
その他の平成27年度に都筑区役所が実施する主な事業・取組については、6月号別刷りで紹介します。
「平成27年度 都筑区個性ある区づくり推進費」予算の資料は、区役所5階53番窓口やホームページでご案内しています。　　　　　　　　　

問合せ  予算調整係　 948-2213　 948-2208
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/soumu/yosan/yosan.html

●「小1の壁」の不安を
解消するため、相談
の場や保護者同士
のつながりづくり
を進めます。

●放課後児童の居場
所をつくるため、地
域で支える放課後キッズクラブの立ち上げ
を支援します。

●何かを始めてみたい女性が地域デビューす
るきっかけをつくります。

●緑豊かな緑道で誰もが気持ちよくウォーキ
ングができるよう、自転車・歩行者の安全対
策を進めます。

●誰もが取り組みやすいラジオ体操が地域で
定例開催されるよう支援し、運動習慣の定
着を目指します。

●都筑区で採れた新鮮
な「都筑野菜」を野菜
直売所マップやレシ
ピでPRし、地産地消・
食育を推進します。

　災害時に、救え
る命を救うため、
関係機関と連携し
た訓練を実施する
とともに、地域の
自助・共助による
減災行動の取組を

支援するなど、安心して
暮らせるまちをつくり
ます。

都筑区  予算 検索

◆◆◆

平成27年度　都筑区個性ある区づくり推進費予算

平成27年度都筑区個性ある区づくり推進費とは？
　地域の身近な課題やニーズに迅速かつきめ細かく対応するために用いる「自主企画事業費」（9,981万円）、区庁舎や区民利用施設の管理運営・修繕などに用いる「一般管理費」（6億5,980万円）などで構成されています。

「女性の活躍・こどもの健やかな成長」、  「健康づくり」、「防災・減災」
に関連する事業を重点的に実施します。

平成27年度は

　「平成27年度 都筑区個性ある区づくり推進費」（7億6,261万円）予算を

編成しました。

　本市中期4か年計画を踏まえ、区制20周年事業を実施する中で培った

地域・団体・事業者とのつながりを生かし、区民の皆さんに『ずっと住み続

けたいまち都筑』と感じていただけるふるさとづくりに取り組みます。

　この特集では、平成27年度予算で取り組む、区民の皆さんに身近な

主な事業を紹介します。

特 集 1

春だ！公園で遊ぼう！
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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～
つづきっこ読書応援団のJ

じ

iJ
じ

iB
ば

aB
ば

a隊の
みなさんが絵本を読んでくれます。
日時4月18日（土）10時30分～12時
会場都筑図書館絵本コーナー／
◆4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4月15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（5月）
日時5月14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▶4月30日（木）から か
◆新学期、読んでみようこんな本
横浜市立図書館がお勧めする子ども
の本を展示します。
日時4月1日（水）～5月6日（水・振休）
会場都筑図書館／

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5月22日（金）・28日（木）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・申込み先▶ が谷地域ケアプラ
ザ（ 943-5951）へ4月24日（金）10時
から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

募　集
「つづき あい基金」助成金　
平成27年度助成活動の募集

都筑区地域福祉保健計画を推進し、
地域の福祉保健に関す
る課題の解決に向けた
活動を行う団体などに
対し、「つづき あい基金」
を活用し、活動経費を助成します。詳
しくは募集案内をご覧ください。
募集案内区社会福祉協議会、事業企画
係（区役所2階22番窓口）などで配布。
区社会福祉協議会 からもダウンロ
ードできます。
申込期限5月8日（金）締切り。区社会
福祉協議会窓口で受付。申請の前に、
区社会福祉協議会へ電話で事前連絡
をしてください。
問合せ▶都筑区社会福祉協議会

943-4058　 943-1863
都筑区役所事業企画係　

948-2344　 948-2354

北部農政事務所 農業振興担当から

問合せ▶にいはる里山交流センター
931-4947　 937-0898　
info@niiharu.jp

◆新治恵みの里　サツマイモ作り（全4回）
植付けから収穫まで体験し、秋の恵み
を味わいましょう。（掘ったサツマイ
モの持ち帰りと、調理試食体験付き）
日時第1回「苗の植付け」6月7日（日）
9時30分～12時

場所緑区新治町（JR横浜線十日市場
駅徒歩15分）
対象市内在住のグループ15組  
※1人も可
費用一組3,000円（全回分、保険料含む）
申込み▶全員の を明記し か 。
4月14日（火）必着。
◆緑区新治町の谷戸田を守る活動　
　参加者募集

谷戸田の自然・景観を保全するた
め、水田作業に参加できる人を募集
します。
説明会日時4月18日（土）9時～12時
会場にいはる里山交流センター

（〒226-0017　緑区新治町887）
申込み▶ を明記し か 。4月
16日（木）必着。

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　4月20日（月） ● 5月 7 日（木）
都筑公会堂の休館日　4月20日（月） ● 5月18日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,796人 （平成27年3月1日現在・前月比18人減）
世帯数…79,897世帯（平成27年3月1日現在・前月比42世帯増）
交通事故発生件数…61件　
　死者1人／負傷者70人（平成27年1月1日～1月31日）
火災発生件数…6件（平成27年1月1日～2月28日）

