
　※当日8時からは、横浜市コールセンター （664-2525）にお問い合わせください。

主催・問合せ 都筑区ふるさとづくり委員会 （事務局：地域振興係　 948-2231  948-2239）
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●開会式　●ステージ
●PRコーナー・模擬店
●お囃子　●ふれあい朝市
●福祉保健コーナー
●福祉バザーなど

ご案内
　記載の実施内容は変更となる場合があります。詳しくは10月下旬に
市営地下鉄センター南駅、センター北駅などで配布する「都筑区民まつり
プログラム」をご覧ください。

当日開催のお知らせ
　小雨決行、荒天中止。開催の可否については当日7時から、区ホームペー
ジでお知らせいたします。

注意事項・その他お知らせ
●当日は交通渋滞が予想されます。会場には駐車場がありませんので、

公共交通機関をご利用ください。
●会場内での自転車の走行はご遠慮ください。
●出演、出店の募集は終了しました。キャンセル待ちはありません。
●区民まつり当日は区役所職員・スタッフが写真撮影を行います。撮影した

写真は区ホームページや広報よこはまなどに使用する可能性があります。

センター北会場
芝生広場周辺・噴水広場

センター南
会場
すきっぷ広場周辺・区総合庁舎前 みなきたウォーク

マリノスの「ふわふわ
」

●フリーマーケット（80区画） 
●PRコーナー  ●ステージ  など

●ステージ（噴水広場） 
●お囃子  ●PRコーナー・模擬店
●マリノスのふわふわ（子ども用遊具）

北ステージではバンドやビ
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今年も区民まつりの季節がやってきた！

「区民の手作り」がコンセプト、都筑区の

魅力が詰まったおまつりです。

ぜひ、お越しください！

第23回

113 祝
10時〜15時

小雨決行

大迫力のセンター南ステージ

楽しい体験コーナー

大人気のフリーマ
ー

ケ
ッ

トブ

ー
スは150以上！ あいちゃんも

いるよ！

ストリート風の
みなきた
ステージ
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☎ 948-2323（代表）受付時間：
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編集・発行 ／横浜市都筑区役所広報相談係
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ホームページ
都筑区役所 検索

★10月の土曜開庁日：14日・28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　 211,288人（前月比38人減）
 　区の世帯数 81,592世帯（前月比12世帯減）
※2017年9月1日現在

ゆるキャラグランプリ2017開催中！

ゆるキャラグランプリ2017 検索
つづき あい（都筑区マスコットキャラクター）

投票
してね！

歩数計をその場で
お渡しします！

※本人確認書類をお持ちください

よこはまウォーキングポイント 検索

※
写
真
は
す
べ
て
昨
年
の
様
子
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秋といえば、スポーツの秋？それとも食欲の秋？
図書館でもいろいろな秋を楽しむことができます。
手掛かりになる本がたくさんありますよ！
まずは図書館を利用してみませんか？
0歳の赤ちゃんから6冊、2週間まで本が借りられます。
それでは、都筑図書館の中に入ってみましょう。
おすすめのコーナーや本を紹介します。

　0～3歳児向けの絵本を集
めたコーナー。

　10代向けの本を集めたコーナー。

　絵本・児童書のリストや読み聞かせについての図
書、児童文学の研究書などを集めたコーナー。

　ひとりで読める物語を
集めたコーナー。

　都筑図書館の中に「総合案内」というカウンター
があります。ここには司書がいて、読みたい本が図
書館にあるかどうか、また、調べたいことがある時、
どのように調べたらよいかなど調べるお手伝いを
します。

　都筑区や横浜市、神奈川県に
関する資料を集めたコーナー。
街の歴史を調べてみませんか？

『都筑区制20周年記念誌
未来につなぐ　笑顔のつづき』
都筑区制20周年記念誌編集会議／編

（都筑区制20周年事業推進委員会）

『ぼくの絵本わたしの絵本
0歳から6歳までの絵本ガイド』
石川道子／編著　平田美恵子／編著
湯沢朱実／編著（プランニング遊）

　インターネットや検索機から蔵書を検索・予約をすることができま
す。図書館カードをお持ちの人は、蔵書検索のページからパスワードを
登録し、ログインすると、検索の画面から本の予約をすることができま
す。読みたい本が都筑図書館にない場合も、市内の他の図書館から本を
取り寄せることができます。

