
　区内保育園、小学校、中学校の食育の取組の様子や、食や歯に関わる
さまざまな情報を展示します。

日 時  6月9日（火）～6月15日（月）  会 場  区総合庁舎１階区民ホール

開始時間  ①10時 ②11時
対  象  3歳～小学生

　　　  （保護者同伴可）
会  場  都筑図書館

　　　　対面朗読室／当日直接来場

協賛企業・団体　㈱伊藤園、神奈川県農業技術センター
横浜川崎地区事務所、神奈川東部ヤクルト販売 ㈱、   
㈱クリエイト エス・ディー、JA横浜、生活協同組合パル
システム神奈川ゆめコープ、生活協同組合ユーコープ、
都筑区歯科医師会、都筑区食生活等改善推進員会、
東京ガス㈱横浜支店（五十音順・敬称略）

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

お魚釣りゲーム

食育ミニ講座

「おいしいものがいっぱい」

おはなし会も同日開催！

スタンプラリーに参加してプレゼントをもらっちゃおう！（先着200人）

食育講座で都筑野菜の新たな魅力発見！

おすすめ料理の試食（先着200人、11時30分開始）

体験コーナー
　●歯みがきレッスン　　●お魚釣りゲーム
　●骨の健康チェック　 ●水出し冷茶の入れ方体験
   その他、楽しいゲームやクイズが盛りだくさん！

イ
ベ
ン
ト
内
容

※9時30分から都筑野菜朝市も開催（売り切れ次第終了）

6月13日（土） 10時30分～13時30分
区総合庁舎1階区民ホール 入場無料 参加自由

歯みがきレッスン

平成27年 都筑区食育フェア 検索詳しくは

おすすめ料理の試食（先着200人、11時30分開始）

パネル展

食べることに
ついて考える
よい機会に

いろんな
コーナーが

あって親子で
楽しめる

※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。

平
成
26
年
度
食
育
フ
ェ
ア
か
ら

関連 イベント
「おやこで楽しむおいしいおはなしの会」  開催

詳しくは6ページへ
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   都市計画マスタープラン「都筑区まちづくりプラン」

   ハチの巣は早期発見・早期駆除！
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ココロとからだのいきいき講座
6月8日・22日・29日いずれも（月）開催
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お知らせ
都筑図書館から

問合せ▶都筑図書館　
948-2424　 948-2432

◆絵本をよんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊のみなさんが絵
本を読んでくれます。
日時6月20日（土）10時30分～12時
会場都筑図書館絵本コーナー／

講演・講座
食品衛生責任者講習会

食品衛生責任者の皆さんに毎年度受
けていただく講習会です。
日時6月24日(水)、7月2日(木)14時30分
～16時(14時受付開始)　※各回同一内
容。いずれかの回にご参加ください。
会場区役所6階大会議室／
対象区内食品衛生責任者50人
持ち物食品衛生責任証、筆記用具
問合せ▶食品衛生係　
948-2356　 948-2354

健康づくり係から

問合せ▶健康づくり係　
948-2350　 948-2354

◆食育フェア関連イベント
～おやこで楽しむおいしいおはなしの会～
食べることが楽しくなるような、絵本
の読み聞かせです。その後おはなしに
出ていたものを使ったお料理を実際
に食べてみましょう。
日時7月17日（金）14時～14時45分（13
時45分受付開始）
会場区役所1階健診室
対象区内在住・在園の3歳～未就学児
と保護者20組 　※アレルギーのあ
る人は申込時にご相談ください。
持ち物手拭きタオル
申込み▶6月19日（金）8時45分から
◆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7月24日（金）・31日（金）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▶東山田地域ケアプラザ
（ 592-5975）へ6月26日（金）10時
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
方
法

都
筑

都筑図書館の休館日　6月15日（月） ● 7月 7日（火）～9日（木）・21（火）
都筑公会堂の休館日　6月15日（月） ● 7月13日（月）～8月21日（金）※

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 211,254人 （平成27年5月1日現在・前月比389人増）
世帯数…80,415世帯（平成27年5月1日現在・前月比212世帯増）
交通事故発生件数…165件　
　死者1人／負傷者192人（平成27年1月1日～3月31日）
火災発生件数…13件（平成27年1月1日～4月30日）

※都筑区総合庁舎の外壁改修工事のため

土曜両親教室 ～平日に参加できな
い妊婦およびパートナーのために～

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7月11日（土）13時30分～15時30分

会場都筑区子育て支援センターポポラ
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▶6月11日（木）10時から
問合せ▶都筑区子育て支援センター
ポポラ
912-5135　 912-5160

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

問合せ  高齢支援担当　 948-2306　 948-2490

問合せ  環境衛生係　 948-2358　 948-2354

　現在、都市計画マスタープラン都筑区プラン「都筑区ま
ちづくりプラン」の平成28年改定を目指して検討を進めて
います。
　ご意見を踏まえ改定素案を修正し、「改定原案」を取りま
とめましたのでお知らせします。併せて、「改定原案」に対
するご意見を募集します。頂いた「ご意見」や「ご提案」など
を参考にして、今後「改定区プラン」を確定する予定です。

