報の提供・相談を行っています。 つづきマイプラザ 検索

荏田東三丁目2　 942-1569　 9時～17時  ※第3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始休館

　午前中は乳幼児と保護者の皆さんで、放課後は元気いっぱい遊ぶ子どもたちで、館内
はいつもにぎやかです。イベント情報や笑顔あふれる日々をフェイスブックなどで配
信中。

●遊び方はいろいろ！：らせん滑り台やの
ぼり棒、見晴らし台や地下迷路などで遊ん
だり、折り紙や読書をしたりできます。
●親子の広場「かもっこくらぶ」：毎月、乳幼
児と保護者向けにリズミックスやおはなし
会などを行っています。

かもいけランド 検索

都筑区  介護者のつどい 検索

中川中央一丁目18-1（地下鉄センター北駅から徒歩5分）　 912-7777
9時～17時（入館は16時30分まで）　※月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始休館

　横浜の歴史の全てが分かる博物館です。近くには、
約2000年前の弥生時代のムラの跡「大塚・歳勝土遺
跡」があり、無料で見学できます。
●図書閲覧室（蔵書数約60,000冊）：無料で、歴史、考

古、民俗を中心とした図書を閲覧できます。児童向
けのマンガや絵本もあります。

●毎月最終土曜は「街頭紙芝居」の日：横浜市の有形民
俗文化財「街頭紙芝居」を活用し、昭和20～30年代
に子どもたちをとりこにした紙芝居を実演します。
①12時～ ②13時30分～ ③15時～（予約不要）

平日：9時～21時　日曜、祝日：9時～17時 ★上記参照
　高速道路の高架下を有効活用した施設です。屋外テニスコートやスポーツ室を無料で利用
でき、バレーボールやバドミントン、卓球などができます。 都筑区 スポーツ会館 検索

茅ケ崎中央32-1（区総合庁舎1階）　 948-2424
火～金曜：9時30分～19時　土・日・月曜、祝日：9時30分～17時

※施設点検日、年末年始、図書特別整理期間休館

　本の専門家の「司書」が調べもののお手伝いをします。また、市内18館のネットワーク
で、約380万冊の本が利用できます。
●親子・子ども向けおはなし会：毎月開催しています。▶詳しくは9ページへ
●郷土資料やデータベースも充実：郷土資料（都筑区、特に港北ニュータウン関連の資料）や

横浜市各区の住宅地図、都筑区の地形図、朝日新聞・日本経済新聞の縮刷版、辞書、白書など
の調査用資料が閲覧できます。また、官報、法律情報などのデータベースも使用できます。

池辺町2973-1　※駐車場あり（有料、80台）　 941-2997
月・水・金・土曜：9時～23時  火・木曜：9時～21時  日曜、祝日：7時30分～21時 

※第4月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始休館

　3つの体育室、研修室、トレーニング室があります。幅広い世代が気軽にスポーツに親し
めるよう、さまざまなプログラムを開催中です。
●種類豊富なワンデープログラム（1回500円～）：当日受付で、スポーツやフィットネスを

楽しめます。
●トレーニング室の個人利用：トレーニングマシンを多数完備。当日受付で、1回（3時間以

内）につき高校生以上300円、中学生以下100円です。

荏田東四丁目10-3 港北ニュータウンまちづくり館内　 943-4058
月～土曜：9時～21時　日曜、祝日：9時～17時　※施設点検日、年末年始休館

　福祉保健活動を行う団体や子育てグループなどが利用できる団体交流室や、多目的研修
室、点字製作室などがあります。

都筑区  地区センター 検索

都筑スポセン 検索

都筑図書館 検索

中川中央一丁目1-3 あいたい5階（地下鉄センター北駅直結）　 912-5135
火～土曜（祝日、年末年始は休館） 10時～17時  ※「ポポラのひろば」は16時まで

　ポポラは、気軽に立ち寄り、自由に過ごせて、相談もできる、子育
ての休憩所のようなところです。ツイッターやホームページは写真
満載でほぼ毎日更新中。
●ポポラのひろば：未就学児と保護者が自由に利用できます。絵本

やおもちゃで遊んだり、くつろいだり。授乳コーナーや畳もある
ので赤ちゃんと一緒でも安心です。

●大人気イベント「あつまれ～都筑のニューフェイス！」：都筑区は
転出入の多いまちです。お引越ししてきた親子の集まりを行って
います。▶詳しくは9ページへ

●子育てのお悩みは、横浜子育てパートナーへ：専任スタッフが気
持ちに寄り添い、必要な情報を調べて、紹介します。

ポポラ 検索
ちょっとした
悩みも、遠慮なく
ご相談ください！

ホームページから
オリジナルブックカバーが
ダウンロードできるよ！

子育てパートナー
鳴海さん

かけはし都筑 検索

秋はバードウォッチングを楽しみます
（元気ステーション わくわく）

都筑図書館
キャラクター

「みゃーご」と
「ちゅーず」

「幸運の少女」

「
赤
外
流
星
人
」
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こども家庭支援担当　 948-2318  948-2309 こども家庭支援担当　 948-2318  948-2309

