
　学校の校門周りにお花を植えて、
子どもたちに気持ち良く登校して
もらおうと始めた「花いっぱいプロ
ジェクト」の活動も現在4年目。PTA
だけでなく、地域の皆さんにも参加
してもらうなど、月に1度、楽しみな
がら活動しています。

　「落ち込んだときにきれいな花を見
ていると癒される」という子どもたち
の声がとても励みになっています。
　4月はチューリップが見事に咲き
ます。お近くにお越しの際は、ぜひお
花を楽しんでください。

　本社にあるグリーンプラザでは、
「花と緑のある豊かな暮らし」を感じ
ることができます。
　本社の敷地面積の約15％を占め
る公開空地は周辺環境と一体化した

「地域の憩いの場」となっています。

　都筑区では、第33回全国都市緑
化よこはまフェアを契機に、都筑区
ふるさとづくり委員会がこれまで
も提唱している「都筑区花いっぱい
運動」を関係団体の皆さんと共にさ
らに拡充展開していきます。

開催期間 平成29年3月25日（土）～
6月4日（日）（72日間）
会　場 ●みなとガーデン（山下公

園、グランモール公園など）●里山
ガーデン（横浜動物の森公園植物
公園予定地（ズーラシアに隣接）
　横浜市が先進的に行ってきた緑
の取組の成果をアピールし、横浜
ならではの「美しい花と緑
豊かなまち横浜」を発信し
ていきます。

　区内の公園愛護会の有志による活動です。
東方公園にある「東方プランテーション」で、
花の種から苗に育て、育った花苗を公園に配
布しています。
　このような取組は市内でも珍しいものと
なっています。種から育てていくのは難しい
こともありますが、都筑区の公園を花いっぱ
いに！を目標に活動しています。

　緑と調和した街、都筑区。花と緑は、人々に憩いを
与え、街並みにうるおいと季節感を生み出します。
　私たちが暮らす都筑区を「花と緑でいっぱいに」
する活動をしている皆さんをご紹介します。
問合せ 広報相談係　 948-2223  948-2228

第33回全国都市緑化
よこはまフェア

サカタのタネ
　 （仲町台二丁目）

都筑区における花とみどりの取組

茅ケ崎中学校PTA

公園愛護会  花壇分科会
公園に花を増やしたい！

花いっぱいプロジェクトで
みんなが笑顔に

種苗を通じて社会に貢献を

（写真左から）東方プラン
テーション圃場長 大矢会
長（荏田南みのり公園愛護
会長）、花壇分科会 木村会
長（茅ヶ崎公園愛護会長）

　身近な公園の清掃、除草などの日常的な管
理を行っている地域のボランティア団体です。
公園愛護会については都筑土木事務所へお問
い合わせください。
問合せ 都筑土木事務所　 942-0606

●「大棚杉の森ふれあい公園」
　平成28年4月開園

●「（仮称）池辺市民の森」の
　整備

ガーデンベア
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区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ ※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

● 区役所への郵便物は ● 
〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1　都筑区役所○○係（担当）へ

 行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、往復はがきの場合は返信面
 電話（番号）  ファクス（番号）  はがき  往復はがき
 返信用はがき持参  窓口  Eメール（アドレス）  ホームページ
 当日直接  先着  抽選  要予約
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都
筑

都筑図書館の休館日　4月18日（月） ● 5月16日（月）
都筑公会堂の休館日　4月18日（月） ● 5月16日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 212,369人 （平成28年3月1日現在・前月比19人増）
世帯数…80,790世帯（平成28年3月1日現在・前月比48世帯増）
交通事故発生件数…38件　
　死者0人／負傷者43人（平成28年1月1日～1月31日）
火災発生件数…6件（平成28年1月1日～2月29日）

問合せ 戸籍課　 948-2251　 948-2259

お知らせ
都筑図書館から

問合せ・申込先▶都筑図書館
948-2424　 948-2432

◆わらべうた講座 「赤ちゃんとわら
べうたを楽しむ」
楽しく子どもとスキンシップをして
もらうために、都筑図書館の司書が
わらべうたを紹介します。
日時4月21日（木）①10時～10時30分
②10時45分～11時15分※各回同一内容
会場都筑図書館対面朗読室
講師都筑図書館司書
対象0～2歳児と保護者、各回10組
申込み▶４月12日から か
◆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をします。
日時４月16日（土）10時30分～12時
会場都筑図書館絵本コーナー／
●4月の定例おはなし会
日時４月20日（水）15時30分～16時
会場都筑図書館対面朗読室／
対象1人でおはなしを聞ける子
◆くまさんのおはなし会（5月）
日時５月12日（木）①10時～10時25分 
②10時45分～11時10分 ※各回同一内容
会場都筑図書館対面朗読室
対象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
申込み▶４月28日から か

都筑区総合庁舎で無料Wi-Fi
サービスを開始します

4月1日から、都 筑区 総 合 庁 舎1階
区民ホールで無料Wi-Fi（公衆無線
LAN）サービスが使えるようになり
ました（8時～19時まで）。
お手持ちのノートパソコンやタブレ
ット端末、スマートフォンからその
場で利用手続を行うことで、無料で
インターネットに接続できます。ぜ
ひ利用してみてください。
※接続には、「FREESPOT」を利用し
ます。
問合せ▶予算調整係　

948-2213　 948-2208

【講演・講座】
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】食生活のお話と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（2日間で1コース）
日時5月25日（水）・31日（火）10時30
分～11時30分
対象区内在住で離乳食を始めてから2
か月を過ぎた頃の子と保護者25組
持ち物【1日目】普段使っている離乳
食用のスプーン、飲み物【2日目】バス
タオル、飲み物
会場・申込み▶葛が谷地域ケアプラザ