●改定素案に対する意見募集結果及び改定原案の閲覧
期　　間 6月26日（金）～7月10日（金）
場　　所 �区役所5階55番窓口、市庁舎1階市民情報センター・
　　　　　6階都市整備局地域まちづくり課で閲覧できます。 には6月9日（火）に掲載します。
●改定原案に対する意見募集

期　　間 6月26日（金）～7月10日（金）必着
提出方法 、 、 、郵送。※書式は自由です。個別に回答はしません。頂いたご意見の内容は公表することがあります。

　6月から秋頃まで、集中豪雨や台風により、河川の増
水、低地の浸水被害や土砂災害などが起こりやすくな
ります。
　身の安全を守るには、「正確な情報をいち早く知る」
ことが重要です。普段から、テレビやインターネットな
どで気象情報を確認するように心掛けましょう！

◆携帯電話に防災情報が届くようにしておきましょう。
　河川の水位情報や雨量情報などをリアルタイムでお知
らせします。登録は無料ですので、ぜひご登録ください。

◆ 2種類のハザードマップで、警戒区域や日頃の備
えについて確認しておきましょう。

　毎年7月から10月にかけて、家や庭にハチの巣ができたという相談が
多く寄せられます。夏になり、巣が大きくなると駆除が難しくなり、費用
も多くかかります。5月から6月のハチの巣が小さな時期に、巣が作られ
やすい軒下などを点検し、巣を見つけた場合は早めに対処しましょう。

問合せ・意見提出先 �都筑区区政推進課企画調整係　都市マス区プラン担当　 948-2225　 948-2399　
〒224-0032　茅ケ崎中央32-1� tz-machirule@city.yokohama.jp　　　　　　　　　　　　都筑区プラン 検索

横浜市　防災情報Eメール 検索

横浜市　土砂災害ハザードマップ 検索

横浜市　内水・洪水ハザードマップ 検索

◆ハチに関するご相談◆
　区役所ではスズメバチやアシナガバチなどに関する相談の受付や駆除業者
のご案内をしています（ハチの駆除は行っていません）。お気軽にお問い合わせ
ください。※ハチの巣は、土地や建物の管理者が駆除することが原則です。

コガタスズメバチの巣 キイロスズメバチの巣

もしくは右記のQRコードからアクセスして
ください。

スズメバチの初期巣 アシナガバチの初期巣

平成14年度 平成25年度

広聴・地域のつどい
基礎調査

都筑区プラン
策定

準備期間
平成26年度 ～平成28年3月

説明会
市民意見募集

改定素案作成
平成27年6月

改定原案作成

改定スケジュール

改定原案の
市民意見募集

都筑区
まちづくりプラン

改定

今回は
ココ！

日　時 6月9日（火）～11日（木）
会　場 区総合庁舎1階区民ホール／

そのほかにも…

～都筑区まちづくりプラン～
「まちづくりパネル展」を開催します

備えましょう！に

講座
　認知症予防や元気な体を作り、これからも�“イキイキ”
過ごすための講座です。
日　時 �①6月8日②6月22日③6月29日
　　　�いずれも月曜日13時30分～15時30分
会　場 区役所６階大会議室
内　容 �①ハマトレでロコモ予防～体操で腰痛改善!!
� 　講師：理学療法士・健康運動指導士　笹川�さゆり�氏　
� �②元気を作る笑いヨガ！笑いで認知症も予防しよう！
� 　講師：日本笑いヨガ協会　小野�義廣�氏　
� �③リラクゼーション法～ヨガを通して、気分スッキリ～　
� 　講師：日本ヨーガ療法学会　木村�孝子�氏
対　象 区内在住のおおむね65歳以上の高齢者　①②60人 　③30人
申込み �いずれも前日までに か 　※ご参加いただける場合は特にご

連絡しません。当日直接会場へお越しください。
持ち物 �いずれも動きやすい服装、飲み物持参。�①フェイスタオル（細長

いタオル）�③大きいバスタオル、裸足になれる格好

　毎年7月から10月にかけて、家や庭にハチの巣ができたという相談が　毎年7月から10月にかけて、家や庭にハチの巣ができたという相談が

「都筑区まちづくりプラン」の改定原案がまとまりました
都市計画マスタープラン都筑区プラン 都筑区

まちづくりプラン
改定素案への

ご意見・ご提案ありがとう
ございました

ハチの巣は早期発見・早期駆除！
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休館日◆火・金曜日   ・  934-8666
〒224-0057  川和町1463

川和小学校コミュニティハウス

●耐震工事による休館のお知らせ
休館期間（予定）：7月1日（水）～10月31日（土）
ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご
協力のほどお願いします。

