
　皆さんは、都筑区内で作られるお菓子やケーキ、野菜やはちみつなどを召し上がった
ことがありますか？心を込めてひとつひとつ手作りされたものを口にすると、それだ
けで心まで満たされるような気がしますよね。手作りの製品を通じて、作り手と消費
者の気持ちも通じる、そんな製品をご紹介します。

　農業を中心に活動する都筑ハーベストでは、区制20周
年に合わせ昨年から養蜂に取り組んでいます。今年の収

穫分は皆さんからご好評をいただき、10月の
福祉農園での販売を最後に完売
しました。また来年の収穫を目指
して、ハチたちが無事に冬を越す
ための準備を進めています。

　NPO法人アスタ荏田では、平成24年から
都筑区産の小松菜を使ったシフォンケーキを
作っています。小松菜のほかにニンジンなど
季節によってさまざまな味のシフォンケーキ
があり、またクッキーやマドレーヌ、手作りプ
リンなども好評です。「てつなぎつづき」での
販売のほか、「Asuta Cafe」でもお求めいただ
けますので、どうぞご利用ください。

営業時間10時～17時（木・日曜日、祝日を除く）
〒224-0007 荏田南五丁目7-9　 942-9600

　ショコラボは平成24年11月にオー
プンしたチョコレート工房です。アド
バイザーにはフレンチシェフや老舗和
菓子店の職人さんも！チョコレートは
テンパリングから仕上げまで全て手作
業で行っています。いち押しは「ショコ
ラ棒」。ドライフルーツやナッツをふん
だんに使ったクランチバーです。

営業時間10時～17時（土・日曜日、祝日を除く）
〒224-0032 茅ケ崎中央30-17　 507-8688

ららぽーと横浜での販売の様子

小松菜を使ったシフォンケーキ
定価220円（税別）

問合せ 障害支援担当　 948-2316　 948-2490

　障害者週間は、障害者の福祉への関心と理解を深めると
ともに、障害のある人がさまざまな分野の活動に積極的に
参加する意欲を高めることを目的として設定されました。

CHOCOLABO（ショコラボ） Asuta Cafe（アスタカフェ）

人気のショコラ棒 
定価300円（税別）から

おいしそう！

　「てつなぎつづき」は区内の障害者地域作業所の連絡組織
です。紹介したスイーツのほか、パンやお菓子、手提げ袋や布
のおもちゃ、皮細工、野菜などを販売しています。どうぞお気
軽にお立ち寄りください。

てつなぎつづき 検索

ショコラボ 検索 アスタカフェ 検索

日によって出店団体、出店時間は変わります。
詳しくはホームページをご覧ください。

●区民ホール…毎週月～水・金曜日（祝日を除く）
※ショコラボは第1・3・5金曜日、アスタ荏田は毎週月・火曜日、
　都筑ハーベストは毎週金曜日に出店

●センター南駅…毎週水～金曜日（祝日を除く）
※アスタ荏田は毎週水・金曜日、都筑ハーベストは毎週金曜日に出店

●ららぽーと横浜（1階ノースコート）…不定期（月1回程度）
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  ［ふるさと・にぎわい］  メイドinつづきを召しあがれ！

  ［特集］ 平成27年度 都筑区区民意識調査の結果を報告します

  マイナンバー  個人番号カードの交付が始まります！ 

  ［連載］ お困りごとQ&A（第7回） 安心できるまちづくりへ…
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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（→14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
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講演・講座
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1月22日（金）・29日（金）10時30
分～11時30分
対象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
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▶東山田地域ケアプラザ

（ 592-5975）へ12月18日10時から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

土曜両親教室〜平日に参加できな
い妊婦およびパートナーのために〜

赤ちゃん人形の抱っこ体験や泣き声
体験などを通して、パパと一緒に赤
ちゃんのいる24時間の生活を考えて
みましょう。
日時1月9日（土）13時30分～15時30分
会場都筑区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▶12月9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

つづきっこ、もっと外で遊ぼうよ!!
〜外遊びについてみんなで考えてみませんか？〜

講師：矢郷恵子氏
日時1月18日（月）13時30分～15時30分
場所区役所1階　機能訓練室
対象区内在住で子育て支援活動に興
味がある人、乳幼児の親で外遊びに興
味がある人50人 ※託児あり（要予約）
申込方法▶1月8日までに か
を明記し
問合せ・申込先▶こども家庭支援担当

948-2318　 948-2309

認知症ミニフォーラム

認知症の人の思いを知ろう～思いに
寄り添うパートナーとして～
講師：高齢者グループホーム
横浜ゆうゆう所長　井上義臣 氏
日時1月17日(日)10時～12時
場所新栄地域ケアプラザ　多目的ホ
ール(新栄町19-19)　対象50人
問合せ・申込み▶1月10日までに新栄地
域ケアプラザへ （592-5255）か
を明記し （595-3321）

お知らせ
冬節電対策に電気の見える化！　
電力使用量測定器を貸し出します

測定器をコンセントと家電機器のプ
ラグの間につなぐと、電気料金、使用
電力量などを簡単に計測できます。
対象区内在住で、使用後
に簡単なアンケートに
ご協力いただける人
貸出台数・期間1世帯に
つき1台・1週間まで
申込方法▶事前に
受渡し▶本人確認できるもの（運転
免許証、保険証など）を持参し、区役
所５階55番窓口にお越しください。
問合せ・申込先▶企画調整係　

948-2226　 948-2399

新治恵みの里 谷戸田を守る米作り

緑区新治町での米作りを通して、貴
重な谷戸の自然・農景観を保全しま
しょう。参加希望者を対象とした説
明会を開催します。
日時1月23（土）9時30分～12時30分
場所にいはる里山交流センター（緑区
新治町887）　定員50人
申込み▶1月15日までに を明
記しにいはる里山交流センターへ