（ 943-5951）へ4月25日10時から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

平日に参加できない妊婦と
パートナーのための両親教室

日時5月28日（土）10時～12時（9時
45分受付開始）
会場区役所1階福祉保健センター
対象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35組
申込み▶4月28日8時45分から
問合せ・申込先▶こども家庭支援担当

948-2318　 948-2309

募　集
介護相談員を1名募集します

介護相談員は、介護サービス提供施
設に訪問し、利用者や家族から介護
サービスに関する疑問や不満などを
聴き、問題の改善や介護サービスの
質の向上を図ります。
活動費用は1施設1回あたり3,000円
です（交通費など含む）。
なお、活動にあたり、所定の養成研修
を受講していただきます。その他、詳
しくはお問い合わせください。
問合せ▶高齢障害介護事務係　

948-2301　 948-2490

問合せ・申込先 高齢支援担当 948-2306　 948-2490

問合せ  都筑区社会福祉協議会 943-4058　 943-1863
              都筑区役所事業企画係 948-2344　 948-2354

43

1 2

■請求必要書類…（1）請求書、（2）住所が記載された本人確認資料のコピー
（3）手数料（定額小為替又は現金書留）、（4）返信用封筒（切手・返信住所を記載）
…詳細は
■郵送先…横浜市郵送請求事務センター
〒231-8307　中区尾上町1丁目6番地　横浜市郵送請求事務センター

初めての海外旅行
とても楽しみ！

でも忙しくてなかなか
区役所に行けないな…

　横浜市のホームページから請
求書をダウンロードして、必要な
書類を郵送するだけで自宅に証
明書が送られてくるんですよ。

　そういえば、本籍地は
横浜市ではなくて、昔住んで
いた町のままだった！

　どこの市区町村でもおおむね
同じように手続きできるので、大
丈夫ですよ。
本籍地の市区町村のホームページ
に郵送先や手数料が記載されてい
るので確認してみてください。

パスポートの
申請には戸籍謄本が
必要なのね。

それなら
「郵送請求」のサービスを

利用してみたら
どうですか？

※戸籍は本籍を定めている市区町村でのみの取り扱いとなります。横浜市外に本籍
　を定めている場合は、本籍地の市区町村へ請求しなければなりません。

お困りごと

【連載/全12回】

　住民票や戸籍全部事項証明（謄本）が必要になったときに
は、区役所に行かなくても「郵送請求」により自宅で受け取る
ことができます。

とっても便利、郵送請求第10回

　都筑区地域福祉保健計画を推進し、地域の福祉保健に
関する課題の解決に向けた活動を行う団体などに対し、

「つづき あい基金」を活用し、活動経費を助成します。
　詳しくは募集案内をご覧ください。
募集案内  区社会福祉協議会、事業企画係（区役所２階23番窓口）などで配布。
　　　  区社会福祉協議会ホームページからもダウンロードできます。

申込期限 ５月９日締切。 ※事前に電話で連絡の上、区社会福祉協議会窓口へ
　　　 申請。
活用事例  これまでに「ちょこっとボランティアグループ」や「認知症カフェ」の

立ち上げなどに活用いただいています。

日時・内容 　　
第１回 ５月１１日（水）９：３０～１１：３０　 内容：コグニサイズで認知症予防！　
	 講師：理学療法士・健康運動指導士　笹川 さゆり 氏
第２回 ５月１６日（月）９：３０～１１：３０　内容：口の健康とバランスのいい食事で健康づくり！
　　    講師：歯科衛生士　泓

ふち

 雅子 氏　管理栄養士　麻
お

植
え

 有希子 氏
第３回 ６月３日（金）１３：３０～１５：３０　内容：ロコモティブシンドローム予防で健康寿命をのばそう！
　　　　 講師：健康運動指導士　高垣  茂子 氏

会場 区役所６階　大会議室　 対象 区内在住のおおむね６５歳以上の高齢者
定員  各回６０人（応募者多数の場合は抽選 ※連絡がなければ直接会場へお越しください）

申込み  いずれも開催日の1週間前までに または
持ち物 動きやすい服装と靴、飲み物

都筑区 社協 検索

平成28年度助成活動の募集

つづき あい 計画

1回の参加も可

講座

横浜  郵送請求 検索

ど
う
し
よ
う

あ
り
が
と
う

「つづき あい基金」助成金
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問合せ  都筑区民活動センター 区役所1階、開館時間：9時～17時※土日も開館しています
948-2237　 943-1349　 tz-katsudo@city.yokohama.jp問合せ  区民活動係 948-2236　 948-2239

問合せ  地域振興係 948-2241 948-2239

問合せ  企画調整係　 948-2225　 948-2399　 tz-machirule@city.yokohama.jp

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 ◆休館日◆

4月18日（月）・29日（金・祝）

①輝く女性応援プロジェクト「そろそろ本気の“わたし”始動！」
　この春、講座に参加して、新しい“わたし”への扉を開きませんか？

②区民活動補助金交付団体募集
　地域課題の解決を目指す、公益性の高い事業の事業費を補助します。対
象となる事業費の２分の１（最大10万円）を上限とします。  締　切 ５月13日

①②の詳細については区民活動センター または区民活動センターで配
布するチラシ及び募集要項をご覧ください。

会　場 区役所会議室ほか　　 時　間 いずれも10～12時　
対　象 １つでも 　が入った女性（おおむね20～40代）先着20人
　　　※託児あり（１歳以上。先着10人）
申込み  と託児の有無を明記し 、 または

　平成25年度から「横浜市都市計画マスタープラン都筑区プラン 都筑区まちづくりプラ
ン」の改定検討を進めてきましたが、１月の都市計画審議会を経て、平成28年３月15日に
「都筑区まちづくりプラン」を改定・公表しました。
　改定にあたっては、多くの市民の皆さんから多数のご意見を
いただき、ありがとうございました。
　社会経済状況の変化、現状のまちの課題や、皆さんからのご意
見などを踏まえた改定となっていますので、ぜひご覧ください。
　今後は、新しい「都筑区まちづくりプラン」を指針に、区民・事
業者・行政が手を携えてまちづくりを推進していきます。

