
何かのお役に
立てるのなら、
どんな小さな
コンサートでも
伺います！

ツネ蔵の世界 検索詳しくは
ホームペ

ージで私
たちの

歌声も聞
けますよ

～♪

　区内とその周辺を中心に活動する『無
ぶ

礼
れい

面
めん

』は、障害理解教育に取り組ん
でいるバンドです。活動の現場にお邪魔しました。

毎 年 1 2 月 ３ 日 ～ ９ 日 は「 障 害 者 週 間 」で す

●『無礼面』ってなに？
　『無礼面』は2010年1月に、隊長のツネ 蔵

ぞう

さんを
中心に都筑区視覚障害者福祉協会（TSSK）のメン
バー5人で結成されたバンドです。ツネ蔵さんをは
じめ皆さん目が不自由ですが、時にコミカルに、時
にやさしく、音楽や寸劇、視覚障害者の誘導体験
などを交えた障害理解教育を年に20回以上も実施
しています。

　ここは横浜市立谷本小学校（青葉区）。『無礼面』のメンバーが障害理解

教育を実施しているところです。

　初めて点字の教科書を目にした子どもたちから「わぁー、すごい！」と歓

声が上がります。それもそのはず、教科書1冊が点字になると電話帳ぐらい

の厚さになり、しかも2分冊になります。

　「障害者だから、健常者が助けるのが当たり前などと伝えたいわけでは

ありません。自分たちも健常者と同じ社会の一員だから、ただそうあるた

めには、みんなのほんの少しの親切が必要なんだ」との思いで、『無礼面』は

今日もどこかで誰かに伝え続けています。

　私もそうだけど、生
まれつき全盲ではない
人は、点字が読めない
人も多いよ。

　音の鳴るボールで卓球をした
り、伴走の人がいてくれればマ
ラソンだってできるんだ。
　読上げ装置を使えば読書だっ
てできるよ。

　気軽に声をかけてほしいな。「何か
お困りですか？」「お手伝い
しましょうか？」そういう
一言がうれしいんだ。

全盲って、いつも
真っ暗闇ってこと？

目の不自由な人を街で
見かけたら、どうすればいいの？目の不自由な人は

誰でも点字が読めるの？

スポーツなどの趣味を
持つのは大変なの？

　私の目は開けても閉じても真っ
白。まるで映写前のスクリーンのよ
うなんだよ。真っ暗な人もいるし、何
かがうっすらと動いているのは分か
るけど、何なのかは分からないとい
う人もいる。本当にさまざまなんだ。

ツネ蔵さんに聞きました

●すずらん会
　すずらん会は、都筑区にお住まいの、精
神障害者を抱えた家族のための家族会の
ことです。同じ立場のご家族の皆さんが集
まって話し合ったり、交流や勉強会などを
行っています。
　同じ悩みを持つ皆さんと、その悩みを分
かち合いませんか。

区内には他にも活動する団体があります

●障害理解教育や障害者のボランティアに興味をもった人は、　
　区社会福祉協議会でご案内しています。
問合せ 区社会福祉協議会　 943-4058　 943-1863

●区内には視覚障害者福祉協会やすずらん会など、さまざまな障害者
　団体があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ 障害支援担当　 948-2316　 948-2490

すずらん会会長の
工藤です。お気軽に

お問い合わせください。
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★12月の土曜開庁日：9日・23日 9時〜12時
（戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）

●つづき●

　 区の人口　 211,354人（前月比126人増）
 　区の世帯数 81,692世帯（前月比91世帯増）
※2017年11月1日現在

皆さんもぜひ加入してください
都筑区 自治会町内会 検索
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日々の生活と切っても切り離せないもの…『ごみ』。
そんなごみの量を減らすためにさまざまな取組を行っている人が、ここ都筑区にもいます。
今回の特集では、仕事を通してごみの量を削減している皆さんに、
家庭でもできるごみの量を減らす簡単な方法やコツを紹介してもらいます。

［ 特 集 ］

都筑で働くE
エ コ

COな人たち 問合せ  資源循環局都筑事務所 941-7914　 941-8409　

簡単！「食品ロス」を減らすための工夫 生ごみを肥料に！栄養満点「自家製土
つち

」づくり

水を切って、生ごみの臭いもスッキリ！

IKEA港北 フード担当 八
やつ

鞍
くら

さんに聞きました サカタのタネ 大
おお

無
む

田
た

さんに聞きました

都筑工場（ごみ焼却工場） 三
み

村
むら

さんに聞きました

●食品ロスってなに？
　「食品ロス」とは、食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。
　市の家庭から出される燃やすごみの中には、何も手が付けられずに
廃棄された「手つかず食品」が年間約2万トン、1人当たり約5kgもあり
ます。

●生ごみで土をつくると
　どんないいことがあるの？
◆ 毎日のごみが少なくなります
◆ 生ごみが減るのでごみ袋が臭わなくなります
◆ 集積場所がカラスに荒らされなくなります

　スウェーデンではお菓子
の量り売りが大人気。
　必要な分だけを買うこと
で、余ってしまう食品を減
らすことができます。

　IKEA港北では、1階と2階のレストランに「食べきり協力店」のポッ
プを掲示し、お客様に料理の食べきり
をお願いしています。皆様に喜んでい
ただける食事を提供してまいります
ので、食べきりへのご協力をぜひお願
いします。

つくった栄養満
点の土を使って
ガーデニングが
できます。

生ごみを肥料に変えて
ガーデニングを
楽しみましょう！

少しの工夫で
ごみを減らすことが
できちゃいます！

「ヨコハマ3Ｒ夢」キャラクター
イーオとへら星人ミーオ

ごみを減らそう！
ごみを減らす

繰り返し使う 再生利用する

スリーアール

　容器に入れて保
管することで、在
庫状況が一目で分
かってスッキリ！

❶冷蔵保存しない野菜や果物は、通気のよい場所や
　入れ物に入れて鮮度をキープ。
❷鮮度が落ちてきた野菜はスープやだしに。
❸余ったハーブ野菜はすりつぶしてオイル漬けに。
　風味付けに使えます。