●10月の休館日：10月10日（火）　●開館時間：土・日・月曜・祝日 9時30分～17時、火～金曜9時30分～19時
●駐車場：図書館を利用される人は、区総合庁舎の駐車場をご利用できます。駐車場は有料となりますが、図書館で本の借受または、返却する人　
　は30分間無料になります。30分以降は有料です。図書館の窓口で料金減免（30分）の認証を受けてください。

10月15日（日）は市民グループ「都筑図書館から未来を描く協働の会」とともに、
読書に関するイベントをたくさんご用意して皆さんをお待ちしています。

　英語圏の現代小説、児童書の翻訳、本の紹介をされている金原
瑞人氏を講師に招き、本の魅力、翻訳の魅力をお話していただき
ます。

時間  14時～16時（開場13時30分）
会場  区役所6階大会議室
定員  中学生以上60人（受付中）

申込み  都筑図書館カウンターまたは電話かFAX

　都筑図書館の本の中からあなたの
おすすめの本を選んで、「小さなち～
いさな図書館」をつくりませんか？
　終わった後に館内で展示も行います。

時間  10時～11時30分
会場  都筑図書館対面朗読室
定員  小学校高学年以上先着10組

申込み  都筑図書館カウンターまたは
　　　　電話かFAX

展示  10月15日（日）～17日（火）

　区内で読書活動をしているグルー
プをパネルでご紹介します。おは
なし会もあります。
●おはなし会の時間
①10時30分～：おはなしのこみち
②11時30分～：すぎのもりぶんこ

●講師プロフィール
1954年岡山市生まれ。法政大学教授・翻訳家。訳書は

『不思議を売る男』『青空のむこう』『豚の死なない日』
〈パーシー・ジャクソン・シリーズ〉『国のない男』『さよ
ならを待つふたりのために』『月と六ペンス』など500

冊以上。エッセイに『サリンジャー
に、マティーニを教わった』、日本
の古典の翻案に『雨月物語』『仮名
手本忠臣蔵』など。

写真：根津千尋

　区内にある「つづき五山」を皆さんはご存知ですか？実は、都筑図書
館のすぐ近くにも「つづき五山」の1つがあります。この機会にぜひ
訪れてみてください。

　自転車でやってきて紙芝居屋さんが演じる「街頭紙芝居」をご覧になっ
たことはありますか。街頭で演じられる紙芝居は、現在図書館で主に所蔵
しているものとはまた違った味わいがあります。
　秋空の下、世代を越え皆さんで、紙芝居を楽しんでみませんか。

日時 10月28日（土）
　　　 第1回：10時～10時30分　第2回：11時～11時30分

会場 区総合庁舎郵便局側入口横 ※雨天時は区総合庁舎1階区民ホール
出演 岸

きし

本
もと

 茂
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さん（紙芝居／なつかし亭）

街頭紙芝居を見てみよう！

なつかしの街頭紙芝居「かみしばいがはじまるよ」

講演会

ワーク
ショップ

パネル展示・
おはなし会

パネル展示
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 氏 講演会
「本のはなし、翻訳のはなし」

小さなち〜いさな図書館
よむよむ・きくきく
つづきのグループ
〜応援します！つづきの読書〜

「つづき五山」
知っていますか？

『文学効能事典
あなたの悩みに効く小説』
エラ・バーサド／著　スーザン・
エルダキン／著　金原瑞人／訳　
石田文子／訳（フィルムアート社）

区民ホール

本を探すなら総合案内へ

成長に合わせて

調べる

インターネットや検索機でも読みたい本が探せる

まだまだ続く、読書の秋！

10月15日（日）は図書館に集まろう！

「きく・みる・つながる」 〜都筑図書館フェスタ2017〜

（左）『世界スタジアム物語　競技場の誕生と紡がれる記憶』後藤健生／著（ミネルヴァ書房）
（右）『ナッツの歴史』（「食」の図書館） ケン・アルバーラ／著　田口未和／訳（原書房）