都筑区  社協 検索

　1日の始まりは朝ごはんを食べること。しかし、実際には朝ごはんを食べ
ない人もいて、男女とも特に20～30歳代の働き・子育て世代に多いことが
わかっています（厚生労働省平成24年国民健康・栄養調査）。

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

連載 健康づくりナビ❹

例えば…コップ１杯の
牛乳や、バナナ１本か
ら始めてみましょう。

ごはん+
目玉焼きと野菜

ロールパン+
具だくさん

スープ

❶地域デビュー応援サロン　　 日時 ４月16日（木）10時開始／
都筑に引っ越してきたばかりで知り合いをつくりたい、都筑区のことを知り
たい、何か始めたい…といった思いの皆さんが気軽に集えるサロンです。

❷新☆つづき人交流フェスタ　プロデューサー募集　　 締切 ４月30日（木）必着
例年３月に実施している区内の市民活動団体のPRイベント「新☆つづき
人交流フェスタ」の企画・実施をしてみませんか。
申込み  、所属団体または市民活動歴、特技、応募の動機（50字程度）を
明記し か

❸区民活動補助金交付団体募集　　 締切 ５月12日（火）必着
地域課題の解決を目指す、公益性の高い事業の事業費を補助します。対象
となる事業費の2分の1（最大10万円）を上限とします。プレゼン審査会：５
月27日（水）

❶～❸の詳細については区民活動センター または区民活動センターで
配布するチラシ及び募集要項をご覧ください。

問合せ・申込み先  都筑区民活動センター
948-2237　 943-1349　 tz-katsudo@city.yokohama.jp問合せ  区民活動係　 948-2236　 948-2239

朝ごはんを食べて、元気な1日をスタートさせましょう！

まずは食べて
みましょう。

こんなメニューは
どうでしょう。

朝ごはんを食べるとこんないいこと

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 休館日◆4月20日（月）

　平成28年1～2月に開催予定の都筑区民文化祭は、多くの区民が参加し
て文化活動を発表する場です。第20回は「すべての世代による文化のハ
ーモニー」をテーマに、区民全員の参加を目指します！
❶ボランティアスタッフ募集
区民文化祭の企画から参加してみませんか。
種別：事務局（文化祭全体の企画、広報、各種イベントなど）／展示部門（写
真や絵画など）／舞台部門（ダンスや演奏など）
❷キャッチフレーズ募集

「すべての世代による文化のハーモニー」をテーマにした、文化祭にふさわ
しいキャッチフレーズを募集します（採用者には記念品を差し上げます）。

応募資格  ❶❷とも区内在住・在勤・在学または区内で活動している人
申込み  と、❶は興味ある部門（事務局・展示・舞台）、❷はキャッチ

フレーズを記入し か 。4月30日(木)必着。
申込み先  〒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」宛て
　　　    tzbunkasai@yahoo.co.jp http://webyoko.com/bunkasai/

第19回「次世代へ つづけ 文化と心の輪」、第18回「都筑は文化の宝箱☆」
（参考）過去のキャッチフレーズ

新しい生活が始まるこの時期、朝ごはんパワーで元気に過ごしましょう！

朝ごはんで、元気に 生活をはじめよう！
最終回

新新

●朝食の欠食率（朝食を食べない人の割合） 男性 女性

1歳～6歳 7歳～14歳 15歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳以上

40

20

0

100 （％）

勉強も仕事も
効率アップ

快適な
お通じ

生活習慣病の
予防

脳にエネルギーが
補給されて集中力が

上がります。

胃腸が刺激を受け、
便秘解消に

つながります。

3食食べることで
生活リズムが整い、

太りにくくなります。

朝 ご は ん を
　 お い し く
食べるには？

1 2少
し
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
！

　前夜に夕食を多めに作ったり、インスタントのスープに冷凍野菜を
加えたりすると、朝の調理もお手軽です。

朝ごはんを食べるとこんないいこと

ステップ
ステップ

都筑区民文化祭第 20 回

●少し早起きをして、朝にゆとりを。
●夜食をとるなら、消化の良いメニューに。

ボランティアスタッフ、キャッチフレーズ募集！
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問合せ  庶務係　 948-2212　 948-2208

　区内12か所の公園に、外遊びの楽しさを教えてくれる「外遊びキャラ
バン隊」がやってきます。外遊びキャラバン隊は、ふだんプレイパークを
運営している外遊びのベテランたち。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。当日、直接
公園へお越しくださいね♪