　平成29年1～2月に開催予定の都筑区民文化祭は、多くの区民が参加し
て文化活動を発表する場です。

　区民の皆さんが気軽にゆずりあえる掲示板です。ベビー用品や家具、家
電などさまざまなものが貼り出されています。ぜひ一度お試しください。
設置場所 区総合庁舎１階都筑図書館前
利用方法  ゆずりあい情報板前にある申込み用紙（「ゆずります」「ゆずってく

ださい」）に記入し、応募箱へ投函します。その他、詳しい利用方法
などはお問い合わせください。

※ ゆずりあい情報板は、地域で活動する「横浜市消費生活推進員」の皆さんのご
協力によって運営しています。

※ゆずりあいは個人同士のやりとりとなります。区役所は責任を負いません。

　区民文化祭の企画から参加してみませんか。
種　別  事務局（文化祭全体の企画、広報、各種イベントなど）、展示部門

（写真や絵画など）、舞台部門（ダンスやコーラスなど）　

　文化祭にふさわしいキャッチフレーズを募集します。採用者には記念品
を差し上げます。

第20回「世代を超えて創ろう未来につづく都筑の文化」
第19回「次世代へ　つづけ　文化と心の輪」

応募資格 ①②とも区内在住・在勤・在学、または区内で活動している人
申込み と①は興味ある部門（事務局・展示・舞台）、②はキャッチフレ
　　　 ーズを記入し、 か 。4月30日必着。
申込先  〒224-0006 都筑区荏田東四丁目10-3 都筑区社会福祉協議会（か

けはし都筑）M-24　「都筑区民文化祭実行委員会事務局」宛て
 tzbunkasai@yahoo.co.jp　
 http://webyoko.com/bunkasai/

※平成28年４月から、区民活動センターは祝日休館になります。

日程 タイトル 内　容
５月１7日
（火）

新しく何かをはじめる
“きっかけ”をつかみたい

職員による「わたし」発見
ワークショップ

５月24日
（火）

「わたし」に自信を
持ちたい

気持ちを前向きにする
コーチング

５月31日
（火）

都筑で、モヤモヤ→キラキラ
した女性と話したい

2015モヤ▶キラプロジェク
ト参加者とのトーク

6月７日
（火）

本気の「わたし」ライフ
プランを考えたい

講師と一緒にライフプラン
を作ろう

6月１4日
（火）

同じ思いの仲間と
つながりたい ティー＆トーク（振り返り）

ボランティアスタッフ
キャッチフレーズ　

①ボランティアスタッフ募集

②キャッチフレーズ募集

参考

◆	改定した「都筑区まちづくりプラン」はホームページのほか、
　次の場所でご覧いただけます。
　●都筑区役所区政推進課 ５階55番窓口
　●横浜市庁舎1階市民情報センター
　●横浜市庁舎６階都市整備局地域まちづくり課
　 ※なお、都筑区役所５階55番窓口、都筑区役所１階総合案内、都筑図

　書館で、冊子を配布します（限定300部）。

平成14年度 平成25年度

広聴・地域のつどい
基礎調査

平成26年度 平成27年度 平成28年3月

改定原案作成準備期間 都筑区
まちづくりプラン

改定

都筑区
まちづくりプラン

策定

改定素案作成
説明会

市民意見募集 市民意見募集

都筑区まちづくりプラン改定へのご意見・ご提案ありがとうございました

募集！！都筑区民
文化祭

第21回

問合せ  地域振興係 948-2231  948-2239
tz-chishin@city.yokohama.jp　　　　　　　　　　　　　　

　都筑区役所では、区民の皆さんが安心していきいきと暮らせるまちづくり
を進めるため、自治会町内会への加入を勧めています。

❶	区役所窓口や市営地下鉄の区内各駅などで配布している
「加入のご案内」に付いているハガキに記載してお申し込
みください。
❷	携帯電話でQRコードを読み取り、必要事項を入力して、　
Eメールでお申し込みください。

❶または❷のいずれかの方法でお申し込みいただくと、区役所からお住まいの
地域の自治会町内会長へ連絡し、ご加入の手続きを進めさせていただきます。
※ ご登録いただいた個人情報は、都筑区自治会町内会への加入手続以外には使用しません。
※ 自治会町内会は任意の団体です。加入を強制するものではありません。

自治会町内会に加入しましょう！

都筑区　自治会町内会 検索

自治会町内会への加入手続は手軽にできます！

「親の陰　踏んで家族で　盆踊り」
（第四回都筑区自治会町内会川柳コンクール　都筑区連合町内会自治会長賞）

旧「リサイクル情報板」
ゆずりあい情報板で
Let's リユース！

ゆずります

ゆずってください

都市計画マスタープラン都筑区プラン
「都筑区まちづくりプラン」を改定しました

都筑区プラン 検索

興味があるタイトルに　 してください私のモヤモヤ度チェック
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地域の子育て力アップ事業
　地域･学校･団体･区役所が連携して地域における子育て支援のネッ
トワーク化を図り、妊娠期から小中学生まで切れ目のない子育て支援
を地域ぐるみで進めていきます。

  ●夫婦で子育て応援事業 ●学齢期保護者のネットワークづくり支援
  ●地域が支える子どもたちの居場所づくり　など

シニア☆スター育成プロジェクト
　シニアの豊富な経験を生かし、介護予防・認知症予防活動を行える
地域づくりのリーダー（シニア☆スター）を育成します。

  ●認知症サポート連絡会　●「人財育成講座」の開催　など

健康づくりの推進
　緑や公園が多く、農業も盛んな区の魅力資源を生かし、健康づくりを
通した地域のつながりづくり、子どもから高齢者まで各世代に応じた
健康づくりに取り組みます。

