
　詳しくは、10月下旬から地下鉄センター南・センター北駅などで配布する
都筑区民まつりプログラムをご覧ください。
※当日は交通渋滞が予想されます。会場には駐車場がありませんので、公共交通

機関をご利用ください。また、会場内での自転車の走行はご遠慮ください。
※出演者・出店者の募集は終了しました。キャンセル待ちはありません。

　小雨決行、荒天中止。開催の有無については当日朝7時から、都筑区役所
ホームページでお知らせします。

主催・問合せ 都筑区ふるさとづくり委員会（事務局：都筑区役所地域振興課） 948-2231
※当日朝8時以降は、横浜市コールセンター（ 664-2525）にお問い合わせください。

　今年も区民による手作りのイベント「都筑
区民まつり」を開催します。“ふるさと都筑”
を感じられるような“たのしい”“おいしい”

“わくわくする”催しを多数ご用意していま
す。ご来場を心よりお待ちしています！

●開会式　
●ステージ（ダンス）
●PRコーナー　●模擬店
●お囃子　●ふれあい朝市
●福祉保健コーナー
●福祉バザー  ほか

ご案内

当日開催のお知らせ

センター南会場
すきっぷ広場周辺・区役所前

都筑区民まつり 検索

華やかなステージパフォーマンス！
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すきっぷ広場すきっぷ広場

都筑区役所都筑区役所

砂の広場砂の広場

芝生広場芝生広場

噴水広場噴水広場

横浜市営地下鉄ブルーライン

横浜市営地下鉄グリーンライン横浜市営地下鉄グリーンライン

第21回

●フリーマーケット
●PRコーナー
●ステージ（音楽・ダンス）
●子どもランド（ふわふわ・
　ストラックアウト） ほか

伝統芸能
、お囃子

ふるさとの味、都筑野菜

区民同士の交流も！

大人気のフリーマーケット
子どもが楽しめる
イベントが目白押し！

昨
年
は
19
万
5
千
人
が
来
場
！

区民まつりと同日開催

◆都筑・遺跡公園・民家園 アート月間
10月10日（土）〜11月23日（月・祝）は都筑の秋を彩るアートイベントが目白押し！
会  場 大塚・歳勝土遺跡公園 ・ 都筑民家園 ほか

　誰でも身近に触れて、感じることのできる、地域に開かれた「コミュニティ
アート」をお楽しみください。バリ舞踊、アート茶会などのほか、区民まつり当
日にも竹のあかり展、水引きアート展などを開催！
※土・日曜日、祝日10時～16時を中心に開催。イベントプログラムや開催時間など、
　詳しくはホームページをご覧ください。
主  催 NPO法人都筑民家園管理運営委員会
共  催 都筑区役所 ・ 横浜市歴史博物館
問合せ 都筑民家園  都筑アート月間事務局 594-1723　 594-2019

都筑民家園 検索

◆横浜菊花展
　センター南会場PRコーナーでは先着100人
に菊をプレゼント！ 会 場 センター南駅構内

横
浜
菊
花
展

●PRコーナー　●模擬店
●ステージ（音楽・ダンス）
●お囃子　●子どもランド
　（竹細工・スポーツ紹介など
　 さまざまな体験） ほか

センター北会場
芝生広場周辺・噴水広場

みなきた
ウォーク会場

広報よこはま 都筑区版
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  ［ふるさと・にぎわい］  第21回 都筑区民まつり

  ［特集］ 平成28年4月から、幼稚園・保育園に預けたいと考えている皆さんへ

   第三京浜道路・港北ICのご利用方法が段階的に変わります

  ［連載］ お困りごとQ&A（第5回） 身近な相談相手や見守りがほしい…
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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〜

月号

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
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お知らせ
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

◆くまさんのおはなし会
日時11月12日（木）①10時～10時25分
②10時45分～11時10分 ※各回同一内容
対象2・3歳児と保護者各10組
※2歳未満の子どもは入室不可
申込み10月29日から か
◆絵本を読んであげますよ～
つどおうJiJiBaBa(じじばば)隊の皆
さんによる読み聞かせをします
日時10月17日（土）10時30分～12時／
◆10月の定例おはなし会
日時10月21日（水）15時30分～16時／
対象1人でおはなしを聞ける子
※保護者の付き添いは事前に相談
◆川和高校 本の紹介POP展
川和高校の図書委員の皆さんが作っ
たPOPを本と一緒に展示します
日時10月15日（木）～29日（木）／

早渕川流域歴史紀行　都筑区編

早渕川とその周辺の歴史について学
び、その後、早渕川沿いをガイド散策
します。※雨天時はかけはし都筑で
講義のみ実施
日時11月21日（土）9時30分～13時
場所集合：かけはし都筑（荏田東四丁目
10－3）、解散：東山田地域ケアプラザ
対象区内在住50人 　費用100円
申込み▶10月13日10時～11月13日に
問合せ・申込先▶新栄地域ケアプラザ

592-5255

新治恵みの里  農業教室  麦作り（全5回）

日時①種まき：11月21日（土）13時30
分～15時30分 ②麦踏み・土寄せ：平
成28年1月30日（土）13時30分～15時
30分 ③麦刈り：平成28年6月上旬 ④
麦茶づくり：平成28年7月上旬 ⑤調
理：平成28年7月下旬
場所緑区新治町の畑
対象市内在住の家族・グループ15組
程度  ※個人参加可
費用1組6,500円（全回分、傷害保険料含む）
申込み▶10月20日までに を明記
しにいはる里山交流センター（ 937-
0898 info@niiharu.jp）へ か
問合せ▶北部農政事務所

948-2481　 948-2488

「水と緑の散策マップ」初心者散策会

日時11月8日（日）8時30分～12時（受
付は9時まで）※雨天決行（荒天時は
11月15日（日）に延期） 定員100人

（参加者には散策マップをプレゼント！）
散策コース仲町台駅（受付）～自然生
態園～大原みねみち公園～葛ケ谷公
園～鴨池公園～都筑中央公園～区総
合庁舎（解散）の約6キロメートル
申込み▶10月13日～30日に か
を明記し か
問合せ・申込先▶企画調整係

