
営業時間 夏期のみ営業（9月6日（日）まで。期間中無休）：9時〜18時
　　　　　（山崎公園子ども用プールは16時まで） ※水浴は10分前まで。

営業時間 平日：9時30分〜22時30分、土日祝：7時30分〜21時30分、
　　　　  年末年始、毎月第4火曜日は休館。※7・8月は無休。

水着・水泳帽子の着用やオムツの取れていない子どもの入場などについては
各施設により取扱いが異なりますので、各施設へお問い合わせください。

●円形プール・25メートルプール：小学2年生以上。小学1年生以下の児童
は、水着着用の保護者（18歳以上）1人につき、1人利用できます。

●幼児プール・子ども用プール：小学1年生以下。幼児は、水着着用の保護
者(18歳以上）1人につき、2人利用できます。

●未就学児は、保護者（16歳以上）
1人につき、3人利用できます。

●浮き輪などの遊具の使用につい
ては、施設へお問い合わせくだ
さい。

●お得な回数券もご利用ください。

●未就学児及び身長120センチメートル未満の児童には、保護者（16歳以上）の
同伴が必要です。

●18時以降の小中学生の利用には、保護者（16歳以上）の同伴が必要です。
●教室・コース貸切による利用制限、大会などでご利用いただけない場合がありま

すので、事前にご確認ください。

施設名・問合せ先・交通機関 プールの種類 料　金

茅ケ崎公園プール
941-2802（営業期間中）

茅ケ崎南一丁目4
向原バス停下車または
仲町台駅徒歩15分

◆円形プール
◆幼児プール

◆大人
   1時間200円
◆子ども（小学生以下）
   1時間100円

山崎公園プール
912-6011（営業期間中）

中川四丁目19
中川駅徒歩7分

◆25メートルプール
◆子ども用プール

◆25メートルプール
  1時間100円
◆子ども用プール
   1時間60円

問合せ先・交通機関 プールの種類 料　金

941-8385
が谷2-2

都筑ふれあいの丘駅
徒歩2分

◆25メートルプール
◆児童プール
◆幼児プール

◆大人400円
◆子ども100円
  （3歳〜中学生）
◆65歳以上（市内在住で、
　「濱ともカード」や免許

証・保険証の提示がある
場合）200円

問合せ先・交通機関 プールの種類 料　金

592-0453
北山田七丁目3-1
北山田駅徒歩5分

◆メインプール（50メートル）
◆サブプール（25メートル×2）
◆ダイビングプール

◆大人
   2時間700円
◆子ども
　（中学生以下）
   2時間350円

営業時間 夏期（8月31日（月）まで。期間中無休）：9時〜20時（日曜日は17時まで）／
　　　　  通年：10時〜20時（日曜日は17時まで）、年末年始・毎月最終火曜
　　　　  日（祝日の場合は翌日）は休館。

都筑プール区内の市営公園プール

横浜国際プール

対
象

山崎茅ケ崎

都筑プール成人水泳教室
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夏休みはズーラシアへ行こう！
都筑区民特別優待割引券をプレゼント！
※詳しくは7ページをご覧ください。

  ［ふるさと・にぎわい］  プールで暑さを吹き飛ばそう！

  ［特集］ 楽しみながら盛り上げよう！都筑の商と農

   9月5日（土）認知症フォーラム開催

  ［連載］ お困りごとQ&A（第3回） 自宅前の歩道と車道の段差を解消したいのですが…
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講演・講座
健康づくり係　講座のお知らせ

各講座の問合せ▶健康づくり係　
948-2350　 948-2354

◆おやこヘルスアップセミナー
①パクパクくらす：食事や健康を振り
返る体験講座です。ママやパパのた
めの骨密度測定やお手軽料理の試食
も！ 
②体操くらす：お子さんと一緒に親子
で楽しく体操します。ママやパパのた
めの体内年齢測定も！
日時①9月9日（水）10時～11時30分
②9月14日（月）10時～11時30分 
※いずれも受付は9時45分～9時55分
対象区内在住の2歳～就学前の子と
保護者各クラス20組  ※保護者のみ
の参加可
申込み▶健康づくり係（ 948-2350）
へ8月11日（火）から
◆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】赤ちゃんと一緒に楽しく遊び
ながらの体操（2日間で1コース）
日時9月15日（火）・29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・申込先▶新栄地域ケアプラザ（
592-5255）へ8月18日（火）10時から

土曜両親教室

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9月12日（土）13時30分～15時30分
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
申込み▶8月12日（水）10時から
会場・申込先▶都筑区子育て支援セン
ターポポラ 912-5135 912-5160

お知らせ
新治恵みの里　秋の新米体験（全3回） 

日時稲刈り:10月3日（土）13時30分～
15時30分、脱穀:10月下旬13時30分～
15時30分、釜戸炊き:11月〜12月9時30
分～13時
場所新治小学校近くの水田（JR横浜
線十日市場駅徒歩約15分）
対象市内在住の家族・グループ（個人
参加可）15組程度
費用1組7,000円（体験した玄米15キ
ログラム、保険料を含む）
申込み▶にいはる里山交流センター

「新米体験係」（ 937-0898 info@
niiharu.jp）へ参加者全員分の
を明記し か 。8月18日（火）必着。
問合せ▶北部農政事務所農業振興担当

948-2481　 948-2488

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

◆夏の特別おはなし会
日時8月22日（土）①10時30分～②11
時30分～ ※各回30分程度／
対象幼児（1人でおはなしを聞ける子）
～小学生
◆『八月の光』を読む〜あの日を知る人々
の記憶  本を通して戦後70年を振り返る〜
市

し

井
せ い

の人々の経験した戦争の歴史を振
り返る、展示と朗読会です。
日時資料展示:8月1日（土）〜8月25日

（火）、朗読会:8月15日（土）11時～12時／
◆学校図書館環境整備講座

「学校図書館ボランティア　はじめの一歩」
ボランティア活動のハテナ？を実習
を交えながら解説します。
日時9月11日（金）：図書館の基本を知
ろう、9月18日（金）：本の修理をやっ
てみよう、いずれも10時～12時
会場区役所5階第1会議室
定員市内小中学校で学校図書館の環
境整備ボランティアをしている人、各
日20人
申込み▶8月20日（木）9時30分から か
◆8月の定例おはなし会
日時8月19日（水）15時30分～16時／
対象1人でおはなしを聞ける子 ※保
護者の付き添いは要事前相談
◆くまさんのおはなし会
日時9月10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▶8月27日（木）から か
◆生きもののつながり（生物多様性）展

「生きもののつながりキャンペーン
2015」に関連した展示
日時8月4日（火）〜8月16日（日）／
◆認知症を知ろう〜理解を深める展示〜
日時9月1日（火）〜9月10日（木）／