（937-0898）か （info@niiharu.jp）
問合せ▶にいはる里山交流センター

931-4947
北部農政事務所

948-2481　 948-2488

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　12月21日（月） ● 1月12日（火）
都筑公会堂の休館日　12月21日（月） ● 1月18日（月）

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…509件　
　死者4人／負傷者613人（平成27年1月1日～9月30日）
火災発生件数…24件（平成27年1月1日～10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 地域振興課　 948-2234　 948-2239

「帰りが遅い子どもたちが犯罪に巻き込まれないか不安」
そんな不安を地域のみんなの力で解消するお手伝いを区
役所で行っています。

安心できるまちづくりへ…
身近な不安も地域で解決第7回

所在地 　牛久保西一丁目23-4（地下鉄センター北駅  徒歩8分）
診療時間 　10時～16時（受付：9時30分～15時45分）

※このほかの医療機関情報は20ページをご覧ください。

12月30日（水）～1月3日（日）年末年始の急病時は…

都筑区休日急患診療所（内科・小児科）  911-0088

問合せ  市マイナンバー制度コールセンター　 0570-045-506　
9時～17時（日曜、祝日、年末年始を除く）※一部IP電話などでつながらない場合は 367-5272

 ●都筑区総合庁舎　年末年始のお休み　※都筑消防署を除く

施設名 休館日
●都筑区役所　12月26日（土）は土曜開庁を実施します。 12月29日（火）〜1月3日（日）
●都筑土木事務所　●北部児童相談所
●北部農政事務所　●都筑公会堂　 12月29日（火）〜1月3日（日）

●都筑区民活動センター 12月28日（月）〜1月4日（月）
●都筑図書館
12月28日（月）は17時まで、
1月4日（月）は12時から17時まで開館。

12月29日（火）〜1月3日（日）

※12月29日（火）から1月3日（日）まで地下駐車場は使用できません。地上駐車場は通常ど
　おり使用できます。

個人番号カードの交付が始まります！マイナンバー

43

最近、日が暮れるのも早く
なったし、息子が部活で帰りが

遅いと心配だわ。

　 町内会のみんなと防犯
パトロールをしているんだよ。
お揃いのベストにのぼり旗！
これで一致団結して、地域の

治安を守るんだ！

隣の町内会の人たちだわ。
何をしているのかしら？

1 2

　現在、区役所では、防犯活動をしている自治会町内会や青色回転灯パトロールを
実施している団体に対し、都筑区地域防犯活動助成金を交付しています。
　その他防犯ステッカー・のぼり旗・青色回転灯などの貸与や防犯メーリングリスト
の配信も行っていますので、ぜひご活用ください。区の防犯事業の詳細は区役所
をご覧いただくか下記までお問い合わせください。 都筑区　防犯 検索

● 個人番号カードの作成が終わり、交付できるようになりましたら、区役所か
ら申請者にお知らせ（交付通知書）をお送りします。お知らせが届かないう
ちは、来庁されても個人番号カードの交付ができません。

● 個人番号カードの交付には1人あたり30分程度の所要時間が見込まれます。ま
た、交付窓口の混雑も予想されますので、お時間に十分余裕をもって、ご来庁く
ださい。なお、区役所駐車場の駐車料金減免時間は通常通り入庫から60分とな
ります。減免時間を超えた場合は有料となりますので、予めご了承の上、ご来庁
ください。

● 臨時交付窓口での交付は、予約制です。詳細は、交付通知書をご覧ください。
● 合計4つの暗証番号を設定することになります。あらかじめ、申請者ご自身

で暗証番号を決めた上で、来庁してください。

ご 注 意 く だ さ い ！！

　平成28年１月以降、個人番号カードの交付申請をされた人
への個人番号カードの交付が始まります。
個人番号カードの交付を受けるには、申請が必要です！個人番
号カードの交付をご希望の人は、通知カードに同封されている
パンフレットを参照の上、申請してください。

個人番号カードの交付場所（臨時交付窓口）
　都筑区役所では、平成28年1月から6月までの間、臨時交付窓口を設置
し、個人番号カードの交付に対応します。
　平成28年1月〜　区役所2階戸籍課となり

地域のみんなでパトロールすれ
ば、息子の帰りも安心だし、町内の
みんなとも仲良くなれるし、とっ
ても有意義だわ！
ウチの町内会でもできないか、会
長に相談してみよう！

なるほど！
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問合せ  環境衛生係 948-2358　 948-2354

問合せ  緑税務署　個人課税部門　 972-7771（代）

問合せ  都筑消防署庶務課　 ・ 945-0119（代）

問合せ  食品衛生係　 948-2356　 948-2354

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

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

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

　屋外は飼い猫にとって危険（交通事故、感染症、けんか、迷子など）が多い環
境にあります。屋内に快適な室内環境を整え、屋内だけで飼育しましょう。キャ
ットタワーを設置するなどの工夫をすると、猫がストレスなく生活できます。

　所得税及び復興所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税並びに贈
与税の申告書作成会場を、次のとおり開設します。
※2月8日（月）まで、緑税務署に申告書作成会場はありません。

日　時 1月6日(水) 13時30分～15時
会　場  都筑公会堂・区役所中庭※ご来場の際は、公共交通

機関をご利用ください
実施内容 第一部  式典（都筑公会堂）
 第二部  古式消防演技、早渕中学校吹奏楽部演奏（都筑公会堂）
 第三部  消防演技（区役所中庭※小雨決行）

※ 混雑時は受付を早めに締め切ることがありますので、なるべく16時頃まで
にお越しください。

※ 申告書作成のために来署される場合は、上記期間にお越しください。混雑の
状況によっては、長時間お待ちいただくこともあります。なお、4月中旬まで
緑税務署の駐車場は使用できませんので、車での来署はご遠慮ください。

