
小栗 ショウコ さん

仕事も子育ても
両方楽しめる
世の中へ

認定NPO法人
あっとほーむ  代表理事

　あっとほーむが大切にしているのは、パパもママも子
どもも笑顔になれる、みんなのおうちです。子どもたちに
きょうだいのように過ごしてもらいたいので、少人数制
で一軒家を活用し、夜9時までお預かりをしています。働
く女性たちが自分らしくイキイキとした人生を過ごすた
めに、働く女性向けのセミナーの開催や保育事業の立ち
上げ支援なども行っています。パパとママが笑顔だと子
どもも笑顔になれるんです。

　都筑区民の皆様、こんにちは。
　4月に都筑区長に着任しました 畑

はた

澤
ざわ

  健
けん

一
いち

 です。
　都筑区は、誕生した当時11万人だった人口が21万人を超え、平均年齢は市内18区で最も若い、活気あ
ふれる区です。区内には企業の本社や研究所、商業施設が多数進出し、市内有数の製造業の集積がある
一方で、まとまった農地や水と緑の景観の広がり、良好な住環境など、様々な魅力があります。
　昨年は区制20周年を迎え、多くの皆様のご尽力、ご協力を賜り、記念事業が行われました。20周年を
通じて培った区民・団体・企業の皆様との深いつながりを財産として、『ずっと住み続けたいまち 都筑』
と誰もが感じてもらえるよう尽力してまいりますので、皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

　今月から、このページは「ふるさと・にぎわい面」に生まれ変わりました。昨年夏の読者アンケートで多数寄せられた
「都筑のことをもっと知りたい！」「外出に役立つ情報が欲しい！」というご意見にお応えするため、都筑で活躍している
人・団体や、気軽に参加できるイベント情報などをピックアップしてお知らせしていきます！

都筑区役所では、今秋、来年1年生になるお子さんのいる、働くパパ・ママたちに向けた小栗さんの講演
会を行う予定です。小栗さんの活動ついて、詳しくはこちら　 http://www.npoathome.com/

都筑区  あっとほーむ 検索

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

　「男女共同参画社会」の実現に向けた推進者として今後の活
躍が期待される団体・個人に贈られる「推進賞」。
　小栗さんは区内で保育園開園時間外の夜間保育・学童保育

「あっとほーむ（牛久保西三丁目）」を16年間経営するなど、子育
てと仕事の両立を支援してきた実績が評価され、このたびの受
賞となりました。

▲学校から「あっとほーむ」に帰って
　来た子どもたちと、スタッフと小栗
　さん（写真右上）

平成26年度（第４回）
横浜市男女共同参画貢献表彰 

「推進賞（個人）」 受賞

新 区 長 ご あ い さ つ
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  都筑を知る、好きになる  ふるさと・にぎわい面

  ［特集］ つづきっ子  そとであそぼうよ！！

  開催10周年記念  横浜北部美術公募展2015

  ［連載］ お困りごとQ&A（第1回） お隣さんとのトラブルで悩んでいます…
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5月30日（土）は「ごみゼロ」の日！
10時〜15時 3R夢イベント開催♪
※詳しくは8ページをご覧ください。

ここから です（→14ページまで）都 筑 区 版

都筑区役所
☎ 948-2323（代表）
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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

◆絵本の読み聞かせボランティア
入門講座（初心者向け全2回）
小学生対象のおはなし会を行う意義、
心構え、読み聞かせの方法や絵本の選
び方などについて、講座や実習を通し
て学びます。
日時6月18日（木）・25日（木）10時～12時
会場区役所5階第1会議室
対象読み聞かせボランティアを始めて
間もない、全2回参加できる人15人
申込み▶6月2日（火）から か
◆長野ヒデ子資料展
絵本作家　長野ヒデ子さんの著作を
展示します。
日時5月12日（火）～6月8日（月）
会場都筑図書館／
◆「子ども読書の日」特別おはなし会
絵本の読み聞かせやわらべうたを楽
しもう！出演グループ:ラビットさ
んおはなし会
日時5月16日（土）11時～11時30分
会場都筑図書館対面朗読室／
対象一人でおはなしを聞ける子
20人
◆5月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。
日時5月20日（水）15時30分～16時
会場都筑図書館対面朗読室／

対象一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（6月）
日時6月11日（木）①10時～10時25分 
②10時45分～11時10分 ※各回同一
内容
会場都筑図書館対面朗読室
対象2、3歳児と保護者、各回10組
※2歳未満の子どもは入室不可
申込み▶5月28日（木）から か

講演・講座
ママと赤ちゃんのための健康講座

ママの毎日に元気をプラスするため
のお役立ち講座です。
【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6月17日（水）・22日（月）10時30
分～11時30分
対象区内在住で離乳食を始めて2か
月を過ぎた頃の子と保護者25組
持ち物【1日目】普段使っている離乳
食用のスプーン、飲み物【2日目】バ
スタオル、飲み物
会場・申込み▶加賀原地域ケアプラザ
（ 944-4641）へ5月13日（水）10時
から
問合せ▶健康づくり係　
948-2350　 948-2354

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
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都筑図書館の休館日　5月 7日（木） ● 6月15日（月）
都筑公会堂の休館日　5月18日（月） ● 6月15日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,865人 （平成27年4月1日現在・前月比69人増）
世帯数…80,203世帯（平成27年4月1日現在・前月比306世帯増）
交通事故発生件数…110件　
　死者1人／負傷者127人（平成27年1月1日～2月28日）
火災発生件数…13件（平成27年1月1日～3月31日）

　都筑区では、災害時に医師、薬剤師など
によって編成される「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。災害
時、あなたの力を貸してください。

募集案内事業企画係（区役所2階22番
窓口）などで配布。区役所ホームペー
ジからもダウンロードできます。
登録資格市内在住または在勤の保健
師・助産師・看護師・准看護師免許をお
持ちの人
問合せ事業企画係 948-2344 948-2354

（横浜市災害支援ナース）募集

都筑区　Yナース 検索

　騒音やにおいなど、当事者それぞれの言い分が
異なり、残念ながら、トラブルになってしまうこ
とがあります。こんなとき、区役所で専門家に無
料で相談できます（特別相談）。