  ●運動習慣の定着  ●食育推進  ●がん・生活習慣病予防啓発

危機管理対策推進事業
   関係機関・団体と連携した風水害対策訓練、災害医療
対策訓練、区の災害対応力強化を図る区災害対策本部

運営訓練を実施します。
また、緊急時情報システ
ムを新たに導入し、災害
時における情報発信・収
集を充実させます。

つづき水と緑の魅力アップ
推進事業
　全国都市緑化よこはまフェアに向けた取組を進めます

（詳しくは、5ページをご覧ください）。また、「都筑区
水と緑の散策マップ」を活用し、区の魅力資源を広くPR
するとともに、利用者のつながりづくりを目指します。

広報・広聴事業
　区民の皆さんに積極的に区政情報の提供を行います。
また、多様化する区民ニーズや地域の課題を把握し、円滑な
区政運営を図ります。

東京都市大学連携による
コミュニティ活動向上プロジェクト
　東京都市大学と横浜市が連携して、団地の空き室を留学生のためのシェアハウスとし、
留学生が地域活動に関わることを通して多文化共生のまちづくりを目指します。

　平成28年度に都筑区役所が実施する
主な事業・取組、都筑区内で実施される
道路・防災・交通などの主な事業について
は、6月号で紹介します。
　「平成28年度 都筑区個性ある区づくり
推進費」予算の資料は、区役所5階53番窓
口やホームページでご覧いただけます。

平成28年度 都筑区個性ある区づくり推進費

　平成28年度は、都筑区の将来に向けた新しい2つの計画、「第3期地域福祉保健計画『つづき あい』」と
「都筑区まちづくりプラン」がスタートします。これらの計画を踏まえ、未来を見据え、今からしっかりと
将来に備えた取組を進めてまいります。
　都筑区ならではの魅力を生かしながら、区民の皆様にずっと住み続けたいと感じていただけるよう、
地域、団体、企業の皆様とともに、いきいき・にぎわい・つながりのある都筑区のふるさとづくりに取り組
んでまいります。
都筑区長　畑澤  健一

　地域の身近な課題やニーズに迅速かつきめ細かく対
応するために用いる「自主企画事業費」（1億302万円）
のほか、区庁舎や区民利用施設の管理運営・
修繕などに用いる「一般管理費」などを含め、
総額は7億6,080万円です。

※横浜市は、平成23年12月、環境問題や超高齢社会への対応など、さまざまな社会的課題を解決する成功事例の創
出・普及展開を目指す「環境未来都市」に国から選定されました。本プロジェクトは、地域における「環境未来都市」
の1つのモデル事業として取り組みます。

安心して暮らせる
まちづくり

いきいきと健やかに
暮らせるまちづくり

区環境未来都市推進事業※

豊かな環境を
生かしたまちづくり

共感と信頼の
区役所づくり

都筑区  予算 検索

都筑野菜 朝市 検索

水と緑の散策マップ 統合版 検索

都筑 防災拠点 検索

問合せ 予算調整係
948-2213　 948-2208

特 集

▼シニアの皆さんも
地域でいきいきと
活躍されています。

◀子育て世代が多い
都筑区では、地域
ぐるみでの子育て
を支援します。

新鮮な都筑野菜には、朝市や直売所でも出会えます。朝市は、区総合庁舎前警察署側で毎月▶
第2・4土曜日に開催しています。詳しくは、ホームページをご覧ください。　

区総合庁舎1階売店などでお求めいただけます。定価200円（税込）▶
ホームページからは無料でダウンロードできます。　

※写真はIKEA港北で拡大開催された朝市の様子です。

◀震災時の避難所はご存じで
すか？区内には27か所の地
域防災拠点があります。

◀食と健康について、楽しみながら考えてみましょう。

この特集では、
都筑区が地域の特性を
生かして取り組む主な

事業を紹介します

メイドインつづき推進事業
　中小製造業の高度な技術や区内でとれた新鮮な都筑野菜な
どの「メイドインつづき」をPRし、販路開拓や地産地消につな
がるよう支援します。

　●技術展示会出展支援  ●都筑野菜を使用した商品の認定 など

活力とにぎわい
あふれるまちづくり
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休館日◆4/26（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は4月11日から か
●わんぱくホリデー
　おもしろ科学たんけん工房
　〜テクテクザウルスを作ろう〜
実験と工作を通して楽しく科学を学
びます／5月14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　
申込み▶4月30日までに、 と学年
を明記し、おもしろ科学たんけん工
房 久保田方へ 941-2362か

http://www.tankenkobo.com/
●コーヒー講座（春）
　〜プロから学ぶおいしい珈琲〜
珈琲鑑定士が豆の選び方、おいしい珈
琲の淹れ方などを教えます／5月25日

（水）14時～16時／市内在住・在勤、10
人 ／900円  ▶
●おもちゃの病院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃを
修理します／6月11日（土）10時～14時
／幼児～小学生と保護者36点  ※保
護者のみの参加は不可／部品交換は
実費負担  ▶
●健康ウォーキング講座
　〜春コース〜（全2回）
約10キロメートルを歩きます。年齢・体
力に合った正しい歩き方を身につけま
しょう／5月8日（日）、6月5日（日）9時
30分～14時 ※いずれか1日のみの参
加も可／市内在住・在勤の50歳以上、
30人 ／各回200円  ▶

休館日◆4/11（月）、5月9日（月）
 912-6973   912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