保存容器で食品の在庫をスッキリ視覚化！ 「一物全食」100％野菜を使い切るコツ

量って買って、無駄を"０
ゼロ

"に 「食べきり協力店」に参加しています

〈用意するもの〉
●ダンボール ●土 ●スコップ
●ガムテープ

　ダンボールを切ってふたを作り
ます。ふたはゆとりをもって四隅
をガムテープで止めます。

　ダンボールに土を入れ、真ん中
にくぼみを作ります。

　ふたをして完成です。毎日生ごみ
を入れ、かき混ぜます。混ぜるのが
重たくなったら、1か月ほど（冬は3
か月ほど）日陰で熟成させます。

　12月に始めれば来年の4月
頃にはいい土が出来上がりま
す。春にミニトマトなど育てて
みてはいかがですか？

やってみよう！ダンボールコンポスト

　生ごみと少量の水を入れます。
土を握って軽く固まるぐらいに、
土に含まれる水の量を調整しま
しょう。

冬はダンボールをビ
ニールで覆うと、土の
温度が上がり分解が
早くなります。

　底板にダンボールを1枚入れ
ます。

　しっかりと混ぜます。リンゴ
やジャガイモ、大根の皮などは分
解が早いです。油・塩分はなるべ
く入れないようにしましょう。

魚や肉は臭いが出
やすいので初心者
の人は入れない方
が無難です。

水の代わりに米の
とぎ汁を入れると
微生物の良いえさ
になります。

1

1 2 3

2 3 4

567

スタート

完成！

成功させる
コツは、土の中の
微生物を育てる
イメージをもつ
ことです

番外編

sal
e

sale
sale

sal
e

sale
sale

もったいないね

生ごみの
約80％は水分です。
生ごみの水分を減らす
ためには水にぬらさ
ないことが大切

だよ

L
レ ッ ツ

et's 水切り！

スリーアールワーク

●どうやって水分を減らせばいいの？

　生ごみをシンク内の三角コーナーや
水切りかごに入れ
ると、水分をたくさ
ん吸ってしまいま
す。水分が少ないご
みは直接ごみ箱へ！

　お茶がらやティー
バッグは、水気を
絞り、乾かしてから
ごみに出しましょ
う。

　生ごみは、水切
りネットを使って
しっかり絞りま
しょう。CDを使
うと手を汚さず
絞れます。

水にぬらさない 絞って乾かす しっかり絞る

●水切りをするとどんな効果があるの？ リユース家具はいかがですか？

嫌な臭いが出なくなります。 ごみが軽くなりごみ出しが
楽になります。

ごみが燃えやすく
なって焼却工場の
発電量がアップし
ます。

さらに…

●リユース家具に関する問い合わせ
　資源循環局都筑工場　 941-7911　 941-7912
●ホームページもご覧ください
　www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-soshiki/kojo/tsuzukik/re-use/

ご協力よろしく
お願いします

　都筑工場では、家庭で不要になった家具が再利用
されるよう、家具を展示し無償で提供しています。
一度ご覧になってみてはいかがですか。
※提供をご希望の人が多数の場合は、抽選になります。

展示期間  1月15日（月）～27日（土）、2月26日（月）～
  　  　　 3月10日（土）9時～16時（12時～13時を除く）

腐葉土や米ぬか、微生物
の入った肥料を土に混
ぜると、生ごみがより分
解しやすくなります。
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健康づくり係  948-2350  948-2354

横浜市コールセンター  664-2525 

区民活動センターから
休館日のお知らせ

休館日：12月18日（月）・23日（祝）
948-2237　 943-1349

都筑図書館から

休館日：12月18日（月）、1月9日（火）
948-2424　 948-2432

◆年明け最初のお楽しみ企画
「本の福袋」
皆さんから募集した本と、図書館員
が選んだ本の子ども・大人向け福袋
を用意します。どんな本が入ってい
るかは、借りてからのお楽しみ。全て
貸し出されたら、中身の種明かし展
示をします。

1月5日（金）～15日（月）※初日は11
時～／

児童・大人向け各20セット※なく
なり次第終了
◆中川中学校の皆さんが選んだ本『こ
の本、紹介します』～本の紹介文展示～
横浜市立中川中学校の皆さんが作成
したPOPを本と一緒に展示します。

12月12日（火）～28日（木）／

冬の節電対策に電気の見える化！
電力使用量測定器を貸し出します

測定器をコンセント
と家電機器のプラグ
の間につなぐと、電気

料金や使用電力量などを簡単に計測
できます。

区内在住で使用後に簡単なアン
ケートにご協力いただける人
※1世帯につき1台・1週間まで

事前に
本人確認できるもの（運転免許証、

保険証など）
企画調整係
948-2227　 948-2399
tz-plan@city.yokohama.jp

2017年分確定申告の申告書
作成会場を緑税務署に開設します

※2月12日まで、緑税務署に申告書作
成会場はありませんのでご注意くだ
さい。

2月13日（火）～3月15日（木）　
※土・日曜を除く。ただし、2月18日

（日）・25日（日）は相談・申告書の受付
および用紙の配付のみ行います。

緑税務署　 972-7771（代）

川和町駅周辺地区まちづくり基本
構想の市素案説明会について

川和町駅周辺地区のまちづくりに関
する基本構想の市民意見募集を行う
ため、市素案の内容について説明会
を開催します。

12月17日（日）10時30分～11時30分
川和小学校コミュニティハウス第

3研修室／
都市整備局市街地整備推進課　
671-2678　 664-7694

企画調整係　
948-2227　 948-2399

区総合庁舎1階 区民ホールの催し情報　※時間の記載がない場合…初日：12時～17時、最終日：8時45分～13時、その他：8時45分～17時

忘年会目前！お酒との上手な付き合い方

第24回 都筑ふれあい健康マラソン大会

地下鉄グリーンライン 写真募集

　お酒は適量であれば「百薬の長」となりますが、飲み過ぎると肝臓病、胃腸
病、心臓病、糖尿病などの原因ともなります。もうすぐ忘年会・新年会シーズ
ンになりますが、あなたとあなたの周りの人のため、節度ある飲酒または減
酒を心がけましょう。