休館日◆6/30（火） 941-8380 942-3979
〒224-0062 が谷2-1

都筑センター

●わんぱくホリデー おもしろ科学たん
けん工房～水と色のファンタジー～

7月4日（土）13時30分～16時30分／市
内在住・在学の小学4～中学2年生24
人 ／500円��申込み▶6月20日（土）必
着で http://www.tankenkobo.com/
か と学年を明記し久保田方へ
（941-2362）
●日々の暮らしに役立つ講座
　「包丁の研ぎ方」
7月12日（日）13時30分～15時30分／市
内在住・在勤のおおむね50歳以上20人
��申込み▶6月11日（木）から か

休館日◆6/8（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6月11日（木）から
●アイドルPOPダンス（全4回）
7月23日・30日、8月6日・20日いずれも
木曜日13時15分～14時15分／小学生
30人 ／1,600円（全回分）�▶ （10時
から も可）
●男の料理・入門講座（全3回）
7月3日、8月7日、9月4日いずれも金曜
日10時～13時／16人 ／4,500円（全
回分）��▶

休館日◆6/8（月） 943-9191 943-9131
〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

●こどもまつり
室内プレイパーク、サイエンスショー、模擬
店など／7月11日（土）10時～14時／
●子ども卓球教室（全5回）
7月29日（水）～8月2日（日）／9時30分
～11時30分／小学生50人 ／1,800円
（全回分）�申込み▶6月11日（木）から

・  944-0730
〒224-0052 二の丸14

都田公園
�

●都田公園  七夕まつり 
短冊を孟

もう

宗
そう

竹
ちく

に飾り付けましょう（短
冊先着100枚）／飾り付け：6月27日（土）
10時～12時�※小雨決行、七夕飾りの展
示：6月27日（土）～7月8日（水）／

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

●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��
申込み▶事前に か、 と年齢を
明記し か

休館日◆6/8（月） 593-8200 593-8201
〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

●野菜たっぷりベジ・キッチン
お料理とお菓子作り／7月17日（金）10
時～13時／16人 �※子ども同伴不可
／1,200円��
申込み▶6月17日（水）から か
●ロビーコンサート
洗足学園大学学生によるピアノコンサート／
6月21日（日）13時30分～15時30分／

休館日◆6/8（月）、6/22（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

申込み▶ 行事は6月11日（木）から か
●七夕親子折り紙（笹付き）
7月4日（土）10時～12時／20人 ／100
円��▶
●手打ちそばを食べよう
打ちたてのおそばが食べられます／7月
18日（土）12時集合／50人 ／一人前
500円��▶

休館日◆6/18（木）、7/2（木） 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

●古民家市（新鮮野菜販売）
6月20日（土）、7月4日（土）10時～なくな
り次第終了�※小雨決行／
●和菓子作り教室
6月20日（土）10時～12時頃／10人 ／
1,000円　申込み▶事前に か

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
 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6月25日（木）必着で申
込者全員の と年齢を明記し か
●ジャガイモ掘りとジャガイモ料理
7月4日（土）�※雨天中止／①ジャガイ
モ掘り：10時～12時�②ジャガイモ料理
の試食：12時～14時／各30人 ／①
300円�②500円��▶
●夏休み前の昆虫観察会
昆虫の採取方法、標本の作製方法など
／7月5日（日）9時～12時�※小雨決行・
荒天中止／30人 ／300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▶ 行事は前日までに か
と年齢を明記し
●親子自然教室  水とあそぼう 
山の湧き水を竹に流してあそぼう／7
月8日（水）10時～11時30分�※雨天延
期／2～4歳児と保護者7組 ／一組
500円��▶
●野の花ウォッチング～夏の花～
7月4日（土）10時～11時30分�※雨天翌
日順延／15人 ／300円��▶ �

休館日◆6/15（月）　  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
 http://tsuzuki-myplaza.net/

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

●中高生のための夏休みボランティア体験
オリエンテーション：7月17日（金）～7月
20日（月・祝）のいずれか一日、ボランティ
ア体験：7月21日（火）～8月21日（金）、振り
返り：8月22日（土）／詳細は をご覧く
ださい。�申込み▶7月9日（木）20時まで
に か か、申込み用紙を か �

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
�

●オリジナルTシャツ作り
自分でデザインして描いたTシャツを着て、
北山田駅前でファッションショー／7月12日

（日）13時～17時／小学生か、幼児と保護
者20人 ／400円（絵の具代ほか）／Tシャ
ツ持参。�申込み▶7月6日（月）までに か
●おやつを作ろう！
　～かたつむりロールサンドとデザート～
7月4日（土）10時30分～13時／小学生
か、幼児と保護者20人 ／300円
申込み▶6月29日（月）までに 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

●大人のためのおはなし会～夫婦いろいろ～
茶菓付き／6月29日（月）10時30分～12時／
●手話で遊ぼう！（全2回）
手話で歌やゲームをしてみよう／7月
24日（金）・25日（土）10時～12時／小
学2～6年生30人 ��
申込み▶6月24日（水）から か