蔵書検索のURL ▶ https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/

本の検索はこちらから パスワードの登録はこちらから

　活字の大きな本（大活字本）を集めたコー
ナー。

　本の文字を画面に大きく
映し出して読むことができ
る機械が1台あります。

文字が読みづらくなった人も

都筑図書館のマスコット
「みゃーご」（下）と「ちゅーず」（上）

初めて出会う絵本コーナー

大活字本コーナー

拡大読書器

ティーンズコーナー

児童書研究コーナー

郷土資料コーナー

はじめてものがたりコーナー

『いない いない ばあ』
松谷みよ子／文
瀬川康男／画（童心社）

『おおきな
 おおきな おいも』
赤羽末吉／
さく・え

（福音館書店）

『12歳からの読書案内 金原
瑞人〈監修〉による多感な時
期に読みたい100冊』
金原瑞人／監修（すばる舎）

都筑図書館（区総合庁舎1階） 948-2424　 948-2432

たとえば…

都 筑 図 書 館 へ行こう！

特 集
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都筑図書館から

休館日：10月10日（火）
948-2424　 948-2432
ky-libgyoji14@city.yokohama.jp

◆郷土展示会・郷土講演会「都筑の歴史
〜見て・感じて・考える都筑の中世〜」
講師：中

なか

西
にし

望
もち

介
ゆき

氏（区史編さん委員）
11月25日（土）10時～12時
区役所6階大会議室
100人
10月24日から か か件名に「郷

土講演会」、本文に ・連絡先を明記し
か

【郷土展示会】
11月21日（火）～25日（土）・27日

（月）・28日（火）／
都筑図書館

わがままボディにさようなら！
〜運動指導士によるスリムアップ塾〜

たるんだその身体に別れをつげま
しょう。楽しみながらスッキリボディ
を目指す運動教室です。体力測定も実
施します。お子さんも参加可能！

11月11日（土）13時～14時（12時体
力測定受付開始／50人 ）
※雨天中止（前日13時～17時までに要
問い合わせ）

牛久保公園てっぺん広場　　
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

高次脳機能障害講演会
〜高次脳機能障害の症状と対応〜

講師：横浜市総合リハビリテーション
センター　心理士

11月8日（水）14時～16時（13時30
分受付開始）

区役所6階大会議室
区内在住の人、または高次脳機能

障害の人の家族・支援者80人

事前に か か を明記し
高齢支援担当
948-2306　 948-2490

平成29年度認知症フォーラム
第7期高齢者福祉保健計画・介護保険事業説明会

第一部：認知症について、都筑区の認
知症取組について
講師：認知症フォーラム：都筑区認知
症サポート医　青

あお

山
やま

 洋
ひろし

医師
第二部：横浜市における第7期高齢者
福祉保健計画・介護保険事業の説明

12月1日（金）13時30分～16時30分
都筑公会堂
600人
11月22日までに か を明記

し
高齢支援担当　
948-2306　 948-2490

緑税務署から

緑税務署　 972-7771（代表）
都筑公会堂 ※車での来場はご遠慮く

ださい（公会堂の駐車場は有料）。
●平成29年分　年末調整等説明会

11月8日（水）13時30分～16時（13
時受付開始・用紙配布）／
●消費税軽減税率制度説明会

11月8日（水）10時30分～11時40分
／

横浜環状北西線　東名高速と
第三京浜をつなぐ高速道路を建設中

11月3日（祝）都筑区民まつりで毎年大
好評の北西線PRブース（模型・パネル
展示）を出展します！そのほかにも広
報紙「ほくせいせん（10月号）」をお配
りします。
東京2020オリンピック・パラリンピッ
クに向けて工事が進む北西線に触れ
るチャンスです！ぜひ、ご来場くださ
い。詳しくは

道路局横浜環状北西線建設課　
671-3630　 651-3269

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

北西線建設課 検索

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
10月11日（水）～13日（金）・16日（月）・18日（水） ラグビーワールドカップ2019™紹介パネル展示 区民活動係 948-2238 948-2239

10月12日（木）～18日（水） 感染症パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354
10月15日（日） きく・みる・つながる～都筑図書館フェスタ2017～パネル展など 都筑図書館 948-2424 948-2432

