
クリスマスマーケットに合わせて周辺商業施設でも楽しいイベントを開催！
詳しくは

東京横浜独逸学園と茅ケ崎
中学校の生徒の皆さんによ
る合唱 ほか

　地域におけるふれあいを深め、明るいまちづくりを目指して、一芸のある皆さんが出演します！
　川和商店街青年部による、つきたて杵つき餅・綿あめ・ボールすくいなどのブースのほか、模擬店・バザー・地域野菜販売などもあり
一日中笑いの絶えない楽しい地域の文化祭です。ぜひお気軽に遊びに来てください！　 問合せ 川和芸能文化祭実行委員会事務局　 933-2959

川和芸能文化祭 開催！ 日 時 11月8日（日）10時～17時
会  場 川和小学校第18回

フローエ ヴァイナハテン…ドイツ語で「メリークリスマス」を意味します

※写真は昨年の同イベント会場の様子や販売品のイメージです。　※飲食代などは別途必要です。

昨年の様子

暖かい服装でお越しください♪

川和商店街からのお知らせ

都筑  ドイツクリスマスマーケット 検索

オープニング
セレモニー

5・6日はドイツ・クリスマスをテーマにしたステージパフォーマンスも！

13時
40分〜12時〜

ドイツの冬の風物詩「クリスマスマーケット」が今年も
センター北にやって来ます。ぜひご家族やお友達と

お誘い合わせの上、お越しください！

問合せ 地域振興課　 948-2234　 948-2239　詳しくは、都筑区ホームページをご覧ください。 都筑  ドイツクリスマスマーケット 検索

蝶野正洋
ト−クショー＆
サイン会

区内在住で奥さまがドイツ人の
プロレスラー蝶野正洋選手が登場！

都筑区には東アジア地域最古の在外
ドイツ学校「東京横浜独逸学園」や
ドイツに本社のある企業が7社あり、
ドイツ国籍の人が18区中最も多く
住んでいます。日独交流150周年を
きっかけに、平成23年度から
都筑区とドイツの交流事業が

スタートしました。

広報よこはま 都筑区版

平成27年（2015年）11月号  No.217

主
な
見
出
し

  ［ふるさと・にぎわい］  ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2015

  ［特集］ イライラストレスを減らす子育てのコツ

  ［保存版］ 子育て応援特集号

  ［連載］ お困りごとQ&A（第6回） 高齢の親のことが心配です…

ページ

5
 8・9

6
［保存版］ 1〜4

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27（2015）年 11 月号



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12月11日（金）・15日（火）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▶中川地域ケアプラザ

（ 500-9321）へ11月13日10時から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

お知らせ
シニア結核予防健診

結核に感染しても発病せずにいた人
が、高齢になって体力や抵抗力が落ち、
発病するケースがあります。早期発見
のため、積極的に健診を受けましょう！
日時11月30日（月）午後　※受付時間
は予約時にお伝えします
会場区役所１階健診室
健診項目胸部レントゲン検査・肺年齢測定
対象1年以上胸部レントゲン検査を受診
していない、市内在住の65歳以上、50人
申込方法▶11月12日8時45分から か
問合せ・申込先▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

平成27年分　年末調整等説明会

日時11月12日（木）13時30分～16時
（13時受付・用紙配布開始）
会場都筑公会堂／  ※駐車場は有料です
問合せ▶緑税務署 972-7771（代表）

緑のカーテン栽培結果報告・展示会

区内公立小中学校19校と市立保育園
5園で、ゴーヤ・ヘチマなどのつる性植
物を苗から育て、緑のカーテン作りに
取り組みました。その栽培の様子や緑
のカーテンの効果などをパネルで紹
介します
期間11月24日（火）～30日（月）
会場区総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶企画調整係　

948-2226　 948-2399

国重要文化財「関家住宅」特別公開

関家住宅は南関東で現存する最古級
の民家で、面積1万平方メートルもの
敷地内には約400年前に建てられた
主屋のほかに書院・表門・土蔵などが
あります
日時11月28日(土)10時～16時
場所勝田町(地下鉄仲町台駅下車徒歩20分)
対象中学生以上、200人
申込方法▶11月19日必着で、参加者
全員の と午前･午後の希望を明
記し
問合せ・申込先▶横浜市教育委員会生
涯学習文化財課　〒231-0017　中区
港町1-1　 671-3238　 224-5863

平成28年都筑区新年賀詞交換会

日時1月6日（水）17時開宴(16時30分
開場)
会場新横浜プリンスホテル（地下鉄新
横浜駅3番出口徒歩約2分）
対象区内在住・在勤・在学の人
会費5,000円
申込方法▶11月30日までに、庶務係（区
役所５階53番窓口）で配布する｢払込取
扱票｣に必要事項を記入し、会費をゆう
ちょ銀行か郵便局で払込み
問合せ▶庶務係　

948-2211　 948-2208

都筑区社会福祉協議会からのお知らせ

各催しの問合せ▶都筑区社会福祉協議会
943-4058（代表）　 943-1863

◆第20回都筑区社会福祉大会を開催します
第1部：社会福祉功労者に対する顕彰
第2部：シンポジウム「第2期地域福祉活
動計画年間の取組み」、吹奏楽演奏ほか
日時12月5日（土）13時30分～16時
会場都筑公会堂／
◆ささえ愛福祉週間パネル展
日時12月2日（水）～5日（土）
会場区総合庁舎1階区民ホール／

都筑図書館からのお知らせ

各催しの問合せ・申込先▶都筑図書館
948-2424　 948-2432

◆歩いて知る都筑の魅力～講座と散策体験～
協力：つづきをガイドする会
日時12月12日（土）9時30分～12時30分
会場区役所6階大会議室  ※散策は区
内緑道ほか　定員40人
申込方法▶11月20日から か
◆郷土展示「歩いて知る都筑の魅力」
期間12月8日（火）～15日（火）
会場区総合庁舎1階区民ホール／
◆赤ちゃんとわらべうたを楽しむ
日時11月26日（木）①10時～②11時～
※各回30分程度。同一内容
対象0～2歳児と保護者、各回10組
会場都筑図書館対面朗読室
申込方法▶11月11日から か