申込み▶ 行事は開催日初日の1か月
前から
●親子体操  1期（全8回）
5月10日～6月28日の毎週火曜日11時
～11時45分／2歳～未就園児と保護者
30組 ／1組3,200円（全回分）  ▶
●親子美クス  1期（全5回）
産後ママのためのエアロビクスを中心に
親子で楽しめるダンスや遊びなど、ママも
キッズもうれしいプログラムです／5月
13日～7月8日の隔週金曜日10時～11
時／あんよができる頃～未就園児と母
親30組 ／1組2,500円（全回分）  ▶
●ベビーマッサージとママの
　ボディリメイク  1期（全5回）
親子のスキンシップと産後ママの骨盤矯
正／5月20日～7月15日の隔週金曜日
10時～11時30分／首がすわった頃～ハ
イハイ前の子と母親12組 ／1組2,500
円（全回分）  ▶
●シニアのためのパソコン講座（全6回）
ご自分のパソコンを持ち込み、Windows
の基本操作を学ぶ／5月17日・31日、6
月14日・28日、7月5日・19日いずれも火
曜日9時30分～11時30分／20人 ／
3,600円（全回分）  ▶
●中川歴史散策
明治期に活躍した人をテーマに都筑
区南部を散策します。協力：都筑をガイ
ドする会／5月19日（木）9時30分～12
時30分／20人 ／300円  ▶ （10時
以降は も可）
●街の寺子屋「放課後クッキング」
みんなで作ってみんなで食べよう／4
月28日（木）17時～20時／小学生12人

 ※要お迎え／500円
申込み▶4月12日から （10時以降は

も可）
●おはなし広場　春をみつけよう！
春のミニ工作と本の読み聞かせなど／
4月16日（土）10時30分～11時30分／

●やさしいバドミントン教室（全4回）
初心者から中級者まで、クラスに分か
れて楽しく教わります／5月28日（土）・
29日（日）、6月11日（土）・12日（日）9時30
分～11時30分／小学3年生以上30人

／2,000円（全回分）  ▶ （10時以降
は も可）

休館日◆4/11（月）、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

申込み▶ 行事は4月11日から
●みんなでうたおう 前期（全5回）
5月21日、6月18日、7月16日、9月17日、
10月15日いずれも土曜日／10時～11
時30分／50人 ／2,200円（全回分）  
▶
●おもちゃの病院
おもちゃを対面で修理します／5月14
日（土）10時～15時／幼児と保護者18点

  ▶
●背骨コンディショニング
　前期（全5回）
5月27日～7月22日の隔週金曜日13時
～14時30分／20人 ／3,500円（全回
分）  ▶
●つくりおきごはん（全3回）
6月3日・24日、7月8日いずれも金曜日
10時～13時／20人 ／3,000円（全回
分）  ▶
●かわりばんこ保育でママヨガ
　前期（全6回）
産後ママのリラックスタイム／6月2日・
16日・30日、7月7日、9月15日・29日い
ずれも木曜日10時～11時40分／1歳未
満の首がすわった子と保護者16組
／1組3,600円（全回分）  ▶
●ままくらぶ
和菓子作り／6月8日（水）10時～11時30
分／1歳～未就園児の保護者15人  ※
託児あり（予約制、400円）／800円  ▶
●ジュニア体操 前期（全8回）
6月14日・21日・28日、7月5日・12日・19
日、9月6日・13日いずれも火曜日13時
30分～17時／3歳～未就学児30人
／3,800円（全回分）  ▶
●ロビーコンサート
出演：ソレイユ・ウィンドオーケストラ
／4月16日（土）13時30分開始／

休館日◆4/11（月）、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

申込み▶ 行事は開催日初日の1か月
前から か
●免疫力アップ！養生気功  春（全5回）
5月16日・30日、6月6日・20日、7月4日い
ずれも月曜日9時30分～10時30分／
30人 ／2,300円（全回分）  ▶
●骨盤体操＆ストレッチ  春（全5回）
5月16日・30日、6月6日・20日、7月4日
いずれも月曜日10時40分～11時45分
／35人 ／2,300円（全回分） ※託児あ
り（予約制、全回で1,500円）
申込み▶4月16日必着で と託児を
希望する場合は子の氏名・年齢・性別を
明記し か返信用はがきを持参し
●家庭で伝えるいのちのおはなし
　（全2回）
小中学生のお子さんを持つ保護者を
対象にした、成長期の子どもたちの身
体と心、食事、栄養についてのお話を聞
く会です／5月17日・24日いずれも火
曜日10時～11時30分／20人 ／500円

（全回分）  ▶
●なないろと歌おう
5月31日、6月7日・21日、7月5日いずれ
も火曜日13時15分～14時30分／1,500
円（全回分）
申込み▶4月30日から か

●子どものアートⅠ（全3回）
5月15日、6月19日、7月10日いずれも日
曜日、第1・2回：9時30分～11時30分、第3
回：13時～16時30分／年長～小学生30
人  ※未就学児は保護者同伴／1,000
円（全回分） ▶
●ロビーコンサート
歌とピアノ／4月16日（土）13時30分～
14時30分／
●えいごのあそびば！（全6回）
楽しみながら英語に親しみます／5月
23日・30日、6月6日・20日・27日、7月4
日いずれも月曜日
①15時20分～16時：年中と保護者12組

、1組2,400円（全回分） 
②16時10分～16時50分：年長、小学1年
生12人 、2,400円（全回分）  
▶

休館日◆4/11（月）・25（月）、5/9（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

申込み▶ 行事は4月12日から か
●イキイキこどもデー
5月5日（木・祝）11時～14時／  
※事前予約制のイベント
①子どもそば打ち：10時集合／小中学
生32人 ／500円
②子どもお茶会：11時～、13時～／5歳
～中学生、各15人 ／各500円
持ち物など詳細は問合せを  ▶
●わくわくどきどき自然体験
軽食付き。詳細は問合せを／5月15日