健康づくり係　 948-2350  948-2354

資源化推進担当　 948-2241  948-2239

企画調整係　 948-2226  948-2399

「水とみどり」都筑区公園愛護会、
都筑区ハマロードサポーター　　
パネル展　

身近な公園や道路を気持ち良く使っ
ていただくために活躍している公園
愛護会やハマロードサポーターの皆
さんが、日頃の活動の様子を自作の
パネルで紹介します。

６月16日（木）～23日（木）
区総合庁舎1階区民ホール／
都筑土木事務所　
942-0606　 942-0809

区民活動センターから

◆都筑区市民活動事業　
　合同成果発表会
27年度に都筑区市民活動事業を実施
した団体が成果発表を行います。こ
れから地域で活動を始めたいと考え
ている人もぜひお越しください。

６月11日（土）9時30分～12時
区役所6階大会議室／

発表団体：つるっと仲町台／孫まごし
よう会／こどもみらいフェスティバ
ル実行委員会／つづきウォーキング
&ストレッチクラブ／つづきナビ倶楽
部／育児ミュージカル実行委員会／
なないろ／勇気の輪 広がるママの会

食生活等改善推進員養成講座（全8回）
～食から学ぶ健康づくりセミナー～

食を通したボランティア「食生活等

改善推進員（ヘルスメイ
ト）」の養成講座です。食
育や生活習慣病予防、地
域活動などについて学び
ます。
受講後はボランティア活動で地域で
のふれあいを深めませんか？

7月6日・27日、8月31日、9月28日、
10月26日、11月30日、12月14日、29
年2月8日の水曜13時30分～16時

区役所1階栄養相談室ほか
区内在住の人　30人
テキスト代実費（1188円予定）
5月11日から6月15日までに健康

づくり係へ か か を明記し
か
948-2350　 948-2354
tz-kenko@city.yokohama.jp

絵本の読み聞かせボランティア
講座・初心者向け（全2回）

小学生を対象とした絵本の読み聞か
せをしているボランティア向けの講
座です。

6月9日（木）・16日（木）10時～12時
区役所5階第1会議室
ボランティアを始めて間もない

人、これから始める人15人
5月20日から都筑図書館へ
948-2424　 948-2432

都筑区では、災害時に医師、薬剤師な
どによって編成される「都筑区医療
救護隊」の看護師として、主に負傷者
の対応やトリアージなどの医療救護
活動をしていただける人（Ｙナース）
を募集しています。

●禁煙するとこんなにいいことが！
❶本人の病気のリスクが減る　❷受動喫煙がなくなり周りの人の病気のリスクが
減る　❸たばこの臭いがなくなり家族が喜ぶ　❹たばこをやめた分、貯金ができる
❺吸殻が出ないのでエコに貢献　❻趣味のスポーツの成績が上がるなど、いろんな
メリットがあります！

●パネル展とミニイベント　 場所  区総合庁舎1階区民ホール／
たばこと健康に関するパネル展　　5月31日（火）～6月6日（月）　　
�保健活動推進員による健康チェックやクイズなど　6月1日（水）11時～13時

都筑区でたばこを吸っている人は
20.5％

パネル展…「3
ス

R
リ

夢
ム

な暮らし」を紹介します。
日程  5月25日（水）～30日（月） 会場  区総合庁舎1階区民ホール／

　都筑区では地産地消を進めるため、毎
月第2・4土曜に区総合庁舎で朝市を開催
しています。都筑区内で採れた野菜の直
売を検討している農家の人はお問い合わ
せください。
　朝市の開催情報は

みんなで3R夢を体験しよう！   
日時  5月28日（土） 10時～15時   会場  区総合庁舎1階区民ホール／

区役所1階　 9時～17時
5月の休館日：5月3日（祝）～5日（祝）・
16日（月）

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

保険年金課　
国民健康保険の限度額適用認定証　 948-2334　 948-2339高額療養費、後期高齢者医療制度　 948-2336　

都筑図書館から

5月の休館日：5月16日（月）
948-2424　 948-2432

●くまさんのおはなし会（6月）
６月９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
５月26日から か