時間  10時30分～12時　
　　　 ※雨天中止。曇りの場合は当日9時30分頃に都筑区役所 をご確認ください。

対象 未就学児と保護者　赤ちゃんも大歓迎！

公園名
日程

春 秋
茅ケ崎東なのはな公園（茅ヶ崎東二丁目22） 4/3（金） 10/2（金）
東山田ゆうやけ公園（東山田三丁目15） 4/9（木） 9/10（木）
牛久保東さくらんぼ公園（牛久保東一丁目65） 4/13（月） 9/18（金）
長坂ささのは公園（長坂６） 4/23（木） 10/22（木）
すみれが丘第二公園（すみれが丘29） 4/27（月） 9/28（月）
早渕公園（早渕二丁目6） 5/8（金） 10/30(金）
仲町台くわがた公園（仲町台三丁目7） 5/11（月） 10/5（月）
都筑が丘第九公園（川和町1715-51） 5/18（月） 10/26（月）
大熊町つつじ公園（大熊町129） 5/28（木） 9/14（月）
加賀原さるすべり公園（加賀原一丁目37） 6/5（金） 11/6（金）
佐江戸公園（佐江戸町276） 6/11（木） 9/25（金）
高山あかしあ公園（高山10） 6/19（金） 10/16（金）

❶広域避難場所の指定エリア拡大に伴う名称変更
　川和高校（平成27年3月まで）➡川和高校・都田公園一帯（平成27年4月から）
　※ 「川和高校・都田公園一帯」とは、川和高校、川和富士公園、都田公園、月出松

公園です。

❷広域避難場所の該当区域の変更

※その他のエリアは変更ありません。
※広域避難場所の詳細については、ホームページでもご案内しています。

該当区域（町名） 広域避難場所
平成27年3月まで 平成27年4月から

加賀原一丁目　
加賀原二丁目　
川和台／二の丸　
富士見が丘

ケ谷公園一帯
川和高校・都田公園一帯

川和町 川和高校

　都筑区役所では、区民の皆さんが安心していきいきと暮
らせるまちづくりを進めるため、自治会町内会への加入を
勧めています。

❶または❷のいずれかの方法でお申し込みいただくと、区役所からお住ま
いの地域の自治会町内会長へ連絡し、ご加入の手続を進めさせていただき
ます。
※ ご登録いただいた個人情報は、都筑区自治会町内会への加入手続以外には使

用しません。
※自治会町内会は任意の団体です。加入を強制するものではありません。

❶ 区役所窓口や市営地下鉄の区内各駅などで配布している
「加入のご案内」に付いているハガキに記載してお申し込
みください。

❷ 携帯電話でQRコードを読み取り、「住所・
氏名・電話番号」など必要事項を入力し、
自治会町内会担当者宛てに でお申し込
みください。

　食を通したボランティア「食生活等改善推進員（ヘルスメイト）」の養成
講座です。健康づくり、食育、生活習慣病予防などを学びます。
　受講後はボランティア活動を通じ地域でのふれあいを深めませんか？
　まずは自分の健康づくりからという人も歓迎します。

日時  6月24日（水）、7月22日（水）、9月2日（水）、9月30日（水）、10月28日（水）、
11月25日（水）、12月9日（水）、平成28年2月10日（水）13時30分～16時

　　　 ※この他に横浜市全体の研修会が1回あります
　　　　 （昨年度は関内ホールで開催）。

対象 区内在住で原則全8回出席できる人　30人
費用 テキスト代実費（1,188円予定）
会場 区役所1階栄養相談室ほか

申込み 4月17日（金）から か を明記し か

日程 内容 講　師 会　場

１ 5月29日

オープニングキラキラシンポ
ジウム（公開講座）先輩が語る

「私のモヤキラ体験」ポイント
は人とつながることにあった

よこはま・ゆめ・ファーマー
平野 フキさん
都筑民家園事務局長
岡本 みどりさん

区役所6階
大会議室

２ 6月5日 キラキラした未来を思い
描いてみよう！

生涯学習開発財団 認定コーチ
秋山 友美さん

区役所6階
大会議室

３・４

モヤキラカフェ
❶身近なモヤキラウーマンとのトーク
❷モヤキラのヒントをまちから探そう
※a、bいずれかの会場に参加

a シェアリーカフェ
　6月12日・26日
b いのちの木
　6月19日、7月3日

最終回 7月10日
キラキラクロージング
あなたもまちも、ともに輝
く未来を描こう

ファシリテーター：
男女共同参画推進協
会 相談センター長
菊池 朋子さん

区役所6階
大会議室

種　別 相　談　日 対象/回数 受付開始日
法律相談 毎週火曜日 区民/一年に一回 1週間前

税務相談 第2水曜日
※2、3月は休み 区民/一年に一回 １週間前

司法書士相談 第2金曜日 区民/一年に一回 1週間前
民事調停相談 第1水曜日 市民/回数制限なし 随　時
公証相談 第2木曜日 市民/回数制限なし 随　時

行政書士相談 第1・3金曜日 市民/回数制限なし 随　時

　弁護士、司法書士などの専門相談員
による助言を受けられる「特別相談」
を実施しています。

◆事前予約が必要な相談

◆事前予約が不要な相談

受付方法  （９時～17時）
受付開始日が祝日・休庁日のときは、翌開庁日から受け付けます。
※ 当日のキャンセルは、理由にかかわらず相談を受けたものと見なします。その場

