
●区内在住・在勤・在学の人は参加できます！当日直接会場へお越しください。
●駐車場はご用意していません。公共交通機関でお越しください。
●開催の有無は、当日朝6時から、都筑区役所 でお知らせします。

●7時30分 開場  ●8時 ラジオ体操開始
●8時10分～8時45分 ワンポイントレッスン

主 催 南山田虫送り行事保存会（南山田町内会）
　虫送りは田畑の害虫を追い払い、豊作を願う伝統行事（横浜市指定無形
民俗文化財）です。毎年土用入りの後の最初の土曜日に、約200本のたい
まつに火をつけて行列で練り歩きます。皆さんも参加してみませんか。
日 時 7月25日（土）17時30分（山田神社に集合）～21時頃
会 場 山田神社～牛久保東なつみかん公園

夏まつりの季節が到来しました。広報よこはま都筑区版に掲載した催しで、コンロなどの火気器具を使用する場合は
「消火器の準備」と「消防署への届出」が必要です。詳しくは、都筑消防署へご相談・お問い合わせください。

問合せ  都筑消防署　 ・ 945-0119
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資源循環局
都筑工場

市営地下鉄ブルーライン

都筑ふれあいの丘駅から徒歩6分・
センター南駅から徒歩16分

葛ケ谷公園 多目的広場葛ケ谷公園 多目的広場

NHKテレビ・ラジオ体操で

活躍中の先生と一緒に！

岡本 美佳 先生 アシスタント

スケジュール

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

当日は
会場まで
 歩こう！

 雨天中止

参加
無料

清水 沙希 さん

このイベントはよこはま
健康スタンプラリーの
対象事業です

都筑消防署
からのお知らせ

※広報よこはま都筑区版5月号「平成27年度 都筑区
　イベントカレンダー」では、 開催日を7月18日（土）と
　掲載していますが、７月25日（土）へ変更となりました。

講師

2,000歩…寝たきりの予防
5,000歩…要介護、認知症、心疾患、脳卒中の予防
8,000歩…動脈硬化、骨粗しょう症、ロコモティブシンドローム、
　　　　　 高血圧症、糖尿病の予防

ウォーキングにはこんな効果が！

※中之条研究（東京都健康長寿医療センター研究所  青柳 幸利 氏）より
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  ［ふるさと・にぎわい］ つづき de みんなでラジオ体操
ページ

5

  ［特集］  自転車・歩行者安全事業が始動します！
　　　　自転車と歩行者が安全に暮らせるまちにしたい 8～9

  第21回都筑区民まつり出演・出店者募集 7

  ［連載］ お困りごとQ&A（第2回） 生活費のやり繰りに悩んでいます… 6

第21回都筑区民まつり 11月3日（火・祝）
出演・出店者募集！ 7月31日（金）必着

※詳しくは7ページをご覧ください。

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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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（二日間で1コース）
日時8月28日（金）・31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▶中川地域ケアプラザ（
500-9321）へ7月24日（金）10時から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

募集
第16回　都筑区チャリティー
ゴルフ大会　参加者募集

都筑区の地域福祉推進を目的とした
ゴルフ大会に参加しませんか。
日時8月20日（木）7時プレー開始
会場富士OGMゴルフクラブ市原コー
ス（千葉県市原市）※都筑区内から送
迎バスあり。
対象大会の趣旨に賛同いただける人
費用参加費10,000円、プレー費19,000円

（予定）
申込み▶参加費を持参し、7月26日（日）
までに （プレー費は大会当日に支払い）
問合せ▶都筑区社会福祉協議会

943-4058　 943-1863

お知らせ
都筑図書館から

問合せ▶都筑図書館　
948-2424　 948-2432

◆図書館たんけんたい
～おしごとたいけんもあるよ！～
日時7月30日（木）9時40分～11時50
分、14時10分～16時20分、7月31日（金）
9時40分～11時50分　※各回同一内容
会場都筑図書館
対象区内在住の小学3・4年生、各回15人
申込み▶7月16日(木)から か
◆やってみよう！読み聞かせ（全2回）
日時7月24日（金）10時～12時（絵本の
よみかた講座）、7月26日（日）9時30分
～12時（おはなし会）
会場都筑図書館
対象小学4～6年生6人  
申込み▶7月13日（月）から か

開催10周年記念　
横浜北部美術公募展2015 開催！

横浜北部地域（港北・緑・青葉・都筑区）
の皆さんが出品した絵画作品の中か
ら、入賞・入選作品を展示します。なお、
同展は今年度で最終回となります。
会期7月14日（火）～7月26日（日）10時
～18時（最終日は16時まで）
会場横浜市民ギャラリーあざみ野／
問合せ▶区民活動係 

948-2236　 948-2239

蚊対策で快適な生活を！

蚊が媒介する感染症予防のためにも
蚊対策に取り組みましょう。
幼虫対策…幼虫の発生源となるバケ
ツ、空き缶、古タイヤなどの溜り水を捨
てましょう。それができない場合は、殺
虫剤で駆除しましょう。
成虫対策…網戸の設置や蚊の潜み場
所となる草むらの除草が有効です。
外出時は…蚊に刺されないよう、なる
べく肌の露出を抑え、虫除け剤を使用
しましょう。
問合せ▶環境衛生係　

948-2358　 948-2354

都筑野菜を使った「親子スイーツ教室」

日時7月30日（木）10時30分～13時30分
会場JA横浜「クッキングサロン ハマ
ッ子」（中川中央一丁目26-6）
対象区内在住の親子15組
費用大人（小学4年生以上）：1,000円、
子ども：500円
申込み▶7月11日（土）から都筑農業ボ
ランティアの会の http://enonom.
web.fc2.comで。
問合せ▶企画調整係　