ブルーベリー狩りへ行こう！

日時8月27日（木）10時～12時
場所マルイファーム（東方町991番地）
対象区内在住の子と保護者50組
費用大人（小学4年生以上）：1,000円、
子ども（3歳～小学3年生）：500円
申込み▶8月11日（火）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

里親制度説明会のお知らせ

児童相談所では、親元で育つことので
きない子どもを温かい愛情をもって
育ててくださる里親家庭（特に短期預
かり）を求めています。先輩里親さん
のお話もあります。
日時8月24日（月）10時～11時30分
会場区役所6階B会議室
対象健康で子育てが可能な年齢の人
申込み▶事前に
問合せ▶北部児童相談所里親担当

948-2441　 948-2452

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　8月17日（月） ● 9月24日（木）
都筑公会堂の休館日　8月21日（金）まで　　　　　　　● 9月24日（木）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 211,350人 （平成27年7月1日現在・前月比16人増）
世帯数…80,494世帯（平成27年7月1日現在・前月比14世帯増）
交通事故発生件数…279件　
　死者2人／負傷者331人（平成27年1月1日～5月31日）
火災発生件数…15件（平成27年1月1日～6月30日）

※都筑区総合庁舎の
   外壁改修工事のため

　道路についてのお悩み・疑問点などは、都筑土木
事務所にご相談ください。

　土木事務所は、皆さんの使う道路が安全で使いやすくなるように管理
しています。道路の使い方などで分からないことがありましたら、お気軽
にお問い合わせください。

問合せ 都筑土木事務所　 942-0606　 942-0809

自宅前の歩道と車道の段差を
解消したいのですが…

お困りごと

【連載/全12回】

第3回

土木事務所にも
相談しながら、切り下げ
工事が無事に完了。

スムーズに車庫入れができる
ようになりました。

1　Aさんは新しく車を買うので、
自宅にガレージを設けようと考
えましたが、自宅前の歩道と車道
に段差があり、このままでは車を
入れることができません。

相談者
Aさん

2　以前、自転車で走っていて、乗
上げブロックに引っかかり転ん
だことがありました。

4　乗上げブロックは、衝突や転
倒、雨水の流れを止める原因とな
り危険です。土木事務所に申請※

をすれば、ご自分の費用で歩道の
「切り下げ」工事を行うことがで
き、使い勝手が良くなります。
※これを「自費工事申請」といいます。

3

◀土木事務所職員

必要なものを必要な分だけ買おう！　食材を無駄なく使い切ろう！
料理は全部食べ切ろう！

「食べ物のもったいない」を減らすひと工夫

問合せ  資源化推進担当　 948-2241　 948-2239

区 民 の み な さ ん へ の お 願 い

　生ごみの80％は水分です。生ごみの水分は悪臭の主な原因です。

　横浜市では年間約2万トンもの「手つかず食品」が捨てられています。
「手つかず食品」を減らすことで、ごみの減量だけでなく、食材の無駄買い
を減らすことができます。

水に濡らさない！しぼって乾かす！
ごみ出し前にひとしぼり！

嫌な臭いが減る ごみ出しもラクラク
発電量がアップ

◆ 水切りで ごみも臭いもスッキリ！

◆ 減らそう！食べ物の「もったいない」

水分を減らす工夫をしよう 水切りをすると

道路上に乗上げ
ブロックを置いては
いけないと聞いた
ことがあるし、
どうしたら
いいのかな…

　社会保障・税番号制度の導入に伴い、1人1つの「マイナンバー」が付番され
ます。10月以降、住民票の住所宛てに、世帯単位でマイナンバーの通知が郵
送されます。
　マイナンバー制度の詳細については、
全国共通ナビダイヤル（平日9時30分～
17時30分）へお問い合わせください。

10月から、社会保障・税番号（マイナンバー）を通知します
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有効期限：平成27年8月31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。

有効期限：平成27年8月31日（月）まで
本券1枚につき最大4名様まで有効

キリトリ

問合せ・申込先  企画調整係「都筑農業ボランティアの会」担当 
948-2226　 948-2399　 tz-plan@city.yokohama.jp

問合せ・申込先  環境衛生係　 948-2358　 948-2354

問合せ・申込先  高齢支援担当　 948-2306　 948-2490 問合せ  よこはま動物園ズーラシア　 959-1000　 959-1450

ズーラシアへ行こう！

都筑農業ボランティアの会

団体スキルアップゼミ

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

　都筑区動物愛護週間イベントの一つとして、長寿ペットの写真を
展示し、飼い主に表彰状を贈呈します。
　都筑区動物愛護週間イベントは、9月30日（水）13時～10月2日

（金）15時、区総合庁舎1階区民ホールで開催します。
対　象  長寿犬： 区内で畜犬登録されている大型犬13歳以上、中小型

犬は15歳以上
　　　 長寿猫： 区内で飼育されている猫17歳以上
　　　 ※年齢は、いずれも平成27年9月20日現在。
その他、自慢のペットの写真も展示します。種類、年齢は問いません。
申込方法  8月31日（月）必着。応募にはペットの写真（2L判）と応募票が

必要です。詳細は か区役所2階25番窓口（環境衛生係）でお
問い合わせください。

公園や道路で犬を放してはいけません
　犬を連れて外出するときは、犬の迷子や犬が
事故に遭うのを防ぐため、必ずリード（引き綱）
を付けましょう。公園や道路など公共の場所で
は犬を放さないでください。

犬のフンは飼い主が始末しましょう
　公園や道路は犬のトイレではありません。 
フンは自宅に持ち帰って処理してください。 
おしっこも水で洗い流してください。

　「ステップアップをしたいのに機会がない、方法がわからない」「リーダ
ーのなり手がいない」など、団体活動の悩みを解決するための秘策を講師
と共に考えてみましょう。

　都筑農業ボランティアの会では、都市農業への理解や地産地消の推進
を目的として、都筑区と協働でさまざまな企画を行っています。農業に関
心のある人が集まり、協力農家での農業指導を受け、知識や技術を身に付
けて区内農家の担い手としてのボランティア活動や、料理教室や収穫体
験など地産地消のイベントを実施しています。

活動場所 東方町農業専用地区内（源東院バス停から徒歩5分）
対　象  区内在住・在勤で、日曜日を除く週1～3日午前中の農作業が可能

な、おおむね70歳以下の人

　都筑農業ボランティアの会が、繁忙期など農作業のお手伝いにうかが
います。（高度な技術を要するお手伝いなど、ご期待に添えないものもあります。）

対　　象 区内に農地を持つ農家
ボランティア概要 収穫作業、出荷準備、除草など農作業全般
　　　　　　 ※賃金、食事など謝礼の提供は不要です。

作業可能時間 9時30分頃～12時頃（詳細は応相談）

●リアル恐竜体験ライブショー
日　時 8月1日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日）・22日（土）・23日（日）
  いずれも15時30分～、16時30分～、18