1日平均2000歩 寝たきり予防

1日平均5000歩 要介護、認知症、心疾患、脳卒中の予防

1日平均8000歩 動脈硬化、骨粗しょう症、ロコモティブシンドローム、
高血圧、糖尿病の予防

 猫が庭に入って困っている人に貸し出しています。この
機器の前を猫が横切り、センサーが働くと、スピーカーか
ら猫の嫌がる超音波が出る機器です。お試しで2週間貸し
出しています。予約制。乾電池は各自ご用意ください。緑税務署からのお知らせ

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 休館日◆12月21日（月）

　平成28年4月1日から区民活動センターの開館時間、休館日が変わります。
開館時間 8時45分〜17時 ➡ 9時〜17時（閉館時間は変わりません）
休館日 毎月第3月曜日、年末年始に加え新たに祝日が休館日になります　

超音波猫侵入防止器の貸出し

　冬場にはノロウイルスが原因の食中毒や感染症が多くなります。
　ノロウイルスに感染すると嘔吐や下痢、発熱などの症状が起こります。
高齢者や乳幼児など、抵抗力が弱い人は重症になることもあるので注意
が必要です。

　第22回都筑ふれあい健康マラソン大会を開催します。
皆さんでお誘い合わせの上、都筑区の自然あふれる緑道
を楽しみながら、走ってみませんか。
開催日 3月6日（日）
会　場 葛

くずがやと

ケ谷公園（スタート・ゴール）と周辺緑道

 「1日1万歩は歩かないといけない」と思い込んでいませんか?
病気の予防にはもっと少ない歩数でも一定の効果があると分かってきま
した。

申込み  12月10日～17日に か、12月17日～1月17日に か
　　　 （ 0570-550-846　受付：平日10時～17時）
　　　  ※締切日前であっても、各種目定員になり次第締め切ります。

　詳細は、12月から配布する募集チラシ（配布場所：区役所1階区民活動
センター・総合案内、区内地下鉄駅・PRボックスなど）または をご覧くだ
さい。

対　象 コース 参加料

ファミリー 1.5キロメートル 1組2,500円

小学生 1.5キロメートル 1,000円

中学生 3キロメートル 1,000円

高校生
5キロメートル 2,000円

10キロメートル 2,500円

一　般
5キロメートル 2,500円

10キロメートル 3,000円

人から人へ
　ノロウイルスを含んだ嘔吐物や便を処理したり、ノロ
ウイルスの付着したドアノブ、手すりなどに触れた手か
らウイルスが口に入ることで感染します。
人から食べ物を介して人へ
　ノロウイルスの付着した手で調理した食品を食べて
感染します。
二枚貝から人へ
　ノロウイルスで汚染された生カキなどの二枚貝を十
分加熱せずに食べると感染します。

❶せっけんでよく手を洗う
　食事や調理の前、帰宅後やトイレの後などにはせ
っけんを使ってよく手を洗い、ウイルスを洗い流し
ましょう。
❷食品はしっかり加熱する
　食品は中心部までしっかり加熱しましょう。85℃、1分
半以上の加熱でノロウイルスの感染力は無くなります。
❸消毒は次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）を使う
　下痢や嘔吐物で汚れたトイレや衣類などは消毒しま
しょう。ノロウイルスには塩素系漂白剤での消毒が有効です。アルコール
消毒剤はあまり効果がないので注意しましょう。また、消毒するものによ
っては熱湯やアイロンなどによる熱処理も有効です。

★ 下痢や嘔吐などの症状があるときは、素手で調理するのはやめましょう。
★ 症状がなくなっても、長くて1か月間は便の中にウイルスが出続けること

があります。しっかり手洗いをし、周囲の人が感染しないように気を付け
ましょう。

★ 嘔吐物などを処理するときには使い捨てマスクや手袋を着用し、処理が
終わったら手洗いをしましょう。

開設期間 2月9日（火）〜3月15日（火）（土・日曜日、祝日を除く）
 ※2月21日・28日の日曜日は開場します。
相談・作成 9時15分〜17時（8時30分受付開始）

都筑ふれあい健康マラソン 検索

ノロウイルスの感染のしかた

予防のポイント！

40歳以上の
横浜市民対象

よこはまウォーキングポイント 検索

第22回

生活の中にウォーキングを
取り入れてみませんか？

　無料歩数計（郵送料630円）が、今なら1か月で送られてきます。ウォーキング
してポイントを貯めませんか。リーダー設置店で歩数計をリーダー
に乗せると、データが転送され歩数に応じてポイントが貯まります。
3か月間に200ポイント以上貯めた人を対象に抽選を行い、当選した
人には、3,000円相当の商品券などをプレゼントします。また参加者
全員で目標歩数を達成すると、社会貢献活動へ自動的に寄付が行わ
れます。

都筑ふれあい健康マラソン大会

横浜市では皆さんのウォーキングをサポートする
「よこはまウォーキングポイント」を引き続き実施中です！

市内では約14万人（平成27年9月末時点）の人が参加しています。

に 気を付けよう！
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居住意向

区民意識調査の結果から見えてきた、区民の皆さんの意識の傾向について、その一部を紹介します。
※調査結果（単純集計データ・速報版）は区役所ホームページで公表中です。また、「平成27年度都筑区区民意識調査結果報告書」は12月中に公表予定です。
　詳しくは
※小数点は四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

　都筑区では今後、急速に高齢化が進んでいくことが見込まれるため、今から対
策をしっかり進めておく必要があります。
　健康でいきいきとした生活を送れるよう、健康づくり、介護予防、仲間づくりな
ど、地域の取組への支援を継続して行っていきます。

　“取り組めそうなこと”の上位である「日
常の声掛け」や「通学路などの見守り」など
の活動がきっかけとなり、「地域で子育てを
支える仕組みづくり」が充実していくこと
が期待できます。