　都筑区の自然あふれる緑道を楽しみながら、走ってみませんか。皆さんで
お誘い合わせの上、ご参加ください。

3月4日（日）7時45分受付開始
葛ケ谷公園（スタート・ゴール）と周辺緑道

郵便振替の場合は、12月7日～14日までに、 か の場合は、12月14日～1月14日まで。
※締切日前であっても、各種目定員になり次第締め切ります。
　詳細は11月下旬から配布している募集チラシ（配布場所：区役所1階区民
活動センター・総合案内、区内市営地下鉄駅PRボックスなど）または をご
覧ください。

◆お酒の純アルコール量を知ろう
※酒類の純アルコール量20gはどのくらい？（男性の適量）

◆上手な付き合い方
●アルコールの前に水を飲んだり、サラダを食べる　●タンパク質やビタミン
を含む物を食べながら飲む　●ゆっくり自分のペースで飲む　●二次会は遠慮
する　●寝酒は避ける　●強いお酒は薄めて飲む　●休肝日をつくる

純アルコール量が1日あたり
男性20g以下・女性や高齢者は10g以下です。

　2018年3月30日に、地下鉄グリー
ンラインは開業10周年を迎えます。
そこで、開業当時の駅周辺や沿線な
どの地域の写真を募集します。採用
された写真はグリーンライン各駅に
て展示を行います。
　優秀な作品にはプレゼントを進呈
しますので、ぜひご応募ください。
詳しくは

1月11日まで  ※消印有効

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
12月11日（月）～13日（水） 地域福祉作品展

予算調整係 948-2213 948-220812月14日（木）～20日（水） 絵画作品展
12月14日（木）～20日（水） ボーイスカウト活動写真展
12月21日（木）～27日（水） 第4回都筑・ボツワナ交流児童画展 区民活動係 948-2238 948-2239
1月5日（金）～10日（水） 横浜環状北西線建設PR 企画調整係 948-2227 948-2399

所在地 　牛久保西一丁目23-4（市営地下鉄センター北駅  徒歩8分）
診療時間 　10時～16時※9時30分～15時45分受付

12月30日（土）～1月3日（水）年末年始の急病時は…

都筑区休日急患診療所（内科・小児科）  911-0088

都筑区総合庁舎 年末年始のお休み ※都筑消防署を除く

※ 12月29日（金）～1月3日（水）まで地下駐車場は使用できません。地上駐車場は通
常どおり使用できます。

施設名 休館日
都筑区役所

12月29日（金）～1月3日（水）
都筑土木事務所
北部農政事務所
北部児童相談所
都筑公会堂
都筑区民活動センター 12月28日（木）～1月4日（木）
都筑図書館
※12月28日（木）は17時まで 12月29日（金）～1月4日（木）

横浜市交通局 検索

適 量

ビール
（度数5％）
1缶500㎖

日本酒
（度数15％）

1合180㎖

ワイン
（度数12％）

グラス2杯220㎖

焼酎
（度数25％）

半合100㎖

ウイスキー
（度数40％）
ダブル60㎖

対象 コース 参加料
ファミリー 1.5km 一組2500円
小学生 1.5km 1000円
中学生 3km 1000円
高校生 5km ／10km 2000円／2500円
一般 5km ／10km 2500円／3000円

区民活動係スポーツ担当　 948-2235　 948-2239　
tz-sports@city.yokohama.jp

都筑ふれあい健康マラソン 検索
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申込
方法



都筑消防署庶務課  ・ 945-0119

都筑消防署予防係  ・ 945-0119

健康づくり係  948-2350  948-2354

　お子さんの歯みがきを上手に進めていくポイントは、お
子さんのお口の中をよく見ること、ママのスマイル、そし
てスキンシップです。
　表情筋トレーナーと歯科衛生士が、歯みがきのはじめ
方・歯周病予防のポイント・毎日楽しくできるスマイルア
ップトレーニングをレクチャーします。

1月16日（火）10時30分～11時30分　※10時15分受付開始
区役所1階福祉保健センター 多目的室
区内在住で2017年3～9月生まれの子と保護者35組 　※お子さんの歯が

まだ生えていなくても参加いただけます。
手鏡、保護者用の歯ブラシ　 12月12日から

都筑図書館から

休館日：12月18日（月）、1月9日（火）
948-2424　 948-2432

●12月の定例おはなし会
12月20日(水)15時30分～16時
一人でおはなしが聞ける子／

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制）

①食生活についての話と2回食を目
安にした離乳食の試食　

②赤ちゃんと一緒に楽しく遊びなが
らの体操

1月16日（火）・22日（月）10時30分～
11時30分（2日間で1コース）

区内在住で離乳食を始めて2か月
を過ぎた頃の子と親25組

①普段使っている離乳食用のス
プーン、飲み物②バスタオル、飲み物

12月15日10時から会場の東山田地
域ケアプラザへ （592-5975）

健康づくり係
948-2350　 948-2354

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

ママと赤ちゃんのニコニコ歯みがき平成30年 都筑区消防出初式

冬場はヒートショックにご注意を！ 横浜市健康診査のお知らせ

第一部：式典　
第二部：古式消防演技、横浜ビー・コルセアーズチアリーダー
ズB-ROSE演技、横浜市立東山田中学校吹奏楽部演奏　
第三部：消防演技・一斉放水

1月6日(土)13時30分～15時15分
 第一部・第二部：都筑公会堂　

　 第三部：都筑区役所中庭　※小雨決行
※会場へは、公共交通機関をご利用ください。

■ヒートショックとは
　温度の急激な変化により血圧が大きく変動することで、身体に悪影響を及
ぼすことです。冬場は、部屋の内外で温度差が大きく、入浴中あるいはトイレ
の使用中に心肺停止を起こす人が多くなります。特に、高齢者や高血圧、糖尿
病などの持病がある人は影響を受けやすいと言われています。