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

新栄地域ケアプラザ

申込み▶ 行事は6月11日（木）から か
●せせらぎフレンズ2015  なつ
事前説明会：8月2日（日）9時～11時30
分、流しそうめん＆水遊び：8月6日（木）
10時～15時／区内小中学校個別支援学
級に通う生徒10人 �※中学生以上の
ボランティア募集中／1,000円��▶
●スクエアステップ講座
転倒予防・認知症予防などに効果のあるエク
ササイズ／7月21日（火）13時～14時30
分／おおむね65歳以上20人 ��▶

 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6月11日（木）から か
●スマイルコレクション
Tシャツに絵を描き、世界に一枚だけのTシャ
ツを作ろう！／7月12日（日）13時～17時／
10組 ／300円／Tシャツ持参。�▶
●ほっと茶屋
6月23日（火）13時～14時30分／介護者・
介護を終えた人15人 ／100円��▶

 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▶ 行事は一週間前までに か
●カラフルなかごを作ろう
7月12日（日）10時30分～12時／障がい
児・者とその家族15組 ／300円��▶
●和

わ

楽
ら

路
じ

「シソを使ってクッキング」
7月13日（月）10時～12時／15人 ／300
円��▶

 943-5951   943-5961
〒224-0062 が谷16-3

 kuzugaya@yokohamashakyo.jp

が谷地域ケアプラザ

●くずがやゆめひろば  ボランティア募集
障がいのある小・中・高校生の子どもた
ちと一緒に楽しんでみませんか／顔
合わせ会：7月20日（月・祝）9時30分～
11時30分、イベント：7月26日（日）9時
30分～15時30分／中学生以上30人
申込み▶ か か、 とボランティ
ア経験の有無、学生の場合は学校名を
明記し か か 。6月30日（火）必着。

 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

●和・輪・WA!!お琴・尺八・三味線の音
色を楽しもう（演奏：邦楽煌会）

6月14日（日）13時30分～14時50分／
●スポーツであそぼう！～バスケット編～
バスケットチームのパフォーマンス、ボール
を使ったワークショップ（協力：東京八王子ト
レインズ）／7月12日（日）10時～11時30分
／都筑センター体育室／障害のある子
どもと保護者10組 ／子どものみ100
円��申込み▶6月29日（月）までに

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6月11日（木）から か
●なるほどトーク「夏休みだ！パパと遊ぼう」
ポポラの相談員と親子遊び＆トーク／7
月25日（土）14時15分～15時30分／1～
2歳児とパパ6組 ��▶
●パパと楽しむ夏のおはなし会
7月4日（土）10時30分 ～11時30分 ／1
～3歳児とパパ10組 ��▶

休館日◆6/22（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

●夏のイベント
①横浜Ｆ・マリノスふれあいサッカー／
7月29日（水）17時10分～18時40分／
小学1～3年生45人 ／1,000円�②ナ
イトノルディックウォーキング（全5回）
／8月7日・21日・28日、9月4日・11日い
ずれも金曜日18時30分～20時／16歳
以上20人 ／3,500円（全回分）�
申込み▶いずれも6月20日（土）までに
このほか、ワンデープログラムもあり
ます。詳しくは をご覧ください。

＊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＊

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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催  し
●鈴木靖民歴博館長講座
　「宋書と倭の五王」（全3回）

7月15日・22日・29日いずれも水曜日14
時～15時30分／横浜市歴史博物館講堂
／全回参加できる成人120人 ／1,500
円（全回分） 問合せ・申込み先▶6月30日

（火）必着。 を明記し横浜さいかち
の会記念講座係（〒232-0076 南区永田
台二丁目12-635）へ 。 900-5738
●第20回記念
　「都筑コーラスのつどい」

今年は23組の団体の発表に加え、誕生
したばかりの「20周年記念ソング」を大
合唱でお披露目します／6月28日（日）
13時30分開演（13時開場）／
問合せ▶都筑コーラス連絡会 中﨑

・ 592-3533
●第20回つづきっこまつり

こどもチャリティー模擬店、お話広場、
ふれあいパフォーマンスなど／6月28
日（日）10時30分～15時／区総合庁舎1
階区民ホール・区役所1階駐車場側通
路／  問合せ▶運営委員会 鶴 931-
3144・早川 471-9923

●第59回　区民ジュニアテニス
　トーナメント

7月27日（月）～7月31日（金）／長坂谷
公園（第1・第2）、都田公園／区内在住、
在学、都筑区硬式テニス協会加盟団体
員／①男女シングルス：18歳以下、16歳
以下、14歳以下、12歳以下　②男女ダ
ブルス：18歳以下、16歳以下、14歳以下
／①一人2,000円　②一組2,500円 
申込み▶6月11日（木）～6月18日（木）に

http：//gron3.sakura.ne.jp/~tudukit/
問合せ▶都筑区テニス協会事務局

090-2918-9891（10時～21時）
●ガイドと共につづきを歩こう№23
　「都筑南部で明治期活躍した人々」

6月27日（土）9時開始（8時30分受付開
始）／仲町台駅～ららぽーと横浜の約7
キロメートル（高低差あり、約3時間）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 。6月20日（土）
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/

