
地域・社会貢献

キャプテン 
山田選手

　学校訪問では、選手がドリブルやパスの基礎を
指導し、なんと試合ま
で！選手が伝えたいの
は「夢を持ち、努力す
ることの大切さ」です。

　支援施設の製品販売や障害
者バスケットボールの普及活
動などを通じて、障害者への
サポートに取り組んでいます。

　都筑区民まつりや地域のイベントでは、
選手も元気をもらっています！

　都筑区の横浜国際プールを本拠地とするプロバスケットボールチーム『ビーコル』。
実は身近な地域でも活躍しているんです！都筑区と歩む『ビーコル』のホームタウン活動を紹介します。

ホームタウン都筑区で躍動！！

横浜あゆみ荘でのバスケ教室

区内小中学校の選抜チーム
による「ビーコルCUP」

障害者へのサポート

青少年の健全育成

　今年の秋に開幕するプロバスケットボール
の新リーグ『Bリーグ』の1部参入が決定し
ました。そんな私たちがホームタウン都筑区
で大切にしたい3つのことを、実際の活動と
ともに紹介します！

区内小学校訪問▶
（平成27年11月）　

問合せ 区民活動係　 948-2235　 948-2239

都筑区応援day開催！！

横浜市交通局 検索

第21回都筑区民まつり

みんなで一緒に
応援してね！

Maki

さあ！ビーコルに
会いに行こう！

Yu-ki
「ビーコルCUP」は、地域、

商店街、学校の協力で開催された
エキシビションマッチです。

今年の3月にも開催されます！

チアリーダーズ
B-R O S E

　選手のサイングッズの抽選や都筑区商店街での割引など、
都筑区応援dayならではの来場特典もご用意しています。
日程 2月27日（土）18時試合開始　 対戦 VS埼玉ブロンコス
会場 横浜国際プール（市営地下鉄北山田駅徒歩5分）
料金 チケットの価格、販売については

※来場特典は区内地下鉄各駅、PRボックスなどで配布するチラシをご覧ください。
※開場時間など試合に関する詳細は、横浜ビー・コルセアーズ をご覧ください。 ビーコル 検索

広報よこはま 都筑区版

平成28年（2016年）2月号  No.220

主
な
見
出
し

  ［ふるさと・にぎわい］  ホームタウン都筑区で躍動！！横浜ビー・コルセアーズ

  ［特集］ 地域の底力を感じた 第2期 都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」

  緑税務署からのお知らせ 

  ［連載］ お困りごとQ&A（第9回） 原付バイクの手続きを教えてください

ページ

5
 8・9

6

7

月号

10日と30日は冷蔵庫をチェック！
〜ムダをなくそう〜

ここから です（→12ページまで）都 筑 区 版

都筑区役所
☎ 948-2323（代表）

224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1
編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係
　　　　　  948-2223 948-2228

ホームページ モバイル版
QRコード

都筑区版 5平成28（2016）年 2 月号



お知らせ
東京都市大学が都筑区での調査・
研究の成果を発表します！

東京都市大学横浜キャンパスと都筑
区役所が連携して、地域での調査・研
究の成果を共同で発表します。
地域連携調査研究発表会
日時2月25日（木）13時～16時
会場東京都市大学横浜キャンパス
3号館1階A教室
申込方法▶ か と希望人数を明
記し 。2月23日必着
問合せ・申込先▶企画調整係　

948-2227　 948-2399　
tz-plan@city.yokohama.jp

里親制度説明会のお知らせ

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。制度説明に加え、先輩里親さ
んのお話もあります。
日時2月20日（土）13時30分～15時30分
会場旭公会堂　1号会議室
対象健康で子育てが可能な年齢の人
申込方法▶事前に
問合せ・申込先▶西部児童相談所里親
担当　 331-5471　 333-6082

都筑野菜を使った料理教室

リンゴやほうれん草を使ったキッシ
ュや白いスープを作ります。
日時2月21日（日）10時30分～13時30分
会場JA横浜「クッキングサロン ハマ
ッ子」（中川中央一丁目26-6）
対象区内在住の親子15組
費用大人（小学4年生以上）：1,000円、
子ども（小学3年生以下）：500円
申込み▶都筑農業ボランティアの会

（http://enonom.web.fc2.com/）で
問合せ▶企画調整係　

948-2226　 948-2399

都筑図書館から

問合せ・申込先▶都筑図書館
948-2424　 948-2432

◆未来につなげよう！
　昔遊び・わらべうた遊び講座 
講師田村洋子氏（NPO法人日本わら
べうた協会 理事長）
日時2月28日（日）13時30分～16時
会場区役所6階大会議室
定員30人   ※託児はありません
申込方法▶2月12日から か
◆タンパク質で発電できる？ 
　理研よこはまサイエンスカフェ in
　横浜市都筑図書館
講師美川 務氏（理化学研究所生命シ
ステム研究センター）
日時3月12日（土）14時～16時
会場区役所6階大会議室
定員30人
申込方法▶2月17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2月20日（土）10時30分～12時

会場都筑図書館絵本コーナー／
◆くまさんのおはなし会（3月）
日時3月10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
申込方法▶2月25日から か

歩数計をもらって
ウォーキングを始めよう！

「よこはまウォーキングポイント」申込受付中！
※40歳以上の市民対象、送料630円の負担あり
参加者アンケートでは、約9割の人が

「歩数計を持ったことが、より多く歩
くきっかけになった」と実感していま
す。また、「よこはまウォーキングポイ
ント」に参加すると、毎月一定以上歩
いた人を対象に、抽選で3,000円相当
の商品券が当たります。この機会に
ぜひ歩数計を持って、ウォーキング
をお楽しみください。
問合せ▶よこはまウォーキングポイ
ント事務局　 0570-080-130
都筑区役所健康づくり係　

