
●前売券150円
10月17日(土)まで、都筑区社会福祉協議会の窓口（下記参照）で販売中！
なお、払戻しはいたしません。
●当日券200円
当日は、シャベル・軍手・ビニール袋をご持参ください。

地区社会福祉協議会や障害者地域作業所の手作り製品やお菓子、
新鮮野菜の即売など

障害者団体や地元有志の皆さんによるバンド演奏、和太鼓、餅つきなど

福祉農園実行委員会 【後援・協賛】（順不同） 都筑区障害児・者団体連絡協議会●都筑区連合町内会自治会●都筑区民生委員・児童委員協議会●横浜都筑ライオンズクラブ
都筑区懇話会●JA横浜●同 青壮年部(都田支部)●たすけ愛の会ひまわりグループ●社会福祉法人同愛会●ボーイスカウト横浜第120団●都筑区ふるさとづくり委員会
都筑区役所●社会福祉法人都筑区社会福祉協議会●都筑警察署●都筑消防署●都筑交通安全協会都田支部●横浜市資源循環局都筑事務所　他

問合せ 福祉農園実行委員会
都筑区社会福祉協議会（チケット販売窓口） 荏田東四丁目10-3 　 943-4058　 943-1863

都筑区役所 障害支援担当　 948-2316　 948-2490

さつまいも掘り

毎年大いに盛り上がる！
　舞台プログラム

盛りだくさんの模擬店コーナー♪

ごみ収集車の展示、
　消防車や警察の白バイ
　との記念撮影コーナーも！

仲町台駅 徒歩18分
●路線バスの場合…仲町台駅から市営バス301系統江田駅行きに乗り、
　　　　　　　　　向原バス停下車　徒歩約10分（1時間に約2本運行）

●駐車場もありますが、
　なるべく電車・バスを
　ご利用ください。

当日は無料臨時バスを運行します
（センター南駅−会場間）

都筑区誕生とともに始まった福祉農園は今年で21回目！
障害のある人もない人もお互いの理解と協力を深め合いながら
秋の一日、さつまいも掘りやステージを一緒に楽しみませんか。

第21回 
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臨時バス乗り場は、
出口3番を出て
目の前です。

（高架下の道路）

※いも掘り券が必要です（1人2株掘れます）。

※10月18日（日）
　のみ運行

●小雨決行、荒天中止。荒天の場合は、さつまいも掘りのみ10月25日（日）に順延します。
●開催の有無は、当日朝8時から、横浜市コールセンター（ 664-2525）でご案内します。

10月18日（日）10時～14時
JA横浜きた総合センター隣接農地及び
きたグラウンド（東方町1401番地）会場

毎年にぎわう、福祉農園さつまいも掘りの様子（平成26年10月19日）

どなたでも
参加できます！
当日直接会場へ
お越しください。
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H27 親子で楽しむ環境講座
9月19日（土）13時～16時 開催
※詳しくは7ページをご覧ください。

  ［ふるさと・にぎわい］  みんなで一緒にみのりの秋を楽しもう！第21回 福祉農園

  ［特集］ 日頃からの取組で災害にそなえましょう！

   第20回  都筑区民文化祭の参加者を募集します！

  ［連載］ お困りごとQ&A（第4回） 赤ちゃんのことを相談できなくて困っています…
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都筑区役所
☎ 948-2323（代表）
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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 9 月号



講演・講座
昭和大学横浜市北部病院市民公開
講座「大腸がんでは死なせない」

女性のがん死亡率1位の大腸がんに
ついて、予防や早期発見、治療などを
分かりやすく解説します。
講師昭和大学横浜市北部病院消化器
センター長　工藤進英教授
日時10月4日（日）13時～14時30分（12
時30分受付開始）
会場都筑公会堂　
定員600人程度
申込み▶10月1日（木）ま で に か

（平日9時～17時）か、 と講座名
を明記し か
問合せ・申込先▶昭和大学横浜市北部
病院管理第一課（茅ケ崎中央35-1　中
央棟1階）

949-7900　 949-7117　
hokubu@ofc.showa-u.ac.jp

表情筋エクササイズでマイナス5歳を
目指そう～きれいな笑顔は口元から～

講師表情筋トレーナー 内田佳代氏
（NHK「きれいの魔法」など出演、ミス
ユニバース地方大会セミナー担当）
日時11月11日（水）13時30分～15時30
分（受付：13時10分～13時25分）
会場区役所1階健診室
対象区内在住の20～59歳、50人
※子ども同伴不可
持ち物手鏡
申込み▶9月29日（火）から
問合せ・申込先▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

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10月23日（金）・29日（木）10時30分

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　9月24日（木） ● 10月13日（火）
都筑公会堂の休館日　9月24日（木） ● 10月19日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 211,357人 （平成27年8月1日現在・前月比7人増）
世帯数…80,546世帯（平成27年8月1日現在・前月比52世帯増）
交通事故発生件数…343件　
　死者2人／負傷者415人（平成27年1月1日～6月30日）
火災発生件数…19件（平成27年1月1日～7月31日）

　身近に相談できる人がいないし、子どもの年齢に
合った遊び場がどこにあるか分からない…
　こんなとき、区役所で相談できます。

　区役所では、18歳までのお子さんのあらゆる相談をお受けしていま
す。子育て中は迷ったり、悩んだりすることがたくさんあります。聞いて
ほしい、教えてほしい、アドバイスがほしい、そんなときはお気軽にご相
談ください。

赤ちゃんのことを相談したり、
遊びに行けるところが
分からなくて困っています…

お困りごと

【連載/全12回】

第4回

1 2　区役所のホームページを見て、
こども家庭支援課に電話をかけ
てみました。

　都筑区に引っ越して来て1か月。
生後6か月の赤ちゃんがいます
が、ママは土地勘がなく、周りに
知り合いもいなくて、なかなか外
にも出られず、毎日家でドタバタ
と子育てしていて大変です！

