
※イベント期間中は区役所職員およびスタッフが写真撮影を行います。撮影した写真は、広報よこはまや区ホームページなどに掲載することがあります。

主催・問合せ 地域振興係　 948-2241  948-2239

会場：市営地下鉄センター北駅前芝生広場、周辺商業施設
主催：都筑・ドイツ交流イベント実行委員会、都筑区役所

2日（土）10時～20時／3日（日）10時～19時

※ヴァイナハツマルクトはドイツ語で
　クリスマスマーケットの意味

都筑  ドイツクリスマスマーケット 検索詳しくは

ドイツ
クリスマスマーケット
in 都筑 2017

オープニングセレモニー スケジュール

12月２日（土）
12時～12時20分 オープニング・開催のごあいさつ

12時30分～13時
東京横浜独逸学園・横浜市立
茅ケ崎中学校合唱部（コーラス）

13時10分～13時40分 聖ニコラウス（クリスマス劇）

13時50分～14時35分 蝶
ちょう

野
の

 正
まさ

洋
ひろ

トークショー
（防災トークショー）

※当日のスケジュールは進行状況により変更する場合があります。

ヴァイナハツマルクト

　都筑区は東京横浜独逸学園やドイツに本社のある企業が
7社あり、市内でドイツ人が最も多く住んでいる区です。
　寒い冬を楽しい時間として過ごす、本場ドイツのような
クリスマスの風習を
この街で味わえるよ
うにと始めたこのイ
ベントは今年で6回目
を迎えます。
　一足早いクリスマ
ス気分をどうぞお楽
しみください！

「ドイツクリスマスマーケット」をやっているの？

●今年も会場内のアンケート記入
とドイツ観光局メルマガ登録に
ご協力いただくと抽選ですてき
なドイツ景品が当たるかも！
　ぜひ、ご参加ください。　

他にもさまざまなステージプログラムが行われます！

12月2日　・3日土 日

※
写
真
は
昨
年
の
様
子

今
年
も
蝶
野
選
手
が
会
場
に

なぜ都筑区で

プレッツェル
クリスマス雑貨

ドイツビール

ドイツソーセージ

暖かい服装でお越しください
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ホームページ
都筑区役所 検索

★11月の土曜開庁日：11日・25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　 211,228人（前月比60人減）
 　区の世帯数 81,601世帯（前月比9世帯増）
※2017年10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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　外国人やボランティア、中高生世代が、活動したり相談したり、気軽に立ち寄ることができる、多文化と多世代が行き交う「居場所」です。
2つの機能を併せ持つ施設は、市内では都筑区のみ！他区にはないさまざまな取組を展開しています。

　大人のための日本語教室や外国につながる子ども※のための学習
補習教室、多言語による生活情報の提供・相談、国際理解・交流イベ
ントなどを開催しています。

　仲間や地域の大人との交流・体験、青少年による企画運営のサポ
ート、音楽・ダンススタジオ・ラウンジなど気軽に集える場を提供し
ています。

アクセス

　都筑多文化・青少年交流プラザ（愛称：つづきMYプラザ）は、2007年11月30日に
開所し、利用者と地域のつながりを積み重ねながら、地域に根差した取組を続け、
今年で開所10周年を迎えます。 　茅ケ崎小学校の児童とボツワナ共和国の

ベン・テマ小学校の児童が描いた絵画を互
いに送り合う「都筑・ボツワナ交流児童画展」
を、2014年から開催しています。絵画を通し
てお互いの国の違いを感じてみましょう。

　学校関係者や外国人支援ボラン
ティアなど、外国につながる子ども
たちに関わる活動をしている人を
対象に、進路や学習支援などをテー
マとした「多文化共生セミナー」を
毎年実施しています。国際と青少年
の2つの機能を併せ持ったMYプラ
ザならではのセミナーです。

　毎年夏休みには、中高生を対
象に「はぁとdeボランティア
～中高生のための夏休みボラ
ンティア体験～」を実施してい
ます。小学校高学年向けのプレ
コースも同時開催し、 “地域と
かかわる”子どもたちの挑戦の
夏を応援しています。

　さまざまな国の選手が競い
合う国際大会※に向けて、お互
いの文化を学び、相互理解を深
める文化交流講座と国際理解
講座を、区役所と連携しなが
ら2020年まで継続して開催し
ます。

　最大のイベントが、毎年3月第2日
曜の「プラザまつり※」です。年齢、国
籍もさまざまな人々がボランティ
アとして参加し、まつりを盛り上げ
ています。国・地域・世代を超えて、
お互いの文化を紹介し、お互いを理
解し合う場となっています。

　はぁとdeボランティアに参加
した中高生が、次年度の体験プ
ログラムを企画する『STEP UP
プログラム』を区内4地区センタ
ーと連携しながら実施していま
す。中高生たちが、企画者として
STEP UPしながら成長できるよ
うに、活動を支えています。

会　場 期　間
区総合庁舎1階 区民ホール 12月21日（木）〜27日（水）

JICA横浜   1月10日（水）〜31日（水）
つづきMYプラザ   3月20日（火）〜25日（日）

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

〒224-0003  中川中央一丁目25-1
ノースポート・モール5階
914-7171　 914-7172

平日10時〜21時、 土・日曜、祝日10時〜18時

第3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

　「つづきMYプラザ」という愛称は、施設がもっと親しみやすい場所と
なるように、2008年に公募し、決定したものです。Mは多文化を意味す
るMulticultural、Yは青少年を意味するYouthです。また、ロゴマークは
MYの文字とオレンジの点が、手を取り合う人や万歳する人を表現して
います。

※2019年には「ラグビーワールドカップ2019™」、2020年には「東京2020オリンピック・
　パラリンピック」が開催されます。

※外国につながる子どもとは？…
「外国籍」「二重国籍」「日本国籍取得者」
などの状況にある
子どもをいいます。

※今年度は、2018年3月11日（日）に開催
　します。
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つづき
MYプラザ