●東山田中学校区
　学校支援ボランティア養成講座

講師：昭和女子大学教授　興梠寛氏。講
座修了者は学校支援ボランティアへの
登録ができます／6月13日（土）10時～15
時／東山田中学校コミュニティハウス
研修室／1,000円（テキスト・昼食代含む） 
申込み▶事前に か、 を明記し
か 　問合せ▶東山田中学校区学校支
援地域本部　深澤　 ・ 591-7240　

higashiyamata-p@tsuzuki-koryu.org
●こどもみらいフェスティバル

6月13日（土）・14日（日）：センター北駅
前芝生広場で外遊び体験／6月20日

（土）：都筑公会堂で柴田愛子氏講演会、
ケロポンズコンサート（各500～1,800
円）。詳細は をご覧ください。
問合せ▶こどもみらいフェス実行委員
会　 http：//kodomomiraifes.main.jp/
●夏休企画 テニス教室＆親子テニス大会

7月30日（木）  ①12時 ～13時30分：テ
ニス教室②14時～18時：親子テニス大
会※子どもは小学生のみ／ GODAIテ
ニスカレッジ港北校（中川中央二丁目
7-1  4階）／①一人500円②一組2,000
円／詳細は
問合せ▶都筑区テニス協会事務局 

090-2918-9891（10時～21時）

●都筑区民
　ダブルスバドミントン大会

7月5日（日）8時開始／都筑スポーツセ
ンター／中学生以上の区内在住、在勤、
在学者320人（160組） ／1,500円（一組
3,000円） ※中学生1,000円（一組2,000
円）申込み▶6月21日（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、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　 090-2677-3760

募  集
●着物を美しく着る会　会員募集

手結びで初歩から学びませんか／月2
回土曜日10時～12時、月1回月曜日13時
～15時／北山田小学校コミュニティハ
ウス／一回1,500円  申込み▶事前に
問合せ▶小林  090-5411-8391
●女性コーラス団員募集

心地よいハーモニーを楽しみません
か。50歳代中心の女性コーラスグルー
プです／毎月第1・3・4水曜日13時～15
時／つづきの丘小学校コミュニティ
ハウス／月3,000円、別途入会金1,000
円  申込み▶事前に   問合せ▶サウス
コール　髙木　 ・ 942-6353

 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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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

都筑区テニス協会 検索

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 6月9日・23日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 6月11日・25日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 6月4日・18日（木）いずれも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11月出産予定の人 
　→7月3日・10日・17日・24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

7月14日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

7月22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

6月3日（水）、6月25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

6月12日（金）午前、7月10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

7月21日（火）午前→6月22日（月）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する人は、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
※かくたん検査は平成27年3月をもって終了しました。

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮・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

6月11日・18日・25日、7月2日・9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

6月17日（水）午後、7月7日（火）午前、7月24日（金）午後、
8月4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

7月7日（火）午前、8月4日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

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

7月21日（火）午前→6月19日（金）～7月2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
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　昨年の区制20周年では、地域・団体・企
業の皆様との様々な事業・イベントを通じ
て、これまで以上に、深いつながりを築く
ことができました。
　区役所は、このつながりを財産として、
地域の絆を更に深め、住み慣れた環境で誰
もが安心して暮らせるふるさとづくりに
向けて、皆様と協働して都筑の未来を創造
していきます。

2・3ページでは、都筑区内で実施される主な事業をご紹介します。

　都筑区は、年少人口の割
合が18区で最も高いまち
となっています。一方で、
高齢者人口が今後も増え
続け、将来、年少人口と高
齢者人口が逆転すること
が見込まれます。

　都筑区の人口は、平成
6年の区誕生以来増え続
け、平成26年5月には21
万人に到達しました。全
市が平成31年に約373
万人をピークとして減
少する中で、引き続き人
口増加が見込まれてい
ます。

　都筑区は、転入者に占め
る15歳未満の割合が18区
で最も大きいまちとなっ
ていて、子育てをするのに
適した区として、子育て世
代に選ばれていると考え
られます。

　健康寿命とは、健康上の
問題で日常生活が制限さ
れることなく、生活できる
期間のことです。健康寿命
を長くすることで、いきい
きとした生活をより長く送
れるようになります。
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都筑区長
畑澤 健一

重点項目

都筑区の現状

次世代
担い手応援

いきいき
健康まちづくり

災害に強い
まちづくり

　子育て世代が多く平均年齢が18区で
最も若い区ですが、転入者が多いことも
あり、地域との関係が希薄になる傾向が
あります。地域・社会でいきいきと活躍す
るために、こどもや女性など次世代の担
い手となる区民の皆様を応援します。