■ヒートショックの予防対策
　部屋の温度差を少なくすることが重要です。特に、入浴時は次のことに気
を付けると良いでしょう。
●入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
●湯船は41℃以下、浸かる時間は10分までを目安としましょう。
●湯船から急に立ち上がらないようにしましょう。
●飲酒したときや食後の入浴は控えましょう。

■万が一、入浴者の異常を発見した場合は
●湯船の栓を抜き、大声で助けを呼び、人を集めます。
● �入浴者を出せるようであれば湯船から救出します（ご自身の安全確保が重

要ですので、決して無理はしないでください）。
● �肩を叩きながら声をかけ、反応があるか確認します。反応がない場合や普段

どおりの会話ができなければ、ただちに119番通報で救急車を要請します。
● �次に呼吸を確認し、呼吸が無い場合には胸骨圧迫を開始します（胸骨圧迫30回、

人工呼吸2回を繰り返し、人工呼吸ができなければ胸骨圧迫のみを続けます）。

　生活習慣病予防には、1に食事、2に運動、3・4がなくて5に健診！生活習慣
病予備軍が増えています。健診を受けて生活を見直しましょう。

次のいずれかに該当する人で、1年度に1回受診可能

受診方法：協力医療機関に直接予約をしてください。
詳しくは　　　　　　　　　　または「けんしん専用ダイヤル」（664-
2606）（8時30分～17時15分※日曜・祝日・年末年始除く）

横浜市健康診査 検索

①市内に住所を有する神奈川県後期高齢者医療制度被保険者の人
②市内に住所を有する生活保護受給者のうち40歳以上の人
③市内に住所を有する中国残留邦人支援給付制度適用の40歳以上の人
※糖尿病などの生活習慣病で受療中の人、介護保険が適用となる特別養護老人
ホームなどに入所中の人は除きます。

●ヒートショック
暖かい居間
18～20℃

熱い浴槽
40℃

寒い脱衣所
8℃

寒い脱衣所や浴室
8℃
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急激な温度差
血圧急低下血圧急低下 血圧急低下血圧急低下血圧上昇 血圧上昇 血圧上昇 血圧上昇 

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 12月19日、1月9日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 12月14日・21日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 12月28日の木曜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・更年期および避妊・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
（3回1コース）
予約不要

2018年5月頃出産予定の人　
1月12日・19日・26日の金曜13時15分～13時30分受付
／13時30分から教室開始

土曜両親教室
（土曜日1回コース）

～平日に参加できない妊婦と
パートナーのために～
予約制

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先着16組
1月27日(土)13時30分～15時30分
申込み▶12月27日12時から 　
会場・申込先▶都筑区子育て支援センターポポラ 912-5135

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

12月18日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

対象▶0歳～未就学児・妊婦・産後1年未満の女性
内容▶歯科健診、相談、歯みがきアドバイス

両親教室、
女性と子どもの
相談・健診

●記載のないものは、区役所１階福祉保健センター内で行います。
●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。 ●全て無料です。

予約・問合せ　健康づくり係　 948-2350　 948-2354

子どもの食生活相談
予約制

12月19日（火）午前・22日（金）午後 ※所要時間30分程度
対象▶区内在住の人（乳幼児～思春期頃のお子さんの相談）
内容▶栄養士による食生活についての個別相談

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

1月19日（金）午前→12月20日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

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診、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・梅毒検査
予約制

12月14日、1月11日の木曜9時～9時30分 
受付▶区役所1階健診室内7番／結果は1週間後
※希望により梅毒検査を追加で受けられます。

食と生活の健康
相談
予約制

12月22日（金）午後、1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。

禁煙相談
予約制

12月22日（金）午後、1月9日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度と肺年齢の測定。

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

1月19日（金）午前→12月19日～1月9日に予約受付（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1570円

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

12月8日、1月12日の金曜午前
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13時～15時 
脳血管疾患などにより後遺症のある人を対象に、リハビリ教
室や言語教室を開催しています。

●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。●予約制で記載のないものは、1
か月前から受け付けます。●各種相談は無料です。検診・教室など
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休館日◆12/26（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は12月11日9時から か
※ は全て市内在住・在学・在勤者、

要問合せ
◆C

チェンジ

hange T
ザ

he  B
ボディ

ody（全4回）
健康なカラダづくり／①1月13日・②
20日、③2月3日・④10日の土曜10時～
11時30分／①動きやすい服装、②～
④運動できる服装／20歳～60歳未満
の人25人 ／500円（全回分） ●
◆将棋の日
1月13日（土）13時30分～15時／対局が
できる小学生以上30人  ●
◆おもちゃ病院
2月24日（土）10時～14時／幼児～小学
生とその保護者、おもちゃ36点  ※
大人のみの参加は不可 ● （市外の人
は12月12日から予約開始）

休館日◆12/11（月）、2018/1/9（火）
912-6973  912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

行事は講座初日1か月前の9時か
ら か10時から
◆中川西地区センター寄席
2月3日（土）14時～／100人 ／500円

1月5日から か
◆手作りみそ講習会
1月23日（火）①9時～②12時30分～／各
8人 ／各3600円

12月23日から
◆いすヨガ 3期（全5回）
1月12日～3月9日の隔週金曜9時30分
～10時30分／2000円（全回分） ●
◆初心者向け卓球教室 第2回
　（全6回）
1月12日～2月16日の金曜13時～15時
／14人 ／4000円（全回分） ●
◆親子体操 3期（全8回）
1月16日・23日・30日、2月6日・20日・27
日、3月6日・20日の火曜11時～11時45
分／かけっこができる頃～未就園児
の親子／3200円（全回分） ●