●5月の定例おはなし会
５月18日（水）15時30分～16時
一人でおはなしを聞ける子／

子どもの食生活相談

離乳食や幼児食、子どもの肥満など乳
幼児から思春期までのお子さんの食生
活に関する栄養士による個別相談です。

5月25日（水）、6月22日（水）、7月22日

（金）13時～15時30分（各回30分程度）
区役所1階栄養相談室
区内在住の人
健康づくり係　 948-2350

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

6月23日（木）・30日（木）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

5月23日10時から会場の加賀原地域
ケアプラザへ（ 944-4641）

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

登録資格：市内在住・在勤の保健師・助産
師・看護師・准看護師免許をお持ちの人
募集案内：事業企画係（区役所2階23
番窓口）などで配布。都筑区ホームペ
ージからもダウンロードできます。

事業企画係　 948-2344　
948-2354　

都筑区 わが庭・花壇・菜園自慢
を募集します！

丹精込めて育てたお庭や花壇、菜園
や農地などを、花と緑の見どころと
してPRしてみませんか。ホームペー

ジを確認の上ご応募ください。応募
された見どころは都筑区ホームペー
ジへ掲載するとともに、29年2月に区
民ホールで展示します。

応募方法：都筑区内で誰もが鑑賞で
きる場所にある、個人、企業、学校、商
店街、公園愛護会などの団体が管理
している花や緑の写真を、12月22日
必着で、企画調整係に か、 を
明記し か郵送

企画調整係　
948-2226　 948-2399
tz-plan@city.yokohama.jp

都筑区 企画調整係 検索

都筑野菜朝市 検索

　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
遊び方を伝授してくれます。みんなでいっしょに公園に行こう！

　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。お友だちづ
くりをしたい人は、ぜひご参加ください！（転入してからの期間は問いません。）

5月31日は世界禁煙デー
禁煙を応援します！

明日につなげる3R夢なつづき
5月25日〜30日はつづき3

ス

R
リ

夢
ム

週間です

都筑野菜朝市出店農家を募集します！

外遊びをしよう！
外遊びキャラバン隊がやってくる！

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！

リユース家具大抽選会　
13時～（受付10時～12時）
当選した家具は当日お持ち帰りください。

分別ゲーム（輪投げ・的当て）　
ゲームに参加して景品をゲットしよう！

リユース図書募集　
ご家庭で不要になった子ども向けの図書
を募集します。

お絵かきマイバッグ教室（先着100人）

予約
不要

日程 公園名
5/11（水） 加賀原さるすべり公園（加賀原一丁目37）
5/20（金） 長坂ささのは公園（長坂6）
5/24（火） 南山田ぼうけん公園（南山田二丁目34-6）
5/26（木） 佐江戸公園（佐江戸町276）
5/30（月） 大熊町つつじ公園（大熊町129）
6/3（金） 早渕公園（早渕二丁目6）

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！

外遊び広げよう研修〜こどもの育ちに大切な外遊びって？〜
日時  5月27日（金）10時～11時30分※託児あり（要予約）　
対象  子育て中の人、外遊びに興味がある人

5月30日は「ごみゼロ」の日

ミーオとイーオも遊びに来るよ。
会いに来てね！

Yナース 検索

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

5月6日（金）～11日（水） 民生委員・児童委員パネル展 運営調整係 948-2341 948-2354
5月9日（月）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
5月10日（火）～11日（水）15時 発表花展“薫風  光の中で” 予算調整係 948-2213 948-2208
5月19日（木）～24日（火） 主要事業パネル展 広報相談係 948-2223 948-2228
5月24日（火）～26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
6月7日（火）～13日（月） 食育パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354

（平成25年横浜市健康意識調査）。

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

6月21日（火）午前→5月23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

5月12日・19日・26日、6月2日・9日
いずれも（木）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
がん検診
有料
予約制

251－2363

6月21日（火）午前→5月20日～6月8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1,570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

5月13日（金）午前、6月10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。

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 5月10日・24日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 5月19日、6月2日いずれも（木）12時～13時30分受付

3歳児 5月12日・26日、6月9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10月出産予定の人　
6月3日（金）・6日（月）・10日（金）・24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

5月11日（水）　乳幼児▶13時30分～14時30分
　　　　　　   妊産婦▶15時
5月25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

会　場 日　時

予
約
不
要

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

5月12日（木）
10時～12時30分

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

5月12日（木）
10時～12時

中川地域ケアプラザ　
中川一丁目1-1　 500-9321

６月8日（水）
10時～11時30分

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　 943-5951

5月20日（金）
10時～11時30分

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

5月24日（火）
10時～12時

親と子のつどいの広場  つづき
南山田三丁目14-19　 593-4011

5月26日（木）
10時～12時

親と子のつどいの広場　すくすくサロン
佐江戸町1829　 516-9117

5月18日（水）
10時～12時

要
予
約

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

6月15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

5月18日（水）～20日(金)
10時30分～11時30分

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

6月3日（金）
10時～12時

検診・教室など

　療費    求書
医療費
請求書

限度額適用
認定証

43

1 2
夫が入院することに･･･。長期
間になりそうだし、医療費が高
額になったらどうしよう。

でも、何十万円も請求が
きたら払うのが難しいわ。

※１…限度額は年齢や所得によって異なります。手続きなどの詳細は、国民健康保
険、後期高齢者医療制度にご加入の人は区役所保険年金課、それ以外の人はご加
入の健康保険にお問い合わせください。