3

～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・申込先▶ が谷地域ケアプラザ

（ 943-5951）へ9月25日（金）10時から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

中途障害者支援事業講演会
「失語症の理解と対応」

失語症は、脳出血や脳梗塞などの脳血
管疾患の後遺症として多く、外見上で
は分かりにくい障害です。失語症を抱
える人の気持ちを理解し、私たちがで
きることを考えていきましょう。
日時10月2日（金）13時～15時　
場所区役所6階大会議室
講師首都医校　高濱美佐子氏
内容第1部：失語症の理解と対応

第2部：当事者からの体験談、支援者側
から見た関わりの大切さ
定員100人（定員を超えた場合は抽選）
申込み▶事前に か と講演名を
明記し
問合せ・申込先▶高齢支援担当　

948-2306　 948-2490

お知らせ
「学童」「はまっ子」「キッズ」の作品展

小学生の放課後の居場所である「放課
後児童クラブ（学童）」「はまっ子ふれあ
いスクール」「放課後キッズクラブ」の
作品展を開催します。子どもたちの活
動の様子や活動中に制作した作品を
見に、ぜひお越しください！
日時9月24日（木）～28日（月）
会場区総合庁舎１階区民ホール／
問合せ▶青少年支援・学校地域連携担当

948-2471　 948-2309

こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309
都筑区役所「子ども・家庭支援相談」　  948-2349（相談専用）問合せ

都筑図書館  イベント情報は12ページへ➡

　気軽に遊びに行ける子育て支
援会場（赤ちゃん会※や子育て支
援センター ポポラなど）を紹介
してくれました。

赤ちゃんが遊べて、
相談もできる
ところは

ありますか？

子育て支援会場では
仲間づくり・育児相談が

できますよ。

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 休館日◆9月21日（月・祝）

◆�孫育てスキルアップ講座〜孫ともっと楽しく遊ぶコツ〜（全5回）
　孫はかわいいけど相手をするのが大変。その母親との関係はもっと大
変。いまどきの子育ての事情を知り、
もっと楽で楽しい孫育てをしてみま
せんか。

日　程  10月20日・27日、　　　
11月10日・17日・24日　 
いずれも火曜日

時　間 10時～11時30分　　
会　場 北山田地区センター
対　象 50歳以上でテーマに関心のある人30人

申込方法  チラシ（区民活動センター、区役所5階52番窓口で配布）か を
ご覧の上、 または

◆都筑区民活動センター登録団体及び人材バンク登録者による
　活動発表会
　登録団体・人材バンクに登録している皆さんの活動を広く紹介する
活動発表会を開催します。ぜひ当日会場へ直接お越しください。

日　時 10月3日（土）・7日（水）・10日（土）いずれも13時～15時
会　場  新星堂モザイクモール港北店（モザイクモール港北 都筑阪急2

階）／

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

（横浜市災害支援ナース）募集
〜災害時あなたの力を貸してください〜

　都筑区では、災害時に医師や薬剤師などで編成される「都筑区医療救護
隊」の看護師として、主に負傷者の対応やトリアージなどの医療救護活動
をしていただける人（Ｙナース）を募集しています。

募集案内  事業企画係（区役所2階22番窓口）などで配布しています。区役所
からもダウンロードできます。

登録資格  市内在住・在勤で、保健師・助産師・看護師・准看護師免許をお持ちの人
　登録にあたり気になることなどがありましたら、お気軽にお問い合わ
せください。ぜひ、あなたの力を貸してください。

問合せ  事業企画係　 948-2344　 948-2354

※赤ちゃん会は、第1子の0歳児を対象に
　区内14か所で実施しています。

4　近くの子育て支援会場に早速
行って、ママ友もできました。
困っている夜泣きや離乳食の
進め方についてもゆっくり話
を聞いてもらい、すっきりしま
した。これからの子育ても安心
してできそうです！
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　「都筑区民文化祭」は記念すべき第20回を迎えます。皆さんの日頃の
活動の成果を発表してみませんか。奮ってご応募・ご参加ください！
◆ 展示部門（会場：区総合庁舎1階区民ホール）…写真、工芸（バードカー

ビング・ステンドグラス・陶芸・刺繍など）、書道、絵画、生け花、文芸など
◆ 舞台部門（会場：都筑公会堂）…クラシック、伝統芸能、ダンス、バレエ、

マジック、ロック・ジャズ・ポップスなどのバンド演奏　他
応募資格  区内在住・在学または都筑区を拠点として文化芸術活動をしている人・団体
申込方法  9月10日（木）から配布する募集要項内の申込書に記入し、事務局

宛てに郵送。または、申込書と同項目の記載があれば も可（件名
に「文化祭参加申込○○部門」と記載してください）。※ は不可

申込締切 10月17日（土）必着
申込先 都筑区民文化祭実行委員会事務局

  〒224-0006　荏田東四丁目10-3  都筑区社会福祉協議会Ｍ-24 
tzbunkasai@yahoo.co.jp

都筑区民文化祭の参加者を募集します！
開催期間◆平成28年1月23日(土)～2月7日(日)

　都筑区民活動センター、区役所1階総合案内窓口、区内の地下鉄駅・
地区センター・コミュニティハウスのPRボックスのほか、 からも
ダウンロードできます。 都筑区民文化祭 検索

問合せ  区民活動係　 948-2236　 948-2239

　区内の公園に、外遊びの楽しさを教えてくれる「外遊びキャラバン隊」
がやってきます。遊具の使い方はもちろん、どろんこ遊びや水遊びなど、
外ならではの遊び方を伝授してくれますよ♪

　転入された親子（ニューフェイス）向けにイベントを開催
します。転入してからの期間は問いません。｢お友達が欲しい
な！｣という人、ぜひお近くの会場に来てくださいね♪