948-2226　 948-2399　
tz-plan@city.yokohama.jp

親子で楽しむ「さつまいもの芋掘り」

日時11月3日（火・祝）11時～12時
会場マルイファーム畑（東方町1777）
対象区内在住の親子30組
費用大人（小学4年生以上）1,000円、子
ども（3歳児～小学3年生）500円
申込み▶10月11日から、 と参加
人数（大人・子ども）を明記し、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

働く車親子見学会

日時10月25日（日）10時～12時
会場第三京浜道路港北インターチェ
ンジ内（川向町1047）
内容除雪車・散水車・万能車などの見
学・試乗、交通管理隊による車線規制の
実演、港北JCT建設現場の見学など
対象親子20組
申込み▶10月5日～20日に か
を明記し
問合せ・申込先▶NEXCO東日本　京浜
管理事務所

471-2030（平日9時～17時）　
471-2043

講演・講座
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11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▶10月28日8時45分から

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
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法

都
筑

都筑図書館の休館日　10月13日（火） ● 11月24日（火）・29日（日）
都筑公会堂の休館日　10月19日（月） ● 11月16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…415件　
　死者2人／負傷者504人（平成27年1月1日～7月31日）
火災発生件数…22件（平成27年1月1日～8月31日）

 「高齢になり外出が難しくなってきた」「子育てに不安
がある」
　民生委員・児童委員はこんなとき頼れる「身近な福祉
の相談役」です。

　区内には181人の民生委員・児童委員が委嘱されています（7月1日現
在）。民生委員・児童委員は、法律により守秘義務が課せられています。安
心して、お気軽にご相談ください。

身近な相談相手や
見守りがほしい…お困りごと

【連載/全12回】

第5回

1 2

問合せ▶こども家庭支援担当
948-2318　 948-2309

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11月18日（水）・30日（月）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▶加賀原地域ケアプラザ

（ 944-4641）へ10月14日10時から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

問合せ 運営調整係　 948-2341　 948-2354

民生委員さんに相談すると
いいと思いますよ。よろしけ
れば、この地域の担当の民生
委員さんをご紹介しましょ
うか。

ぜひお願い
します！

▲「ハッピードラゴン」と題したこの作品はなんと全長16メートル！隠れキャラクターとして、都筑区マスコットキャラクター「つづき　あい」ちゃんや神奈川県警察のマスコット「ピーガルくん」も描かれ、楽しい作品になりました。

　つづきの丘小学校のスクールゾーン・防犯対策協議会
の提案による地域の防犯対策として、7月27日（月）～8
月7日（金）に、神奈川県立新栄高等学校の美術部とイラ
スト部の生徒の皆さんが、自転車歩行者専用道路「中の

瀬地下道」（荏田東一丁目2番地先～荏田東四丁目1番地
先）の壁面に絵を描きました！子どもたちが楽しく歩け
るようにという思いの込められた、にぎやかで遊び心いっ
ぱいの作品が、地下道を明るく鮮やかに彩っています。

4

民生委員さんがこんな色々な活
動をしていると初めて知りまし
た。最近は外に出るのがおっく

うだったけれど、
身近な場所で交流
できるのがいい。

問合せ  都筑土木事務所道路係　 942-0606　 942-0809

子どもたちは
遠方だし、何か
あったとき不
安だなぁ。

まだ介護は必
要ないけれど
…相談できる
人はいないか
しら。

　民生委員・児童委員は高齢、障
害、子育てなどのお困りごとを
聞いて区役所や関係機関につな
いでいます。また、高齢者のお宅
訪問や子育て支援、交流の場づ
くり、配食サービスなど、色々な
活動もしているんですよ。

　高齢夫婦ふたり暮らし。夫は足
が悪く家にこもりがち、妻は持病
があり家事を負担に感じるなど、
不安に思うことも増えてきました。

　近所の人に会ったので、聞いて
みました。

　相談の結果、まずは月に1回「高
齢者ふれあいサロン」に参加する
ことにしました。

3

身近に相談に
乗ってもらえ
る人がいるの
は、とても心
強いです。
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問合せ・申込先  高齢支援担当　 948-2306　 948-2490

問合せ  道路局横浜環状北西線建設課　 671-3630　 651-3269

　第三京浜道路・保土ケ谷方面（上り）からの出口・料金所が変更になり
ます。新たに整備される川向線側に「第三京浜 港北IC出口」が移設され
ます。詳しくは をご覧ください

　都筑区にある農業専用地区（農専地区）周辺では、迷
惑な不法投棄が後を絶ちません。クリーンアップ作戦
を展開するとともに、不法投棄の現状や回収の様子を
見学します。見学の後は、農専地区で育った大根やニン
ジンなどの冬野菜の収穫体験を併せて開催します。

　人と人との「であい ささえあい わかちあい」を基本理念に「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
指して、現在第3期都筑区地域福祉保健計画の策定を進めています。
　「第3期計画」素案に対する皆さんからのご意見を募集します。頂いた
ご意見などを参考にして、「第3期計画」を確定する予定です。
募集期間 10月22日（木）～11月30日（月）
配布場所  区役所、区内各地域ケアプラザ、地区センターなど
　　　 区ホームページには10月22日（木）に掲載します。
※ご意見は封書、FAX、Eメール、素案冊子添付のハガキでお送りください。

講　師 メンタルヘルスセンター、福島学院大学福祉学部
　　　　福祉心理学教授　星野 仁彦 氏
日　時 11月8日（日）14時～16時（開場13時30分）
会　場 都筑公会堂　 定　員 500人
申込方法  11月1日までに と参加人数を明記し

か か か
申込先 〒224-0015　都筑区牛久保西一丁目23-4
 都筑区医師会　市民医学講演会担当
 tsuzuki-ku@yokohama.kanagawa.med.or.jp
 http://www.tsuzuki-med.org/