合、法律・税務・司法書士相談は、一年間、次の予約をお受けできません。

受付方法  区役所1階総合案内窓口へ

相談時間  13時～16時、一人30分 ※交通事故相談は9時～12時も相談可。
　　　　   相談日が祝日・休庁日のときは、相談はありません。

種　別 相　談　日 対象/回数
交通事故相談 第4水曜日 市民/回数制限なし
行政相談 第4金曜日 市民/回数制限なし

外遊びキャラバン隊がやってくる！

広域避難場所の一部が変わります！

自治会町内会に
加入しましょう！

問合せ・申込み先  広報相談係  948-2221～3　 948-2228

問合せ・申込み先  区民活動係
948-2232　 948-2239　 tz-katsudo@city.yokohama.jp

問合せ・申込み先  地域振興係
948-2231　 948-2239　 tz-chishin@city.yokohama.jp

都筑区役所　特別相談 検索

横浜市 広域避難場所 検索

都筑区　自治会町内会 検索

　あなたらしい新しいことを都筑区で始めませんか？モヤモヤした思い
を解消しましょう！
日時  いずれも金曜日10時～12時　 対象  区内在住20代～40代の女性
定員  全5回に参加できる人　30人 　※各回託児あり

         （オープニングキラキラシンポジウムのみの参加も可。70人 ）

申込み  、事業名、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 か 。5月11日（月）必着。

問合せ  健康づくり係　
948-2350　 948-2354　 tz-kenko@city.yokohama.jp

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

＊広域避難場所とは…？
　地震などで大火災が発生し、延焼が拡大したと
き、その熱や煙から身を守るために一時的に避難
する場所です。区内に7か所あります。

（
第
３
回
都
筑
区
自
治
会
町
内
会
川
柳
コ
ン
ク
ー
ル 

  

都
筑
区
連
合
町
内
会
自
治
会
長
賞
） （

60
代
・
男
性
）

自治会町内会への加入手続は手軽にできます！

特別相談
区役所で受けられる

輝 く 女 性 応 援 プ ロ ジェクト 事 業
参加者
募　集

食生活等改善推進員養成講座 全8回
食から学ぶ健康づくりセミナー

外遊びキャラバン隊がやってくる！外遊びキャラバン隊がやってくる！

変 更 点

自治会町内会に
加入しましょう！

●食と生活、運動、お口の健康（講話や実技）
●地域のつながりを通した健康づくりについて　など講座の内容
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休館日◆4/28（火）
 941-8380   942-3979

〒224-0062 が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は4月11日（土）から か
●健康ウォーキング講座 春コース（全2回）
約10キロメートル／4月26日（日）、5月
17日（日）9時30分～14時 ※いずれか
一日のみの参加も可／市内在住・在勤
50歳以上30人 ／各回500円  ▶
●わんぱくホリデー おもしろ科学た

んけん工房「簡単カメラ兼分光器」
5月9日(土)13時30分～16時30分／市
内在住・在学小学4年生～中学2年生
24人 ／700円  
申込み▶4月25日（土）までに と
年齢、学校名、保護者名を明記し か

でおもしろ科学たんけん工房 久保
田方（ 941-2362）へ

http://www.tankenkobo.com/
●はじめての盆栽教室（全3回）
5月16日、 6月20日、7月18日いずれも
土曜日10時～12時／市内在住・在勤で
全回参加できる人15人 ／各回3,500
円  ▶
●おもちゃの病院
6月13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／特殊な部品は実費負担  ▶

休館日◆4/13（月）、5/11（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4月11日（土）から
●おもちゃの病院
5月9日（土）10時～15時／幼児と保護
者18点   ▶
●女性のためのトータルビューティ

前期（全3回）
5月14日・28日、6月11日いずれも木曜
日10時～11時30分／30人 ／2,400円

（全回分） ※一時託児あり、要問合せ
▶
●みんなでうたおう前期(全5回)
5月16日、6月20日、7月18日、9月19日、
10月17日いずれも土曜日10時～11時30
分／50人 ／2,200円（全回分）  ▶  
●やさしい詩吟入門講座(全3回)
6月1日・22日、7月6日いずれも月曜日
10時～12時／15人 ／1,200円（全回分）  
▶
●母の日プレゼント クッキーを作ろう!
5月9日（土）10時～12時／小学生以上
20人 ／800円  ▶
●いただきます地場野菜
地場野菜料理作り／6月15日（月）10時
～12時30分／20人 ／1,000円  ▶
●音楽健康講座前期(全3回)
5月28日、6月25日、7月23日いずれも
木曜日13時～14時30分／60歳以上20
人 ／1,500円（全回分）  ▶

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4月11日（土）から か
●ベビータッチケア
4月20日（月）10時～10時40分／2か月～
2歳くらいの子と保護者10組 ／300
円  ▶
●体にいいことはじめよう！
　かんたん体操
ロコモ予防の体操とお話、ヘルスチェ 
ック／5月18日（月）10時～12時／15人