948-2350　 948-2354

講演・講座
都筑区防災・減災講演会

「日頃の減災行動で災害に備える
〜大切な人を守るために〜」
講師国崎信江氏（危機管理教育研究所
代表）
日時2月23日（火）15時～16時30分

（14時30分開場）
会場ハウスクエア横浜1階　ハウス
クエアホール（中川一丁目4-1）
定員300人
申込方法▶ と年齢、希望人数を
明記し か か 。2月16日必着
※区役所から連絡がなければ聴講いた
だけます
問合せ・申込先▶庶務係

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

市民精神保健福祉講演会
「精神医療について思うこと」

〜当事者・家族・精神科医の3つの立場
を通して〜
講師夏苅郁子先生（医学博士・児童精神科）
雑技団によるミニ演芸や社会保険労務士
による障害年金相談窓口も開設します。
日時3月5日（土）13時～16時（開場12時30分）
会場都筑公会堂／
定員600人
問合せ▶NPO法人　浜家連事務局　
中居　 548-4816

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3月12日（土）13時30分～15時30分
会場子育て支援センターポポラ
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15組
申込方法▶2月12日10時から
問合せ・申込先▶子育て支援センター
ポポラ 912-5135　 912-5160

ママと赤ちゃんのための健康講座

【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3月15日（火）・22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▶新栄地域ケアプラザ

（ 592-5255）へ2月16日10時から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

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

申
込
方
法

都
筑

都筑図書館の休館日　2月15日（月） ● 3月22日（火）
都筑公会堂の休館日　2月15日（月） ● 3月22日（火）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 211,537人 （平成27年9月1日現在・前月比180人増）
世帯数…80,672世帯（平成27年9月1日現在・前月比126世帯増）

交通事故発生件数…632件　
　死者4人／負傷者758人（平成27年1月1日～11月30日）
火災発生件数…30件（平成27年1月1日～12月31日）

※人口および世帯数は、国勢調査の結果が発表され次第、更新します。

お困りごと

【連載/全12回】

問合せ 税務課軽自動車税担当　 948-2263　 948-2277

　引っ越しや結婚など、状況が変わると手続きがあるよう
に、バイクにも状況が変わるといろいろな手続きが必要で
す。来年度から税額も変わりますので、手続きをお忘れなく！

原付バイクの手続きを
教えてください第9回

問合せ 都筑区体育協会　 949-1654

43

1 2

●登録や廃車、転居をする場合は、原付バイク（125cc以下）は各区役所、
　原付バイク以外の二輪車は運輸局、三輪車及び四輪車は軽自動車検査
　協会での手続きとなります。
●バイクなどの盗難が多発しています！盗難に遭った場合は、最寄の警察署
　への盗難届の提出のほか、区役所への申告が必要です！

原付バイクを廃車に
したいけど、区役所での
手続きは必要なのかな？

　春に引っ越しをしますが、
もし乗り続ける場合は
どうすればいいですか？

　はい。4月1日までに廃車の
手続きをしないと、新年度の軽
自動車税を納めることになりま
す。登録している区役所で手続
きをしてくださいね。

　都筑区体育協会創立20周年を記念して、2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に向けた講演会を開催します。スポーツが好きな
人も苦手な人も、オリンピック・パラリンピックをきっかけにスポーツ
について考えてみませんか。
日　時 2月28日（日）14時～16時（開場13時30分）
会　場 都筑公会堂／ 　　
講　師 松浪 健四郎 氏（日本体育大学理事長）
内　容 14時～15時：講演会　15時～16時：日本体育大学体操部による実演
定　員 先着600人（事前申込不要）

都筑区体育協会創立20周年記念講演会

　横浜市内の他区へ転出する
場合は、転入先の区役所で手続
きをしてください。市外へ転出
する場合は、転入先の役所にお
問い合わせください。

何か状況が変わるときは
手続きが必要なんですね。

気を付けます。

そうなんだ！
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問合せ 緑税務署　個人課税部門　 972-7771（代）

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

問合せ  区民活動係 948-2235  948-2239

問合せ  健康づくり係 948-2350  948-2354

問合せ・申込先 都筑消防署予防課　 ・ 945-0119  都筑消防署 検索

問合せ  予算調整係 948-2213  948-2208

問合せ  都筑区民活動センター 区役所1階、開館時間：8時45分～17時※土日も開館しています
948-2237　 943-1349　 tz-katsudo@city.yokohama.jp

緑税務署からのお知らせ
　緑税務署の駐車場は使用できません。車での来署はご遠慮ください。
東京地方税理士会緑支部による確定申告無料相談のご案内
日　時 2月24日（水）・25日（木）10時～12時、13時～15時（9時45分受付開始）
会　場（公社）神奈川県宅建協会　横浜北支部会館（茅ケ崎中央８－７）／
 市営地下鉄センター南駅　１番出口から徒歩2分
対　象 都筑区・緑区・青葉区にお住まいの
  ①年金収入のみの人　②収入800万円以下の年金受給者・給与所

得者の医療費控除の還付申告
  ※土地、建物及び株式などの譲渡所得がある人など相談内容が複雑な

　人は、相談をお受けできないことがあります。

都筑区役所での医療費控除の還付申告（所得税・復興特別所得税）
日　時 2月16日（火）〜3月15日（火）9時～11時30分、13時～16時（土日除く）
会　場 都筑区役所３階　第６会議室・研修室／
対　象  平成２８年１月1日現在、都筑区内にお住まいの、給与所得者（年末