内　容 第1回 10月23日（金）14時～16時
 テーマ：コグニサイズで健康促進！認知症を予防しよう！
 講　師：横浜北YMCA　溝部  文子 氏
 第2回 11月6日（金）13時30分～15時30分
 テーマ：骨盤底筋を鍛えて、尿漏れを予防しよう！
 講　師：ユニ・チャーム　梅林  真紀 氏、林  博美 氏
 第3回 11月12日（木）13時30分～15時30分
 テーマ：お口の健康とバランスのいい食事で認知症予防！
 講　師：堀元歯科医院 堀元 隆司 先生　栄養士 鈴木 今日子 氏
場　所 都筑区役所6階　大会議室
対　象 区内在住のおおむね65歳以上の人
定　員  各回60人（応募者多数の場合は抽選）　
 ※ご連絡がなければ直接会場までお越しください
持ち物  動きやすい服装と靴、飲み物
申込方法 10月20日までに か   ※1日のみの参加可

会　場 ハウスクエア横浜（中川一丁目4-1）
内　容  防災体験ゲーム、作ってみよう、食べてみよう！元気が出る「災害

時の食」など　※詳しくは　　　　　　　　　　 
◆当日会場内（ハウスクエアホール）で防災講演会
　を開催！
時　間 12時30分～13時30分
講　師 危機管理教育研究所 代表　国崎 信江 氏
テーマ 「地域を守る防災力」
定　員 200人
申込方法 事前に か か を明記し

　北西線が完成すると、横浜環状北線
（平成28年度完成予定）と一体となり、東
名高速道路～第三京浜道路～首都高速
横羽線までが高速道路でつながります。
●都筑区内で工事を進めています
　現在、川向町では、北西線の高架橋な
どの建設工事に先立ち、現場の地盤を改
良するなどの準備工事を行っています。
　また、東方町では、換気所地下部分の
建設工事が始まります。事業期間は平成
33年度までとなっていますが、早期完
成を目指して事業を進めています。

●区民まつりで模型・パネル
　を展示します
　11月3日（火・祝）の区民まつ
りで、北西線の模型・パネルを
展示します。当日は担当職員が
いますので、ご質問などがあり
ましたらお尋ねください。
　詳しくは をご覧ください。

新たな高速道路を建設しています！

横浜環状北線建設のため第三京浜道路・港北ICの
ご利用方法が段階的に変わります

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 休館日◆10月19日（月）

◆団体活動紹介のパネルを作成しませんか？
　団体活動を紹介するポスター作り（定型フォーマットあり）をサポート
します。
　平成28年1月に開催するフェスタで展示できます（要団体登録）。写真
やテキストの入力が苦手な人もお気軽にご参加ください。
日　時  11月4日（水）・5日（木）・7日（土）・8日（日）いずれも14時～16時
申込方法 事前に か

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

問合せ・申込先  資源化推進担当  948-2241　 948-2239
 tz-shigen@city.yokohama.jp

問合せ  事業企画係  948-2344　 948-2354
 tz-tifuku@city.yokohama.jp

問合せ・申込先  ハウスクエア横浜  912-7473　 912-4711
http://www.housquare.co.jp/

問合せ  首都高速道路（株）神奈川建設局　調査・環境課　 070-2153-1759
 NEXCO東日本 お客様センター　 0570-024-024
 横浜市道路局 横浜環状北西線建設課　 671-3634

平成27年11月現況

当日は、
汚れてもいい
服装でご参加

ください

国崎 信江 氏

い いき きココロとからだの 講座

10/17土
10時～13時30分

日時ハ ウ ス ク エ ア 横 浜

北西線建設課 検索

川崎町田線
(緑産業道路) 東方町交差点

北西線

模型（東方町交差点周辺）

➡至 緑区 至 港北区➡

きたせん 検索

横 浜 環 状 北 西 線

問合せ  都筑区医師会事務局　 911-6677　 911-3303
 都筑区役所運営調整係　 948-2342

市民医学講演会 「発達障害」

星野 仁彦 氏

毎日の生活の中での防災に役立つ気付き、知恵や工夫について

第3期都筑区地域福祉保健計画の素案に対する
ご意見を募集します

ハウスクエア 検索

日　程 11月28日（土）　※荒天中止
集　合 地下鉄都筑ふれあいの丘駅前　8時45分集合
 クリーンアップ作戦（ごみ拾い）を行いながら、
　　　 会場へ向かいます。
会　場 池辺農業専用地区
  ※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

対　象 区内在住・在勤・在学の小学生以上　100人
申込方法 11月1日から、家族ごとに と参加人数を明記し か

不法投棄やめさせ隊
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お子さんを預けたいと考えている皆さんへ

　区役所では、ご家庭にとって最適な預け先を見つけられるよう、保育・教育
コンシェルジュをはじめ、区役所職員がお話をうかがい、さまざまな保育サー
ビスを分かりやすくご案内しています。ぜひ、お気軽にご相談ください！
問合せ 保育運営担当  948-2463 （平日8時45分～17時）
※保育・教育コンシェルジュへの相談は事前にご予約ください。

　都筑区ホームページには、区内の教育・保育施設の
一覧マップや、各施設の情報を一冊にまとめた子育
て応援ガイドブック「さがそう えらぼう つづきっ
こ」などを掲載しています。定員、休園日、園庭や駐車

場の有無などの基本情報に加え、教育・保育の方針や力を入れていることな
ど、施設の特色も紹介しています。施設選びに、ぜひご活用ください！

日 時 10月17日（土）10時30分開始
場 所 区役所1階機能訓練室
申込方法 10月13日までに （平日9時～17時）
申込先 株式会社コビーアンドアソシエイツ新園開設準備室
　　　 0120-158-415（フリーダイヤル）または
　　　 03-6452-3891

