


お知らせ

都筑図書館から

問合せ▶都筑図書館　
948-2424　 948-2432

◆いきいき音読教室
名作文学や詩、昔話などを皆さんと
一緒に声に出して読みます。
日時3月7日（土）10時30分～12時
会場区役所5階第1会議室
対象18歳以上20人
申込み▶2月12日（木）から か
◆絵本と子ども～齋藤惇夫氏資料展～

『冒険者たち』（岩波書店）の作者で、児
童文学者の齋藤惇夫氏の資料展です。
日時2月17日（火）～2月24日（火）
会場都筑図書館／
◆2月の定例おはなし会
日時2月18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（3月）
日 時3月12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
申込み▶2月26日（木）から か

都筑野菜を使った料理教室

飾り寿司や大根もちなど旬の野菜を
使った料理を作ります。
日時2月22日（日）10時30分～13時
会場JA横浜「クッキングサロン  ハマッ子」
対象区内在住の子と保護者15組 （原
則二人一組）
費用一組1,000円
申込み▶都筑農業ボランティアの会

http://enonom.web.fc2.com/
から申込み。
問合せ▶企画調整係　

948-2226　 948-2399

里親制度説明会のお知らせ

親元で育つことのできない子どもを
温かい愛情をもって育ててくださる
里親家庭（特に短期預かり）を求めて
います。制度説明に加え、先輩里親さ
んのお話もあります。
日時2月21日（土）13時30分～15時
会場北部児童相談所地域交流室
対象健康で子育てが可能な年齢の人
申込み▶事前に
問合せ▶北部児童相談所里親担当　

948-2441　 948-2452

都筑区在宅医療相談室を1月に
開設しました！

医師会と横浜市は、区民の皆さんが
病気を抱えたとき、住み慣れた家な
どで充実した在宅医療を受けられる
よう、医療機関や介護サービス事業
者間の連絡・調整をする医療相談室
を開設しました。「往診可能な医師を
探しているが、見つからない」など、
在宅医療に関してお困りのことがあ
りましたらご相談ください。

牛久保西一丁目23-4
一般社団法人横浜市都筑区医師会館内

910-6582　 910-6506
運営日時月～金曜日9時～17時（祝日、
年末年始を除く）

都筑区在宅医療相談室

制度に関する問合せ▶
健康福祉局医療政策室

671-2444　 664-3851

地域での調査・研究の成果を学生
が発表します！

東京都市大学（環境学部・メディア
情報学部）と都筑区役所の協働によ
り、学生による地域での調査・研究の
成果を発表する「地域連携調査研究
発表会」を開催します。
日時2月25日（水）13時～17時
会場区役所6階大会議室
申込み▶ か、希望人数を明記し 。
2月24日（火）必着。
問合せ▶企画調整係　

948-2226　 948-2399　
tz-plan@city.yokohama.jp

講演・講座
都筑区防災・減災講演会

「異常気象と防災～大雨に備えた防
災・減災行動～」
講師大野治夫氏（気象予報士）
日時2月28日（土）14時～15時30分

（13時30分開場）
会場ハウスクエア横浜1階ハウスク
エアホール（中川一丁目4-1）
定員300人
申込み▶ と年齢、希望人数を明
記し か 。2月23日（月）必着。
※区役所から連絡がなければ聴講いた
だけます。
問合せ▶都筑区役所総務課庶務係
〒224-0032 茅ケ崎中央32-1　

948-2212　 948-2208
tz-bousai@city.yokohama.jp

平日に参加できない妊婦と
パートナーのための両親教室

日時3月14日（土）10時10分～11時
50分（10時受付開始）
会場センター北あいたい5階コミュ
ニティルーム
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25組
申込み▶2月16日（月）から
問合せ▶こども家庭支援担当

948-2318　 948-2309

認知症ミニフォーラム

「認知症の人が住み慣れた地域で暮
らし続けるために」（第一部：講演、第
二部：リレートーク）
講師小林クリニック副院長　小林雅子氏
日時2月22日（日）13時30分～15時30分
会場北山田地区センター
対象70人  ※認知症の人には、介護付き
休憩室をご用意しています（若干名）
申込み▶事前に か
問合せ▶東山田地域包括支援センター

592-5975　 592-5913
高齢支援担当　

948-2306　 948-2490

健康づくり係から

問合せ▶健康づくり係　
948-2350　 948-2354

◆1歳児 おやこでLet`sブラッシング
日時3月5日（木）10時～11時30分（9時
45分～9時55分受付）
会場区役所1階健診室
対象区内在住の平成25年12月、平成26
年1、2、3月生まれの子と保護者25組
持ち物保護者と子どもの仕上げ用の
歯ブラシ、タオル
申込み▶2月12日（木）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3月17日（火）・24日（火）10時30
分～11時30分
対象区内在住で離乳食を始めてから
1～2か月を過ぎた子と保護者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▶新栄地域ケアプラザ（
592-5255）へ2月17日（火）10時から