調整済み）の医療費控除の還付申告のみ。
  ※①年金受給者の還付申告　②寄付金控除など医療費控除以外の還

　付申告は、都筑区役所ではなく、緑税務署での受付となります。
  ※給与所得者の源泉徴収票、医療費の領収書、印章、本人名義の金融機

　関口座番号の分かるものをお持ちください。
 ※区役所の駐車場は有料です。

区内では毎年３月に火災が多く発生しています（平成26・27年いずれも７件発生）。

　区役所１・２階の窓口番号を変更します（場所は変わりませ
ん）。ご来庁の際は、ご用件の窓口の番号をご確認ください。

※戸籍課、保険年金課については、窓口番号の変更はありません。

課名等 変更前 変更後

１階
総合案内 １ 番号なし
区民活動センター ２ 番号なし

２階

区会計室 ３ １
横浜市指定金融機関 番号なし ２
高齢・障害支援課 １６・１７・１８ ２１・２２
福祉保健課 ２１・２２・２３ ２３
こども家庭支援課 １９・２０ ２４
生活衛生課 ２５・２６ ２５

◆変更時期…２月22日（月）から
◆変更内容

　全ての住宅に「住宅用火災警報器」を設置することが義務付けられてい
ます。
　設置していない場合は速やかな設置をお願いします。設置済みの場合は
日頃の作動確認とお手入れをお願いします。

　区内にお住まいの高齢者世帯を対象に、消防職員による防災訪問を実施
しています。
訪問時間 平日の10時～16時
実施内容 玄関先で火災予防のポイントについてのアドバイスなど（10分程度）
申込方法  高齢者本人または本人の同意を得た担当ケアマネジャー、民生委

員から都筑消防署へ直接申込み

回 日時 内容

1 ３月１日（火）10～12時
自分らしく働いている人の話を聞こう！
講師：山崎 愛美 氏（baby port代表）

2 ３月８日（火）10～12時 グループワーク「新しい１歩を踏み出そう」

　グループでの農作業や親睦交流イベントを通じて仲間をつくり、親睦を
深めている「シニア楽農園」。60歳以上の人を対象に参加者を募集します。
活動場所  池辺農業専用地区内(市営地下鉄都筑ふれあいの丘駅徒歩15分ま

たは「都筑工場前」バス停から徒歩８分)
対　象 区内在住で平日の畑仕事が可能な60歳以上の人
期　間 平成28年４月～平成29年３月（週１回２時間程度）
会　費 年間 約7,000円（活動費＋傷害保険料）

　希望者は下記のいずれかの説明会にご参加ください。※事前申込不要
日　時 ２月16日（火）10時～11時、２月19日（金）14時～15時
会　場 区役所6階会議室／
※この事業は、区民活動団体「シニア楽農園の会」と区役所の協働事業です。
　栽培する作物は「シニア楽農園の会」が決定します。

　１月６日の平成28年都筑区新年賀詞交換
会において「平成27年度都筑スポーツ・文化
賞受賞者」の表彰式を行いました。

　女性は仕事や家事、子育てに忙しく自身の健康管理が後回しになりがちで
すが、年齢とともに体が大きく変化する特徴があります。日頃の食生活、運動
習慣、健康管理全般をこの機会に振り返ってみませんか？
期　間 3月1日（火）〜8日（火）　会　場 区役所2階／

【受賞者】（50音順・敬称略）…江島雅紀（陸上）、大室和也（サッカー）、黒﨑二
男（バドミントン）、小西桂（ロッククライミング）、CSC　prettys（チアリー
ディング）、ＺＥＲＯ（ダブルダッチ）、高橋明弘（フットサル）、高原良祐（陸上）、
知念琉花（空手）、都田中学校女子剣道部（剣道）、VIOLET LYNX（チアダン
ス）、PINKY　DOLL（一輪車）、福田紗奈（バドミントン）、古川文良（歌）、
町田雄飛（フットサル）、宮崎未央（テコンドー）、山本杏（柔道）、吉冨綾華（新
聞）、LITTLE STAR BATON TEAM（バトン）

放火されない・放火させない環境をつくりましょう！

説明会

都筑区　スポーツ文化賞 検索詳しくは

都筑スポーツ・文化賞
表彰式を行いました

3月1日～8日は

全国火災予防運動

区役所の窓口番号が変わります

●「横浜市がん検診」ではお得にがん検診が受けられます。
子宮頸がん検診（対象：20歳以上の市民）が1,360円（7,000円相当）で、乳が
ん検診（対象：40歳以上の市民）が、1,370円（9,000円相当）で受けられます。
●3月2日（水）に区役所で行われる肺がん検診（対象：40歳以上の市民）
は、特別に保育付きです（※予約制）。この機会にぜひご利用ください。
詳細は、都筑区 か下記担当にお問い合わせください。

女性の健康パネル展

各種がん検診はお済みですか？

平成27年度全国統一防火標語

住宅用火災警報器の設置はお済みですか？

高齢者世帯の防災訪問を実施しています

●家のまわりには、燃えやすい物を置かない。
●夜間は外灯を点けておく。
●物置などは、必ず施錠しておく。
●ゴミは、決められた日の朝に、決められた集積場所へ出す。

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 休館日◆2月15日（月）

①輝く女性応援プロジェクト「私らしく♪ 暮らす、働く」（全2回）
　毎日の生活をステキにするために！私サイズの働き方を考えてみませんか？

②大人の学級「今どきのつづきの子どもを知ろう」パート2
   「地域の大人と子どもを結ぼう」
公開講座「子どもとのかかわり方」
地域の大人が子どもとの関係を築くコツを学びます。
日　時 3月12日（土）10～12時　　　　　 　 会　場 仲町台地区センター
講　師 大槻  繁美 氏（（公財）よこはまユース）  定　員 先着30人