（日）10時～14時／5歳～小学生25人  
※保護者同伴／子ども1,000円、保護者
500円  ▶
●はぎれ草履講習会
5月22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
初心者歓迎。詳細は問合せを／4月27
日(水)、5月18日（水）13時～15時／各日
女性15人 ／各日1,500円  ▶
●古典芸能に親しもう
謡曲・仕舞などの見学／5月1日（日）13
時～16時／
●手打ちそばを食べよう
4月16日(土)12時集合／50人 ／1人前
500円  ▶
●お茶室カフェ
4月29日（金・祝）・30日（土）10時～16時
／コーヒーなど300円～／ 　
●いろり端おはなし会
協力：かたらんらん／4月18日（月）11時
～11時30分／
●体験！南京玉すだれ
4月16日（土）14時～16時／
●土曜しの笛コンサート
毎週土曜日11時30分～12時 ※荒天時
は中止の可能性あり／

休館日◆4/21（木） 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

●こどももちつき体験
ついたお餅はおみやげとして持ち帰
りできます／5月5日（木・祝）11時～定
員になり次第終了／100人 ／
●春のコンサート　箏・三絃・尺八
都筑区三曲協会によるコンサート／4
月10日（日）11時～12時／
●犬のしつけ教室
4月9日（土）10時開始 ※雨天中止／犬
をつれて参加／太鼓橋竹林前集合／
●音楽とあそぼう！
5月7日（土）13時30分～14時15分／未
就学児と保護者10組 ／
●古民家市
新鮮野菜販売／5月7日（土）・21日（土）
10時～なくなり次第終了 ※雨天中止
／

●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／4月22日（金）11時30分
～ ※雨天中止／40食 ／1人前500円
／
●創作「語り人」語りと朗読
　「みちゆきさん」
尺八演奏もあります／4月23日（土）15
時開始／
●親子のお話し会
絵本・紙芝居の読み聞かせ／4月20日

（水）10時30分開始／未就学児と保護
者10組程度 ／
●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／4月20日（水）13時30分～16
時／10人 ／1,500円／持ち物は問合
せを
申込み▶4月19日までに か

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）

申込み▶ 行事は開催日10日前必着
で、 と申込者全員の氏名・年齢
を明記し か か 。いずれも小雨決
行・荒天中止
●晩春の植物観察会
4月29日（金・祝）9時（レストハウス集
合）～12時／30人 ／300円  ▶
●春の里山体験講座
〜竹を知ろう！タケノコを食そう〜
竹林で竹について学び、タケノコごは
んを炊いて自作の竹製椀と箸でいた
だきます／5月4日（水・祝）10時～15時

（受付：9時30分～10時、レストハウス2
階）／18歳以上、30人   ▶
●初夏の野鳥観察会
5月8日（日）8時（レストハウス集合）～
11時／30人 ／300円  ▶

・  944-0730
〒224-0052  二の丸14

都田公園

●都田公園自然観察会
都田公園内から緑道を通り、月出松公
園まで、講師の説明を聞きながら植物
の観察をします／5月1日（日）10時～
12時 ※雨天中止／虫眼鏡があれば持
参／

休館日◆4/18（月）  ・  942-1569
〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

●親子の広場 「かもっこくらぶ」
①おはなし会：
4月14日（木）10時30分～11時
②おやこであそぼう：
4月19日（火）10時30分～11時
③はんどめいどカフェ：
4月21日（木）10時30分～11時30分
④春のカラーセラピー：
4月28日（木）10時30分～11時30分
未就学児と保護者／①②③ 、④15
組 ・1組200円
申込み▶④のみ、4月11日から か

休館日◆火・木曜日   ・  592-1877
〒224-0034  勝田町266

勝田小学校コミュニティハウス

●かんたんおしゃれな水彩画
講師：飯塚敦子氏。身近なものを水彩
色鉛筆で気軽に描きましょう／4月
18日（月）10時～11時30分／20人 ／
鉛筆、消しゴム、水彩用筆（ある人だ
け）持参
申込み▶4月13日までに か
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施設からのお知らせ施設からのお知らせ ※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

● 都筑区イベント情報配信中！ ●
http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event/tsuzuki/
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　地域の皆さんから寄贈いただいたり、
幼稚園からお預かりしたカラフルな鯉の
ぼりのもと、華やかなステージパフォー
マンスや模擬店、フリーマーケットを行
います！うららかな春の陽気のもと、ぜ
ひお楽しみください。
日  時 4月29日（金・祝）・30日（土）10時～

15時30分 ※鯉のぼり展示期間：4月23日
（土）～5月6日（金）

会  場 センター南駅前すきっぷ広場／

休館日◆火・金曜日   ・  934-8666　
〒224-0057  川和町1463

川和小学校コミュニティハウス

申込み▶ 行事は4月11日から か
か
●男の健康体操前期（全7回）
自宅でもできる簡単な運動を行いま
す。体に痛みがある人、体力に自信がな
い人も安心してご参加ください／4月
20日、5月18日、6月1日・15日・29日、7月
6日・20日いずれも水曜日10時～11時
15分／20人 ／2,000円（全回分）、1回
400円  ▶
●春の川和さんぽ
歴史ある街並みを散策し、途中の本格的
茶室でお抹茶体験をします／4月24日

（日）9時～12時／15人 ／800円  ▶

休館日◆火・木曜日   ・  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

申込み▶ 行事は4月11日から か
●産後ママと赤ちゃんのヨガ
　（全5回）
育児ストレス解消や産後ダイエットに
も効果的です／5月11日～7月6日の隔
週水曜日
①10時～10時45分：3～9か月の赤ちゃ
んと母親12組
②11時～11時45分：10か月～1歳4か月の
赤ちゃんと母親10組
①②とも1組1,500円（全回分）  ▶
●英語で遊ぼう！（全6回）
音楽や絵本、ゲームを通して楽しく英
語に親しみます／5月18日・25日、6月8
日・15日・29日、7月6日いずれも水曜日
①15時40分～16時20分：
小学1・2年生12人
②16時30分～17時10分：
年中・年長12人
①②とも2,000円（全回分）  ▶
●おやこの広場
　たくましっ子クラブ（全6回）
親子遊び、体操、子育てミニ講座など／
4月～9月の毎月第4金曜日10時～11
時／未就園児と保護者16組 ／1組
1,800円（全回分）  ▶