　トラブルで悩んでいるときは、日頃から困っている内容（日時、回数、 
内容など）を記録しておきましょう。相談の際に役立ちます。
　区役所では、民事調停相談（毎月第1水曜日）のほかにも、法律相談や司
法書士相談などさまざまな無料の特別相談を実施しています。詳しくは、
お問い合わせいただくか、広報よこはま都筑区版平成27年4月号や を
ご覧ください。

問合せ 広報相談係　 948-2222　 948-2228

問合せ  資源化推進担当　 948-2241　 948-2239

都筑野菜朝市への出店農家を募集しています！

問合せ  企画調整係　 948-2226　 948-2399

　都筑区では、地産地消を進めるため、毎月第２・４
土曜日に区総合庁舎で朝市を開催しています。
　ご自身の栽培した野菜の直売に興味がある人は
お気軽にお問い合わせください。
　出張開催もあります。朝市の開催情報は、 　　　　　　       でチェック！都筑野菜朝市 検索

明日につなげる3
ス リ ム

R夢なつづき

都筑区　特別相談 検索

パネル展 日程 5月26日（火）～6月1日（月）     
会場 区総合庁舎1階区民ホール／

「3R夢（スリム）な暮らし」を紹介します。

日時 5月30日（土）10時～15時
会場 区総合庁舎1階区民ホール／

3R夢を体験しよう！

●リユース家具大抽選会　13時～
（受付：10時～12時）　当選した家
具は、当日お持ち帰りください。

●つづき3R夢検定、輪投げほか　
クイズやゲームに参加して景品をゲ
ットしよう！

●お絵かきマイバッグ教室
　（先着100人）

●リユース図書募集
ご家庭で不要になった子ども向けの
図書を募集します。

5月30日は
「ごみゼロ」の日

先着100人）

ミーオイーオ

お隣さんとのトラブルで
悩んでいます…

5月26日（火）～6月1日（月）はつづき3R夢週間です。

イベント開催

お困りごと

【連載/全12回】

1

3

2

4

第1回

　引っ越してきて1か月。お隣さ
んの部屋から深夜に聞こえる掃
除機や洗濯機の音が気になって
いました。

　当日、区役所で無料の民事調停
相談を受けてみると…

　区役所でもらった冊子「暮らし
のガイド」をみて電話をかける
と、無料の民事調停相談（特別相
談）を案内されました。

　後日、調停を申し立て、中立な
調停委員のもと、相手と話合い
を進め、双方の言い分を取り入
れて合意。住みよい環境になり
ました。

※状況によっては相手と合意できな
　い場合もあります。

※ 民事調停…裁判所で話合いにより
当事者の合意を図る制度。

静かにしてほしいとお願
いしてみたけどあまり変
わらないし、このまま我慢
するのは辛いなあ…

話だけでも
聞いてもら
おうかな…

お隣と話合いによる解決が
できない場合は『民事調停』
がお勧めですよ。相手と取り
決めた内容は裁判の判決と
同じ効力があります。

やってみようかな…

非公開だから安心だし、
お隣さんの事情もわかって

すっきり！
相談してみてよかった！

『民事調停』という制
度の手続きを進め
る『調停委員』が区役

所で無料相談を行っていま
す。利用してみませんか？
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　横浜北部美術公募展を7月に開催します。詳細は区役所、地区センター、市
民ギャラリーあざみ野などで配布する募集要項・応募用紙をご覧ください。

❶作品募集　
　応募作品は審査員による審査を行い、入選作品を展示します。入選作品
の中から、優秀作品を表彰します。
募集分野 絵画作品（油彩・日本画・水彩・アクリル・パステル・版画・その他）
　　　　　 ※過去に公募展に出展していない作品に限ります。（一人3点まで）
応募資格  都筑・港北・緑・青葉区内に在住・在勤・在学の15歳（高校生）以

上の人
出 品 料  一般の部：1点2,500円、2点4,000円、3点5,000円、　　　　　　

高校生の部：1点1,000円、2点2,000円、3点3,000円
応募方法  記入した応募用紙と返信用はがきを同封し、
　　　　   事務局まで郵送または
応募締切 6月5日（金）必着

❷サポーター募集　
　横浜北部美術公募展の運営をお手伝いしていただく市民サポーターを
募集します。
募集人数 6月から7月下旬に従事できる、高校生以上20人程度
活動内容  公募展の運営サポート（事務局作業補助、作品搬入・搬出補助、

会期中の受付、会場案内など）
活動場所 横浜市民ギャラリーあざみ野
応募方法 記入した応募用紙を事務局まで郵送または か
応募締切 6月5日（金）必着

　「つなごう人の輪・さがそう魅力」を合言葉に、都筑区の情報を取材する
地域情報ウェブサイト「つづき交流ステーション」の
区民レポーターを募集します。詳しくは、つづき交流
ステーションのホームページをご覧ください。　

活動内容 取材、ホームページの作成
対　　象 パソコンのEメールが利用できる人

　身近な公園や道路を気持ち良く使っていただくために活躍している
公園愛護会やハマロードサポーターの皆さんが、日頃の活動の様子を
自作のパネルで紹介します。
日時 6月18日（木）～6月25日（木）　 会場 区総合庁舎1階区民ホール／

　禁煙は、意志が弱いから成功しないわけではありません。何回も失敗し
ながら禁煙を成功する人も多くいます。禁煙方法には飲み薬やニコチン
パッチなど、さまざまな方法があります。自分に合った禁煙方法を選択
し、上手に活用しましょう。

●禁煙は、なるべくストレスのかからない時期を選んで始めま
　しょう。
● 禁煙する理由リストを作りましょう。理由を書き出すと、不思
議と決意が固まるものです。

● 禁煙開始日を△月×日と具体的に決め、周りの人にも宣言し協力
してもらいましょう。

● 禁煙開始の前日には、たばこやライター、灰皿を処分しましょう。

一生吸わないと思うと負担になります。
今日1日だけは吸わないでおこうという軽い気持ちで始めましょう♪

◆国勢調査とは…
　5年ごとに、10月1日を調査期日として全国一斉に行われる日本最大の
統計調査です。日本に住んでいる全ての人を対象とし、調査結果は国や地
方公共団体の重要な基礎資料として広く活用されています。
応募資格 責任をもって、調査員の事務を遂行できる20歳以上の人
従事期間 8月24日（月）～10月23日（金）※期間中に説明会があります。
業務内容  調査期間中に受け持ち調査区の全ての世帯を訪問し、オンラ