　平均年齢が最も若い区である一方、人
口推計では65歳以上の人口が急増して
高齢化が進むことが見込まれます。誰も
が健康に暮らせるまちを目指して、区の
魅力資源を活用し、区民の皆様の健康づ
くりを応援します。

　災害時の被害を少しでも抑え、災害に
強いまちづくりを推進するために、区の
災害対応力を強化し、関係機関との連携
を向上させるとともに、地域の「自助」「共
助」の取組を支援します。
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❸ 高齢者人口が増えていくまち（年齢別人口の推移） ❹ 横浜市の平均寿命と健康寿命
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担　当  こども青少年局放課後児童育成課　 671-4152

担　当  健康福祉局保健事業課　 671-3892

担　当  都筑土木事務所　 942-0606

担　当  温暖化対策統括本部調整課　 671-4372

担　当  環境創造局みどりアップ推進課　 671-3447

担　当  環境創造局公園緑地整備課　 671-3945

担　当  資源循環局施設課　 671-2518

担　当  道路局施設課　 671-2785

　災害時に地域防災拠点等におけるトイレ機能を確保するため、災害時下水直結式仮設トイレの整備を進
めます。平成27年度は折本小学校に整備します。

　高齢者、障害者、乳幼児などの要援護者に配慮した多目的トイレが設置されていない地域防災拠点に　　
新たに多目的トイレを整備します。平成27年度はすみれが丘小学校に整備します。

　市民の皆様が日頃からの備えや大雨時の対策ができるよう、下水道や水路などからの浸水想定区域等を
明示した内水ハザードマップが完成しました。区役所などで配布しています。

　 災害時下水直結式仮設トイレの整備

　 地域防災拠点への多目的トイレの整備

　 内水ハザードマップの配布と活用

担　当  環境創造局管路保全課　 671-2829

担　当  総務局危機管理課　 671-4358

担　当  環境創造局下水道事業調整課　 671-2840
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　利用者の皆様に快適な駅空間を提供するため、次の工事等を実施します。
●エレベーターの更新
　センター南駅ブルーライン側のエレベーター2基(改札内外)を更新し、省エネ化を図ります。
●冷房付き待合室の新設
　センター北駅ブルーライン・グリーンラインのホーム上に冷房機能を備えた待合室を
　新設します。
●内壁の補修
　センター南駅及びセンター北駅の内壁タイルを定期調査し、補修を行います。

　工事期間中は、駅構内の一部で通路の幅員が狭くなるなど、ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

　 地下鉄駅 施設整備　

担　当  交通局建築課　 326-3815

7

　横浜環状北線（第三京浜道路港北インターチェンジ～首都高速道路横浜羽田空港線生麦ジャンクション）
は、平成28年度の完成に向け、首都高速道路㈱により整備を進めています。平成27年度は引き続き第三京浜
道路との接続部及び鶴見川並行部高架橋の工事を進めます。
　また、港北インターチェンジ周辺で、北線の関連街路である
川向線の一部と新横浜元石川線の工事等を実施します。   　
　なお、横浜環状北線の整備に伴い、第三京浜道路の料金所を
以下の3つの段階に分けて移設する予定です。
●平成27年秋：保土ケ谷方面（上り）からの出口
●平成28年春：玉川方面（下り）からの出口
●平成28年秋：第三京浜道路への入口

　横浜環状北西線（東名高速道路横浜青葉インターチェンジ～第三京浜道路港北インターチェンジ）は、事業
期間を平成33年度までとしていますが、一日も早い完成に向け、横浜市と首都高速道路㈱とで事業を進めて
います。平成27年度は引き続き用地取得や調査、設計を進めるとともに本線工事に本格的に着手します。
　北西線の関連街路として、北西線・北線に乗り降りできる港北出入口と川崎町田線とを結ぶ区間の川向線
を北西線の高架下等に計画しています。北西線の進捗に合わせて整備を行う予定です。
　また、緑区北八朔町と都筑区川和町を結ぶ市道北八朔北部第391号線の整備を進めます。今年度は川和町側
の護岸工事と周辺道路の整備を実施し、川和町地区から379号線へのアクセス道路について検討を進めます。

　通学路に歩道がない、または狭い箇所について、歩道の設置・拡幅を行います。

　 横浜環状北線及び関連街路の整備

　 横浜環状北西線及び関連街路等の整備

　 通学路等改良促進事業

北線担当  道路局事業調整課　 671-2780

北西線及び391号線担当  道路局横浜環状北西線建設課　 671-3630
アクセス道路担当  道路局建設課　 671-3526
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　 放課後キッズクラブへの転換9

　 よこはま健康スタイル推進事業15

　 公園再整備事業10

　 災害時エネルギー対策11

　 市民協働による緑のまちづくり12

　 大棚杉の森ふれあい公園（農園付公園）の整備13

　 都筑工場長寿命化対策及び保全工事14

　地権者の意向をふまえて、川向町南耕地地区についてインターチェンジ
周辺にふさわしいまちづくり、川和町駅周辺について駅前にふさわしいま
ちづくりの検討を進めます。
　また、東山田駅周辺地区についても、地域住民のニーズを把握しながら、
まちづくり計画の検討を進めます。

