
●自転車も車の仲間です。車道の左側に寄り、通行してください
●歩道は歩行者優先です。例外的に歩道を通行する場合は、徐行し、

歩行者の通行を妨げる恐れがあるときは、一時停止してください
●緑道へのバイク・自転車の乗り入れは、条例により制限されてい

ます
●大人が率先してルールを守り、子どもたちに

マナーを教えましょう

　昨年は区制20周年という節目の年を、区民の皆さまとともにお祝いすることがで
きました。今年は、都筑区がさらに発展・成長を続けられるよう、20周年を契機に地域
に根付きはじめたラジオ体操などを活用した健康づくりの支援、こどももおとなも
輝き、社会で活躍できる環境づくり、防災・減災に関する地域での自助・共助の取組
支援などの施策を重点項目と位置付け、職員一同全力で取り組んでまいります。
　皆さまにとって、素晴らしい一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

　区民の皆さま、明けましておめでとうございます。旧年中は、区政の
推進にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

都筑土木事務所は、さまざまな業務で
区民の皆さんの生活を支えています。

　区内には、公園緑地や地下鉄各駅などを緑道や自転車歩行者専用道
路でつなぐネットワーク（グリーンマトリックス）があります。しかし

近年、自転車利用の増加や、通行のルール・マ
ナーが守られず、歩行者と自転車が接触する
などの危険な事態が発生しています。
　そこで、都筑土木事務所では自転車利用者
へのアンケート調査などをもとに、緑道や自
転車歩行者専用道路における交通安全対策の
検討を進めています。

問合せ  都筑土木事務所　 942-0606　 942-0809　 tz-doboku@city.yokohama.jp

●区内には138か所の公園があ
ります。面積は市18区中3位で
160.1ヘクタール（横浜スタジ
アム61個分、一人当たりの面積
は18区中2位）です。

●区の特徴である緑道は総
延長約15キロメートルも
あります。

●公園で地域のイベントを開催したい

●自宅の駐車場の出入口の歩道を切り下げたい

●家を新築するので公共下水道を利用したい

●道路に穴が開いている
●街路灯がついてない
●道路に落下物がある

　今年度検討したアンケート調査などの結果や対策案に
ついて、関係する団体・機関などの代表者と自転車歩行者
の交通安全に関する意見交換会を開催し、現状の課題や
解決策について広く意見を伺います。頂いたご意見も踏ま
え、「自転車・歩行者安全事業計画案」として取りまとめま
す。なお、意見交換会は区民の皆さんも傍聴できます。

自転車や
歩行者の

交通安全に関する
意見交換会を
開催します

新年の
ごあいさつ

道 路

次の場合
は申請が
必要です

平成27年1月
都筑区長  中村 香織

ごあいさつ

日時  2月8日（日）13時30分～15時
会場  区役所6階大会議室
定員  先着30人
申込み  傍聴希望者は、1月13日（火）～１月30日（金）

　　　　に、住所、氏名(ふりがな)、電話・ファクス番号
　　　　を明記し、都筑土木事務所へ か 。

都筑区 公園  豆  知識公園  豆  知識公園  豆  知識公園  豆  知識公園  豆  知識公園  豆  知識公園  豆  知識

●施設・遊具が壊れている
●園内の照明がついてない
●樹木や枝が折れている

公 園

●マンホールから下水があふれている
●水路や河川に油が流れている

下水道

　横浜建設業協会都筑区会には、道路や下水道など生活に不可欠な施設を維持・管理する区内の土木会社、建築会社16社が所属しています。台風や大雪などで自然災害が発生した際には、建設業協会に所属する企業の社員が出動し、道路などの早急な機能回復を図ります。　また、都筑区会では青色防犯パトロールも行っており、地域の安全・安心に貢献しています。

　横浜建設業協会都筑区会には、道路や下水道など生活に不可欠な施設を

横浜建設業協会都筑区会もがんばります！

水防訓練の様子

環境映画「オーシャンズ」
2月11日（水・祝）13時～16時開催！
※詳しくは6ページをご覧ください。
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 ［特集1］ 都筑土木事務所は今年もがんばります！

 ［特集2］ 自助・共助で強化しよう！〜防災・減災力〜

  「都筑区まちづくりプラン」意見募集及び説明会の実施

  ［連載］ 健康づくりナビ②  脱こたつ！運動で正月太りを解消しよう！
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講演・講座
高齢支援担当から

問合せ▶高齢支援担当
948-2306　 948-2490

◆ココロとカラダのいきいき講座
認知症予防や元気な体をつくり、これか
らも“イキイキ”過ごすための講座です。

テーマ
元気づくりは口もと
から！食事バランス
で健康維持！

ハマトレ＆体操
で腰痛・膝痛を
改善しよう

講　師 歯科衛生士　
川野伸子氏ほか

健康運動指導士
笹川さゆり氏

日　程 2月2日（月） 2月9日（月）
時　間 13時30分～15時30分
会　場 区役所6階大会議室
対　象 区内在住おおむね65歳以上の人
定　員 各50人

持ち物 コップ、歯ブラ
シ、タオル、手鏡

動きやすい服装、
タオル、飲み物

申込み 1月13日（火）から か 明記
し

※ご参加いただける場合は、特に連絡はしま
せんので、当日直接会場へお越しください。
◆認知症ミニフォーラム

地域で支える認
知症〜若年性認
知症の場合〜

認知症予防と運動〜
脳を身体を若返らせ
るために〜

講　師 川崎幸クリニック院長
杉山孝博氏

総合能力研究所所長
本山輝幸氏

日　時 1月25日（日）
10時～12時

2月6日（金）
13時30分～15時30分

会　場 新栄地域ケアプ
ラザ

川和町連合集会所
（川和町1276-1）

定　員 各50人

持ち物 ― 動きやすい服装、飲
み物、タオル、上履き

申込み・
問合せ先

新栄地域ケアプラザ
（ 592-5255
 595-3321）へ
事前に か

加賀原地域包括支
援センター（ 944-
4641 944-4642）
へ か

◆介護講演会「介護者のこころと体の健康」
　～上手なストレス解消法のヒント～
介護しながら心身ともに辛くなって
しまうことはありませんか？介護を
続けるためには介護者の健康が何よ
りも大切です。心と体を癒やすため
のヒントをお話ししていただきます。
講師：川崎幸クリニック臨床心理士　
稲富正治氏
日時1月28日（水）10時30分～12時
会場区役所6階大会議室  定員100人
申込み▶事前に か を明記し