◆親子美クス 3期（全5回）
1月12日～3月9日の隔週金曜10時45分
～11時45分／あんよのできる頃～未
就園児の親子／2500円（全回分） ●
◆ベビーマッサージと
　ママのボディリメイク 3期（全5回）
1月12日～3月9日の隔週金曜10時～11
時30分／2500円（全回分） ●
◆干支の和菓子を作ります
1月17日（水）9時50分～／1500円 ●
◆明治ヘルシー！乳クッキング
1月29日（月）9時30分～／500円

12月26日から か

休館日◆12/11（月）、2018/1/9（火）
943-9191  943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

行事は12月12日から
◆かきぞめ講座
1月8日（祝）9時30分 ～11時30分 ／ 小
学生以上16人 ／600円 ●
◆朝活！ピラティス後期（全6回）
1月17日・31日、2月7日・21日、3月7日・
28日の水曜10時40分～11時30分／15
人 ／3600円（全回分） ●
◆やさしい絵本で街づくり（全5回）
絵本作り／1月27日、2月17日・24日、3
月3日・10日の土曜13時～15時／10人

／3000円（全回分） ●
◆イタリア料理を楽しもう
1月29日（月）10時 ～12時30分 ／20人

／1500円 ●
◆百人一首大会
2月17日（土）10時開始／小学4年生以
上20人 ／700円 ●
◆男性セカンドライフ講座（全6回）
1月30日、2月6日・27日、3月6日・13日・
20日の火曜10時～12時／60歳以上の
男性15人 ／2000円（全回分） ●
◆おそろいのコサージュ作り
2月16日（金）10時 ～11時30分 ／16人

／1200円 ●
◆リラックスヨガ（全4回）
1月26日、2月9日・23日、3月9日の金曜
13時 ～14時30分 ／16人 ／2400円

（全回分） ●
◆放課後イベント クリスマス会
12月21日（木）15時30分～／

休館日◆12/11（月）、2018/1/9（火）
593-8200  593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

行事は開催日初日の1か月前から
か  ※ 要問合せ

◆免疫力アップ！養生気功 冬（全5回）
1月15日・29日、2月5日・19日、3月5日
の月曜9時30分～10時30分／30人
／2300円（全回分） ●
◆骨盤体操&ストレッチ 冬（全5回）
1月15日・29日、2月5日・19日、3月5日の
月曜10時40分～11時45分／35人
／2300円（全回分） ※ 1歳以上8人、
1500円（全回分）

12月15日までに を明記し  
◆おもちつき
おしるこ販売（100円）と小学生以下の
もちつき体験／12月16日（土）11時～ 
※なくなり次第終了／100人
◆のびのび体幹ストレッチ 冬（全5回）
1月16日・30日、2月6日・20日、3月6日の
火曜13時～14時15分／20人  ※子
ども同伴不可／2500円（全回分） ●
◆暮らしに役立つアロマテラピー
　（リップクリーム）
1月23日（火）10時～11時30分／16人

 ※子ども同伴不可／700円 ●
◆大人のためのおはなし会
1月19日（金）10時30分～11時30分／
20人  ※子ども同伴不可 ●
◆わくわくE

イングリッシュ

nglish（全5回）
1月12日～3月2日の金曜／①15時30分
～16時10分 ②16時20分～17時／①年
中・年長児と親12組  ①小学1・2年生
12人 ／各2000円（全回分） ●

休館日◆12/11（月）・25（月）、2018/1/9（火）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は12月12日から か
※ 要問合せ
◆七草粥とお蔵開き
七草粥の販売（無くなり次第終了）／
1月7日（日）11時～12時／100人 ／
100円／
◆寒仕込みみそ講座
実際のみそ作りは各家庭で／1月31
日（水）13時30分～15時／50人 ／
3600円（材料費込み） ●
◆鬼は外！福は内！
豆まきする年男、年女（戌年生まれ）の
人募集／2月3日（土）①11時～ ②11時
30分～／各時間4人  ●
◆ミニ門松作り
12月24日（日）9時30分～11時30分／
10人 ／1つ500円 ●
◆クリスマスに贈る
　光と影のパフォーマンスショー&
　切り絵アート展示
12月23日（祝）18時30分～19時30分
／横浜市歴史博物館エントランス／
50人 ／飲み物300円～／
◆茶室利用申し込み
12月～2018年5月の茶室利用募集　
※詳細は問合せ ●
◆土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／

休館日◆月曜（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）

行事は開催日10日前までに か、
と申込者全員の ・ を明記し

か ※いずれも小雨決行・荒天中止
◆お正月飾り作り
つるや枝などの素材でリース作り／
12月24日（日）10時～12時／ばじょうじ

谷戸休憩所／20人 ／700円 ●
◆お正月遊びと餅つき
1月14日（日）10時～12時／50人 ／
500円 ●
◆ネイチャークラフト作り
12月24日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで） ※雨天中止／都筑中央公
園円形広場／500円／
◆里山保全体験
1月6日（土）9時～12時 ●
◆炭焼き体験（宮谷戸窯）（全3回）
1月13日（土）9時～16時：炭材作りと
窯詰め・20日（土）8時～17時：炭焼き・
27日（土）9時～12時：窯出しと炭材作
り ※昼をはさむ活動日は昼食付き／
1000円（全回分） ●

土・日曜、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

◆冬ごしする生きもの観察
12月16日（土）13時30分～15時 ※雨
天時は翌日順延／小学生以上／300
円／ 帽子、軍手、飲み物／

休館日◆12/18（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」
①12月19日（火）保育相談と工作、②1
月18日（木）外遊びいく『ログであそぼ
う』・③22日（月）保育相談と手遊び
④25日（木）ストレッチでリフレッシュ、
いずれも10時30分～11時30分／未就
学児と親、①②③定員なし ④15組
／④のみ200円で要申込み