都筑区区民意識調査の結果を報告します 都筑区 27 区民意識調査 検索

あなたは、今後高齢者人口が増加する中でどのような支援や取組が
必要だと考えますか（3つまで）

健康づくりの取組について「重要だと思うこと」
「実際に取り組んでいること」は何ですか（３つまで）

高齢者の生活で特に不安なことは何ですか。高齢者でない人は、将来
を想定してお答えください（3つまで）

安心して子育てができる環境づくりのために、あなた
自身が取り組めそうなことは何ですか（３つまで）

あなたは、安心して子育てを行うためにはどのような
施策が必要だと思いますか（３つまで）

あなたは、これからも都筑区に住みたいと思いますか

●介護が必要な状態になること……………………………………78％

●健康や病気のこと…………………………………………………76％

●生活費や収入のこと………………………………………………61％

●日常の声掛け………………………………… 48％

●通学路などの見守り………………………… 37％

●地域のお祭りなどへの協力………………… 28％

1位……………………自転車利用のための道路環境の整備

2位……………………車両の路上駐車や交通安全

3位……………………バスの利便

4位……………………歩行者のための道路環境

5位……………………商店街や企業の振興

Ｑ

ＱＱ Ｑ

Ｑ
Ｑ

生活環境の満足度

健康づくりの取組

安心して子育てを行うために

高齢者支援

バランスよく食べる

日常生活の中で歩くなど
意識して体を動かす

定期的に健康診断を受ける

睡眠をしっかりとる

週1回以上、運動する

定期的に歯のチェックを受ける

禁煙する・受動喫煙を
できるだけ避ける

お酒は適量を守る

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

66%  66%  

53%  53%  
51%  51%  

40%  40%  
43%  43%  

31%  31%  
31%  31%  

9%  9%  
28%  28%  

30%  30%  
8%  8%  

6%  6%  
23%  23%  

67%  67%  
52%  52%  

52%  52%  

重要だと思うこと 実際に取り組んでいること

上位3項目

満足度ワースト5満足度ベスト5

上位3項目

「よこはまウォーキングポイント」
を活用しましょう！

　「よこはまウォーキングポイント」は、40歳以上の人に、歩数計
を持って楽しみながら健康づくりを進めていただく事業です。歩
いた分はポイントとなり、抽選で景品が当たります！申込書は区
役所、行政サービスコーナーなどで配布中です。
　詳しくは9ページのほか、 よこはまウォーキングポイント 検索

◆区役所でも都筑野菜朝市を開催中！◆　　

　区民の皆さんの都筑野菜購入経験も調査したところ、76％もの人
が「購入したことがある」との回答でした。都筑野菜の魅力は生産者
の顔が見える安心感と鮮度の良さ！ぜひ継続して（もちろん
初めての人も）食生活に取り入れてみてくださいね。

日時毎月第2・4土曜日9時30分～なくなり次第終了
　　※次回は12月12日（土）予定。12月26日（土）、1月9日（土）はお休みです。
会場区総合庁舎前警察署側／

無回答…1%

できればよそへ
移りたい…3%

よそへ移りたい
…1% 特に

考えて
いない
…12%

住み続けたい
…50%  当分は

住み続けたい
…33%  

住み続けたい
83％ たぶん移転する

…14%

移転する…6%

たぶん
住み続ける
…34%

住み続ける
…27%

わからない
…19%

参考：平成27年度横浜市市民意識調査…居住意向

問合せ 企画調整係　 948-2226　 948-2399

平成27年度
特集

ひとり暮らし、高齢者のみの
世帯になった時の訪問等の見守り

介護予防などの健康の維持管理

在宅医療の推進・支援

買い物、通院などの外出に対する支援

高齢者の地域活動、いきがい対策の取組

食事作り、掃除、洗濯などの
日常生活の支援

高齢者の仲間づくりに対する支援

相談体制の充実

48%  48%  

48%  48%  

42%  42%  

33%  33%  

29%  29%  

23%  23%  

18%  18%  

15%  15%  

0 10 20 30 40 50（％）

保育サービスの充実

子育てと仕事の両立のための職場環境づくり

子育てに関する相談窓口の充実

放課後児童健全育成事業の充実

地域で子育てを支える仕組みづくり

子育てに関する情報の集約・提供

在宅で過ごしている子育て家庭への支援

54%  54%  

38%  38%  

32%  32%  

30%  30%  

27%  27%  

22%  22%  

18%  18%  

0 10 20 30 40 50 60（％）

　横浜市全体の定住意向（61％）と
比べると、都筑区への居住意向の
高さがうかがえます。

　子育てや高齢者支援として“日常の声掛け”
や“見守り”の重要性を感じている人が多い反面、
近隣の人との付き合いは「顔見知り」に止まる人
が多くなっているようです。