10月17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
10月19日（木）～25日（水） 写真展 予算調整係 948-2213 948-220810月20日（金）～26日（木）
10月26日（木）～29日（日） 人・まち・デザイン賞展示 企画調整係 948-2226 948-2399

10月30日（月）～11月5日（日） 第16回つづき国際交流Cafe（各国紹介ブース） 区民活動係 948-2238 948-2239

11月6日（月）～8日（水） さつきの盆栽展示・地産地消パネル展 浜友さつき会（盆栽） 561-3836 561-3836
北部農政事務所（パネル展） 948-2483 948-2488

11月7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
11月9日（木）～15日（水） 写真の研修と展示 予算調整係 948-2213 948-2208

秋を満喫！親子で巡る
鶴見川流域バスツアー

源流保水の森の散策、治水施設の見
学など、鶴見川流域水マスタープラン
の取組をバスツアー形式で体験。ま
た、源流保水の森で集めた材料を使っ
てリースづくりをします。

11月18日（土）9時～16時20分 ※荒
天中止

小学3年生以上の子と保護者40人
10月31日までに か を明記

し か
鶴見川流域水協議会窓口 アジア航測（株）
044-967-6320　 044-965-0032
mizumasu.tsurumi@ajiko.co.jp

都筑区民活動センターからの
お知らせ

　子育てや仕事が落ち着いたあなた！これからの人生にどんな目標があり
ますか？そのヒントとなるお話を聞き、同じ思いの仲間とつながりませんか。

11月10日（金）・17日（金）・24日（金）、12月2日（土）・8日（金）いずれも10時～
12時（12月2日のみ11時～14時）　 区役所会議室　　

おおむね50～60代の女性20人 （12月2日のみ男性も可100人 ）

11月30日～12月14日の木曜13時30分～16時
区役所会議室 　 本の修理に興味のある人20人

休館日：10月9日（祝）・16日（月）

❶大人の学級50〜60代の女性のための講座（全5回）　
「あなたのドキドキ、今がやりドキ！さあ、これから！わたしの新しいステージ」

❷本の修理ボランティア養成講座（全3回）

都筑区民活動センター　 948-2237　 943-1349

❶❷とも か か を明記し
※詳細についてはホームページ、チラシおよび募集要項をご覧ください。

都筑消防署予防係　 ・ 945-0119

11月9日（木）〜15日（水） 秋の全国火災予防運動
「火の用心 ことばを形に 習慣に」（本年度防火標語）

　昨年よりも火災が増加しており、電気関係からの出火が多い傾向です。配
線やプラグは定期的に点検・清掃し、たこ足配線はしないようにしましょう。

●ストーブの上に洗濯物を干すと、洗濯物が落下する恐れがあります。
●�電気ストーブをつけたまま寝てしまうと、ずれた布団が接触することがあります。

　住宅火災による死者の約6割が65歳以上の高齢者です。そのうちの半数以
上の人が逃げ遅れて亡くなっています。
●�住宅用火災警報器は、昼夜を問わず火災を早期に発見し警報音で知らせま
す。火災の早期発見で、逃げ遅れを防ぎ命を守ります。
●�古くなった警報器は電池切れや部品の寿命で正しく作動しなくなってし
まいます。定期的に点検し、10年を目安に交換しましょう！

都筑区の今年の火災傾向

ストーブを使う季節は次のようなことに注意しましょう

設置しよう！点検しよう！住宅用火災警報器

庶務係　 948-2212　 948-2208

❶市内で震度5強以上の地震が発生した場合に開設される。
❷ 自宅が倒壊や焼失をしてしまい住めなくなったとき
　などに、避難生活を送ることができる。
❸最低限の水と食料などを備蓄している。
❹安否情報、被害情報などの収集・伝達を行う。

「地域防災拠点訓練」にご参加ください！
　市では、震災時の避難所として小・中学校を選定し、地域防災拠点に指定し
ています。区内では27か所の拠点があり、各拠点の運営委員会が主体となり

「地域防災拠点訓練」を実施しています。避難所（地域防災拠点）をどのように
開設・運営し、避難生活を送るのかを確認する機会として、該当する拠点の訓
練にぜひご参加ください。
※各拠点の訓練日などの詳細はホームページに順次掲載します。