募　集
都筑区福祉保健センター　
歯科衛生士アルバイト募集

業務内容 乳幼児歯科健診などの健診
介補、保健指導など

申込資格 歯科衛生士の資格を持つ人

募集人数 若干名

詳しくはお問い合わせください。
申込み▶2月20日（金）までに
問合せ▶子育て事務係　

948-2320　 948-2309

平成27、28年度の消費生活
推進員を募集します！

消費生活推進員として、食の安全や
悪質商法の被害防止など、“消費生
活”に関する知識を深め、地域に広げ
る活動をしてみませんか。
対象平成27年4月1日現在20歳以上の区民
申込み▶地域振興係（区役所5階52番
窓口）で配布する申込書に記入し、
か郵送。2月27日（金）必着。
問合せ▶都筑区役所地域振興課地域振興係
〒224-0032　茅ケ崎中央32-1

948-2232　 948-2239
◆パネル展～消費生活推進員の活動
を紹介します～
日時2月24日（火）11時～3月2日（月）16時
会場区総合庁舎1階区民ホール／

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　2月16日（月） ● 3月16日（月）
都筑公会堂の休館日　2月16日（月） ● 3月16日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,751人 （平成27年1月1日現在・前月比35人増）
世帯数…79,875世帯（平成27年1月1日現在・前月比18世帯増）
交通事故発生件数…663件　
　死者2人／負傷者810人（平成26年1月1日～11月30日）
火災発生件数…49件（平成26年1月1日～12月31日）

　口には、食べる、話す、呼吸する、表情を作る…など、生きる上で大切な働
きが備わっています。また、ひとことで「口」と言っても、歯、唇、頬、舌、唾液
などさまざまな部分が、それぞれ重要な機能を持ち、協働しています。

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

からだの健康は、お口から！
連載 健康づくりナビ❸歯科編

あなたのお口は、
健康ですか？

口の
働き

かむ（咀
そ

嚼
しゃく

）、飲み込む（嚥
えん

下
げ

）ため
に重要なのは、「歯の健康」だけで
はありません！

食べ物を目で見て、口に持っていく

唇が察知して、歯でかみ切る

舌で奥歯に送り、かみ砕く

唾液に混ぜてまとめ、舌で喉に運ぶ

“健口体操”で、いつまでもおいしく食べ、楽しく話し、生き生きとした表情で生活しましょう！

前に出して、引く 左右に動かす 上下に動かす 唇の周りを右回り 左回り

詳しくは、 神奈川県　口腔機能 検索

都筑公会堂
全館休館（予定）のお知らせ
都筑区総合庁舎の改修工事のため、
下記の期間は都筑公会堂全館を休
館します。ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
休館予定期間 　7月13日（月）～8月
21日（金） ※申請の受付などは通常ど
おり行います。
問合せ 　区民活動係区民利用施設担当

948-2235　 948-2239
都筑公会堂　 948-2400

□ 唇は、しっかり閉じていますか？
□ 頬は、左右に膨らませ動かせますか？
□ 唾液は、しっかり出ていますか？
□  舌は、左右上下に動かしたり、前に出したり、唇の周囲をぐるりと回せますか？

加齢とともに口の機能は低下します

口の機能の維持・向上に効果的な“健
けん

口
こう

体操”を始めましょう！

　最近では、口の中の細菌が糖尿病や動脈硬化、肺炎などの病気にも影響を及
ぼすことが分かってきました。口の中を清潔に保つことが、からだの健康につ
ながります。

加齢とともに歯の本数が減ったり、口の機能が低下してきたりします。
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　「都筑区まちづくりプラン」は、平成14年に策定した、おおむね20年後のまちの在り方を示した都市計画の基
本方針です。策定後10年以上が経過し、まちづくりの進展や社会経済状況の変化、上位計画である横浜市基本
構想（長期ビジョン）の策定や横浜市都市計画マスタープラン全体構想の改定などから見直しが必要になった
ため、現在改定作業を進めています。

問合せ  緑税務署　個人課税部門　 972-7771㈹問合せ  都筑区民活動センター　 948-2237　 943-1349　

緑税務署からのお知らせ

問合せ  企画調整係　都市マス区プラン担当　 948-2225　 948-2399

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」の改定を進めています

　グループでの農作業やイベントを通じて仲
間をつくり、親睦を深めている「シニア楽農園」。
60歳以上の人を対象に参加者を募集します！

活動場所  池辺農業専用地区内
　　　　　 (市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅

徒歩15分または「都筑工場前」バス停
から徒歩8分)

対象   区内在住で平日の畑仕事が可能な60歳以上の人
期間  4月～平成28年3月（作業は週1回）
会費  年間約7,000円（活動費＋傷害保険料）

※ この事業は、区民活動団体「シニア楽農園の会」と区役所との協働事業です。
　栽培する作物は「シニア楽農園の会」が決定します。

　区内で活動するボランティア団体やサークルな
どが、区民の皆さんに活動を紹介しながら、市民活
動の魅力を広め、交流を深めるイベントです。ぜひ
お気軽にお越しください。