会場 日時
★東山田地域ケアプラザ　遊びのおもちゃランド
東山田町270　 592-5975　※参加費1組200円 10月2日（金）10時～12時

加賀原地域ケアプラザ　すくすくプラザ
加賀原一丁目22-32　 944－4641 10月8日（木）10時～12時

親と子のつどいの広場　すくすくサロン
佐江戸町1829番地　 516-9117 10月9日（金）10時～12時

★都筑区子育て支援センター ポポラ　
中川中央一丁目1-3 あいたい5階　 912-5135

10月15日（木）・16日（金）
10時30分～11時30分

★おひさまサロン（茅ケ崎南保育園）
茅ケ崎南五丁目11-3　 943-1285 10月16日（金）10時～11時

が谷地域ケアプラザ　子育てサロンきらきら
が谷16-3　 943-5951

10月16日（金）
10時～11時30分

中川地域ケアプラザ　子育てひろば
中川一丁目1-1　 500-9321 10月16日（金）10時～13時

おやこの広場　ぷらっとカフェ
仲町台一丁目20-11ヒルサイド303　 944-3554 10月19日（月）10時～12時

川和子育てサロン　かわわ★わーい
川和町2685-81　 090-4007-3327 10月20日（火）10時～12時

鴨池公園こどもログハウス
荏田東三丁目2　 942-1569

10月20日（火）
10時30分～11時30分

親と子のつどいの広場 つづき
南山田三丁目14-19　 593-4011 10月21日（水）10時～12時

新栄地域ケアプラザ　つくしんぼサロン
新栄町19-19　 592-5255 11月6日（金）10時～14時

★つづきの丘小学校コミュニティハウス 子育てサロンはぐはぐ
荏田東一丁目22-1　 945-2949 11月9日（月）11時～12時

時　間 10時30分～12時　当日直接公園へお越しください。
  ※雨天中止。曇りの場合は当日9時30分頃に区役所 をご確認ください。
対　象 未就学児と保護者　赤ちゃんも大歓迎！

日程 公園名
9/10（木） 東山田ゆうやけ公園（東山田三丁目15）
9/14（月） 大熊町つつじ公園（大熊町129）
9/18（金） 牛久保東さくらんぼ公園（牛久保東一丁目65）
9/25（金） 佐江戸公園（佐江戸町276）
9/28（月） すみれが丘第二公園（すみれが丘29）

10/ 2（金） 茅ケ崎東なのはな公園（茅ケ崎東二丁目22）
10/ 5（月） 仲町台くわがた公園（仲町台三丁目7）
10/16（金） 高山あかしあ公園（高山10）
10/22（木） 長坂ささのは公園（長坂６）
10/26（月） 都筑が丘第九公園（川和町1715-51）
10/30(金） 早渕公園（早渕二丁目6）
11/ 6（金） 加賀原さるすべり公園（加賀原一丁目37）

日　時 9月19日（土）13時～16時（12時30分開場）
　　　  ※荒天時の開催有無については、当日、区役所 に掲載します。
会　場 区役所6階大会議室／ 　　 定　員 当日先着100人

困難を抱える若者支援のための
連続セミナーを開催します！

外遊びキャラバン隊がやってくる！

子育て中の転入者さんいらっしゃい！

映画上映  「ロラックスおじさんの秘密の種」
  環境破壊が進んだ世界を舞台に、最後の一粒となる木の種

をめぐって繰り広げられる冒険を描いたアニメ映画です。
講　　座  ◆映画に関する環境講座　

 　担当：東京都市大学ISO学生委員会
 ◆間伐材キットを活用したワークショップ
 　講師：東京都市大学吉﨑研究室

問合せ  企画調整係　 948-2227　 948-2399

問合せ  こども家庭支援担当  948-2318　 948-2309　
         まんまるプレイパーク 西田  070-6481-9663

問合せ  こども家庭支援担当  948-2318　 948-2309　

　地域において若者を見守り、困難を抱える若者の社会参加を支援する
環境づくりを目的に連続セミナーを実施します。応援してくださる市民・
団体・企業などの皆さんのご参加をお待ちしています！
日　程  ①9月30日（水）、10月3日（土） ②10月10日（土）・24日（土）、11月28日（土）

③12月12日（土）　 ※1日だけの参加も可
時　間 ①18時～20時　②14時～16時　③14時～17時
会　場  第1回：都筑区社会福祉協議会（かけはし都筑） 荏田東四丁目10-3
内　容  第1回：現状を広く知ろう 「ひきこもりの現状と背景、取り巻く社会環境」
  ※ 各回の会場・テーマなどの詳細は、区役所などで配布するチラ

シか をご覧ください。
対　象  テーマに関心のある、市民・団体・企業などの皆さん40人
申込み 開催日前日までに か と参加希望日、講座名（連続セミナー） 
　　　 を明記し か  ※空席がある場合は （当日先着順）も可
申込先  よこはま北部ユースプラザ  ・ 948-5505  mail@kitapla.jp

 問合せ  青少年支援・学校地域連携担当  948-2471　 948-2309

よこはま北部ユースプラザ 検索

有効期限：平成27年9月30日（水）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。
本券1枚につき最大4名様まで有効
有効期限：平成27年9月30日（水）まで

キリトリ

問合せ  よこはま動物園ズーラシア　 959-1000　 959-1450

ズーラシアを楽しもう！

●秋の七草ガイドツアー
　園内に植えられている秋の七草をはじめ、花期
を迎えた植物のガイドツアーを実施します。
日　時 9月6日～27日の毎週日曜日10時集合
集合場所 ズーラシア内アマゾンセンター前／

●秋のふれあい動物園「わんにゃん大集合」
　小動物とのふれあいイベント！イヌのお散歩
体験やふれあいのほか、今年はネコとのふれあい
もできるよ♪
日　程 9月12日(土)～11月23日(月・祝)の
 土・日・祝日
 ※10月10日(土) ～12日(月･祝)は除く。