　横浜市子ども・子育て支援事業計画に基づき平成31年度までの5か年で
全ての小学校の「はまっ子ふれあいスクール」を「放課後キッズクラブ」に転
換します。

　日常生活の中で、楽しみながら継続して健康づくりや社会参加に取り組
んでいただくことを目的に、よこはまウォーキングポイント事業、よこはま
健康スタンプラリー事業、よこはまシニアボランティアポイント事業を推
進します。

　老朽化が進んでいる公園の再整備を行います。今年度は次の2園で実施
します。
●荏田南やまぶき公園　改修（広場・設備など）
●鴨池公園　複数年かけて改修（園路・照明など）

　特別避難場所に太陽光発電設備と蓄電池を設置し、災害時のエネルギー
対策と平常時の省エネを推進します。区内2か所（新栄地域ケアプラザ、
加賀原地域ケアプラザ）に設置します。

　牛久保西地区において、地域が主体となり、地域にふさわしい緑を創出す
る計画をつくり、計画を実現していくための取組を、市民の皆様との協働で
進めます。

　農とふれあえる場を増やすとともに、農景観を保全するために、大棚町で
農園付公園を整備します。
●事業計画　設計、整備工事　※平成28年度供用開始予定
●施設概要　区画貸しタイプの農園（分区園）、管理棟、トイレ、広場

　都筑工場（ごみ焼却工場）の長寿命化と温室効果ガスの削減を図るため、
燃焼設備や電気設備などの基幹的設備の改修を行います。

担　当  都市整備局市街地整備推進課　 671-3513

　 駅周辺等のまちづくりの推進8
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まちがつながり にぎわう

　  こども・子育てへの支援
こども家庭支援課 こども家庭支援担当  948-2318
保育運営担当  948-2466
　こどもが安心してのびのび育つよう、地域で子育て支援を実施してい
る団体等のネットワーク化や外遊びを広める研修を実施します。また、多
様な保育ニーズに対応できるよう、保育・教育コンシェルジュによる出張
相談などを実施して待機児童対策に取り組むとともに、民間保育園も含
めた保育職員研修や出張保育を実施し、保育の質の向上に取り組みます。
★外遊び広めよう研修（9月）　
●子育てネットワーク交流会（12月）
●転入者向けサロン「あつまれ！都筑のニュー

フェイス」（12会場）
●保育・教育コンシェルジュの出張相談（通年）
●保育所等の園児交流及び出張保育の実施（通年）
●保育実践に関するワークショップと保育所職

員向け研修の実施（通年）
●児童虐待防止の取組（通年）

     女性の活躍支援
地域振興課 区民活動係  948-2238
こども家庭支援課 こども家庭支援担当  948-2318
青少年支援・学校地域連携担当  948-2471
　経験やスキルのある女性が地域で力を発揮できるよう、女性のニーズ
やアイデアをもとに検討し、活動につなげます。また、女性も男性も地域
の中で安心して子育てできるよう、両親教室や「小1の壁」の不安解消など
の保護者への支援、放課後児童を支える地域の取組を支援することで、女
性の活躍を応援します。
★女性の力を地域で発揮するための講座の開催（5回）
●土曜両親教室の開催（年6回、計130組）
★学齢期保護者のネットワークづくりの支援（12月）
★放課後キッズクラブ運営NPO法人設立支援（通年）

     いきいき健康まちづくりの推進
区政推進課 企画調整係  948-2225　地域振興課 区民活動係  948-2235
福祉保健課 健康づくり係  948-2350　都筑土木事務所 道路係  942-0606
　将来の高齢化に備えて、誰もがいきいきと活躍できる「健康寿命日本
一」の都市を目指し、ラジオ体操等を活用した運動習慣の定着、魅力を高
め歩きたくなる歩行空間等の環境整備、都筑野菜を活用した食育の推進
などにより、区民一人ひとりの自主的な健康づくりを支援します。
★ラジオ体操イベントの開催（8月）
★ラジオ体操講師の派遣（年6回）
★都筑区水と緑の散策マップを活用した散策会の

開催（1回）
●都筑ふれあい健康マラソン大会の開催（3月）
●よこはまウォーキングポイント、健康スタンプ

ラリー推進（通年）
★ベンチ機能も兼ねた道路施設の整備（3月）
★都筑野菜直売所マップの発行（3月）

     区災害対応力の強化
総務課 危機管理担当  948-2212
福祉保健課 事業企画係  948-2344
　関係機関・団体と連携し、各種訓練や災害医療・帰宅困難者対策などの
取組を進めます。また、区本部運営訓練を実施することで、区災害対策本
部の機能強化を図ります。
●災害対策連絡協議会の開催（5月）
●関係機関と連携した水防訓練（6月）、帰宅困