新吉田中川線の一部区間の
都市計画決定手続が完了しました

早渕一丁目・二丁目及び勝田町に位置
する新吉田中川線（大熊東山田線～
丸子中山茅ケ崎線）については、平成
20年5月に公表した「都市計画道路網
の見直しの素案」で追加候補路線と
位置付け、計画案を地域の皆さんに
ご説明するなどの手続を進めてきた
結果、今年9月4日に都市計画決定手
続が完了しました。
新吉田中川線の都市計画線の位置は、
まちづくり地図情報「i-マッピー」及び
建築局都市計画課の窓口端末マッピ
ーで確認できます。
なお、佐江戸北山田線（歴博通り）まで
の区間は、引き続き関係機関などと
の協議を行い、手続を進めていきま
す。詳しくは
問合せ▶道路局企画課　

671-2773　 651-6527

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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都筑図書館の休館日　11月24日（火）・29日（日） ● 12月21日（月）
都筑公会堂の休館日　11月16日（月）・29日（日） ● 12月21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…461件　
　死者3人／負傷者557人（平成27年1月1日～8月31日）
火災発生件数…23件（平成27年1月1日～9月30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。

　65歳以上で、ケガや病気などにより生活に支障が生じている場合は、
お一人やご家族で抱え込まず、まずは下記の窓口にご相談ください。
※ 区役所のほか、地域ケアプラザでもご相談をお受けしています。各ケアプラザ

は担当する地域が決まっています。詳しくは下記にお問い合わせいただくか、

親が高齢になり、身の回りの
ことを自分でできなくなって
きました… 介護保険を申請
できますか？

お困りごと

【連載/全12回】

第6回

問合せ 高齢障害介護事務係　 948-2313　 948-2490

iマッピー 検索

新吉田中川線 検索

高齢・障害支援課

　高齢の親の物忘れが最近急
にひどくなり、身の回りのこと
が徐々にできなくなってきま
した。この先、家族で支えてい
けるか不安です…。

漠然とした不安がありま
したが、いざというときサ
ービスを利用できると知
り安心しました。早めに相
談してみます！

　介護サービスの利用にあたっ
ては、まず窓口での申請が必要
です。申請はご家族などが代理で
行うこともできますよ。

　ご家族で抱え込まず、区役所高
齢･障害支援課や地域ケアプラザ
の窓口に相談してみてください。
65歳以上の場合※は、状況や状態
に応じて、家事援助、食事や入浴の
介助といった訪問介護サービスや、
施設で機能訓練を行う通所サービ
スなどを受けることができますよ。

4

※ 40～64歳の場合は、国が指定する病気が
原因で介護が必要になった場合のみ対象
です。

3

　電気設備点検のため、11月29日（日）は都筑図書館、都筑公会堂、都筑区
民活動センターを休館します。終日、庁舎への立ち入り及び地下駐車場の
利用はできませんのでご注意ください。

都筑区総合庁舎臨時休館のお知らせ

予算調整係  948-2213  　都筑図書館  　　　　　 948-2424
都筑公会堂  948-2400  　都筑区民活動センター  948-2237

問合せ

11月29日日

　平成28年1月から個人番号（マイナンバー）カードの交付が始まること
に伴い、住民基本台帳カードの発行などが12月末で終了となりますので
ご注意ください。

　ご質問やご不明な点がありましたら、戸籍課へお問い合わせください。

住民基本台帳カードの発行などが12月末で終了となります

申請から発行まで1週間程度かかることがあります。お早めにご申請ください。
●住民基本台帳カードの最終発行日：12月28日
●公的個人認証サービス電子証明書の最終発行日：12月22日
※公的個人認証サービス電子証明書の有効期間は3年間です（有効期限までは使用できます）。

問合せ  戸籍課登録担当　 948-2255　 948-2259

必要なサービスを
選べる自信がない
のですが…

都筑区　地域ケアプラザ 検索

介護に関する専門職（ケア
マネジャー）が相談を受け
ながら、適切なサービスを
選ぶことができますので
ご安心ください。

ケアマネジャー

1 2
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　「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」によ
り、毎年11月が市民の読書活動推進月間と定められ
ました。都筑区では、この条例に基づき「都筑区読書
活動推進目標」を策定しています。
　都筑図書館や区内の読書関連施設では、子どもから楽しめる読書活動
を推進するため、読書関連イベントを実施します。詳しくは10・11ペー
ジの「施設からのお知らせ」と、今月号の子育て応援特集号「この秋、親子
で都筑図書館を利用してみませんか」をご覧ください。

　横浜市では、平成26年中に16人が住宅火災によりお亡くなりになり、
そのうち6割以上は65歳以上の人でした。
● 住宅火災から大切な命や財産を守るため、速やかに住宅用火災警報器

を設置しましょう。
● 設置済みのご家庭では、点検を行いましょう。本体にあるボタンを押す

か、ひもを引き、音が鳴る、ランプが点灯するなどの作動状況を確認して
ください。作動しない場合は、電池交換や機器交換を行ってください。

　高齢者の火災被害を防ぐため、消防職員が高齢者のご自宅を訪問し、
火災予防のアドバイスなどを行います。訪問をご希望の場合は、お気軽
にお申し込みください。
対　象 区内の高齢者世帯（65歳以上の人で構成する世帯）
訪問時間 平日10時～16時。１軒あたり10～15分程度
実施内容 ●玄関先で、火災予防のポイントをお話しします。
 ● ご希望がある場合には、コンロなどの調理器具、ストーブなどの暖房