　自治会・町内会に加入している人は、近隣の人と親しく

付き合う傾向がみられました。

　自治会・町内会への加入をき
・
っ
・
か
・
け
・
に、顔の見えるお付

き合いを増やしていきましょう。

あなたは日頃、どの程度の近所付き合いをして
いますかＱ

ほとんど
付き合いは
ない…8%  

無回答…3%

25%  

立ち話を
する程度
…24%  

44%  

15%  
6%  

あいさつを
する程度…51%

平成27年度

2%  2%  
8%  

平成21年度

お互いに訪問
しあっている
…3%  

お互い困ったときには
助け合っている…11%  

近隣の人と親しい付き合いをしている人は
6年前と比較して約8％減少…

（平成21年度…46%…→…平成27年度…38％）

1位……………………電車の利便

2位……………………公園（緑道を含む）の整備

3位……………………街並み景観の整備

4位……………………ごみの分別収集・リサイクルや街の美化

5位……………………車利用のための道路環境の整備

バランスよい食生活に都筑野菜を！

都筑区版 都筑区版10 11平成27（2015）年 12 月号平成27（2015）年 12 月号



休館日◆12/14（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12月11日から
●親子体操3期（全8回）
1月19日～3月8日の毎週火曜日11時
～11時45分／2歳以上の未就園児と
保護者30組 ／1組3,200円（全回分）  
▶
●親子美クス3期（全4回）
産後ママのためのエアロビクスや親子で
ダンスなど／1月15日～2月26日の隔週
金曜日10時～11時／あんよができる
未就園児と保護者30組 ／1組2,000
円（全回分）  ▶
●ベビーマッサージと
　ママのボディリメイク3期（全4回）
親子のスキンシップと産後ママの骨盤
矯正／1月22日～3月4日の隔週金曜日
10時～11時30分／首がすわりハイハ
イ前の子と保護者12組 ／1組2,000
円（全回分）  ▶
●手作り味噌講習会
無添加、寒仕込のみそ作り（約5キログ
ラム）／1月26日（火）／①9時～13時 ②
13時～16時／各回8人  ※子ども同
伴不可／各回3,600円  ▶
●ミニ門松を作る
協力：日本の竹ファンクラブ／12月24
日（木）9時15分～11時45分／16人  ※
子ども同伴不可／2,000円  ▶
●クリスマスロビーコンサート
演奏：都筑オーケストラ／12月23日（水・
祝）13時30分～14時30分／50人 ／
●ロコモ体操講座（全2回）
講義、健康測定、実技指導／1月18日（月）・
25日（月）10時～11時30分／1月18日は
中川地域ケアプラザ／運動に支障の
ないおおむね50歳以上で全回参加で
きる人25人   ▶

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

申込み▶ 行事は12月11日から か
●クリスマスに飾るフラワーアレンジメント
12月17日（木）10時～11時／10人 ／
1,500円／持ち物は問合せを  ▶
●こどもクリスマス会
簡単な工作、歌、人形劇「きつね地蔵」鑑
賞／12月20日（日）13時30分～15時／
30人   ▶

 941-8380   942-3979
〒224-0062 葛が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は12月11日から か
●わんぱくあそびの広場
　「はじめての子ども将棋教室」（全5回）
1月30日～3月26日の隔週土曜日13時
30分～15時／市内在住・在学の小学
生18人  ※春コース参加者は不可／
200円（全回分）  ▶
●おもちゃの病院
2月27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  ▶
●親子そば打ち講座
2月14日（日）10時～13時／市内在住・在
学の小学生と保護者14組  ※10・12
月参加者は不可／1組1,500円
申込み▶12月11日～18日に か

休館日◆12/3（木）・17（木） 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

申込み▶ 行事は開催日前日までに か
●もちつき体験
ついたお餅のお土産付き／12月20日（日）
11時受付開始／子ども100人 ／
●七草がゆをいただきましょう
大釜で作る七草粥

がゆ

／1月7日（木）11時～なく
なり次第終了／100食 ／1杯100円／
●新春おはやし
おはやし、獅子舞／1月10日（日）11時開始／
●手打ちそばをたべませんか
12月25日（金）11時30分～なくなり次
第終了 ※雨天中止／40食 ／1人前
500円／
●和菓子作り教室
12月19日（土）10時～12時頃／10人 ／
1,000円／持ち物は問合せを  ▶
●古民家市
新鮮野菜販売／12月19日（土）10時頃～
なくなり次第終了 ※小雨決行／
●親子読み聞かせ
未就学児向けの絵本・紙芝居／12月16日
（水）10時30分開始／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／12月16日（水）13時30分～16時／
10人 ／1,500円／持ち物は問合せを  ▶
●犬のしつけ教室
犬を連れて参加／12月12日（土）10時集合
※雨天中止／太鼓橋竹林前／

休館日◆12/14（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12月11日から
●ジュニア体操後期（全7回）
1月26日～3月8日の毎週火曜日15時
30分～17時／3歳～未就学児30人 ／
3,150円（全回分）  ▶
●おはなしのはなたば
絵本、紙芝居、パネルシアター／12月17
日（木）、1月14日（木）11時～11時30分／
●布おもちゃボランティア講座（全3回）
2月4日・18日、3月3日いずれも木曜日
10時～12時／15人 ／1,800円（全回
分）  ▶
●かきぞめ講座
1月6日（水）10時～12時／小学生以上15
人 ／600円  ▶
●百人一首大会
2月13日（土）10時開始／小学4年生以
上20人 ／500円  ▶
●たまご座人形劇
1月23日（土）13時～14時／60人 ／小学
生以上200円  ▶
●パソコンカフェ
2月13日（土）10時～12時／15人 ／100
円（コーヒー代）  ▶
●ロビーコンサート
太鼓演奏（打鼓音）／1月16日（土）13時
30分開始／

休館日◆12/14（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

申込み▶ 行事は12月11日から か
●七草粥

が ゆ

とお蔵開きパフォーマンス・
七草粥の販売

お粥を1杯100円で販売／1月7日（木）11
時～なくなり次第終了／100杯 ／
●寒仕込みミソ講座
実際のみそ作りは各家庭で（出来上がりのみ
そは約4キログラム）／1月27日（水）13時
30分～15時 ／50人 ／3,600円  ▶
●鬼は外、福は内
豆まきをする年男・年女（申

さる

年生まれ）
募集／2月3日（水）／①11時～ ②11時
30分～／各回4人   ▶
●ミニ門松作り
12月19日（土）9時30分～11時30分／
10人 ／1個300円  ▶
●水曜「男性向け」茶道講座
茶室で学ぶ初級裏千家茶道講座／2月
10日、3月9日、4月13日いずれも水曜
日10時～12時30分／各日10人 ／各
日1,500円  ▶
●茶室利用受付
平成28年3月～8月分の利用募集。1月
11日（月・祝）受付開始。使用料は問合
せを  ▶
●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◆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