申込方法 ①②ともに2月11日から か （①は託児の有無も）を明記し

会　場 横浜市歴史博物館　研修室
定　員 先着20名　※託児あり（１歳以上。先着６人）

27
年度

平成

３月１日●火 ～３月７日●月

シニア 農園
みんなで一緒に畑仕事をして、都筑野菜で交流しよう

都筑区版 7平成28（2016）年 2 月号



子どもから大人まで、幅広い
年代の皆さんが地域づくりに

関わってきたんだね。

都筑区  3ki 検索

第3期計画やお住まいの地区の
活動はこちらをチェック！

（2月下旬に掲載予定）

　都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」は、人と人との「であい 
ささえあい わかちあい」を基本理念に、誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らすことができるよう、区民の皆さん、地域、団体、企
業、区役所などが地域の福祉保健課題に対して共に取り組むため
の計画です。

　第3期計画では、これまでの基本理念を引き継ぐとともに、誰もが地域活動や行事に参加するなど「であいが広まり、お互いにささえあい、地域がもつ力をわかちあえる地域づくり」を目指します。
　第3期計画については、2月20日（土）の

「つづき あいフォーラム」で発表した後、
区役所などで配布する冊子やホームペー
ジでご覧いただけます。

内容  ●第2期計画までの地域の取組の紹介
　　　　●15地区による第3期地区別計画の発表
　　　　●第3期計画「区計画」の紹介

日時  2月20日（土）13時30分～15時30分
        （13時受付開始）
会場  都筑公会堂。当日直接お越しください。

計画の概要や地域の
取組が分かるパネル展
日時  2月17日（水）13時～

　　　　　　23日（火）12時
会場  区総合庁舎1階区民ホール

　ぜひお気軽にお越しください。

第2期計画では、「3つの重点課題」に対して取組を進めてきました。
地域ではさまざまな活動が始まり、広がっています。その一部を紹介します。

聞いてみませんか？ 地域の皆さんの計画15地区の取組が集結！

誰でも気軽に
立ち寄れる

「高齢者サロン」

ポール
ウオーキングで

健康づくり

顔の見える地域づくりを
進めました

幅広い区民参加で
活動や取組の輪を広げました

必要な人に支援が届く仕組み
づくりや取組を進めました

認知症の人と
家族、地域の人など

が参加できる集いの
場「認知症カフェ」

地域清掃

小学生の
ボランティア

活動

異世代交流会
（隣人祭り）で
近隣住民同士の

顔の見える
関係づくり

災害時に
新聞販売店と

協力した
見守り活動

特 集

都筑区地域福祉保健計画発表会
「つづき あいフォーラム」を開催します

　地区別計画冊子には、お住まいの地区
の計画や「子育て・高齢者サロン」「趣味・
健康づくり活動」などの情報を掲載して
います。あなたも興味のある活動に参加
してみませんか。

お住まいの地区の取組
ご存じですか？

第3期計画（平成28〜32年度）が始まります

子育てグループで
子育て地域情報誌
の発行のための

話し合い

災害時
要援護者

登録カード

重点課題❶ 重点課題❷
地域のつながりの希薄化 活動者や取組の担い手の不足・固定化

重点課題❸
家族以外の社会的支援が必要な人の増加

問合せ● 事業企画係  948-2344　 948-2354

親子で遊べる
子育てサロン

都筑区地域福祉保健計画
「つづき あい」（平成23～27年度）

第2期
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休館日◆2/23（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

●おもしろ科学たんけん工房
　「ブザーを作ってモールス通信をしよう」
実験と工作を通して楽しく科学を学
びます／3月5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24人 ／600円
申込み▶2月20日までに （http://www.
tankenkobo.com/）か と学年を明
記し久保田方（ 941-2362）へ

 941-8380   942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

老人福祉センター  横浜市つづき緑寿荘

●平成28年度前期  趣味の教室
60歳以上の人を対象に、新しい趣味を
通じて生きがいづくり、仲間づくりをお
手伝いする講座です。全7講座実施予定

（各講座定員あり）。詳細は問合せを
申込み▶2月29日必着で

休館日◆2/8（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3月9日までに か
と年代を明記し

●ひらり健康体操（全36回）
高齢者向け健康体操（ストレッチ、中国
体操、ダンスなど）／4月5日～平成29
年3月21日の火曜日9時15分～10時45
分／65歳以上、100人 ／4,000円（全
回分。保険代含む）  ▶
●中高年のストレッチ体操・前期
　（全18回）
4月13日～10月19日の水曜日9時15分
～10時15分／80人 ／3,500円（全回
分。保険代含む）  ▶
●エアロビクス体操・前期（全18回）
4月13日～10月19日の水曜日10時30分
～11時30分／運動に支障のない人70人

／3,500円（全回分。保険代含む）  ▶
●やさしいヨガ前期（全14回）
4月18日～10月24日の月曜日12時15分～
13時25分／運動に支障のない人50人

／3,000円（全回分。保険代含む） ▶
●やさしいパワー YOGA前期（全14回）
筋トレ要素と瞑想的な要素のあるYO
GA ／4月18日～10月24日の月曜日13時
35分～14時45分／運動に支障のない人
50人 ／3,000円（全回分。保険代含む）
 ▶
●街の寺子屋
みんなで一緒に作って食べよう／2月
25日（木）17時～20時／小学生10人  
※要お迎え／500円
申込み▶2月11日9時から （10時以降
は も可）
●やさしい将棋教室
2月13日（土）13時～14時45分／小学生
／200円／  
●やさしい囲碁教室
2月13日（土）9時30分～11時／小学生

（親子での参加も可）／  
●おはなし広場
読み聞かせ、パネルシアター、指人形な
ど／小学生向け：2月13日（土）10時30分
～11時10分、幼児向け：2月25日（木）10
時30分～11時／

休館日◆2/8（月）
 943-9191   943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

申込み▶ 行事は2月11日から
●地域防災講座
　「災害時における人間行動学」
講師：加藤健（防衛大学校公共政策学
科准教授）／3月26日（土）10時～12時
／20人   ▶