時30分～　各回約20分
内　容  全長4.5メートルのラプトル2頭と初登場

の新型大型恐竜が、まるで生きているか
のように暴れまわります！子どもから大
人まで楽しめる体験型ライブです。

会　場 ズーラシア内 ころころ広場／

●どうぶつZooむ（ず～む）・アップ
　アフリカの中部や南部に生息している、ケープハイ
ラックスが、4月に全面開園した「アフリカのサバンナ」
に仲間入りしました！岩登りが得意で、体はずんぐり
むっくりで足も短いですが、驚くほど身軽に岩山を駆
け登ることができます。ぜひ観察してみてください。

●パネル展  日　程 9月2日（水）〜9月9日（水）      会　場 区総合庁舎1階区民ホール
●資料展示  日　程 9月1日（火）〜9月10日（木）  会　場 都筑図書館

　近年、認知症の人は増加し、徘徊高齢者については社会問題になっていま
す。都筑区は認知症の人も住みやすいまちづくりを目指しています。今回の
講演会を機に、認知症の人を地域で支える仕組みづくりを学びませんか？
日　時 9月5日（土）14時～16時（13時30分開場）
会　場 横浜市歴史博物館講堂（中川中央一丁目18-1）
講　師 認知症介護研究・研修東京センター　永田  久美子 氏
内　容  第一部　基調講演「認知症の人を地域で支える」～みんなでつな

　　　　がりみんなで動く～
　　　  第二部　シンポジウム　パネリスト：東山田小学校6年4組／グループホーム

　　　　　　朝日のあたる家職員／ 認知症予防カフェ「コツコツ」スタッフ
定　員 150人（定員を超えた場合は抽選。落選者のみ9月1日（火）までにお知らせします。）
申込方法 8月28日（金）までに か

時　間 10時～12時
会　場 区役所6階大会議室（一部場所が変わります）
定　員 20団体  ※託児あり：1歳～未就学児5人
申込方法  8月11日（火）から か、 、所属団体名、メールアドレス、託児

希望の有無（希望する場合はお子さんの性別・年齢）を明記し

　今どきの子どもたちの放課後の様子を知り、地域の大人と子ども
がつながり、ふれあう場づくりを考えます。子ども（小中学生）と関わ
るのが好きな人を募集します。
日　時 9月26日、10月3日・10日・17日いずれも土曜日9時30分～11時30分
会　場 仲町台地区センター　 定　員 30人
申込み  チラシ（区役所5階52番窓口、区役所1階都筑区民活動センタ

ーで配布）か をご確認の上、 か

回 日　程 テーマ
1 10月19日（月) 団体運営力アップ～市民活動と地域課題～
2 11月16日（月） 団体運営のコミュニケーション力アップ
3 12月21日（月） 広報力アップ～効果的なチラシの作り方～
4 平成28年1月18日（月）イベントの企画・運営力アップ
5 平成28年2月15日（月）資金力アップ・プレゼンテーション

農作業のお手伝いの様子 区民参加型イベント「収穫体験」の様子

都筑野菜応援事業 検索

 ケープハイラックス

マナーを守って犬との素敵な暮らし

長寿犬、長寿猫の写真を募集します！

参 加 者 募 集

「今どきの都筑の子どもを知ろう！」全4回

同 時 開 催

認知症になっても安心して暮らすために
～地域での見守り活動を学ぼう～

夏休みは
休園日 8月4日（火）・18日（火）・25日（火）、9月1日（火）・8日（火）・15日（火）

8月は、涼しい夜に
動物園へ行こう！

「よこはま夜の動物
園」も開催中です。

詳しくは、
市版16ページを
ご覧ください。

一緒に活動する仲間を募集しています！（随時）

人手不足でお困りの農家の皆さんへ

農業の盛んな都筑区で地産地消を広めよう

参加者＆援農先募集

リードを
付ける

洗い流し
用の水

　国民年金（第1号）に加入している人で、保険料の納付が困難な人のため
の平成27年度分の免除（猶予）申請の受付が始まっています。

詳細については、お問い合わせください。

●対象者（次の❶、❷のどちらにも当てはまる人）
❶区内在住で国民年金（第1号）に加入している人
　（20歳以上60歳未満で国民年金保険料の支払いをしている人）
❷国民年金の支払いでお困りの人
　 ※所得条件がありますのでご注意ください。申請による免除の場合には「申

請者」「申請者の配偶者」「世帯主」、納付猶予（30歳未満）の場合には本人、配偶
者がいる場合は、配偶者のそれぞれの前年所得が政令等で定める一定額以下
であることが条件になります。

●免除（猶予）申請期限
免除・猶予の申請を受付けできるのは納付期限から2年を経過する日まで

国民年金保険料の免除（猶予）申請
平成27年度分の受付が始まっています

問合せ  国民年金係　 948-2331　 948-2339
　　　　 日本年金機構 港北年金事務所　 546-8888

都筑区版 7平成27（2015）年 8 月号



にぎわうプロレス観戦（昨年）

　今年4月、横浜市では「商店街の振興」と「地産地消の推進」に関する条例※が施行されました。
この特集では、それぞれの条例の主旨と、都筑区での取組をご紹介します。これからの季節、
商店街に出掛けたり、農業にふれあったり、都筑の商と農を楽しんでみませんか？
※いずれの条例も、横浜市会の議員が、市民の皆さんの意見を反映して提出した
　議案が可決され、条例（横浜市独自のルール）になった「議員提案条例」です。

楽しみながら
盛り上げよう！都筑の 

　地域コミュニティの担い手としての役割を果たしている商店街の活性化
に向けて、基本理念や、市・事業者（店舗など）・商店会（商店街）・関係団体・
大型店それぞれの責務や、市民の皆さんの協力などが条例で定められました。

　横浜市の都市農業の振興と、市民の皆さんの豊かな食生活の向上に向けて、
市・生産者・事業者（店舗など）・市民の皆さんが協力・連携しながら、地産地消

（市内でとれた農畜産物を市内で消費すること）などに取り組んでいくよう努
めることが、条例で定められました。

　都筑区では現在、9つの商店街※が都筑区商店街連合会に加盟しています。古くか
ら親しまれているお店とともに、個性豊かなイベントなどを通じて、商店街の新し
い一面を発見できるかもしれません。ぜひ、お近くの商店街へ出掛けてみませんか。