インIDを配布。インターネット回答のなかった世帯に調査票
を配布・回収し区役所に提出していただきます。

報　　酬  4万円程度　※調査区数・世帯数によって異なります。
申込方法  区役所5階54番窓口または で応募用紙を入手し、必要事項

を記入の上、区役所5階54番窓口へ持参（郵送不可）
応募締切  6月15日（月）必着　※採否の結果は、後日郵送でお知らせします。

　区民活動センターの壁面で1か月間活動のPRをしませんか。
掲示の条件 区民活動センターに登録している団体、人材であること
申込み  希望する月、区民活動センターへの登録名・連絡先を明記し、

区民活動センターへ か

日　時 6月13日（土）9時30分～12時
会　場 区役所6階大会議室／

コメンテーター 竹迫  和代 氏（参画はぐくみ工房）

　平成26年度都筑区市民活動事業（つづき芽生えプロジェクト、つづき
力発揮講座、都筑区区民活動補助金）を実施した団体が、活動成果の報告
と情報交換のため、発表会を開催します。市民活動に関心がある人は、
どなたでもお気軽にお越しください。

　日本で唯一の環境パフォーマンス＆科学実験のスペシャリストらんま
先生によるeco実験パフォーマンスや、環境問題や情報について楽しみ
ながら学ぶことができる企画、模擬店など盛りだくさん！家族みんなで
遊びに来てね！
日時 6月6日（土）12時～19時
　　　　  7日（日）10時～19時
会場  東京都市大学 横浜キャンパス
（牛久保西三丁目3-1 地下鉄中川
駅徒歩6分）／

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

区民レポーター募集

5月31日は世界 　　デー
問合せ  企画調整係　 948-2226　 948-2399

問合せ  都筑土木事務所　 942-0606　 942-0809

問合せ  統計選挙係　 948-2215・2216　 948-2209

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

つづき交流ステーション
キャラクター　つづくん

つづき交流ステーション 検索

 ❶「1か月まるごと！みんなの活動PR展」への掲示団体・人材募集

 ❷平成26年度都筑区市民活動事業　合同成果発表会

区役所
保健師が禁煙成功に
向けて継続的に
サポートします

禁煙外来
医師があなたに
合った禁煙治療を
行います

薬局
横浜市薬剤師会が
認定した薬局で、
禁煙相談などを
無料で受けられます

禁煙NOTE 検索詳しくは、

◆たばこに関するパネル展　5月26日（火）～6月1日（月）
◆特別企画“保健活動推進員によるミニイベント”  5月29日（金）10時～

いずれも区総合庁舎1階区民ホール／

問合せ  青葉区役所文化・コミュニティ係　 978-2296　 978-2413

問合せ  第19回横浜祭実行委員会　 910-2539

あなたとあなたの大切な人のために
禁煙にチャレンジしませんか？

パネル展とミニイベントのお知らせ

平成27年 国勢調査

成功率を高める！禁煙を始める前の準備

あなたの禁煙を応援します！　

作品展示
期　　間 7月14日（火）～7月26日（日）
場　　所 横浜市民ギャラリーあざみ野展示室1・2／

都筑区民活動センターからの

第19回 東京都市大学横浜祭 開催！

お ら せ知 休館日◆5月18日（月）

開催
10周年記念

都筑区内の調査員を募集します！

発表団体
畑をやってみよう運営委員会 なないろ
女性のみらいづくり運営委員会 つづきウォーキング＆ストレッチクラブ
ぱぴプレ音楽工房 横浜都筑文化プロジェクト
港北ニュータウン緑の会 ハッピー☆スマイル
つづき国際交流カフェ実行委員会 つづきナビ倶楽部
つづき子どもクラブ

「水とみどり」都筑区公園愛護会

都筑区ハマロードサポーター
パネル展

禁煙
開始

◀第17回横浜祭の様子
　（正門から）

体験型の研究室紹介も♪

　ダンスなどのステージパフォーマ
ンスや模擬店などで盛り上がろう！
場　所 中川駅前みんなの広場、　
　　　  ステージ広場／
問合せ 中川ふれあいフェスタ実行
　　　　委員会

中川駅前商業地区振興会 検索
詳しくは、

10時～15時は中川駅前で

のののののののののののののののの

禁煙

つづき交流ステーション
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東山田駅東山田駅
北山田駅北山田駅

センター北駅センター北駅

センター南駅センター南駅

仲町台駅仲町台駅

都筑ふれあいの丘駅都筑ふれあいの丘駅

川和町駅川和町駅

中川駅中川駅

あゆみ
が丘

牛久
保町

牛久保

牛久保西

中川

荏田
東町

荏田東
荏田南

大丸
見花山

川和町

川和台

加賀原

二の丸

高山

池辺町

東方町

桜並木長坂

折本町

川向町

大熊町

仲町台

佐江戸町

茅ケ崎
中央

茅ケ崎
南

富士見
ヶ丘
富士見
ヶ丘

平台

すみれが丘
北山田 東山田

東山田町

南山田

南山田町

早渕

新栄町勝田南

勝田町茅ケ崎東

大棚町
大棚西

牛久保東

茅ケ崎南

荏
田
南
町

中
川
中
央

問合せ  こども家庭支援担当　
 948-2318　 948-2309

　区内には定期的に外遊びを行っている公園があります。お気軽に遊びに来てく
ださいね。

　保育園の園庭で遊びませんか？平日の市立保育園へ直接お越しください。
おひさま広場には皆さんを見守るコーディネーターがいて、遊びの合間に育
児相談もできます。実施時間が異なりますので、詳しくは各保育園までお問
い合わせください。
※中川西保育園、茅ケ崎南保育園では、地域の人の見守りの中で利用できる「日曜お
　ひさま広場」を実施しています（無料）。