●まちの音楽会
キッズから大人までアマチュア大集合！
日頃の成果を発表します。ぜひ応援に
お越しください！／12月20日（日）13時
30分～16時（13時開場）／  
●「朗読劇ワークショップ」発表会
第一部：「かぐや姫」、第二部：「百花繚乱（ひゃっ
かりょうらん）」／12月19日（土）15時30分
～18時（15時開場）／1,000円／  
●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
申込み▶事前に か と年齢を明
記し か

休館日◆12/14（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 。持ち物は問合せを
●おもちつき
子どもたちの餅つき体験、お汁粉販売

（1杯100円）／12月19日（土）11時～な
くなり次第終了／100人 ／
●免疫力アップ！養生気功  冬（全5回）
1月18日、2月1日・15日・29日、3月7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  冬（全5回）
1月18日、2月1日・15日・29日、3月7日い
ずれも月曜日10時40分～11時45分／
35人 ／2,300円（全回分） ※託児は1
歳以上7人 、託児代1,500円（全回分）
申込み▶12月18日までに （返信用ハガキ
持参）か と託児の有無を明記し
●子どものアートⅢ（全3回）
身近な材料を生かした造形講座／1月
17日、2月7日、3月6日いずれも日曜日9
時30分～11時30分／年長～小学生24
人  ※未就学児は保護者同伴／1,000
円（全回分）  ▶  
●こまつな親子クッキング
　「美味しい薄餅でまきまきパーティー」
1月23日（土）10時～13時／小学生と保
護者8組 ／1組1,000円 ※きょうだ
い参加の場合は1,500円  ▶  
●シニアの皆さん、タイムカプセルを
　作りませんか（全2回）
1月22日（金）、2月5日（金）9時30分～11
時30分／15人 ／500円（全回分）  ▶
●ロビーコンサート
①12月12日（土）：トーン チャイ ム・コ ン
サート②12月13日（日）：「なないろ」による
ピアノ、ヴァイオリン、歌のコンサート③
12月20日（日）：澤谷ゆきえ歌のコンサート
／①②13時30分～14時30分③14時～15
時／
●大人のためのおはなし会
　「ストーリーテリング」
都筑図書館司書による大人のための「語
り」／1月15日（金）10時～11時30分／20
人  ※子ども同伴不可  ▶
●意外なおいしさ発見！ミルクで和食
森永乳業の講師による牛乳、乳製品を
使った和食作り／1月25日（月）10時～13時／
20人  ※子ども同伴不可／800円  ▶
●えいごのあそびば！（全5回）
1月18日、2月1日・15日・29日、3月7日いず
れも月曜日／①15時15分～15時55分 ②
16時10分～16時50分／①年中～年長
の子と保護者12組  ②小学1・2年生15
人 ／各クラス2,000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

●クリスマスライブ
テレビにも出演したフラダンス、大学生の
アカペラ、ピアノとトランペットの共演／
12月20日（日）10時～11時15分／60人 ／
●親子リズム遊び（冬の部・全6回）
1月8日・22日、2月12日・19日、3月4日・
11日いずれも金曜日／①10時～10時50
分 ②11時～11時50分／満2～4歳の子
と保護者各25組 ／1組1,200円（全回
分）／託児あり（1回300円） 
申込み▶12月11日から

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

●里山保全再生
草刈り、木の伐採などの作業を行いま
す／12月19日（土）・27日（日）10時～12
時 ※雨天中止／飲み物持参。長袖・長
ズボン・帽子・軍手など作業できる格好
で／

区内施設◉年末年始のお休み
施設名 休館日

○都筑子育て支援センターポポラ 12月27日（日）～
1月4日（月）

○アートフォーラムあざみ野　○都筑民家園
○茅ケ崎公園自然生態園

12月28日（月）～
1月3日（日）

○地区センター（中川西・仲町台・北山田）
○都筑中央公園（レストハウス・休憩所）  ○横浜市歴史博物館
○スポーツ会館（大熊・東山田）  ○大塚遺跡

12月28日（月）～
1月4日（月）

○都筑の文化  夢スタジオ 12月28日（月）～
1月5日（火）

○鴨池公園こどもログハウス　○せせらぎ公園古民家
○コミュニティハウス　○つづきMYプラザ　○都田公園
　（勝田小・つづきの丘小・北山田小・川和小・都田小・中川中・東山田中）
○地域ケアプラザ（加賀原・葛が谷・新栄・中川・東山田）
○つづき地域活動ホームくさぶえ（緊急時のみ対応）
○都筑スポーツセンター
　［12月28日（日）は9時～17時、1月4日（月）は13時～21時開館］
○都筑区社会福祉協議会福祉保健活動拠点「かけはし都筑」

12月29日（火）～
1月3日（日）

○横浜国際プール 12月30日（水）午
後～1月3日（日）

○都筑センター（地区センター、老人福祉センター「横浜市つづき緑寿荘」）
○障害者研修保養センター「横浜あゆみ荘」 

12月28日（月）～
1月28日（木）
※施設点検のため

○都筑プール
　［1月4日（月）～第3期水泳教室受付のみ可］

12月29日（火）～
1月28日（木）
※施設点検のため

都筑区版12 平成27（2015）年 12 月号

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/

 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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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

●クリスマス会
人形劇と大道芸を楽しもう！／12月12
日（土）13時30分～15時30分／

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12月11日から か
●産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
1月13日～3月9日の隔週水曜日／①10
時～10時45分 ②11時～11時45分／3か
月～1歳4か月の子と保護者／①12組  
②10組 ／1組1,500円（全回分）  ▶
●英語で遊ぼう！（全6回）
1月13日・20日、2月3日・10日・24日、3月2
日いずれも水曜日①15時40分～16時20
分 ②16時30分～17時20分／① 小 学1・2
年生10人  ②年中・年長10人  ※①②
共に要お迎え／2,000円（全回分）  ▶
●初心者のための囲碁教室
12月26日（土）、1月23日（土）13時30分
～14時30分／