それぞれの出展団体、出展者は やチラシをご覧ください。

会場  ららぽーと横浜／
　　　サウスコート：子ども向けワークショップ／ストリートパフォーマンス
　　　セントラルガーデン：パフォーマンス

会場  センター南駅周辺／
　　　区総合庁舎1階区民ホール：パネル展
　　　 港北東急SC1階店頭モール：子ども向けワークショップ／ストリー

トパフォーマンス（3月21日（土・祝）・22日（日））
　　　すきっぷ広場：パフォーマンス（３月21日（土・祝）※雨天時翌日順延）

　緑税務署の駐車場は使用できません。車での来署はご遠慮ください。
◆税理士による確定申告無料相談のご案内
日 時  2月25日（水）・26日（木）10時～15時（12時～13時除く。9時45分受付開始）
会場  （公社）神奈川県宅建協会　横浜北支部会館（茅ケ崎中央8-7）

　　　 市営地下鉄センター南駅1番出口から徒歩1分
対象  都筑区・緑区・青葉区にお住まいの

　　　①年金受給者の申告　　②給与所得者の医療費控除の還付申告
※土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合など、相談内容が複雑な場合は
　お受けできません。

◆医療費控除の申告指導会場
日 時  2月16日（月）～3月16日（月）9時～11時30分、13時～16時（土日除く）
会場  都筑区役所3階　第6会議室・研修室　

　　　※都筑区以外の会場については、お問い合わせください。
対象  給与所得者（年末調整済み）の医療費控除の還付申告

※ 給与所得者の源泉徴収票、医療費の領収書、印章、本人名義の金融機関口座番号の
分かるものをお持ちください。

※区役所の駐車場は有料です。

　都筑農業ボランティアの会は、区内農家の担い手としてボランティア活動を
行ったり、収穫体験や料理教室などのイベントを実施するなど、都筑区と協働
して、都市農業への理解や地産地消の推進を目的とした取組を行っています。

活動場所  東方町農業専用地区内（「源東院」バス停から徒歩５分）
対象  区内在住・在勤で、平日を含む週2～3日農作業が可能な、おおむね70歳以下の人

問合せ  企画調整係　 948-2226  948-2399
tz-plan@city.yokohama.jp

希望者は下記のいずれかの説明会にご参加ください。※事前申込不要
日時  2月17日（火）10時～11時／2月19日（木）14時～15時
会場  区役所6階大会議室／

　都筑農業ボランティアの会が、繁忙期など農作業のお手伝いに伺います。
※高度な技術を要するお手伝いなど、ご期待に添えない場合があることをご了承ください。

対　象  区内に農地を持つ農家
ボランティア概要  収穫作業、出荷準備、除草など農作業全般※賃金、食事など謝礼の提供は不要です。
作業可能時間  ９時30分～12時頃（詳細は応相談）

農作業のお手伝いの様子 区民参加型イベント「サツマイモ掘り」の様子

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

都筑野菜応援事業 検索

つづき人交流フェスタ 検索

主催  新☆つづき人交流フェスタプロデューサー会議　
共催  都筑区役所　都筑区民活動センター

【第1期】3月1日（日）

【第2期】3月19日（木）～3月22日（日）

　「都筑区まちづくりプラン」策定以降（平成14
年～26年）、次のような多くのまちづくりが実現
しました。
●地区計画、建築協定の策定
●中央地区土地区画整理事業の完了
●市営地下鉄グリーンラインの開通
● 高速横浜環状北線・北西線の都市計画決定・着工
● 幹線道路（丸子中山茅ケ崎線、佐江戸北山田線、

羽沢池辺線、川崎町田線）の整備推進
●早淵川親水広場の整備
●横浜市都筑スポーツセンターの整備
●良好な緑地を保全・活用した川和市民の森の開園

●人口増加は続き、高齢者の割合も増加
●豊かな緑が減少しつつある
●水害や震災への対策が必要
●計画的な土地利用と近年の変化
●公共交通の利便性の向上が求められる

都筑区まちづくりプランの改定

　区民、事業者、行政などが目標や情報を共有
しながら、パートナーシップを基本として、
まちづくりに取り組んでいきます。

意見募集期間  2月13日（金）消印有効
改定素案の内容及び意見募集については、 や、区
役所などで配布している概要版をご覧ください。

都筑区まちづくりプラン改定に至る経緯

まちづくりの進展 都筑区の特色からみる
現況・課題

中央地区土地区画整理事業
（平成17年6月完了）

市営地下鉄グリーンライン
（平成20年3月開通）

皆さんと一緒にまちづくりを
進めていきます

都筑区プラン 検索

改定素案への意見を募集中です！

積極的な参加／管理へ
の協力／ルールの遵守
まちづくりへの提案・行動

周辺環境への配慮
地域社会の安全確保
地域社会への貢献

区民の役割 事業者の役割

行政の役割
情報提供／計画実施／事業の
誘導、調整／規制、協議など市役所

住民参加の充実／区民への支
援／区民との協働／総合調整区役所

農業の盛んな都筑区で、地産地消を広めよう

都筑農業ボランティアの会参加者＆

援農先募集

説 明 会

人手不足でお困りの農家の皆さんへ

　一緒に活動する仲間を随時募集中です！

新★つづき人交流フェスタびと

つどう・つながる・希望の環
わ

新☆つづき人
交流フェスタ 
マスコット

キャラクター
つづき もも

都筑区北部と
南部であそぼう

「横浜市都市計画マスター
プラン全体構想」の改定

（平成25年３月）

参加者
募集
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休館日◆2/24（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「ふしぎなヘロンの噴水」