健康づくり係から

問合せ▶健康づくり係　
948-2350　 948-2354

◆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2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▶ が谷地域ケアプラザ

（ 943-5951）へ1月13日（火）10時から

◆きれいと元気の基礎講座
きれいと元気は食事から：食とお口
の健康についての体験講座です。骨
密度測定や、試食もあります。
きれいと元気は体幹から：元気を保
つための体操をします。体内年齢測
定などもあります。動きやすい服装
でお越しください。
※測定は裸足で行います。託児あり（2歳
以上、要事前予約）。

　 きれいと元気は
食事から

きれいと元気は
体幹から

日　程 2月3日（火） 2月23日（月）

時　間 10時～11時30分
（受付：9時45分～9時55分）

会　場 区役所1階健診室
対　象 区内在住30～49歳の人
定　員 各20人

持ち物 筆記用具、
手拭きタオル 飲み物、タオル

申込み 1月13日（火）から

注意事項 ― 妊娠中の人はご
遠慮ください

環境映画『オーシャンズ』上映会

地球温暖化が進行する中、過酷な環境
で懸命に生きる海の生き物たちのネ
イチャー・ドキュメンタリーです！東
京都市大学ISO学生委員会による環
境講座、ワークショップ形式による間
伐材を活用したキーホルダー作成講
座も同時開催します。
日時2月11日（水・祝）13時～16時（12時
30分開場）　会場区役所6階大会議室
定員100人 ／
問合せ▶企画調整係

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

お知らせ
都筑図書館から

問合せ▶都筑図書館
948-2424　 948-2432

◆ぬいぐるみのおとまり会
ぬいぐるみと一緒に楽しむ特別おは
なし会です。おはなし会の後、ぬいぐ
るみたちが都筑図書館にお泊りしま
す。翌日午後、お預かりしたぬいぐる
みの返却と絵本の貸し出しをします。
ぬいぐるみと一緒におはなし会：2月
11日(水・祝)①11時開始 ②14時開始
※各回同一内容
ぬいぐるみの引き渡し・絵本の貸し出
し：2月12日(木)14時～17時
会場都筑図書館 対面朗読室
対象一人でおはなしがきける子、各回
12人
申込み▶1月21日(水)から か
◆区内の小学生による読書感想画展示
　～子どもたちが描くものがたりの世界
日程2月3日（火）～2月9日（月）
会場区総合庁舎1階区民ホール／
◆市立中川中学校　本の紹介文展
　「この本、紹介します」
市立中川中学校では、読書活動推進の
取組として生徒が本の紹介文を書い
ています。その一部をお借りして、紹
介する本と一緒に展示します。
日程1月14日(水) ～1月27日(火)
会場都筑図書館／

乳幼児向けコンサート

マリンバコンサート ふれあいコンサート
日　程 1月20日（火） 2月4日（水）
時　間 10時から1時間程度

会　場 中川西保育園 川和小学校コミ
ュニティハウス

対　象 6歳以下の乳幼児と保護者
定　員 40組 50組

申込み
方　法

1月19日（月）まで
に中川西保育園

（ 913-2060）へ

1月19日（月）～
2月3日（火）に
みどり保育園

（ 941-2800）
へ

問合せ▶保育運営担当
948-2466　 948-2309

都筑区元気な地域づくり推進事業
「はじめての百人一首大会」　

日時2月14日（土）10時開始
会場仲町台地区センター
対象小学生以上20人 　費用500円
申込み▶事前に か
問合せ▶仲町台地区センター

943-9191　 943-9131

横浜国際港都建設計画道路３・４・53号
新吉田中川線の都市計画変更について

市素案について、説明会を開催する
とともに、縦覧（閲覧）及び公聴会に
おける公述申出を受け付けます。

【変更に係る町名】
勝田町、早渕一丁目及び早渕二丁目地内

【説明会】
日時1月15日（木）19時開始  会場早渕
中学校 道場（早渕二丁目4番1号）／

【市素案の縦覧・閲覧】
期間1月15日（木）～1月29日（木）
縦覧場所建築局都市計画課
閲覧場所都筑区役所企画調整係（5階
55番窓口）　※期間中は都市計画課

で市素案の概要を閲覧可能

【公述申出書の配布及び受付】
縦覧期間中、公述申出書を縦覧・閲覧
場所で配布します（都市計画課 で入
手可）。提出は、都市計画課へ郵送か持
参で1月29日（木）必着。都市計画課
から電子申請も可（1月29日（木）17時
15分までに手続完了）。

【公聴会】（公述申出があった場合に開催）
日時2月13日（金）19時開始
会場早渕中学校 地域交流室（早渕二
丁目4番1号）／   ※公聴会開催の有
無は、2月2日（月）以降に都市計画課

か でご確認ください。
道路計画の内容に関する問合せ▶
道路局企画課計画調整担当　
〒231-0017　中区港町1丁目1番地　

671-2773　 651-6527
都市計画の手続に関する問合せ及び公述申出先▶
建築局都市計画課　〒231-0012　中区
相生町3丁目56番の1 JNビル14階

671-2657　 664-7707

募　集
都筑野菜朝市参加農家募集!!

都筑区では、地産地消を進めるため区
総合庁舎で毎月第2・4土曜日に、区内大
型商業施設などでも不定期に、朝市を
開催しています。現在参加農家を募集
しています。ご自身の栽培した野菜の直
売に興味のある人は、ご相談ください。

問合せ▶企画調整係
948-2226　 948-2399

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ ※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

● 区役所への郵便物は ● 
〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1　都筑区役所○○係（担当）へ

 行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、往復はがきの場合は返信面
 電話（番号）  ファクス（番号）  はがき  往復はがき
 返信用はがき持参  窓口  Eメール（アドレス）  ホームページ
 当日直接  先着  抽選  要予約

申
込
方
法

都
筑

都筑図書館の休館日　1月13日（火） ● 2月16日（月）
都筑公会堂の休館日　1月19日（月） ● 2月16日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 210,716人 （平成26年12月1日現在・前月比133人増）
世帯数…79,857世帯（平成26年12月1日現在・前月比63世帯増）
交通事故発生件数…591件　
　死者1人／負傷者723人（平成26年1月1日～10月31日）
火災発生件数…46件（平成26年1月1日～11月30日）