日 時  毎月第3日曜日（8月除く）10時～12時

　こども家庭支援課（区役所2階20番窓口）や都筑
区子育て支援センターポポラ、親と子のつどいの広
場などでお配りしています。

「外であそぼう」の
リーフレットができました。

●プリンカップを使うと砂のケーキがつくれるし、　　
洗濯用洗剤のスプーンがスコップ代わり　　　　　
になるよ。

●レジ袋に穴をあけて、水を入れれば
シャワーになるよ。

●レジャーシートがあれば、ひとやす
みするときに便利だよ。

●遊んだ後はお茶やお水を飲んで水
分補給を忘れないでね！！

　汚れてもいい服、しゃがみやすい服、お砂場
着もあると便利だよ。着替えもあるといいよ。

わざわざお砂場グッズを買わなくてもOK！　

時 間  10時30分～12時　※雨天中止
　　　　曇天の場合は９時30分頃に都筑区ホームページをご確認ください。

対 象  未就園児と保護者　 問合せ  まんまるプレイパーク西田　 070-6481-9663

ひとり座りやハイハイが
できる乳児期から、天気のいい日に

出かけてみよう！

　区内12か所の公園に、昨年好評だった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。外遊びキャラバン隊は、普段プレイパークを運営している外
遊びのベテランたちです。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。赤ちゃんと一緒にぜひ遊びに来てくださいね。

地図 公園名 日　程
春 秋

1 茅ケ崎東なのはな公園
（茅ヶ崎東ニ丁目22） 4月3日（金） ※終了 10月2日（金）

2 東山田ゆうやけ公園
（東山田三丁目15） 4月9日（木） ※終了 9月10日（木）

3 牛久保東さくらんぼ公園
（牛久保東一丁目65） 4月13日（月） ※終了 9月18日（金）

長坂ささのは公園（長坂６） 4月23日（木） ※終了 10月22日（木）

5 すみれが丘第二公園
（すみれが丘29） 4月27日（月） ※終了 9月28日（月）

早渕公園（早渕二丁目6） 5月8日（金） 10月30日（金）

7 仲町台くわがた公園
（仲町台三丁目7） 5月11日（月） 10月5日（月）

8 都筑が丘第九公園
（川和町1715-51） 5月18日（月） 10月26日（月）

9 大熊町つつじ公園
（大熊町129） 5月28日（木） 9月14日（月）

10 加賀原さるすべり公園
（加賀原一丁目37） 6月5日（金） 11月6日（金）

佐江戸公園（佐江戸町276） 6月11日（木） 9月25日（金）

高山あかしあ公園（高山10） 6月19日（金） 10月16日（金）

地図 公園名 日　程 問合せ
牛久保西
ひかりがおか公園

（牛久保西四丁目12）

毎月第2金曜日
（8月休み/雨天中止）
10時30分～12時

中川地域ケアプラザ
500-9321

2 中川ききょう公園
（中川五丁目10）

毎月第4木曜日
（雨天時は翌週に延期）
10時30分～12時

都筑区子育て支援
センターポポラ

912-5135

3 山田富士公園
（北山田一丁目4）

毎月第2水曜日
（1・8月休み/雨天中止）
10時30分～12時

苗村
080-8862-5784

4 池辺町下藪根公園
（池辺町2674）

毎月第2火曜日
（2・８月第3火曜日/1月休み）
10時30分～12時

森
090-8568-4898

5 仲町台うさぎ公園
（仲町台五丁目6）

偶数月第2水曜日
10時～11時30分

会田
090-7707-7676

6 荏田南・荏田東の公園
各所

毎月火曜日か水曜日
詳しくはお問い合わせください

西田
070-6481-9663

7
鴨池公園
まんまる広場

（荏田東三丁目２）

毎週月・火曜日、第1・３・5
水曜日、第2・4日曜日
11時～17時

西田
070-6481-9663

地図 保育園名 問合せ

1 中川西保育園 （中川三丁目6-6） 913-2060

2 茅ケ崎南保育園 （茅ケ崎南五丁目11-3） 943-1285

3 茅ケ崎保育園 （茅ケ崎南一丁目12-1） 941-2172

4 みどり保育園 （荏田南一丁目9-1） 941-2800

5 大熊保育園 （仲町台三丁目6-6） 942-9884

公園には初めての
体験がいっぱい♬

　お外はとっても開放的。抱っこし
てもらってブランコに乗ったり、レ
ジャーシートに座ってみんなの遊
ぶ様子を見たり、赤ちゃんも楽しめ
ることがたくさんあるよ。

　こどもの頃の体験を思い出して、
つくったりこわしたりしながら一緒
に遊ぶと、こどもも大人も自然に笑
顔がふえるはず。

パパもママも
笑顔がふえるよ♬

外遊びのお
・

す
・

す
・

め
・

グ
・
ッ
・
ズ

・
外遊びはい

・
つ
・

か
・
ら
・
？

外遊びにお
・

す
・

す
・

め
・

の
・
服

・
装・

●危険がないよう子どもから目を離さないようにしましょ
う。スマホは後で。一緒に楽しく遊びましょう！

●みんなの公園なので、遊ぶときはマナーを守りましょう。
ごみは持ち帰り、使った物は元に戻してくださいね。

●遊んだ後は手を洗いましょう。

外遊びをするときは！

赤ちゃんの公園デビュー♬

特集

予約
不要

予約
不要

予約
不要

有料

（★は要予約）

　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
特に問いません。｢お友だちが欲しいな！｣と
いう人、ぜひお近くの会場に来てくださいね。