秋の
休園日 9月1日(火)・8日(火)・15日(火)・29日(火)　※10月は無休

3
ス

R
リ

夢
ム

●パネル展…「3R夢（スリム）な暮らし」を紹介します。
日　程 10月6日（火）～12日（月・祝）  会　場 区総合庁舎1階区民ホール／

日　時 10月10日（土）10時～15時
会　場 区総合庁舎1階 区民ホール／イベント開催3R夢を体験

しよう！
●リユース家具大抽選会
受付▶10時～12時　抽選会▶13時開始
当選したものは、当日お持ち帰りください。

●リユース図書募集
ご家庭で不要になった子ども向け図書を募集し
ます。小学校や保育園へ無償で配布します。

●お絵かきマイバッグ教室
自分だけのマイバッグを
作ろう！当日先着100人。

●分別ゲーム（輪投げ、的当て）
クイズやゲームに参加して景品をゲ
ットしよう！

★10月は環境省が進める3R推進月間です。
発生抑制（Ｒeduce）、再使用（Ｒeuse）、再生利用（Ｒecycle）を推進し、
循環型社会の形成に向けた取組を進めています。

第20回

全6回

募集要項（申込書）の配布場所

　親子を対象に、環境をテーマにした講座を開催します。環境のこと、
映画やワークショップを通して楽しく学んでみませんか。

予約不要

2015年秋の部�あつまれ都筑のニューフェイス！
予約不要（★は要予約）

明日につなげる なつづき
10月6日（火）〜12日（月・祝）は秋の3R夢週間です

問合せ  資源化推進担当　 948-2241　 948-2239

イヌとのふれ
あい

オミナエシ キキョウ
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　今月号の特集は共助についてです。
　災害発生時に、自分だけでは避難することが困難な人たち（災害時要援護者）がいます。いざというときには
周りの人たちの支援が必要になります。
　自分自身での準備は当然として、災害が起きたときに誰もがお互いを助け合えるよう、日頃からの

“見守り活動”や“声掛け”、“地域の活動への積極的な参加”を通じて、となり近所で顔と顔の見える関係を
つくっておくことが大切です。

災害時要援護者とは

※連合自治会町内会に対し、要望に応じて区の保有する要援護者名簿の提供を行っています。

日頃からの取組で
災害にそなえましょう！！

　発災後は消防車・救急車がすぐに来られないことが想定され
ます。そのため、となり近所の人同士の協力は不可欠であり、大
きな力となります。阪神・淡路大震災では近所の人たちが協力
して、閉じ込められた人たちを助け出しました。

平成7年に発生した阪神・淡路大震災を例に
「誰に救出されたか」を見てみましょう。

●閉じ込められた際などの救出の主体●

「共助」＝となり近所での助け合い

となり近所の人たちで力を合わせて救出活動を
行うことが重要！

自力で脱出できるよう、日頃からの対策も忘れずに！

となり近所での助け合い
（救出・救護など）が重要です！

災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」の基本的な考え方

地域の取組例

特集

避難経路の確保、倒れやすいものは固定しておく など

二次災害の恐れもあるので、救出活動の際は周りの状況を確認しましょう！

問合せ 庶務係　 948-2212　 948-2208  tz-bousai@city.yokohama.jp

　となり近所で逃げ遅れた人がいない
かなど、声を掛け合って安否確認をしま
しょう。

●要援護者支援ボランティア
の募集

●防災無線によるネット　
ワークづくり

●要援護者の把握
●名簿の作成
●要援護者
　マップの作成

把握 訪問 周知 つながり・ネット
ワークづくり

●要援護者の訪問
●防災グッズの配付

●広報紙の作成

「共助」とは、災害時に要援護者の避難に協力したり、地域の人たちと消火活動を行うなど、周りの人たちと助け合うことをいいます。

共助の重要性 ～阪神・淡路大震災から～

自力で脱出
34.9%

家族
31.9%

友人・隣人
28.1%

通行人
2.6%

その他 0.8%

（出典）平成26年度防災白書

●日頃から、災害時要援護者と地域の皆さんの顔と顔の見える関係をつくり、災害に強い地域力を高めること
●連合自治会町内会ごとに、災害時要援護者支援の取組を進めること マスコットキャラクター

「つづき そなえ」

　中川地区では、各町内会ごとに取組を行っています。
これは、取組を始める前にどのように進めるか話し合う
中で、連合全体としては、要援護者の把握と訪問を行って
いくこととし、具体的な活動は、各町内会ごとの状況に合
わせて進めようということになったためです。
　対象者の把握
方法や活動の取

り組み方、個人情報の取扱いなど、各
町内会ごとにやり方は多少違います
が、担当者が要援護者宅を訪問し、状
況の確認を行ったり、困っていること
を聞くなどお互いの顔の見える関係
づくりを進めています。

　勝田茅ケ崎地区
では、平成23年度
から支えあい連絡
会で「つづきそなえ」
の取組について話
合いを始めました。
　川沿いの地域で

は水防に関する取組を検討するなど、
地域ごとにそれぞれの活動を実施して
います。また、連合全体の取組としては、
地域のいっとき避難場所を記載した自
治会町内会ごとのマップを作成し、全戸
配布を行います。

勝田
茅ケ崎地区

ご自分の住んでいる地域で、どのような活動が行われているかご存じですか？
地域でお互いに助け合うためにさまざまな活動が進められています。

中川地区

●高齢者
　一人暮らしの人、日中一人暮らしの人、

　高齢者のみの世帯（夫婦など）、

　寝たきりの人、認知症の人 …など

●障害者
　身体障害のある人、知的障害のある人、

　精神障害のある人 …など

●妊産婦　●乳幼児　●外国人 …など

鍵
か ぎ

屋
や

　一
はじめ

 氏
（跡見学園女子大学教授）

　東日本大震災で、高齢者の避難を最も多く
支援したのは、近所の人たちでした。顔の見え
る関係をつくり、防災訓練に参加したことで、
多くの命が助かったのはとても大事な教訓で
す。この発表会で災害時要援護者を支える活
動を一緒に学びましょう。