開催日の前日までに か

休館日◆火・木曜
・ 592-1877

〒224-0034  勝田町266

勝田小学校コミュニティハウス

◆正月用生け花教室
講師:内

ない

藤
とう

 華
か

了
りょう

／12月27日（水）10時
～12時／10人 ／3000円（花代） ※15
歳以下は2000円

12月20日までに か
◆勝田ふれあい寄席
講師:横浜市職員落語愛好会／1月27
日（土）10時～11時／40人 ／100円

12月11日から か

休館日◆火・金曜
・ 934-8666

〒224-0057  川和町1463

川和小学校コミュニティハウス

◆囲碁の時間（3期）
12月14日～2月22日の隔週木曜13時～
17時 ※15時～16時30分に講師の指導
あり／8人 ／

休館日◆火・木曜
・ 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

行事は12月11日から か
◆産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
1月17日～3月14日の隔週水曜 ①10時
～10時45分 ②11時～11時45分／3か
月～1歳4か月児と母親 ①10組  ②8
組 ／各1500円（全回分） ●
◆英語で遊ぼう！（全6回）
1月10日・17日・31日、2月7日・21日・28
日の水曜 ①15時40分～16時20分 ②
16時30分～17時10分／①小学1～2
年生12人  ②年中・年長児12人 ／
各2000円（全回分） ●
◆ギターの伴奏でみんなで歌おう！
1月28日（日）14時～15時20分／20人

／200円 ●

●マークの凡例については10ページ参照。 ●料金の記載のないものは無料。
●詳細は各施設へ要問合せ。 ●原則12月11日～2018年1月10日のお知らせを掲載。

施設名 休館日
○都筑センター（都筑地区センター・横浜市つづき緑寿荘）
○地区センター（中川西・仲町台・北山田） 
○横浜市歴史博物館 ○大塚遺跡
○コミュニティハウス（勝田小・都田小・北山田小・つづきの丘小）
○スポーツ会館（大熊・東山田）  ○都筑の文化 夢スタジオ

12月28日（木）～
1月4日（木）

○よこはま動物園ズーラシア 12月29日（金）～
1月1日（祝）

○障害者研修保養センター「横浜あゆみ荘」
※12月27日（水）に宿泊の場合は28日（木）の退室時まで対応
◯都筑民家園  ○都筑中央公園（レストハウス・休憩所）
○コミュニティハウス（川和小・中川中・東山田中）
○地域ケアプラザ（加賀原・葛が谷・新栄・中川・東山田）
○区社会福祉協議会「かけはし都筑」  ○つづきMYプラザ
○鴨池公園こどもログハウス  ○茅ケ崎公園自然生態園  
○都筑プール ○つづき地域活動ホームくさぶえ（緊急時のみ対応）
○アートフォーラムあざみ野

（男女共同参画センター横浜北・横浜市民ギャラリーあざみ野）

12月29日（金）～
1月3日（水）

○せせらぎ公園古民家
○都筑区子育て支援センターポポラ

12月29日（金）～
1月4日（木）

○都筑スポーツセンター
※12月29日（金）は9時～17時、1月4日（木）は13時～21時開館
○横浜国際プール
※12月30日（土）は13時30分まで開館

12月30日（土）～
1月3日（水）

年末年始のお休み
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休館日◆火・金曜
・ 591-3131

〒224-0027  大棚町240

中川中学校コミュニティハウス

◆X
クリスマス

’mas こどもが喜ぶおあそび会
紙工作やお話、影絵など／12月16日

（土）10時～11時30分／30人
12月15日までに か か、 、
を明記し

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

加賀原地域ケアプラザ

◆すくすくプラザ
親子で自由に遊んで交流を持つサロン
／1月11日（木）10時～11時30分／
◆高齢者サロン 和楽路
1月15日（月）10時～12時／100円／

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

新栄地域ケアプラザ

◆呼び寄せの為の基礎知識
有料老人ホームの種類と選び方／12
月9日（土）講座：14時～16時／20人

開催日前日までに か

592-5975  592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

行事は開催日前日までに か
◆ほっと茶屋（クリスマス会、アロマ
　ルーム・スプレー作り）介護者のつどい
12月19日（火）13時～14時30分／介護
者または介護を終えられた人15人
／500円

19日までに か
◆東山田地域ケアプラザ出張相談会
12月15日（金）10時～16時／北山田小
学校コミュニティハウス／

590-5778  590-5779
〒224-0014  牛久保東一丁目33-1

地域活動ホーム くさぶえ

◆クリスマスおはなし会
12月21日（木）11時30分～11時50分／
未就学児と保護者／

休館日◆12/25（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

◆ワンデープログラム
各プログラムとも当日受付。開始30分
前から必ず本人受付（水曜ズンバは15
分前）。16歳以上。 動きやすい服装、
室内シューズ、タオル。詳しくは  ＊印
は託児あり（予約制、有料）

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、定員40人
▶火曜（12月12日・19日・26日） ①ソフ
トエアロ／12時20分～ ▶水曜（12月13
日・20日・27日） ②＊水曜ズンバ／9時
～9時45分 ③＊ポル・ド・ブラ／9時55
分～10時40分 ▶金曜（12月8日・15日・
22日） ④＊金曜ズンバ／10時35分～11

時20分 ▶土曜（12月9日・16日） ⑤エア
ロビクスボクシング／10時～ ⑥アロマ
ヒーリングヨガ／11時～／15人 ⑦アロ
マパワーヨガ／12時～／15人

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（12月12日・19日・26日） ⑧バス
ケットボールタイム／19時15分～／
600円／50人 ⑨バレーボールタイム
／19時15分～／500円／24人 ▶金曜

（12月8日・15日・22日） ⑩金曜エンジョ
イ個サル／21時～／600円／50人 ▶
土曜（12月9日・16日） ⑪バスケットボー
ルクリニック／小学生対象／9時15分
～／600円／50人 ⑫土曜エンジョイ
個サル／21時～／600円／50人

休館日◆12/12（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

◆冬の定期教室追加募集のご案内
冬の定期教室（1月～3月実施分）の追
加募集は12月13日（水）から 。スポー
ツ・プール・カルチャー教室の追加募集
情報は か 。
◆当日参加プログラム開催中
ヨガやエアロ、ピラティスなど多くの
教室を開催中 ※終了時間の表記がな
いイベントは50分間。500円から