震災の被害を最小限に抑えるためには、地域の皆さんと行政が
連携し、災害対応力を高めることが大切です

都筑区 平成29年度 地域防災拠点訓練 検索

地域防災拠点の主な役割とは？
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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



区民活動係「ウォークラリー申込み係」　 948-2236　 948-2239

つづきウォーク＆フェスタ
11月23日（祝）9時〜15時�

※障害のあるお子さん、出生前のお子さんの利用を希望する人、市外の保育所に申請し
たい人は、申請方法が異なります。詳しくは利用案内をご確認ください。
横浜保育室、認可外保育所、幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）は直接施設にお申
し込みください。

●ウォーク（よこはま健康スタンプラリー対象事業）
センター南駅前すきっぷ広場にて9時～10時受付後、順次スタート
コース：スタート→牛久保公園→横浜国際プール→徳生公園→都筑民家園→
横浜市歴史博物館→ゴール（約7㎞）※一部に階段や起伏があります。 

500円　参加特典：ふるまいスープ、完歩賞
11月10日までに か参加者全員の ・参加者人数を明記し

●フェスタ
ゴール地点のセンター南駅前すきっぷ広場にて、中学生によ
る吹奏楽演奏、高校生によるダンス・バトン演技を行います。

都筑図書館から

休館日：10月10日（火）
948-2424　 948-2432

●絵本をよんであげますよ〜
つどおうJ

ジ ジ バ バ

iJiBaBa隊の皆さんによる
絵本の読み聞かせ。

10月21日(土)10時30分～12時／
●くまさんのおはなし会（11月）

11月9日(木)①10時～10時25分 ②
10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

10月26日から か
●10月の定例おはなし会

10月18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
いっしょに楽しく遊びながらの体操

11月17日（金）・20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
10月17日10時から会場の加賀原地

域ケアプラザへ 944-4641
健康づくり係
948-2350　 948-2354

おやこで楽しむおいしい
おはなしの会（予約制）

絵本の読み聞かせです。実際におはな
しに出てきたものを使ったお料理を食
べてみよう（アレルギーのある人は申
込時にご相談ください）。

11月29日（水）15時～15時45分（14
時45分受付開始）

区内在住・在園の3歳～未就学児と
親20組

手ふきタオル
区役所1階福祉保健センター保健相談室
10月11日から か
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

つづきウォーク＆フェスタ 検索

※雨天中止、詳細は をご覧ください。

保育運営担当　 948-2463　 948-2309

●認可保育所 ●認定こども園（保育所部分）●家庭的保育事業
●小規模保育事業 ●事業所内保育事業（地域枠）の

利用を希望される人は、お住まいの区役所に申請してください。

2018年4月から認可保育所などの利用を希望される方へ

利用案内配布日と申請締切日のお知らせ

都筑区連合町内会自治会（事務局：地域振興課）　 948-2231　 948-2239
tz-suishin@city.yokohama.jp（自治会町内会加入届専用メール）

10月は都筑区自治会町内会
加入推進月間です
　10月はお住まいの地域の自治会町内会役員が加入のお願いに訪問する
場合があります。活動内容を自治会町内会役員に聞いていただき、自治会町
内会への加入についてご検討ください。地域振興課もお住まいの地域の自
治会町内会へお取次ぎいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

つづきＭＹプラザ  914-7171  914-7172  my-plaza@tsuzuki-koryu.org

東京2020オリンピック・パラリンピック関連 国際交流事業
日本とイギリス文化の融合

　横浜国際プールが東京2020オリンピック英国代表
チームの事前キャンプ地になります。この講座では日
本とイギリス両国の「お茶の文化」に焦点をあて、さま
ざまな国の人とともに“おもてなしの心”を学びます。
互いの文化を尊重し、両国の文化の融合を楽しみます。