お互いの安否確認

協力し合って救出・救護

要援護者
（高齢者、負傷者など）の支援

　避難所までの誘導や、自力で避難する
ことができない人のサポートなど、複数
の住民で協力し合いましょう。

　自力で脱出した人、家族や友人、となり
近所の人に救出された人の割合が9割を
超えており、救助隊による救出はわずか
1.7％です。

災害時要援護者支援事業 「つづき そなえ」 をご存じですか？そもそも…「共助」ってどんなこと？

問合せ 事業企画係　 948-2344　 948-2354

活動発表会を開催します
例えば

　家屋などに閉じ込められた人を協力して救出・救護しましょう。自分の力だけで足
りないときは、無理をせずに周りの助けを借りましょう。

ポイント

1

ポイント

3

ポイント

2

どうして「共助」が
大切なの？

この調査結果からわかること

救助隊
1.7%

　都筑区災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」を実施している地域の活動を紹介する
活動発表会を行います。
　下記で取り上げている2地区（中川地区・勝田茅ケ崎地区）の実際の活動の発表と、鍵屋氏
による講演があります。ぜひお越しください！

日 時  9月30日（水）
　　　 14時～16時
　　　（13時30分開場）
会 場  区役所6階大会議室
定 員 当日先着100人
申込み  不要。直接会場へ
備 考  手話通訳あり
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休館日◆9/29（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062 が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は9月11日（金）から か
●ビーズのアクセサリー作り（全3回）
①10月2日 ②11月6日 ③12月4日いず
れも金曜日10時～13時／市内在住・在
勤で全回参加できる人10人 ／①③
1,800円 ②1,500円  ▶
●2015バリアフリー18th WITHコンサート
障がいのあるなしにかかわらずプロとア
マチュアが集うポップ・ロックコンサート
／10月4日（日）13時～16時30分／
●健康ウォーキング講座～秋コース～
ウォーキング（約10キロメートル）が主体
で す。1回 の 参 加 も 可／10月4日（日）、
11月22日（日）9時30分～14時／市 内
在住・在勤のおおむね50歳以上の人
30人 ／各回500円  ▶
●親子そば打ち講座（小学生対象）
10月25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▶9月18日（金）までに か
●ベビーヨガ講座（全6回）
10月29日～12月3日の毎週木曜日9時
30分～10時20分／市内在住・在勤の母
親と首が座りハイハイ前の子15組
／1組300円（全回分）  ▶
●はじめてのヨガ講座（全6回）
10月29日～12月3日の毎週木曜日11
時～12時／市内在住・在勤で全回参加
できる人15人 ／200円（全回分）  ▶
●わんぱくホリデー「まが玉づくり」
10月18日（日）午前の部：9時30分～11時
45分、午後の部：13時30分～15時45分
／市内在住・在学の小学生各回30人
／500円  ▶
●コーヒー講座
　～プロから学ぶおいしい珈琲～
10月28日（水）14時～16時／市内在住・
在勤の人10人 ／900円  ▶

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9月11日（金）から か
●発達障害を理解する講座（入門編）
9月27日（日）講義：13時30分～15時30
分、個別相談：15時30分～／30人 ／
500円  ▶
●産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
10月14日・28日、11月11日・25日、12月
2日いずれも水曜日①10時～10時45
分 ②11時～11時45分／①3か月～9か
月の赤ちゃんとママ②10か月～1歳4
か月の赤ちゃんとママ、各回10組 ／
1組1,500円（全回分）  ▶
●英語で遊ぼう！（全6回）
10月14日・21日、11月4日・11日・25日、12
月2日いずれも水曜日①15時40分～16
時20分 ②16時30分～17時10分／①小
学1･2年生②年中・年長、各回12人 ／
2,000円  ▶

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
●野の花ウォッチング
季節の野草を観察します／9月26日

（土）10時～11時30分 ※雨天翌日順延
／15人 ／300円  ▶
●里山保全再生
草刈り、木の伐採などの作業を行いま
す／9月19日（土）・27日（日）10時～12時 
※雨天中止／持ち物は問合せを／
●想ネイチャークラフト野外教室
木の実、草の実などの自然材料を使っ
て自由に作ろう／毎月第3日曜日10時
～15時 ※雨天中止／1体500円／

休館日◆9/14（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9月11日（金）から
●中高年のストレッチ体操・後期（全17回）
11月11日～平成28年3月16日の水曜
日9時15分～10時15分／体操に支障の
ない中高年80人 ／3,500円（全回分、
保険代含む）  申込み▶10月7日（水）ま
でに と年代を明記し か
●エアロビクス体操・後期（全17回）
11月11日～平成28年3月16日の水曜日
10時30分～11時30分／体操に支障の
ない人70人 ／3,500円（全回分、保険
代含む）  申込み▶10月7日（水）までに

と年代を明記し か
●やさしいパワー YOGA・後期（全13回）
11月2日～平成28年3月28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）  申込み▶10月5日（月）までに

と年代を明記し か
●やさしいヨガ・後期（全13回）
11月2日～平 成28年3月28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）  申込み▶10月5日（月）までに

と年代を明記し か
●韓国語・入門（全5回）
10月14日～12月2日の水曜日10時～11時
30分／20人 ／2,500円（全回分） ▶
●絵本のとびら（全3回）
9月30日、10月14日・28日いずれも水曜
日10時30分～11時45分／1歳6か月まで
の子と保護者12組 ／1組1,500円（全
回分） ▶ （10時から も可）
●親子美クス2期（全5回）
10月2日・16日・30日、11月20日、12月4
日いずれも金曜日10時～11時／あんよ
ができる頃～未就園児と保護者30組

／2,500円(全回分)  ▶
●わくわく科学実験室
手作りカメラを作ろう／10月24日（土）
10時～11時30分／小学生20人 ※2
年生以下は保護者同伴／700円  
▶ （10時から も可）
●アートワークショップ
　「みんなの海と大地
　  ～それぞれの青と緑～」（全2回）
地区センターの壁に大きな地球のオブ
ジェを作りましょう／10月3日（土）・31
日（土）9時30分～11時／年中～小学生
15人 ／1,000円（全回分）  
▶ （10時から も可）

休館日◆9/24（木）   ・  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：10月20日（火）10時30分～
11時30分 ②リズミック：10月22日（木）
10時30分～11時30分／未就学児と保
護者／① ・無料、②15組 ・1組200円
申込み▶②のみ、開催日の1か月前から