器具、喫煙の状況などを確認後、火災予防のアドバイスを行います。
※ 消防職員が訪問する際は、必ず、制服または活動服を着用し、職員証を携帯します。
※ 安心して訪問を受けていただくため、可能な場合はケアマネジャー・民生委員

と一緒に訪問します。
※ 自治会町内会と連携した訪問などのご希望がある場合は、都筑消防署へご相談ください。
申込方法  か 。訪問日時は相談の上決定します。高齢者ご本人、または、

ご本人の同意がある場合は担当のケアマネジャー・民生委員から
の申込みが可能です。

　講師は、女優、タレント、キャスターとしてテレビ、ラジオ、映画、舞台と幅広く
活躍中のサヘル・ローズさん。イランから養母と来日されたサヘル・ローズさ
んの波乱万丈の半生についてお話を伺い、人権について考えてみませんか。

　自治会町内会などの地域活動を通じて起きた何気ない出来事や、近隣
住民との交流・ふれあいなど、ユーモアあふれるセンスで表現した川柳
作品を募集します。皆さんからのご応募をお待ちしています！　
　過去の受賞作品など、詳しくは

応募資格 区内在住・在勤・在学または区内で活動している人（複数点の応募可）
申込方法  1月9日必着で、川柳作品と 、学生の場合は学年を明記し、

か か

　感染症の流行期が到来。感染症のことをよく知り、正しく予防を行いましょう！
日　程 11月24日（火）～12月1日（火）　 会　場 区総合庁舎1階区民ホール／

日　時 12月7日（月）14時～15時30分 
会　場 都筑公会堂　 講　師 サヘル・ローズ 氏
定　員 600人（応募多数の場合は抽選）
申込方法  11月20日必着で、 と参加人数を
　　　 明記し か か
※12月1日までに連絡がなければ全員聴講できます。
※  託児あり（2～6歳の未就学児 ）。希望する場合は

子の氏名・年齢を記載。
※手話通訳を希望する場合は「手話通訳希望」と記載。
※ 車椅子の利用者は「車椅子スペース利用希望」と記載（抽

選となる場合があります）。

平成27年度 都筑区人権啓発講演会
「出会いこそ、生きる力」

都筑消防署 検索

サヘル・ローズ 氏▶

     問合せ・申込先  都筑区役所総務課庶務係  
〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1 948-2212　 948-2208

http://city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/soumu/shomu/27jinken.html

自治会町内会川柳を募集します！

11月9日（月）～15日（日）は、
秋の全国火災予防運動週間です

平成27年度全国統一防火標語「無防備な  心に火災が  かくれんぼ」
住宅用火災警報器の設置・点検を行いましょう！

もっと知っとこ、感染症「感染症パネル展」　

第4回 都筑区自治会町内会川柳コンクール 開催

高齢者のご自宅へ消防職員が訪問します【随時実施・申込制】

問合せ・申込先  都筑消防署予防課  ・ 945-0119

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 休館日◆11月16日（月）

◆平成27年度施設連携プログラム  読書推進の担い手育成事業
その1  つづきおはなしフェスティバル
　各地区センター（都筑・中川西・北山田・仲町台）で活動するグループが
おはなし会をリレーで行います。ぜひお気軽にご来場ください！
日　時 11月28日（土）10時～14時（出入り自由）
会　場 都筑センター 大会議室／

その2   公開講座「絵本からことばの世界を広げる
　　　 ～子どもと楽 しむわらべうた、読み聞かせ」
日　時 12月15日（火）9時30分～12時
 ● 講演（2時間）　講師：石川 道子 氏（『ぼくの絵本 わたしの絵

本』（プランニング遊）共著筆者）
 ●参加者同士の交流（30分間）
会　場 仲町台地区センター 小・中会議室
対　象 区内で日頃から読み聞かせに携わっている人・グループ　60人
申込方法  11月11日から か とメールアドレス・所属団体名（ある場

合のみ）を明記し

問合せ・申込先  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
948-2237　 943-1349　 tz-katsudo@city.yokohama.jp

目標Ⅰ　子どもが読書に親しむ機会を広げます
目標Ⅱ　おとなの読書活動を推進し、担い手を支援します
目標Ⅲ　読書をより身近なものにします
目標Ⅳ　地域、団体、関係機関等が協働して読書活動を推進します

～読書を通じて　子どももおとなも　みんなが輝く～
都筑区読書活動推進目標

詳しくは、ホームペ
ージにも掲載してい
ます。

都筑区  読書活動 検索

問合せ  都筑図書館　 948-2424　 948-2432

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

咳エチケットを守りましょう！
●咳やくしゃみが出るときはマスクを着用しましょう
● 咳やくしゃみをするときは、ほかの人から顔をそむけ、ティッシュや肘で口を覆いましょう

最優秀作品賞　1点　　その他、優秀作品賞・特別賞　など
表彰式は、平成28年3月上旬を予定しています。

都筑区　川柳 検索

問合せ・申込先  都筑区役所地域振興課  〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1
948-2231　 948-2239  tz-chishin@city.yokohama.jp

都筑消防署
からの

お知らせ

こまめな

手洗い・

咳エチケット
で

　咳やくしゃみによって、しぶきが飛ぶ距離をご存じですか？
　実は「2メートルは飛散する」と言われています（厚生労働省より）。 
目に見えなくても、咳1回で10万個、くしゃみ1回で200万個ものウイル
スを含んだしぶきが遠くまで飛び散っています。
　これから流行期を迎えるインフルエンザは、そのしぶきを吸い込んだ
り、しぶきに触れた手や鼻をかんだティッシュを触ることなどで感染し
ます。インフルエンザの感染から自分や周囲の人を守るため、石鹸を使
いこまめな手洗いを欠かさずに行いましょう！