11月19日(日)13時～15時30分（10時〜12時は茶道具・茶室のしつらえを
どなたでも自由に見学できます）　 都筑民家園

この講座に興味のある中学生以上の人30人
10月20日までに下記へ か か ・応募動機・年代を明記し

アフタヌーンティー：山
や ま

根
ね

 ユミさん（ミセスグレースティースクール主宰）
茶の湯：江

え

野
の

畑
はた

 早
さ

苗
なえ

さん（裏千家 教授）
煎茶：山

や ま

腰
こ し

 直
な お

子
こ

さん（日本茶インストラクター）

3種類のお茶をとおして知る、伝統の魅力

●プログラム

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 10月10日・24日、11月7日の火曜12時〜13時30分受付
1歳6か月児 10月12日、26日、11月9日の木曜12時〜13時30分受付

3歳児 10月5日・19日、11月2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3月頃出産予定の人　
11月10日・17日・24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40組
11月25日(土)10時～12時（9時30分受付開始）
申込み▶10月25日8時45分から 　

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

10月16日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

10月31日（火）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

10月24日（火）午前・27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

11月20日（月）午前→10月23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

10月12日・19日・26日、11月2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

10月10日（火）午前・27日（金）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。

禁煙相談
予約制

10月10日（火）午前・27日（金）午後
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

11月20日（月）午前→10月20日〜11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

10月13日、11月10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

●10月13日（金） 利用案内配布開始�
配布場所：区役所、行政サービスコーナー、子育て支援センターポポラ
※区ホームページからもダウンロードできます。 ※申請用の雇用証明書・就労申
告書は、10月2日（月）から区役所または区ホームページで配布・配信します。

●11月10日（金）（消印有効） 区内在住の人の申請締切
※郵送でお申し込みください。　
※現在、保留になっていて、平成30年度の利用を希望する人は改めて申請が必要です。

●2018年1月下旬 結果通知�発送予定
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休館日◆10/31（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は10月11日から か
※対象は全て市内在住・在学・在勤者

要問合せ
◆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／
◆乳がん講座〜自己触診法と体験談〜
10月30日（月）9時30分～11時30分／
30人 ／ 10人  ●
◆はじめてのウクレレ教室（全4回）
11月2日・9日・16日・30日の木曜10時～12
時／18人 ／2000円（全回分）  ●
◆珈琲鑑定士のコーヒー講座（秋）
11月8日（水）14時～16時／10人 ／
1000円  ●
◆まが玉づくり
11月18日（土）①9時30分～11時45分 
②13時30分～15時45分／各30人
／550円  ●
◆木

もく

育
いく

＆木工作教室
11月26日（日）10時～12時／8人 ／
1000円  ●  ※木材や木の粉などア
レルギーの人は、申込み時にお知らせ
ください。
◆かんたん！ひとりごはん
11月25日（土）10時15分～13時30分／
料理ができない60歳以上の人9人
／500円  ●

休館日◆10/10（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
◆パパと体育室で思いっきり遊ぼう！
11月11日（土）10時30分～11時30分／
かけっこができる頃～未就園児と父
親30組 ／300円  ●
◆おんがく広場がやってくる
　0歳からの親子リトミックコンサート
11月25日（土）／13時30分～14時20分
／幼児と保護者30組 ／800円 ※追
加1人300円  ●
◆吊

つ

るし雛を作りましょう（全5回）
雛人形を5体つくります／11月20日、
12月4日・18日、2018年1月15日、2月5
日の月曜9時30分～11時45分／20人

／3500円（全回分）  ●
◆クッキング講座
　「中華菓子のマラカオとアンニンスー」
11月27日（月）9時50分～13時／12人

／1500円  ●

休館日◆10/10（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10月11日から
◆つくりおきの基本おばんざい
11月20日（月）10時～12時30分／20人

／1200円  ●
◆脳活アロマ講座
11月24日（金）10時～11時30分／16人

／700円  ●
◆パソコンカフェ
11月28日、2018年1月23日、3月27日

の火曜13時～14時30分／20人 ／
◆親子スタンプラリー！
　地域でゆっくりみんなで子育て
11月22日（水）・29日（水）、12月6日（水）・
25日（月）、2018年1月17日（水）・31日

（水）、2月7日（水）いずれも10時～12時
／未就園児と保護者20組   ●
◆ジュニア体操後期（全8回）
12月5日・12日・19日、2018年1月16日・
23日、2月6日・20日・27日の火曜15時
30分～17時／3歳～未就学児30人
／3800円（全回分）  ●
◆メイクセラピー
11月27日（月）10時～11時30分／16人