紀元前の人々の知恵が生み出した不思
議な噴水を作ろう。目に見えない空気
や水の圧力を調べます／3月7日（土）13
時30分～16時30分／小学4年生～中学
2年生24人 ／600円
申込み▶2月21日（土）までに を
明記した でおもしろ科学たんけん工
房 久保田方（ 941-2362）か、 http://
www.tankenkobo.com/で 

休館日◆2/9（月）、3/9（月）
 912-6973   912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

●ひらり健康体操（全36回)
ストレッチ、中国体操、ダンスなど高齢者
向け健康体操／4月7日～平成28年3月
15日の火曜日9時15分～10時45分／100
人 ／4,000円（全回分。保険代含む）
申込み▶2月11日（水・祝）～3月10日（火）
に と年齢を明記し か
●中高年のストレッチ体操・前期(全18回)
4月15日～10月28日の水曜日9時15分
～10時15分／体操に支障のない中高
年80人  ※子ども同伴不可／3,500
円（全回分。保険代含む）
申込み▶2月11日（水・祝）～3月18日（水）
に と年齢を明記し か
●エアロビクス体操・前期（全18回）
4月15日～10月28日の水曜日10時30分
～11時30分／エアロビクス体操に支障
のない人70人  ※子ども同伴不可／
3,500円（全回分。保険代含む）
申込み▶2月11日（水・祝）～3月18日（水）
に と年齢を明記し か
●やさしいヨガ前期（全14回）
4月20日～10月26日の月曜日12時15
分～13時25分／運動に支障のない人
50人  ※子ども同伴不可／3,000円

（全回分。保険代含む）
申込み▶2月11日（水・祝）～3月23日（月）
に と年齢を明記し か
●やさしいパワー YOGA前期(全14回)
筋トレ要素と瞑想的な要素を含む、少し欲
張りなYOGAです／4月20日～10月26日
の月曜日13時35分～14時45分／運動
に支障のない人50人  ※子ども同伴
不可／3,000円（全回分。保険代含む）
申込み▶2月11日（水・祝）～3月23日（月）
に と年齢を明記し か
●簡単！かわいい！毛糸のボンボンマスコット
3月25日（水）14時～15時30分／3歳
以上の子と保護者15組 ※小学生一人
で参加可／200円
申込み▶2月11日（水・祝）から か

休館日◆2/16（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）

●第7回プラザまつり〜やさしさと感動を〜
3月8日（日）10時～15時／世界のクラフ
トとティールーム、日本の伝統文化、江
戸の衣装で写真を撮ろう、ドラム体験、
センターコートステージなど／

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
2月28日（土）／◆学芸員による常設展
示室の解説（今月は近世ブースの解説）:
①11時開始②14時開始 ※各回40分程
度。常設展のチケットが必要／◆おも
しろいぞ！紙芝居:①12時開始②13時
30分開始③15時開始／

休館日◆2/9（月）、3/9（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2月11日（水・祝）か
ら
●公開「おはなし会」おはなし会ボランティア講座番外編
語り手：小阪眞理子氏／3月22日（日）
①大人：10時～10時30分②小学生：10
時30分～11時③幼児：11時～11時30分
／各20人 ／都筑図書館対面朗読室  
▶ （ も可） 
●地域防災講座「震災3.11を語り継ぐ」
3月14日（土）10時～12時／30人   ▶

（ も可）
●27年度健康体操（全40回）
4月8日～平成28年3月23日（8月は休
み）の水曜日 A:9時～10時30分、B:10
時30分～12時／各クラス100人 ／
4,500円（全回分。保険代含む） ▶
●ステンドグラス作り

「ストライプ・ストライプ」／3月25日（水）
10時～12時／6人 ／600円  ▶
●ドイツ家庭料理
3月25日（水）10時～13時／20人 ／1,200
円  ▶
●ロビーコンサート
箏（外山香）／3月28日（土）13時30分開
始／

休館日◆2/9（月）、3/9（月）
 593-8200   593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

●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／4月2日（木）①2才以
下:10時30分～11時②3才～小学生:11
時～11時30分／各25人  ※未就学児
は保護者同伴
申込み▶3月2日（月）から か
●シニア健康体操（全36回）
4月9日～平成28年3月17日の木曜日A:
9時10分～10時25分、B:10時30分～11
時45分／各コース55歳以上110人 ／
4,000円（全回分。保険代含む）／上履き、
タオル持参。 申込み▶2月12日（木）～3
月12日（木）に と年齢を明記し
●ロビーコンサート
トーンチャイム・コンサート／3月7日