948-2226　 948-2399

「道路ふれあい月間」記念イベント
道の上で暑さを吹き飛ばせ！

日時8月7日（金）15時～16時 ※雨天中止
会場センター南駅前すきっぷ広場／
内容パネル展示、打ち水、水鉄砲で遊
ぼう（子ども対象）、かき氷無料配布

（先着200食）ほか
問合せ▶都筑土木事務所　

942-0606　 942-0809

夏バテしないカラダづくり！
～熱中症予防とロコモ度チェック～

日時7月28日（火）10時～12時
会場区役所6階大会議室
対象おおむね65歳以上50人
申込み▶7月22日（水）までに か
を明記し
問合せ▶高齢支援担当　

948-2306　 948-2490

ヘリコプターの救助訓練見学会

航空消防隊の救助訓練とヘリコプタ
ーの展示説明を行います。
日時7月11日（土）10時～12時　
※荒天時は7月25日（土）に延期
場所早渕公園グラウンド（早渕二丁目
６番地）／
問合せ▶都筑消防署警防課　

・ 945-0119

電気の見える化！　
電力使用量測定器を貸し出します。

測定器をコンセントと家電機器のプ
ラグの間につなぐと、電気料金、使用
電力量などを簡単に計測できます。
対象区内在住で、使用後に簡単なアン
ケートにご協力いただける人
貸出1世帯につき1台・1週間まで
申込み▶事前に
問合せ▶企画調整係　

948-2226　 948-2399

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　7月 7日（火）～9日（木）・21（火） ● 8月17日（月）
都筑公会堂の休館日　7月13日（月）～8月21日（金）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 211,334人 （平成27年6月1日現在・前月比80人増）
世帯数…80,480世帯（平成27年6月1日現在・前月比65世帯増）
交通事故発生件数…225件　
　死者2人／負傷者267人（平成27年1月1日～4月30日）
火災発生件数…13件（平成27年1月1日～5月31日）

※都筑区総合庁舎の
   外壁改修工事のため

メイドインつづきフェスタ開催！

区内に立地する企業の紹介、区内農家に
よる都筑野菜の収穫祭を開催します。
日時7月11日（土）9時～12時
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

健康づくり係から

問合せ▶健康づくり係　
948-2350　 948-2354

◆日本脳炎の予防接種はお済みですか？
日本脳炎は４回接種の制度です。
１期（3回）：3歳からの接種がおすすめ
で、７歳６か月未満は無料。
２期（1回）：9歳～13歳未満は無料。

※生年月日が平成7年4月2日～平成19
年4月1日で20歳未満の人は4回とも無
料。詳しくは横浜市ワクチン相談窓口

（ 671-4183）か  
◆熱中症にご注意ください！
熱中症は重症になると命にかかわり
ます。「自力で水を飲めない」「意識が
もうろうとしている」人を見つけた
ら、直ちに救急車を呼んでください。

【熱中症予防のポイント】
①のどが渇いていなくても「こまめな水
分補給」を心掛け、外出時は日傘や帽子、
通気性の良い衣服を着用しましょう。
②天気予報をチェックしましょう。

「風が弱い」「湿度が高い」日は要注意。
③室内や車内でも、適度にエアコンで
温度調節を行いましょう。

都筑区予防接種 検索

　頑張って働いているけれど生活が苦しい。
家計の収支を見直そうにも、どこから手を付
けてよいか分からない。
　こんなとき、区役所で相談できます。

　4月から、生活困窮者自立支援制度が始まりました。この制度では、
さまざまな事情で経済的にお困りになっている人を、状況の改善に向け
て支援します。詳しくは、生活支援担当へお問い合わせください。

問合せ 生活支援担当　 948-2311　 948-2486

生活費のやり繰りに
悩んでいます…お困りごと

【連載/全12回】

1

3

2

4

第2回

　区役所を訪ねると、生活支援課
の窓口を案内されました。そこで
職員に事情を話してみると、一緒
に家計の問題点を整理すること
になりました。

　結果、安定した仕事に転職でき、
家計の状況も改善。滞っていた支
払いを始めることができました。

　不安定な収入のために、やり繰
りできず、家賃や公共料金の支払
いが滞ってきてしまいました。

　計画に取り組んでいく中で、専
門家からのアドバイスももらい
ました。

どこに原因があるか
分からないし、

一体どこから見直して
よいのやら…

『安定した収入が得ら
れる仕事探し』と『家計の
見直しによる支出削減』を
一緒に取り組んで
みませんか。

やってみます！

加入中の任意保険は
この点を見直すと
安くなりますよ。

借金の整理はこの手順
で行っていくと
よいですよ。

ご経験にあった
仕事があったので面接を
受けてみてはいかがですか。

　給料も安定して
いますよ。

区役所には生活全体の
相談に応じてくれる
窓口があります。

仕事探しでくじけそうな
ときも励まされ、
心強かったです。
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問合せ  横浜市消費生活総合センター「消費生活教室」担当 
845-5640　 845-7720　

問合せ  食品衛生係　 948-2356　 948-2354

問合せ  区民活動係　 948-2236　 948-2239
詳細は または区役所などで配布する募集案内をご覧ください。

●「センター南」ステージ

会　場 センター南駅前すきっぷ広場（15メートル×6メートル）
募集数 13組（予定）
演技時間 一組15分以内（出入時間含む）※リハーサルなし

●「センター北」ステージ
演奏や歌（団体・個人ともに可）・バンド（ポップス程度）、ダンス、踊り、伝統芸
能など／ドラムセット、ギターアンプ2台、ベースアンプ1台設置。
会　場 センター北駅前噴水広場（8メートル×7メートル）
募集数 15組（予定）
演技時間 一組15分以内（出入時間除く）※リハーサルなし
※大音量を発する演奏は、近隣住民への影響からご遠慮いただくことがありますのでご了承ください。

●「みなきた」ステージ
簡易音響設備（マイク6本程度）設置。
会　場  みなきたウォーク内スペース（8メートル×4メートル）
※ストリートパフォーマンスを廃止し、みなきたステージに変更しました。