　ここ数年、ネズミの駆除相談が増えています。
まずはネズミの駆除・侵入防止に効果的な環境づ
くりから始めましょう！

●ネズミに餌を与えない
　◆食料品はふた付きの容器に保管
　◆ ペットの餌をやりっ放し・放ったらかしにしない（ペットの餌もごちそうです）
●入り口を作らない（ネズミは１センチメートルの隙間があれば侵入できます）
　◆通気口や排水口に金網などを取り付ける
　◆配管やエアコンのパイプなどと壁との隙間・穴をふさぐ
●巣を作らせない
　◆ 天井裏、押し入れ、物入れ、引き出しの奥を日頃から整理整頓、掃除する（どこにでも巣を作ります）

　◆毒餌（殺そ剤）を仕掛けて中毒死させる　
　◆暑い時期の使用は避け、冬期に使用する

　ネズミの警戒心を緩めながらネズミの通り道付近に仕掛けることが
ポイントです（クマネズミの駆除は専門業者をお勧めします）。
●ドブネズミは「捕そカゴ」で
　◆ 新鮮な餌を仕掛けて捕獲する

●クマネズミ・ハツカネズミは「粘着シート」で
　◆ネズミの通り道付近に敷き詰める

ネズミの駆除方法

　環境衛生係（区役所2階25番窓口）では、捕そカゴ
の無料貸出しを行っています。

問合せ  環境衛生係　 948-2358　 948-2354

ネズミが住みにくい環境づくり

ネズミの捕獲

毒餌による方法 ※ペットなどの誤食に注意して仕掛けましょう

ネズミに

▲捕そカゴ
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お子さんの困った行動にイライラしてつい叱っちゃうことありますよね。
叱り方のコツってなんでしょう？保育士さんに聞いてみました。

　 「あのおもちゃで遊びたかったんだよね？
でも、○○ちゃんが使っているから待ってい
ようね。このおもちゃで遊んでいようね。」

　毎日の生活で思うようにいかないとイライラしますよね。
●お子さんがご飯を食べないときは、その前におやつを食べたかな？などを振り返ってみましょう。　
　ご飯の途中で遊び始めたら食事は終わりにしましょう。
●夜、寝つきが悪いときはお昼寝の時間が長すぎたり、寝る直前までテレビやDVDを見ていることが
　影響しているのかもしれません。生活全体を見直すと解決のヒントがあるかもしれませんよ。

●子どもの気持ちを考えずに叱ってしまう
と、子どもは自分の気持ちを分かっても
らえないと思い、泣き出したりかんしゃく
を起こしたりしますよ。

●まずはYES（子どもの気持ちを受けとめる）、次にNO（してほしくな
いこと）を伝えましょう。

●言葉掛けの際には、語尾に「ね」を付けると言い方が柔らかくなります。
●子どもは自分の思いを言葉で伝えるほどには成長していないため、

言葉より先に手が出てしまうことがあります。大人が
　子どもの気持ちを代弁し、落ち着かせてあげましょう。

どうしてもうまくいかない、困った…そんなときはご相談ください。

乳幼児編

小中高
校生編

●都筑区子ども・家庭支援相談　月～金曜日8時45分～17時15分（12時～13時は除く）　 948-2349
●北部児童相談所　月～金曜日8時45分～17時15分（12時～13時は除く）　 948-2441
●よこはま子ども虐待ホットライン（夜間・休日）  フリーダイヤル 0120-805-240

子育てをしていると「言うことを聞いてくれない！」とイライラしたり「子どもとどう関わったら

いいのかな？うまくいかないな…」と悩んだり、ストレスを抱えることもあると思います。ストレスを少なくする

叱り方ってあるの？子ども・家庭支援相談で相談を受けている専門家に聞いてみました。

お み 1悩

お み 3悩

例

　ちょっと相談したいな…話を聞いてほしいな…というときは、都筑区子育て支援センター ポポラ、

おひさま広場（公立保育園園庭開放）、子育て支援者会場、親と子の集いの広場、地域の子育てサロン、地域ケアプラザ

などでも相談できますよ。詳しくは今月号の子育て応援特集号「都筑区子育て応援マップ」をご覧ください。

お気軽にご相談
ください

❶タイムスケジュール表を子どもと一緒に作ってみる。
❷少しでも早く行動できたときはその場で褒める。

　親が「○○しなさい！」と言い過ぎてしまうと「言われたら渋々する」という行動パターンが身に付いて
しまい「言わないとできない子」になってしまうケースがよくみられます。
　そうではなく「自分で気付いてできる子」に育てるために、次のような方法をお勧めします。

望ましい関わり方

　 今、○○ちゃんが使っているで
しょ！取っちゃダメじゃないの!!
ほんとにダメな子ね！

例

臨床
心理士

臨床心理士

保育士

保育士

問合せ こども家庭支援担当　 948-2319　 948-2309

子 育

お み 2悩
イライラして子供を
叩きそう！おもいっきり
怒鳴りそう！というときは
その前に子どもと離れ、
別の部屋に行きましょう。

●叱り過ぎた後には必ず謝りましょう。たとえ時間が経っていても謝ることで、自分（親）の気持
　ちが楽になります。
●“あなたは何をやってもだめ”“できないに決まっている”などの人格を否定する叱り方は避け
　ましょう。

　子どもは成長するにつれて次第に自分の考えを持つようになりますが、それは人として自立して
いくためにとても大切な自我の発達です。
●時には親に反発することもありますが、自然な成長であり、温かく見守ることが大切です。
●他人や自分を傷つけるような行為については、注意や指導が必要です。
●隠し事やおびえなど、いつもと違うサインや変化には気付けるようにしておきましょう。

そして

イライラした気持ち
を人に話すのも
いいですね。

何にイライラするのか
紙に書いてみるのも
お勧めです。

自分がイライラするときや、
叱り方には癖があります。
自分の叱り方について
振り返ってみましょう。

特集
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休館日◆11/24（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062 葛が谷2-1

