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日 時 11月14日・28日、12月5日いずれも土曜日
　　　（入学予定校別に同内容で3回開催）
会 場 区役所6階大会議室A
対 象 年中・年長の子と保護者 ※託児あり
講 師 認定NPO法人あっとほーむ　小栗 ショウコさん

　　　（平成26年度 横浜市男女共同参画表彰貢献賞 受賞）
問合せ こども家庭支援課青少年支援・学校地域連携担当
　　　 948-2471　 948-2309
　　　 tz-gakkourenkei@city.yokohama.jp

◆講演会の詳細や申込方法は区役所ホームページをご覧ください。

●講演 『小1の壁』とは？
●放課後事業（はまっ子、キッズ、学童）の

紹介
●子どもと同じ小学校に通う予定のパパ、

ママと情報交換をしよう
●放課後事業のスタッフや先輩パパ・ママ

の話も聞けます

小学校入学前に知っておきたい大切なこと～今からそなえる「小1の壁」～

内容

8：00 10：30 13：4512：15 14：45

子育て
応援特集

　来年お子さんが1年生になるご家庭には、就学通知書が届く時期です。新しいお友達や先生、教室など、期
待に胸がふくらみますね。幼稚園や保育園の時と大きく環境が大きく変わるので、最初は戸惑うこともある
と思います。前もって準備を整えて、
安心して入学を迎えましょう。

登校 下校帰りの会5時間目1・2時間目 3・4時間目朝の会 中休み 給食 そうじ

●プロフィール
　区内で、保育園開園時間外の
夜間保育・学童保育を16年間経営。
　働く女性向けセミナー、保育事
業の立ち上げ支援なども行う。

小栗 ショウコさん

　子どもが小学校に上がると、生活が大き
く変化します。その時に起こる、主に仕事を
抱えながら子育てをしているお父さん、お
母さんが直面する問題のことを指します。

都筑区 学校地域 検索横浜市 学校 警報 検索

入学を迎えるまでのスケジュール●10月中旬
　…就学通知書が届きます●10月下旬～12月初旬　…小学校で就学時健康診断●2月…小学校で入学前説明会●4月…入学式

　市内18区中平均年齢が最も若く（40.49歳※）、子どもの占める割合（15歳未満の占める割合17.0％※）が高い都筑区。
　現在策定中の第3期都筑区地域福祉保健計画では、このような都筑区の特徴を踏まえ、“子ども・青少年が健やかに育ち、子育てがしやすいと

実感できるまち  都筑”の実現を目指す目標を立てています。今回は、子育てに役立つ情報をさまざまな角度から取り上げてみました。
子育て中の人も、地域で特技を活かしたいという人も、ぜひご覧いただき、ご活用ください。※平成27年1月1日現在

※クラブによって異なります

●はまっ子は18時まで
●キッズは19時まで
●学童は19時頃まで

放課後の居場所へ

都筑区  講演会  小1の壁 検索

　近所を歩く小学生を観察
してみましょう！集団登校
なのか自由登校なのかも確
認しておきましょう。

　4月は入学式、授業参観、懇談会、家庭訪問など、
保護者の参加する行事が多い月です。また、登校時
の通学路の見守りなどが当番制の地域もあります。

　入学予定の小学校の放課後の居場所は、はまっ
子ふれあいスクール？放課後キッズクラブ？
　いつから通い始めることができるのか、今、
通っている保育園、幼稚園はいつまで利用でき
るのかを確認しておきましょう。
　また、放課後の居場所の閉所時間はそれぞれ
異なります。土曜日や長期休みの実施の有無や
開所・閉所時間も確認しておきましょう。
　区内のはまっ子ふれあいスクール、放課後キッ
ズクラブ、放課後児童クラブの詳細は
区役所ホームページをご覧
ください。

　保健師、教育相談員、学校カウンセラーなどが
皆さんと一緒に考えます。※面談は予約制（無料）
◆都筑区子ども・家庭支援相談（区役所2階　
こども家庭支援課内） 948-2349（相談専用）
相談日 月～金曜日（祝日を除く）
時　間  8時45分～17時15分（12時～13時を除く）