会　場 センター南駅・センター北駅周辺、みなきたウォークの一部
出店内容 活動PR、物販ほか
出店料 1テントにつき30,000円
※雨天などにより中止となった場合でも返金はしません。ご了承ください。
※応募多数の場合は抽選を行います。9月に説明会を実施する予定です。

会　場 みなきたウォークの一部　 募集区画 80区画（予定）　 出店料 1,000円
申込方法
往復ハガキに下記❶～❹を明記し、都筑区地域振興課区民まつり担当へ。
❶団体（個人・企業）名　❷連絡担当者の氏名　❸郵便番号、住所
❹日中に連絡がとれる電話番号、FAX番号（お持ちの場合はメールアドレス）
※応募多数の場合は抽選結果を送付します。

　著名な経済・金融のスペシャリストが解説！
日　時 8月27日（木）13時30分～15時30分（13時開場）
会　場 都筑公会堂／   対　象 市内在住・在勤・在学の人
定　員 当日先着600人

申込時の注意事項▶必要事項を明記していない場合は、応募の対象外とします◆同
一人（団体）の複数申込は無効です◆必要な機材などは、出演・出店者でご用意くだ
さい◆音響設備はご希望に添えないこともあります◆政治・宗教などに関わる勧
誘、PRはできません◆参加者用の駐車場はありません
　このほか、出演・出店にあたって注意事項があります。必ず をご確認の上、お申
し込みください。

申込方法（フリーマーケットを除く）▶ から応募用紙をダウンロードして 、郵送、 添付
（ 件名は「（区民まつり応募）団体名」とする）のいずれかの方法で下記申込先へ送付。
なお、応募用紙は区役所5階52番窓口でも配布しています。
申込先▶〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 都筑区役所地域振興課 区民まつり担当

948-2231　 948-2239　 tz-chishin@city.yokohama.jp
申込期限▶7月31日（金）必着　※応募多数の場合は抽選

第21回 都筑区民まつり出演・出店者募集

　『世代を超えて創ろう  未来へつづく　都筑の文化』をキャッチフレーズ
に、平成28年1月23日～2月7日に開催される「第20回　都筑区民文化祭」の
ポスターデザイン画を募集します。入選者には記念品を贈呈し、採用作品は
ポスターやプログラムとして編集し、区内各所に掲示します。
対　象 区内在住・在勤・在学、または都筑区を拠点として活動している個人
作品規定 B4サイズ・カラーの未発表作品（PC作成可。文字は入れないこと。）

※文字デザイン・レイアウトは別に行います。また、レイアウトなどを変更
　することがあります。

申込み  作品裏面に と返却希望の有無、学生・生徒の場合は学校名・学
年を明記の上、区民活動係（〒224-0032都筑区茅ケ崎中央32-1）へ
郵送または持参。9月11日（金）必着。

※ 夏まつりなど地域の催しで食品を取り扱う際は、許可が必要な
場合があります。事前にご相談ください。

★�肉は中心部分の色が変わるまでしっかり加熱しましょう。
★�生の肉に使う箸やトングは、焼きあがった肉をとる箸・ト
ングと使い分けましょう。

★鳥刺し、豚の生レバーなど、肉の生食はやめましょう。 TSUZUKI COLLECTION @PREMIERE HALL 

講師：同志社大学 大学院教授  浜　矩子 氏

募集要項【共通】

　第21回都筑区民まつりにご協賛いただける企業及び個人を募集します。1万
円以上ご協賛いただいた場合は、プログラムなどに企業・個人名を掲載します。
詳細は をご覧ください。
※政治・宗教・暴力団関係の団体からの協賛はお断りします。
募集期間▶8月28日（金）必着。申込方法の詳細は をご覧ください。
問合せ・申込み先▶地域振興課　 948-2231　 948-2239

区民まつり全般・PRコーナー関係・フリーマーケット…都筑区役所地域振興課　区民まつり担当　 948-2231　 948-2239
ステージ関係詳細…都筑クラブ　山田美千子　 080-3270-4649　ステージの抽選方法・演技スペースなど、詳細は 都筑区　区民まつり 検索

問合せ

※ダンスの演出を含む団体のみ応募可能です
　（ジャンルは問いません）。

横浜の「街」そのものを舞台にしたダンスフェスティバル！
今年は3年に1度のダンスの年！

～ 生 活 に 役 立 て た い や さ し い 経 済 学 ～ ポスターデザイン画募集

食中毒に気を付けよう！

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 休館日◆7月20日（月・祝）

「転勤妻のおしゃべりサロン」に参加してみませんか？
　夫の転勤に伴い引っ越してきた妻たちのおしゃべりの場です。「転勤」
による不便さや孤独感を共有し、新しい環境でイキイキと暮らすために
何をしたらいいのかを一緒に考えて実践できる仲間づくりを目指してい
ます。お気軽にご参加ください。
日　時 月1回、第3金曜日 10時～12時（申込不要、参加無料）
場　所 区民活動センター

問合せ  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

日　程 11月29日（日）
会　場 プレミアヨコハマ7階ホール（中川中央1丁目30-1）
対　象 区内在住の個人またはチーム（ご家族・友人など、1チーム6人以内）

※応募者多数の場合は
申込み 募集案内を確認の上、 を明記し、事務局へ 、 、郵送　
　　　 または持参。9月11日（金）必着。
〒224-0006　荏田東四丁目10-3　都筑区社会福祉協議会（かけはし都筑）M-24
都筑区民文化祭実行委員会事務局　 tzbunkasai@yahoo.co.jp

出演者募集 ◆ステージ◆
対  象 区内在住・在学・在勤のグループまたは個人

出店者募集 ◆PRコーナー◆
対  象 区内の企業・団体など

出店者募集 ◆フリーマーケット◆
対  象 区内在住者、区内の団体・企業など（販売業者の出店はできません）

協賛金の募集

開催日時（小雨決行）◆11月3日（火・祝）10時～15時

第20回 都筑区民文化祭祝

申込時の注意事項（センター南・センター北・みなきたステージ共通）
◆出演者抽選会兼説明会（8月19日（水）午前中に開催予定）を実施します。
◆ 3ステージのうち、1ステージのみの参加とし、ステージごとに第一希