（土）13時30分～14時30分／

休館日◆2/19（木）、3/5（木） 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

●雛飾り開催中
2月28日（土）～3月8日（日）9時～17時／
●古民家市
新鮮野菜販売／2月21日（土）、3月7日

（土）10時～なくなり次第終了 ※小雨
決行／
●和菓子作り教室
2月21日（土）10時～12時／10人 ／
1,000円／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）
2月21日（土）10時30分～11時／未就学
児と保護者10組程度 ／

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
読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターな
ど／2月28日（土）11時～11時30分／
●パソコン無料相談会
3月14日（土）10時～11時30分／4人
／ご自分のノートパソコン持参。
申込み▶2月11日（水・祝）から か
●子どものアート
3月15日（日）13時30分～15時30分／
300円
申込み▶2月13日（金）から か

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

中川地域ケアプラザ

●認知症サポーター養成講座
認知症サポーターは、認知症を正しく
理解して認知症の人やご家族を温か
く見守る応援者です／2月17日（火）13
時30分～15時／30人
申込み▶事前に か

休館日◆2/23（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

●春のスポーツ教室4月〜6月
申込み▶各教室とも 、年齢を明
記し、 か か 。2月21日（土）必着。
いずれも 。＊は託児有（事前申込制、
有料 ）。時間記載のない教室は全て
60分、16歳以上。詳細は か で。
◇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ノルディッ
クウォーキング／10時～11時30分⑦＊
ビューティーアップ／10時40分～⑧体
幹エクササイズ／12時～12時50分⑨
いきいき健康体操／13時10分～／50
歳以上  ◆木曜日⑩卓球モーニング
／9時～10時45分⑪木曜ピラティス／
9時30分～⑫ ヨ ガ／10時50分～⑬ パ
ワーヨガ50／12時～12時50分⑭骨盤
底筋エクササイズ1／11時40分～12時
30分⑮骨盤底筋エクササイズ2／12時
40分～13時30分⑯骨盤エクササイズ
／13時40分～14時30分⑰太極拳／13
時25分～14時45分⑱社交ダンス／13
時40分～14時50分  ◆金曜日⑲バド
ミントンモーニング／9時～10時45分
⑳＊金曜ピラティス／11時30分～ 21 姿
勢コンディショニング／12時40分～ 22

フラダンス／13時～ 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～ 25

バドミントンナイト／19時～20時45分
◇親子・子供向け教室
◆火曜日 26 ベビーマッサージ&ママの
エクササイズ／9時30分～／生後2～6
か月の乳児と保護者 27 はじめての親子
体操／11時10分～／1歳6か月～2歳未満
の子と保護者 28 ジュニア体操／15時45
分～17時／小学1～4年生 29 苦手チャレ
ンジ／17時15分～18時30分／小学1～4年
生  ◆水曜日 30 わくわく親子体操／9
時15分～／2～3歳 の 子と保 護 者 31 幼
児体操1／14時30分～／年少 32 幼児体
操2／15時45分～／年中・年長  ◆木曜
日 33 ベビー体操はいはい／11時10分～
／5か月～1歳未満の子と保護者 34 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 35 うきうき親子体操／9時15分～／
2～3歳の子と保護者 36 横浜FCサッカ
ースクールS／15時30分～／年 少・年中
37 横浜FCサッカースクールM／16時40
分～／年長･小学1年生 38 横浜FCサッカ
ースクールL／17時50分～／小学2･3年
生 39 こどもバレエ♪アリス／15時25分
～／年小・年中※保護者の付き添い必要
40 こどもバレエ♪マーメイド／16時30
分～／年長･小学1年生 41 こどもバレエ
♪シンデレラ／17時35分～／小学2～4
年生  ◆土曜日 42Jr.ヒップホップ／9時
～9時50分／小学生 43 親子de英語リト
ミック／9時30分～／1歳6か月（独り歩き
のできる子）～未就学児と保護者

このほか、ワンデー教室もあります。
詳細は か で。

休館日◆2/9（月）、2/23（月）、3/9（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

●ひなまつりウィーク
明治～平成のお雛様、つるし飾りなど
を展示／2月16日（月）～3月3日（火）10
時～16時30分／
●作って食べよう
かまどのご飯とみそ汁を作ります／3
月29日（日）10時～14時／小中学生20
人 ／500円
申込み▶2月11日（水・祝）から か
●第23回わびさび塾

「夢見月の茶会」のセミナー／3月22日（日）
13時30分～15時30分／15人 ／2,000円
申込み▶2月11日（水・祝）から か
●楽しく着物を着ましょう
3月25日（水）13時～15時／女性15人
／1,500円／持ち物は問合せを。 
申込み▶前日までに か
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力：かたらんらん／2
月16日（月）11時～11時30分／
●土曜しの笛コンサート
毎週土曜日11時30分～12時／  