都筑野菜朝市 検索

　都筑区では、災害時の医療救護活動
に参加していただける看護職を募集
し、登録しています。災害時、あなたの
力を貸してください！

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

　気温が下がる冬は、体温を維持しようとして基礎代謝量が増えるため、
体重を減らすのに適した時期です。適切な運動で正月太りを解消しまし
ょう！寒い冬は、外出機会が減って運動量も減少する傾向がありますが、
健康づくりのためには、運動を継続することが大切です。日常生活の中に
気軽に楽しく続けられる運動を取り入れましょう。
※ 外で運動する場合は、急激な温度変化が体に影響を及ぼす可能性があります。
　必ず準備運動をして、体を十分温めましょう。

　昨年8月30日に「都筑区制20周年夏
期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」が
NHKラジオ第1で生放送されました。雨
にもかかわらずたくさんの皆さんに参
加していただき、誠にありがとうござい
ました。ラジオ体操を続けることで「肩
凝りや腰痛が改善した」など、体の変化
を実感したという声が聞かれます。今年
もラジオ体操を続けましょう！

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

脱こたつ！運動で正月太りを解消しよう！
連載連載 健康づくりナビ❷ 運動編

家の中でも運動しましょう

日常生活の中で
ながら運動 親子体操 ラジオ体操

例えば…
皿洗いの

間に脚上げ

例えば…
子どもをお腹に

乗せて遊びながら
腹筋運動
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区 民 企 画 運 営 事 業

　都筑区では、平成22年度から、中小製造業の取引
機会・販路の拡大を支援する取組を実施し、区内企
業のオンリーワン技術、優れた製品などを「メイド
インつづき」としてPRしています。

　家庭・仕事以外の居場所をみつけませんか。

　緑税務署の駐車場は使用できませんので、車での来署はご遠慮ください。
１ 平成26年分の確定申告【申告・納付期限】
●所得税及び復興特別所得税 2月16日（月）～3月16日（月）
●贈与税 2月2日（月）～3月16日（月）
●個人事業者の消費税及び地方消費税 3月31日（火）まで
※ 納税は、安心・便利な振替納税をご利用ください。所得税及び復興特別所得税は4月

20日（月）、個人事業者の消費税及び地方消費税は4月23日（木）が口座振替日です。

2 緑税務署の申告書作成会場
日 時  2月2日（月）～3月16日（月）（土・日曜日・祝日除く）

※2月22日（日）と3月１日（日）は、相談・申告書の受付及び用紙の配布のみ行います。
相談・作成  9時15分～17時（8時30分受付開始）

混雑時は、受付を早めに締め切ることがありますので、なるべく16時頃までにお越しください。
3 税理士による無料申告相談会のご案内

日 時  2月3日(火)9時30分～15時30分（12時～13時除く、9時15分受付開始）
会 場  都筑公会堂　※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  都筑区・緑区・青葉区に納税地のある、

● 事業所得・不動産所得・雑所得のある人で、所得金額が300万円以下の
所得税・復興特別所得税・個人事業者の消費税及び地方消費税

●年金受給者・給与所得者の所得税及び復興特別所得税
※土地、建物及び株式などの譲渡所得の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。
※来場者が多い場合は、受付を早めに締め切る場合があります。

日 時  1月17日（土）～2月7日（土）
主 催  都筑区民文化祭実行委員会　 共 催  都筑区役所

　区総合庁舎内で、約2,000人が展示・舞台作品を発表します。区民
による区民のための文化祭です。出展者・出演者、企画運営するボラ
ンティアスタッフ一同、多くの皆さんのご来場をお待ちしています。

　横浜市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」の改定に当たり、
意見募集及び説明会を実施します。

会 場  シェアリーカフェ（中川一丁目4-1）   費 用  一回500円（ドリンク付き）
対 象  区内在住20～40代の女性20人   ※託児あり（2歳以上、要事前申込、有料）
申込み   区役所5階52番窓口か1階都筑区民活動センターで配布するチラ

 シ、または をご覧の上、お申し込みください。2月3日（火）必着。

■区内の中小製造業17社の「メイドインつづき」を紹介します！
　金属加工、電気・電子、機械、化学・プラスチックといった分野の区内企業17社の
オンリーワン技術、優れた製品を紹介した冊子を発行します。
　皆さんに区内中小製造業への理解を深めていただくことはもちろん、区内企業や
テクニカルショウヨコハマなどで配布し、販路拡大・企業間交流につなげます。
■「テクニカルショウヨコハマ2015」へ「メイドインつづきブース」を出展します！
　テクニカルショウヨコハマは、県下最大の工業技術・製品に関する総合見本市で、
新技術・新製品発信、新規顧客獲得や商談の場として、さまざまなビジネスチャンス
が期待されています。
　都筑区では、「メイドインつづきブース」を出展し、17社の優れた技術・製品などを
展示します。ぜひ会場へお越しださい。

問合せ  企画調整係　 948-2227　 948-2399

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

昨年のテクニカルショウヨコハマ
2014メイドインつづきブースの様子

デザイン画作成
伊東咲子さん

日時  ２月４日（水）～２月６日（金）10時～17時
会場  パシフィコ横浜展示ホールＣ･Ｄ（西区みなと

みらい一丁目1-1）／入場無料
※入場には、事前登録が必要です。詳しくは、

テクニカルショウヨコハマ2015 検索

区民企画運営事業 検索

回 日時 タイトル 講師

1 2月10日（火）
10時～12時

自分を見つけよう
～自分の価値を知り、やりたいことをみ
　つけよう～

ライフキャリアコーチ
涼木ゆかこ氏

2 2月17日（火）
10時～12時

話を聞いてみよう
～Nextdoorを開けた人たちに聞いてみ
　よう～

地域で活躍している
女性たち

3 2月24日（火）
10時～12時

みんなで話そう
～私たちのNextdoorを開けよう～ 区民企画運営委員

夫の転勤で都筑区へやってきて、新たな一歩を踏み出そうと
している皆さんが集い、情報交換をするサロンです。お気軽
にお越しください。　
日 時  2月20日（金）、３月13日（金）いずれも10時～12時
会 場  都筑区民活動センター／

●オープニングセレモニー　
日 時  1月17日（土）11時開始
会 場  区総合庁舎1階区民ホール／ 　

●オープニングステージ　
日 時  １月17日（土）12時開始
会 場  港北東急S.C.1階店頭モール／

【舞台部門】　 会 場  都筑公会堂／
1月24日（土）11時～18時／伝統芸能　　　　　　　　　　
1月25日（日）13時～17時30分／クラシック　　　　　　　　　
1月31日（土）・2月1日（日）14時～19時／パフォーマンス：ダンス・バレエ・マジック・舞踏劇など
2月7日（土）13時30分～18時／ロック＆ジャズ＆ポップス　