望の団体を優先し、抽選を行います。
◆ 優先団体枠（区内の小・中・高等学校、幼稚園、保育園などが対象）を設け

ます。詳細は をご覧ください。

　生の肉にはＯ-157（腸管出血性大腸菌）やカンピロバクターなどの食中毒菌が
付いていることがあります。肉を食べるときは、こんなことに気を付けましょう。

都筑区民文化祭 検索

日　時 7月29日（水）14時30分～15時30分
会　場 ららぽーと横浜（セントラルガーデン他）

都筑区食中毒予防
キャンペーン

DanceDanceDance＠YOKOHAMA2015パートナーイベント
第20回記念特別企画

同時開催！「アート&クラフト」出店者募集
あなたの手作りアート作品を展示販売してみませんか？

出演者募集
ファッションショー 参加無料
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27年度 28年度
4〜9月 10〜3月 4月〜

慌てずに
スピードを抑えて
歩行者に対して
やさしい運転を

特集

●自転車は車両の仲間です。車道の左側に寄り、通行しましょう。

●歩道は、歩行者優先です。自転車通行が可能な場合でも、歩行者の脇を通ると
きや歩行者の通行を妨げる恐れのあるときは、徐行や一時停止をしましょう。

●緑道へのバイク・自転車の乗り入れは、条例により制限されています。緑道内
では自転車から降りて、押して歩くようにしましょう。

●自転車歩行者専用道路や緑道は、歩行者優先を前提とし、路面標示などを積極的に活用して、通
行ルールを見える化し、ルールの周知を行います。

●安心・安全なまちづくりのために、推奨ルートの整備と併せて、自転車の通行ルールとマナーの
更なる周知徹底に取り組みます。

●自転車は軽車両であるため車道走行が基本ですが、自転車歩行者専用道路では引き続き自転車
を利用できます。なお、安全面を考慮し、特に危険性の高い幹線道路の車道部は、原則「自転車通
行を誘導する推奨ルート（以下、「推奨ルート」という。）」から除外します。

●緑道は原則推奨ルートから除外しますが、自転車が迂回できるルートがなく、緑道通行が避け
られない場所については、推奨ルートとして設定します。

安全事業計画（案）に
おける推奨ルート

（仲町台駅の場合）

「自転車通行を
誘導する推奨ルート」

の設定と整備

通行ルールの
見える化と周知

自転車歩行者
専用道路は歩行者優先を
前提とし、「歩行者優先」
の標識などを設置して

通行ルールを見える化し、
お互いに安全に利用
できるようにします。

自転車は軽車両なので、
車道を走ることを基本と
します。自転車通行空間の

整備などの安全対策を行い、
自転車が安全に通行
できるようにします。

自転車・歩行者安全事業計画（案）がまとまりました！

仲町台駅付近の緑道（せきれいのみち）

今後の安全対策のスケジュール

詳細は をご覧ください。
都筑区 歩行者 検索

区内の他の駅周辺
などについては、

3駅の結果を考慮し、
対策を検討・実施

します。

●センター南駅
●仲町台駅 ●北山田駅周辺

リーフレット作成・配布

実証実験箇所の選定 実証実験の実施

地元など関係者調整

安
全
事
業

計
画

一般（幹線）部
緑道部
自転車歩行者専用道路部

緑道のうち、自転車が
迂回できるルートがなく

緑道通行が避けられない区間は、
歩行者優先を前提として、通路を拡幅

するなどの安全対策をした上で
自転車を通行できるようにします。

また、拡幅ができない区間は
自転車の押し歩き区間

とします。

は  し る

ま  も る

自転車通行
空間の整備例

（新羽荏田線）

問合せ  都筑土木事務所　 942-0606　 942-0809

自転車のルール

自転車・歩行者
安全事業が
始動します！

　普段何げなく使っている歩道や自転車

歩行者専用道路ですが、自転車と歩行者の

ルールやマナーが正しく理解されていない

ことによるトラブルが数多く発生していま

す。ルールやマナーを正しく理解して、安全

で快適なまちにしましょう。

自転車と歩行者が
安全に暮らせる
まちにしたい

※自転車歩行者専用道路とは

自転車及び歩行者の交通の

ために設けられた、独立し

た道路をいいます。

●都筑区内の自転車歩行者専用道路（※）の様子

周囲の音が
聞こえないと危ない！

周りの人への思いやりを
忘れずに

自転車・歩行者安全事業計画（案）
作成の過程

　安全事業計画（案）については、自転車利用者と歩行者のアンケート調査の結果をも
とに、関係する団体や機関の皆さんと意見交換会（平成27年2月8日）を行い、そこで
出された意見を踏まえ作成しました。