当日参加プログラム（一部）
▶月曜 ビューティーコンディショニン
グ：10時～／ヨガ：12時20分～ ▶火曜 
はじめてエアロ：11時10分～／楽楽体
操：12時20分～ ▶水曜 チャレンジエ
アロ：10時～／パワーヨガ：11時10分～ 
▶木曜 ステップ初級：11時10分～／エ
アロ＆ストレッチ：12時20分～ ▶金曜 
ピラティス：10時～／エマ式美BODY
メイク：19時30分～ ▶土曜 ズンバ：10
時～／みんなでエアロ：11時10分～

休館日◆月曜
912-7777  912-7781

〒224-0003  中川中央一丁目18-1
https://www.rekihaku.city.yokohama.jp

横浜市歴史博物館

◆おもしろいぞ！紙芝居
12月23日（祝）12時～、13時30分～、15
時～／
◆常設展示室ミニ展示
　「よみがえれ！横浜のハニワたち」
12月23日（祝）～3月31日（土）9時～17
時／一般400円、高校・大学生200円、
小中学生100円／
◆講座 横浜の歴史
　「街頭紙芝居の文化史」
講師：刈

かり

田
た

 均
ひとし

学芸員／1月7日（日）14
時～15時30分／40人 ／500円／
◆開館23周年記念 特別講演会
　「織田信長の天下構想」
講師:五

ご

味
み

 文
ふみ

彦
ひこ

／1月14日（日）14時～
15時30分／170人

12月26日までに か ・ を明

記し

休館日◆12/25（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

◆キャンサーヨガ＆ピラティス
　～女性のがん経験者のための
　運動とからだの基本～
女性特有のがんを経験した人を対象と
したヨガとピラティスの講座／2月12日

（祝）、3月11日（日）いずれも13時～15時
／がん治療中・治療後の女性各15人

12月16日から か か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

◆Welcome！ロビーコンサート
12月23日（祝）、1月7日（日）いずれも12
時～12時40分／
◆はじめての油絵（全5回）
講師：小

こ

林
ばやし

 聡
そう

一
いち

（画家）／1月18日、2月1
日・15日、3月1日・15日の木曜10時～12時
30分／中学生以上20人  ※保育あり
／1万3000円（全回分・材料費含む）

1月4日までに か か ・ を
明記し
◆ショーケースギャラリー 伊

い

佐
さ

治
じ

雄
ゆう

悟
ご

展
1月6日（土）～3月25日（日）9時～21時／

休園日◆火曜（1/2（火）を除く）
959-1000  959-1450

〒241-0001  旭区上白根町1175-1
ズーラシア 検索

よこはま動物園ズーラシア

※入園料はすべて別途
◆トナカイとアルパカがやってくる！
クリスマスツリーの前で一緒に記念
撮影／12月23日（祝）・24日（日）／
◆動物たちにクリスマスプレゼント

…都筑区施設連携事業…

　各施設で講習受講後、予選を
勝ち抜いた4人が大会で競い、
都筑のチャンピオンを決定！

【大会】
2月24日（土）10時～12時
川和小学校コミュニティハ

ウス（川和町1463）

会  場 日  時 申込み・問合せ
川和小学校コミュニティハウス 1月20日（土）10時～12時 934-8666

都田小学校コミュニティハウス 1月20日（土）
13時30分～15時30分 941-9522

中川中学校コミュニティハウス 1月21日（日）10時～12時 591-3131
勝田小学校コミュニティハウス 2月10日（土）10時～12時 592-1877

東山田中学校コミュニティハウス 2月10日（土）
13時30分～15時30分 591-7240

北山田小学校コミュニティハウス 2月17日（土）10時～12時 591-8444

つづきの丘小学校コミュニティハウス 2月17日（土）
13時30分～15時30分 945-2949

中川地域ケアプラザ 2月18日（日）10時～12時 500-9321
※終了時間は変更となることが
　あります。ご了承ください。

目指せ！ 都筑の

【各施設講習・予選日程】各施設20人募集  【費用】200円  【申込み】12月11日から か

大会優勝・準優勝者には、賞品があるよ！

サンタさんから動物たちに特別な餌を
プレゼント／12月23日（祝）・24日（日）
／
◆ズーラシアでお正月
動物たちにお正月の特別な餌をプレ
ゼント！お正月遊び、特別福袋の販売
／1月2日（火）・3日（水）／

　　　　　休館日◆日・月曜、祝日
　　　　　 912-5135
　　　　　 912-5160

〒224-0003  中川中央一丁目1-3あいたい5階

都筑区子育て支援センターポポラ

行事は前開館日までに か
◆「出前]就職支援セミナー
1月17日（水）10時30分～12時／未就
学児と保護者12組  ●
◆マタニティさんのおしゃべり会
1月30日（火）10時30分～11時30分／区
内在住の妊娠中の人10人  ●
◆パパといっしょに公園であそぼう！
1月6日（土）10時30分 ～12時 ※ 雨 天
時：「お部屋でパパと遊ぼう！」10時30
分～11時30分／ききょう公園（中川
5-10）／
◆専門相談員によるじっくり相談
1月6日（土）・19日（金）・27日（土）いずれ
も10時～16時／未就学児とその家族

 ●
◆横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
1月13日（土）・24日（水）いずれも10時30分
～11時30分／入会希望の人10組  ●
◆障がいのある子を育てている
　先輩ママとのおしゃべり会
12月16日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組  ●
◆ちょっと気になる子の日
　ポポラへようこそ♪
12月16日（土）10時～16時／未就学児と
その家族／

＊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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日（水）、③3月10日（土）・④17日（土）・⑤
24日（土）、⑥4月1日（日）、①～⑤9時～
12時30分、⑥9時～16時30分／かけは
し都筑、 ウオーキングコース／区内在
住・在学・在勤で7㎞程度歩ける人30人