　石川さんは6年前まで
ホウレンソウと小松菜を
中心に栽培していましたが、お客さんの「こんな野
菜を作ってほしい！」というニーズに応えていく
うち、今では年間約60品種の野菜を手掛けるよう
になりました。
　こだわりを伺うと「農薬をできるだけ使わないで
育てることですね。地元だから提供できる採れたて
を、おいしく食べてもらえるのが喜びです」と、目を
細めます。
　また、野菜の価格が高騰する中、キャベツを一玉
100円で販売していたことも。輸送費などが掛から
ない分、地元では低価格での販売に努めているそう
です。
　直売所では、その日の朝採れた野菜を販売してい
ます。「朝採れは格別だよ」と、石川さん。採れたての

おいしさを求
め て、常 連 さ
んが足しげく
通ってきます。

　平本さんは赤い卵と白い
卵、2 種類のニワトリを東方
町の農業専用地区で育ててい
ます。
　「 1羽の鶏を2羽用の飼育
ゲージで飼育するなど、スト
レスを少なくするよう心掛け

ています。餌に着色料を添加せず、自然に近い形で
産卵させるのが私のこだわり。手間が掛かる分、
おいしかったよと言われると、とても嬉しい。地元
の卵の強みは鮮度！ぜひ生で食べて味わってほし
いですね」と話します。
　現在、横浜初のブランド鶏の開発に携わっている
平本さん。肉用鶏への挑戦が始まっています。

　石川さん、平本さん、吉野さんをはじめ、区内農家の皆さんが生産し
た季節の野菜や卵を購入できます。スーパーでは見かけない珍しい
野菜があることも！マイバッグをご持参の上、ぜひお越しください。
日 時 毎月第2・4土曜日9時30分～12時  ※売り切れ次第終了
会 場 都筑区総合庁舎 正面入口前

　区内には、地元だからこその新鮮な都筑野菜を味わったり、買ったりで
きるお店がたくさんあります。区役所 では、都筑野菜のPRにご協力い
ただいている店舗の情報やインタビュー記事などを公開中です！
詳しくは

※10月以降の出店者については
　決まり次第 でお知らせします。
　詳しくは

　吉野さんはトマト、
大根、ホウレンソウ
など年間約100品種
の野菜を、朝市や自
宅での直売向けに、
都市部の露地畑で生
産しています。
　「朝市には『ここで買う野菜は新鮮でおいしく
て、安心』と、昔から買いに来てくれている常連さ
んがたくさんいます」と顔をほころばせながらも、

「最近では、新しいお店ができるなど、まちの様子
も変化しており、今までどおりにはいかないこと
もあります。都市農家としてまちの課題と向き合
い、取り組んでいきたいです」と話します。

日 時 8月26日（水）12時～20時　
会 場 えだきん商店街（荏田南五丁目8 他）　

新企画：流しソーメンで涼しい夏を！
　　　 当日先着100人（小学生以下優先）、12時受付開始
　商店街プロレスの迫力満点の試合を間近で観戦でき
るほか、ビンゴ大会、フリーマーケットも開催します！
金魚すくいにかき氷など、夜空に浮かぶちょうちんの
下で屋台を楽しみませんか。

日 時 9月13日（日）10時～15時30分  会 場 センター南駅前すきっぷ広場

　園児たちの鼓笛隊やダンスなど、幅広いジャンルの

ライブパフォーマンスを行います！
カツカレー・焼きそばといっ
た軽食が楽しめる模擬店、
区民によるフリーマーケット
など内容盛りだくさんです！

　1冊1万円で12,000円分のお買い物ができる「よこはまプレミアム商品券」（予約受付は終了しました。残部
数がある場合は二次販売を予定しています）。都筑区では約800店舗（7月15日現在）のお店で利用できます。 
ステッカーを目印にぜひ、お近くの商店街にも足を運んでみてください！
●予約し、当選した場合の引換販売期間：8月21日（金）～9月3日（木）
●引換購入後の利用期間：8月21日（金）～12月31日（木）
詳しくは 　　　　　　　　　　　　　　 問合せ よこはまプレミアム商品券コールセンター 0570-022-118よこはまプレミアム商品券 検索

都筑野菜 検索

都筑野菜 検索

横浜市と連携

日 時 9月15日（火）・16日（水）17時～21時頃
　呑みコンチケットで各店舗のオススメメニュー1品
とアルコール1杯を3軒はしご酒！仲町台駅周辺の約
20店舗が参加し、各店舗が競い合っておいしいお料
理を披露します。

日 時 10月3日（土）・4日（日）10時～17時
会 場 山田富士公園（北山田一丁目4）

　毎年人気のみんなで担ぐお神輿大会、
演舞大会、模擬店、豪華景品の当たる大ビ
ンゴ大会、フリーマーケットなど、秋の空
の下で楽しい1日を！商店街プロレスも
やってくる！

横浜市商店街の活性化に
関する条例 （4月1日施行）

横浜市の都市農業における　　
地産地消の推進等に関する条例 

（4月1日施行）

区役所と連携

8月8日 8月22日 9月12日 9月26日
港北ニュータウンふれあい朝市 都田野菜部 都筑ファーム ふれあい朝市

織茂養鶏場 平本養鶏場 織茂養鶏場 平本養鶏場

都筑区からは腕に自信のある
2店舗がエントリー！
あなたの1票をお待ちしています！

ガチめん！ 検索店舗情報や投票は

※えだきん商店街、川和商店街、北山田
商業振興会、港北ニュータウン中央
商業振興会、センター北商業振興会、
センター南商業地区振興会、中川駅
前商業地区振興会、中川商店連合会、
仲町台商業振興会

　都筑区は、農家戸数が市内18区中第1位（564戸）、農地面積は第2位（263ヘクター
ル…横浜スタジアム約100個分！）※と、市内でも有数の農業の盛んな区です。地元
で採れた新鮮でおいしい野菜や果物、卵などの食材を「都筑野菜」と親しみを込め
て呼んでいます。

 エントリー No.42 
「cafe de きしめん」
500円（税抜）1日10食限定
Asuta café（荏田南五丁目7-9）
営業時間：10時～17時 定休日：木・日曜日・祝日

 エントリー No.43
「とろとろ牛すじうどん」
850円（税込）1日20食限定
居酒屋 おかん家（荏田南五丁目7-7）
営業時間：17時～23時 定休日：月・木曜日