都筑センター

●はじめての革細工講座
革を手縫いし、ブックカバーを作ります
／12月8日（火）10時～13時／市内在
住・在勤、10人 ／1,500円 
申込み▶11月11日から か
●親子そば打ち講座
12月13日（日）10時～13時／市内在住・在
学の小学生と保護者14組 ／1組1,500円  
申込み▶11月18日までに か

休館日◆11/9（月）、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11月11日から
●スポンジから作る！
　ハッピー☆クリスマスケーキ
12月19日（土）9時30分～12時／小学3
～6年生16人 ／700円  ▶ （10時か
ら も可）
●街の寺子屋  第一弾「放課後クッキング」
地域ボランティアさんと一緒に、ベーグル
サンドとミネストローネスープを作ります
／11月25日（水）17時～20時／小学生
16人  ※要お迎え／500円  ▶
●白菜キムチ作り（2回）
11月27日（金）15時30分～17時・28日（土）
10時～13時／20人 ／2,500円（全回分）  
▶
●手軽でスタイリッシュな
　クリスマスのパーティ料理
乾物を使った手軽なパーティ料理を
学びます／12月3日（木）10時～13時／
16人 ／2,500円  ▶
●クリスマスのパン作り
11月23日（月・祝）9時30分～12時30分
／16人 ／1,500円  ▶
●クリスマスのリース作り
常緑樹を使ったフレッシュリース作り／
12月3日（木）10時～11時30分／15人
／3,500円  ▶
●作ってみよう簡単おせち！
12月4日（金）10時～13時／16人 ／
1,500円  ▶
●おんがくひろばがやってくる
　0歳からの親子クリスマスコンサート
12月19日（土）14時～14時50分／0歳
以上の幼児と保護者35組 ／1組800円 
※追加1人につき300円  ▶ （10時か
ら 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
／11月26日（木）10時30分～11時／

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
 

申込み▶事前に を明記し か
●マルシェバッグをつくろう
裂き布で編もう／11月20日（金）・12月
4日（金）10時～12時／原則細編みがで
きる15人 ／2,200円（全回分）  ▶
●クリスマスアレンジメント
講師：井上英理子 ①北欧風リース ②
星型リース ③花アレンジ ④ブーツの
オーナメントの中から1つ選択／12月5日

（土）10時～12時／15人 ／①2,500円
②③2,200円④1,700円／持ち物は問合
せを  ▶

休館日◆11/24（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

●当日参加プログラム
当日申込みで参加可能な教室を開催中
です。フロアプログラム520円～、アクア
ビクス830円（プール入場料700円含む）
など。詳細は で

休館日◆11/9（月）、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11月11日から
●折り紙を楽しもうⅡ
12月18日（金）10時～12時／20人 ／
900円  ▶
●親子そばうち講座
12月12日（土）10時～13時／小学生と保
護者4組 ／1組1,800円  ▶
●パワーヨガ3期（全9回）
1月19日～3月15日の毎週火曜日／Aク
ラス：9時15分～10時15分、Bクラス：
10時30分～11時30分／各クラス60人

／3,200円（全回分） 
申込み▶12月8日までに と希望
クラスを明記し
●親子体操3期（全9回）
1月22日～3月18日の毎週金曜日／ Aクラ
ス：9時30分～10時30分、Bクラス：10時
40分～11時40分／1歳8か月～未就園
児と保護者各4組 ／3,800円（全回分）
申込み▶12月11日までに と希望
クラス、年齢、性別を明記し
●おもちゃの病院
1月9日（土）10時～15時／18点   ▶
●グリーフケア入門講座（全2回）
①1月23日（土）：仲町台地区センター
②1月30日（土）：葛が谷地域ケアプラザ
／10時～12時／20人 ／800円（全回分）  ▶
●英語でも合気道（全8回）
1月6日（水）～29日（金）の毎週水・金曜
日13時～14時30分／15人 ／4,000円

（全回分）  ▶
●ロビーコンサート
新栄高等学校吹奏楽部／12月19日（土）
13時30分開始／

休館日◆11/9（土）・24（火）、12/14（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

●もちつき交流会
つきたてのお餅を1パック300円で販売
／12月6日（日）10時30分～12時／200
パック ／
●チョット昔のお正月遊び
百人一首、かるた、すごろく／1月10日（日）
10時30分～14時／小学生15人  ※1回
の申込みは3人まで／1,000円 ※昼食
付（かまどで炊いたご飯とお味噌汁）
申込み▶11月14日から （15日以降は

も可）
●楽しく着物を着ましょう
11月25日（水）13時～15時／女性15人
／1,500円／持ち物は問合せを
申込み▶11月14日から か
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力「かたらんたん」／
11月16日（月）11時～11時30分／
●土曜しの笛コンサート
11月21日～12月5日の毎週土曜日11時
30分～12時 ※荒天時は中止になる可
能性あり／
●体験！南京玉すだれ
11月21日（土）、12月13日（日）14時～16時
／

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

●人形劇
人形劇団「でんでんむし」の公演／11月
18日（水）10時15分～10時45分／50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

●鉄道模型の運転体験会
部屋全体にレールが敷かれ、さまざま
な模型電車が走ります／11月15日（日）
10時～15時／

休館日◆11/9（月）、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
●ミニ門松でお正月
竹を使ってお正月のミニ門松を作ります
／12月23日（水・祝）9時30分～12時／16人

 ※子ども同伴不可／2,000円  ▶
●作ってみよう！定番のおせち
ごまめ、たたきごぼうなど／12月15日

（火）10時～13時／16人  ※子ども同
伴不可／1,500円  ▶
●親子クリスマス・クッキング
12月6日（日）9時30分～13時／小学生
と保護者9組 ／1組1,200円（きょうだ
い参加の場合1,800円）  ▶
●サンタさんを呼ぼう！
　ガーデンフラッグ
12月13日（日）9時30分～11時30分／
年中～小学生20人  ※未就学児は保
護者同伴／400円  ▶
●ロビーコンサート
洗足学園大学生によるピアノコンサート
／11月15日（日）13時30分～15時30分
／
●ジャグラーがやってくる！
東京工業大学の学生サークル「ジャグ
てっく」によるジャグリングショー／
12月19日（土）10時15分～11時／100
人  ※未就学児は保護者同伴／100
円（おしるこ付き）  ▶