●看板、路面標示などでルールとマナーを周知し、伝えていくことが重要。
●新羽荏田線の自転車専用通行帯（車道上）では、逆走が見られるので、矢羽な

どにより、走行可能な方向を示すべき。
●緑道を自転車に乗って通行せざるを得ない状況にあるならば、お互いに歩み

寄れる総合的な整備案を検討することが重要。
（意見交換会の議事など、詳細は土木事務所ホームページをご覧ください。）

自転車も通る
道では、広がらずに

歩きましょう

北山田

仲町台

センター
南

まずは、センター南駅、仲町台駅、北山田駅の3駅から開始！！

※出典：金沢自転車通行
　空間整備ガイド
　ライン（案）

※出典：横浜自転車　
ネットワーク整備指針

歩行者優先の
「見える化（路面標
示）」の例（金沢市）

押し歩き空間の
「見える化（路面

標示）」の例

意見交換会の様子

主
な
意
見

　都筑区では、自転車・歩行者の安全を確保して、快適
で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、平成26
年度から「グリーンマトリックス（自転車歩行者専用道
路と緑道）をいかした自転車・歩行者安全事業」として
安全対策の検討を進めています。 
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休館日◆7/28（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062 が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は7月11日（土）から か
●わんぱくホリデー親子木工教室
　「振り子でトントン」
振り子の重さで動くおもちゃを作りま
す／7月26日（日）10時～12時30分／市
内在住・在学の小学生と保護者15組30
人  ※必ず二人一組。きょうだいの同
伴不可／1,000円  ▶
●わんぱくあそびの広場
　「こどもアート教室」（全3回）
いろいろな材料（方法）を使ってアート
を楽しもう！／9月6日、10月4日、11月
1日いずれも日曜日10時～12時 ※原則
全回参加／市内在住・在学の小学生15
人 ／1,000円（全回分）  ▶
●つづき緑寿荘
　平成27年度後期趣味の教室
10月～3月開催／各講座とも市内在住
の60歳以上の人   ※詳細は7月20日

（月・祝）以降に問合せを。
申込み▶8月31日（月）必着で を明
記し

休館日◆7/13（月）、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7月11日（土）から
●みんなで歌おう！
　「J・ポップス編」（全6回）
80年代のヒット曲から最近のスタンダー
ド曲までみんなで歌います。歌唱指導あり
／7月23日・30日、8月20日・27日、9月
10日・24日いずれも木曜日15時30分～
17時／30人 ／2,500円（全回分）  ▶
●アンチエイジングの為の
　セルフメンテナンス講座
第5回 生きていく上で一番の運動　
呼吸／8月21日（金）10時～11時30分／
40人 ／500円（保険・資料代）  ▶
●夏のロビーコンサート
7月18日（土）13時30分～14時30分／
50人 ／
●そうめん流しに挑戦
青竹を組み立ててそうめん流しに挑戦
／8月2日（日）11時～14時 ※荒天中止／
小学生50人 ／300円
申込み▶7月31日（金）までに （10時か
ら）か
●やさしい将棋教室
初心者から中級者までルールを教わり
ながら対戦を楽しみましょう／7月11
日（土）13時～14時45分／小学生 ※保
護者付き添い可／200円／  
●やさしい囲碁教室
7月11日（土）9時30分～11時／小学生 ※
保護者付き添い可／  
●おはなし広場
読み聞かせ、パネルシアター、指人形
など／7月11日（土）：小学生向け、7月
16日（木）：幼児向け、いずれも10時30
分～11時10分／

休館日◆7/21（火）　  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

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

●平成27年度  多文化共生セミナー
外国につながる子どもたちの心の声
～伝えたいけど伝えられない思い～／
8月4日（火）14時～16時／外国人支援関
係者、保護者、教職員、スクールカウン
セラー、行政職員など／60人
申込み▶7月11日（土）から か、
を明記し
●はぁとdeボランティア多言語おはなし会
いろいろな言語で書かれた絵本の読
み聞かせ／7月26日（日）14時～15時／

休館日◆7/13（月）、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7月11日（土）から か
●新栄セミナー（県立新栄高等学校の

仲町台地区センター連携講座）
8月6日（木）仲町台地区センター：①9
時20分～10時50分「視覚障害を理解
する～視覚障害体験と点字～」②11時
～11時50分「減災セミナー～防災から
減災へ～」／8月21日（金）県立新栄高等
学校：③9時30分～10時30分「スコット
ランドの歌を歌おう」④10時50分～11
時50分「簡単な墨絵を楽しもう」／各
回30人   ▶
●ぎょうざdeランチしよう！
8月22日（土）10時～12時30分／小学生
以上16人 ／800円  ▶
●親子で楽しむ太鼓リズム遊び
　(全3回)
8月28日、9月11日・18日いずれも金曜
日15時30分～16時30分／子と保護者
15組 ／2,400円（全回分）  ▶
●カラオケ大会講座(全3回)
カラオケ大会参加のための講習会／9
月3日・17日、10月1日いずれも木曜日
13時～14時30分／10人 ／1,800円

（全回分） ▶
●おもちゃの病院
おもちゃの対面修理／9月5日（土）10
時～15時／18点
申込み▶8月29日（土）までに か
●フレンチを楽しもう
シェフに習う本格フレンチ／8月26日

（水）10時～12時30分／20人 ／1,500
円  ▶
●パワーヨガ2期（全10回）
9月15日・29日、10月6日・20日・27日、11
月10日・17日・24日、12月1日・8日いずれ
も火曜日①9時15分～10時15分②10時
30分～11時30分／各クラス60人 ／
3,200円（全回分）
申込み▶8月18日（火）までに を明
記し か

休館日◆7/13（月）、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
●ロビーコンサート
ムジカ・パストラーレによる金管楽器
のコンサートです／7月11日（土）13時
30分～14時30分／
●おもしろ科学教室
大学生から科学の楽しさを学びながら
作品を作る／8月20日（木）／高学年（ホ
バーバイク）：10時～11時30分、低学年

（ウインドカー）：13時～14時30分／小学
生各回20人 ／300円  ▶
●おはなしだいすき!