　暴風警報、大雪警報などが発令された場合、
学校は休校になります。インフルエンザなど
で学級閉鎖になる場合もあります。　
　詳しくは、横浜市教育委員会ホームページ

「各種警報に伴う児童・生徒の登下校につい
て」をご覧ください。

広報よこはま 都筑区版 ホームページ
モバイル版
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東山田駅東山田駅

北山田駅北山田駅

センター北駅センター北駅

センター南駅センター南駅

仲町台駅仲町台駅

都筑ふれあいの丘駅都筑ふれあいの丘駅

折本小学校折本小学校

都田小学校都田小学校
都田中学校都田中学校

茅ケ崎中学校茅ケ崎中学校
茅ケ崎小学校茅ケ崎小学校

茅ケ崎東小学校茅ケ崎東小学校

中川小学校中川小学校
中川中学校中川中学校

南山田小学校南山田小学校

牛久保小学校牛久保小学校

すみれが丘小学校すみれが丘小学校
北山田小学校北山田小学校

東山田中学校東山田中学校

山田小学校山田小学校

東山田小学校東山田小学校

荏田南中学校荏田南中学校
荏田南小学校荏田南小学校

つづきの丘小学校つづきの丘小学校

荏田東第一小学校荏田東第一小学校

荏田小学校荏田小学校

都筑小学校都筑小学校

中川西中学校中川西中学校

中川西小学校中川西小学校

勝田小学校勝田小学校

早渕中学校早渕中学校

茅ケ崎台
小学校
茅ケ崎台
小学校

都田西小学校都田西小学校

川和小学校川和小学校

川和東小学校川和東小学校

川和中学校川和中学校

川和町駅川和町駅

中川駅中川駅

　気軽に立ち寄り、自由に過ごせる子育ての休憩所のようなところ
です。子育て情報の提供や子育て相談なども無料で行っています。
対象者 未就学児と保護者、妊婦さんとその家族、
　　　 子育てを応援したい人
問合せ  912-5135

※祝日・年末年始の休みについては、各施設ホームページをご確認ください。

　NPO法人などの市民活動団体を中心に、親子の交流や地域の子育て
関連情報の提供、子育て支援に関する講習の実施などを行っています。
対象者 0～3歳の就学前児童と保護者

　都筑区内の市立保育園の園庭で遊べます。季節に合わせたイベン
トも実施しています。
※園ごとに実施内容が異なります。
※初回は無料ですが、2回目以降はチケット・パスポートが必要です。
対象者 0歳～未就学児と保護者

　都筑区内の一部民間保育園でも園庭開放を実施しています。
※園ごとに実施内容が異なります。
※実施日は、各園にお問い合わせください。
対象者 0歳～未就学児と保護者

　つづきＭＹプラザでは、中高生のための夏休みボラン
ティア体験「はぁとdeボランティア」の特別企画として、
７月29日に公開講座が行われました。この日は、バンクー
バーパラリンピックアイススレッジホッケー銀メダリス
トの上原大祐さんをお迎えして、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向け、自分たちには何ができるかな
どを考えました！
　上原さんからのさまざまな問いかけに、4つのグループ
に分かれた、中高生から大人までの約30人が真剣に議論。
例えば、「マイナースポーツを広めるためにできること」に
ついては、「まず自分が体験してみることが必要」、「自分が
ファンになりファンを増やすことをやっていきたい」など
の意見がありました。
　上原さんからも「マイナースポーツのファンを増やすこ
とも2020年に向けて大事なこと。これが選手の環境づく
りにつながる」との説明がありました。その他にも、「車い
すを使う人には、鉄道駅のエレベーターの場所を案内する
だけでも、ありがたい情報である」ことなど、「身近なとこ
ろから、できることから取り組んでみては」とのアドバイ
スをいただきました。
　後日、この特別企画に参加した子どもたちは、さっそく
上原さんと一緒に、アイススレッジホッケーを知ってもら
う活動に参加しました。また、横浜駅構内で実際に車いす
を使って移動の大変さも体験し、まず知ること、体験する
ことの大切さを実感したのでした。