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
●里山講座
11月15日、12月13日、1月17日いずれも
日曜日13時～16時／レストハウス集合
／30人 ／各回200円  ▶
●お正月飾作り
里山で採れた竹や草木などでオリジナ
ルのお正月飾りを作ります／12月20日

（日）10時～12時／ばじょうじ谷戸休憩
所集合／20人 ／500円  ▶
●里山保全体験（竹林の手入れ）
1月9日（土）9時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／30人
申込み▶12月29日までに と申込者
全員の氏名、年齢を明記し か か
●お正月遊びと餅つき
1月17日（日）10時～12時／レストハウ
ス集合／30人 ／500円  ▶
●冬の植物観察会（冬芽の観察会）
1月24日（日）9時～12時／レストハウス
集合／30人 ／300円  ▶
●生物多様性勉強会（全5回）
途中からの受講も出来ます／11月8日、
12月6日、1月24日、2月7日、3月6日いず
れも日曜日13時～16時／レストハウス
集合／30人 ／各回300円  ▶

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

新栄地域ケアプラザ

●新栄地域ケアプラザ祭り2015
東北地方復興支援・焼きさんまの配布、
横浜見聞伝スター☆ジャンショー、模
擬店、バザー、コンサートなど／11月
15日（日）10時～14時／ 　
●『レコードカフェ』
男性の皆さん！レコードでジャズや洋
楽を聴きながらくつろぎませんか／
11月24日（火）13時30分～15時30分／
おおむね60歳以上の男性／100円／

・  944-0730
〒224-0052  二の丸14

都田公園
 

申込み▶ 行事は11月11日から か
●迎春花木寄植教室
マンリョウなど、おめでたい植物を鉢
に寄せ植えします／11月26日（木）13時
30分～15時／12人 ／1,200円  ▶
●秋のスマイルテニス
　キャンペーン教室
1レッスン90分間（時間帯はクラスに
より異なります）／11月4日～12月25
日の毎週火～金曜日（祝日を除く）9時
～14時／各クラス10人 ／3,240円 （4 回
チケット制）詳細は問合せを  ▶

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
●プチ☆サークル交流会
前半は親子でお楽しみタイム、後半は
交流会（予定）／11月27日（金）10時30分
～12時／サークルに興味がある人   
▶
●パパといっしょに公園であそぼう！
ご家族でどうぞ／12月5日（土）10時30分
～12時頃／ききょう公園（中川五丁目
10） ※雨天時は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／11月25日（水）、12月12日

（土）10時30分～11時30分／入会希望
者各日10組   ▶
●横浜子育てサポートシステム
　出張入会説明会
①11月18日（水）：親と子のつどいの広場
つづき（南山田三丁目14-19） ②12月
10日（木）：葛が谷地域ケアプラザ ③
12月16日（水）：加賀原地域ケアプラザ
／10時30分～11時30分／入会希望者
①10組②③15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！／11月21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／12月4日

（金）・5日（土）・19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／11月21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！／11月26日（木）10時
30分～12時頃 ※雨天時は12月3日（木）
に延期／ききょう公園（中川五丁目10）
／

 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

●クリスマスパーティ
ゲームやイベントなど／12月6日（日）
16時30分～20時／障害のある高校生
以上10人／1,000円
申込み▶12月1日までに

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
 

●おはなし会
読み聞かせ、パネルシアター、手遊び、
紙芝居、わらべ歌など／11月21日（土）
11時～11時30分／
●つづきの野菜
　〜小松菜でおにぎらず〜
12月5日（土）10時～11時30分頃／年中
～小学生と保護者12組  ※小学生は
単独参加可／1組500円
申込み▶ 行事は11月11日から か
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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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 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11月11日から か
●ほっと茶屋
毎月第4火曜日に行っている介護者の
ためのつどいです。今回はリハビリの
専門職から介護技術を学びます／11月
24日（火）13時～14時30分／介護者・介護
を終えた人10人 ／100円  ▶
●親子体操  ころころぱんだ（5回）
親子でふれあえる遊びを楽しみましょう 
※全6回のうちの5回分を追加募集／
11月13日、12月11日、1月8日、2月12日、
3月11日いずれも金曜日10時40分～
11時35分／2・3歳児と保護者20組 ／
1,750円（5回分）  ▶

休館日◆11/23（月・祝）
〒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

●女性としごと応援デスク
再就職・転職についての情報提供、助言。
求人検索機あり／毎月第1～4日・火・木曜日

（祝 日 を 除 く）9時30分～16時30分／  
※託児あり。4日前までに （910-5724）
で予約。詳細は問合せを

 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
11月22日、12月6日・13日いずれも日曜
日12時～12時40分／
●あざみ野カレッジ よみがえる！なつかし

の歌声喫茶〜歌謡フォークを歌おう〜
講師：三ツ山一志氏、ギター奏者：中山
正彦氏／12月12日（土）13時30分～15時
30分／高校生以上40人 ／500円 
※初回参加者はカレッジ学生証発行
手数料500円が別途必要。
申込み▶11月30日必着。 か、 と
講座名を明記し か
●あざみ野マルシェ＆アートワゴン
美味しい食材と食品が並ぶ「あざみ野
マルシェ」：11月26日（木）、アーティスト
や福祉施設のオリジナルグッズが買
える「あざみ野アートワゴン」：12月6日