地図 会　場 日　程 問合せ
新栄地域ケアプラザ つくしんぼサロン

（新栄町19-19）
5月1日（金）
11時～12時 592-5255

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）

5月14日（木）
10時～12時 944-4641

川和子育てサロン かわわ★わーい
（川和町1463 川和小学校
コミュニティハウス内）

5月14日（木）
10時～12時30分

090-4007-
3327

鴨池公園こどもログハウス
（荏田東三丁目2）

5月14日（木）
10時30分～11時 942-1569

★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）

5月14日（木）・15日（金）
10時30分～11時30分 912-5135

が谷地域ケアプラザ 
子育てサロンきらきら

（ が谷16-3・1階）

5月15日（金）
10時～11時30分 943-5951

中川地域ケアプラザ 子育てひろば
（中川一丁目1-1）

5月15日（金）
10時～13時 500-9321

親と子のつどいの広場 すくすくサロン
（佐江戸町1829番地）

5月21日（木）
10時～12時 516-9117

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）

5月25日（月）
10時～12時 944-3554

親と子のつどいの広場つづき
（南山田三丁目14-19）

5月26日（火）
10時～12時 593-4011

★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）

6月5日（金）
10時～12時
参加費100円

592-5975

★おひさまサロン（茅ケ崎南保育園）
（茅ケ崎南五丁目11-3）

6月17日（水）
10時～11時 943-1285

都筑区には公園がいっぱいあるよ。
乳幼児のお子さんを連れて、公園に遊びに行こうよ！！　

　走って風を感じたり、花びらや葉っぱ、小石をひ
ろっておままごとをしたり、砂の山にトンネル掘っ
たり、自然に触れてこころときめく体験ができるよ。

外遊び活動を
している
お母さんの声

そ の 他 の お 知 ら せ

2015年
春の部

予約不要
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休館日◆5/26（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062 が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は5月11日（月）から か
●わんぱくあそびの広場
　「こども将棋教室」（全5回）
はじめて将棋の駒にふれ、将棋の楽し
さを学びます／5月23日、6月13日・27
日、7月11日・25日いずれも土曜日13時
30分～15時／市内在住・在学の小学生
10人 ／200円（全回分）  ▶
●わんぱくホリデー「花育講座」
初夏の花と植物を使い、かわいい寄せ
植えを作ります／6月6日（土）13時30分
～15時／市内在住・在学の小・中学生
12人  ※保護者付き添い可／1,800円  
▶
●親子であそぼ!
6月7日（日）10時～11時15分／市内在
住の2歳～未就学児と保護者30組60
人  ※必ず二人一組／100円  ▶
●日々の暮らしに役立つ講座
　「網戸の張替え方」
6月14日（日）13時30分～15時30分／
市内在住・在勤おおむね50歳以上20
人   ▶  
●親子料理教室
　「飾り海苔巻きづくりをしよう!」
6月21日（日）10時～12時／市内在住・
在学の小学生と保護者10組20人 ／
一組800円  ▶
●七宝焼を体験しましょう
スプーンとフォークの柄に七宝焼をし
ます／6月22日（月）10時～13時／市内
在住・在勤10人 ／1,000円  ▶

休館日◆5/11（月）、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

申込み▶ 行事は5月12日（火）から
●ジュニア体操前期（全7回）
6月9日・16日・23日・30日、7月7日・14
日・21日いずれも火曜日15時30分～
17時／3歳～未就学児30人 ／3,150
円（全回分） ▶
●笑ヨガレッジ（全3回）
6月22日・29日、7月6日いずれも月曜日
13時15分～14時30分／20人 ／1,500
円（全回分） ▶
●ワイン入門講座
6月29日（月）10時～12時／15人 ／
1,000円  ▶
●韓国語入門講座（全3回）
6月30日、7月14日・28日いずれも火曜
日13時～14時30分／15人 ／1,800円
（全回分）  ▶
●おはなしのはなたば
おはなし会／6月18日（木）11時～11時
30分／未就園児と保護者25組 ／
●職人に習う手作りパン 
7月6日、8月24日、9月7日いずれも月
曜日10時～13時／各回20人 ／1,300
円（各回） ▶
●楽しいみんなdeハイキング
6月27日（土）9時～15時／20人 ／
500円（交通費別） ▶
●折り紙を楽しもうⅠ
6月30日（火）10時～12時／20人 ／
1,000円（材料費含む）／

休館日◆5/18（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

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

●思春期セミナー（ニ日とも同一内容）
希望者はセミナー終了後、個別相談を
受けられます／6月21日（日）・22日（月）
10時30分～12時30分／30人
申込み▶5月11日（月）～6月13日（土）に
か 、 を明記し

休館日◆5/11（月）、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5月13日（水）から
●わくわくワークショップ
　～楽しい!でつながろう～
地域の人によるわくわく、どきどき、体験
型の楽しい子どもまつりです／6月7日
（日）9時～12時30分／参加費50円～／
●わくわく科学実験室
風力発電機を作って、風の力を感じましょう
／6月27日（土）9時30分～11時30分／
小学生30人  ※2年生以下は保護者
同伴／700円  ▶ （10時から も可）
●やさしいバドミントン教室（全4回）
初心者から中級者まで、レベルに合わ
せて楽しくバドミントンを教わります
／6月20日（土）・21日（日）、7月4日（土）・
12日（日）9時30分～11時30分／小学3～
6年生30人 ／1,600円（全回分）
申込み▶5月31日（日）までに 、学
校名、学年を明記し か、
●パン作り入門
6月22日（月）9時30分～12時30分／
16人 ／1,500円  ▶
●大人のためのおはなし会
都筑図書館司書が語る～聞いて旅する
世界のおはなし～／6月12日（金）10時
30分～11時30分／40人 ／無料  ▶
（10時から も可） 
●アンチエイジングの為の
　セルフメンテナンス講座 
第3回 栄養と体の関係／6月19日（金）
10時～11時30分／40人 ／500円（保
険・資料代含む）  ▶

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
　「はじめての集団生活どうですか?」
専門相談員とこの春幼稚園・保育園に
入園したお子さんについて、小グループ
でじっくりお話ししてみませんか／6月
3日（水）14時～15時15分／今春入園し
た3～4歳児と保護者6組   ▶ （5月
12日（火）開始）
●子育てサークル交流会
6月19日（金）10時～11時30分／活動中の子
育てサークル、これからサークルを始め
たい人10人   ▶ （5月12日（火）開始）
●「チルコロファイルづくり」説明会
子育てサークル・団体の活動紹介ファイル
を作りませんか！／説明会：6月16日（火）
10時30分～11時30分／区内で子育てに
関する活動をしている団体  ▶
●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／5月27日（水）、6月13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！／5月16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／6月3日
（水）10時～12時、6月5日（金）・20日（土）・
7月3日（金）10時～16時／未就学児と家
族   ▶ （各回前月1日から受付開始）
●ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障がいのある子
と家族のポポラ体験／5月16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！／5月28日（木）10時
30分～12時頃 ※雨天時は6月4日（木）に
延期／ききょう公園（中川五丁目10）／