もうすぐ 開所10周年！
13,600㎞の距離を越えて
伝わる子どもたちの想い

子どもたちの未来を、ともに描こう

この夏の体験が宝物に

国際大会がやってくる！
都筑区から盛り上げよう

多くの人が多世代・多文化交流

主役は中高生！参加から参画へ

外国人のための
生活情報

「ウェルカム
キット」 学習補習教室の様子 音楽スタジオはバンド練習に大人気

ラウンジ＆受付 気軽にご来館ください！

スタッフと気軽におしゃべり

● ● MYプラザってこんなところ ● ●

● ● MYプラザ10年のあゆみ ● ●

● ● 都筑区の国際交流の取組 ● ●

● ● 「多世代と多文化の交差点」 MYプラザの取組 ● ●

国際交流ラウンジ機能～外国人を支援します～ 青少年の地域活動拠点機能～青少年を応援します～

開館時間

休館日

つづきMYプラザ 検索

2007年 2009年2008年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

　二つの異なる機能を持つ意義を考え続けたこの10年。居場
所づくりや体験機会の提供、地域とのつながりや信頼関係の
構築に努めてきました。文化を越えて違いを認め、ありのまま
を受け入れることがMYプラザの理念だと考えています。

『これまでも、そしてこれからも…』

林 育 館田 美 長
はやし   だ　  いく    み

　区内には、東京横浜独逸
学園やドイツ系企業が多く
立地しており、その特徴を
生かして毎年12月に市営
地下鉄センター北駅でドイ
ツクリスマスマーケットを
開催しています。詳しくは
5ページをご覧ください。

ドイツクリスマスマーケットに行こう！ 春と秋に色づく「ローザ・つづきく」

　2008年「第4回アフリカ開発会議※」横浜開催
の際、アフリカ各国を市内小中学校で紹介する1
校1国運動で、茅ケ崎小学校がボツワナ共和国を
担当したことで交流がスタート。昨年度ボツワナ
共和国独立50周年を機に、さらに友好・交流を深
めていくことを確認する共同発表を行いました。

さらなる交流を、これからも
　「第4回アフリカ開発会議」横浜開催の際、アフ
リカ各国を市営地下鉄各駅で紹介する1駅1国運
動で、センター北駅がアンゴラ共和国を担当し
たことで交流がスタート。両国の友好・親善の証
として、アンゴラ政府文化庁から派遣された画家
がセンター
北駅構内に
て壁画を製
作、寄贈して
いただきま
した。

友情の証の壁画を知っていますか？

　フランスのオビニエ・スウ
ル・レイヨン市は、貴腐ワイ
ンやバラ園で有名。1997年
頃からの住民同士の交流がき
っかけで「ローザ・つづきく」
という新種のバラが贈られま
した。都筑中央公園や区総合
庁舎で見ることができます。

※第7回アフリカ開発会議は、2019年に横浜で開催されます。

問合せ  区民活動係
 948-2238　 948-2239
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食品衛生係  948-2356  948-2354

庶務係　 948-2212　 948-2208　 tz-somuboshu@city.yokohama.jp
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/soumu/shomu/jinken/29jinken.html

都筑図書館から

休館日：11月20日（月）・26日（日）
948-2424　 948-2432

◆学校図書館ボランティア講座
絵本の読み聞かせの実演

12月5日（火）10時30分～11時30分
市内の学校図書館でボランティア

活動をしている人、これから始める
人20人

11月14日から か

区民活動センターから

区役所1階　 9時～17時
休館日：11月3日（祝）・20日（月） ・23日（祝）  ・26日（日） 

948-2237 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

◆都筑区民活動センターの相談員募
集（2018年4月採用）
区民活動センターで市民活動や生涯
学習の支援を行う相談員を募集しま
す。

11月13日から区民活動係（5階54番
窓口）で配布する案内パンフレット・
応募用紙をご覧ください。※土・日曜
は区民活動センターで配布。また、区
ホームページからダウンロードでき
ます。
応募期間：11月27日～12月7日

区民活動係　
948-2236　 948-2239

平成30年
都筑区新年賀詞交換会

2018年1月6日（土）17時開宴(16時

30分開場)
新横浜プリンスホテル（港北区新横

浜三丁目4） ※公共交通機関でご来場
ください。

区内在住・在勤・在学の人
5000円
11月30日までに、庶務係（5階53番窓

口）で配布する｢払込取扱票｣に
を明記し、会費をゆうちょ銀行または
郵便局の貯金窓口で払込み。

庶務係　
948-2211　 948-2208

食品衛生責任者講習会

11月17日（金）14時30分～16時（14
時受付開始）／

区役所６階大会議室
食品衛生責任者
食品衛生責任者証、筆記用具
食品衛生係　
948-2356　 948-2354

国重要文化財
「関家住宅」特別公開

関家住宅は南関東で現存する最古級
の民家で、面積1万平方メートルもの
敷地内には約400年前に建てられた
主屋のほかに書院・表門・土蔵などが
あります。

12月2日(土)10時～16時（資料配
布・説明付き）

勝田町(市営地下鉄仲町台駅下車
徒歩20分)

原則中学生以上200人
11月20日までに参加者全員の ・

午前・午後の希望を明記し  
教育委員会生涯学習文化財課　
231-0017  中区港町1-1
671-3238　 224-5863

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

ノロウイルスの季節がやって来た！
　秋から冬にかけては、ノロウイルスによる食中毒や感染症がとても多く発
生します。感染力が高いノロウイルスですが、次の3つの対策で身を守ること
ができます。