難者対策訓練（11月）、災害医療対策訓練の
実施（12月）

●区本部運営訓練の実施（9月、1月）

     災害に備える自助・共助の推進
総務課 危機管理担当  948-2212　福祉保健課 事業企画係  948-2344
生活衛生課 環境衛生係  948-2358
高齢・障害支援課 障害支援担当  948-2316
　大規模地震や風水害等による被害を軽減するため、「自助」「共助」につ
いて啓発するとともに、区民一人ひとりの減災行動や地域の支えあいの
取組を支援し、地域防災力の向上を図ります。
●「つづき　そなえ」発表会の開催（9月）
●自治会町内会向け減災研修会の開催（10月）
●防災・減災講演会の開催（3月）
★補充的避難場所活用の検討（通年）
●地域防災拠点訓練等での災害時ペット対策の

啓発（通年）
●障害児・者と地域が連携した地域防災拠点訓

練（17拠点）、安否確認・移動支援訓練（17拠点
中12拠点）

グリーンマトリックスをいかした自転車・歩行者安全対策
都筑土木事務所 道路係  942-0606
　快適で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、自転車・歩行者の安
全対策及びマナー啓発に取り組みます。
●実証実験箇所の選定、対策内容の検討（9月）
●事業リーフレットの作成、配布（9月～）
★自転車・歩行者安全事業計画の策定（10月）　●実証実験の実施（10月～）
●実証実験の検証（3月）　

区民への広報・PRの充実
区政推進課 広報相談係  948-2221
　 広報区版の読者アンケート結果に基づき、区内のイベント情報などを
紹介する「ふるさと・にぎわい」面の新設、年間イベントカレンダーや子ど
も向けページを発行し、内容の充実を図ります。また、既存のPRボックス
を、より手に取っていただきやすい仕様に更新します。
★ふるさと・にぎわい面の新設（5月号）　★イベントカレンダー発行（5月号）
★子ども向けページの発行（11月号）　●PRボックスの更新（6月）

魅力資源を活かしたにぎわいづくり
地域振興課 地域振興係  948-2231　区民活動係  948-2235
　文化、スポーツ、国際交流、商業団体などが取り組む、区の特性を活かし
た地域のにぎわいづくりを推進するため、区民文化祭の開催、プロスポー
ツチームの支援イベント、アフリカやドイツとの交流イベントや商店街
の活性化などに取り組みます。
●都筑区民まつりの開催（11月）
●商店街が主催するイベントへの開催支援（通年・5か所以上）
★プロスポーツチーム応援ビッグフラッグの作成（3月）
●都筑ふれあい健康マラソン大会の開催（3月）【再掲】
●アフリカ交流事業の実施（通年）
●都筑・ドイツ交流イベントの開催支援（12月）
●第20回都筑区民文化祭の開催（1～2月）

さらに詳しい内容は、都筑区役所ホームページのほか、
区役所企画調整係、区役所総合案内窓口で配布する冊子でご覧いただけます。

外遊びキャラバン隊

災害医療対策訓練

土曜両親教室

つづき そなえ発表会

ラジオ体操イベント

★マークは平成27年度新規の取組です　　マークは重点項目に関連する事業です

問合せ  企画調整係　 948-2225　 948-2399 
都筑区 区政運営方針 検索

　子育てしやすい環境や健康づくりなどを支援し、誰もがいきいきと暮
らせるまちを目指します。

　防災・防犯や生活サポートに取り組み、住み慣れた地域で誰もが安心し
て暮らせるまちを目指します。

　緑地保全や地球温暖化対策、緑道等の安全対策に取り組み、豊かな環境
を将来の世代に引き継ぎます。

　「あったかハートつづき」宣言に基づき、区民の皆様の視点に立った
おもてなしの行政サービスを、正確かつ親切・丁寧に提供します。また、
風通しの良い職場づくりに努めることで、区役所のチーム力を向上させ
るとともに、職員の人材育成にも注力して、信頼される区役所づくりを
進めます。 

　地域のつながりを強めるとともに、文化・スポーツ、商・工・農などの地
域特性を活かした活気あふれるまちを目指します。

こどももおとなもみんなが輝く

★マークは平成27年度新規の取組です　　マークは重点項目に関連する事業です

さらに詳しい内容は、都筑区役所ホームページのほか、

　  こども・子育てへの支援　  こども・子育てへの支援重      区災害対応力の強化     区災害対応力の強化重

     災害に備える自助・共助の推進     災害に備える自助・共助の推進重

     女性の活躍支援     女性の活躍支援重

マークは平成27年度新規の取組です　　マークは重点項目に関連する事業ですマークは平成27年度新規の取組です　　マークは重点項目に関連する事業ですマークは平成27年度新規の取組です　　マークは重点項目に関連する事業です重

     いきいき健康まちづくりの推進     いきいき健康まちづくりの推進重

施策1 施策3

施策4

施策5

施策2

安心して暮らす

豊かな環境を引き継ぐ

共感と信頼の区役所づくり

都筑区版　別刷り平成27（2015）年 6 月号4