※２…70歳未満の人および70歳以上の非課税世帯の人は「限度額適用認定証」が
申請できます。それ以外の人は保険証などを見せることで自動的に窓口での支払
いが限度額までに抑えられます。

お困りごと

【連載/全12回】

　医療費の家計負担が重くならないよう、病院や薬局の窓口
で支払う自己負担額（食事代、室料などを除いた保険診療分）
には、ひと月単位で限度額があります。

入院費用が高くなりそうで、
困っています。第11回

そうなんだ。

高額療養費

病院や薬局の窓口で支払った
保険診療分の金額が、ひと月
単位で限度額を超えると、そ
の超えた額は「高額療養費」と
　して戻ってくるのよ。（※１）

　今も入院中なら、加入している
健康保険から「限度額適用認定
証」を交付してもらって（※2）、病院
の窓口に提示すると、支払いが限
度額までに抑えられるわよ。

一度に用意する費用が少な
くてすむのね。よかった！
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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）
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休館日◆5/31（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は5月11日から か
◆手作り絵本講座（全4回）
簡単なしかけのある絵本を作ってみ
ませんか／5月29日、6月5日・19日、7月
3日の日曜10時～12時／市内在住・在
学、10人 ／1400円（全回分）●
◆親子であそぼ！
親子体操をしたり、体を使ったりして
遊びます／6月12日（日）10時～11時15
分／市内在住・在勤の保護者と2歳～
未就学の子30組60人 （必ず2人1組で）
／100円●
◆わんぱく遊びの広場
　「こども将棋教室」（全5回）
将棋の駒に触れ、楽しさを学びます／
5月28日～7月23日の隔週土曜13時30
分～15時／市内在住・在学の小学生18
人 ／200円（全回分）●
◆ビーズのアクセサリづくり
　（全2回）
半貴石、ビーズを使い、ネックレス、ブ
レスレットを作ります／6月3日、7月
1日の金曜10時～13時／市内在住・在
勤、10人 ／各回1800円●
◆わんぱくホリデー
　「花育講座～ペットボトルの
　ハンギングバスケット～」
季節の花を使い、ハンギングバスケッ
トを作ります／6月4日（土）13時30分
～15時／市内在住・在学の小学生12
人  ※保護者同伴可／800円●

休館日◆5/9（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9時
から （10時以降は も可）
◆大人のためのおはなし会
都筑図書館司書が語る～聞いて旅す
る世界のおはなし～／6月17日（金）10
時30分～11時30分／40人 ●
◆男の料理（全3回）
料理の基本を学びます／6月24日～
7月8日の毎週金曜10時～12時30分／
16人 ／4500円（全回分）●
◆おんがくひろばがやってくる
リトミック＆親子コンサート／6月18
日（土）13時30分 ～14時20分 ／0歳 ～
未就学児と保護者30組 ／1組800円 
※追加1人につき300円●
◆わくわくワークショップ
　～楽しい！でつながろう～
地域の皆さんによるわくわく、どきど
き、体験型の子ども祭り／5月22日（日）
9時～12時30分／50円～／
◆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／5月～7月
の第2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」
理科実験と自分がしたい学習をしま
す／5月26日（木）17時～20時／
小学生10人  ※要お迎え●

休館日◆5/9（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5月11日から

◆うたって楽しい♪健康体操  前期
　（全5回）
6月23日、7月14日・28日、8月4日・25
日の木曜／10時～11時30分／60歳以
上、25人 ／3000円（全回分）●
◆手帳活用術＆カフェ
6月29日（水）10時 ～12時30分 ／10人

／1500円●
◆健康麻雀入門講座（全5回）
6月28日～7月26日の毎週火曜9時30
分～11時30分／20人 ／2500円（全
回分）●
◆エコ料理講座
6月27日（月）10時 ～12時30分 ／16人

／1000円●
◆職人に習う手作りパン
7月4日、8月22日、9月5日の月曜10時～
12時30分／各20人 ／各1200円●
◆ベストセラー著者講座

「リーダーになる人へのガイダンス」
講師：折戸裕子氏／7月2日（土）10時～
12時／30人 ／500円●
◆ロビーコンサート
5月14日（土）：バイオリン演奏（長野
真理子）、6月4日（土）：キーボード演
奏（RAKIRA）／13時30分～14時30分
／