食中毒や行事での食品の取り扱いについて、ご不明な点はお問い合わせください。

レッドリボンはエイズに偏見をもっていない、エイズとともに生きる人々を差別しないというメッセージです。

❶ せっけんでよく手を洗う（調理前、調理中に手が汚れた時、食事の前、トイレの後など）。
せっけんをよく泡立てて、汚れと一緒にウイルスを洗い流します。
❷食品を十分加熱する（調理時）。
ノロウイルスは85℃以上で90秒の加熱で死滅します。特にカキなどの二枚
貝は、中心部までの十分な加熱が必要です。
❸ 器具や施設の消毒をする（食器、作業台、手で触るところ、トイレなど）。

健康づくり係  948-2350  948-2354

12月1日は世界エイズデーです
HIV/エイズの現状を知っていますか？

平成29年度 都筑区人権啓発講演会　
あきらめない心

エイズ新規患者・
HIV新規感染者数

1440人
（2017年）

性行為による感染が
ほとんどです。

予防には
コンドームを
使用しましょう。

エイズは
早期発見
早期治療

により、発病を
抑えられます。

　日本で初めての義手の看護師で、北京、ロンドンのパラリンピックにおいて
100m平泳ぎで入賞された伊藤真波さんをお招きし、一度は失った夢や希望
をかなえることができた『あきらめず取り組むこと』の大切さ、パラリンピック
を通じて知った『負けを知ること』『泣くこと』の大切さ、そして『人の絆』につ
いてバイオリンの演奏を交えてお話ししていただきます。

講師　伊
い

藤
とう

 真
ま

波
なみ

氏（日本初片腕義手の看護師/元パラリ
ンピック水泳日本代表）

12月18日（月）14時～15時30分（13時30分開場）　
都筑公会堂　 600人／

※一時保育（2～6歳までの未就学児）、手話通訳、車椅子スペース
のご利用を希望される場合は事前申込みが必要です。※希望者多
数の場合は

12月4日必着で、 とご利用を希望される種別（一時保育はお子さんの ・
）を明記し、 か か ※利用の可否については、12月11日までにご連絡します。

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX

11月16日（木）～23日（祝）
児童虐待防止パネル展 こども家庭支援担当 948-2318 948-2309

子ども・若者育成支援強調月間作品・パネル展 区民活動係 948-2236 948-2239
11月25日（土）～28日（火） メイドインつづきパネル展～都筑の中小製造業を紹介します～ 企画調整係 948-2227 948-2399

11月29日（水）～12月2日（土） ささえ愛福祉週間パネル展 都筑区社会福祉協議会 943-4058 943-1863
12月4日（月）～8日（金） 都筑区、青葉区、港北区合同作品展 都筑区中学校特別支援教育研究会 592-3701 593-5942

12月5日（火）10時～16時 石巻進化躍進応援バザールうんめぇもん市 NPO法人ヒューマンフェローシップ 762-1435 751-9460
12月7日（木）～13日（水） 緑のカーテン栽培結果報告展示 企画調整係 948-2226 948-2399

　餅つきをする機会が増えてくる季節です。事故のない楽しい餅つきと
なるよう、一般的な予防対策に加え、以下の点にも注意してください。
● 体調の悪い人やその家族、手指に切り傷のある人は行わない。
●手返し・成形する人を限定し、使い捨ての手袋を着用する。
●手返し用の湯水をこまめに交換する。

●世界エイズデー展
11月28日（火）～12月4日（月）

区役所2階にてパネル・ポスターの展示、パンフレットの配布を実施します。

餅つき行事での食中毒予防ポイント！

地域振興係  948-2234  948-2239　 tz-chishin@city.yokohama.jp

第6回 都筑区自治会町内会 川柳コンクール 開催 
自治会町内会川柳を募集します！
　自治会町内会の存在や活動を身近に感じ、地域に住む人々同士が顔の見え
るような「コミュニティ作り」の機会として、年齢や職業に関係なくどなたで
も参加ができる「都筑区自治会町内会　川柳コンクール」を開催します。
　自治会町内会活動を通じて起きた何気ない出来事や、近隣住民との交流な
ど、ユーモアあふれるセンスで表現した川柳作品を募集します。

区内在住・在勤・在学または区内で活動している人
2018年1月11日必着で、川柳作品と ・学生の場合は学校名と学年も

明記し、 か か  ※1人10点まで
※ 区ホームページや自治会町内会などの掲示板のポスターに、募集案内を提示します。
●賞について（予定）：最優秀作品賞1点、優秀作品賞、佳作および特別賞  など
※表彰式は、2018年3月12日（月）を予定しています。受賞者にのみ か にてお知
らせします。

第5回都筑区自治会町内会 川柳コンクール　最優秀作品賞
いざの時　日頃のあいさつ　身を助け

血液検査でのみHIV感染の有無が分かります。
検査は匿名・無料で受けることができます。

★詳しくは9ページ「検診・教室など」をご覧ください。 コムちゃん
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日時・期間　 会場　 対象・定員　 費用　 持ち物　 保育　 申込み　 問合せ　 行事名　 コース　 郵便番号・住所　 氏名（ふりがな）　 電話（番号）
ファクス（番号）　 年齢　 往復はがき（返信面明記）　 返信用はがき持参　 はがき　 Eメール（アドレス）　 ホームページ　 窓口　 当日直接　 先着　 抽選
要予約   ● とある場合は、行事名・〒住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記載。 ●料金の記載のないものは無料。●詳しい内容は各問合せ先へお問合せください。

申込
方法



環境衛生係　 948-2358　 948-2354

　2歳児の特徴や関わり方を知り、イヤイヤ期を乗り越えるヒントにしませんか？
講師：関東学院大学教育学部　こども発達学科教授　土

つちや

谷 みち子氏
12月8日(金)13時30分～15時(13時15分開場) ※2月にも同じ講座を開催予定です。
区役所6階大会議室
2歳～2歳6か月の子の保護者 50人  （2歳以上は保育あり ）