新規開設園の説明会

対 象 3～5歳児
　義務教育の基礎を培う教育を行っている学校教育法に基づく施設です。
子ども子育て支援制度の対象園と、私学助成の対象園があります。

　「働きながら幼稚園に通わせたい」「保育所以外にも預けられるところ
は？」という保護者の要望に応え、各幼稚園では正規の時間より長く園児を
預かる「預かり保育」を行っています。預かり保育の実施日・時間などは各幼
稚園にご確認ください。
※中でも、横浜市が認定した幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）では、7時30分～18時30分（土曜日は15時
　30分まで）の長時間の預かりを実施しています。詳しくは 

対 象 施設により異なります
　市に設置を届け出ている施設で、英語やスポーツに力を入れている
などさまざまな特徴があります。認可保育所とは異なり、週３日以下
の月極保育や夜間・24時間保育を実施している施設もあります。利用
料は施設により異なります。

対 象 0～2歳児
　市が独自に認定している認可外保育施設です。所得に応じた利用
料の軽減助成があります。

対 象 0～5歳児 （施設により異なります）
　保護者のパート就労や病気などにより一時的に家庭での保育が困
難となるケースや、保護者のリフレッシュのためにお子さんを預かる
制度です。認可保育所や横浜保育室などで実施しています。利用にあ
たっては、施設への事前登録が必要です。
実施施設は▶ 都筑区 一時保育 検索

対 象 0～5歳児
　「用事を済ませたい」「自分の時間を作ってリフレッシュしたい」な
ど、理由を問わず、一時的にお子さんを預けることができます。区内
2か所の施設で実施しています。利用にあたっては、施設への事前登録
が必要です。 実施施設は▶ 都筑区 一時保育 検索

対 象 生後57日～小学6年生
　研修を受けた会員が預かります。お子さんを預かるだけでなく、送
迎の付き添いなども行っています。利用するには会員になる必要があ
ります。詳しくはホームページでご案内しています。

　区内にはさまざまな教育・保育施設とサービスがあります。お子さんの年齢や預けたい日数などにより、利用できる施設と
サービスが異なります。それぞれの特徴を理解して、ご家庭にあった施設・サービスをご利用ください。

　施設ごとに保育の内容や開所時間、送迎の方法、食物アレルギーへの対応などが異なります。
申込前に利用を希望する施設へ見学に行き、保育の内容などを確認しておきましょう。

対 象  0～5歳児（施設により異なります）
　保護者が仕事や病気などのために、家庭での保育が困難なお子さんを
保育する児童福祉法に基づく施設です。地域の子育て支援も行っています。

対 象 0～5歳児
　認可保育所と幼稚園の両方の特長を併せ持つ施設です。

対 象 0～2歳児
　市が認定した家庭保育福祉員の自宅などで家庭的な雰囲気の保育を
行います。

対 象 0～2歳児
　定員が6～19人と比較的小規模な環境できめ細やかな保育を行います。

新入園児募集要項の配布開始日10月15日（木）
入園願書の受付11日1日（日）～
募集の詳細は、各幼稚園へお問い合わせください。

直接施設にお申し込みください。
施設一覧は

◆配布場所　※都筑区ホームページからもダウンロードできます。
　●都筑区役所（1階総合案内窓口、2階こども家庭支援課20番窓口）
　●行政サービスコーナー（新横浜駅、日吉駅、あざみ野駅など）
　●子育て支援センター Popola（ポポラ）　
なお、申込用の雇用証明書は、10月6日（火）から都筑区役所または都筑区ホームページで配布・配信します。

　●現在申込中で保留となっている人も、平成28年4月以降利用を希望する場合は改めて申込みが必要です。
　●その他、申込みの詳細については、区役所などで配布する利用案内（平成28年度版）をご確認ください。

区役所2階20番窓口でも配布しています。
お子さん連れでも持ち運びしやすいA5サイズ♪▶

保育運営担当
横田 尚子

保育運営担当
大原 智子

保育運営担当
内海 紗綾

保育・教育コンシェルジュ
萩谷 靖子

平成28年4月から預けたい場合の
教育・保育施設の利用申込方法は？

●幼稚園

●届出済認可外保育施設

●横浜保育室

●一時保育　

●乳幼児一時預かり事業 ●横浜子育てサポートシステム

●認定こども園

●家庭的保育事業

●小規模保育事業

認可保育所、認定こども園（保育園部分）、
家庭的保育、小規模保育、事業所内保育※

横浜保育室、届出済認可外保育施設

認定こども園（幼稚園部分）、
幼稚園

お住まいの区の区役所に
お申し込みください。

B

申込み

申込み

申込み

申込み

申込み

申込み

A

B

C

B

C

C

A

A

A
保育園部分 幼稚園部分

横浜子育てサポートシステム 検索

都筑区 保育運営担当 検索

区内の教育・保育施設の一覧は都筑区ホームページでご覧いただけます。都筑区 保育運営担当 検索

都筑区 保育運営担当 検索

問合せ 保育運営担当　 948-2463　 948-2309 都筑区 保育運営担当 検索
1

2

◆区内すべての幼稚園で預かり保育を実施しています◆

特集

申込みの流れ

◆利用案内配布開始日  10月15日（木）

◆都筑区在住者の郵送申込締切日  11月11日（水）当日消印有効

◆結果の通知  平成28年1月下旬頃発送予定

次の人は手続きが異なります。お早めにご相談ください
◆市外の認可保育所等の利用を希望する人
　　郵送申込みはできません。希望先の市区町村に必要書類と申込締切日をご確認の上、希望先の市区町村の申込締
　　切日の2週間前までに区役所2階20番窓口へ直接お申し込みください。

◆障害のあるお子さんの認可保育所等の利用を希望する人
　　10月30日（金）までに、区役所こども家庭支援課（ 948-2321）に事前連絡の上、ご相談ください。
　　※利用申込みが別途必要です。利用申込前に、お子さんを連れて、利用を希望する施設の見学をお願いします。