休館日◆5/11（月）、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

申込み▶ 行事は開催日初日の1か月
前から か
●竹とあそぼう!
親子で竹とんぼや竹筒を使った水よ
うかんづくりにチャレンジします／
7月5日（日）9時30分～12時30分／年
長～小学3年生と保護者10組 ／一
組700円 ※きょうだいで参加1,050円
▶
●親子ヨガ
6月19日（金）10時30分～11時30分／生
後7か月～2歳児と保護者10組 ／500
円　▶
●お父さんとチャレンジ・クッキング
6月7日（日）9時30分～13時／小学生と
父親9組 ／一組1,200円 ※きょうだ
いで参加1,800円　▶
●あなたの知らないミステリアス
　横浜(全2回) 
①6月13日（土）13時30分～15時30分
②6月20日（土）10時～12時30分／①
作家 山崎洋子氏による講演 ②横浜シ
ティガイドによる横浜めぐり散策（現
地集合・解散）／50人 ／600円（全回
分）／筆記用具持参。 ▶
●素材を生かしたアイデア料理（全2回）
日本で古くから取り入れられてきた乾
物などを使うアイデア料理／6月16日
（火）・30日（火）10時～13時／16人
※子ども同伴不可／各回1,200円   ▶
●子ども卓球教室Ⅱ（全3回）
6月21日（日）・28日（日）、7月4日（土）9時
30分～11時30分／小学生40人 ／
1,200円（全回分） ▶
●赤ちゃんといっしょに
　絵本とあそぼ（全3回）
6月10日・24日、7月8日いずれも水曜日
10時30分～11時30分／0歳～2歳未満
の幼児と保護者10組 ／1,500円（全回
分） ▶
●ロビーコンサート
しの笛コンサート／5月30日（土）14時
～15時／

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
5月30日（土）／◆学芸員による常設展
示室の解説（今月は原始Ⅱ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:①12時開始 ②
13時30分開始 ③15時開始／
●開港記念日開館のお知らせ
6月2日（火）は開港記念日につき、全館
無料です。 

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
 

●おはなし会
絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシ
アター、手遊びなど／6月13日（土）11
時～11時30分／
●おやこの広場
　「たくましっ子クラブ」（全5回）
親子遊び、子育てミニ講座、友達つくり
など／5月22日、6月26日、7月24日、9月
25日、10月23日いずれも金曜日10時～
11時／0～3歳の未就園児と保護者20
組 ／1,500円（全回分）
申込み▶5月18日（月）までに か
●こどものアート
楽しい作品づくり／5月24日（日）13時
30分～15時30分／小学生か幼児と保
護者20人 ／500円
申込み▶5月17日（日）までに か

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

●コミュニティフェスタ2015
利用団体による模擬店や中学校のパフォーマ
ンスなど／5月16日（土）10時～14時／

休館日◆5/25（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▶いずれも 。5月23日（土）必
着で、 と教室名、年齢を明記し
か か 。時間・対象標記のない教室
は全て60分、16歳以上。料金などの詳
細は か で問合せを。＊印は託児有
り（事前申込制、有料）。
●夏のスポーツ教室  7月～9月
◇大人向け教室
◆火曜日 ①バドミントン（中級）／9時
～10時45分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～12時50分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時45分⑩太極拳／13時25分
～14時45分⑪骨盤底筋エクササイズ1
／11時40分～12時30分／女性⑫骨盤
底筋エクササイズ2／12時40分～13時
30分／女性 ※⑪⑫はどちらか一方の
みお申し込みいただけます。⑬骨盤エ
クササイズ／13時40分～14時30分／
女性⑭木曜ピラティス／9時30分～⑮
ヨガ／10時50分～⑯パワーヨガ50／
12時～12時50分⑰社交ダンス／13時
40分～14時50分 ◆金曜日⑱バドミン
トンモーニング／9時～10時45分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～20時45分 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（はいはいするまで）と
その保護者13組 26はじめての親子体
操／11時10分～／1歳6か月以上～2
歳未満の子と保護者 27ジュニア体操
／15時45分～17時／小学1～4年生
28苦手チャレンジ／17時15分～18時
30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
の子と保護者 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か月以上～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クラス／15時
30分～／年少・年中 35 横浜FCサッ
カースクールMクラス／16時40分～／
年長･小学1年生 36横浜FCサッカース
クールLクラス／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 ※要保護者付き
添い 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歳の子と保護者 ◆土
曜日 41Jr.ヒップホップ／9時～9時50
分／小学生
このほか、ワンデー教室もあります。
詳細は か で。
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休館日◆5/26（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

4月29日にメインプールがオープンし
ました。全国規模の大会でも使用され
る50メートル×10コースの国際公認
プールで、泳いでみませんか？
●個人利用のご案内
プール：2時間大人700円、中学生以下
350円／トレーニングルーム：2時間大
人500円、中学生250円／PLAYTIME：
バドミントン月曜日・卓球木曜日いずれ
も13時30分～15時30分、大人300円、中
学生以下150円 ※ご利用できない日程
もございますので、お問い合わせいた
だくか、 をご覧ください。

休館日◆5/11（月）、5/25（月）、6/8（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5月12日（火）から か
●絵本作家 長野ヒデ子さんとあそぼう
①②6月5日（金）～6月7日（日）10時～16
時：①絵本の原画展／  ②茶室カフェ
／300円～／ ③6月7日（日）13時～15
時：長野さんの講演会と外

うい

郎
ろう

売り口上実
演／70人 ／1,000円（茶菓付き） ▶
●手打ちそば講習会
6月20日（土）9時30分～13時／高校生
以上28人 ／1,000円／エプロン、三
角巾、箸、飲み物、タオル持参。  ▶
●はぎれ草履講習会
6月21日（日）9時～12時／12人 ／800
円／持ち物は問合せを。 ▶
●楽しく着物を着ましょう
詳細は問合せを／6月17日（水）13時～
15時／女性15人 ／1,500円  ▶
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力：かたらんらん／
5月18日（月）11時～11時30分／
●体験！南京玉すだれ
初心者歓迎／5月16日（土）14時～16時
／
●しの笛コンサート
毎週土曜日11時30分～12時／