【展示部門】　 会 場  区総合庁舎1階区民ホール／
展示時間  10時～17時　※1月17日（土）は13時開始、2月7日（土）は15時終了

1月17日（土）～ 1月22日（木）／写真・花
1月22日（木）～ 1月27日（火）／絵画、文芸、親子作品、工芸①（布製品、紙製品など）
1月27日（火）～ 2月1日（日）／書道、工芸②（木製品、土製品など）

問合せ  都筑区民文化祭実行委員会事務局
tzbunkasai@yahoo.co.jp　 http://webyoko.com/bunkasai/
都筑区役所地域振興課区民活動係　 948-2236  948-2239

特設体験コーナー（有料 ／ ）
1月18日（日）お抹茶コーナー／1月24日（土）水引工芸

1月25日（日）ブレスレット作り／1月31日（土）小鳥ブローチ色づけ

土地利用の規制誘導や道路・公園などの基盤施設の具体的な内容を定める
「横浜市都市計画マスタープラン」の、「地域別構想」に該当するものです。

横浜市都市計画
マスタープラン

都市計画・まちづくり・
規制／誘導

全体構想
地域別構想

都筑区まちづくりプラン
前提

…平成25～27年度の3か年で改定します。
平成14年度 平成25年度

広聴・地域のつどい
基礎調査

市民意見募集

平成26年度 平成27年度

都筑区プラン
策定

都筑区プラン改定準備期間 改定素案作成
説明会

市民意見募集

今回は
ココ！

都筑区まちづくりプランとは…

改定スケジュール

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　　　　　　　　　　　　

テクニカルショウヨコハマ2015

都筑区役所が
区内の中小製造業を
PRします！

第19回

イベント
スケジュール

女性のみらいづくり応援講座 全3回

開催します

●意見募集
期　　間  1月14日（水）～2月13日（金）消印有効
提出方法  、 、 、改定素案概要版に印刷された

　　　　　 ※書式は自由です。個別に回答はしません。頂いたご意見
　　　　　　 は公表することがあります。
●改定素案の閲覧

期　　間  1月14日（水）～2月13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。 にも掲載します。
※改定素案概要版を上記期間で、上記の場所に加え、地区
　センター、 PRボックスなどで配布します。
●説明会（各回同一内容）

日　　時  1月25日（日）10時開始、1月26日（月）19時開始
　　　　　（1時間30分程度）

会　　場  区役所6階大会議室／

将来の都筑区のまちづくりについて
一緒に考えてみませんか？

都筑区プラン 検索

平成25年度発行の▶
中小製造業紹介冊子

つづきで私のNext doorを開けよう
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　大きな災害が起こったときは、自分の身を自
分で守る「自助」の取組と、隣近所などの地域で
助け合う「共助」の取組がとても重要です。
　今回の特集では、家でできる「自助」の取組を
紹介します。
　備えは早いに越したことはありません。すぐ
に、できることから実践しましょう！

　災害の発生直後は食料・日用品の物資がすぐに調達でき
ないことが考えられます。
　家族構成などを考慮したうえで、必要と思われるものを
備蓄しておきましょう。

　ふた付きの清潔なポリ容器などに口元まで水を入れ、満水の状態にしてください。

　沸騰させたり、浄水器などを通したりすることで、塩素の効果がなくなること
がありますので、そのままの水道水を容器に入れてください。

　冷蔵庫など直射日光の当たらない涼しい場所で保存してください。冬場は
1週間、夏場は3日間程度保存できます。
※この期間を目安に水の入れ替えをお願いします。

　同居する家族全員が「75歳以上の人／障害者手帳所持者／要介護・要支援認定者」の
いずれかに該当する世帯を対象に、家具転倒防止器具の取付を無料代行しています。
※家具転倒防止器具の購入は自己負担です。　※取付の無料代行は家具2個分までです。
申請書はホームページからダウンロードできます。区役所5階53番窓口（総務課）でも配布中！
　　　　　　　　　　　　　　 www.city.yokohama.jp/somu/org/kikikanri/kaguten/

問合せ  NPO法人 横浜市まちづくりセンター  262-0103（平日10時～16時、土日祝11時～15時）

●負傷者の救護
●隣近所でのお互いの安否確認
●災害に関する情報の共有
●要援護者（高齢者、障害者など）の支援 など

●問合せ●　　総務課庶務係　 948-2212　 948-2208　 tz-bousai@city.yokohama.jp

□ 簡易食料（クラッカーなど）
□ 缶詰（缶切りが不要なもの）
□ インスタント食品
　 など

「飲料水の備蓄」
していますか？

「水」は人間の命を維持するために
非常に重要なものです。災害時に備えて、
一人あたり1日3リットル、最低3日分で

9リットル以上の飲料水を備蓄しましょう！！

□ 飲料水（9リットル以上
　 ×同居人数分）

□ 携帯用トイレパック
□ 乾電池
□ ラジオ
□ 携帯コンロ
　 など

飲料水をくみ置きする場合の注意点

非常持出品の備蓄

家具転倒防止器具の取付を無料代行しています

　阪神・淡路大震災における死者の約8割は建物の倒壊や家具の
転倒による圧死であったといわれています。地震の発生が早朝
で、多くの人が就寝中であったため、大きな揺れによって倒れて
きた家具などから離れることができず、下敷きになってしまった
のです。

水の備蓄をしていますか？家具の転倒防止対策をしていますか？家具家具
家の中の安全確保

　「地震が起きても、すぐに逃げれば大丈夫」と思って
いませんか？大きな揺れの中では、立つことも歩くこ
とも難しいといわれています。
　自分や家族の身を守るために、家具の転倒防止対策
や窓ガラスの飛散防止対策を行いましょう！

●販売価格 ： 1箱  1,800円（税込）　（500ミリリットル 24本  計12リットル）●配送先 ： 横浜市内
　（配送料：1～10箱は一律200円、11箱以上は無料）