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
●炭焼き体験～無煙・無臭のハイテク

炭焼き～（全3回）
1月9日（土）9時～16時：炭材作りと窯詰
め、1月16日（土）8時～17時：炭焼き、1月
23日（土）9時～12時：窯出しと炭材作り 
※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。1月9日・
16日は昼食付き）  ▶
●冬の野鳥観察会
2月7日（日）8時～11時／30人 ／300円  ▶
●親子炭焼体験クッキング
炭焼きの火入れ体験、炭火を使った料
理作り／2月20日（土）9時～15時／小学
生以上、20人 ／500円  ▶

 944-4640   944-4642
〒224-0055  加賀原一丁目22-32

加賀原地域ケアプラザ
 

●たまご座人形劇
1月14日（木）10時～11時30分／
●障がい児・者余暇活動支援
ダンス、ゲームで思い切り体を動かし
ます／1月10日（日）10時30分～12時／
障害のある人と保護者15組
申込み▶12月11日から か か
を明記し

 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

●つくって そうぞうして かんじるアート
同じ素材からそれぞれの感性で作り上
げるアート／1月17日（日）13時30分～15
時30分／障害のある小学～高校生と
保護者10組 ／1組500円
申込み▶1月10日までに

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

東山田地域ケアプラザ

申込み▶ 行事は12月11日から か
●司法書士無料相談会
相続、遺言、成年後見制度などの相談／
12月21日（月）14時～16時／65歳以上
の人やその家族・代理人8組 、1組30
分程度  ▶
●一番ステキなアートを見つけよう
マスキングテープを使ったアートを楽
しみましょう／12月20日（日）13時30分
～15時30分／発達障害・自閉症のある
小学生10人 ／300円  ▶
●アロマ講座と無料相談会
認知症予防として、リラクゼーションと
して、老若男女大歓迎。別室で高齢者向
け無料相談会も開催／12月20日（日）10
時～11時30分／北山田地区センター／
20人  ※小中学生は保護者同伴／300
円  　▶
●ほっと茶屋～介護者のつどい～
クリスマス会で気分転換しませんか
／12月22日（火）13時～14時30分／介
護者・介護を終えた人15人 ／500円  
▶

〒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

●働く女性のリーダーシップ開発
　プログラム第4弾  レジリエンシー
苦境の中で自分も仲間も大切にする折
れない心。講義とワーク／1月16日（土）
10時～17時／リーダーとし て 働 く 女
性30人  ※託児あり。4日前までに

（910-5724）で予約。詳細は問合せを
申込み▶12月11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
12月23日（水・祝）：あざみ野クリスマス
ジュニアコーラス、1月10日（日）：横浜
都筑太鼓／12時～12時40分／
●あざみ野カレッジ　演出家が語る
“総合芸術”オペラのあれこれ

講師：飯塚励生氏（演出家）／1月16日
（土）13時30分～15時30分／高 校 生
以上、40人 ／500円 ※初回参加者は
手数料500円が別途必要
申込み▶1月7日必着。 か か
を明記し
●みんなでつくるあったかクリスマス
木の実やフェルトでクリスマス飾りを
作 ろ う／12月19日（土）・20日（日）11時
～15時（時間内参加自由。材料がなくな
り次第終了）／4歳以上 ※未就学児は
保護者同伴。大人のみの参加も歓迎／
一部の材料は有料／

休館日◆12/15（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

●冬の定期教室追加募集のお知らせ
12月中旬より追加募集開始。詳細は で

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
●そうだポポラへいこう！
マタニティの人の仲間づくりや先輩マ
マ＆パパとのおしゃべりの会／2月10
日（水）10時30分～11時30分／区内在
住の妊娠中の人10人   ▶
●なるほどトーク「集団生活直前ス

ペシャル！入園前に不安なこと」
1月27日（水）14時15分～15時30分／入
園前の3・4歳の子と保護者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／1月20日（水）10時30分
～12時／未就学児と保護者12組   ▶
●横浜子育てサポートシステム入会説明会
地域の中で子どもを預け預かる有償の
活動です／12月22日（火）、1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！／12月19日（土）11時～12
時／未就学児と家族   ▶
●じっくり相談
専門相談員による子育て相談／1月7
日（木）・9日（土）・16日（土）10時～16時、
1月27日（水）10時～12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／12月19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！／12月24日（木）10
時30分～12時頃 ※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
12月26日（土）／◆学芸員による常設
展示室の解説（今月は古代ブースの解
説）：①11時開始 ②14時開始 ※各回
40分程度。常設展のチケットが必要／
◆おもしろいぞ！紙芝居：①12時開始 
②13時30分開始 ③15時開始／
●歴史講座

「開港しなかった江戸」（仮題）／12月23
日（水・祝）14時開始／40人 ／500円
申込み▶ か を明記し
●横浜市指定登録文化財展
12月5日（土）～1月11日（月・祝）／
●横浜の遺跡展「港北の狩人たち」
12月5日（土）～1月11日（月・祝）／
◆関連講演会「港北の狩人たち～旧石
器時代から縄文時代への環境変動と
ヨコハマに生きた人々～」／1月10日
（日）13時～16時／横浜市歴史博物館
講堂／150人 ／500円（資料代）
申込み・問合せ▶12月18日必着。
を明記し、（公財）横浜市ふるさと歴史
財団埋蔵文化財センター（〒247-0024
栄区野七里二丁目3-1、 890-1155、
891-1551）へ

 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（事前申込制、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（水曜ズンバは
30人）
◆月曜日（12月14日・21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（12月15日・22日、1月5日）
④ソフトエアロ／12時20分～
◆水曜日（12月16日、1月6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（12月11日・18日・25日、1月8日）
⑦＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分 
◆土曜日（12月12日・19日・26日、1月9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（12月15日・22日、1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
◆土曜日（12月12日・19日・26日、1月9日）
⑪バスケットボールクリニック／9時15
分～／小学生50人 ／600円
⑫フットサルタイム／21時～／50人
／600円