　※0歳、1歳児の保育はありません。保護者が抱っこでお話を聞いてください。
11月13日から

　子育てに不安や悩みのある保護者、周囲で気になる
家庭を見つけた人などいましたらご相談ください。
あなたの小さな心遣いが子どもの未来を明るくします。

●『児童虐待防止パネル展』を実施します。ぜひ、ご来場ください。
11月16日（木）～23日（祝）　 区総合庁舎1階区民ホール

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。

12月15日（金）・18日（月）10時30分～
11時30分（2日間で1コース）

区内在住の離乳食を始めて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

11月15日から会場の中川地域ケア
プラザへ （500-9321）

健康づくり係
948-2350　 948-2354

都筑図書館から

休館日：11月20日（月）・26日（日）
948-2424　 948-2432

●くまさんのおはなし会（12月）
12月14日（木）①10時～10時25分　

②10時45分～11時10分※各回同一内容
2・3歳児と保護者各10組 ※2歳

未満の子は入室不可
11月30日から か

●11月の定例おはなし会
11月15日（水）15時30分～16時
一人でおはなしが聞ける子／

●展示 子育てに絵本を！ 「STOPこども虐待」
ちょっと一息いれたいとき、穏やかな
気持ちになりたいときなど絵本を開
いてみてはいかがでしょう。

11月16日（木）～23日（祝）／

こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309

こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309

 2歳児の子育て講座　
 ～振り回されない子育てのススメ～

届けてください　あなたの声　
～11月は児童虐待防止月間です～

予算調整係　 948-2213　 948-2208／都筑図書館　 948-2424　
　 都筑公会堂　 948-2400／都筑区民活動センター　 948-2237

11月26日（日）は
都筑区総合庁舎臨時休館日です

ネズミにチュ～意!!

　電気設備点検のため、11月26日（日）は都筑図書館・都筑公会堂・都筑区民
活動センターを休館します。終日、庁舎への立ち入りおよび駐輪場・地下駐車
場の利用はできませんのでご注意ください。

　寒くなる秋や冬は、ネズミが屋内に侵入しやすい季節です。ネズミは、レプ
トスピラ症などの感染症やダニを媒介するばかりでなく、配線をかじり火災
の原因になることもあります。

❶エサになるものを片付ける
　ネズミは雑食です。人の食べ物はもちろん、ペットフード、仏壇のろうそ
く、せっけん、園芸肥料の油かすなどもエサにします。かじられないよう、ふ
たが閉まる堅いケースなどにしまいましょう。生ごみも毎日片付け、保管す
る場合はふた付きのごみ箱にしましょう。

❷巣の材料となるものを片付ける
　ネズミは新聞紙や段ボール、ビニール袋などをかじって持ち帰り、巣の材
料にします。不要な物は捨てて室内を整理整頓しましょう。

❸外からの侵入口をふさぐ
　ネズミは指先が入る程
度の隙間で侵入します。隙
間がある場合は、かじられ
ない素材（金たわしやパテ
など）でふさぐと効果的で
す。通気口は、目が細かい
金網を張ると侵入を防げ
ます（通気を妨げないよう
ご注意ください）。また、ネ
ズミがよく通る場所は、体
毛の汚れで黒光りしたこ
すり跡ができるので、侵入
口を探す手掛かりになり
ます。

　なお、区役所では捕獲用のカゴを無料で貸し出しておりますので、ご相談
ください。

都筑区子ども・家庭支援相談 948-2349（月～金曜8時45分～17時 ※12時～13時を除く）
横浜市北部児童相談所 948-2441（月～金曜8時45分～17時15分）
よこはま子ども虐待ホットライン 0120-805-240（24時間フリーダイヤル）

オレンジリボンは子ども
虐待防止のシンボルです

対 策
　最も重要なのは、ネズミが住みにくい環境を作ることです。ネズミにとっ
て居心地のいい家だと、いくら駆除しても次々にネズミが侵入します。

電線の引入口
窓の隙間

外壁の
穴

換気扇
の隙間

ドアの隙間通気口

エアコンの
室外機と

パイプの隙間

▲黒光りした
こすり跡
写真提供：日
本 環 境 衛 生
センター環境
生物部

ネズミの侵入口例

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 11月７日・21日、12月５日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 11月9日・30日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 11月2日・16日、12月7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
（3回1コース）
予約不要

2018年4月頃出産予定の人　
12月1日・8日・15日の金曜13時15分～13時30分受付
／13時30分から教室開始

両親教室
（平日1回コース）
予約制

区内在住で初めての出産を迎える、平日3回コースの両
親教室に参加できない妊婦とパートナー40組
12月22日(金)13時30分～15時30分（13時15分受付開始）
申込み▶11月22日8時45分から

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

11月13日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

11月29日（水）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

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

11月21日（火）午前・24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

12月8日（金）午前→11月9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

11月30日、12月7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

11月24日（金）午後、12月5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

11月24日（金）午後、12月5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

12月8日（金）午前→11月8日～28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

11月10日、12月8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◆11/28（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

【臨時休館のお知らせ】
都筑センター、横浜あゆみ荘、都筑
プールは大規模点検のため、2018年
1月23日（火）～2月1日（木）を臨時休館
とさせていただきます。

◆都筑ふれあいの丘まつり2017
11月12日（日）10時～15時（葛が谷地
域ケアプラザは14時まで）／資源循環
局都筑工場、都筑センター、横浜あゆ
み荘、都筑プール、葛が谷地域ケアプ
ラザ、横浜北部地域療育センター
※ブースにより有料／
◆おはなしのポケット（全2回）
子育て支援グループあっぷりけによ
るおはなし会／11月15日（水）①10時
30分～11時 ②15時～15時30分 ※原
則毎月第3水曜／未就学児と保護者15
組程度 ／
◆おもちゃ図書館
おもちゃの貸し出し／11月17日（金）10
時30分～14時30分 ※原則祝日と第4
金曜以外の毎週金曜実施（貸出カード
の登録が必要）／