休館日◆5/9（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
◆秀方さんのチャイニーズキッチン
外国人講師から習う家庭で作れる四川
料理／6月8日（水）10時～13時／16人  
※子ども同伴不可／1200円●
◆かしこい節電セミナー
節電のコツや電力自由化などをプロ
が分かりやすく解説します／6月18日

（土）10時～11時30分／40人 ●
◆竹とあそぼう！
親子で竹とんぼや竹筒を使った水よ
うかん作りにチャレンジ／7月3日（日）
10時～12時30分／年長～小学3年生
と保護者10組 ／1組700円（きょうだ
いで参加する場合は1組1050円）●
◆暮らしに役立つアロマテラピー
　～素敵な香りの虫よけスプレー作り～
天然の素材を使った体にやさしいス
プレーです／6月30日（木）9時30分～
11時30分／16人  ※子ども同伴不可
／700円●
◆たまにはじっくりベジ・キッチン
地元産の夏野菜を使ったルーから作る
チキンカレーとナン、お菓子を作る／
6月17日（金）10時～13時／16人  ※子
ども同伴不可／1200円●
◆ロビーコンサート
ピアノ、歌、クラリネットの演奏／5月28
日（土）13時30分～14時30分／

休館日◆5/9（月）、5/23（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は5月12日から か
◆「和の絵手紙・華やぎの花々」展
6月4日（土）・5日（日）10時～16時／
◆花の絵ワークショップ
6月4日（土）：しおり（3枚）、6月5日（日）：
はし袋（3枚）／14時～15時／各10人

／各500円●
◆手打ちそば講習会
6月18日（土）9時30分～13時／高校生

以上、28人 ／1000円●
◆はぎれ草履講習会
6月19日（日）9時～12時／12人 ／
800円●
◆楽しく着物を着ましょう
6月15日（水）13時～15時／女性15人

／1500円●
◆いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力：かたらんらん／
5月16日（月）11時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
5月21日（土）14時～16時／
◆土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／

休館日◆5/19（木）、6/2（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆犬のしつけ教室
5月14日（土）10時～ ※雨天中止／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
◆「ローザ・つづきく」
　バラまつり2016
フランス生まれで都筑区の名が付い
た可憐なバラに囲まれて行う、春の祭
典。コンサート、竹細工体験、竹細工製
品・竹炭の販売、フランクフルトなど
の販売も／5月15日（日）10時～15時

（コンサートは12時30分～15時）／
◆第13回タケトンボマイスター
作ったタケトンボを飛ばして、滞空時
間を競います／5月15日（日）10時～12
時／20人 ／500円●
◆大池の生き物観察会
ザリガニ釣りをはじめ、大池にいる淡
水魚、エビ、カニなどを観察します／
5月22日（日）9時 ～12時 ／30人 ／
300円●
◆里山の田植え体験
6月4日（土）13時～16時／30人 ●
◆初夏の昆虫観察会
チョウの観察に最適な時期。チョウの
宝石と言われるゼフィルスの仲間をは
じめ、多くのチョウが舞っています／
6月5日（日）9時～12時／30人 ●
◆ジュニアくらぶかんさつ会
　～エリア51の草取りと野イチゴ狩り～
6月5日（日）13時～15時／30人 ●

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

◆里山を保全再生しよう
里山でササ刈り、木の伐採などの作業
をします／5月21日（土）・29日（日）10時
～12時 ※雨天中止／飲み物持参。長
袖、長ズボン、帽子、軍手などの作業で
きる格好で参加／
◆野の花ウォッチング
講師の話を聞きながらゆっくり散策し
ます／6月4日（土）10時～11時30分 ※
雨天翌日順延／15人 ／300円

6月3日までに か を明記し

休館日◆火曜日
・ 913-1123

〒224-0003  中川中央一丁目9
tsuzuki-yumesuta@bell.ocn.ne.jp

都筑の文化　夢スタジオ

行事は、事前に か、 を明

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

◆エンジョイ・キッズ！
Nゲージ鉄道模型の運転会、大学生
によるジャグリング、楽器の体験、け
ん玉など。共催：北山田小オーシャン
キッズ／5月21日（土）10時～14時／
北山田小学校体育館／
◆俳句入門（全5回）
初心者対象／5月25日、6月8日・22日、
7月13日・27日の水曜10時～11時30分
／10人 ／2000円（全回分）