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

新栄地域ケアプラザ

●男性だけのレコードカフェ
レコードでジャズや洋楽を聴きなが
らくつろぐことができます／5月26日
（火）13時30分～15時30分／おおむね
60歳以上の男性30人 ／100円
申込み▶5月18日（月）10時から
●お裁縫クラブ  ちくちく
お裁縫で、布おもちゃや小物を作りま
す／6月9日（火）10時～12時／おおむね
60歳以上の人10人
申込み▶6月1日（月）10時から

 592-5975   592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

●ほっと茶屋
5月26日（火）13時～14時30分／介護者
・介護を終えた人15人 ／100円
申込み▶5月11日（月）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

●たまりばフェスタ
工作、ゲーム、子供の遊び場、模擬店、賞
品付きゲーム、演技披露など／5月31
日（日）10時～14時／一部有料／
●ヴォイストレーニング
発声のヒント、ストレッチ、歌唱トレー
ニング／6月15日（月）10時～12時／30
人 ／500円  
申込み▶5月11日（月）～6月14日（日）に
か

休館日◆5/21（木）、6/4(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
そば打ち教室の講師が打ったそばを食べま
せんか／5月22日（金）11時30分開始 ※
小雨決行／40食 ／一人前500円／
●古民家市
新鮮野菜販売／5月16日（土）、6月6日
（土）10時～なくなり次第終了 ※小雨
決行／
●ノルディックウォーキング体験教室
講師の指導の下、2キロメートル程度歩
きます／6月6日（土）10時～11時30分 ※
雨天中止／15人 ／1,000円（保険、レン
タルポール代含む）／持ち物は問合せ
を。 申込み▶前日までに か
●親子読み聞かせ（絵本・紙芝居）
5月20日（水）10時30分～11時／未就学
児と保護者10組程度 ／
●犬のしつけ教室
5月9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／
●創作「語りべ」語りと
　朗読の会「みちゆきさん」
語りと朗読。尺八演奏もあります／5
月23日（土）15時開始／

休館日◆5/18（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人形劇：6月11日（木）10時30分～11時 
②保育相談と遊び：6月16日（火）10時
30分～11時30分 ③ママヨガ：6月25日
（木）10時30分～11時30分 ④シャボン
玉と流しそうめん：7月7日（火）10時30
分～11時30分 ⑤おはなし会：7月9日
（木）10時30分～11時／未就学児と保護
者／①②⑤ ・無料、③④15組 ・200円
申込み▶開催日の1か月前から か
●ログハウスまつり
楽しいゲームと模擬店／6月21日（日）
10時30分～14時／300人  ※チケッ
ト販売対象は中学生以下。幼児は保護
者同伴／300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

●俺シリーズ
第1回:ワインに合う簡単おつまみを作
りましょう／6月7日（日）10時～13時／
20歳以上男性20人 ／500円
申込み▶5月11日（月）～5月31日（日）に
か、 を明記し か

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

●ママと赤ちゃんのベビーヨガ（全3回）
5月21日・28日、6月4日いずれも木曜
日／①1歳までの赤ちゃんヨガ：10時～
10時40分②1歳～1歳8か月までの赤ち 
ゃんヨガ：11時～11時40分／各15組
／1,000円（全回分）／バスタオルとス
ポーツタオル各1本持参。
申込み▶5月20日（水）までに 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
 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
●初夏の昆虫観察会
6月7日（日）9時～12時／レストハウス
集合／30人 ／300円  ▶
●里山の炭でクッキング
6月21日（日）10時～13時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／20人 ／500円  ▶
●アメリカザリガニ釣り大会
都筑中央公園大池のアメリカザリガニの駆
除を皆さんと行います／6月20日・27日、
8月1日・22日いずれも土曜日9時～12時
／レストハウス集合／各日30人   ▶
●炭焼き体験（全3日）
里山の間伐材を使った炭焼き。作業は
3日に別けて実施します。都合のつく
時間だけの参加も可／炭材作りと窯
詰め：6月13日（土）9時～16時、 炭焼き：
6月20日（土）8時～17時、窯出しと炭材
作り：6月27日（土）9時～12時／18歳以
上10人 ／1,000円（全回分） ※13日と
20日は昼食付き  ▶

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
●里山保全
里山で草刈り、木の伐採など作業を行い
ます／5月16日（土）・24日（日）10時～12時 
※雨天中止／飲み物持参。長袖・長ズボ
ン・帽子・軍手など作業できる格好で／
●春のクモをさがそう
5月17日（日）10時～11時30分／小学
生以上15人 ／300円  ▶
●野の花ウォッチング
ホタルブクロなど初夏の花を観察しま
しょう／6月6日（土）10時～11時30分 ※
雨天翌日順延／15人 ／300円  ▶

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
●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  ▶
●舞の会～日本の踊りをマスターしよう～
毎週火曜日（第5火曜日は休み）13時30
分～16時／1回500円  ▶
●朗読ワークショップ
中高年、初めての人も大歓迎／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◆5/25（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。
●女性としごと応援デスク
就活ナビゲーターが、仕事の探し方、履歴
書の書き方などをその場でアドバイス
します（予約不要／15分程度）。就職活動
の進め方についてじっくり相談したい人
はキャリアカウンセリングも（予約制／40
分）／毎週日・火・木曜日（第5日曜・火曜・木
曜を除く、祝日など除外日あり）9時30分
～16時30分（最終受付16時）／女性／

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野マルシェ　
丁寧に育てた新鮮な野菜や厳選され
た体に優しい食材を使った加工食品・
手作り菓子など一日限定の市場（マル
シェ）／5月31日（日）10時～16時
●Welcome! ロビーコンサート
5月10日（日）ピアノ：守谷博美、バイオ
リン：児玉真理・川瀬まり子、ピアノ： 髙
田玲子／5月24日（日）ピアノ連弾：関
小百合・青柳志保／6月14日（日）ピア
ノ：北川恭子、ソプラノ：中野亜維里、ピ
アノ：青山瑠美子／各日とも12時～12
時40分／
●あざみ野カレッジ
　「デザインで伝える いきもの の世界」
講師：いきもの企画／5月30日（土）11
時～12時30分／高校生以上40人 ／
500円 ※初回参加者はカレッジ学生
証発行手数料500円が別途必要。
申込み▶5月20日（水）必着。講座名、