休館日◆11/13（月）、12/11（月）
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まつり
11月7日（火）～12日（日）：作品展示・
12日（日）9時～16時：活動発表、体験
コーナー、模擬店、カフェなど ※一部
有料／
◆ハッピー☆クリスマスケーキを作ろう
12月10日（日）10時～12時30分／小学
3～6年生12人 ／800円 ●
◆月面探査機を作ろう
12月2日（土）10時～11時30分／小学
生30人  ※2年生以下は保護者同伴
／500円 ●
◆白菜キムチ作り（全2回）
12月15日（金）15時30分～17時・16日

（土）10時～13時／20人 ／2500円
（全回分） ●
◆手軽でスタイリッシュなクリスマス料理
3品作ります／12月14日（木）9時30分
～12時30分／16人 ／1500円 ●
◆クリスマススワッグ作り
横長の壁飾りを作ります／12月5日

（火）13時15分～14時45分／15人 ／
2500円（材料費含む） ●

休館日◆11/13（月）、12/11（月）
943-9191  943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

行事は11月11日から
◆パワーヨガ3期（全9回）
2018年1月16日・23日、2月6日・20日・
27日、3月6日・13日・20日・27日の火曜 
①9時15分～10時15分 ②10時30分～
11時30分／各60人 ／3600円（全回分） 
●
◆親子体操3期（全9回）
2018年1月26日、2月2日・9日・16日・23
日、3月2日・9日・16日・23日の金曜、①9
時30分～10時30分 ②10時40分～11時
40分／1歳8か月以上の未就園児と保
護者各40組 ／4000円（全回分） ●

◆クリスマスケーキ作り
12月24日（日）10時～12時／20人 ／
1000円 ●
◆和風サンドイッチ
2018年1月21日（日）10時～12時30分／
16人 ／500円 ●
◆しめなわ飾り
12月19日（火）10時～11時30分／16人

／1200円 ●
◆おもちゃの病院（対面修理）
2018年1月13日（土）10時～14時／18点

 ●
◆地区セン食堂
12月15日（金）12時15分～／10人 ／
600円 ●
◆おはなしかいとんことり
11月30日（木）11時～11時30分／未就
園児と保護者25組程度／

休館日◆11/13（月）、12/11（月）
593-8200  593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

行事は開催日初日の1か月前から
か  ※ 要問合せ

◆かんたんおせちを楽しもう
12月5日（火）10時～13時／16人 ※子
ども同伴不可／1500円 ●
◆チーズを美味しく楽しむ
12月19日（火）10時～11時30分／24人

／600円 ●
◆ミニ門松でお正月
12月24日（日）10時～11時45分／16人

 ※子ども同伴不可／2000円 ●
◆子ども手芸教室
毛糸で2018年の干支である戌（犬）のマ
スコット作り／12月23日（祝）10時～11
時30分／小学生20人 ／200円 ●
◆クリスマス親子クッキング
12月10日（日）9時30分～13時／小学
生と親9組 ／1200円 ※兄弟参加の
場合1800円 ●
◆ロビーコンサート
11月11日：ハープ・ソロコンサート・25
日：「なないろ」によるオータム・コン
サート、12月2日：パラグアイハープコ
ンサート いずれも土曜13時30分～
14時30分／

休館日◆11/13（月）・27（月）、12/11（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は11月11日から か
※ 要問合せ
◆鏡餅を作ろう
12月10日（日）10時～12時／高校生以
上10人 ／1000円 ●
◆チョット昔のお正月遊び
2018年1月8日（祝）10時30分～14時 
※昼食付き／小学生15人 ／1000円 
●
◆第26回わびさび塾
露
つゆこもりつき

隠月の茶会セミナー（濃茶・薄茶付
き）／11月23日（祝）13時30分～15時
30分／15人 ／2000円 ●
◆楽しく着物を着ましょう
11月15日（水）13時～15時／女性15人

／1500円 ●
◆いろり端おはなし会
協力：おはなしネットワーク「かたらんら
ん」／11月20日（月）11時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
11月25日（土）、12月17日（日）いずれも
14時～16時／

◆土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／

休館日◆11/2（木）・16（木）、12/7（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

※ 要問合せ
◆サツマイモ掘り
11月23日（祝）9時30分に市営地下鉄
仲町台駅前に集合 ※雨天時は11月25
日（土）に順延／50口 ／1口3株500円

11月11日から か
◆手打ちそばを食べませんか
11月24日（金）11時30分～ ※雨天中止
／40食 ／1人前500円／
◆ノルディックウォーキング体験教室
毎月第2土曜10時～11時30分 ※雨天
中止／15人 ／500円（保険料含む） 
※別途レンタルポール代500円

12月1日までに か
◆犬のしつけ教室
11月11日、12月9日の土曜10時～ ※雨
天中止／犬を連れてご参加ください
／
◆親子のおはなし会
11月15日（水）10時30分～／10組程度
／
◆創作民話の語りと朗読「みちゆきさん」
11月25日（土）15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
◆落ち葉かきと焼き芋
12月2日（土）13時～16時／30人 ／
300円 ●
◆里山の素材でリース作り
12月10日（日）10時～12時／20人 ／
700円 ●
◆ネイチャークラフト作り
11月26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
12月2日（土）9時～12時 ●
◆炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
　（全3回）
12月9日（土）9時～16時：炭材作りと窯
詰め・16日（土）8時～17時：炭焼き・23
日（祝）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