●健康体操（全40回）
4月6日～平成29年3月22日の水曜日
／A:9時～10時30分、B:10時30分～
12時 ※8月は休み／60歳以上、各100
人 ／4,500円（全回分）
申込み▶3月2日までに か と年
齢、希望コース（AかB）を明記し
●俳句入門講座（全2回）
3月22日（火）・29日（火）10時～11時30
分／20人 ／1,000円（全回分）  ▶
●ロビーコンサート
ギター・フルートほか（ブルーグリーン
アンサンブル）／3月19日（土）13時30
分開始／

休館日◆2/8（月）
 593-8200   593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

●野菜たっぷりベジ・キッチン
旬の冬野菜を使って短時間でできる料
理とお菓子作り／3月8日（火）10時～13
時／16人  ※子ども同伴不可／1,200
円／持ち物は問合せを
申込み▶事前に か
●シニア健康体操（全36回）
4月14日～平成29年3月16日の木曜日
／ A:9時10分～10時25分、B:10時30
分～11時45分／55歳以上、各100人
／4,000円（全回分。保険代含む）／上履
き、タオル持参
申込み▶3月17日までに と年齢、
緊急連絡先を明記し

休館日◆2/8（月）・22（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

申込み▶ 行事は2月11日から か
●ひな祭りウィーク
明治～平成のおひな様、つるし飾りな
どを展示／2月20日（土）～3月3日（木）
10時～16時30分／
●第5回都筑民家園「桜

さくらちゃ

茶会」
薄茶席、濃茶席、香煎席、点心席／4月3
日（日）10時～15時／40人 ／3,000円 
チケット販売▶2月11日から （1人2枚
まで。12日以降は も可）
●昔のおやつ「作って食べよう」
3月20日（日・祝）10時～14時／4歳以上
の子と保護者15組 ／1人500円 ※昼
食付き  ▶
●手づくりおもちゃ作りの会
手近な材料でおもちゃ作り／3月16日

（水）10時30分～12時 ／未就学児と保
護者10組 ／1組500円  ▶
●楽しく着物を着ましょう
3月23日（水）13時～15時／女性15人
／1,500円／持ち物は問合せを  ▶
●いろり端おはなし会
協力：かたらんたん／2月15日（月）、3月
21日（月・振休）11時～11時30分／
●お茶室カフェ
3月20日（日・祝）・21日（月・振休）10時～
16時／コーヒーなど300円～／

休館日◆2/18（木）、3/3(木) 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

●つるし雛・段飾りの展示
2月27日（土）～3月6日（日）／
●親子読み聞かせ（絵本・紙芝居）
2月17日（水）10時30分開始／未就学
児と保護者10組程度 ／
●古民家俳句作り教室
女優・藤田三保子さんと俳句を楽しみま
せんか／2月17日（水）13時30分～16時／
10人 ／1,500円／持ち物は問合せを
申込み▶2月16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）

●炭焼き体験～無煙・無臭のハイテ
ク炭焼き～（全3回）

3月12日（土）9時～16時：炭材作りと窯
詰め、3月19日（土）8時～17時：炭焼き、
3月26日（土）9時～12時：窯出しと炭材
作り ※雨天決行。都合のつく時間だけ
の参加可／18歳以上10人 ／1,000円

（全回分。3月12・19日は昼食付き）
申込み▶3月2日必着で、 と申込者
全員の氏名・年齢を明記し か か

土・日曜日、祝日のみ開園  ・  945-0816
〒224-0037  茅ケ崎南一丁目4

茅ケ崎公園自然生態園

●里山を保全再生しよう
草刈り、木の伐採など／2月20日（土）・
28日（日）10時～12時 ※雨天中止／持
ち物は問合せを／

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

申込み▶ 行事は事前に か を
明記し か
●まちの音楽会～連弾と歌、ダンス

による「舞曲と音楽物語」～
村井頌子・田中薫（ピアノ）、樋口麻理子

（歌とおはなし）／3月6日（日）14時開演
（13時30分開場）／50人 ／1,000円（小
学生以下無料）  ▶
●都筑少年少女合唱団で輝こう！
原則毎月第2・4水曜日18時～19時30分
／小中学生／月2,000円  ▶
●朗読ワークショップ
小学生から大人まで、初心者も歓迎。講
師：森田等／毎月第1・3金曜日18時30
分～20時、土曜日（不定期）15時～16時
30分／月3,000円  ▶

休館日◆2/15（月）  ・  942-1569
〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

●親子の広場 「かもっこくらぶ」
①保育相談：2月16日（火）10時30分～
11時30分 ②ソフトストレッチ：2月25
日（木）10時30分～11時30分 ③おさる
んリトミック、工作：3月1日（火）10時30
分～11時30分／未就学児と保護者／
① 、②③各15組 ・1組200円
申込み▶②③のみ、前日までに か
●けん玉  達人あつまれ！
技を教え合って遊びます／2月27日（土）
10時30分～11時30分／幼児～中学生
30人  ※未就学児は保護者同伴／

休館日◆2/15（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

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

●第8回プラザまつり
　～やさしさと感動を～
異文化を体験！世界のクラフトとティー
ルーム、日本の伝統文化、江戸の衣装で
写真を撮ろう、ドラム体験、ドネーション
コーナーなど／3月13日（日）10時～15時
／

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2月11日から か
●みんなで歌おう！
音楽セラピストのギターの伴奏で歌い
ましょう／2月20日（土）14時～15時20
分／20人 ／200円（茶菓代）  ▶