　この企画は、5年後に東京で開催されるオリンピック・
パラリンピックでの関わり方を考えるきっかけづくりと
して行いました。今後行われるプログラムの予定は、つづ
きＭＹプラザまでお問い合わせください。

　区内の地区センターやコミュニティハウスなどの会場で、子どもを
遊ばせながら、子育てで不安に思っていることや悩みを、子育て支援
者が一緒に考えたり、仲間づくりをお手伝いします。
対象者 未就学児と保護者
問合せ  こども家庭支援課　 948-2318

　らせん滑り台やのぼり棒などの大きな遊具があったり、工作や
読書などができる子どもたちに人気のある遊び場です。乳幼児と
保護者のためのプログラム「かもっこくらぶ」も開催しています。
対象者 小中学生、付添人のいる幼児
問合せ 942-1569

　区内の子育てに役立つ
情報がぎっしりつまった

“つづきチルコロMAP”を
こども家庭支援課、子育て
支援センター ポポラ、親と
子のつどいの広場（3か所）
で配布しています。ぜひご
活用ください！

都筑区内には、子育て中のお母さん、お父さんが子どもと気軽にお出かけできる
数多くのスポットがあります。これらを活用して、子どもと一緒に楽しいひとときを

過ごしてみませんか。世代を超えた地域の人との交流も生まれています！

地図 開催場所 問合せ先

すくすく保育園
大棚町74-12

595-0415

ナーサリーつづき
南山田2-26-8

595-2722

やまた保育園
東山田町349-2

590-3346

勝田保育園
勝田町266-1

591-2506

よこはま夢保育園
高山6-23

949-9614

ゆうぽーと保育園
池辺町4035-13-1

937-7077

鴨居北こども園
池辺町3851

932-5056

スターチャイルド　川和ナーサリー
川和町1250-3  ガーデンプラザ川和EAST2階

929-2223

わおわおセンター北保育園
中川中央1-8-13

507-8041

わおわお仲町台保育園
仲町台5-6-11

941-8033

つくし保育園センター南
※7～8月のみ。今年度は終了しました。
茅ケ崎中央49-10

482-6011

ピッコリ―ノ保育園
中川中央1-17-18

913-1188

滝ヶ谷保育園
北山田2-17-28

548-6775

中川こども園
中川1-19-1

911-0011

なかまちっこ園
仲町台1-14-23

479-6503

地図 場所・問合せ先 開館日時 開館時間 登録料（初回のみ） 利用料／1回

おやこの広場  ぷらっとカフェ
仲町台1-20-11ヒルサイド303

944-3554

月～金曜日
（第2金曜日

は休み）

9時45分
～15時45分

100円
大人200円

1か月フリーパス
1,000円

親と子のつどいの広場  つづき
南山田3-14-19

593-4011
月～木曜日

9時30分
～15時30分

100円
大人200円

1か月フリーパス
1,000円

すくすくサロン
佐江戸町1829

516-9117
月～金曜日 10時～15時 200円 200円

公立保育園の園庭開放（おひさま広場）

民間保育園の園庭開放

親と子のつどいの広場

鴨池公園こどもログハウス

子育て支援センター  ポポラ

子育て支援者会場

地図 場所・問合せ先 開館日 実施時間

中川中央1-1-3
ショッピングタウンあいたい5階 火～土曜日

10時～17時
※ひろばは
   16時まで

地図 場所 休館日 実施時間

荏田東3-2
第3月曜日

※祝日の場合
　は翌日

9時～17時

地図 開催場所 実施日 実施時間

北山田地区センター
プレイルーム

火曜日 10時～12時

木曜日 13時～15時

加賀原地域ケアプラザ 火曜日 10時～12時

都田小学校
コミュニティハウス 水曜日 10時～12時

つづきの丘小学校
コミュニティハウス 水曜日 10時～12時

中川西地区センター
プレイルーム