「おはなし玉手箱」による絵本の読み
聞かせと紙芝居／8月19日（水）2歳ま
で:10時30分～11時、3歳～小学生：11時
～11時30分／各25人  ※未就学児は
要保護者同伴  ▶  
●目をとじればそこはハワイ！
生演奏と素敵なフラダンスで午後の
ひとときをお楽しみください／8月
22日（土）14時～15時30分／50人   
▶
●「和文化」に親しもう（全5回）
浴衣の着方を学びながら、和文化の
伝統を知ります／9月5日、10月3日、
11月7日、12月5日、1月16日 い ず れ
も土曜日9時30分～11時30分／小学
生と保護者10組  ※小学生のみの
参加可／浴衣をお持ちの人は持参。 
▶  

休館日◆7/13（月）、7/27（月）、8/10（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7月11日（土）から か
●お月見ライブ「能管デュオコンサート」
ウエルカムドリンク付き／9月27日（日）17
時30分～19時／５歳以上100人
※4歳以下入場不可／1,000円（チケット
事前引き換え） ▶
●茶室利用申し込み
9月～平成28年2月の茶室利用募集／

／詳細は問合せを。 ▶
●はぎれ草履講習会
7月19日（日）9時～12時／12人 ／800
円／持ち物は問合せを。 ▶
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力：かたらんらん／7
月20日（月・祝）11時～11時30分／
●体験！南京玉すだれ
初心者歓迎／7月18日（土）14時～16時／  

休館日◆7/16（木）、8/6（木） 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

●おはなし会  影絵
横浜市立みなと総合高等学校の生徒
さんによる影絵と朗読。演目:神奈川
むかし話『うたをうたうミケネコ』・横
浜はじめて物語『サイダー』／7月18日

（土）18時30分～20時 ※雨天時は翌19
日（日）に順延／
●親子読み聞かせ（絵本・紙芝居）
7月15日（水）10時30分開始／未就学児
と保護者10組程度 ／
●手打ちそばを食べませんか
そば打ち教室の講師が打ったそばを
食べませんか／7月24日（金）11時30分
開始 ※小雨決行／40食 ／一人前500
円／
●和菓子作り教室
7月18日（土）10時～12時／10人 ／
1,000円／持ち物は問合せを。
申込み▶7月17日（金）までに か
●古民家市
新鮮野菜販売／7月18日（土）10時開始
／
●犬のしつけ教室
7月11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／

休館日◆7/21（火）   ・  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」
子育て中の親子と妊婦さんの交流広場／
①おさるんリトミックと工作：9月1日

（火）10時30分～11時30分 ②おはなし
会：9月10日（木）10時30分～11時／未就
学児と保護者／①15組 ・200円、②
申込み▶開催日の1か月前から か

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

 tsuzuki-yumesuta@bell.ocn.ne.jp
 http://webyoko.com/yumesuta/

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
●盆踊り
津軽三味線盆踊り、都筑ニュータウン
音頭／7月18日（土）16時～20時／300
人 ／
●まちの音楽会
大人の「発表会」大人だって日頃の練
習の成果を発表します／8月1日（土）
14時開始／
●都筑少年少女合唱団クリシェで輝こう
Jポップ～クラシックまで／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◆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
●昆虫博士養成講座
お子さんの夏休みの研究課題として、
都筑中央公園での昆虫関連の体系だっ
た講座です／7月18日（土）～7月20日

（月・祝）9時～12時／小学生（1～3年生
は要保護者同伴）10人 ／1,000円（資
料代）  ▶
●七夕・そうめん流し
13メートルの竹の樋（とい）で流しそう
めんをします。そばちょこも箸も、風流
な竹で作られています。マイそばちょ
こ・マイ箸作り体験もできます／8月2日

（日）11時～14時／50人 ／300円  ▶
●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
使って、手作りの飾りを作ろう／7月26
日（日）10時～15時（受付14時30分まで）
／円形広場集合／500円／
●大池のいきもの観察会
魚類、甲殻類を中心に昆虫も含めて水
辺の生き物を観察します／7月26日

（日）9時～12時／30人 ／300円  ▶
●森の素材にトールペイント
里山の間伐した木を輪切りにした板に
トールペイントして、コースターや表札
を作ります／7月19日（日）10時～12時
／20人 ／500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 か
●昆虫標本づくり
トンボやセミ、甲虫などを採集し、記録
と保存のできる標本作り／8月1日（土）
9時～14時 ※ 雨 天8月9日（日）順 延／
小学生以上15人  ※小学1～3年生は
要保護者同伴／800円 ※保護者と参加
1,100円／持ち物は問合せを。 ▶
●セミの羽化観察会
セミの羽化を観察します。また夜の自然
生態園を歩いて、夜だけ見られる花や
生き物を探します／7月25日（土）19時
～20時30分※雨天翌日順延／小学生
と保護者15組 ／500円  ▶
●里山保全再生
里山で草刈り、木の伐採などの作業を
行います／7月26日（日）10時～12時 ※
雨天中止／持ち物は問合せを／

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
7月25日（土）／◆学芸員による常設
展示室の解説（今月は中世ブースの解
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◆火・金曜日   ・  591-7240
〒224-0023  東山田二丁目9-1

 ch-higashiyamata@tsuzuki-koryu.org

東山田中学校コミュニティハウス

●ぱぱも一緒に！親子であそぼう！
運動神経を刺激することは脳の発達に
も大きく関わります／7月26日（日）10
時～11時／未就園児（走れる子）と保
護者20組 ／300円
申込み▶事前に か、 を明記し
か か
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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

申
込
方
法

都
筑



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「言葉のはじまり」
専門相談員と一緒に小グループでじっ
くりお話ししてみませんか?「なるほど、
うちだけじゃなかった!」を発見しよう
／8月7日（金）10時30分～11時45分／
1歳児と保護者6組   ▶
●パパといっしょに公園であそぼう
ご 家 族 でどうぞ！赤 ちゃんも 大 歓 迎／ 
8月1日（土）10時30分～12時／ききょう公園

（中川五丁目10） ※雨天時はプラレールであ
そぼう（ポポラコミュニティルーム）／
●おしえて！保育コンシェルジュさん
保育園、一時預かりについてのお話／
8月5日（水）10時30分～11時15分／区
内で子どもを預けたいと思っている、産
休・育休中以外の人12組   ▶
●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／7月22日（水）、8月8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！
障がいのある子どもを育てている先輩
ママと話そう！／7月18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／8月7
日（金）13時～16時、8月22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どもや障がいのあ
る子どもと家族のポポラ体験／7月18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！／7月23日（木）10時
30分～12時頃 ※雨天時は7月30日（木）に
延期／ききょう公園（中川五丁目10）／