●おはなし会
絵本読み聞かせ、パネルシアター、紙
芝居、わらべ歌など／2月27日（土）11
時～11時30分／
●パソコン相談会
初心者向け相談会／3月12日（土）10
時～11時30分／3人 ／ノートパソコ
ン持参  ▶
●こども科学実験教室
液体窒素の実験とアイスクリーム作り
／3月13日（日）13時30分～15時30分
／小学生20人 ／500円  ▶

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

●アロマで心身リフレッシュ
植物の自然の力で心身リフレッシュ
と、リンパケアマッサージ体験。持ち帰
りオイル3種／3月2日（水）13時30分～
15時30分／10人 ／1,000円／託児あ
り（3人 、1人300円）
申込み▶2月12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

●始めてみよう！
　オイルトリートメント（全3回）
①足のケア（爪を切り参加。ストッキ
ング不可）：3月13日（日） ②手のケア：
3月20日（日・祝） ③顔のケア（ノーメ
イクで）：3月27日（日）／14時～15時30
分／20人 ／1,500円（全回分）
申込み▶2月11日から か

 944-4641   944-4642
〒224-0055  加賀原一丁目22-32

kagahara@oregano.ocn.ne.jp

加賀原地域ケアプラザ

申込み▶ 行事は事前に か を
明記し か
●俺シリーズ第4回「和フレンチ」
横浜マイスターと作る、和フレンチ料理
／3月6日（日）10時～13時／20歳以上の
男性20人 ／500円  ▶
●障がい児・者余暇活動支援～豚汁・

おにぎり・オムレツを作ろう～
3月13日（日）10時30分～12時／15組

  ▶
●フラワーアレンジメント
フラワー技能装飾士から教わる／3月
14日（月）10時～12時／25人 ／1,000
円  ▶

 943-5951   943-5961
〒224-0062  葛が谷16-3

葛が谷地域ケアプラザ

●65歳からの若返り体操（全6回）
ロコモティブシンドローム予防を目的
に、体操やストレッチを学ぶ／4月～6
月の第2・4金曜日13時30分～15時30分
／川向町公民館（川向町150）／65歳以
上、20人
申込み▶3月10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
 

申込み▶ 行事は2月11日から か
●行政書士の無料相談会
相続や成年後見などの権利擁護に関
する個別相談会／2月27日（土）14時～
17時10分／8人 ／1人40分、2部屋で
実施  ▶
●せせらぎフレンズ2016はる
　～エアロビダンス＆クッキング～
ダンスをしたり料理をしたりして春休み
の思い出をつくろう／事前説明会：3月
26日（土）9時～11時30分、イベント：3
月29日（火）10時～15時／区内小中学
校の個別支援学級に通う生徒10人 ・
1,000円／中学生以上のボランティア
20人 ・無料  ▶
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● 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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 500-9321   910-1513
〒224-0001  中川一丁目1-1

中川地域ケアプラザ

●認知症ミニフォーラム
　～え？これってもしかして認知症？～
深澤りつクリニックの深澤先生による
認知症の早期発見・早期治療のお話と
若年性認知症の介護の体験談／2月
27日（土）14時～16時／50人
申込み▶事前に か

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

東山田地域ケアプラザ

●ほっと茶屋
介護者同士集まり情報交換や息抜き
をしましょう／2月23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▶2月11日から か
●横浜市障害者後見的支援制度
　説明会
障害のある人が住み慣れた地域で安心
して暮らし続けることができるように、
地域でネットワークを作り、サポートす
る制度です。地域の皆さんにどのよう
に関わっていただけるか、聞きに来て
みませんか？／3月5日（土）13時30分
～14時30分／ビュープラザセンター北
集会所（南山田一丁目3-15）／

 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

●平成28年度 土曜デイサービス募集
和太鼓、アート、スポーツ、料理など7つの
クラブが、それぞれ月1回活動します／
5月～平成29年3月の土曜日／区内在
住で障害のある18歳以上の人  ※高
校生不可。各クラブ定員あり／詳細は
問合せを
申込み▶2月29日までに か
●くさぶえでリラックス
音楽鑑賞や足浴／3月27日（日）14時～
16時／身体障害のある人6人 ／50円
申込み▶2月12日から か を明
記し
●おはなし会
毎年恒例！楽しい親子乾布摩擦体操と
お話／2月25日（木）11時30分～11時50
分／未就学児と保護者／
●ランチをつくろう！
　みんなで食べよう！
3月13日（日）10時30分～13時30分／
障害のある小中学生10人 ／500円
申込み▶2月28日までに か を
明記し

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
●パパといっしょに公園であそぼう！
ご家族でどうぞ／3月5日（土）10時30
分～12時／ききょう公園（中川五丁目
10） ※雨天時は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／2月27日（土）：つづきの丘
小学校コミュニティハウス、3月12日

（土）・23日（水）：ポポラ／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！／2月20日（土）11時～12
時／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／3月4
日（金）・5日（土）・12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
子と家族のポポラ体験／2月20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！／2月25日（木）10
時30分～12時 ※雨天時は3月3日に延
期／ききょう公園（中川五丁目10）／

休館日◆2/22（月）
 941-2997   949-0477

〒224-0053  池辺町2973-1
http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc_ysa/