（日）いずれも10時～16時／

土・日曜日、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

申込み▶ 行事は事前に か を
明記し
●里山保全再生
草刈り、木の伐採などの作業を行います
／11月21日（土）・29日（日）10時～12時 
※雨天中止／持ち物は問合せを／
●冬越しする生きもの観察
冬越しをしている生きものをさがして
観察します／12月12日（土）10時～11時
30分 ※雨天延期／小学生以上15人
／300円／持ち物は問合せを  ▶
●野の花ウォッチング
季節の野草を観察します／11月28日

（土）10時～11時30分 ※雨天翌日順延
／15人 ／300円  ▶

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

中川地域ケアプラザ

●司法書士無料相談会
相続、遺言、成年後見制度について相談
してみませんか／11月19日（木）14時～
16時／
申込み▶11月19日までに か

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11月11日から か
か を明記し
●工事竣工記念  川和ふれあいフェスタ
4か月の工事休館の終了を祝い、楽しく
交流しましょう！／11月14日（土）13時～
14時：人形劇、14時～15時：落語・マジック、
15時～16時：うたごえ広場／
●男の健康体操後期（全7回）
自宅でも簡単にできる体操／12月2日・
16日、1月20日、2月3日・17日、3月2日・
16日いずれも水曜日10時～11時30分
／20人 ／1回400円（7回2,000円）  ▶
●地域活動入門
庭園清掃と茶室体験／12月13日（日）10時
～11時30分／10人 ／茶室体験（自由
参加）500円  ▶

休館日◆11/24（火）
 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

●冬の定期スポーツ教室（1月〜3月）
時間、対象・定員、料金などの詳細は
か で問合せを ＊印は託児有り（事前
申込制、有料）
申込み▶11月14日必着で、 と教室
名、年齢を明記し か か  ※いずれ
の教室も抽選
◇大人向け教室
◆火曜日（1月5日～） バドミントン中級

（全10回）／＊シェイプ アップ（全12回）
／ベリーダンス初級（全12回）／ベリー
ダンス入門（全12回）／らくらくトレー
ニング＆ストレッチ（全12回）　◆水曜日

（1月6日～） ＊ ビューティーアップ（全
12回）／体幹エクササイズ（全12回）／
いきいき健康体操（全12回）  ◆木曜日

（1月7日～） 卓球モーニング（全10回）／
木曜ピラティス（全10回）／ヨガ（全12
回）／パワーヨガ50（全12回）／骨盤底
筋エクササイズ①（全10回）／骨盤底筋
エクササイズ②（全10回）／骨盤エクサ
サイズ（全10回）／太極拳（全10回）／社
交ダンス（全12回） 　◆金曜日（1月8日
～） バドミントンモーニング（全10回）
／＊金曜ピラティス（全12回）／姿勢コ
ンディショニング（全12回）／腰痛予防
トレーニング＆ストレッチ（全12回）／フ
ラダンス（全10回）／カラダ☆メンテナ
ンス（全12回）／バドミントンナイト（全
10回）
◇親子・子ども向け教室
◆火曜日（1月5日～）ベビーマッサージ
＆ママのエクササイズ（全10回）／はじ
めての親子体操（全12回）／ジュニア体
操（全12回）／苦手チャレンジ（全12回）
◆水曜日（1月6日～） わくわく親子体
操（全12回）／幼児体操1（全12回）／幼

児 体 操2（全12回）  ◆ 木 曜日（1月7日
～） ベビー体操はいはい（全12回）／ベ
ビー体操よちよち（全12回）  ◆金曜日

（1月8日～） うきうき親子体操（全12回）
／横浜FCサッカースクール（Sクラス
／ Mクラス／ Lクラス）（全10回）／こど
もバレエ♪（アリス／マーメイド／シン
デレラ）（全12回）  ◆土曜日（1月9日～） 
Jr.ヒップホップ（全12回）／親子de英
語リトミック（全12回）
●横浜F・マリノスふれあいサッカー
12月25日（金）17時10分～18時40分／
小学1～3年生45人 ／1,000円
申込み▶11月14日必着で、 と教室
名、年齢を明記し か か  
●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

（水曜ズンバは15分前）。必ず本人受付
◇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（11月16日・30日、12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（11月17日、12月1日・8日） 
④ソフトエアロ／12時20分～   ◆水曜日

（11月11日・18日・25日、12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

（11月13日・20日・27日、12月4日） ⑦
＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分  
◆土曜日（11月14日・21日・28日、12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（11月17日、12月1日・8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（11月14日・21日・28日、12月
5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

ズーラシアで楽しもう！

●ズーラシア園内装飾
　園内をクリスマス装飾で彩ります。クリスマス 
ツリーの点灯式もお見逃しなく！
日　程  12月25日(金)まで
　　　 ※点灯式は11月20日（金）に行います。
●トナカイとアルパカがやってくる！
　記念撮影で思い出を残そう！
日　程 12月5日～23日の土・日曜日、祝日

　年賀状用の記念撮影スポットを
設置します。2016年の干

え

支
と

は申
さ る

！
ズーラシアのお猿さんと一緒に撮
影しませんか♪
日　程  11月18日（水）～1月4日（月）
会　場 ズーラシア園内 
　　　 日本の山里エリア

休園日 11月4日(水)・10日(火)・17日(火)・24日(火)、12月1日(火)・8日(火)

有効期限：平成27年11月30日（月）まで
本券1枚につき最大4名様まで有効

※コピー・他サービスとの併用不可。※この券を団体受付にご提出ください。※コピー・他サービスとの併用不可。※この券を団体受付にご提出ください。
本券1枚につき最大4名様まで有効