●認可保育所 申込み A

※事業所内で従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する事業

（仮称）コビープリスクール
なかまちだい保育園（勝田町）

平成28年
4月

オープン！

横浜市私立幼稚園等預かり保育事業 検索

申込み

申込み

申込み
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休館日◆10/27（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062 葛が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は10月11日から か
●都筑ふれあいの丘まつり2015
演奏会、ゲームコーナー、団体発表会、
鉄道模型運転、模擬店など／11月8日

（日）10時～15時／都筑センター・葛が
谷地域ケアプラザ・横浜市北部療育セ
ンター・都筑工場・横浜あゆみ荘／
●珈琲講座
　～プロから学ぶおいしい珈琲～
珈琲鑑定士が豆の選び方、淹れ方を教え
ます／11月25日（水）14時～16時／市内
在住・在勤、10人 ／900円  ▶
●わんぱくホリデー
　「クリスマスカードを作ろう！」
とび出すカードの仕組み・コツを教わろ
う／11月15日（日）13時30分～15時30
分／市内在住・在学の小学生20人 ／
400円  ▶

休館日◆10/13（火）、11/9（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10月11日から
●ようこそ恐怖のパーティーへ
お化け屋敷、心霊写真館、悪魔カフェな
ど／10月31日（土）16時30分～19時／
小学生 ※保護者同伴またはお迎えが
必要／200円／
●クリスマスのケーキ作り
横浜マイスター山本次夫さんから学
びます／11月4日（水）10時～13時／16
人 ／2,000円  ▶
●中川西地区センターまつり
　～集い・喜び・感動・再び！～
11月7日（土）9時～19時：作品展示、10時
～14時：ふれあい動物園、13時～15時30
分：オープニングイベント、11月8日（日）
9時～16時：作品展示、活動発表、模擬店、
カフェコーナーなど／一部有料／

休館日◆10/13（火）・26（月）、11/9（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

●チョットいっぷく祭り
模擬店、ゲーム、折り紙、竹細工、ミニステー
ジなど／10月18日（日）11時～14時／
●竹のあかり「竹が奏でる光の座」
バンブーアーティスト七谷亜紀彦さん
の作品展／11月1日（日）〜3日（火・祝）
10時～16時 ／
●手作りみそ講座
実際のみそ作りは各家庭で。出来上が
りは約5キログラム／11月28日（土）13
時30分～15時／50人 ／3,500円（前
金制、材料費含む）
申込み▶10月14日から か
●朗読を聞きましょう
親子連れ歓迎。協力：あぐり／10月25
日（日）13時30分～15時30分／
●楽しく着物を着ましょう
10月21日（水）13時～15時／女性15人

／1,500円／持ち物は問合せを
申込み▶前日までに か
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力：かたらんたん／
10月19日（月）11時～11時30分／
●「水引きアート」の展示
10月31日（土）〜11月3日（火・祝）10時～
16時／
●アート月間
　「遺跡音楽ライブ・キッズ弓矢体験」
10月10日（土）11時～15時 ※雨天時は
11月1日（日）に延期。荒天の場合は中止
になる可能性あり／
●アート月間「地産地消・野菜パーティ」
芋煮汁300円ほか／10月12日（月・祝）
11時～15時／

休館日◆10/13（火）、11/9（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 。持ち物は問合せを
●センターまつり人形劇
人形劇サークル「mocomoco」による
親子で楽しめる人形劇です／10月24
日（土）14時～15時／100人
申込み▶10月10日から （整理券配付）
●北山田地区センターまつり
展示、発表、模擬店など／10月25日（日）
10時～15時／
●「なないろ」と歌おう！（全3回）

「なないろ」さんのピアノにあわせて、
懐かしの曲や唱歌を歌いましょう／11
月17日、12月1日・8日いずれも火曜日13
時30分～14時30分／20人 ／1,000円

（全回分） ▶
●講演「建物と映像の交差点」
一橋大学大学院生による講座／11月28
日（土）14時～15時30分／30人   ▶  
●パパといっしょに絵本とあそぼ！（全2回）
絵本の読み聞かせ体験、工作など／11
月15日（日）・29日（日）10時30分～11時
30分／2～4歳児と父親15組 ／1組
300円（全回分）  ▶
●親子ヨガ
10月27日（火）10時30分～11時30分／
生後7か月～3歳の未就園児と保護者
10組 ／1組500円  ▶

休館日◆10/13（火）、11/9（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10月11日から
●エクセル基礎講座（全3回）
簡単名簿・家計簿作り／11月28日、12月
12日・26日いずれも土曜日10時～12時／
日々輝学園高等学校／20人 ／1,500円

（全回分）  ▶
●親子サイエンス（全4回）
12月5日、1月16日・30日、2月6日いずれ
も土曜日10時～12時／小学生と保護者
15組 ／1組4,000円（全回分）  ▶
●音楽健康講座後期（全3回）
12月17日、1月21日、2月18日いずれも木
曜日13時～14時30分／60歳以上、20
人 ／1,500円（全回分）  ▶
●ままくらぶ
　～クリスマスケーキ作り～
12月16日（水）10時～12時／1歳～未就園
児の保護者15人 ／800円／託児あり

（15人 、400円）  ▶
●背骨コンディショニング（全3回）
12月4日・11日・25日いずれも金曜日13
時～14時30分／20人 ／1,800円（全回
分）  ▶
●やっぱり和食
12月3日（木）10時～12時30分／20人

／1,200円  ▶
●ロビーコンサート
大正琴（玲歌琴の会ラベンダー）／11
月14日（土）13時30分開演／

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
 

●文化祭
作品展、お茶会、競技・演技発表、フリー
マーケット な ど／10月18日（日）9時～
16時／
●緑道の観察とウォーキング
仲町台駅（集合）～真照寺～天満宮～大
熊川あじさい緑道～池辺富士～都筑ふ
れあいの丘駅（解散）／11月7日（土）9時
30分～12時 ※雨天中止／15人 ／
200円（保険代含む）／持ち物は問合
せを
申込み▶前日までに か と年齢
を明記し