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

中川地域ケアプラザ

●ロコモ体操講座（全2回）
講義、健康測定、実技指導／1月18日（月）・
25日（月）10時～11時30分／1月25日は
中川西地区センター／運動に支障の
ないおおむね50歳以上で全回参加で
きる人25人
申込み▶12月11日10時から か
●「聴く」を楽しもう
1月21日（木）：語りを楽しむ（ストーリー
テリング）、1月22日（金）：癒しの空間 音
楽のしらべ、1月23日（土）：懐かしい大
人のための紙芝居／10時～11時30分
／各日30人
申込み▶12月24日10時から か

休館日◆12/21（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：1月19日（火） ②リズミックス：
1月28日（木） ③幼児のための救命法：
2月2日（火）／10時30分～11時30分／
未就学児と保護者／① 、②③各15組

／②のみ1組200円
申込み▶②③のみ、1月4日から か
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募  集
●第21回記念 
　都筑コーラスのつどい 参加団体募集

日頃の練習の成果を発表しませんか／
6月5日（日）／都筑公会堂／区内を中心
に活動しているコーラスグループ／1
人700円
申込方法▶1月24日までに か、
を明記し
問合せ・申込先▶都筑コーラス連絡会
中﨑　 ・ 592-3533
●第19回
　都筑区民きずな駅伝大会

1月31日（日）8時～10時受付　※雨天
積雪中止／葛ケ谷公園多目的広場／
15種目：小学3・4年男女、小学5・6年男
女、中学男女（区内、区外）、高校男女、一
般男女、壮年男女、男女混成／区内在
住・在勤・在学、主催者承認者／チーム
は4人で編成／チーム参加費：小学生
1,600円、中学生2,000円、高校生3,000
円、一般・壮年・男女混成5,000円　※申
込受付後の返金はしません
申込み▶12月28日消印有効。都筑ス
ポーツセンター、都筑区民活動セン

ターなどで配布する申込書に を
明記し、参加費を添えて現金書留など
で申込み
問合せ▶都筑区陸上連盟事務局　泉山

・ 591-4610
●書道・防災ポスター作品
　第22回子ども展
◆展示：1月9日（土）～11日（月・祝）／区
総合庁舎1階区民ホール／
◆作品募集：区内在住・在学の小・中学
生対象／①書道：通常の半紙、楷書（中
学生は行書も可）で1人1点、折らずに提
出。課題：小学生は学年ごとに、1年「大」
か「生」、2年「力」か「正」、3年「ゆめ」か「元
気」、4年「笑顔」か「明るい光」、5年「希
望」か「考える力」、6年「創造」か「強い
信念」、中学生は「感謝」か「将来展望」　
※学年・氏名も審査対象／②防災ポス
ター：八つ切り画用紙（横）で1人1点／
①②とも作品1点につき100円
申込み▶1月8日15時30分～16時に、区
総合庁舎1階区民ホールへ作品と参加
費を持参　※作品は返却しません
問合せ▶都筑区子ども会育成連絡協議会
早川　 471-9923

 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

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

催  し
●三世代交流でわくわくフィットネス

アクティブシニア、地域の大人、育児
真っ最中の親子で一緒に運動しましょ
う！／2月11日（木・祝）9時30分～12時／
北山田地区センター体育館／親子30
組 、大人15人 ／親子1組1,200円、大
人500円
申込方法▶2月3日必着で参加者全員の

を明記し
問合せ・申込先▶ぽかぽかマッサージ

wakuwaku.sedai@gmail.com
●都筑区民バドミントン大会
　シングルス戦

2月7日（日）8時から／都筑スポーツ
センター／一般（高校生以上）、中学生

（区内在住・在学）160人 ／1,700円（中
学生1,000円）／一般男女別1～3部、男
子40代・50代・60歳以上の9種目
申込み▶1月4日～24日必着。詳細は区
役所、都筑スポーツセンター、都筑区民
活動センター、各地区センターで配布
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

▶▶8ページのつづき

お知らせ
都筑図書館　イベント情報

各イベントの問合せ▶都筑図書館　
948-2424　 948-2432

◆年明け最初のお楽しみ企画！
　「本の福袋」
皆さんから募集した本を元にした子ど
も向け福袋と、図書館員が選んだ大人
向け福袋を用意します。福袋が貸し出
された後は、中身の種明かし展示を行
います。
期間1月5日（火）～14日（木）
個数児童・大人向け各20セット ／
◆12月の定例おはなし会
日時12月16日（水）15時30分～16時／
対象一人でおはなしが聞ける子※保護
者の付き添いは事前に相談
◆中川中学校のみなさんが選んだ本
　「この本紹介します！」～本の紹介
　文展示～
市立中川中学校の皆さんが作成した
POPを本と一緒に展示します。
期間12月16日（水）～28日（月）／

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 12月8日・22日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 12月3日・17日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 12月10日（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5月出産予定の人 
　→1月8日・15日・22日・29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

12月9日（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

12月2日（水）・10日（木）・24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

12月11日（金）午前、1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。

■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　神奈川県結核予防会　 251－2363

胃がん検診
有料
予約制

251－2363

1月29日（金）午前→12月22日～1月12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　健康づくり係　 948－2350　 948－2354

肺がん検診
有料
予約制

1月29日（金）午前→12月24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。

エイズ検査
予約制

12月10日、1月7日・14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

12月11日（金）午後、1月12日（火）午前・22日（金）午後、
2月9日（火）午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師や
栄養士による個別相談です。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

1月12日（火）午前、2月9日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度と肺年齢の測定。

＊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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ここまでが
都筑区版です
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