  ▶

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

●母の日の親子フラワーアレンジメント
5月10日（日）10時～11時30分／小学生
と保護者10組 ／1,000円（材料代）
申込み▶5月2日（土）までに か

休館日◆4/13（月）、5/11（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4月11日（土）から
●みんなで歌おう!
　「アメリカン・ポップス」（全6回）
5月20日、6月3日・17日、7月1日・15日・
29日いずれも水曜日13時～14時30分
／30人 ／2,500円（全回分）  ▶  
●シニアのためのパソコン講座（全6回）
ご自分のパソコンを持ち込み、Windows
の基本操作と写真を使った文章などの作
り方を学びます／5月19日、6月2日・16
日・30日、7月7日・21日いずれも火曜日
9時30～11時30分／20人 ／3,600円

（全回分）  ▶
●中川歴史散策
協力：都筑をガイドする会／5月21日

（木）9時30分～12時30分／20人 ／
300円  ▶ （10時から も可） 
●おんがくひろばがやってくる
0歳からの親子リトミック＆コンサー
ト／5月10日（日）13時30分～14時20
分／未就学児と保護者30組  ※6歳
以上も入場可／一組800円  追加一人
300円  ▶ （10時から も可）
●親子美クス 1期（全5回）
親子一緒に音楽に合わせてのびのびと
体を動かしましょう／5月8日・22日、6月
5日・19日、7月3日いずれも金曜日10時～
11時／あんよができる頃～未就園児と
保護者30組 ／2,500円（全回分）  ▶
●親子体操 1期（全8回）
5月12日～6月30日の毎週火曜日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 1期（全5回）
親子のスキンシップと産後ママの骨盤
矯正／5月15日・29日、6月12日・26日、7
月10日いずれも金曜日10時～11時30分
／首がすわる頃～ハイハイ前の子と保
護者12組 ／2,500円（全回分）  ▶

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

●男の健康体操教室（全4回）
自宅でもできる簡単な運動を紹介、姿
勢改善、歩行改善／4月8日・22日、5月13
日・27日いずれも水曜日13時30分～15
時 ※1回のみの参加も可／男性20人
／1,500円（全回分）  
申込み▶前日までに か か を
明記し

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

●産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
5月13日～7月8日のいずれも隔週水曜
日 ①10時～10時45分 ②11時～11時45
分／①3か月～9か月の赤ちゃんとマ
マ②10か月～1歳4か月の赤ちゃんと
ママ／各回10組 ／1,500円（全回分）  
申込み▶4月13日（月）～5月6日（水・振
休）に か  
●英語で遊ぼう!（全6回）
音楽や絵本、ゲームを通して楽しく英
語に親しみます／5月13日・20日、6月
3日・10日・24日、7月1日いずれも水曜
日①15時40分～16時20分②16時30分
～17時10分／①小学1・2年生②年中・
年長／各回12人 ／2,000円（全回分）  
申込み▶4月13日（月）～5月6日（水・振休）
に か  
●絵本の読み聞かせABC（全2回）
発音・発声や読み方の基本と実習／5月
16日（土）・30日（土）10時～12時／20人

／200円（全回分）  
申込み▶4月13日（月）～5月9日（土）に

か

休館日◆4/13（月）、5/11（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
●マタニティ・ヨガ(全5回)
5月12日・26日、6月9日・23日、7月7
日いずれも火曜日10時～11時30分／
安定期以降の妊婦10人 ／2,500円(全
回分)  ▶  
●えいごのあそびば(全6回)
5月18日・25日、6月1日・15日・22日・
29日いずれも月曜日、A：年中・年長
と保護者15時15分～15時55分、B：小
学1・2年 生16時10分～16時50分／ A：
12組 、B：15人／各2,400円(全回分) 
申込み▶4月19日（日）から か
●免疫力アップ!養生気功 春(全5回)
5月18日、6月1日・15日・29日、7月6日
いずれも月曜日9時30分～10時30分／
30人 ／2,300円（全回分） ／上履き、
バスタオル持参。 ▶
●骨盤体操&ストレッチ 春(全5回)
5月18日、6月1日・15日・29日、7月6日い
ずれも月曜日10時45分～11時45分／
35人 ／2,300円（全回分）／上履き、バ
スタオル持参。 ※託児1,500円（全回分、
要事前申込） 
申込み▶4月18日（土）必着で か
●ルーシーダットン
　タイ古式ヨガ（全5回）
5月13日・27日、6月10日・24日、7月8日
いずれも水曜日13時15分～14時30分
／20人 ／2,500円（全回分）／バスタ
オル、飲み物持参。
申込み▶4月12日（日）から か
●子どものアートⅠ（全3回）
身近な材料や自然素材を生かした造
形講座／5月17日、6月14日、7月12日い
ずれも日曜日、第1・2回:9時30分～11時
30分、第3回:13時～16時30分／年長～
小学生20人  ※未就学児は要保護者
同伴／1,000円（全回分）／エプロン、タ
オル、持ち帰りバック、筆記用具持参。 
▶
●子ども卓球教室Ⅰ（全3回）
卓球の基本を習って楽しみます／5月
24日（日）・31日（日）、6月6日（土）9時30
分～11時30分／小学生40人 ／1,200
円（全回分）／上履き、汗拭きタオル、水
分補給の飲み物、ラケット（ある人）持
参。 ▶