◆里山保全
11月18日（土）・26日（日）10時～12時
30分 ※雨天中止／ 汚れてもよい
服装、帽子、軍手、飲み物／
◆竹工作
11月18日（土）13時30分～15時30分 
※雨天時は11月26日（日）に順延／小
学生以上15人 ／500円

前日までに か を明記し
か

休館日◆11/20（月）
・ 944-0730

〒224-0052  二の丸14

都田公園

◆新春への花木寄せ植え教室
12月7日（木）13時30分～15時／12人

／1500円 （材料費含む）／ 手袋
11月11日から

休館日◆火曜
・ 913-1123

〒224-0003 中川中央一丁目9

都筑の文化　夢スタジオ

◆まちの音楽会 11月
　〜歌とフルートとピアノで奏でる
　午後のひととき〜
出演：アンサンブル・アルストロメリア
／11月26日（日）14時開演／
◆まちの音楽会 12月
　〜声楽家築地先生を囲んで〜
出演：バスバリトン・築

つ き

地
じ

 文
ふ み

夫
お

、ソプラ
ノ・石

い し

田
だ

 奈
な

緒
お

／12月3日（日）14時開演
／

休館日◆11/20（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

行事は11月11日から か
◆ログのクリスマス
　『ゆうさんのショータイム』
マジックショー・パントマイムなど／
12月3日（日）①11時～12時 ②13時30
分～15時／①幼児と親 ②小中学生各
100人 ／200円
◆親子の広場「かもっこくらぶ」
①11月21日（火）保育相談・手遊び ②12
月11日（月）リース作り、いずれも10時
30分～11時30分／未就学児と親①定
員なし ②15組 ／②のみ200円 ●

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

◆フラワーアレンジメント教室
講師：井

いの

上
うえ

 英
え

理
り

子
こ

／12月2日：クリスマ
スリース作り・23日：お正月飾り作り
いずれも土曜10時～12時／各16人 ／
1500円 ※セットの場合は2500円／

はさみ、おしぼり、持ち帰り用の袋
11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

◆第2回うたごえ広場
なつかしい童謡・唱歌、流行歌を歌う
／11月25日（土）13時30分～15時／30
人 ／300円（飲み物代含む）／
◆川和町本格的茶室体験
川和町茶室「山

さん

鳴
めい

庵
あ ん

」で茶道の体験／11
月26日（日）10時～12時／10人 ／800
円（保険料、茶道体験含む） ※中学生
以下は500円／ 履き替え用の靴下

11月25日までに か か を
明記し

休館日◆火・木曜
・ 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

行事は11月11日から か
◆歌CAFE  ギター・ウクレレに
　合わせて歌いましょう
11月27日（月）13時～14時／20人
●
◆今年の冬手編みであったか！（全3回）
ネックウォーマーかハンドウォーマー
／11月17日～12月1日の金曜10時～
12時／10人 ／1000円（全回分） ※
別途毛糸代 ●

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

◆神奈川工科大学鉄道模型展示
いろいろな車両が実際に研修室一面
に張り巡らされた線路を走行します。
模型列車の運転体験もできます／11
月26日（日）10時～16時／

●マークの凡例については8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11月11日～12月10日のお知らせを掲載。
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休館日◆火・金曜
・ 591-7240

〒224-0023  東山田二丁目9-1

東山田中学校コミュニティハウス

◆クリスマスコンサート
トーンチャイムやミュージックベル、
ハーモニカにシャンソンなど。サンタに
トナカイも登場、お菓子と飲み物付き
／12月9日（土）13時30分～15時／

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

加賀原地域ケアプラザ

行事は11月11日から か
◆障がい児・者余暇支援 クッキング
クリスマスのお菓子作り／12月10日

（日）10時～13時／300円／ エプロ
ン、三角巾、布巾 ●
◆すくすくプラザ
　「クリスマスを楽しもう！」
親子で楽しむサロン／12月14日（木）
10時～11時30分／未就園児25人
／100円 ●

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

中川地域ケアプラザ

◆高齢者とうつ
　〜高齢期のうつと認知症の違い、
　知っていますか？〜
講師：精神科医、田園調布学園大学教
授 中

なか

川
がわ

 正
まさ

俊
とし

氏／12月2日（土）10時30
～12時 ※10時受付開始／40人

12月2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
◆弁護士巡回相談会
高齢者の権利擁護について／12月11
日（月）13時30分～16時30分／8組  
●
◆認知症ミニフォーラム
川崎幸クリニックの杉

すぎ

山
やま

先生による
講話「認知症の方への対応について」
と認知症サポーター養成講座を実施
／12月2日（土）13時30分～16時／北
山田地区センター ●
◆障がいって何だろう（全3回）
11月12日（日）：精神障がいについて、
12月16日（土）：知的障がいについて、
2018年1月28日（日）：後見的支援制度
について、いずれも10時～12時／30人

 ●

休館日◆11/27（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

◆冬の定期スポーツ教室 1〜3月
11月18日までに各教室とも ・

生年月日を明記し、 か か  ＊印は
託児あり（事前申込制、有料）。終了時
間表記のない教室は全て60分、対象表
記の無いものはすべて16歳以上 。

大人向け教室
▶火曜（1月9日〜3月27日） 1 火曜卓球
モーニング／9時～10時45分／7500
円／42人 2 バドミントン中級／9時～
10時45分／9700円／33人 3 シェイ
プアップ／11時～／5160円／50人 4