5月23日までに か
◆初心者のための囲碁教室
子どもから大人まで、丁寧に指導しま
す／5月28日、6月25日、7月23日の土曜
13時30分～14時30分／

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5月11日から か
◆たまりばフェスタ
景品付きゲーム、模擬店、工作、演技パ
フォーマンス、健康チェックなど／5月
29日（日）10時～14時／
◆ヴォイストレーニング
ヴォイストレーナー富塚研二氏が発
声のポイントを分かりやすく伝えます
／6月6日（月）10時～12時／30人 ／
500円●
◆英語を学ぼう初級・中級（全6回）
6月8日～7月13日の毎週水曜／初級

（この一言で盛り上がる英会話）：12時
30分～13時20分／中級（アメリカの
教科書で読む日本近代史）：13時30分
～14時20分 ／ 各12人 ／ 各5000円

（全回分。別途教材費）●
◆おはなし会 たまには大人版
茶菓付き／5月30日（月）10時30分～12
時／30人 ／

休館日◆火・金曜
・ 591-3131

〒224-0027  大棚町240

中川中学校コミュニティハウス

◆始めよう！3B体操（全3回）
ボールなどの「B」の付く3つの用具を
使って体を動かし、運動不足を解消し
ます／5月26日、6月2日・9日の木曜10
時30分～11時30分／15人 ／900円

（全回分）
5月11日から か

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

新栄地域ケアプラザ

◆新栄おもちゃの病院
おもちゃの対面修理／6月25日（土）10
時～15時／15点

5月11日から か
◆つくしんぼサロン
出入り自由の遊び場フリースペース

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

◆ラストサダデープログラム
　～おもしろいぞ！紙芝居～
5月28日（土）①12時～ ②13時30分～ 
③15時～／
◆石鏃（せきぞく）作り
黒曜石を使った石鏃作りと弓矢打ち
のデモンストレーション／5月29日

（日）9時20分～12時頃、13時20分～16
時頃／小学生以上、各16人 ／500円

5月18日までに と、どこでこの
イベントを知ったかを明記し か

休館日◆5/23（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

◆春のスポーツ教室4月～6月
表記のないものは60分間。いずれも

。
各教室とも か か と年齢

を明記し 。5月21日必着。
親子・子供向け教室

▶火曜（7月5日～9月27日）
1 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
の乳児と保護者
2 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
3 苦手種目にチャレンジ／17時～／
小学1～4年生
4 かけっこ教室／18時15分～／小学1 
～4年生
▶水曜（7月6日～9月28日）
5 わくわく親子体操／9時15分～／
2・3歳児と保護者
6 幼児体操1／14時30分～／年少
7 幼児体操2／15時45分～／年中、年長
8 ジュニアバドミントン／17時～／小
学生
▶木曜（7月7日～9月15日）
9 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
10 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（7月8日～9月30日）
11 うきうき親子体操／9時15分～／
2・3歳児と保護者
12 横浜FCサッカースクールS ／15時
30分～／年少、年中
13 横浜FCサッカースクールM ／16時
40分～／年長、小学1年生
14 横浜FCサッカースクールL ／17時
50分～／小学2･3年生
15 こどもバレエ♪アリス／15時25分
～／年小、年中 ※保護者同伴
16 こどもバレエ♪マーメイド／16時
30分～／年長、小学1年生
17 こどもバレエ♪シンデレラ／17時

記し か
◆まちの音楽会～ソプラノ・ピアノ・
　フルートによる「蝶と花」～
5月22日（日）14時開演（13時30分開場）
／50人 ／1000円（小学生以下無料）

5月11日から 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●
◆朗読ワークショップ
　～ただ今2期生募集中！～
小学生から大人まで、初心者も歓迎。
講師：森田等／金曜18時30分～20時、
土曜15時～16時30分／月3000円●

休館日◆5/16（月）
・ 942-1569

〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス

◆親子の広場 「かもっこくらぶ」
①おはなし会：5月12日（木）10時30分
～11時
②おやこであそぼう：5月17日（火）10
時30分～11時
③はんどめいどカフェ：5月19日（木）
10時30分～11時30分
④絵本とリズムあそび：5月26日（木）
10時30分～11時30分
⑤小麦粘土で遊ぼう・焚火でパン焼
き：6月7日（火）10時30分～11時30分
／未就学児と保護者／①②③ ・無
料、④⑤15組 ・1組200円

④⑤のみ、5月11日から か

休館日◆5/16（月）
914-7171  914-7172  〒224-0003

中川中央一丁目25-1 ノースポート・モール5階
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年度思春期セミナー
　～難しくなってきた子育て、
　ヒントを見つけに来ませんか～

「スマホ依存と人間関係～コミュニ
ケーションで心を育てる～」講師：宮崎
豊久氏（インターネット博物館館長）／
6月27日（月）10時30分～12時30分 ※
希望者は終了後個別相談可／思春期
の子どもを持つ保護者40人