／600円  ●
◆ままくらぶクリスマスケーキ作り
12月4日（月）10時 ～11時40分 ／1歳 ～
未就園児の母15人 ／800円／ 400
円 ●
◆大人の折り紙教室
12月2日（土）10時 ～11時30分 ／16人

／500円  ●

休館日◆10/10（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

◆北山田地区センターまつり
10月29日（日）10時～15時／
◆センターまつり　親子人形劇
10月28日（土）14時～15時／100人   

10月14日から
◆寒さに負けない！体を温めるごはん
11月10日（金）10時～13時／16人
※子ども同伴不可／1200円  ●
◆ズンバ＆ラフターフィットネス（全3回）
初心者向け／11月17日、12月1日・15日
の金曜13時15分～14時30分／20人

／1500円（全回分）  ●
◆楽しく作ろう 初めての離乳食
11月11日（土）10時～12時／4～6か月
の子の保護者15人 ／700円  ●
◆サンタさんを呼ぼう　ランプシェード
12月3日（日）／9時30分～11時30分／
年長～小学生20人  ※未就学児は保
護者同伴／500円  ●
◆素敵な壁飾り「クリスマススワッグ」
11月28日（火）10時～11時30分／16人

 ※子ども同伴不可／2500円  ●
◆ロビーコンサート
10月7日：「MIA＆NOA」（ピアノ連弾）・
21日：「アロハウェーブ都筑」いずれも
土曜13時30分～14時30分／

休館日◆10/10（火）・23日（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は10月11日から か
◆遺跡オーガニックマルシェ
10月14日（土）・15日（日）10時～16時  
※荒天時は10月21日（土）歴史博物館
玄関前にて縮小開催／
◆第10回あそびフォーラム
10月22日（日）11時～15時／
◆七五三着物を着て自撮りをしよう
11月12日（日）10時～15時／7（女）・5

（男）・3（女）歳の子15人 ／3500円
10月１7日14時から  ※空きがあれ

ば18日以降に か
◆手打ちそば講習会
11月25日（土）9時30分～13時／高校
生以上28人 ／1000円  ●

◆テーブルコーディネート＆オモヤカフェ
11月3日（祝）・4日（土）10時～16時／
300円～／
◆楽しく着物を着ましょう
10月18日（水）13時～15時／女性15人

／1500円  ●
◆いろり端おはなし会
協力：かたらんらん／10月16日（月）11
時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
10月28日（土）14時～16時／

休館日◆10/5（木）・19（木）、11/2（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆手打ちそばを食べませんか
10月27日（金）11時30分～ ※雨天中
止／40食 ／1人前500円／

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
◆里山まつり2017
コンサート、餅つき・竹細工体験や模擬
店など／10月22日（日）11時～15時（コ
ンサートは12時30分～）／
◆サツマイモ掘り体験
11月18日（土）10時～12時／30人 ／
300円  ●
◆秋の植物観察会・紅葉
11月19日（日）9時～12時／300円  ●
◆炭焼き体験（宮谷戸窯）（全3回）
11月11日（土）9時～16時・18日（土）8時
～17時・25日（土）9時～12時／1000円

（全回分） ※昼をはさむ活動日は昼食付
き ●
◆生物多様性勉強会（全5回）
11月12日、12月10日、2018年1月21日、
2月11日、3月11日の日曜12時30分～16
時／各300円（資料代含む）  ●

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
10月29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／
◆野の花ウォッチング
10月28日（土）10時～11時30分 ※雨天
中止／15人 ／300円

10月27日までに か を明記
し か

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

◆都筑少年少女合唱団で輝こう！
毎月第2・4水曜18時～19時30分 ※変
更あり／小・中学生／1か月2000円／
◆朗読ワークショップ
講師：森

も り

田
た

 等
ひとし

／10月14日（土）・20日
（金）・28日（土）、11月3日（祝） ※金曜・祝
日：18時30分～20時、土曜：15時～16時
30分／小学生以上／ 動きやすい服
装、上履き／1か月3000円／