投票期間
8月31日（月）まで！

～汁もの篇～

問合せ  広報相談係　
948-2223　 948-2228

※出典：2010世界農林業センサス

これからの季節、

都筑の商店街がア
ツい！ 採れたて新鮮な

都筑野菜を楽しもう！

都筑区商店街連合会
 栗林会長

◆平本養鶏場（東方町1771）
　 平本  昭文さん

◆中川ふれあい朝市（地下鉄中川駅）
　 吉野  林蔵さん

◆マルイファーム（東方町991）
　 石川  照雄さん

特集

※平成27年7月1日現在

　都筑野菜を選ぶことが、都筑の農業と豊かな緑を守る
ことにつながります。協力店舗では、こうした地産地消
の大切さをPRするリーフレットを配布しています。

区役所と連携

ガチでうまい横浜の商店街めん類NO.1決定戦

すきっぷ広場でのステージパフォーマンス（昨年）

お神輿大会の様子（昨年）

10月24日（土）には、小学生以下の子ども
たちが仮装パレードなどを楽しむ、ハロ
ウィンウォークラリーを開催予定！

　都筑野菜のおいしさが存分に引き出され
た料理や食品の数々を堪能できる、レスト
ラン、居酒屋、ベーカリーやカフェなど

　プロの料理人も愛用！JA横浜のハマッ子
直売所 メルカートきた店（東方町1401）、　
都筑中川店（中川中央1-26-6）をはじめとする直売所やスーパーなど

食べる22店舗※

買う16か所※

気になるお店を
見つけたら、ぜひ訪れて

みてください♪

事業者
（店舗）

出
店
者

生産者

◀マルイファームにて、石川さん（写真後列右
　から2番目）と農業ボランティアの皆さん

▲お孫さんの康一さん

※ポスターは昨年度のものです。

　平成21年から、石川さんのマルイファームで農業指導を受けな

がら、援農活動（農作業のお手伝い）と地産地消の推進に取り組んで

いるボランティアグループです。

　現在会員は40人弱で、週に2～3回、農作業に汗を流しています。夏

はブルーベリー収穫体験、秋は芋掘り、年に数回は都筑野菜を使った

料理教室を開催するなど、農と気軽にふれあえるイベントも数多く

企画しています。「難しく考えずに、自分で土をいじり、収穫して、食

べておいしいと感じる。その経験が、食を考え

るきっかけになれば」と思いを語ります。

区民

会長  野々村  英一さん

ブルーベリー収穫体験
日 時 8月27日（木）

10時～12時  詳しくは6ページへ！
イベント

情報

と 農商
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休館日◆8/25（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062 が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は8月11日（火）から
か 。対象者は全て市内在住・在勤者。
●お菓子講座～マーブルケーキ作り～
9月8日（火）10時〜13時／8人 ／800
円  ▶
●苔玉づくり～季節の寄せ植え～
9月13日（日）10時〜12時／20人 ／
1,300円  ▶
●男子厨房～皮から作る水餃子～
9月17日（木）10時〜13時／男性16人
／300円  ▶
●おもちゃDr.体験講座
10月7日（水）10時〜13時／24人 ／
100円  ▶
●おもちゃの病院
10月24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。 ▶
●不安とストレスに悩まない
　7つの習慣～入門編
自分のストレス状態を知り対処法を学
びます／9月18日（金）19時〜20時30分
／10人   ▶
●ベビーヨガ講座（全6回）
9月3日〜10月8日の毎週木曜日9時30分
〜10時20分／母親と首が座りハイハイ
前の子15組30人 ／1組300円  ▶
●はじめてのヨガ講座（全6回）
9月3日〜10月8日の毎週木曜日11時〜12時
／全回参加できる15人 ／200円  ▶

・  944-0730
〒224-0052  二の丸14

都田公園

●ペットボトルハンギング教室
ペットボトルにミズゴケを利用して植
物を植え付けます／8月19日（水）13時〜
15時／12人 ／1,200円／2リットル
キャップ付きペットボトル2本持参。
申込み▶8月13日（木）までに

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

申込み▶ 行事は事前に か （10時〜
15時）か、 と年齢を明記し か
●お気に入りのひととき
　～大人のリラックスタイム～

「ハワイアン&ポップス」でしめくくる
夏…／9月6日（日）14時〜15時30分（13
時30分開場）／50人 ／500円（小学生
以下無料）  ▶
●都筑少年少女合唱団クリシェで輝こう！
原則毎月第2・4水曜日18時〜19時30
分／小中学生／月2,000円  ▶
●朗読ワークショップ
毎月第1・3金曜日18時30分〜20時、土曜日

（不定期）15時〜16時30分／月3,000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▶ 行事は前日までに か
●ギターの伴奏でみんなで歌おう！
9月6日（日）14時〜15時20分／20人
／200円（飲み物付き）  ▶
●パソコンおなやみ相談会
9月12日（土）10時〜11時30分／4人
／ノートパソコン持参。 ▶

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

●こどもアート教室（全5回）
講師：柏崎久恵氏／8月21日（金）、9月19
日（土）、10月25日（日）、11月21日（土）、12
月19日（土）10時〜12時／小学生または
幼児親子20人 ／1,500円（全回分）、別
途材料費1回300円
申込み▶事前に か

休館日◆8/10（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8月11日（火）から
●こだわりの子ども科学クラブ（全2回）
①電撃イライラ棒を作ろう ②石こうで
自分の手のレプリカを作ろう／9月5日・
12日いずれも土曜日10時〜12時／小
学生20人 ／2,000円（全回分）  ▶
●シェフに習う本格中華料理
シューマイ、ナスの蒸し物／9月25日

（金）10時〜12時30分／20人 ／1,200
円  ▶
●スマートフォン・タブレットの使い方講座
①スマートフォンの使い方 ②タブレッ
トの使い方／①9月24日（木） ②10月8
日（木）／13時30分〜15時30分／各16
人 ／各200円  ▶
●園芸講座
　ペットボトルで作るフラワータワー
9月26日（土）10時〜12時／サカタのタ
ネ（仲町台二丁目7-1）／20人 ／2,200
円  ▶
●ヨーガ療法・入門（全5回）
理論学習、ヨーガの体操、呼吸法、瞑想
／10月1日〜10月29日の毎週木曜日19
時〜20時30分／20人 ／3,500円（全
回分）  ▶
●女性のためのトータルビューティ
　後期（全3回）
10月1日・15日・29日いずれも木曜日10
時〜11時／30人 ／2,400円（全回分）  
▶  ※託児あり10人 、1,200円（全回
分）。9月16日（水）までに 。
●わくわく親子タイム（全5回）
10月22日〜平成28年2月25日の毎月第
4木曜日10時〜11時30分／1歳8か月〜
未就学児と保護者15組 ／3,500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／8月20
日（木）11時〜11時30分／未就園児と保
護者25組   ▶
●親子体操2期（全10回）
9月25日〜12月4日（10月30日を除く）
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
40組 ／3,800円（全回分）
申込み▶8月28日（金）までに か
と希望クラス、子と保護者の年齢を明
記し