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
4月25日（土）／◆学芸員による常設
展示室の解説（今月は原始Ⅰ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
②13時30分開始③15時開始／
●こどもの日スペシャル 大塚遺跡まつり
土器の野焼きや火起こし体験、土器で
炊いたお米の一口体験など／5月5日

（火・祝）10時～15時 ※雨天時翌日に順
延／大塚・歳勝土遺跡公園／  

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

東山田地域ケアプラザ

●ケアプラまつり
周辺地域と一緒におまつりを開催し
ます。模擬店や健康チェックなど！／5
月10日（日）10時～13時30分 ※小雨決
行／
●ほっと茶屋
4月28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▶4月11日（土）から か

休館日◆4/28（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

●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◆4/27（月）
 941-2997   949-0477

〒224-0053  池辺町2973-1
 http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc/

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（4月13日・20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（4月14日・21日・28日）④ソフトエアロ
／12時20分～ ◆ 水 曜日（4月15日・22
日）⑤＊水曜ズンバ／9時～9時45分⑥
＊リフレッシュエアロ／10時～ ◆金曜
日（4月17日・24日、5月1日・8日）⑦ ＊ 金
曜ズンバ／10時35分～11時20分 ◆土
曜日（4月11日・18日・25日、5月2日・9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（4月14日・21日・28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（4月11日・18日・25日、5月2日・9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名 ／600円
◇フットサル1DAYリーグ
チームで楽しみながら行うリーグ戦で
す／4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

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

●昔ながらの米作り体験（全11回）
田起こしから来春の荒起こしまで／5月9
日・23日・30日、7月4日、8月22日、9月5日、
10月3日、11月7日・23日、12月5日、平成
28年3月5日、11月23日（月・祝）以外い
ずれも土曜日10時～12時 ※雨天延期、
時間変更あり／小中学生親子及び大人

（高校生以上）親子20組 ／一組（ニ人）
7,000円、大人一人4,000円（全回分） 
申込み▶4月17日（金）までに と 、
子の学校名と学年を明記し、 か  
●草だんごづくり
ヨモギを摘んで、かまどで蒸して、おだ
んごをつくります／4月19日（日）10時～
12時 ※雨天時25日（土）に延期／15人

 ※小学1・2年生は要保護者同伴／
一人500円（材料・保険代含む）／エプロ
ン、バンダナ、タオル、飲み物、軍手、お皿
とお箸持参。 
申込み▶4月18日（土）までに か、
と年齢を明記し 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
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休館日◆4/16（木）、5/7（木） 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

●こどももちつき体験
ついたお餅はお土産としてお持ち帰り
できます／5月5日（火・祝）11時開始～
定員になり次第終了／100人 ／
●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／4月24日（金）11時30分開
始 ※小雨決行／40食 ／1人前500円
／
●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／5月2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
●古民家市
新鮮野菜販売／4月18日（土）、5月2日

（土）10時～なくなり次第終了 ※小雨
決行／
●親子読み聞かせ（絵本・紙芝居）
4月15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
4月11日（土）10時30分開始 ※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／4
月25日（土）15時開始／

休館日◆4/20（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おはなし会：5月14日（木）10時30分
～11時②保育相談：5月19日（火）10時
30分～11時30分③子どものための
マッサージ：5月28日（木）10時30分～
11時30分④小麦粉粘土で遊ぼうとた
き火でパン焼き：6月2日（火）10時30
分～11時30分／未就学児と保護者／
①② ・無料、③④15組 ・200円
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
●お気に入りのひととき〜大人のリ

ラックスタイム〜 Pops&Jazz
4月5日（日）14時開演／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  ▶
●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◆4/13（月）、4/27（月）、5/11（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4月11日（土）から か
●イキイキこどもデー
折り紙、ゲーム、竹細工、模擬店ほか／
5月5日（火・祝）11時～14時／  
※事前予約制のイベント①子どもそ
ば打ち／10時集合／小・中学生32人
／500円②子どもお茶会／11時～、13
時～／5歳～中学生、各15人 ／500円
／持ち物など詳細は問合せを。 ▶
●わくわくどきどき自然体験
軽食付き、詳細は問合せを／5月10日

（日）10時～14時／5歳～小学生40人  
※要保護者同伴／子ども1,000円、保護
者500円  ▶
●はぎれ草履講習会
5月17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／5月27日（水）13時～
15時／女性15人 ／1,500円  ▶
●古典芸能に親しもう
謡曲・仕舞などの見学／4月29日（水・
祝）13時～16時／
●お茶室カフェ
5月2日（土）・3日（日・祝）10時～16時／
コーヒーなど300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）