 内容量  350ミリリットル缶 ▶ 500ミリリットル缶へ増量保存期限  製造から5年 ▶ 7年へ延長

1. ふた付きの清潔な容器に保存しましょう

2. 水道水をそのまま入れましょう

3. 涼しい場所で保存しましょう

※L字金具、粘着マット、飛散防止フィルムなどの防災用品は、
お近くのホームセンターなどで購入することができます。

家具などは転倒防止のため
L字金具で固定しましょう！

金具で固定できないものは、
粘着マットなどで固定しましょう！

□ たんす　　□ 本棚
□ 食器棚　　□ 冷蔵庫
□ 仏壇　　　□ ピアノ　など

□ テレビ　　□ パソコン
□ AV機器　など

横浜市  家具転倒防止対策 検索

「都筑区防災計画」やハザードマップ（洪水、土砂災害）など、防災に関する情報はホームページでご覧いただけます。 都筑区　防災 検索

対策完了日　　　月 　　 日 対策完了日　　　月 　　 日

食料・日用品備蓄完了日　　　月 　　 日

横浜市水道局お客さまサービスセンター
847-6262　 848-4281

はちよんなな
水の備蓄に関する

問合せ

食料品

生活用品 飲料水

横浜市水道局による調査
「水道に関するお客さま意識調査」

から一般家庭の回答
（平成26年5月実施）

※詳しくは、広報よこはま都筑区版
　平成26年9月号をご覧ください。

一人あたり9リットル
以上備蓄している

約3割
こちらが「推奨」の

備蓄量です！

備蓄していない
約2割

備蓄しているが
9リットル未満

約5割

申請は平成27年
1月31日までです。
お早めに！

広報  都筑区版 検索

「共助」の取組例「自助」の取組例
●家具の転倒防止対策

●窓ガラスなどの飛散防止対策
●避難口・避難通路の確保

→　　　　　　  へ
●非常持出品の備蓄 
→　　　　　　  へ

ポ イ ン ト 1

ポイ ン ト 1

ポ イ ン ト 2

ポイ ン ト 2

自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助 強化強化強化強化強化強化強化強化強化強化強化強化強化強化強化で しよう！

避難口・避難通路となるドアや廊下には
物を置かないようにしましょう！

対策完了日　　　月 　　 日

※貼ってはがせるものもあります。

 阪神・淡路大震災
発生日時：平成7年1月17日
　　　　  午前5時46分
地震の大きさ：マグニチュード7.3
被害状況：死者・行方不明者  約6,400人
　　　　 負傷者　約43,800人

皆さん！！

　今回の特集では、家でできる「自助」の取組を
紹介します。紹介します。
　備えは早いに越したことはありません。すぐ
に、できることから実践しましょう！に、できることから実践しましょう！

しようしよう！
特
集
2

対策完了日　　　月 　　 日 飲料水をくみ置きする場合の注意点

窓ガラスには飛散防止
フィルムを貼りましょう！

対策完了日　　　月 　　 日
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休館日◆施設点検のため、都筑センター、横浜
あゆみ荘は1/21(水) 〜1/30(金)全館休館。

 941-8380   942-3979
〒224-0062 が谷2-1

都筑センター

申込み▶ 行事は1月11日（日）から
か
●刺しゅう講座（全2回）
小物入れのふたに刺しゅうをします。
おそろいのマカロンストラップも作り
ます／2月23日（月）、3月2日（月）10時～
13時／市内在住・在勤で両日参加でき
る人10人 ／1,800円（全回分）  ▶
●おもちゃの病院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃを
修理します／2月28日（土）10時～14時
／幼児～小学生のおもちゃ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◆1/13（火）、2/9（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1月11日（日）から
●ままくらぶ
キャラ弁作り／2月18日（水）10時～12時
／1歳～未就園児の母親15人 ／700円
／一時託児あり（要予約、300円）  ▶
●パソコンコーヒーサロン
パソコンに関するお困りごと相談、談
義など（パソコン持ち込みOK）／2月
14日（土）10時～12時／20人 ／100
円（コーヒー代）／
●バレンタイン菓子作り
2月14日（土）10時～12時／小学4年生
以上20人 ／800円  ▶
●スマホの使い方講座Ⅱ
2月19日（木）／Aクラス：10時～12時、B
クラス：14～16時／Aクラス：これからス
マホを使いたい人16人 、Bクラス：既
にスマホを使っている人24人 ／各ク
ラス200円  ▶
●ひなまつりケーキ作り
2月28日（土）10時～12時30分／20人

／1,200円  ▶
●おはなし会ボランティア講座
2月25日、3月11日・18日いずれも水曜日
10時～12時／各日20人 ／600円  ▶
●韓国家庭料理Ⅱ
海鮮チヂミ・チャプチェ作り／2月24日

（火）10時～12時30分／20人 ／1,200
円  ▶
●歌声喫茶（新宿ともしび）
2月28日（土）10時～12時／70人 ／
800円  ▶
●女性のためのハーブアロマ（全2回）
座学と実習／3月12日（木）・26日（木）10時
～12時／20人 ／2,000円（全回分） ▶
●昭和大学横浜市北部病院長
　田口進氏 講演会
地域医療の現状とこれから／3月15日

（日）10時～11時30分／70人 ／500円  
▶
●ロビーコンサート
ヴォーカルコンサート（トレ・ヴォーチェ）
／2月21日（土）13時30分開始／

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、1月11日（日）から
か

●ハートピック付き手作りガーベラ
のバレンタイン

　〜プレゼントやお部屋装飾に〜
1月25日（日）13時30分～15時30分／小
学高学年～大人15人 ／500円  ▶
●語り・読み聞かせのための
　ヴォイストレーニング
聞く人の心に響く発声を富塚研二氏
から学びます／2月2日（月）10時～12
時／30人 ／500円  ▶

休館日◆1/13（火）、2/9（月）
 912-6973   912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1
 http://www.tsuzuki-koryu.org/

中川西地区センター

申込み▶ 行事は1月11日（日）から
か
●「中川西地区センター寄席」
　〜真打ち登場！楽屋話と古典落語の

二題。笑いで寒さを吹き飛ばそう〜
臨場感あふれる話術でつかの間の別
世界をお楽しみください／2月7日（土）
14時開演（13時30分開場）／100人
／500円  ▶
●楽しくおいしい餃子deランチ
都筑の小松菜を使って皮から作る餃子
にチャレンジ！／1月31日（土）10時30
分～12時30分／小学生12人 ／500
円  ▶
●森のクラフト遊び　冬編
木の実を使ったオブジェ作りなど／ 
2月7日（土）9時30分～11時／3歳以上
の子と保護者20組  ※小学生一人で
の参加も可／400円  ▶

休館日◆1/13（火）、2/9（月）
 593-8200   593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1
 http://www.tsuzuki-koryu.org/