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▶ 行事は事前に
●親子リズム遊び（全8回）
9月11日〜12月18日隔週金曜日11時〜11
時50分／2〜4歳の子と保護者25組
／1,600円（全回分） ※託児あり5組 、
200円  ▶
●ヴォイストレーニング
発声のためのヒント、ストレッチ、音読実習／
9月7日（月）10時〜12時／500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

●中川中コミハ出前寄席
　落語と手品を楽しもう
8月23日（日）14時30分〜15時30分／
30人
申込み▶8月22日（土）までに か
●赤ちゃん集まれ
　子育て相談員さんと遊ぼう！
わらべ歌や手遊び／8月27日（木）14時
30分〜16時／
●55歳からの男性筋トレ体操（全5回）
9月3日〜10月1日の毎週木曜日10時〜
11時30分／20人 ／1,500円（全回分）
申込み▶8月31日（月）までに か

休館日◆8/10（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8月12日（水）から
●親子体操2期（全8回）
9月29日〜12月1日（10月13日、11月3
日を除く）毎週火曜日11時〜11時45分
／2歳〜未就園児と保護者30組 ／
3,200円（全回分）  ▶
●ベビーマッサージとママの
　ボディリメイク2期（全5回）
9月25日〜11月27日（11月6日除く）の
隔週金曜日10時〜11時30分／首が座
りハイハイ前の子と保護者12組 ／
2,500円（全回分）  ▶
●ボクササイズで脂肪燃焼！
　ストレス発散！（全6回）
9月18日〜11月27日の毎月第3・4金曜日
19時〜20時30分／女性20人 ／3,000
円（全回分）  ▶
●中国語・入門（全5回）
9月16日・30日、10月7日・21日、11月18日
いずれも水曜日10時〜11時30分／20
人 ／2,500円（全回分）  ▶
●考古学・入門（全4回）
9月11日・25日、10月9日・23日いずれも
金曜日9時30分〜11時45分／20人 ／
2,000円（全回分）  ▶  
●こどものこころを聴く（全3回）
声にならない心の声を聴くための子
育て支援講座／9月29日、10月6日・20
日いずれも火曜日9時30分〜11時30分
／小中学生の保護者30人 ／1,500円

（全回分）  ▶ （10時から も可）
●大人の男の談話室（全6回）
定年後の地域デビュー・仲間づくり講座
／10月2日・16日、11月13日・20日、12月4
日・18日いずれも金曜日15時15分〜17時
45分／20人   ▶ （10時から も可）
●知的書評合戦「ビブリオ・バトル」
本好きが集まり、おすすめの本を紹介
しあいます／9月17日（木）13時〜14時
30分／本の紹介者5人・投票者25人   
▶ （10時から も可）

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。
●昆虫観察会
8月30日（日）9時〜12時／30人 ／300
円  ▶
●親子里山体験（ピザ付き）
9月20日（日）10時〜15時 ／親子20人
／1人500円  ▶
●里山の保全体験（竹細工あり）
9月5日（土）9時〜12時／20人   ▶
●虫の声鑑賞会
9月6日（日）18時〜21時／30人 ／300
円  ▶
●初秋の植物（七草）観察会
9月19日（土）9時〜12時／30人 ／300
円  ▶

 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

●ハイキングウォーク（生田緑地）
9月23日（水・祝）8時45分集合、16時解
散／18歳以上の障害のある人10人  
※高校生不可／500円
申込み▶9月9日（水）までに
●おはなし会
8月27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
http://www.popola.org/

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
　「イヤイヤ期、どうしてます？」
9月30日（水）14時15分〜15時30分／
2歳児と保護者6組   ▶
●パパと一緒に公園であそぼう！
ペットボトルおもちゃ作り／9月5日（土）
10時30分〜11時30分／ききょう公園

（中川五丁目10） ※雨天時はポポラ内コ
ミュニティルーム／
●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／10月7
日（水）10時30分〜11時30分／区内在住
の妊娠中の人10人   ▶
●「出前」就職支援セミナー
専門職員による再就職セミナー／9月
10日（木）10時30分〜12時／未就学児
と保護者12組   ▶
●チルコロウィーク2015秋
親子で体験できるサークルやおしゃべ
り会など。詳細は か で問合せを／
9月16日（水）〜10月3日（土）／未就学児
と家族   ▶
●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／8月26日（水）、9月12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！／8月15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／9月4日

（金）・12日（土）10時〜16時、9月30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害のある子と
家族のポポラ体験／8月15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！／8月27日（木）10時
30分〜12時頃 ※雨天時は9月3日（木）に
延期／ききょう公園（中川五丁目10）／

休館日◆8/24（月）、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

●こころにやさしい整体法（全11回）
関節を緩めて、ツボ押しやリンパマッサー
ジで凝り・こわばりをとる健康体操です／
10月4日〜平成28年3月20日の第1・3
日曜日／25人 ／15,220円（全回分）
申込み▶8月11日（火）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
8月23日（日）：エイトドッグズ＆ハーモ
ナイザーズ／9月13日（日）：松咲行美・
片山眞知子・西山喜美子、鎌田美穂子・
金沢昂／各日12時〜12時40分／
●あざみ野ナイト2015
ダンスワークショップ参加者が4か月
をかけて制作したパフォーマンス「たる
ちょーたると紀行おぱんつ物語。」の他、
プチ縁日の屋台も出店。演出：菅尾なぎ
さ／8月23日（日）18時〜20時30分／
●フェローアートギャラリー vol.18
　尾崎文彦展「むふふなカタチ」
障がいのあるアーティストによるミニ
ギャラリー／10月3日（土）まで。9時〜
21時／
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休館日◆8/10（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。
●免疫力アップ！養生気功  秋（全5回）
10月5日〜11月30日の隔週月曜日9時30
分〜10時30分／30人 ／2,300円（全
回分）  ▶
●初めての気功（全5回）
腹式呼吸、柔軟体操など／9月11日〜11
月6日の隔週金曜日19時〜20時30分／
20人 ／2,500円（全回分）  ▶
●子どものアートⅡ（全3回）
9月13日、10月4日、11月8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）  ▶  
●小松菜まるごとクッキング
9月15日（火）10時〜13時／16人
※子ども同伴不可／1,200円  ▶
●のびのび体幹ストレッチ（全6回）
9月29日、10月6日・20日、11月10日・24
日、12月8日いずれも火曜日13時〜14
時30分／20人  ※子ども同伴不可／
3,000円（全回分）  ▶
●マタニティ・ヨガ（全5回）
9月18日〜11月13日の隔週金曜日10時
〜11時30分／安定期以降の妊娠中の
人10人 ／2,500円（全回分）  ▶
●マジシャンがやってくる
慶応大学奇術愛好会の大学生が手品
を披露します／9月27日（日）10時30分
〜11時30分／50人  ※未就学児は保
護者同伴  ▶
●えいごのあそびば（全6回）
10月5日・19日、11月2日・16日・30日、12
月7日いずれも月曜日①15時15分〜15
時55分②16時10分〜16時50分／①年
中・年長児と保護者12組 ②小学1・2
年生15人 ／2,400円（全回分） ▶
●骨盤体操＆ストレッチ  秋（全5回）
10月5日〜11月30日の隔週月曜日10
時40分〜11時45分／35人 ／2,300円 
※託児あり（1歳以上）8人 、1,500円