都筑スポーツセンター

●春のスポーツ教室4月～6月
16歳以上。いずれも ／詳しくは か

で  ＊は託児あり（予約制、有料）
申込み▶各教室とも 、年齢を明
記し か か 。2月20日必着。
◇大人向け教室
◆火曜日（4月5日～6月28日） 
①火曜卓球モーニング／9時～
②バドミントン中級／9時～
③シェイプアップ／11時～
④ベリーダンス初級／12時30分～
⑤ベリーダンス入門／13時45分～
⑥らくらくトレーニング＆ストレッチ
／13時20分～／50歳以上
⑦ロコモ予防／14時30分～／50歳以上
⑧肩こりケア体操／15時40分～／50歳
以上
◆水曜日（4月6日～6月29日）
⑨ノルディックウォーキング／10時～ 
⑩＊ビューティーアップ／10時40分～ 
⑪体幹エクササイズ／12時～ 
⑫はじめてのフラメンコ／12時～ 
⑬いきいき健康体操／13時10分～／50
歳以上
◆木曜日（4月7日～6月30日）
⑭木曜卓球モーニング／9時～
⑮木曜ピラティス／9時30分～
⑯ヨガ／10時50分～
⑰パワーヨガ50／12時～ 
⑱骨盤底筋エクササイズ1／11時40
分～
⑲骨盤底筋エクササイズ2／12時40
分～
⑳骨盤エクササイズ／13時40分～
21 太極拳／13時25分～
22 社交ダンス／13時40分～
23 介護予防体操／15時～／50歳以上 
24 青竹エクササイズ／16時～ 
◆金曜日（4月8日～6月17日）
25 バドミントンモーニング／9時～
26＊金曜ピラティス／11時30分～
27 姿勢コンディショニング／12時40分～
28 フラダンス／13時～

29 腰痛予防トレーニング＆ストレッチ
／13時50分～
30 美☆バランス／14時15分～
31 バドミントンナイト／19時～
◇親子・子ども向け教室
◆火曜日（4月5日～6月28日）
32 ベビーマッサージ＆ママのエクササ
イズ／9時30分～／生後2～6か月の乳
児と保護者
33 はじめての親子体操／11時10分～
／1歳6か月～2歳未満の子と保護者 
34 苦手種目にチャレンジ／17時～／
小学1～4年生 
◆水曜日（4月6日～6月29日）
35 わくわく親子体操／9時15分～／2・
3歳児と保護者
36 幼児体操1／14時30分～／年少
37 幼児体操2／15時45分～／年中・年長
38 ジュニアバドミントン／17時～／小
学生 
◆木曜日（4月7日～6月30日）
39 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
40 ベビー体操よちよち／12時20分～
／1歳～1歳6か月未満の子と保護者 
◆金曜日（4月8日～6月17日）
41 うきうき親子体操／9時15分～／2・
3歳児と保護者
42 横浜FCサッカースクールS／15時30
分～／年少・年中 
43 横浜FCサッカースクールM／16時40
分～／年長･小学1年生
44 横浜FCサッカースクールL／17時50
分～／小学2･3年生
45 こどもバレエ♪アリス／15時25分～
／年小・年中 ※保護者付き添い要
46 こどもバレエ♪マーメイド／16時30
分～／年長･小学1年生
47 こどもバレエ♪シンデレラ／17時35
分～／小学2～4年生 
◆土曜日（4月9日～6月25日）
48 Jr.ヒップホップ／9時～／小学生
●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（ズンバステップ
は30人）
◆月曜日（2月15日・29日、3月7日）
①ベーシックエアロ／9時30分～
②トータルエクササイズ／10時30分～
③マンデーパワーヨガ／11時40分～
12時40分
◆火曜日（2月16日・23日、3月1日・8日）
④ソフトエアロ／12時20分～
◆水曜日（2月17日・24日、3月2日・9日）
⑤＊水曜ズンバ／9時～9時45分
⑥＊ズンバステップ／10時～10時45分
◆金曜日（2月12日・19日・26日、3月4日）
⑦＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分
◆土曜日（2月13日・20日・27日、3月5日）
⑧エアロビクスボクシング／10時～
◇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（2月16日・23日、3月1日・8日）

⑨バスケットボールタイム／19時15
分～／600円／50人
⑩バレーボールタイム／19時15分～
／500円／24人
◆土曜日（2月13日・20日・27日、3月5日）
⑪バスケットボールクリニック／9時
15分～／600円／50人
⑫フットサルタイム／21時～／600円／50人
●トレーニング室 個人利用のご案内
当日受付。詳しくは か で／月・水・
金・土曜日：9時～23時、火・木曜日：9時
～21時、日曜日、祝日：7時30分～21時 
※最終受付は閉館1時間前／1回（3時
間以内）につき高校生以上300円、中学
生以下100円

休館日◆2/23（火）・24（水）
 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

●当日参加プログラム
当日申込みで参加可能。フロアプログラ
ムは30分前から受付開始（520円～）。ア
クアビクス教室は2時間前から受付開
始（830円。プール入場料含む）。親子体
操教室、シニアヨガ、FUN★DANCE、
バレーボールタイム、はじめてハイド
ロなど。詳細は か で

休館日◆2/22（月）
〒225-0012  青葉区あざみ野南一丁目17-3

アートフォーラムあざみ野

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

男女共同参画センター横浜北

●健康太極拳（6か月コース）
どなたでも無理なく取り組める人気
の講座／4月～9月の毎週火曜日18時
30分～20時 ※休講日あり／25人 ／
30,440円（ 3か月分15,220円 前納）／
託児あり（予約制、有料）
申込み▶2月23日から か か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●Welcome！ロビーコンサート
2月28日（日）：栗田妙子（ピアノ）／3月
13日（日）：柴田真弓・鎌田美穂子（箏）・山
内敦子（メゾ・ソプラノ）・西優樹（ヴァー
ジナル）／12時～12時40分／
●春よ来い
　～大山大輔と沼尾みゆきの～

“オペラ界の俊英”と“ミュージカルの歌
姫”が歌の魅力満載で贈るコンサート
／3月26日（土）14時開演（13時30分開
場）／全席指定。前売券3,000円、当日
券3,500円
チケット販売▶ か か、カンフェティ
チケットセンター 0120-240-540（平
日10時～18時）
●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／3月26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歳以上は1人100円
申込み▶3月16日必着で、 か か
と年齢、氏名のふりがなを明記し
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催  し
●第5回あったか復興支援
　「わすれない3・11」
　～応援しよう都筑から～