休館日◆10/15（木）、11/5(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
●サツマイモ掘り
11月3日（火・祝）9時30分～12時頃 ※小
雨決行。荒天時は11月7日（土）に延期／
100口 ／1口3株500円／持ち物は問
合せを
申込み▶10月20日～30日に か か

と申込口数を明記し
●古民家市
新鮮野菜販売／10月17日（土）、11月7日

（土）10時～なくなり次第終了 ※小雨
決行／
●手打ちそばを食べませんか
10月23日（金）11時30分開始 ※小雨
決行／40食 ／1人前500円／
●和菓子作り教室
10月17日（土）10時～12時／10人 ／
1,000円／持ち物は問合せを  ▶
●創作「語りべ」語りと
　朗読の会「みちゆきさん」
尺八演奏もあります／10月24日（土）
15時開始／
●親子読み聞かせ（絵本・紙芝居）
10月21日（水）10時30分開始／未就学
児と保護者10組程度 ／
●ノルディックウォーキング体験教室
古民家を起点に約2キロメートルのコー
スを歩きます／11月7日（土）10時～11時
30分 ※雨天中止／15人 ／1,000円

（保険代、レンタルポール代含む）  ▶
●音楽とあそぼう！
11月7日（土）13時～13時45分／0歳～
5歳児と保護者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／10月28日（水）13時30分～
16時／10人 ／1,500円／持ち物は
問合せを  ▶

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 か
●キノコ観察会（キノコワールド探検）
10月24日（土）13時～15時 ※荒天中止
／小学生20人  ※1・2年生は保護者同
伴／300円（親子の場合は1組500円）／
持ち物は問合せを  ▶
●野の花ウォッチング
10月24日（土）10時～11時30分 ※雨
天翌日順延／15人 ／300円  ▶
●里山保全再生
里山で草刈り、木の伐採などを行いま
す／10月17日（土）・25日（日）10時～12
時 ※雨天中止／飲み物・軍手を持参
し、作業しやすい格好で／

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

申込み▶ 行事は10月11日から か
●あなたの技術・経験・趣味を
　生かしませんか
主に退職した人で、経験・技術・趣味を地
域活動や仕事に生かしたい人へのご案
内と情報提供／11月16日（月）10時～12
時／20人   ▶
●施設の本を借りて
　ブックカバーを作ろう
10月17日〜31日の水・金・土・日曜日
①12時開始 ②16時開始、各回30分程
度／各回5人   ▶
●ベビータッチケア
親子のふれあいを大切にするタッチ法
／10月31日（土）10時～10時40分／子
と保護者10組 ／1組300円  ▶

休館日◆10/19（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

●2015年クリスマス会
ゆうさんによる臨場感あふれるデジタル
紙芝居とパントマイム、不思議なマジック 
ショー／12月6日（日）午前の回（幼児親
子向け）：11時～12時30分（10時30分開
場）、午後の回（小中学生向け）：13時30
分～15時（13時開場）／幼児～中学生、
各回150人  ※未就学児は保護者同伴
／各回大人も子どもも1人100円／
●親子の広場 「かもっこくらぶ」
①おはなし会：11月12日（木）10時30分
～11時 ②保育相談：11月17日（火）10時
30分～11時30分 ③音楽と絵本を楽し
む会：11月26日（木）10時30分～11時30
分 ④リース作りと秋の山散歩：12月1
日（火）10時30分～11時30分 ／未就学
児と保護者／①② ・無料、③④各15
組 ・1組200円
申込み▶③④のみ、開催日1か月前から

か

休館日◆10/26（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

●横浜元気!!スポーツ・レクリエーション
　フェスティバル2015
10月18日（日）9時～17時／アトランタ
オリンピック出場経験のある元プロバ
スケット選手 中原貴子さんによるバ
スケットボールクリニック、横浜FCに
よる子どもサッカークリニック、ダブ
ルダッチ体験。バルーンアート体験や
工作ひろば、お猿さんによる大道芸な
どもあり、小さなお子さんも楽しめま
す！トレーニング室の無料開放も／  
※事前申込制のプログラムもありま
す。詳しくは問合せを
●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
◆月曜日（10月19日、11月2日・9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（10月13日・20日・27日、
11月10日） ④ソフトエアロ／12時20分
～  ◆水曜日（10月14日・21日・28日、11
月4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（10月16日・23日・30日、
11月6日） ⑦＊金曜ズンバ／10時35分
～11時20分  ◆ 土 曜 日（10月17日・24
日・31日、11月7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（10月13日・20日・27日、11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  ◆土曜日（10月17日・24日・31
日、11月7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
◇フットサル1DAYリーグ
チーム参加で行うリーグ戦です／10
月21日（水）21時～22時30分／18歳
以上で男女混成チーム、6チーム ／
1チーム6,000円  申込み▶事前に
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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/

 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◆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
●ネイチャークラフト作り
里山で集めた木の枝や木の実などを
使い、手作りの飾りを作ろう／11月22
日（日）10時～15時（受付は14時30分ま
で）／円形広場集合／500円／
●炭焼き体験（全3回）
　～無煙・無臭のハイテク炭焼き～
11月14日（土）9時～16時：炭材作りと窯
詰め、11月21日（土）8時～17時：炭焼き、
11月28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。11月14日・21日は昼食付き）  ▶
●里山の素材でリース作り
12月6日（日）10時～12時／20人 ／
500円  ▶
●落ち葉かきと焼き芋
12月12日（土）13時～16時／30人 ／
300円  ▶
●里山保全体験（竹林の手入れ）
12月12日（土）9時～12時／30人   ▶

休館日◆10/26（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

※託児あり（有料）。開催日4日前までに
（910-5700）で予約。詳細は問合せを

●アートフォーラムフェスティバル
　開館10周年記念
手作り作品の販売、出来たて・手作りの
味を楽しめる「あざみ野食堂」ちびっ子
防火服試着体験などイベント盛りだく
さ ん／一 部 有 料／10月25日（日）10時
～16時／ （一部予約制）