（全回分）  
申込み▶9月5日（土）必着で を明
記し か

 943-5951   943-5961
〒224-0062  が谷16-3

が谷地域ケアプラザ

●ポールウォーキング体験講座
9月1日（火）／①ポールウォーキング体
験：10時〜11時30分 ②健康講話：12時30
分〜14時30分／各20人 ／①500円

（保険代、レンタルポール代含む） ②無料
申込み▶8月25日（火）までに か

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

中川地域ケアプラザ

●高齢者向け災害食講座
　「今日からできる災害食備蓄」
備蓄食を活用し、火も水も使わない災
害食を作ります。作成予定メニュー：ア
ルファ米赤飯、切り干しささみマヨ和
え、いか大豆ひじきの煮物など／9月3
日（木）10時〜12時／65歳以上30人
申込み▶8月11日（火）から か

 944-4640   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
●フラワーアレンジメント
フラワー技能装飾士から教わります
／9月14日（月）10時〜12時／20人 ／
1,000円  ▶
●障がい児・者余暇活動支援 
　べるえきっぷ
ホットプレートを使って料理をします
／9月13日（日）10時30分〜12時／15
組 ／1組300円  ▶

 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8月11日（火）から か
●転ばぬ先の塾  ポールウォーキング
9月19日（土）・26日（土）9時30分〜11
時30分／南山田町内会館（南山田町
4654-1）／65歳以上の両日参加できる
20人   ▶
●ほっと茶屋
8月25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◆8/17（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：9月15日（火）10時30分〜
11時30分 ②おさるんリトミックと工
作：10月6日（火）10時30分〜11時30分 
③おはなし会：10月8日（木）10時30分
〜11時／未就学児と保護者／①③
・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
●バルーンアートに挑戦！
9月23日（水・祝）10時30分〜11時30分
／小学生以下50人  ※未就学児は保
護者同伴／100円／

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

新栄地域ケアプラザ

●男のレコードカフェ
レコードでジャズや洋楽を聴きながら
くつろぎます／8月27日（木）13時30分
〜15時30分／60歳以上の男性／100円
／
●夏だ！ビニールプールで遊ぼう！
8月24日（月）10時〜13時／区内在住の
生後10か月〜未就学児と保護者20組

／1組100円
申込み▶8月11日（火）10時から

休館日◆8/20（木）、9/3(木) 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

●音楽とあそぼう！
9月5日（土）13時〜13時45分／未就学児
と保護者／
●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／9月5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）
申込み▶9月4日（金）までに か

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
8月29日（土）／◆学芸員による常設
展示室の解説（今月は近世ブースの解
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（無料）:①12時開
始 ②13時30分開始 ③15時開始／

休館日◆8/24（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

申込み▶ 行事は8月11日（火）から か
●手打ちそばを食べよう
9月19日（土）12時集合／50人 ／500
円  ▶
●第24回わびさび塾

「初秋の茶会」セミナー（濃茶・薄茶付き）
／10月4日（日）13時30分〜15時30分
／15人 ／2,000円  ▶
●心豊かなシンプルライフ
ニューズウィークが選ぶ「世界が尊敬
する日本人100人」の建功寺住職 桝野
俊明氏が語ります／10月16日（金）13
時〜15時30分／60人 ／1,000円（茶
菓子付き） ▶
●はぎれ草履講習会
9月20日（日）9時〜12時／12人 ／800
円／ハサミ、はぎれ布（布幅4センチメー
トル×長さ約80センチメートルを70本
以上）持参。 ▶
●楽しく着物を着ましょう
9月23日（水・祝）13時〜15時／女性15人

／1,500円／持ち物は問合せを。 ▶
●体験！南京玉すだれ
9月19日（土）14時〜16時／

休館日◆8/24（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

申込み▶いずれの教室も抽選。8月22
日（土）必着で、 と教室名、年齢
を明記し か か 。詳細は か で
問合せを。＊印は託児あり（事前申込
制、有料）。
●秋のスポーツ教室（10月～12月）
◇大人向け教室
◆火曜日 ①バドミントン中級／9時〜
②＊シェイプアップ／11時〜 ③ベリー
ダンス初級／12時30分〜 ④ベリーダ
ンス入門／13時45分〜 ⑤らくらくト

レーニング＆ストレッチ／13時20分
〜／50歳以上  ◆水曜日 ⑥＊ビュー
ティーアップ／10時40分〜 ⑦体幹エ
クササイズ／12時〜 ⑧いきいき健康
体操／13時10分〜／50歳以上  ◆木
曜日 ⑨卓球モーニング／9時〜 ⑩木
曜ピラティス／9時30分〜 ⑪ヨガ／
10時50分〜 ⑫ パ ワーヨ ガ50／12時
〜 ⑬骨盤底筋エクササイズ1／11時40
分〜／女性 ⑭骨盤底筋エクササイズ
2／12時40分〜／女性 ※⑬⑭は重複
応募不可 ⑮骨盤エクササイズ／13時
40分〜／女性 ⑯太極拳／13時25分
〜 ⑰社交ダンス／13時40分〜  ◆金
曜日 ⑱バドミントンモーニング／9時
〜 ⑲＊金曜ピラティス／11時30分〜 
⑳フラダンス／13時〜 21バドミントン
ナイト／19時〜 22 姿勢コンディショニ
ング／12時40分〜 23 腰痛予防トレー
ニング＆ストレッチ／13時50分〜 24