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
●講座「映画の音響効果学」
　〜原爆映画に聴く母なる歌と
　　マリア像〜
一橋大学大学院生による講座／2月14
日（土）10時～12時／30人   ▶
●教養講座「源氏物語を学ぶ」（全3回）
千年読み継がれている「源氏物語」を
コンパクトにやさしく学ぶ講座／2月
25日、3月4日・11日いずれも水曜日10
時～11時30分／30人 ／1,200円（全
回分） ▶
●野菜たっぷりベジ・キッチン
地元産の野菜（大根）を使ったお料理
とユズを使ったお菓子を作ります／
2月20日（金）10時～13時／16人  
※子ども同伴不可／1,200円  ▶
●暮らしに役立つアロマ
体にやさしい自分だけのリップクリー
ムを作ります／2月27日（金）9時30分
～11時30分／16人  ※子ども同伴不
可／700円  ▶
●おもしろ科学教室
大学生から科学の楽しさを学び、紙
飛行機を飛ばそう！／3月1日（日）10
時～11時30分／小学生30人 ／300
円  ▶

休館日◆火・金曜日   ・  591-3131
〒224-0027  大棚町240

中川中学校コミュニティハウス

●「たこ作り教室」と
　「たこあげ大会」（全2回）
1月24日（土）9時～12時：たこ作り教室

（講師：山田地区青少年指導員の皆さ
ん。鉛筆、はさみ、長めの定規を持参）、
2月7日（土）10時受付開始：たこ揚げ大
会（焼きそば、豚汁付き） ※雨天時は
2月14日（土）に順延／幼稚園年長～小
学生の子と保護者15組 ／一組300円

（全回分、材料費）
申込み▶1月17日（土）までに か
●友禅和紙で作るお雛様飾り
美しい友禅和紙の柄を生かして、お内

だい

裏
り

様とお雛様を作ります。黒い目地が
縁取りとなり、友禅和紙の美しさを際
立たせます／2月8日（日）13時30分～
16時30分／20人 ／1,000円（材料費）
／手芸用はさみ（ある人）、20センチメ 
ートル程度の定規、お手拭を持参。 
申込み▶1月11日（日）から か

休館日◆1/13（火）、1/26（月）、2/9（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2
 http://tminkaen.org/

都筑民家園

●ひなまつり着物を着て記念写真
2月15日（日）／15人 ／3,000円（前金制）  
申込み▶1月24日（土）15時から （予約
金3,000円持参）。1月25日（日）以降は

も可。
●ひなまつりお茶会
本格的な茶室（広間）で行うお茶会／
3月3日（火）①11時～12時②13時～14
時／各回15人／500円　
申込み▶1月14日（水）から か
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力：かたらんらん／
1月19日（月）11時～11時30分／
●平日の初心者茶道講座
本格的な茶室で体験できます／1月20日、
2月17日、3月17日いずれも火曜日10時
～12時30分／各日10人 ／各日1,500円
申込み▶1月11日（日）から か
●体験！南京玉すだれ
初心者歓迎／1月17日（土）、2月7日（土）
14時～16時／
●土曜しの笛コンサート
毎週土曜日11時30分～12時／

休館日◆1/15（木）、2/5（木） 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17
 http://seseragikominka.web.fc2.com/

せせらぎ公園古民家

申込み▶ 行事は前日までに か
●新春おはやし
おはやし、獅子舞の披露／1月11日（日）
11時～12時頃／
●親子読み聞かせ（絵本・紙芝居）
1月21日（水）10時30分～11時／未就学
児と保護者10組程度 ／
●和菓子作り教室
1月17日（土）10時～12時／10人 ／
1,000円／持ち物は問合せを。 ▶
●手打ちそばを食べませんか
1月23日（金）11時30分開始 ※小雨決
行／40食 ／一杯500円／
●みそ作り教室
みそ作りの体験。一人2キログラム／1月
24日（土）13時30分～15時30分／10人
／2,000円／持ち物は問合せを。 ▶

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

●和紙の折り紙ひな人形を作ろう
　（全3回）
和紙を折って作る内

だい

裏
り

雛
びな

とひな飾りセ
ット／1月17日・31日、2月14日いずれも
土曜日13時30分～15時30分／12人
／1,500円（全回分、材料費）
申込み▶1月11日（日）から か か、

を明記し

 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が地域で生活す
るための応援者です／2月17日（火）13
時30分～15時／30人
申込み▶1月13日（火）から か

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

 kagahara@oregano.ocn.ne.jp

加賀原地域ケアプラザ

●障がい児・者余暇支援事業
　「べるえきっぷ」美術教室
仲間と一緒に制作を楽しみましょう
／1月25日（日）10時30分～12時／障
がいがあり、参加時間を共に過ごせる
小中学生10人 ／800円　
申込み▶事前に

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
●冬の植物観察会（冬芽の観察会）
1月25日（日）9時～12時 ※小雨決行、
荒天中止／30人 ／300円  ▶
●ネイチャークラフト作り
里山で集めた木の枝や木の実などを使 
って、手作りの飾りを作ろう／1月25日

（日）10時～15時（受付は14時30分まで） 
※雨天中止／円形広場／500円／
●冬の野鳥観察会
2月8日（日）8時～11時 ※小雨決行、荒
天中止／30人 ／300円  ▶
●炭焼き体験（全3回）
　〜無煙・無臭のハイテク炭焼き〜
2月14日（土）9時～16時：炭材作りと窯
詰め、2月21日（土）8時～17時：炭焼き、
2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。2月14日・21日は昼食付き） ▶

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
●「出前」就職支援セミナー
仕事探しのプロ「マザーズハローワー
ク横浜」の職員が再就職のことなどを
分かりやすくお話しします／1月30日

（金）10時30分～12時／未就学児と保護
者12組   ▶
●0歳児の神秘
　〜0歳児を知って楽に過ごそう〜

「じっくり相談」の相談員と小グループで
お話ししてみませんか／2月21日（土）14
時～15時15分／0歳児と保護者6組  
※妊娠中の人一人での参加も可  ▶
●チルコロウィーク2015春
親子で楽しむイベントやおしゃべり会な
ど／2月17日（火）～3月5日（木）／未就学
児と家族 ／詳細は問合せを。 ▶
●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／1月28日（水）、2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！／1月17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／1月
15日（木）・17日（土）・28日（水）、2月6日