コアトレ／11時～11時50分／7680円／
15人 5 ベリーダンス初級／12時30分
～／1万320円／20人 6 ベリーダン
ス入門／13時45分～／1万320円／20
人 7 らくらくトレーニング＆ストレッ
チ／13時30分～／5160円／50歳以上
40人 8 おきらく体操／14時40分～／
5160円／50歳以上40人
▶水曜（1月10日〜3月14日） 9 ＊ビュー
ティーアップ／10時45分～／4300円
／50人 10 はじめてのフラメンコ／12
時～12時50分／8600円／20人 11 お
となからはじめるバレエ／11時10分～
／8600円／女性25人 12 おなかキュッ
とエクササイズ／12時～12時50分／
5400円／50人 13 いきいき健康体操／
13時5分～／4300円／50歳以上55人
14 ノルディックウオーキング／10時～
11時30分／8100円／20人
▶木曜（1月11日〜3月29日） 15 木曜
卓球モーニング／9時～10時45分／
7500円／70人 16 木曜ピラティス／
9時30分～／5400円／50人 17 姿勢
デザイン教室／9時30分～10時20分
／1万800円／15人 18 わたしのピラ
ティス／10時45分～／1万800円／
12人 19ヨガ／10時50分～／6480円／
50人 20 パワーヨガ／12時～12時50分
／5760円／50人 21太極拳／13時25分
～14時45分／5400円／75人 22 骨盤
底筋エクササイズ／12時～12時50分
／6400円／女性15人 23骨盤エクササ
イズ／13時40分～14時30分／7680円
／女性40人
▶︎金曜（1月12日〜3月30日） 24 バド
ミントンモーニング／9時～10時45
分／9700円／66人 25モーニングヨガ
／9時～／8400円／15人 26＊カラダ
リメイクピラティス／11時30分～／
6480円／50人 27 スタイルエイジン
グケア／12時40分～／6480円／50人 
28 腰痛予防トレーニング＆ストレッチ
／13時50分～／5160円／50人 29フラ
ダンス／13時～／8600円／50人 30 美
☆バランス／14時15分～／6480円／
女性40人 31バドミントンナイト／19時
～20時45分／9700円／55人
このほかにも、親子・子ども向け教室
など、全52教室を開催しています。
詳しくは か で。

休館日◆11/6（月）、12/4（月）
・ 941-9880

〒224-0042  大熊町310

大熊スポーツ会館

◆大熊スポーツ会館まつり
11月23日（祝）10時～14時／

休館日◆11/28（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

◆冬の定期教室のご案内
テニスやサッカーなどのスポーツ教
室や声楽、英会話などのカルチャー教
室など、約200の教室を開催！詳しくは

か で。
11月22日まで

休館日◆月曜
912-7777  912-7781

〒224-0003  中川中央一丁目18-1

横浜市歴史博物館

◆おもしろいぞ！紙芝居
11月25日（土）12時～、13時30分～、15
時～／
◆常設展示室ミニ展示
博物館実習展「こけし」を伝える／10
月8日（日）～11月26日（日）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「ある地侍の戦国・近世」
講師：阿

あ

諏
す

訪
わ

 青
はる

美
み

学芸員／12月10日（日）
14時～15時30分／40人 ／500円／

943-4058  943-1863
〒224-0006  荏田東四丁目10-3
港北ニュータウンまちづくり館内

都筑区社会福祉協議会

◆第22回都筑区社会福祉大会
第1部：講演会「見守り活動から支えあ
い活動へ～あたたかいおせっかいこそ
地域の福祉力～」、講師：田園調布学園
大学教授 村

むら

井
い

 祐
ゆう

一
いち

氏、第2部：社会福祉
功労者に対する顕彰／12月2日（土）13
時30分～15時30分／都筑公会堂／  
◆ささえ愛福祉週間
区社協会員によるパネル展示など／
11月29日（水）～12月2日（土）10時～16
時／区総合庁舎1階区民ホール／
◆障害者週間キャンペーン
作業所の出店や啓発物品の配布など
／12月6日（水）～8日（金）／市営地下
鉄センター南駅コンコース／

休館日◆11/27（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

910-5656  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
11月26日（日）、12月10日（日）・23日

（祝）12時～12時40分／
◆あざみ野アートワゴン
11月15日（水）10時～商品がなくなり次
第終了／
◆あざみ野寄席
　新春！金

きん

原
げん

亭
てい

馬
ば

玉
ぎょく

独演会
2018年1月13日（土）14時開演／80人
／1500円 ※中学生以下は1000円／保
育あり

910-5700  910-5755
http://www.women.city.yokohama.jp/

男女共同参画センター横浜北

◆手編みでつながるニットカフェ
材料を持ち寄り、編み物を楽しむ／
11月17日（金）10時～15時／30人 ／
700円／ ／ 600円（1歳6か月～未
就学児・登録制）、 910-5724

休園日◆火曜
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
◆クリスマスイルミネーション
11月8日（水）～12月25日（月）／正門、
オージーヒルレストラン前など／
◆オリジナルポスターカレンダーを
　プレゼント！
よこはまのどうぶつえん各園で絵柄
が異なり、3枚すべて並べると1枚の
絵になります／12月2日～24日の土・
日曜、祝日および2018年1月2日（火）・3
日（水）／正門付近／100人 ／
◆干支展
戌年にちなみ、ズーラシアで飼育して
いるイヌの仲間を紹介／12月6日（水）
～2018年3月5日（月）／

　　　　　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
◆ポポ☆メイトさんと
　クリスマス工作を楽しもう
12月5日（火）10時45分～11時45分／
30組 ／
◆アレルギーの子をもつ親と
　子どものおしゃべり会♪アレポポ
11月25日（土）10時30分～12時 ●
◆パパといっしょに公園であそぼう！
12月2日（土）10時30分～12時 ※雨天
時は「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）／
◆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
11月18日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組  ●
◆専門相談員によるじっくり相談
12月1日（金）・2日（土）・16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
12月9日（土）・27日（水）いずれも10時
30分～11時30分／入会希望の人10組

 ●
◆ちょっと気になる子の日
　ポポラへようこそ♪
11月18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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都筑区卓球協会　阿
あ