休館日◆火・木曜日   ・  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

●木の時計をつくろう
小枝や木の実を使ってどなたでも簡単
に作れる本格時計を作ります／5月15
日（日）10時～12時／10人 ／1,500円
申込み▶4月11日から か

休館日◆火・金曜日   ・  591-3131　
〒224-0027  大棚町240

中川中学校コミュニティハウス

●季節のちぎり絵作り
5月のお花「しょうぶ」をちぎり絵で作
ります／5月8日（日）10時～11時30分／
10人 ／800円（材料費）／ガーゼのハ
ンカチ、平筆（毛幅が1.5～2センチメー
トル程度の筆）、ピンセットがあれば持参
申込み▶4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
 

●新栄子育てサロン
未就学児と保護者の出入り自由の遊

び場フリースペースです。お弁当・飲み
物の持ち込みもできます／毎月第4月
曜日10時～14時／未就学児と保護者
／

 592-5975   592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

●ほっと茶屋
介護者同士集まり情報交換や息抜き
をしましょう／4月26日（火）13時～14
時30分／介護者、介護を終えた人15人

／100円
申込み▶4月11日から か

 590-5778   590-5779　
〒224-0014  牛久保東一丁目33-1

http://www.e-kusabue.org/

つづき地域活動ホームくさぶえ

●おはなし会
春のおはなし。乳児から楽しめる歌や
手遊びも／4月28日（木）11時30分～11
時50分／未就学児と保護者／

休館日◆日・月曜日、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

申込み▶ 行事は前開館日までに か
●あつまれ
　〜都筑のニューフェイス！
区外からの転入者向けイベントです。
お友だちをつくりに、ぜひお越しくだ
さい／5月18日（水）～20日（金）10時30
分～11時30分／区外から引っ越してき
た未就学児と家族各日12組   ▶
●春のおはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべ歌で楽しいひ
とときを／5月11日（水）10時30分～11
時／0・1歳の子と保護者12組   ▶
●ポポ☆メイト募集  説明会
ポポラで活躍してくださるボランティアを
募集します／5月10日（火）10時30分～
11時30分／区内在住の人  ▶
●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／5月14日（土）・25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！／4月16日（土）10時30分
～11時30分／未就学児と家族5組   
▶
●ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障がいのある
子と家族のポポラ体験／4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！／4月28日（木）10時
30分～12時 ※雨天中止／ききょう公
園（中川五丁目10）／

休館日◆月曜日（祝日の場合は翌日） 
 912-7777   912-7781

〒224-0003　中川中央一丁目18-1

横浜市歴史博物館

●ラストサタデープログラム
　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
た街頭紙芝居を活用し、昭和時代に子
どもたちをとりこにした紙芝居を実

演します／4月30日（土）①12時開始
②13時30分開始③15時開始／

休館日◆4/25（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

●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）
申込み▶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（4月12日・19日・26日、5月10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（4月13日・20日・27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（4月15日・22日、5月6日）
⑤＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分
◆土曜日（4月16日・23日・30日、5月7日）
⑥エアロビクスボクシング／10時～
⑦アロマヒーリングヨガ／11時～／
15人
⑧ポールコアコンディショニング／
12時～／15人
◇スポーツタイム
終了時間の記載のないものは90分間
◆火曜日（4月12日・19日・26日、5月10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（4月15日・22日、5月6日）
⑪金曜エンジョイ個サル／21時～／
50人 ／600円
◆土曜日（4月16日・23日・30日、5月7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◆4/26（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

●個人利用のご案内
5月3日（火・祝）から、メインプールが

オープンします。全国規模の大会でも
使用される50メートル×10メートルの
国際公認プールで、泳いでみませんか
／プール2時間：大人700円、中学生以
下350円／トレーニングルーム2時間：
大人500円、中学生250円 
※ご利用できない日程もありますの
で、お問い合わせいただくか、 をご覧
ください。

休館日◆4/25（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

 910-5700   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
4月11日・18日、5月9日いずれも月曜日
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）／

 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
　「スタンプお絵描き！」
スタンプをペタンペタン押してみよ
う！どんな絵ができるかな。講師：山田
佐映子氏／4月29日（金・祝）14時～16時
／小学1～3年生20人 ／1,200円
申込み▶4月16日必 着で、 か か

と年齢を明記し
●Welcome！ロビーコンサート
4月24日（日）：横浜アコーディオン愛
好会／5月8日（日）：大泉穂・松田梨沙

（フルート）、飯田彰子（ピアノ）、迫本
章子（チェロ）ほか／12時～12時40分
／
●障がいのある子どもたちのための
「親子で造形ピクニック」

ねんど、えのぐ、かみなどで遊べます。
それぞれのペースでゆったり過ごし
てみませんか／4月23日（土）10時～
12時／個別支援学級、特別支援学校
などに通う子と保護者・きょうだい・
友人など20組程度 ／4歳以上の子
どもは1人100円 ※保護者は無料
申込み▶4月13日必着で、 か か

と年齢を明記し

センター南商業地区振興会からのお知らせ

問合せ▶センター南商業地区
振興会  943-5257

センター南の春まつり 〜みんなのこい  みんなこい〜
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催  し
●第63回M.L.T杯