水曜日 13時～15時

木曜日 10時～12時

都筑中央公園レストハウス 金曜日 10時～12時

仲町台地区センター
プレイルーム

月曜日
（第2は休み） 13時～15時

金曜日 10時～12時

東山田中学校
コミュニティハウス 金曜日 10時～12時

都筑地区センター
プレイルーム

火曜日
（最終は休み） 10時～12時

地図 開催場所 問合せ先

大熊保育園
仲町台3-6-6

942-9884

みどり保育園
荏田南1-9-1

941-2800

中川西保育園
中川3-6-6

913-2060

茅ケ崎保育園
茅ケ崎南1-12-1

941-2172

茅ケ崎南保育園
茅ケ崎南5-11-3

943-1285

コラム

問合せ  つづきMYプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）
　　　  914-7171　 my-plaza@tsuzuki-koryu.org
　　　  http://tsuzuki-myplaza.net/

　安心して子育てができるよう、地域ぐるみで子育て支援や、仕事
と育児を両立できる環境をつくることを目的とした会員制の有償
の支えあい活動です。
　子どもを預かる人も募集しています。
 詳細は

　中川西保育園、茅ケ崎南保育園では、毎月第3日曜日も園庭開放を実施
しています。この日の園庭開放は、民生委員・児童委員さんなど地域の協
力者の皆さんの見守りにより運営されています。

横浜子育てサポートシステム

都筑  横浜子育てサポートシステム 検索

問合せ こども家庭支援課子育て事務係  948-2320  948-2309

●●中高生のための夏休みボランティア体験●●
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パパと一緒に絵本を楽しんでみませんか？
日時・内容第1回：11月15日（日）
10時30分～11時30分

「絵本の選び方と読み聞かせのコツ」
講師：都筑図書館司書
第2回：11月29日（日）10時30分 ～11
時30分「パパといっしょにわらべう
た」（ミニ工作付）
講師：つづきっこ読書応援団
会場北山田地区センター　
対象2～4歳児と父親先着15組
費用1組300円（全回分）
申込み北山田地区センター

（ 593-8200）で受付中

絵本や紙芝居を読んだり、おは
なしを語ったりします。みんな
で聞きにきてね。
日時毎月第3水曜日
15時30分～16時
会場都筑図書館対面朗読室
対象ひとりでおはなしをきける子
申込み不要。当日直接会場へ
★今月は11月18日（水）です。

八百板洋子／ぶん
ナターリヤ・
チャルーシナ／え　
福音館書店

静かな森に葉っぱが一枚落ちていま
した。「わあ、きれい」。ねずみが葉っぱ
を見つけて、そっと手をあててみまし
たが、「ぼくのてより ずっと おおきい
や」。そのあとに、うさぎや、きつね、く
ま、男の子もやってきて、葉っぱと自分
の手の大きさをくらべてみます。ぴっ
たりなのは、だれの手でしょうか？

村山桂子／作
なかのひろたか／絵　
あかね書房

どうぶつのお医者さんのおっちら先生は、ず
んぐりむっくりのふとっちょさん。田舎での
んびりしようと森に引っ越したのに、毎日ど
うぶつたちがおしかけて、おっちら先生は大
忙し。その上、森に道路ができてやかましく
なったので、町に帰ることにしました。ところ
が、友だちのこぶたが自動車事故にあって治
療にかけつけた先生は…。おっちら先生と森
のどうぶつたちの楽しいお話です。

結城昌子／編・著
体験文化研究会／編・著
小池書院

弥生時代は日本で米作りがはじまった時代で
す。そのころの様子がわかる遺跡が日本全国
にあります。その中の一つが都筑区にある大
塚・歳勝土（おおつか・さいかちど）遺跡です。
ここには100人以上が住んでいたムラがあっ
たとか。当時の家やお墓の様子がわかるよう
になっています。皆さんも遺跡へ行って、弥生
時代にタイムトリップしてみませんか？