（金）10時～16時、2月21日（土）10時～12
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／1月17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！／1月22日（木）10
時30分～12時頃 ※雨天時は1月29日

（木）に延期／ききょう公園（中川五丁
目10）／

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

東山田地域ケアプラザ

●介護者のつどい
ホッと息抜きしませんか／1月27日（火）
13時～14時／介護者・介護を終えた人
15人 ／100円 
申込み▶1月11日（日）から か
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～区内で発生した振り込め詐欺の騙
だま

しの手口～
長男を名乗る男から電話があり、「会社に監査が入ってお金が必要だ。
200万円用意できないか。」と言われ、指示された場所でスーツ姿の男に現
金を渡してしまいました。
有料サイトの社員を名乗る男から電話があり、「サイトの延滞料を払わな
いと訴訟を起こす。」などと言われ、指定された口座に約120万円を振り込
んでしまいました。

区内で振り込め詐欺が発生しています！
ご注意ください！

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◆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
 http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

横浜市歴史博物館

●博物館感謝デー 1月31日（土）、2月1日（日）
どなたも全館無料でご利用いただけま
す。楽しいイベントも盛りだくさん！／
●体験学習（紙すき・小さな縄文土器）
紙すき：2月14日（土）・15日（日）／小さな
縄文土器：2月22日（日） ※土器は3月21
日（土・祝）野焼き後に引渡し／各日とも
①9時20分開始 ②13時20分開始／大
塚・歳勝土遺跡公園内の工房／各回小
学生以上30人 ／300円
申込み▶1月28日（水）必着で、 か
と年齢、体験名、希望日時、どこでこの
催しを知ったかを明記し （1枚につ
き一家族まで）
●ラストサタデープログラム
1月24日（土）／◆学芸員による常設展
示室の解説（今月は中世ブースの解説） 
：①11時開始 ②14時開始 ※各回40分
程度。常設展のチケットが必要／◆お
もしろいぞ！紙芝居:①12時開始 ②13
時30分開始 ③15時開始／

休館日◆1/26（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（1月19日、2月2日・9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（1月13日・20日・27日、2月3日 
・10日） ④ソフトエアロ／12時20分～  
◆水曜日（1月14日・21日・28日、2月4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

（1月16日・23日・30日、2月6日） ⑦＊金曜
ズンバ／10時35分～11時20分  ◆土曜
日（1月17日・24日・31日、2月7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
◆第1・3火曜日（1月20日、2月3日） ⑨バ
スケットボールタイム／19時15分～／ 
50人 ／600円  ◆第2・4火曜日（1月
13日・27日、2月10日） ⑩バレーボール
タイム／19時15分～／24人 ／500円  
◆土曜日（1月17日・24日・31日、2月7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
楽しみながら行うリーグ戦です／1月
21日（水）21時～22時30分／18歳以上
で男女混成チーム、6チーム ／1チー
ム6,000円　申込み▶事前に

休館日◆1/26（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。
●あおば・未来へつなぐ食と農のフォーラム
地域での豊かな食と子育て、未来につな
がる持続可能な環境を維持するために、
私たちができることを考えます／2月8
日（日）13時30分～16時30分／120人

／前売り券1,000円（当日券1,200円）
問合せ・申込み先▶NPO法人 森ノオト

（ 080-3581-0747(10時～18時)、
info@morinooto.jp）へ、1月11日（日）
から か を明記し

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野フォト･アニュアル
約1万件の横浜市所蔵カメラ・写真コレ
クションから「旅」をテーマに紹介する
コレクション展「旅をするまなざし」と、
世界中を旅する写真家 石川直樹の個
展「石川直樹  NEW MAP−世界を見
に行く」を同時開催／1月31日（土）～2
月22日（日）10時～18時／
●あざみ野サロン
　「親子で楽しむ  ピアノで展覧会」
ピアノの中には、楽しい曲や秘密がい 
っぱい隠れているよ！ピアノが奏でる
展覧会を巡りながら、ピアノの秘密を探
検！ピアノと楽しく遊んじゃおう！出演：
田村緑（ピアノ）、曲目：ムソルグスキー

「展覧会の絵」、エドガー「威風堂々 第1
番」ほか／2月1日（日）14時開演（13時50
分開場。開場時プレ演奏あり）／
チケット販売▶ で販売中。全席指定。
一般券（高校生以上）：前売り2,500円・
当日3,000円、子ども券（小・中学生）：前
売り1,500円・当日2,000円、仲良しセッ
ト（一般券1枚＋子ども券1枚）：前売り
のみ3,000円
●Welcome！ ロビーコンサート
1月11日（日）横浜都筑太鼓／1月25日

（日）尺八：宮坂貴白・箏：白石歌寿枝・歌：
大里マキ／2月8日（日）ピアノ：前田菜
月、フルート：河島玲奈・ピアノ：近藤佳
子／各日とも12時～12時40分／

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  ▶
●「横浜丘の手ミュージカルスタジオ」
　参加者募集
詳細は （http://www.okanote-musical
-studio.jp/）、問合せを。
申込み▶ （担当：岡本 941-3608）

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

●たき火で焼きいも！
小枝や落ち葉を集めてたき火をたい
て、焼きいもをしましょう。丸太を切る
体験もできます／1月24日（土）14時～
16時 ※雨天翌日順延／小学生と保護
者7組 ／二人一組800円　
申込み▶事前に か、 を明記し

か

休館日◆1/19（月）   ・  942-1569
〒224-0006  荏田東三丁目2

 http://www.tsuzuki-koryu.org/

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」
◆2月12日（木）10時30分～11時：おはなし
会、2月17日（火）10時30分～11時30分：保
育士さんと遊ぼう（ひな人形の工作）、3月
3日（火）10時30分～11時30分：親子で楽し
むおはなし劇場／未就学児と保護者／  
◆2月26日（木）10時30分～11時30分：
音で遊ぼう／未就学児と保護者15組

／一組200円
申込み▶開催日の1か月前から 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、1月11日（日）から
か

●スクエアステップ体験講座
高齢者の転倒予防・認知症予防などに
効果のあるエクササイズ／1月21日

（水）13時30分～15時／20人 ／タオ
ル、飲み物、室内履きを持参。  ▶
●女性のための骨盤底筋運動講座
女性の尿漏れを防ぐ骨盤底筋を鍛え
るトレーニング／1月29日（木）10時～
12時／40歳以上の女性20人 ／タオ
ル、飲み物、室内履きを持参。 ▶  