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野コンテンポラリー vol.6
国内外で活躍するアーティスト6人（青
山悟、斎藤玲児、友政麻理子、凌宗権、和
田昌宏、王坪）による展覧会／10月17日

（土）〜11月8日（日）10時～18時／
●Welcome! ロビーコンサート
10月25日（日）：みなとみらい Super 
Big Band ／11月8日（日）：礒 部 章 子

（ピアノ）・伊藤優晶（ユーフォニアム）・
今川英悟（チューバ）／各日12時～12
時40分／
●あざみ野カレッジ
　米づくりから始まる日本酒の物語
講師：橋場友一氏（泉橋酒造代表）／11
月2日（月）18時30分～20時／20歳以
上、30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。車での来場不可
申込み▶10月19日必着。 か と
講座名を明記し か

 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

申込み▶ 行事は10月11日から か
か とイベント名を明記し

●くさぶえのみち・クリーンとこてく
秋の緑道を清掃します。清掃後は木の
実や葉で自由工作をしよう！小さい
お子さんも大歓迎／11月8日（日）10時
～11時  ▶
●園芸講習
　～生花を使ったクリスマスリース～
11月25日（水）13時30分～15時30分／
8人 ／1,800円（材料費）／持ち物は
問合せを  ▶
●おはなし会
親子リズム体操も！／10月22日（木）11
時30分～11時50分／未就学児と保護
者／

休館日◆火曜日   ・  913-1123
〒224-0003  中川中央一丁目9

http://webyoko.com/yumesuta/
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 と
年齢を明記し か
●第2回つづきアートマーケット
アート作品・手作り品の展示販売、フ
リーマーケット、屋外での演奏・パフォー
マンス、スタジオ内でのクラシックコン
サート／10月25日（日）10時開始 ※雨
天中止。開催の有無は前日12時から
で／  
●まちの音楽会
曲目：燃える秋、この道、曼珠沙華ほか。
ソプラノ：宮地里美、ピアノ：橋本綾／
11月1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  ▶

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10月11日から か
●介護予防・認知症予防講座
　脳と心と身体の不思議（全2回）
①認知症予防講座「歌って！楽しく認
知症予防」：11月12日（木）10時～11時30
分 ②介護予防講座「頭と体とお口の体
操」：11月19日（木）10時～11時30分／市
内在住のおおむね65歳以上、各回20人

  ▶
●なかがわフェスタ
10月17日（土）10時～15時：作品展示、お
茶席、健康チェックなど、10月18日（日）
10時～15時：サークル演技発表、赤飯・
もち販売など。両日ともバザーや野菜
販売あり／
●オカリナ演奏会
歌謡曲や童謡をお楽しみください／10
月25日（日）14時～15時／30人  ▶
●オセロ教室（全2回）
11月7日（土）9時30分～11時30分：勝つ
ための理論を学ぶ、11月21日（土）9時
30分～11時30分：対戦で理論を実践
／小中学生20人  ※大人も参加可／
200円（全回分）  ▶

 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10月11日から か
●一番ステキなアートを見つけよう
　（全3回）
身近な材料を使ってアートを楽しもう 
／11月15日、12月20日、1月17日いず
れも日曜日13時30分～15時30分／発
達障害・自閉症のある小学生10人 ／
各回300円  ▶
●ほっと茶屋
介護者同士集って情報交換やストレス
発 散しましょう／10月27日（火）13時
～14時30分／介護者・介護を終えた人
15人 ／100円  ▶
●男の料理教室（全4回）
初心者歓迎。はじめの一歩を踏み出しま
しょう／11月7日（土）・13日（金）・20日（金）・
27日（金）10時～13時／北山田地区セン
ター料理室／全回参加できる65歳以上
の男性10人 ／各回1,000円／エプロ
ン・三角巾・食器用ふきん持参  ▶

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10月11日から か
●コミュニティ・フェスタ2015
　～見て・聴いて・楽しもう！～
団体発表・実演、模擬店、健康チェック
など／11月7日（土）10時～14時／
●おやこの広場（全5回）
親子体操、遊び・学び・子育てのワンポ
イント講座など／11月27日、12月18日、
1月22日、2月26日、3月25日い ず れ も
金曜日10時～11時／ハイハイできる子
～3歳児と保護者20組 ／1組1,500円

（全回分）  ▶
●音読教室
図書館の司書さんが指導します／10月
30日（金）10時～11時30分／20人   ▶
●美しいウォーキング講座
プロのモデルから習う美しい歩き方
／10月21日（水）10時～11時30分／18
人   ▶

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

新栄地域ケアプラザ

●精神保健福祉講座（全4回）
①11月21日（土）：統合失調症とは ②11月
29日（日）：うつ病とは ③12月12日（土）：
発達障害とは ④12月20日（日）：精神科
のお薬について ※1日のみの参加も可
／10時～11時30分／50人
申込み▶10月21日から か

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
●なるほどトーク
　「コミュニケーションを楽しむ」
11月6日（金）10時30分～11時45分／
1歳児と保護者6組   ▶
●秋のおはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべ歌／11月19
日（木）10時30分～11時／0～1歳児と保
護者12組   ▶
●パパといっしょに公園で遊ぼう！
保育士さん（男性）と遊ぼう／11月7日

（土）10時30分～12時 ※雨天時は室内
で遊びます／ききょう公園（中川五丁
目10）／
●子育てサポートシステム入会説明会
　（出張開催あり）
①10月21日（水）：東山田地域ケアプラ
ザ ②10月28日（水）：ポポラ ③10月30
日（金）：中川地域ケアプラザ ④11月13
日（金）：親と子のつどいの広場すくす
くサロン ⑤11月14日（土）：ポポラ／10
時30分～11時30分／入会希望者、①
③各15組 、②④⑤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！／10月17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／10月
17日（土）10時～12時、11月6日（金）13
時～16時、11月7日（土）・14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／10月17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！／10月22日（木）
10時30分～12時 ※雨天時は10月29
日（木）に延期／ききょう公園（中川五
丁目10）／