5月11日から か か を明
記し

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

行事は前日までに か を
明記し
◆はじめての茶道体験（全2回）
講師：井藤美知子氏（大日本茶道学会）
／5月30日（月）：茶の湯とは、6月6日

（月）：茶の湯体験／10時～11時30分
／10人 ／800円（全回分）●
◆うたごえサロン（全3回）
男性大歓迎。講師：松本美由紀／毎月
第3土曜14時～15時30分／20人 ／
900円（全回分）●

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

◆産後ママと赤ちゃんのなごみの
　ヨーガ（全5回）
お母さんの疲れた体ほぐしの動き、手
当てを学びます／5月19日、6月2日・
16日・30日、7月7日の木曜13時30分～
14時30分／3か月～1歳4か月の子と
母親10組 ／2000円（全回分）

5月11日から か か と子
の月齢を明記し

に来てみませんか。不定期で保育士さ
んも遊びに来ます。お弁当・持ち物持
込み可／毎月第1金曜10時～14時／
0・1歳児と保護者／

592-5975  592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

行事は5月11日から か
◆ほっと茶屋
介護に関わる皆さんがおしゃべりをす
るお茶会です。ストレス発散や情報交
換、仲間づくりをしませんか／5月24日

（火）13時～14時30分／介護者、介護を
終えた人15人 ／100円●
◆アートウォーキング講座
5月21日（土）：正しいウォーキングと
葉っぱの版画づくり、6月4日（土）：みん
なで大きな森づくり／9時30分～12時
30分／北山田地区センター／区内在
住の小学生10人 、65歳以上の人10
人 ／各日100円●

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
お話のほか、新緑の季節の歌や手遊び
もします／5月26日（木）11時30分～11
時50分／未就学児と保護者／

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
◆なるほどトーク
　「はじめての集団生活どうですか？」
専門相談員（臨床発達心理士）とこの
春幼稚園・保育園に入園したお子さん
について、小グループでじっくりお話
ししてみませんか？／5月25日（水）
14時15分～15時30分／この春入園し
た年少・年中の保護者6組 ●
◆「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
による再就職セミナー／6月17日（金）
10時30分～12時／未就学児と保護者
12組 ●
◆パパといっしょに公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎。ご家族でどうぞ／
6月4日（土）10時30分～12時／ききょ
う公園（中川五丁目10）／
◆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／6月11日（土）・22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先輩ママ
と話そう！／5月21日（土）10時30～11
時30分／未就学児と家族5組 ●

35分～／小学2～4年生
▶土曜（7月2日～9月24日）
18Jr.ヒップホップ／9時～／小学生
19 親子de英語リトミック／9時30分
～／1歳6か月（ひとりで歩ける子）～
未就学児と保護者

このほか、大人向けの卓球やバドミン
トンなどの種目系、ピラティスなどの
エクササイズ系、太極拳などの健康づ
くり系、フラメンコなどのダンス系教
室もあります。詳しくは か で。

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、
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◆5/23（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

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

男女共同参画センター横浜北

◆当日受付教室
　「ママのためのジャズダンス」
ダンス後はミニ交流会も／5月16日・
30日、6月6日の月曜10時～11時／
各20人 ／各820円（保険料含む）／
（有料、予約制）／

910-5656  910-5674
http://artazamino.jp/

横浜市民ギャラリーあざみ野

◆子どものためのプログラム
　「さわって、かいで、撮って、焼く
　～体感写真～」（全3回）
フィルムカメラで写真を撮り、暗室で
焼きます。できた写真は「あざみ野こ
どもぎゃらりぃ2016」で展示します。
講師：齋藤久夫／6月11日・25日、7月9
日の土曜 ※時間は問合せ／小学4～6
年生12人 ／4500円（全回分）

6月1日必着で、 か か と学
年を明記し
◆Welcome！ロビーコンサート
5月22日（日）：FTO（ギター）／6月12
日（日）：大井郷誉（ピアノ）、中野亜維里

（ソプラノ）、田中沙友里（メゾ・ソプラ
ノ）、青山瑠美子（ピアノ）／各12時～12
時40分／
◆あざみ野オープンスタジオ
　ヌード・クロッキー Bコース（全4回）
指導はなく、自主的にクロッキー（速
写）に取り組む時間です。カルトン（画
板）とイーゼルの無料貸出しあり／
6月8日・22日、7月6日・20日の水曜18時
～20時30分／15歳以上、20人 ※中
学生不可／5000円（全回分）