 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

●過敏な子、こだわりのある子を育てるヒント
過敏な子、こだわりのある子を育てる
ヒントを先輩お母さんから聞きます／
2月4日（水）10時30分～12時30分／
区内在学の障害児の家族10人
申込み▶事前に か
●アロマテラピー講座
アロマミスト作りとアロマ講座。大人
一人でも親子でも参加OKのワンコイ
ン企画です。講師：持田純子氏／1月21
日（水）14時～15時30分／大人8人  ※
子ども同伴可／500円
申込み▶1月17日（土）までに
●おはなし会
寒い冬を乗り切る親子体操をします。
あたたかいお話も準備しています！
／1月22日（木）11時30分～11時50分
／未就学児と保護者／
●くさぶえでまめまきしよう！
親子で鬼を退治して福を呼ぼう！鬼に
まつわる工作も随時行いますので参加
してくださいね／2月2日（月）10時30分
～12時30分（豆をまく時間：11時30分
～12時）／未就学児と保護者／

電話でお金の話が出たら、一旦電話を切って、
ご家族や警察に相談してください。

横浜定期観光バス「横濱ベイサイドライン」 
午後コース「開港ものがたり（食事なし）」のチ
ケットを2組4名様に抽選でプレゼントします。

申込み  と希望組数を明記し、1月
23日（金）までに、広報相談係（tz-koho@city.
yokohama.jp）へ か 。※当選者の発表は
ご招待券の発送をもってかえさせていただ
きます。

読者プレゼント

横濱ベイサイドライン

横浜ベイサイドライン 検索

手口
❶

手口
❷

問合せ 事業企画係　 948-2344　 948-2354

　第2期都筑区地域福祉保健計画、都筑区こども・青少年育成計画を
推進する取組の発表会を開催します。ぜひ、お越しください。

日時  2月21日（土）13時30分～15時30分（13時受付開始）
会場  都筑公会堂  　 対象  区民300人 ／

❶地域活動の発表…早渕中学校区の取組／くずがやゆめひろば（障害児余
暇支援事業）の取組／池辺地区の取組／茅ケ崎南MGCRS地区の取組

❷第3期計画の取組と方向性について

プロ
グラム

都筑区版 11平成27（2015）年 1 月号

＊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＊



募  集
●ダンス＆パフォーマンス
　TSU･ZU･KI2015参加団体募集

ダンス、ミュージカルなど、ステージ
パフォーマンスを都筑公会堂で発表
してみませんか／7月12日（日）15時
30分開演予定／都筑公会堂／区内、区
近隣で活動する団体 。1団体5～30
分間で、5分単位で申込み。（15分以上：
11人以上の団体、20分以上：15人以上
の団体、30分：25人以上の団体）／一人
900円
申込み▶代表者の とEメールア
ドレス、団体名、ジャンル、参加予定
人数、希望演技持ち時間を明記し
か 。2月8日（日）必着。
問合せ▶都筑舞台文化協会　窪田

・ 943-8556
gekidankokoro@gmail.com

●毎日の生活を短歌にして
　楽しみませんか

二首を持ち寄って、先生から指導して
いただきます／毎月第2日曜日9時30分
～11時30分／仲町台地区センター／月
1,000円
申込み▶前日までに か を明記
し
問合せ▶都筑沙羅の会　照屋

・ 941-5372
●椅子を使ったストレッチ
　参加者募集

椅子に座って行うストレッチで足腰を
鍛えましょう／毎月第2・4水曜日10時
30分～11時30分／都筑地区センター
／月1,000円
申込み▶前日までに
問合せ▶椅子を使ったストレッチOB会
篠原　 ・ 942-4107

●男の料理教室　会員募集
料理に興味のある、男だけの楽しい集い
です／毎月第1土曜日10時～12時／仲
町台地区センター料理室／1回2,000円
申込み▶事前に か、 を明記し
問合せ▶太田　 ・ 941-6711

催  し
●良質な材料を使った手作り
　みそ教室

都筑ハーベストで生産した農薬不使
用の大豆と天日塩に、無添加のこう
じを混ぜて作ります／1月24日（土）・
31日（土）いずれも13時～15時／都筑
ハーベスト（茅ケ崎東五丁目6-5）／各
日20人 ／一人1,500円／エプロン、
みそ1.5キログラムを持ち帰るふた付
きの容器を持参。
申込み▶参加希望日の前日までに か、

を明記し か
問合せ▶都筑ハーベスト　金子

・ 945-7174　 harvest@tuduki.jp

 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　神奈川県結核予防会　 251－2363

胃がん検診
有料
予約制

251－2363

3月3日（火）午前→2月3日（火）～2月18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▶40人　　料金▶1,570円
※一時保育希望者は、予約後に健康づくり係（ 948-2350）
へご連絡ください。

●都筑区民バドミントン大会・
　シングルス戦

男女別1～3部。男のみ40歳以上、50歳
以上、60歳以上／2月8日（日）8時開始
／都筑スポーツセンター／高校生以上
160人 　※区内在住・在学の中学生
も可／1,700円（中学生1,000円）
申込み▶1月25日（日）必着。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（もちます）　 090-2677-3760

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 1月13日・27日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 1月15日・29日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 1月8日・22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6月出産予定の人 
　→2月6日（金）・13日（金）・20日（金）・27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

2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

1月19日（月）・23日（金）、2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

1月16日（金）午前、2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
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。

広報よこはま都筑区版平成27年5月
号に、平成27年5月～28年4月に行わ
れる区内イベントを集約したカレン
ダーを発行します。掲載を希望する
場合は、1月30日（金）までに広報相談
係（ 948-2223）へご連絡ください。

イベントカレンダーに
掲載する記事を募集します

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

3月3日（火）午前→2月6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（正面及び側面）のみ680円。
エックス線（正面及び側面）と、かくたん検査1,350円（この
ほか、かくたん検体郵送料140円がかかります）

肺がん・胃がん検
診時の一時保育
予約制

女性の健康週間特別企画として、3月3日（火）に実施する都
筑区役所会場での肺がん・胃がん検診時にお子さんの一時
保育を実施します。
対象▶1歳～未就学児
申込み▶胃がんまたは肺がん検診予約後に、健康づくり係
に電話でお申し込みください（結核予防会では保育の予約
はできません）。※持ち物は予約時にお伝えします。

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

1月15日・22日・29日、2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

1月13日（火）午前、1月23日（金）午後、2月10日（火）午前、2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

1月13日（火）午前、2月10日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。

＊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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