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

●親子自然教室
たき火と焼き芋を楽しもう／2月25日

（水）①11時～12時②13時～14時 ※雨
天延期／2～4歳の子と保護者各回7組

／二人一組500円　申込み▶事前に
か を明記し か

休館日◆2/23（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

●健康太極拳（全22回）
健康法として多くの人に親しまれている
太極拳の連続講座です。ゆったりとした呼
吸法と全身運動で、春から始める健康づ
くりに／4月～9月の毎週火曜日（休講
日あり）18時30分～20時／25人 ／
30,440円（3か月分15,220円ずつ前納） 
※参加費免除、保育あり（要問合せ）  
申込み▶2月17日（火）から か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野カレッジ「学んで味わうTEA TIME 
一枚の茶葉がカップに注がれるまで」

講師：深谷典子・越智直子／日本茶・紅
茶・中国茶各種の歴史と楽しみ方を学
びます／2月28日（土）14時～16時／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▶2月19日（木）必
着で、 、年齢を明記し か か
●障がいのある子どもたちのための
　「親子で造形ピクニック」
ねんど、えのぐ、かみなどで遊べます。
親子やきょうだい、お友達と一緒にそ
れぞれのペースでゆったり過ごしてみ
ませんか？／3月14日（土）10時～12時
／個別支援学級、特別支援学校などに
通う子と家族・友人20組程度 ／100
円（4歳以上の子ども）  申込み▶3月4
日（水）必着で、参加者全員の 、年
齢、学年を明記し か か
●Welcome！ロビーコンサート
2月22日（日）ソプラノ：角田幸江・ピアノ：
小枝佳世／3月8日（日）ピアノ：小越由
果、メゾソプラノ：岩本久美・ピアノ：北川
恭子／各日とも12時～12時40分／
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● 都筑区イベント情報配信中！ ●
http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event/tsuzuki/
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　自転車盗の被害が増えています。駐輪場はもちろん、
自宅に駐輪する場合でも、安心せず、必ずカギを掛けま
しょう。2つ以上の鍵（ダブルロック）が有効です。
　都筑警察署では、区民の皆さんが、安全で安心して暮らせる犯罪の起きにくいまち
づくりを推進しています。防犯カメラ、ドライブレコーダー、ドアモニター設置の際
は、都筑警察署生活安全課防犯係までご連絡ください。ご相談に応じます。

犯罪の起きにくい
まちづくりにご協力を

都筑警察署
からのお知らせ

問合せ 都筑警察署　 949-0110

休館日◆2/16（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

●親子で楽しむおはなし劇場
おあそび交流、紙芝居、人形劇、手遊び、お
はなし会など／3月3日（火）10時30分～
11時30分／未就学児と保護者／
●親子の広場 「かもっこくらぶ」
3月12日（木）10時30分～11時：人形劇
／3月17日（火）10時30分～11時30分：
保育士さんと遊ぼう／4月9日（木）10
時30分～11時：おはなし会／未就学児
と保護者／  

休館日◆日・月曜日・祝日
 912-5135   912-5160

〒224-0003  中川中央一丁目1-3あいたい5階
 http://www.popola.org/

都筑区子育て支援センターポポラ

申込み▶ 行事は前開館日までに か
●そうだポポラへいこう！
仲間づくりや子育て中のママやパパとの
おしゃべり会／3月19日（木）10時30分～
11時30分／区内在住の妊娠中の10人
／体調に注意してご参加ください。 ▶
●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／2月25日（水）、3月14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！／2月21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／3月4日

（水）13時～16時、3月6日（金）・28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／2月21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！／2月26日（木）10時
30分～12時頃 ※雨天時は3月5日（木）に
延期／ききょう公園（中川五丁目10）／

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

●発達障害を理解する講座（全2回）
ひとりで悩まないで、共に学び、語り
合いましょう／2月15日（日）、3月15日

（日）13時30分～16時／30人  ※1日だ
けの参加可／1,000円（全回分）
申込み▶事前に か か、 を明
記し

休館日◆火・木曜日   ・  945-2949
〒224-0006  荏田東一丁目22-1

つづきの丘小学校コミュニティハウス

申込み▶ 行事は、2月11日（水・祝）か
ら か
●「不思議！驚き！感動マジック！」
マジックショーとちょっとネタ公開！／
3月6日（金）13時30分～14時30分／15
人   ▶
●小中学生囲碁・将棋大会
初心者歓迎。賞品あり／囲碁：3月9日

（月）、将棋：3月23日（月）いずれも15時
～16時30分／各日20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

●男性のための筋トレ体操（全5回）
正しいトレーニング方法を身につけて、
健康な体を作ります／2月22日、3月1日・
8日・15日・22日いずれも日曜日13時～
14時30分／健康な成人男性20人 ／
1,500円（全回分）／室内用運動靴、バス
タオル、汗拭きタオル、飲み物持参。
申込み▶2月19日（木）までに か  
●親子でエアロビクス（全3回）
3月7日・14日・28日いずれも土曜日10時
～11時／小中学生の子と保護者15組