※いずれも小雨決行・荒天中止
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
●初夏の植物観察会
キンラン、ギンランなどのランの仲間の
開花最盛期／4月29日（水・祝）9時～12
時／レストハウス集合／30人 ／300
円  ▶
●ゴールデンウイークの昆虫観察会
5月3日（日・祝）9時～12時／レストハウ
ス集合／30人 ／300円  ▶
●初夏の野鳥観察会
南の国からやってきた夏鳥も観察でき
ます／5月24日（日）8時～11時／レスト
ハウス集合／30人 ／300円  ▶
●「ローザ・つづきく」バラまつり2015
5月16日（土）・17日（日）10時～15時／
都筑中央公園円形広場／
●里山の田植え体験
5月30日（土）13時～16時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／30人   ▶  

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

加賀原地域ケアプラザ

●オープンスペース
どなたでも自由に使えるフリースペー
スを設けました。ちょっと一息、友人と
のおしゃべり、親子遊びなどにご活用
ください／平日9時～20時、日祝日9時
～16時 ※第1水曜日・毎週火曜日・年末
年始を除く／

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

新栄地域ケアプラザ

●サンドイッチパーティをしよう！
親子でサンドイッチを作ります／4月
27日（月）10時～14時／区内在住の未
就学児と保護者20組 ／200円
申込み▶4月18日（土）から

 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

●くさぶえのみちウォーク
緑道を散歩します。車いすなど、ゆっくり
ペースで歩行できます／4月29日（水・
祝）10時30分～15時／主に身体障害の
ある18歳以上5人  ※高校生不可
申込み▶4月22日（水）までに

休館日◆4/27（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

●再就職・転職のための
　パソコン講座（全5回）
ワードとエクセルの基礎を学ぶ／5月
18日（月）～5月22日（金）10時～15時30
分／女性12人 ／18,000円（全回分。参
加費免除制度あり、4月25日（土）までに
要問合せ）  
申込み▶4月17日（金）から専用 （862-
4476、９時～17時、第4木曜日・日祝除
く）か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●市民のためのプログラム
　「はじめてのデッサン」（全7回）
講師：画家 卯野和宏氏／静物、人物の
モチーフを鉛筆で時間をかけて描きま
す／5月7日・21日、6月4日・18日、7月2
日・16日・23日いずれも木曜日10時～12
時30分／中学生以上20人 ／17,000
円（全回分、材料費含む）
申込み▶4月23日（木）必着で講座名、

、年齢明記し か か
●Welcome! ロビーコンサート
4月12日（日）オーボエ：須藤かおり、ピア
ノ：前田菜月、ピアノ連弾：佐藤ゆみ・椛
沢恵子／4月26日（日）アンサンブルあ
ざみ野／各日とも12時～12時40分／

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

●フラワーアレンジメント教室
母の日・父の日に／5月9日（土）10時～
11時30分／年長以上20人  ※親子
での参加可／1,200円（材料費）
申込み▶4月11日（土）～4月22日（水）に

か を明記し

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
●あつまれ  都筑のニューフェイス！
区外からの転入者向けイベントです／
5月14日（木）・15日（金）10時30分～11時
30分／区外から引っ越してきた未就
学児と家族各日12組   ▶
●春のおはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべ歌で楽しい
ひとときを／4月24日（金）10時30分～
11時／未就学児と家族12組   ▶
●ポポ☆メイト募集　説明会
ポポラで活躍してくださるボランティ
アを募集します／5月12日（火）10時30
分～11時30分／区内にお住まいの人 
▶
●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／4月22日（水）、5月9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！／4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／4月18
日（土）、5月1日（金）・16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や障害のある子と
家族のポポラ体験／4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！／4月23日（木）10
時30分～12時頃 ※雨天時は4月30日

（木）に延期／ききょう公園（中川五丁
目10）／

●手話サークル・モア メンバー募集
「手話って？」と思っている人も大歓迎
／毎週土曜日10時～12時※8月は休み
／かけはし都筑ほか／高校生以上（子
ども同伴可）　申込み▶事前に か
問合せ▶都筑区社会福祉協議会

943-4058　 943-1863
●都筑区三曲協会 会員募集中

箏・三絃・尺八の演奏活動を一緒にしま
せんか／年会費3,000円、入会金5,000
円／活動日時などはお問い合わせく

ださい。 申込み▶事前に
問合せ▶増倉　 ・ 473-1368
●中国語サークル「チャイニーズ・
　カフェ」会員募集

中国語のリスニング力とスピーキン
グ力を向上させたい人はぜひ一緒に
学びましょう／第2・4日曜日／つづき
MYプラザ／月3,000円
申込み▶ を明記し、事前に
問合せ▶チャイニーズ・カフェ

chinese_cafe201206@hotmail.com

つ づ き12 ページ
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催  し
●第14回　花散歩フォトクラブ写真展

季節の花を撮影した作品約60点を展
示／4月10日（金）～4月16日（木）／区
総合庁舎1階区民ホール／
問合せ▶鈴木　 933-0598
●第18回都筑写真倶楽部　写真展