か
●ログのハロウィン
ハロウィンの仮装と工作／10月29日

（木）～31日（土）9時～17時／小学生以
下 ※未就学児は保護者同伴／

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

新栄地域ケアプラザ

●行政書士無料相談会
相続や成年後見などの権利擁護に関する
ご相談／10月10日（土）13時30分～16時
30分／8組（1組40分程度）   ▶
●おもちゃドクター養成講座（全3回）
おもちゃ修理のボランティア募集／11
月21日、12月12日、平成28年1月9日いず
れも土曜日10時～16時／16人  ▶

休館日◆9/14（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
前から前日までに か 。持ち物は問
合せを
●足つぼ・足もみ健康法（全6回）
病気を予防し、体質改善をはかりましょ
う／10月7日～12月16日の隔週水曜日
10時～11時30分／20人 ／3,500円（全
回分、材料費込）  ▶
●トーンチャイムを楽しもう！（全5回）
初めての人でも簡単に楽しめる楽器で
す／10月18日（日）、11月1日（日）・15
日（日）・29日（日）、12月12日（土）10時
～11時30分／小学生～大人20人 ／
1,500円（全回分）  ▶  
●気軽に体験してみよう！
　できたてパン屋さんのパン（全3回）
おもてなしにもできるパン作り／10
月20日、11月10日、12月8日いずれも
火曜日9時30分～12時30分／16人  
※子ども同伴不可／2,700円（全回分）  
▶
●ロビーコンサート
9月26日（土）14時～15時：ジャズピアノ・
コンサート／10月3日（土）14時～15時：ア
コースティックギター・コンサート／
●野菜たっぷりベジ・キッチン
　～常備野菜で時短料理～
10月6日（火）10時～13時／16人  ※
子ども同伴不可／1,200円  ▶

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
●里山まつり2015
模擬店、餅つき、竹細工体験、コンサー
トなど／10月25日（日）11時～15時（コ
ンサートは12時30分開始）／
●秋の野鳥観察会
10月18日（日）8時～11時／30人 ／300
円  ▶
●サツマイモ掘り体験
11月7日（土）10時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／30人 ／300円  ▶
●秋のドングリ観察会
11月1日（日）9時～12時／300円／
●ジュニアくらぶかんさつ会
11月22日（日）13時～15時／レストハウ
ス集合／30人   ▶
●里山講座
11月15日、12月13日、平成28年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  ▶

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

加賀原地域ケアプラザ

申込み▶ 行事は開催1か月前から
か か を明記し
●セルフリンパマッサージ
自宅でできるリンパマッサージを専門
家から学びます／10月13日（火）10時～
12時／20人 ／300円  ▶
●ようこそニューフェイス＆すくすくプラザ
保育士さんと遊ぼう！／10月8日（木）
10時～11時30分／

 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

●おはなし会
親子で遊べる手遊びと楽しいおはなし
満載です／9月24日（木）11時30分～11
時50分／未就学児と保護者／

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
●あつまれ  都筑のニューフェイス！
都筑区外から引っ越してきて、お友達が
ほしい人、ぜひご参加ください／10月
15日（木）・16日（金）10時30分～11時30
分／未就学児と家族各回12組   ▶
●なるほどトーク
　「きょうだい児の子育て」
10月17日（土）14時15分～15時30分／
きょうだい児を子育て中の未就学児の
保護者6人 ※子ども同伴可  ▶
●パパのアトリエ
　部屋中らくがきしちゃおう！
10月2日（金）・3日（土）10時30分～16時／
●おしえて！保育コンシェルジュさん
保育園・一時保育についての相談／9
月15日（火）13時～16時／1人15分程度

／
●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／9月30日（水）、10月10日（土）
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！／9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／10月2日

（金）・10日（土）10時～16時、10月17日（土）
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害のある子と
家族のポポラ体験／9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！／9月24日（木）10時
30分～12時頃 ※雨天時は10月1日（木）に
延期／ききょう公園（中川五丁目10）／

休館日◆9/24（木）　  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
 my-plaza@tsuzuki-koryu.org

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

●日本語ボランティア入門講座
①10月21日（水）「ボランティアをはじ
める前に」講師：林田育美 ②10月22日

（木）「日本語の教え方（1）」講師：梅澤理
香 ③10月23日（金）「日本語の教え方

（2）」講師：川口世津子／10時30分～12
時30分／活動を始めてから半年程度
の人、またはこれから始めようと思っ
ている人20人 ／1,000円（全回分）
申込み▶9月11日（金）10時から か
か、 を明記し か

休館日◆9/29（火） 
 941-8385   941-8387

〒224-0062  が谷2-2

都筑プール

申込み▶ 9月11日（金）から
●日曜短期水泳教室
10月4日～10月25日の毎週日曜日幼児ク
ラス①10時30分～11時20分 ②11時30分
～12時20分 ③初心クラス12時30分～13
時30分 ④初級クラス14時～15時／①②
４～6歳児各クラス8人 ／③④小学生各
クラス15人 ／3,520円（全回分）  ▶
●未就園児水泳教室
10月7日～10月28日の毎週水曜日①10
時45分～11時15分 ②11時30分～12時
／オムツが取れている子～3歳児各ク
ラス8人 ／1回600円  ▶
●ウォーターボール体験
10月12日（月・祝）①11時～12時 ②14時
～15時／3歳児以上15人  ※3～5歳
児は保護者（18歳以上）同伴  ▶
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休館日◆9/14（月）、9/28（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

申込み▶ 行事は9月11日（金）から か
●「七五三着物で写真」受付
撮影日：11月8日（日）／女児：満3歳・満
7歳、男児：満5歳 ※11月15日時点／15
人 ／3,000円（前金制、別途着物レン
タル料など）
申込み▶9月19日（土）15時から （9月
20日（日）以降は も可）
●アート茶会「森のお茶会」
11月1日（日）①11時～12時 ②13時～14
時／各回10人 ／各回1,000円  ▶
●はぎれ草履講習会
10月25日（日）9時～12時／12人 ／800
円／持ち物は問合せを  ▶
●ダンスパフォーマンス＆トークショー
　「宙（そら）に舞い散る光と音」
10月31日（土）17時～18時／5歳児以上40人