カラダ☆メンテナンス／14時15分〜
◇親子・子ども向け教室
◆火曜日 25 ベビーマッサージ＆ママ
のエクササイズ／9時30分〜／生後2
〜6か月の乳児とその保護者 26 はじ
めての親子体操／11時10分〜／1歳6
か月〜2歳未満の子と保護者 27 ジュ
ニア体操／15時45分〜／小学1〜4年
生 28 苦手チャレンジ／17時15分〜／
小学1〜4年生  ◆水曜日 29 わくわく
親子体操 ／ 9時15分〜／2・3歳児と
保護者 30 幼児体操1／14時30分〜／
年少 31 幼児体操2／15時45分〜／年
中・年長  ◆木曜日 32 ベビー体操はい
はい／11時10分〜／5か月〜1歳未満
の子と保護者 33 ベビー体操よちよち
／12時20分〜／1歳〜1歳6か月未満の
子と保護者  ◆金曜日 34 横浜FCサッ
カースクールS／15時30分〜／年少・年
中 35 横浜FCサッカースクールM ／16
時40分〜／年長、小学1年生 36横浜FC
サッカースクールL ／17時50分〜／小
学2･3年生 37 こどもバレエ♪アリス／
15時25分〜／年少・年中 ※保護者同
伴 38 こどもバレエ♪マーメイド／16
時30分〜／年長、小学1年生 39 こども
バレエ♪シンデレラ／17時35分〜／小
学2〜4年生 40 うきうき親子体操／9
時15分〜／2・3歳児と保護者  ◆土曜
日 41Jr.ヒップホップ／9時〜／小学1
〜6年生 42 親子de英語リトミック／9
時30分〜／1歳6か月〜未就学児と保
護者

このほか、ワンデープログラムもあり
ます。詳しくは か でお問い合わせ
ください。

問合せ 区民活動係　 948-2236  948-2239

　1979年の国際児童年を契機に1981年から始まった、2年に1度開催される「カ
ナガワビエンナーレ国際児童画展」の巡回展を開催します。絵画を通じて、児童の
夢と想像力を育み、お互いの生活や多様な文化を理解するため、海外および県内
から公募した児童画、約100作品（入賞および市内入選作品など）を展示します。

日  時 9月1日（火）〜5日（土）8時45分〜17時
会  場 区総合庁舎1階区民ホール／

第18回 カナガワビエンナーレ国際児童画展
〜みんなの平和を祈って〜　 　

市内唯一の
巡回展！
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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
●都筑公会堂バックヤードツアー

夏休みの自由研究にしたいお子さん
や、舞台に興味をお持ちの皆さんのご
参加をお待ちしています／8月17日

（月）①13時～13時40分頃 ②16時～16
時40分頃／都筑公会堂／区内在住・在
学・在勤または区内で活動している団
体に所属する個人20人
申込み▶ か または と希望時
間、年齢を明記し か か の問合せ
フォームから。8月11日（火）必着。
問合せ▶〒224-0032 茅ケ崎中央32-1 
都筑公会堂  948-2400  948-2402

●ガイドと共につづきを歩こう№ 24
　「ゆうばえのみち 川和富士と四神相応」

9月13日（日）9時開始（8時30分受付
開始）※雨天決行／都筑ふれあいの
丘駅～川和町駅の約6キロメートル

（高低差あり）を歩ける人100人 ／
300円
申込み▶参加者全員分の と年齢
を明記し、 か か 。9月6日（日）必着。
問合せ▶都筑をガイドする会　大橋  
〒224-0029 南山田二丁目24-6-717

090-9088-0286 tsuzuki-guide@
hotmail.co.jp　 http://tzkgd.com/
●介護予防講座
　ポールウォーキング体験

「歩行に少し不安がある」「体力が落ち
てきた」と感じている皆さん、楽しく歩
けるポールウォーキングにトライしま
せんか／9月1日（火）9時30分集合／
が谷地域ケアプラザ／30人 ／500円

（専用ポール代・保険代）
申込み▶8月11日（火）から

問合せ▶都筑ポールウォーキング振興
会　東（あずま）　 090-6014-0585
●都筑レディース卓球大会
　参加者募集

9月10日（木）9時～15時／仲町台地区
センター体育室／区内・近隣区在住の
16歳以上の女性卓球愛好者90人 ／
600円／詳細は都筑区卓球協会事務局
と仲町台地区センターで配布する申込
書をご覧ください。
申込み▶8月11日（火）～8月25日（火）に
申込書を か郵送
問合せ▶〒224-0021 北山田六丁目17-8 
都筑区卓球協会事務局　阿部

・ 593-9904
●親子で墨絵を楽しむ教室

半紙に墨絵を描いてみませんか／8月
23日（日）10時～12時／勝田小学校コ
ミュニティハウス／小中学生20人 　
※親子での参加も可　申込み▶事前に
問合せ▶かちだ地区青少年指導員連絡
協議会　小松崎　 090-2734-5892

 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

▶▶6ページからのつづき

募集
ほのぼの煙突風景写真コンテスト

地域のシンボルとして愛されている都
筑工場の煙突を題材とした写真のコン
テストを行います。 をご確認の上、ご
応募ください。 都筑工場 検索
募集期間9月30日（水）必着　※結果
は11月8日（日）に発表。
応募資格プロ・アマ不問
応募形式JPEG形式、サイズは5MBまで
応募方法▶画像ファイルを 添付ま
たは記録媒体を郵送か窓口へ持参
問合せ・応募先▶資源循環局都筑工場 

941-7911 941-7912

●DREAM of CLASSIC
　星空のコンサート

屋外で本格的なクラシックコンサート
を楽しみませんか。星空の下で一緒に
歌いましょう！／8月29日（土）18時30分
～20時30分／センター南駅前すきっぷ
広場　※雨天時はセンター南駅構内
／
問合せ▶都筑クラブ  090-2761-3647
●地球・絵手紙ネットグループ
　横浜赤いくつ
　第三回 夢追いかけて展

絵手紙の展示／8月26日（水）～8月31
日（月）／都筑センター2階廊下ギャラ
リー／
問合せ▶横浜赤いくつ　亀田

・ 945-5963

募  集
● 2016年フォトコンテスト
　「都筑のくらし」

都筑の多彩なくらしの風景を次世代へ
継承していくために、皆さんの傑作・力
作の写真作品を募集します。入賞作品
には賞金などを用意します。詳細は区
役所や区内地区センターで配布する応
募要項または をご覧ください。
港北ニュータウン記念協会 検索

主催：港北ニュータウン記念協会　後援：
神奈川新聞社、都筑区役所／募集期間： 
8月1日（土）～平成28年7月31日（日）必着
問合せ▶山手総合計画研究所内 2016
年フォトコンテスト事務局　戸田

341-0087　 261-3022

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 8月4日・25日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 8月6日・27日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 8月20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1月出産予定の人 
　→9月4日・11日・18日・25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

9月8日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

9月30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

8月5日（水）・6日（木）・27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

8月14日（金）午前、9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

肺がん検診
有料
予約制

10月2日（金）午前→9月4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

8月13日・20日・27日、9月3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

8月28日（金）午後、9月8日（火）午前、9月15日（火）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

9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

10月2日（金）午前→9月2日（水）～9月15日（火）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＊

都筑区版12 平成27（2015）年 8 月号

ここまでが
都筑区版です

◆◆◆

◆◆◆