部
べ

・ 593-9904
●クラフト作り
　～クリスマスのチャーム作り～
12月14日（木）9時30分〜10時30分／
くろがね青少年野外活動センター／16
歳以上12人 ／500円 ※材料費別途

11月15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

●第23回都筑区硬式テニス
　シングルス大会
2018年1月14日（日） ※詳細については

11月11日から （http://gron3.sakura.
ne.jp/tudukit/）にて

都筑区テニス協会
090-2918-9891（10時〜19時）

●ダブルケアCafe 2
育児や介護の悩みを抱えている人たち
でお話ししましょう／11月17日（金）11
時〜13時／センター南集会室（市営地
下鉄センター南駅徒歩5分）／10人
※子連れ可／500円（軽食付き）

か （sewayaki@tsuzuki-soudan.
com）

都筑相談窓口　林
はやし

090-5990-0630

募  集
●らくらくピアノを楽しむ会
　会員募集
ピアノが弾けたならと感じているシニ
アの人、参加してみませんか／原則毎月
第2・4土曜9時45分〜11時15分／都田小
学校コミュニティハウス／1か月2000円
／ キーボード

らくらくピアノを楽しむ会
担当　鈴

すず

木
き

　 472-0992

催  し
●都筑自慢の緑道を歩こう！
　～ガイドと共につづきを歩こう No.38～
12月9日（土）※雨天決行／市営地下鉄
センター南駅前広場に9時〜9時30分
集合※仲町台駅解散／約7km（約3時
間）を歩ける人100人 ／300円

12月2日までに （http://tzkgd.com/）
か参加者全員の 、 、この催し
を何で知ったかを明記し （tsuzuki-
guide@hotmail.co.jp）か （〒224-0029 
南山田二丁目24-6-717 「都筑をガイド
する会」No.38 広報係）

都筑をガイドする会　大
おお

橋
はし

090-9088-0286

●クリスマスアレンジ・リース
　特別レッスン（生・プリザ・アート）
11月16日（木）〜12月25日（月）※日曜は
除く／東山田中学校コミュニティハウ
スほか／1回各2500円〜（材料費のみ）

開催日の3日前までに か
本
もと

山
やま

　 ・ 593-2914
●大人から始める本格卓球（全6回）
基礎技術をみがく個別指導付き／12月
18日、2018年1月15日・29日、2月5日・19
日、3月5日の月曜12時30分〜14時30分
／仲町台地区センター／区民または近
隣在住の16歳以上の人45人 ／4500
円（全回分）

11月25日までに都筑区卓球協会　
阿

あ

部
べ

へ と 、卓球歴を明記し

●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8ページをご覧ください。

　9月25日（月）〜27日（水）に区総合庁舎１階区民ホールで動物愛護週間
イベントを開催しました。期間中は獣医師による健康相談、ドッグトレーナー
などによる飼育相談、ペットの防災グッズ
などの展示に加え、ご応募いただいた長寿
ペット78頭と自慢のペット7頭のパネル展
示を行いました。また、初日には品種ごとの
最高齢ペット表彰式も開催しました。
　ご応募、ご来場いただきました皆さん、
ありがとうございました。

　弥生時代の遺跡が残されている「大塚・歳勝
土遺跡公園」は今年、全面開園して20年目を迎
えています。春はお花見に行く人もいると思い
ますが、秋の公園では紅葉が楽しめます。
　隣接する横浜市歴史博物館では11月12日（日）
まで大塚遺跡から出土した土器も展示される

「横浜に稲作がやってきた!?」が開催中。秋の散策にぜひ、お越しください！

秋の大塚・歳勝土遺跡公園 動物愛護週間イベントを開催しました！

都筑区には全国的に
見ても貴重な文化財が
たくさん残されているんで
すよ！さらに古文書や聞き
取り調査などから丁寧に歴
史を読み解いていくことで、
新たな発見に出会うこと
ができるんです。

『図説 都筑の歴史』
編さん委員だより

第●回2

中
なか

西
にし

 望
もち

介
ゆき

 氏

横浜市歴史博物館×都筑図書館×都筑区役所 連携事業
『図説 都筑の歴史』刊行プレイベント

～五輪塔や板碑から中世を読み解く～
◆講師：中西 望介 氏

11月25日（土）10時〜12時
区役所6階大会議室　 先着100人
都筑図書館へ （948-2424）か か ・連絡先、件名に「郷土講

演会」を明記し （948-2432）か （ky-libgyoji14@city.yokohama.jp）　『図説 都筑の歴史』の中世分野は、中西先生を中心に執筆を進めてい
ます。寺社への調査や旧家への聞き取り調査、石造物調査などを精力的
に行い、資料の収集を行っています。そこで新たに明らか
となった事実も盛り込み、作成していきます。

江戸時代の村絵図から中世的な景観を復元するため、
村絵図を正確に読み解いていきます。

茅ケ崎東の寿
福寺を調査し
ました。南北
朝時代に造ら
れた、大型で
立派な板碑で
す。極楽往生
を願って、阿
弥陀三尊の下
には光明真言
を刻んでいま
す。 区民活動係　 948-2238 948-2239

『図説 都筑の歴史』編さん委員 
重永・横田記念板碑研究所 理事

鎌倉時代の都筑郡は幕府直轄領や北条氏の所領が
集中しており、鎌倉の文化が直接伝わった?!
佐江戸町の無量寺にある五輪塔は、群馬県太田市
にある天神山の石材で造られている?!
江戸時代に徳川家康が使用していたとして知られ
る中原街道は、中世から重要な機能を果たしてい
たかもしれない?!

見て  ・感じて・考える　都筑の中世

＊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＊

都筑区版12 2017（平成29）年 1 1 月号
ここまでが です都 筑 区 版