5月25日必着で、 か か と
年齢を明記し

＊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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募  集
●山田小学校はまっ子ふれあい
　スクールアシスタント募集
子どもたちが安全で快適に過ごせる
放課後の居場所づくりをお手伝いし
てくれる人を募集／週2・3日、放課後
～18時（お迎え終了まで）／山田小学
校内／大学生以上で平日・土曜の勤務
が可能で徒歩で通える人2人／賃金1
時間956円。随時見学・面談可（要予約）

事前に山田小学校はまっ子ふれあ
いスクール平井へ  ・ 592-3705
●第20回 東京都市大学横浜祭
　フリーマーケット出店者大募集！
6月11日（土）・12日（日）12時～16時 ※雨

天時11日は中止、12日は体育館で開催
／東京都市大学横浜キャンパス／各日
75組 ／各日500円（車は1000円）

5月25日までに下記へ か、
を明記し か か
東京都市大学横浜祭実行委員会  堀川
 224-8551牛久保西三丁目3-1

080-3275-8347 910-2539
furima.yokohamasai@gmail.com

●女性コーラス会員募集
コーラスが好きな人、一緒に楽しみま
せんか／毎月第２土曜10時～13時／
都筑の丘小学校コミュニティハウス／
月1500円（別途年会費1000円）

女性コーラスYUI 古山（こやま）へ
090-7813-6418

●徳座連　連員募集
踊ることが好きな人、鳴物をやってみ
たい人、一緒に阿波踊りを楽しみませ
んか／月2回（土曜か日曜のいずれか）
／荏田南小学校か仲町台地区センター
／踊り子（男踊り、女踊り、子ども踊り）、
鳴物（三味線、篠笛、太鼓など）／練習参
加日に200円、年会費3000円

事前に徳田へ ・ 591-7428
●シャフルボードクラブ体験会
誰にでも簡単にできるカーリングの陸
上版のようなスポーツです。健康で、元
気で、明るく、楽しく過ごしたい人、ぜひ
体験してみましょう／5月25日（水）・27
日（金）10時～12時頃／葛ケ谷公園／運
動しやすい服装でお越しください／

横澤　 ・ 943-8114

催  し
●「2015都 筑mottoい き い き 元 気

プロジェクト」活動報告会
2015年度に実施した地域活動グルー

プによる報告会・交流会を開催します
／5月22日（日）13時10分～／ショッピ
ングタウンあいたい3階イベント広場
／

事務局（㈱横浜都市みらい内）
943-2459 941-3911

●旧大
お お

山
や ま

道
み ち

を藤が丘まで辿ってみよう
◆ガイドと共につづきを歩こうNo.28
江戸時代中期頃から盛んになった「大
山詣」。区内に残された大山道の一部
を、当時の人々に思いを馳せながら藤
が丘まで辿ります／5月28日（土）9時
～9時30分 ※雨天決行／市営地下鉄
中川駅前集合／約7km（階段、坂道あ
り）、約3時間歩ける人100人 ／300円

5月21日必着で参加者全員分の
と 、この催しをどこで知ったかを明
記し下記へ か か
都筑をガイドする会  大橋

224-0029 南山田二丁目24-6-717
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp
http://tzkgd.com

090-9088-0286 

企画調整係 948-2226  948-2399 都筑土木事務所 942-0606 942-0809

　一般社団法人
横浜建設業協会
と横浜市は、災
害時の協力要請
と応急活動につ
いて協定を結ん

でいます。市内で震度5強以上の地震が発生した場
合には、初期活動として横浜市からの協力要請を
待たずに各区区会の会員が、緊急巡回と応急措置
などを行います。
　同協会と土木事務所は、大規模地震などの災害が
発生した時には、協働して早期の対応ができるよう
緊急輸送路沿道に資
材置場を整備してい
ます。
　27年度は同協会か
ら資材置場に配備す
る資材を寄贈してい
ただいています。

（横浜建設業協会と協働）
災害時に緊急巡回と
応急措置を行います

●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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災害訓練の様子

鴨池公園

【都筑区水と緑の散策マップ】
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 からは無料でダウンロードできます。

　「都筑区水と緑の散策マップ」は、区内のさまざまな

魅力スポットを巡る15のコースを紹介しています。こ

こでは、散策マップに掲載されているコースの中から、

毎月おすすめのコースを紹介していきます。

自然豊かな緑道をのびのびと歩くコース

　5月は導入編として、散策初心者にもおすすめのＮコースを紹

介します。
　道沿いにせせらぎが流れる緑道「ささぶねのみち」を通るコース

は歩きやすく、今の時期は美しい新緑を楽しむことができます。

　また、鴨池公園には、湧き水を
利用した池があり、カルガモの
親子と出会えるかもしれません。

水と緑の散策マップ 統合板 検索

都筑区

第１回水と緑の       散策マップ水と緑の       散策マップ

都筑区
第１回

コース紹介コース紹介

寄贈された資材

＊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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