①講演と交流会／3月5日（土）13時30
分～16時30分／横浜市歴史博物館／
80人 ／500円／  
②復興広場：チャリティーと交流の広
場／3月6日（日）11時～15時 ※雨天中
止／センター北駅前 芝生広場 ／
問合せ▶NPO法人 結ぶ　図子（ずし）

090-6116-3326
musubu.tsuduki@gmail.com

●第60回　区民ジュニアテニス
　トーナメント

3月28日（月）〜31日（木）／長坂谷公園
第1・第2テニスコート、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歳以下、16歳以下、
14歳以下、12歳以下②男女ダブルス18
歳以下、16歳以下、14歳以下／
①2,000円②1組2,500円
申込み▶2月11日～18日に
問合せ▶都筑区テニス協会事務局

090-2918-9891（10時～21時）
http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/

●都筑ミックスオープン
　バドミントン大会

4月10日（日）8時から／都筑スポーツ
センター／高校生以上150組 ／1組
2,400円／一般1～3部、40代、50代、60
歳、65歳以上の7種目
申込み▶3月20日必着。詳しくは区役
所、都筑スポーツセンターなどで配布
する申込書をご覧ください。
問合せ▶都筑区バドミントン協会
持増（もちます）　 090-2677-3760

contact@tsuzuki-badminton.org
●都筑区役所
　刑務所作業製品展示卸即売会

全国の刑務所で作られた、刑務所作業
製品の展示即売。刑事施設の日常など
の広報パネル展示・広報VTR放映も／
3月7日（月）・8日（火）※最終日は15時ま
で／区総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶公益財団法人　矯正協会刑務
作業協力事業部　横浜地方事務所

840-1169　 841-4971
● 写真展「自然の中で子どもが育つ・
　地域の中で子どもと育つ」

身近な公園や海、山で育つ子どもたちの
活動写真展／2月10日（水）13時～16日（火）
12時／区総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶NPO法人もあなキッズ自然楽
校　 342-8389　 511-8222
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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

●都筑ガイドボランティア
　養成講座（全6回）

問合せ・申込先▶都筑をガイドする会
大橋 〒224-0029　南山田二丁目24-6-
717 090-9088-0286  http://tzkgd.
com/ tsuzuki-guide@hotmail.co.jp
都筑区にある自然や歴史の魅力、ニュー
タウンの成り立ちなどを学び、多くの
人々に散策を通して伝えていくため
の講座／2月20日、3月12日・19日いず
れも土曜日9時30分～12時30分／2月
24日（水）9時～12時／2月27日（土）13時
30分～16時30分／3月26日（土）9時～
16時30分／かけはし都筑／30人 ／
1,000円（全回分）
申込方法▶2月13日までに と年
齢を明記し か か
◆国重要文化財・関家住宅をたずねる
　ガイドと共につづきを歩こうNO.26
Aコース（約7キロ）、Bコース（約5キロ）
／2月24日（水）9時～12時頃（受付9時
30分まで）／市営地下鉄仲町台駅集合
／ A・Bコース計100人 ／各300円
申込方法▶2月17日までに参加者全員
分の と年齢を明記し か か

募  集
●キミも英語で遊ぼう 参加者募集

学年に関係なく英語を楽しめるよう、
多彩なメニューを取り入れています／
毎月2回土曜日10時～11時20分／北山

田地区センターほか／小学生 ／月
2,000円（教材費含む）
申込み▶2月11日から か、 と学
年を明記し
問合せ▶藤井　 ・ 593-5372
●童謡・愛唱歌を
　楽しく歌いましょう！

健康に良い腹式呼吸、歌い方など教え
ます／毎月2回木曜日13時30分～15時
10分／都筑公会堂リハーサル室ほか
／成人男女20人 ／体験1,000円
申込み・問合せ▶童謡・愛唱歌の会 渡辺
へ か （ともに563-8692）

▶▶6ページのつづき

お知らせ
鶴見川流域水マスタープラン
改定記念シンポジウム

改定された水マスタープランを報告し、
鶴見川流域における10年間の取組を振
り返るとともに、今後の流域を考えます。
3月13日（日）13時30分～16時30分／
横浜市歴史博物館  講堂／180人
申込方法▶３月11日12時までに 、
参加者全員の氏名を明記して か
問合せ・申込先▶水マス改定記念シン
ポ受付窓口（株）ニデア　 271-1494

271-3844　 nidea@neo.nifty.jp
ふれあって流域鶴見川 検索

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 2月9日・23日いずれも（火）12時〜13時30分受付

1歳6か月児 2月18日（木）12時〜13時30分受付 

3歳児 2月4日・25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7月出産予定の人 
　→3月4日・11日・18日・25日いずれも（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

2月10日・24日
いずれも（水）

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

2月3日（水）・16日（火）・18日（木）・25日（木）
※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

2月12日（金）午前、3月11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
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。

エイズ検査
予約制

2月18日・25日、3月3日・10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

食と生活の健康
相談
予約制

2月16日（火）午後、3月8日（火）午前、3月15日（火）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

3月8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。

がん検診
無料クーポン券
のお知らせ

対象者に送付している、平成27年度のがん検診無料クーポン
券（子宮頸がん・乳がん・大腸がん）の有効期限は平成28年3
月31日です。3月は予約が取りづらくなりますので、まだご
利用になっていない人はお早目にご利用ください。

肺炎球菌ワクチン
のお知らせ

対象者に送付している、平成27年度の肺炎球菌ワクチン予
診票の有効期限は平成28年3月31日です。肺炎球菌ワクチ
ンの予防接種を受けたことの無い人で、接種を希望される
人はお早目にご利用ください。

＊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＊

都筑区版12 平成28（2016）年 2 月号

ここまでが
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