 ※4歳児以下入場不可／1,000円  ▶
●お茶室カフェ
9月21日（月・祝）・22日（火・祝）／10時～
16時／コーヒーなど300円～／
●アーツ＆クラフツガーデン
手作り品などの販売／10月12日（月・祝）
11時～15時／
●第6回多世代あそびフォーラム
わらべうたや切り絵など／10月10日

（土）11時～15時／
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎／9月16日（水）11時～11
時30分／
●手打ちそば講習会
11月21日（土）9時30分～13時／高校生
以上28人 ／1,000円／持ち物は問合
せを  ▶
●土曜しの笛コンサート
9月12日～10月3日の毎週土曜日11時
30分～12時 ※荒天の場合は中止にな
る可能性あり／

休館日◆9/17（木）、10/1(木) 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

●手打ちそばを食べませんか
9月25日（金）11時30分開始 ※小雨決
行／40食 ／1人前500円／
●親子読み聞かせ（絵本・紙芝居）
9月16日（水）10時30分開始／約10組

／
●犬のしつけ教室
9月12日（土）10時開始 ※雨天中止／犬
を連れて参加／太鼓橋竹林前集合／
●古民家俳句作り教室
女優・藤田美保子さんと俳句を楽しみ
ませんか／9月16日（水）13時30分～16
時／1,500円／

休館日◆9/15（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

●当日受付教室のご案内
当日のお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円込み）など。詳細は で

休館日◆9/28（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

※一時託児あり。4日前までに （910-
5724）で要予約。詳細は問合せを
●女性のためのパソコン講座
ビジネスメール＆就活ネット検索／10
月19日（月）10時～15時30分／女性12人

／5,100円（参加費の免除あり）
申込み▶10月17日（土）までに （862-4496）
9時～17時（第4木・日曜日・祝日除く）か
●骨盤底筋体操入門編
9月18日（金）10時～11時15分／女性20
人 ／520円／

 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
9月27日（日）田村緑、ゲスト：ローズ・シェ
ン／10月11日（日）岸浪愛学・今野沙知恵・
窪田脩子／各日12時～12時40分／
●あざみ野寄席
出演：二代目金原亭馬玉・翁家和助／10
月3日（土）14時開演（13時30分開場）／
80人 ／大人1,500円、子ども（小学4
年～中学生）1,000円／一時託児あり
申込み▶9月19日（土）必着。 を明
記し か か
●あざみ野カレッジ
　「わからない」からのスタート！
　 現代アート鑑賞はじめの一歩
講師：天野太郎（主席学芸員）／10月25日

（日）14時～15時30分／高校生以上40人
申込み▶10月13日（火）必着。 と講
座名を明記し か か

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

中川地域ケアプラザ

●一級建築士の落語家が教える！
　悪質リフォーム詐欺
10月13日（火）13時30分～15時30分／
30人
申込み▶9月11日（金）から か
●ママのための「陰ヨガ」体験（全4回）

「かわりばんこ」保育で「私時間」を楽し
もう／10月22日～12月3日の隔週木曜
日9時45分～11時30分／全回参加でき
る生後4か月～未就園児と保護者16組

／各回1組500円
申込み▶9月28日（月）10時から か
●歴史ウオーキング
　～むかし海だったところ、島だった
　　ところを歩いてみよう～
10月31日（土）9時15分～12時／小学校
高学年25人
申込み▶9月29日（火）10時から か

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9月11日（金）から か
●頭のアンチエイジング講座
講師：杉浦史晃氏／10月23日（金）13時
30分～15時30分／20人   ▶
●子どもをひきつける紙芝居の演じ方講座
講師：本多ちかこ氏／10月5日（月）10時
～12時／30人 ／500円  ▶

休館日◆9/14（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9月11日（金）から
●地区センターまつり
団体作品展示・発表、早渕中学校吹奏楽
部・合唱部、カラオケ大会、模擬店など
／10月24日（土）・25日（日）10時～15
時 ※各行事の時間は問合せ／
●体幹を鍛えるヨガ（全3回）
10月30日～11月27日の隔週金曜日13時～
14時30分／20人 ／1,500円（全回分）  ▶
●つづき五山めぐり講座（全3回）
講義、見学／①吾妻山公園、都筑中央
公園、中川八幡山公園（仲町台地区セン
ター集合） ②大塚・歳勝土公園（横浜市
歴史博物館集合） ③茅ヶ崎城址公園

（現地集合）／10月31日、11月7日・28日
いずれも土曜日10時～12時／20人
／1,500円（全回分） ▶
●みんなで歌おう後期（全5回）
11月14日、12月19日、平成28年1月16日、
2月20日、3月19日いずれも土曜日10
時～11時30分／50人 ／2,200円（全
回分） ▶
●保育ボランティア講座（全3回）
11月25日、12月9日・16日いずれも水曜
日10時～11時30分／15人 ／1,200円

（全回分）  ▶
●小筆講座（全3回）
10月20日・11月17日・12月15日いずれ
も火曜日10時～11時30分／20人 ／
1,500円（全回分）  ▶
●百人一首基礎講座（全3回）
11月21日、12月5日・19日いずれも土曜
日10時～12時／小学4年生以上20人

／2,000円（全回分）  ▶
●ロビーコンサート
エイトドッグズ・ソノターズ／10月3
日（土）13時30分開始／

休館日◆火・金曜日   ・  591-7240　
〒224-0023  東山田二丁目9-1

東山田中学校コミュニティハウス

●おやこのひろば後期（全6回）
リラクゼーション体操やマッサージ／9
月17日、10月1日・29日、11月5日・19日、12
月3日いずれも木曜日10時～11時／1～
3歳児と保護者20組 ／1組2,400円

（全回分） 
申込み▶10月1日（木）までに を
明記し か
●お月見JAZZライブ
9月26日（土）18時30分～19時30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9月11日（金）から か
●ポールウォーキング（全2回）
9月19日（土）・26日（土）9時30分～11時30
分／南山田町内会館／65歳以上の人
20人   ▶
●ほっと茶屋
介護者同士で集ってお喋りしましょう／
9月29日（火）13時～14時30分／介護者・
介護を終えた人15人 ／100円  ▶