 944-4640   944-4642
〒224-0055  加賀原一丁目22-32

 kagahara@oregano.ocn.ne.jp

加賀原地域ケアプラザ

●障がい児・者余暇活動支援
　親子レクリエーション
ダンスにゲームに体を思いきり動かそ
う／8月9日（日）10時30分～12時／子
と保護者15組 ／300円
申込み▶7月11日（月）～8月8日（土）に
か、 を明記し か  
●すくすくプラザ  水遊び
一緒に水遊び／8月13日（木）10時～11
時30分／子と保護者／

 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7月11日（土）から か
●行政書士無料相談会
高齢者の成年後見制度・相続・遺言な
どのご相談／7月25日（土）10時～13時
／8組（一組40分程度）   ▶
●ほっと茶屋
介護している人同士、おしゃべりしてス
トレス発散しましょう／7月28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◆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

●子育て相談員さんとあそぼう
子育て相談員さんが、乳幼児と手作り
楽器で楽しく遊んでくれます／7月23
日（木）14時30分～16時／
●夏の子ども科学教室
　ソーラーカーを作ろう
太陽電池でミニカーを動かします／7
月27日（月）10時～11時30分／小学生30
人  ※2年生以下は要保護者同伴／
700円（材料費） 
申込み▶7月20日（月・祝）までに か
●夏の子ども科学教室  光の不思議
偏光板を使って光の不思議な性質を
学びます／8月6日（木）10時～11時30分
／小学生30人 ／500円（材料費）
申込み▶7月30日（木）までに か

 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

●夏季特別教室のご案内
夏季特別教室の追加募集を行います。
詳細は をご覧ください。

休館日◆7/27（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（7月13日、8月3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（7月14日・21日・28日、8月4日）④ソ
フトエアロ／12時20分～  ◆水曜日（7
月15日・22日・29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（7月17日・
24日・31日、8月7日）⑦＊金曜ズンバ／
10時35分～11時20分  ◆土曜日（7月11
日・18日・25日、8月1日・8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（7月14日・21日・28日、8月4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（7月11日・18日・25日、8月1日・
8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
楽しみながら行うリーグ戦です／7月
15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

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▶ 行事は事前に か
●竹細工教室
竹でかぶと虫や竹とんぼ、水鉄砲を作ろ
う／7月26日（日）9時30分～12時30分
／小学生または幼児と保護者20組
／300円  ▶
●こどものアート
動く仕掛けを使ってたくさんおもちゃ
を作ろう／7月22日（水）13時30分～15
時30分／小学生または幼児と保護者
20組 ／500円  ▶  
●こどもの科学
振動モーターを学んで、動くおもちゃ
を作ろう／8月29日（土）10時～11時
30分／小学生または幼児と保護者
20組 ※小学2年生以下は要保護者
同伴／500円  ▶
●やさしい囲碁教室
初めての人からちょっとできる人まで、
丁寧に指導します／7月25日（土）13時30
分～14時30分／

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7月11日（土）から か
●キミの作った作品が登場する　　

おはなし会
おのおので作った作品でおはなし会
をします／7月27日（月）13時～15時／
20人 ／100円  ▶
●ラジオ体操ってスゴイ
正しいラジオ体操を覚えて健康維持
／8月1日・22日いずれも土曜日10時～
11時30分／100人   ▶
●科学実験
　〜液体窒素でアイスクリーム作り〜
8月5日（水）13時30分～15時30分／小
学生20人 ／500円  ▶
●動く仕掛けおもちゃを作ろう
／8月3日（月）10時～12時／小学生20人

／400円  ▶

 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
大型絵本と夏をテーマにした親子遊
びを行います／7月23日（木）11時30分
～11時50分／未就学児と保護者／

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

●ソーラーカーをつくろう
太陽電池を使ってミニカーを走らせ
よう。講師：濱田國夫氏／7月29日（水）
10時～11時30分／小学生20人  ※1・
2年生は要保護者同伴／500円
申込み▶7月27日（月）までに か、
と年齢を明記し
●液体窒素でアイスクリームづくり
講師：木村博子氏／7月24日（金）13時30
分～15時30分／小学生20人 ／500円
申込み▶7月22日（水）までに か、
と年齢を明記し

休館日◆7/27（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

●パパと遊ぼう〜オムツっ子も水あそび
初めての水あそびをパパと一緒に体
験してみませんか／8月1日・22日いず
れも土曜日10時30分～11時45分 ※雨
天時は講座「手作りおもちゃを楽しも
う！」／1歳6か月までの子と父親各日
15組 ／850円
申込み▶7月15日（水）から子どもの部
屋（ 910-5724）へ

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野こどもぎゃらりぃ2015
さまざまなかたちでアーティストや表現
に出会う子どものための展覧会。出品作
家：安部泰輔、小川実加子、小日山拓也、野
村誠、宮田篤＋笹萌恵。ワークショップや
参加型展示など。小学生の写真展示も／ 
7月31日（金）～8月9日（日）10時～17時／
●Welcome! ロビーコンサート
7月26日（日）オールディーズバンド・ド
リーム／8月9日（日）ピアノ：青山瑠美子、
フルート：大岡三佐子・礒部友美・ピアノ：
飯田彰子／各日12時～12時40分／
●あざみ野マルシェ＆アートワゴン
8月2日（日）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」青桐茶房／8月5日（水）
美味しい食材と食品が並ぶ「あざみ野
マルシェ」夏／各日10時～16時頃／

問合せ よこはま動物園ズーラシア　 959-1000  959-1450

リアル謎解きゲームブック
8月31日（月）まで

ゲームブックに書かれたヒントを
もとに、園内に隠された謎を解い
て宝を探し出そう！

クールビZOO
9月30日（水）まで

動物園内の数か所にミスト装置を
設置しています。

アラースの谷のミスト装置

休園日 毎週火曜日
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催  し
●映画「うまれる」自主上映会in都筑