課題作品「魅力あるまち 都筑」ほか、
計約90点を展示／4月17日（金）～4月
23日（木）9時～17時（初日は12時開始、
最終日は16時まで）／区総合庁舎1階
区民ホール／
問合せ▶上村　 941-7625
●ムジカ・パストラーレ カジュアル
　コンサート2015～気分はイタリアン～

指揮：堺武弥、ソプラノ：金城佳枝、ラ
ノール：沼田臣矢、曲目：交響曲「イタリ
ア」第1楽章、歌劇「椿姫」より乾杯の歌
／4月19日（日）14時開演（13時15分開
場）／都筑公会堂／600人 ／
問合せ▶平谷　 912-5096
●シャフルボード体験会

4月15日（水）・17日（金）10時集合／葛
ケ谷公園シャフルボードコート／
問合せ▶横澤　 943-8114

●相続・不動産無料相談会
4月24日（金）10時～17時／都筑公会
堂第二会議室／20組 　申込み▶4月
13日（月）から 　問合せ▶NPO法人 
日本地主家主協会　 620-3701
●かなさぽ“成年後見”寸劇講座

行政書士による講座。認知症になって
しまったら？老後の備えを楽しく学
びましょう／4月18日（土）14時～16時
／かけはし都筑／50人
申込み▶事前に か を明記し

か 　問合せ▶コスモス成年後見サ
ポートセンター（かなさぽ）  横尾

515-1810　 330-6025
office-sumire@n08.itscom.net

●ヴァイオリン＆ピアノ
　～ファミリーおんがくかい～

名曲とともにクイズや楽器体験も！
ヴァイオリン：門田瑠美、ピアノ：芝原紗
映子／5月6日（水・振休）14時開演（13
時30分開場）～15時頃／都筑の文化 
夢スタジオ／50人 ／小学生500円、
中学生以上800円（0歳～幼児は無料）
申込み▶事前に か と人数を明
記し 　問合せ▶清水　 080-1026-
7713　 rumusique@gmail.com

●第40回都筑区囲碁大会
4クラス別に対戦し順位を競います（成
績優秀者は区代表として市大会に推
薦）。初心者から高段者まで大歓迎／4
月26日（日）10時～15時頃（9時30分受付
開始）／中川西地区センター／1,500円

（女性と高校生以下は1,000円）、昼食付
き／ 　問合せ▶都筑区囲碁連盟　
曾木　 090-6943-9310
●第61回 M.L.T杯

女子ダブルス（初級・中級）／①5月8日
（金）：初級②5月15日（金）：中級、いず
れも9時試合開始／長坂谷公園第2テ
ニスコート／各16組 ／一組5,000円
／申込方法など詳細は をご覧くだ
さい。 都筑区テニス協会 検索
問合せ▶ 緑区硬式テニス協会事務局

（オープン・スクエア）・ 988-0633（10
時～20時。水曜日と第1･3火曜日休み）
●第20回都筑区陸上競技大会

5月31日（日）／三ツ沢公園陸上競技場／
区在住・在勤・在学・在団体ほか600人程
度 ／詳細は都筑スポーツセンター、都
筑区民活動センターで配布する申込書
をご覧ください。 申込み▶申込書に記
入し参加費を添えて現金書留。4月25日

（土）消印有効。　問合せ▶都筑区陸上
競技連盟事務局　 591-4610

募  集
●着付けサークル「装」　会員募集

手結びの着付けを始めてみませんか
／月2回水曜日9時45分～11時45分／
都筑公会堂ほか／女性20人 ／1回
500円　申込み▶事前に
問合せ▶松倉　 944-0375
●英会話を楽しく学びませんか

どなたでも歓迎！見学可。講師：メアリ
高岡／毎週水曜日、初級クラス：13時
～14時、中級クラス：14時～15時30分
／横浜ニューライフバプテスト教会
申込み▶ を明記し、事前に か
問合せ▶伊藤 qqzn4ged@water.ocn.
ne.jp　 080-6623-2312
●「2015都筑 mottoいきいき
　元気プロジェクト」グループ募集

都筑区が魅力的で元気のあるまちと
なる活動（テーマ型）に対し、活動費用
の一部を支援します。上限10万円／活
動期間：7月～平成28年3月／区内で活
動するグループ　※プレゼンテーショ
ン審査：6月14日（日）　申込み▶詳細は
事前に か で問合せを。5月27日（水）
必着。 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） http：//www.ytmirai.co.jp/
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●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 4月7日・28日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 4月9日・23日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 4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9月出産予定の人 
　→5月8日・15日・22日・29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

5月19日（火） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

5月27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

4月20日（月）・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

4月10日（金）午前、5月8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　※4月は休会ですが、むつみ
会の活動見学会を実施しています。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

5月19日（火）午前→4月23日（木）
6月3日（水）午前→5月8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▶各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

4月16日・23日、5月7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

4月21日（火）午後、5月12日（火）午前、5月22日（金）午後、
6月9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

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

5月19日（火）午前→4月20日（月）～5月7日（木）、
6月3日（水）午前→5月7日（木）～5月20日（水）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▶各40人　料金▶バリウムを飲みエックス線撮影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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