女子ダブルス（初級・中級）／①5月13日
（金）：初級 ②5月20日（金）：中級、いずれ
も9時試合開始／長坂谷公園第2テニス
コート／ペアの1人以上が都筑区・緑区
に在住・在勤か、都筑区・緑区テニス協会
加盟団体員／各16組 ／1組5,000円
問合せ・申込先▶詳細はラケットショップ 
オープン・スクエア（ ・ 988-0683）
◆第42回都筑区民硬式テニス
　ワンデーミックス大会
5月29日（日）、6月4日（土）・12日（日） 詳
細は （http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/）
で／都田公園
申込み▶4月11日から で
問合せ▶都筑区テニス協会事務局

090-2918-9891（10時～19時）
●第42回都筑区囲碁大会

4クラス別に対戦し順位を競います／
4月24日（日）10時～16時頃（9時30分受
付開始）／中川西地区センター／1,500
円（女性と高校生以下は1,000円）／
問合せ▶都筑区囲碁連盟　曾木

593-5419

●平成28年度都筑写真倶楽部
　「第19回写真展」

会員20人による自由作品3点と課題作
品1点の展示／4月22日（金）～28日（木）
※初日12時開始、最終日16時終了 当番
在席9時～17時／区総合庁舎1階区民
ホール／
問合せ▶上村　 941-7625
●ムジカ・パストラーレ
　カジュアルコンサート2016

指揮：直井大輔、バレエ：野本貴子、曲目：
「コッペリア」よりワルツほか／4月10
日（日）14時開演（13時15分開場）／都筑
公会堂／600人 ／
問合せ▶平谷　 912-5096
●川和高校OB吹奏楽団
　第21回定期演奏会

曲目：「スーパーマリオブラザーズ」、「バ
ンドのための民話」ほか／5月4日（水・
祝）14時30分開演（14時開場）／都筑公
会堂／500人 ／
問合せ▶間地　 050-5885-5349
●「TAM（タム）まつり」開催

こどもたちがやりたいことを考えたお
祭りです／5月15日（日）10時～14時※
雨天時は参加者へ連絡／都筑中央公園
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ステージひろば／2歳以上300円／
申込み▶ と人数を明記し か
問合せ▶タムおやこのひろば　谷崎

・ 941-0203 tam.oyako@gmail.com
●春風亭小朝独演会

6月26日（日）13時30分開演（13時開場）
／都筑公会堂／500人（未就学児入場
不可） ／3,500円
問合せ・申込先▶4月15日から都筑公会
堂（ 948-2400）にてチケット販売

募  集
●「2016都筑mottoいきいき元気
　プロジェクト」グループ募集

都筑区が魅力的で元気のあるまちとな
る活動に対し、活動費用の一部を支援
します。上限10万円／活動期間7月～平
成29年3月／区内で活動するグループ
＊6月12日にプレゼンテーション審査実施
問合せ・申込先▶詳細は か で問合
せを。5月25日必着。事務局（㈱横浜都
市みらい内） 943-2459（平日9時30分
～17時30分） http://www.mytsuzuki.com/
●スクエアダンス無料体験講習会

音楽とリズムに乗って踊りましょう／
4月毎週火曜日18時30分～20時30分／
市が尾中学校体育館／小学生～60歳／
問合せ▶加藤　 948-0701

●自彊術つづきの会メンバー募集
呼吸法で心身のバランスを整え、体調に
合わせて体の隅々まで動かす体操です
／毎月2回木曜日9時45分～11時15分／
都筑公会堂ほか／20人 ／月1,800円
問合せ▶松下　 090-1798-5033
●中国語サークル「チャイニーズ・
　カフェ」 新規会員募集中！

学習経験不問。無料体験レッスンも／
第2・4日曜日／経験者クラス：10時10
分～11時10分、月4,000円／初心者クラ
ス：11時30分～12時30分、月3,000円／
つづきＭＹプラザ
問合せ・申込先▶ を明記し、事前に
（chinese_cafe201206@hotmail.com）
●シニアコーラス「ゆりかごの会」
　メンバー募集

先生の指導で呼吸法、発声など教えま
す／毎月第1・3木曜日10時～11時30分
／音楽サロンアリア（茅ケ崎中央8-38-
B101）／60歳以上15人 ／月1,000円
問合せ・申込先▶山口  511-7839
●着付けサークル「装」　会員募集

手結びの着付けを始めてみませんか／
月2回水曜日9時45分～11時45分／都筑
公会堂ほか／女性20人 ／1回500円
問合せ・申込先▶事前に松丸

（ ・ 901-4819）に

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

251－2363

5月27日（金）午前→4月27日～5月20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　こども家庭支援担当　 948－2318　 948－2309

乳
幼
児
　

健
康
診
査

4か月児 4月12日・26日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 4月14日・21日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 4月7日・28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）
予約不要

平成28年9月出産予定の人 
　→5月13日（金）・20日（金）・23日（月）・27日（金）
各回とも13時15分～13時30分受付／13時30分教室開始

乳幼児歯科相談・ 
妊産婦歯科相談 
予約制

4月6日（水）

4月18日（月）

乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分
乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

対象▶0歳～就学前の子、妊婦、産後1年未満の母親
内容▶歯科健診、相談、歯みがきアドバイス

予約・問合せ　障害支援担当　 948－2348　 948－2490
精神保健相談
予約制

4月21日（木）・26日（火）
※時間は問合せを。専門医によるこころの病、ひきこもりなどの相談。

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

4月8日（金）午前、5月13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。

■料金の記載のないものは、無料です。内容は各問合せ先へ。
■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。

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

5月27日（金）午前→4月28日（木）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

4月21日、5月12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

4月12日（火）午前、4月22日（金）午後、5月10日（火）午前、
5月25日（水）午後
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。また、乳幼児の食生活につい
ての相談もお受けします。

禁煙相談
予約制

4月12日（火）午前、5月10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。

＊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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健診・教室など健診・教室など
※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

●特に記載のないものは、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、特に記載のないものは、1か月前から受け付けています。
●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。

都
筑

ここまでが
都筑区版です

◆◆◆

◆◆◆