（30人） ／子ども500円、大人1,000円
／室内用運動靴（学校の上履きは滑る
ため不可）、汗拭きタオル、飲み物持参。
申込み▶3月2日（月）までに か

 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

●おはなし会
親子でできる楽しい乾布摩擦体操と
おはなしを準備してお待ちしています
／2月26日（木）11時30分～11時50分
／未就学児と保護者／

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

加賀原地域ケアプラザ

●障がい児・者余暇支援事業
　親子レクリエーション
親子でダンスやゲームなどで体を思い
切り動かし楽しみます／3月22日（日）
10時30分～12時／15組 ／500円
申込み▶事前に  
●介護・福祉・医療・暮らしの個別相談会
毎月第3水曜日13時30分～15時30分／
地域包括支援センターの専門職がご
相談を承ります／都田小学校コミュニ
ティハウス研修室／

 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（全2日）
障がいのある小・中・高校生の子どもた
ちが、地域で楽しい休日を過ごすための
イベントを一緒に楽しんでもらえるボラ
ンティアを募集しています／顔合わせ
会：3月15日（日）9時15分～12時、イベン
ト：3月22日（日）9時15分～15時30分／
中学生以上30人
申込み▶2月27日（金）までに か
●傾聴ボランティア養成講座（全5回）
傾聴について学び、今後地域でボランティ
ア活動を始めるきっかけとします／3月11
日、4月22日、5月13日・27日、6月10日いず
れも水曜日10時～12時／おおむね20人   
申込み▶2月28日（土）までに か

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

東山田地域ケアプラザ

●ちょっと息抜きしませんか？
お茶菓子と一緒に息抜きしませんか／
2月24日（火）13時～14時30分／介護者・
介護を終えた人18人 ／100円
申込み▶2月11日（水・祝）から 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7日前必着
で、 と申込者全員の氏名・年齢を
明記し か か
●シイタケの植え付け
里山で間伐したクヌギやコナラにシイ
タケを植え付けます。植え付けたホダ
木を家に持ち帰ってシイタケを育て
ます／3月1日（日）13時～15時／レスト
ハウス集合／30人 ／参加費:ホダ木
一本500円  ▶
●田畑作業体験  ジャガイモの植付け
秋に収穫祭を行います／3月7日（土）
13時～16時／ばじょうじ谷戸休憩所
集合／30人   ▶
●カブトムシの越冬幼虫観察会
3月8日（日）9時～11時 ※小雨決行、荒
天中止／30人 ／300円／軍手、小さ
なバケツ持参。 ▶
●炭焼き体験（全3回）
　〜無煙・無臭のハイテク炭焼き〜
3月14日（土）9時～16時：炭材作りと窯
詰め、3月21日（土・祝）8時～22時：炭焼
き、3月28日（土）9時～12時：窯出しと炭
材作り ※都合のつく時間だけの参加も
歓迎／18歳以上10人 ／1,000円（全回
分。3月14日・21日は昼食付き）  ▶

休館日◆2/24（火）、2/25（水）
 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

●当日参加プログラム
事前申込不要。定員あり。フロアプロ
グラムは30分前から受付開始、520円
～。アクアビクス教室は2時間前から
受付開始、830円（プール入場代含む）。
親子体操教室、親子ピラティス、ヨガ、
イージーダンス、バスケットボールタ
イム、アクアビクス、はじめてハイドロ
など。詳細は か で。

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  ▶

平成26年度全国統一防火標語

春の全国火災予防運動 3月1日●日 ～ 3月7日●土 
◆ ◆ ◆ 住宅用火災警報器の設置はお済みですか？ ◆ ◆ ◆

　全ての住宅に「住宅用火災警報器」を設置することが、消防法などで義務付け
られています。あなたと家族の命を守るため、まだ設置していない場合は、速や
かな設置をお願いします。

◆ ◆ ◆ 高齢者世帯への防災訪問を実施しています！ ◆ ◆ ◆

　住宅火災において、高齢者が亡くなる事例が多く発生しています。高齢者の
火災被害を防ぐため、申込みのあった区内の高齢者世帯を対象に、消防職員に
よる防災訪問（平日日中、10分程度）を実施し、火災予防のアドバイスなどを
行っています。
※訪問する際には必ず制服または活動服を着用し、職員証を携帯します。
※ケアマネジャーや民生委員、自治会・町内会と連携した訪問など、ご要望がありましたらご相

談ください。

申込み  高齢者ご本人から都筑消防署へ直接お申し込みください。
※担当のケアマネジャーや民生委員からの申込みも可能ですが、その場合もご本人の同意が

必要です。

問合せ・申込み先 都筑消防署予防課　 ・ 945-0119 都筑消防署 検索

「もういいかい  火を消すまでは  まあだだよ」

パソコンから住宅防火診断を行うことが出来ます。【住宅防火診断ナビ】で検索！
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催  し
●都筑ミックスオープンバドミン
　トン大会

4月5日（日）8時開始／都筑スポーツ
センター／高校生以上160組 ／一
組2,400円／一般1～3部、40代、50代、
60歳以上の6種目
申込み▶3月22日（日）必着。詳しくは区役
所、都筑スポーツセンター、各地区センター
など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（もちます）  090-2677-3760
●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」