来年の年明けに、子どもたちみんなが考えた本の福袋を用意
します。ぜひ友達にオススメしたい本を教えてください！
テーマ「わたしがオススメ！したい本  ベスト3!!」
応募期間11月6日（金）～12月6日（日）
応募できる人中学生以下。都筑図書館に来て、教えてください

食べることが楽しくなるような絵本の読み聞かせ。実際にお
はなしに出ていたものを使ったお料理も食べてみよう。
日時11月27日（金）10時30分～11時15分（10時15分受付開始）
会場区役所1階健診室　持ち物手拭きタオル
対象区内在住・在園の3歳～未就学児と保護者先着20組
申込み11月11日8時45分から都筑区役所健康づくり係

（ 948-2350）へ電話 ※アレルギーのある人は申込時にご相談ください。

小さいお子さん向けにわらべうたや絵本の読み聞かせを行います。
日時毎月第2木曜日（1・8月はお休みです）
第1回：10時開始  第2回：10時45分開始  ※各回同一内容  ★事前申込制
会場都筑図書館対面朗読室　
対象2・3歳児と保護者、各回先着10組
★今月は11月12日（木）です（申込受付中）。
★来月は12月10日（木）です。申込みは11月26日
　から電話か窓口で

市民グループの皆さんによる
おはなし会です。いつものお
はなし会とは少し違うプログ
ラムでお待ちしています。
日時11月21日（土）
第1回：10時30分開始 
出演：マドレーヌ（語り、わらべ
うたほか）
第2回：11時30分開始　
出演：すぎのもり文庫（絵本、わ
らべうたほか） ※各回30分程度
会場都筑図書館対面朗読室
対象ひとりでおはなしをきける子
申込み不要。当日直接会場へ
協力つづきっこ読書応援団

つどおう（つづきっこ読
書応援団）JiJiBaBa隊の
皆さんが図書館の絵本
コーナーで読み聞かせを
します。赤いバンダナを
した人に声をかけてくだ
さいね!!
日時偶数月の第3土曜日10
時30分～12時（8・12月は
お休みです）
申込み不要。当日直接会場へ
★次回は2月20日（土）です。

つづきとしょかんが 11月に行うイベントのお知らせです。みんな来てね！

定期的に実施しているおはなし会をご紹介します。

としょかんの司書が選んだ秋にピッタリの本です。読んでみてね！

開館時間 火～金曜日…9時30分～19時、土・日・月曜日、祝日、12月28日…9時
30分～17時、 1月4日…12時～17時●横浜市立図書館カードは、市立図書館全
館で使えます。●全館合わせて1人6冊まで、2週間借りることができます。

休館日 施設点検日（月1回）、年末年始（12月29日～1月3日）、図書特別整理日、
臨時休館日

～ 知 っ て ま す か ? つ づ き と し ょ か ん ～
●図書館のカードは何歳から作れるの？→0歳の赤ちゃんから作れます。
●乳幼児向けの絵本はあるの？→「はじめて絵本コーナー」に、乳幼児に
　オススメする本を並べています。ぜひご覧ください。

えほん ものがたり つづきくのほん

利用者からの声

北山田地区センター主催講座 
「パパといっしょに絵本で遊ぼう」

定例おはなし会

おやこで楽しむおいしいおはなしの会

くまさんのおはなし会（定例親子おはなし会） 絵本を読んで 
あげますよ～

問合せ 都筑図書館　 948-2424　 948-2432

　都筑図書館では、普段から、読み聞かせや市民グループによる催しなどさまざまなイベントをご用意して皆
さんのお越しをお待ちしています。親子で都筑図書館を利用して、読書の秋を楽しんでみませんか。オススメ
の本もご紹介しています。７ぺージの読書活動推進月間の記事も併せてご覧ください。

都筑図書館マスコット
「みゃーご」と「ちゅーず」

みんなでつくろう福袋★オススメ本 大募集★ 秋の特別おはなし会
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