を明記し か か

　区内では、深夜帯に駅から帰宅する女性を狙った痴漢、わいせつ
事案が多発しています！被害者の多くが、イヤホンを装着し、背後
からくる犯人に気付かず被害に遭っています。
　暗い夜道の一人歩きは危険です。防犯ブザーを携帯し、犯人に隙
を見せないようにしましょう。

暗い夜道は
一層のご注意を！

都筑警察署
からのお知らせ

問合せ 都筑警察署　 949-0110
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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
●第15回 チャリティーバザー

ボーイスカウト体験、模擬店など／5月
17日（日）10時30分～15時30分 ※雨 天
順延5月24日（日）／センター北駅前芝生
広場／ 　問合せ▶ボーイスカウト横
浜第132団　宝田　 090-5589-8750
●都筑オーケストラ20周年記念
　演奏会第26回定期演奏会

曲目：ベートーヴェン「交響曲第7番」、
メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏
曲」ほか、指揮：横山俊充、ヴァイオリン
独奏：渡辺玲子／5月17日（日）14時開
演（13時30分開場）／都筑公会堂
チケット購入▶区役所1階売店にて販
売中  問合せ▶長田 044-812-6202
●「2014都筑motto いきいき元気
   プロジェクト」活動報告会・交流会

2014年度に活動費用の一部を助成し
た地域活動グループ13団体による報
告会・交流会／5月17日（日）13時30分
開始／ショッピングタウンあいたい3
階イベント広場／ 　問合せ▶事務局

（㈱横浜都市みらい内）　 943-2459
（平日9時30分～17時30分）

●ベルリンの壁と十二支の石探し！
ガイドと共につづきを歩こうNo.22／
5月23日（土）8時30分～9時受付 ※雨
天決行／地下鉄中川駅前集合／約7キ
ロメートル（階段、坂道あり）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
問合せ▶〒224-0029 南山田二丁目
24-6-717 大橋　 090-9088-0286

tsuzuki-guide@hotmail.co.jp
●第12回 都筑想続塾

円満相続に向けて一緒に勉強しましょ
う／5月19日（火）9時40分～11時40分
／都筑公会堂第2会議室／20人 ／
1,000円　申込み▶事前に か
を明記し か   問合せ▶山下 ・
511-7399　 info@keika.jpn.org
●川和高校OBバンド演奏会

25周年20回記念の演奏会。曲目：ホル
スト「木星」、となりのトトロほか／5月
5日（火・祝）14時開演（13時30分開場）
／都筑公会堂／500人 ／  
問合せ▶間地 050-5885-5349
●第10回  つづきミュージックビート

つづきの１番を決める！バンド＆ダン
スコンテスト／6月7日（日）13時～16

時／都筑公会堂／ 　問合せ▶つづき
ミュージックビート実行委員会

tmbeat.jp@gmail.com

募  集
●第19回東京都市大学横浜祭
　フリーマーケット出店者大募集！

6月6日（土）・7日（日）12時～16時（両日
出店可）／東京都市大学横浜キャンパ
ス／各日75組 ／各日500円（車利用
は1,000円）　申込み▶5月25日（月）ま
でに か、 を明記し か か
問合せ・申込み先▶フリーマーケット
担当  〒224-8551  牛久保西三丁目3-1  

080-6781-0440（金田）  910-2539  
furima.yokohamasai@gmail.com

●骨盤矯正体操同好会　会員募集
美と健康を骨盤矯正体操で！／毎月第
1・3水曜日10時～11時30分／都筑地区
センター／60歳以上／月1,000円
申込み▶事前に 　問合せ▶コツコツ
体操　益満　 944-4703
●女性コーラスメンバー募集

月1回、土曜日（または日曜日）／つづき
の丘小学校コミュニティハウス／月
1,500円、入会金1,000円（楽譜代）
申込み▶事前に 　問合せ▶女声コー
ラスYUI　古山（こやま）　 912-3726

●都筑の森シャフルボードクラブ会員募集
カーリングの陸上版のような中高年者
向けの軽度なスポーツです／毎週水・
金曜日、毎月第2・4日曜日10時～14時
頃／ ケ谷公園シャフルボードコート
／年会費2,500円／ 　問合せ▶横澤

・ 943-8114
●フリースペースいっしょの時間 参加者募集

こころの病で悩んでいる人やそのご
家族が集うお茶飲み場です。お気軽に
ご参加ください。ボランティアスタッ
フも募集中！／毎月第1土曜日13時30
分～15時30分／かけはし都筑2階／
問合せ▶ボランティアグループいっ
しょ　 943-4058
●太極拳を楽しもう！会員募集！

24式、48式、32式剣、幅広く学べます／
毎週木曜日18時45分～20時45分／中川
西中学校格技室／20歳以上／月3,300
円　申込み▶事前に 　問合せ▶都筑
無限太極会　中辻　 090-1451-4003
●気功太極拳をごいっしょに！
　メンバー募集

未経験者が初歩から学べます／月4回、
土曜日13時～15時、日曜日19時～／都
田小学校コミュニティハウス／月1,000
円／   問合せ▶都筑シルクロード太極
拳  寺光  080-4199-3361

 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

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 5月12日・26日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 5月14日・28日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 5月21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27年10月出産予定の人 
　→6月5日（金）・8日（月）・12日（金）・26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

6月9日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

6月24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

5月18日（月）・20日（水）・28日（木）、6月3日（水）
※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

5月8日（金）午前、6月12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　※５月は19日と26日の２回
です。事前にご連絡ください。
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3日（金）午前→6月5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
※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

5月14日・21日・28日、6月4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

5月12日（火）午前、5月22日（金）午後、6月9日（火）午前、
6月17日（水）午後
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師や
栄養士による個別相談です。また、乳幼児の食生活につい
ての相談もお受けします。

禁煙相談
予約制

5月12日（火）午前、6月9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3日（金）午前→6月3日（水）～6月16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＊
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ここまでが
都筑区版です
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