休館日◆9/28（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

●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（9月14日、10月5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（9月15日・29日、10月6日） ④ソフ
トエアロ／12時20分～ ◆水曜日（9月
16日・30日、10月7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（9月11日・18
日・25日、10月2日・9日） ⑦＊金曜ズンバ
／10時35分～11時20分 ◆土曜日（9月
12日・19日・26日、10月3日・10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（9月15日・29日、10月6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（9月12日・19日・26日、10月3日・10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／9月
16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

◆「行政書士相談」では、例えばこんなご相談ができます◆

相談時間 　毎月第1・3金曜日13時～16時（1人30分間）
申込み 　 か で随時受付（平日9時～17時）

問合せ・申込先  広報相談係（区役所1階総合案内窓口）
 948-2221～2223  948-2228

行政書士は、役所に提出する許認可などの申請書類の作成並びに提出手続
代理、遺言書などの権利義務、事実証明及び契約書の作成などを行います。

区役所で受けられる
無料
特別相談

◆市民対象
◆回数制限なし行政書士相談

●相続　●遺言　●離婚　●成年後見　●契約関係　など

都筑区役所　特別相談 検索▶弁護士、司法書士、税理士による相談もあります
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催  し
●「さくら草」第3回作品発表会

水彩画を中心に自由に楽しく描いた作
品を発表します／9月10日（木）～16日

（水）／区総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶さくら草の会

・ 592-8963
●第5回「鳥好会展」
　木彫りの鳥の展示

都筑センターを活動拠点とする鳥好会
が制作した作品をお楽しみください／
10月1日（木）12時～6日（火）15時まで／
横浜そごう9階市民プラザ／
問合せ▶鳥好会　 ・ 591-3112
●学童合同まつり

フリーマーケット、ゲーム、PRタイム
（13時30分開始）など／10月11日（日）10
時30分～14時 ※雨天中止／センター
南駅前すきっぷ広場／
問合せ▶北山田こどもクラブ　福本

911-9153

●マンション管理組合の交流会
横浜市建築局との協働事業として管理
組合役員の交流会を行っています／毎
月第1日曜日9時30分～11時30分／仲町
台地区センター中会議室／
問合せ▶横浜市マンション管理組合サ
ポートセンター　半田

090-3591-7224
●連続歴史講座
　「中世の戦争と平和」（全3回）

中世の戦争の講和のやり方、戦争と
平和の関係など、戦争の本質に迫る！
講師：盛本昌広氏／10月3日（土）・17日

（土）・31日（土）14時～16時／横浜市歴
史博物館／170人 ／1,500円（全回分）
申込み▶ と講座名、どこで開催
を知ったかを明記し 。9月24日（木）
必着。
問合せ▶〒223-0066 港北区高田西三
丁目15-11　杉木方
横浜歴博もりあげ隊事務局

080-4896-4677

 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41回都筑区民硬式テニス
　ワンデーミックス大会

11月8日（日）・22日（日）・28日（土）／都田
公園／詳細は をご覧ください。
申込み▶9月11日（金）から でお申し
込みください。
都筑区テニス協会 検索

問合せ▶都筑区テニス協会事務局
tudukittennis@gmail.com

募  集
●パッチワークサークル「糸車」
　会員募集

初心者歓迎／毎月第1水曜日12時30分
～15時／仲町台地区センター／成人／
2か月3,500円
申込み▶ か を明記し
問合せ▶飯田　 ・ 945-3630
●都田西小学校はまっ子ふれあい
　スクールアシスタント
　パートナー募集

週2・3日（週1日も可）放課後～18時頃／
都田西小学校／10人 ／時給956円
申込み▶ か を明記し
問合せ▶西田　 ・ 933-7690
●混声合唱団「夢のつづき」
　団員募集

団員50人、うち男声8人、特に男声歓迎。
年3・4回ステージあり／毎月第2・4日曜
日9時30分～12時30分／つづきの丘小
学校コミュニティハウス／成人／入会
金1,000円、月会費2,000円
申込み▶ または （見学可）
問合せ▶柏木　 941-6838

▶▶6ページからのつづき

お知らせ
都筑図書館　イベント情報

各催しの問合せ▶都筑図書館
948-2424　 948-2432

◆都筑区読書活動推進＆二十歳（はたち）
の都筑図書館記念事業「未来につなぐ本
のあるまち＠横浜・都筑フォーラム」
本の楽しみや図書館の多様性を「まち
づくり」の観点から取り上げます。
日時10月17日（土）13時30分～16時30分
第1部：基調講演 礒井純充氏（社団法人
まちライブラリー代表理事） 第2部：活
動報告 つどおうJiJiBaBa隊ほか2団体
会場区役所6階大会議室
定員80人
申込み▶9月15日(火)から か
◆仲町台地区センター＆都筑図書館　
開館20周年記念事業「先生は横浜F・マリノ
スのコーチ！子どもの丈夫な体づくり教室」
食育講座と実際に体を動かしながら親
子で体操やストレッチを行います。
日時9月27日（日）10時～11時15分
会場仲町台地区センター体育室
対象市内在住の小学1･2年生と保護者30組
申込み▶9月11日（金）から か
◆くまさんのおはなし会
日時10月8日（木）①10時～10時25分 ②
10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▶9月17日(木)から か

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 9月8日・29日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 9月10日・24日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 9月3日・17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2月出産予定の人 
　→10月2日・9日・16日・23日いずれも金曜日
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

10月13日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

10月28日（水） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

対象▶0歳児～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

9月2日（水）・3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

9月11日（金）午前、10月9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

10月19日（月）午前→9月18日（金）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

9月10日・24日、10月1日・8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

9月15日（火）午後、10月13日（火）午前・23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

10月13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

10月19日（月）午前→9月15日（火）～10月1日（木）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

◆◆◆

◆◆◆