休館日◆10/27（火）
 592-0453   592-1402

〒224-0021  北山田七丁目3-1

横浜国際プール

●横浜元気!!スポーツ・レクリエーション
　フェスティバル2015
無料の教室や定期教室の発表会など、
大人も子どもも楽しめるプログラム
が盛りだくさん／10月11日（日）／

日  時 10月31日（土）11時～15時
　　　※雨天延期
場  所 地下鉄中川駅前広場／

　都筑太鼓の演奏や模擬店、新鮮野菜・
パン・ケーキなどの販売（予定）で中川駅
前広場がにぎわいます！ぜひお楽しみく
ださい！

●中川駅前商業地区振興会からのお知らせ ●

問合せ 中川駅前商業地区振興会　 090-3097-0613（大久保）

都筑太鼓のパフォーマンス
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＊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＊



催  し
●わくわくフェスタ

知的障害者施設「ワーク中川」のおまつ
りです。ミニ動物園や屋台、パン作り教
室（10組20人 、1組500円）、さをり織り
の体験（200円／ ）など／11月7日（土）
10時～14時／ワーク中川（中川二丁目
8-26）／ （ か で事前予約も可）
問合せ▶ワーク中川

914-8290　 913-5407
●箏・三絃・尺八のしらべ

“和の響きで、やすらぎのひとときを”
をテーマに演奏会を開催します。全19
曲／11月3日（火・祝）12時開演／都筑公
会堂／
問合せ▶都筑区三曲協会　増倉

473-1368
●第13回つづき国際交流 Café

地元にお住まいの外国の人たちとお茶
を飲みながら交流しましょう。お子さ
んも大歓迎／11月1日（日）10時～15時
／区総合庁舎1階区民ホール／
※パネル展示は10月29日（木）～31日（土）
問合せ▶実行委員会　馬塲（ばんば）　

Tsuzuki_I_Cafe@excite.co.jp

●ぱぴプレミュージック
　ふれあいの丘公演

パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん
と一緒に人形劇と生演奏で楽しもう／
10月20日（火）10時30分～11時15分／葛
が谷地域ケアプラザ／未就園児と保護
者25組 ／10月13日から で
ぱぴプレ音楽工房 検索

問合せ▶ぱぴプレ音楽工房
080-3127-3757

●第62回 MLT杯テニス女子ダブルス
初級：11月13日（金）、中級：11月20日（金）
両日とも9時開始／長坂谷公園第二／1
組5,000円／参加対象、申込方法など詳
細は をご覧ください
問合せ▶ラケットショップ　オープン
スクエア　 988-0633

http://www.open-square.net
●母親たちの勉強会～家事家計講習会～

11月6日（金）10時～11時40分／都筑公
会堂／35人 ／450円（資料代）※1歳
以上は託児あり（20人 、1人250円）
申込み▶11月5日までに か と
託児の有無を明記し
問合せ・申込先▶東京第四友の会あざ
み野方面　岡本　 ・ 911-2361

 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

●第10回女声合唱りんごの木コンサート
30周年を迎えるりんごの木コンサー
ト。懐かしの曲から現代まで、日本の女
声合唱のいまむかしをお楽しみくださ
い／11月28日（土）14時開演／フィリア
ホール（青葉区青葉台ニ丁目1-1）／
問合せ▶りんごの木　山元

080-3152-6161
●講座「横浜の考古学」
　横浜の重要遺跡 part2

縄文時代から近代まで／11月13日・20日・
27日いずれも金曜日13時30分～16時（開
場13時）／横浜市歴史博物館／3日間とも
参加できる、150人 ／1,000円（資料代）
申込み▶10月30日までに を明記し
問合せ・申込先▶〒247-0024　横浜市
栄区野七里ニ丁目3-1  （公財）横浜市ふ
るさと歴史財団埋蔵文化財センター

890-1155　 891-1551　
●認知症予防フォーラム＆
　実録映画「妻の病」上映会

レビー小体型認知症の発見者である
小

こ

阪
さか

憲
けん

司
じ

医師などによる講座と映画上
映／10月26日（月）12時30分～16時15分
／都筑公会堂／600人
申込み▶事前に か を明記し
問合せ・申込先▶医療法人社団フォル
クモア　 476-1615　 472-5565

●都筑オーケストラ20周年記念
　演奏会　第27回定期演奏会

曲目：シベリウス作曲「交響曲第2番」 指
揮：横

よこ

島
しま

勝
かつ

人
と

／10月24日（土）14時開演
（13時30分開場）／都筑公会堂／前売り
券500円　※区役所1階売店にて発売中
問合せ▶都筑オーケストラ　長田

080-1182-8515
●都筑区民ダブルス
　バドミントン大会（年齢別）

種目は男女別一般1～3部ほか全13種目／
11月15日（日）8時開始／都筑スポーツセン
ター／高校生以上160組 ／1組3,000円
申込み▶10月25日まで。詳細は都筑区
民活動センター、都筑スポーツセンター、
区内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

募  集
●英語で歌おう♪アメリカンポップス

ジャズシンガーの講師と一緒にお好き
な曲を歌いませんか／毎月第1・3水曜
日13時15分～14時45分／中川西地区
センター／月3,000円
問合せ・申込先▶Groovy　広部

090-4727-3847

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 10月13日・27日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 10月8日・22日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 10月1日・15日・29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3月出産予定の人 
　→11月6日・13日・20日・27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

11月10日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

11月25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

10月7日（水）・15日（木）・22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

10月9日（金）午前、11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

11月17日（火）午前→10月20日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

10月15日・22日・29日、11月5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

10月13日（火）午前・23日（金）午後、
11月10日（火）午前・18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

10月13日（火）午前、11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。

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

11月17日（火）午前→10月16日～29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

＊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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