／1000円
12月15日から （http://tzkgd.com/）

か 、 、この催しを何で知ったか
を明記し （tsuzuki-guide@hotmail.co.jp）

都筑をガイドする会　大
おお

橋
はし

090-9088-0286
●着物を美しく着る会　会員募集
月2回土曜10時～12時、月1回月曜13時
～15時／北山田小学校コミュニティハ
ウス／20人 ／1回1500円

事前に か
着物を美しく着る会　小

こば

林
やし

090-5411-8391　 044-866-2652

催  し
●ミュージカル「KAMUI」上演
劇団四季出身・岡

おか

本
もと

隆
りゅう

生
せい

書きおろしの
オリジナルミュージカル。50人の市民
が出演／12月23日（祝）18時30分・24日

（日）①12時30分 ②16時30分／都筑公
会堂／3500円（前売り券）

（kamuigo122324@gmail.com）ま
たはイープラス （http://eplus.jp/）

ミュージカル8　岡
おか

本
もと

080-4793-4655
●ニュータウンの暮らし
映画「人生フルーツ」上映と港北ニュー
タウンの歩み／1月8日（祝）①13時～ 
②15時30分～／各300人 ／500円

または （都筑公会堂.jp）
都筑公会堂
948-2400　 948-2402

●イタリアン オリジナル
　クリスマス ランチ
12月19日（火）11時30分～13時30分
※詳細は （evviva.jp）

エッヴィーヴァ国際文化センター
050-5809-9710

●あったかエコキャンプⅡ
1月28日（日）／小学1～6年生40人 ／
3000円

12月20日までに 、生年月日

を明記し （〒225-0025 青葉区鉄町
1380番地）か （http://www.yspc.or.jp/
kurogane_yc_ysa/）

くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

●書道・防災ポスター作品 子ども展
◆作品募集：区内在住・在学の小・中学
生対象／①書道：通常の半紙、楷書（中
学生は行書も可）で1人1点、折らずに提
出。課題：小学生は学年ごとに、1年「大」
か「生」、2年「力」か「正」、3年「ゆめ」か「元
気」、4年「笑顔」か「明るい光」、5年「希
望」か「考える力」、6年「創造」か「強い信
念」、中学生は「感謝」か「将来展望」※学
年、氏名も審査対象／②防災ポスター：
八つ切り画用紙（横）で1人1点／①②と
も作品1点につき100円

1月12日15時30分～16時に区総合庁
舎1階区民ホールへ作品と参加費を持
参　※作品は返却しません

都筑区子ども会育成連絡協議会　早
はや

川
かわ

090-5504-9812　 471-9923

募  集
●「ガイドボランティア養成講座」
　（全6回）受講生募集
都筑区にある自然や歴史の魅力、ニュー
タウンの成り立ちなどを学び、ガイド
デビューします／①2月17日（土）・②21

●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。
●マークの凡例については10ページをご覧ください。

　「一般社団法人 横浜もの・ま
ち・ひとづくり」は、中小企業や
工場、住宅が混在する東山田
準工業地域で、まち工場と住
民の共生を目指し、地域によ
る子育てや子ども向けの工場
見学会「こどもまち探検」、廃
材・端材を学校などに提供する

「廃材は宝の山プロジェクト」
などの活動を行っています。
　トーク会場は、町工場の中に今年オープンしたカフェ「DEN」。代表の
男

お

澤
ざわ

さんは「住民や企業の良い接点にしていきたい」と話します。参加者
の皆さんからは「子どもたちと関わりながら、企業としても成長できて
いる」「多くの人たちがつながり、地域で取り組む子育てやまちづくりは、
やがて“世づくり”につながっていく」と、活動への思いをお聞かせいた
だきました。
　市長からは「地域や子どもたちを大切に思う気持ち、地域で取り組む活
動の活発さに感銘を受けました。ものづくりに直接触れられる環境は、子
どもたちの感性を大きく育てていると思います。今後もぜひ活動を続け
てほしいです」と感想をお伝えしました。詳しくは ぬくもりトーク 検索

林市長の
ぬくもりトーク

林文子市長が「一般社団法人 横浜もの・まち・
ひとづくり」の皆さんと意見交換を行いました

都筑区
地区センター
館長だより

第●回3

仲町台地区センター
澤
さわ

村
むら

 耕
こう

三
ぞう

 館長

街角にふれあい広がる
「仲町台地区センター」は皆さんの
こころのホットステーションです。

　さまざまな世代の人々が1日中入れ代わり立ち代わり来館
します。真剣に勉強する人でいっぱいの学習室、熱心に本を
読む人でにぎわう図書コーナー、親子で楽しく過ごすプレイ
ルーム、囲碁の音が響く娯楽コーナー、卓球・バドミントン・バ
スケットボールなどで元気あふれる体育室、文化・体育両面に
わたる自主事業や趣味のサークル活動も活発で、館内は終日活気づいています。

● デザイナーのハリー・ベルトイヤ作のスモールダ
イヤモンドチェアでくつろぎ、緩やかにカーブし
たガラス張りの1階ロビーから四季折々の風景
を楽しみませんか？

● 「男性セカンドライフ」「地区セン食堂」「放課後イ
ベント」「やさしい絵本で街づくり」「健康麻雀大
会」「親子スタンプラリー」など、地域のさまざま
なつながりがつながりを呼ぶ新しい事業企画を展開しています。

● 毎月開催する「ロビーコンサート」。土曜日の昼下がり、ロビーがコ
ンサート会場に早変わりします。もちろん無料なのでぜひぜひお
立ち寄り下さい♪

地区セン食堂

放課後イベント

施設外観

仲町台地区センター
〒224-0041 仲町台二丁目7-2

943-9191　 943-9131

仲町台駅

横浜市営地下鉄 ブルーライン日々輝学園

至新横浜

仲町台地区センター至
あ
ざ
み
野

仲町台地区センターは
老若男女を問わず多くの人々に

利用されています。
「Let's begin ! 」訪れると

何かが始まります。

＊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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