公園や海や山でのびのびと育つ0歳
児～小学生の笑顔満載の写真展／
2月10日（火）13時～2月16日（月）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
●わくわくフェスタ

知的障がい者施設「ワーク中川」のおまつり
です。屋台、パン作り教室（10組20人 、一組
500円）、さをり織りの体験（200円）も！／
2月14日（土）10時～14時／ワーク中川（中川
二丁目8-26）／ （ か で事前予約も可）
問合せ▶ワーク中川

914-8290　 913-5407

●第4回　あったか復興支援「わすれない
　3・11」～応援しよう都筑から～

①講演と対話／3月7日（土）13時30分～
16時30分／かけはし都筑1階／70人
／500円（一部寄付とします）／
②復興広場：チャリティーと交流の広
場／3月8日（日）11時～15時 ※雨天中
止／センター北駅前「広場公園」／
問合せ▶つづき楽校　図子（ずし）

090-6116-3326
●第11回　都筑想続塾
　「顔は生き方の定期健診」

遺影を語れる専門家である石崎公子氏を
お迎えして、終活を一緒に考えましょう
／2月25日（水）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
●ぱぴプレミュージック☆
　 都筑ふれあいの丘公演
　「人形劇と生演奏で楽しもう !!」

2月25日（水）10時 ～10時50分 ／
が谷地域ケアプラザ多目的ホール／
0～3歳の子と保護者30組
申込み▶2月12日（木）から

http://www.papipure.net
問合せ▶ぱぴプレ音楽工房

080-3127-3757

●第58回　区民ジュニアテニス
　トーナメント

3月26日（木）・27日（金）・30日（月）・31日
（火）／長坂谷公園第1・2テニスコート、
都田公園／区内在住・在学か都筑区硬式
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／①2,000円②一組2,500円
申込み▶2月11日（水・祝）～2月19日（木）に

http://www6.ocn.ne.jp/~tudukit/
問合せ▶都筑区テニス協会事務局

090-2918-9891（10時～21時）
●国重要文化財・関家住宅と都筑に
　ある古い民家を訪ねる

ガイドと共につづきを歩こう№21／
2月25日（水）9時30分開始（9時受付
開始）／市営地下鉄仲町台駅集合／
約5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 か
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 http://tzkgd.com/
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp

募  集
●キミも英語で遊ぼう　参加者募集

学年に関係なく英語を楽しめるよう、
多彩なメニューを取り入れています／

 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

毎月2回土曜日10時～11時20分／北山
田地区センターほか／小学生 ／月
2,000円（教材費含む）
申込み▶2月11日（水・祝）から か、
と学年を明記し
問合せ▶藤井　 ・ 593-5372
●童謡・愛唱歌を楽しく歌いましょう！

健康に良い腹式呼吸、歌い方など教え
ます／毎月2回木曜日13時30分～15時
10分／都筑公会堂リハーサル室ほか
／成人男女 ／月3,000円（雑費含む）
申込み▶ か
問合せ▶童謡・愛唱歌の会　照屋

・ 941-5372
●新コーラスグループ結成のための
　メンバー募集

教科書から消えた名曲をコーラスで楽
しみませんか？／主に水曜日／川和小
学校コミュニティハウスほか／女性の
み／月3,000円 ※別途入会金3,000円
申込み▶事前に
問合せ▶佐藤　 090-6324-1558
●保育ボランティア募集！

育児支援サークル「ハッピー☆スマイ
ル」主催講座で、未就園児の保育をサ
ポートしていただける人を募集します／
2月19日・26日、3月5日いずれも木曜日
9時45分～11時45分／仲町台地区セン
ター体育館／女性（保育資格不要）
申込み▶事前に
問合せ▶杉山 2014happysmile@gmail.com

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 2月10日・24日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 2月12日・26日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 2月5日・19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7月出産予定の人 
　→3月6日・13日・20日・27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

3月11日（水） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

3月25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

2月16日（月）・27日（金）、3月4日（水）
※時間は問合せを。専門医による心の病、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

2月13日（金）午前、3月13日（金）午前
嘱託医師による高齢者のもの忘れ、認知症、心の病などの相談。

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　※2月17日・24日は休み
脳血管疾患等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・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

2月12日・19日・26日、3月5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

2月17日（火）午後、3月10日（火）午前、3月17日（火）午後
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師や
栄養士による個別相談です。また、乳幼児の食生活につい
ての相談もお受けします。

禁煙相談
予約制

3月10日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

がん検診
無料クーポン券
のお知らせ

対象者に送付している、平成26年度のがん検診無料クーポ
ン券（子宮頸がん・乳がん・大腸がん）の有効期限は平成27
年3月31日です。3月は予約が取りづらくなりますので、お
早めにご利用ください。

肺炎球菌
ワクチンの
お知らせ

対象者に送付している、平成26年度の肺炎球菌ワクチン予
診票の有効期限は平成27年3月31日です。肺炎球菌ワクチ
ンの予防接種を受けたことのない人で、接種を希望する人
はお早めにご利用ください。

＊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
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