都筑区初！感動のドキュメンタリー映画
「うまれる」の上映会。赤ちゃん連れの皆さ
んも大歓迎／8月30日（日）9時30分～11時
30分／北山田地区センター体育室／小学
生以上60人 ／500円  申込み▶7月11日

（土）から を明記し yuukinowa@
gmail.com  問合せ▶勇気の輪広がるマ
マの会　松田　 ・ 594-5612

●チャリティイベント
　LUAU＆GarageSale

横浜周辺で活動するママたちのハンド
メイド作品を販売（売上の一部はNPO
法人あきらめないへ寄付します）／7月
18日（土）10時30分～15時／ヨツバコ5
階（中川中央一丁目1-5）／
問合せ▶今井　 090-4469-8083
●写真展「自然の中で子どもが育
　つ・地域の中で子どもと育つ」

身近な公園から海や山で過ごす乳幼児
～小学生の活動写真展／8月6日（木）13
時～8月12日（水）12時／区総合庁舎1階
区民ホール／ 　問合せ▶NPO法人 も
あなキッズ自然楽校　 342-8389

募  集
●山田小学校はまっ子ふれあい
　スクール　アシスタント募集

子どもたちが安全で快適に過ごせる、
放課後の居場所づくりのお手伝いをお
願いします／週2～3回、放課後～18時
頃／山田小学校内／平日・土曜日の勤
務が可能で徒歩で通える、大学生以上
2人 　申込み▶ か を明記し

　問合せ▶山田小学校はまっ子ふれ
あいスクール　 ・ 592-3705

●英語での通訳ガイドをめざす会
英語、日本史、地理、一般常識を学習し
ながら、観光地ツアー練習をします／
毎月第2・4日曜日10時30分～12時30分
／つづきMYプラザ／英語の基礎力必
要／月3,000円　申込み▶ を明
記し abehiro21@tmtv.ne.jp
問合せ▶アベ　 943-0144
●第20回MOA美術館
　都筑児童作品展　絵画作品募集

区内在住の小学生の絵画作品（四つ切画
用紙。鉛筆・色鉛筆不可）を募集します。※
作品展は10月14日（水）～10月18日（日）
に区総合庁舎1階区民ホールで開催　問
合せ・申込み先▶9月4日（金）までに、絵画
の裏に題名、学校名、学年、氏名（ふりが
な）、電話番号を明記し、①公立小学校に
通う場合は学校へ提出（問合せ：上野　

592-5504） ②私立小学校・特別支援学
校に通う場合は ・ 912-6218（大代）
●一緒に絵を描いてみませんか

アクリル、パステル、水彩、油彩など、お
好きな用具で／毎月第2・4木曜日12
時～15時／北山田地区センター／経
験、年齢問わず（男性は特に歓迎）／月
2,000円　申込み▶事前に 　問合せ
▶遊画（ゆうが）　高橋　 591-8656

 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

お知らせ
夏休みリサイクル施設親子見学会

日時8月20日（木）9時15分～16時
行程区役所集合～古紙・古布が集まる
輸出関連施設見学～プラスチックの
リサイクル施設見学～区役所解散　
対象区内在住・在学の小学生以下の子
と保護者35人  ※昼食実費負担。
問合せ・申込み▶資源循環局都筑事務所

（ 941-7914）へ7月20日（月・祝）から

都筑水再生センター＆
地下鉄川和車両基地の見学会

日時8月7日（金）10時～15時頃
行程地下鉄中山駅改札前9時50分集合、
川和車両基地解散。※貸切バスで移動。昼
食持参。詳細は 都筑水再生センター 検索
対象市内在住・在勤・在学40人  ※小
学生以下は要保護者同伴
申込み▶7月16日（木）から
問合せ▶都筑水再生センター

932-2321　 931-8919

日頃からごみの削減にご協力ありがとうございます！

目標達成のためには、
●マイバッグ、マイボトル、マイ箸でごみの削減
●�減らそう！食べ物の「もったいない」手つかず食品の削減
●水切りでごみも臭いもスッキリ！

平成26年度 結果速報

ごみと資源の総量  602g
（燃やすごみ396g、その他206g）

平成27年度目標を定めました

小型家電回収実績 一人1日当たりの燃やすごみ排出量

都筑区 1,218kg
18区平均 431kg
 （市合計 7,760kg）

2年連続　市内ダントツ1位 目標達成！
目標400g　➡　実績 399g

25年度　403g（18区平均428g）
24年度　410g（18区平均436g）参考

港北水再生センター＆
地下鉄川和車両基地の見学会

日時8月21日（金）10時～15時頃
行程港北水再生センター集合、新横浜
駅解散。※貸切バスで移動。昼食持参。
対象市内在住・在勤・在学100人
申込み▶ と参加人数、年齢を明
記し、 か 。7月24日（金）必着。
問合せ▶港北水再生センター見学担
当　〒222-0037 港北区大倉山七丁
目40-1 542-3031 545-6564

ks-kohoku@city.yokohama.jp

問合せ  資源化推進担当　 948-2241　 948-2239

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 7月7日・28日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 7月9日・23日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 7月2日・16日・30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27年12月出産予定の人 
　→8月7日（金）・21日（金）・24日（月）・28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

8月26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

7月1日（水）・23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

7月10日（金）午前、8月14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

7月16日・23日・30日、8月6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

7月24日（金）午後、8月4日（火）午前、8月28日（金）午後、
9月8日（火）午前
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

8月4日（火）午前、9月8日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。肺年齢測定。

麻しん風しん
（MR）予防接種
のご案内

平成28年4月に小学1年生になるお子さんを対象に、麻しん風し
ん（MR）2期の予防接種の予診票を平成27年4月に発送しました。
まだ利用されていない場合は、お早めの接種をお願いします。
※予診票が見当たらない、小学生でMR2期をまだ接種して
いないなどの場合はご相談ください。

＊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

◆◆◆

◆◆◆