有効期限：平成27年11月30日（月）まで

●年賀状用に
　記念撮影をしよう！

問合せ  よこはま動物園ズーラシア　 959-1000　 959-1450
ほかにもさまざまなイベントを開催中！ ズーラシア 検索

　厳しい寒さの中で生活しているホッ
キョクグマには、寒さから身を守る
ためのしくみが備わっています。そ
の一つ、全身を覆っている「毛」は夏
は短毛ですが、冬にはふっかふかの
長毛に生え変わります。毛の中は空
洞になっていて、体で温められた空
気で満たされ、まるで温かい空気の
お洋服を着ているかのようになって
います。
　キラキラ光るその毛をぜひ間近で
見てみてくださいね。
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催  し
●古代史講演会
　東アジア外交から見た「大化改新」

乙巳（いっし）の変がなぜ起こり、「大化
改新」につながったのか。当時の東アジ
ア情勢と外交的対立関係の内実を明ら
かにします。講師：仁藤敦史先生／12月
12日（土）14時～16時（13時30分受付開
始）／横浜市歴史博物館講堂／170人

／500円
申込方法▶11月27日までに と講
座名、どこで開催を知ったかを明記し
問合せ・申込先▶横浜歴博もりあげ隊
〒223-0066 港北区高田西三丁目15-11 
杉木方　 080-4896-4677
●つづき写遊会  第12回  写真展

15人の会員が幅広いジャンルの写真を
各3点発表／11月12日（木）～18日（水）
／区総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶本庄　 ・ 594-1815
●赤ちゃんと一緒にパパ、ママ集まれ♪
　「ベビーフェスタ」

親子で楽しめる体験コーナー、似顔絵
バルーン、歯科講座、習い事の情報コー
ナーなど／11月20日（金）・21日（土）11
時～16時／ハウスクエア横浜（中川一
丁目4-1）／ 　※一部事前申込制
問合せ▶ハウスクエア横浜　清水

912-4110　 912-4711

●第21回都筑区民硬式テニス
　シングルス大会

1月16日（土）から／都田公園、三ツ沢
公園、新横浜公園／詳細は をご覧く
ださい
申込み▶11月11日から で
都筑区テニス協会 検索

問合せ▶都筑区テニス協会事務局
090-2918-9891（10時～21時）

●第35回「全国親の会」横浜大会
講師：金盛浦子氏（東京心理教育研究所
所長・臨床心理士）、第1部：体験談と質
疑応答、第2部：自律訓練法、話し合い／
11月15日（日）10時30分 ～16時15分 ／
横浜市教育会館（西区紅葉ケ丘53）／
不登校や引きこもりなど子どもの問題
で悩む親及び関心のある人400人 　
※第1部のみ託児あり（事前申込制）
申込方法▶事前に か を明記し
問合せ・申込先▶NPO法人 SEPY（セ
ピィ）倶楽部

03-3942-5006　 03-5940-4030
●都筑写真倶楽部  第9回  四人展

部員22人中の4人が花火、南極、ハワイ、
夏をテーマに40点の作品を展示／11
月13日（金）～19日（木）　※初日は12時
開始、最終日は16時終了。9時～17時は
当番在席／区総合庁舎1階区民ホール
／
問合せ▶上村　 ・ 941-7625
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 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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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

●「都筑散策ことはじめ」ガイドと
　共につづきを歩こう No.25

都筑区では緑道や公園が計画的につ
くられています。歩き慣れた道も、少し
見方を変えると新しい発見や一味違っ
た楽しみを得られます。今回は講座と
小散策をセットにして、散策の楽しさ
を感じてみましょう／11月28日（土）13
時30分～16時30分　※雨天決行／第
1部：かけはし都筑、第2部：周辺の散策

（緑道・寺社など）／約3キロメートルの
距離を歩ける、60人 　※小学生以下
は保護者同伴／300円　
申込方法▶11月21日までに と年
齢を明記し か か
問合せ・申込先▶大橋
〒224-0029　南山田二丁目24-6-717

090-9088-0286
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp
http://tzkgd.com/

●昭和大学公開講座
　「食べる力は生きる力」

講師：三村洋美、鳥居美幸、木村有子／
11月28日（土）13時～16時／昭和大学
横浜市北部病院（茅ケ崎中央35-1）／30
人程度
申込み▶11月20日までに か と
講座名を明記し か
問合せ▶昭和大学保健医療医学部

985-6503　 985-6557
matsuyama@ofc.showa-u.ac.jp

●おにマミ「ふれあい音楽会 9」
トーンチャイムの演奏や腹話術など。
トーンチャイムの体験も！出演：アレグ
ロモデラート／12月5日（土）14時～15時
30分／かけはし都筑 多目的室／70人

／300円　※未就学児は無料
申込方法▶事前に か を明記し
問合せ・申込先▶磯崎　 ・ 913-2845

募  集
●認知症＆予防カフェ「コツコツ」
　短期ボランティア募集

ボランティアスタッフとして実際に運
営会議などにも参加し、カフェ立ち上
げなどの参考にしていただければと思
います／毎月第3日曜日ほか／北山田
小学校コミュニティハウスほか／認知
症カフェ運営に関わってみたい人4人
申込方法▶11月11日から か を
明記し か
問合せ・申込先▶横尾

515-1810　 330-6025
office-sumire.n08.itscom.net

●「らくらくピアノを楽しむ会」
　会員募集

中高年から始めるピアノ教室／月2回
土曜日10時～12時／都田小学校コミュ
ニティハウス／区内在住のおおむね50
歳以上、10人 ／月2,000円
申込方法▶事前に （見学可）
問合せ・申込先▶小串（おぐし）

941-4768

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 11月10日・24日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 11月5日・19日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 11月12日・26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4月出産予定の人 
　→12月4日（金）・11日（金）・14日（月）・18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

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

11月4日（水）・12日（木）・26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

11月13日（金）午前、12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

11月12日・19日・26日、12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

11月18日（水）午後、12月8日（火）午前・11日（金）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

12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。

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

12月18日（金）午前→11月18日～12月2日に予約受付
（予約受付時間：9時～12時） 
※肺がん検診は実施しません。
※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

＊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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