休館日◆10/16（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

◆落ち葉ひろい
11月8日（水）15時30分～16時30分 ※
雨天時は12月6日（水）に順延／中学生

以下 ※幼児は保護者同伴／
◆親子の広場 「かもっこくらぶ」
①11月2日（木）10時30分～11時：おは
なし会 ②6日（月）10時30分～11時30
分：木の実で楽器作り ③21日（火）10時
30分～11時30分：保育相談／①③無
料／   ②200円

②のみ前日までに 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

◆勝田小学校コミュニティハウス
　文化祭
10月15日（日）9時～16時 ※雨天実施
／
◆こどもアート教室（全5回）
講師：柏

かしわ

崎
ざ き

 久
ひ さ

恵
え

／11月18日、12月9日、
2018年1月20日、2月17日、3月17日の
土曜10時～12時／幼児～小学生16人

 ※幼児は保護者同伴／1500円（全
回分）、別途材料費1回300円／ 要問
合せ

10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

行事は10月11日から か
◆川和町茶室庭園の清掃活動・薄茶体験
11月12日（日）10時～12時／10人
※小学生は保護者同伴／500円（薄茶
体験）／ 要問合せ  ●
◆男の健康体操教室  後期（全5回）
11月1日・15日・29日、12月6日・20日の水
曜10時～11時15分／20人 ／1500円

（全回分）、別途1回400円  ●
◆第5回  川和健康フェスタ
骨密度・血管年齢などの健康チェック／
11月8日（水）13時30分～15時30分／

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

◆コミュニティ・フェスタ2017
見て・聴いて・楽しもう！人形劇、サーク
ル発表、模擬店、健康ヘルスチェック、
ワークショップなど／11月11日（土）10
時～14時／
◆おはなし会
11月18日（土）11時～11時30分／

休館日◆火・木曜
・ 941-9522

〒224-0053  池辺町2831

都田小学校コミュニティハウス

◆第12回　都田小コミハウまつり
11月12日（日）9時～15時／
◆みんなで遊ぼう（英語で遊ぼう）
10月27日（金）10時30分～12時／親
子20組 ／300円

当日までに か

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10月11日から か
◆心と体のゆったり体操（全3回）
普段使わない所を刺激／10月30日、
11月27日、12月25日の月曜10時～11
時30分／1500円（全回分）  ●
◆おはなし会
10月23日（月）①11時～11時30分：親子 
②15時30分～16時：親子・小学生／
◆親子リズムあそび（全12回）
10月13日から月2回の金曜、1部：10時
～10時55分、2部：11時～11時55分／満
2～4歳の子と保護者各25組 ／3600
円（全回分）  ●

●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10月11日～11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

行事は10月11日から か
◆東山田の今と昔の講演会
講師：栗

く り

原
は ら

 満
み つ

直
な お

氏／11月20日（月）13時
30分～15時30分／東山田町公民館／
50人 ／300円  ●
◆つるし雛をつくろう（全7回）
11月30日、12月7日・14日、2018年1月18日・
25日、2月8日・22日の木曜13時30分～15
時30分／5人 ／4500円（全回分） ●

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

加賀原地域ケアプラザ

◆第4回　文化祭
11月25日（土）10時～14時 ※ 要問合
せ／

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

新栄地域ケアプラザ

行事は開催日前日までに か
◆税理士による講座＆個別無料相談会
10月28日（土） 講座：13時30分～、個別
無料相談会：14時45分～／講座30人

、相談会6組 （1組30分）  ●
◆精神保健福祉講座
高次脳機能障害について／11月5日

（日）10時～12時／30人   ●

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
◆障がいって何だろう
11月12日（日）10時～12時／30人  ●
◆ほっと茶屋  介護者のつどい
10月24日（火）13時～14時30分 ※毎月
第4火曜／介護者および介護を終えら
れた人／1回100円  ●
◆高齢者に関する出張相談会
10月15日（日）10時～16時／北山田小
学校コミュニティハウス／

914-8290  913-5407
〒224-0001  中川二丁目8-26

ワーク中川

◆わくわくフェスタ
パン作り・工作教室、動物園など／10
月28日（土）10時～14時／  ※パン作
り教室のみ7組

10月11日から

休館日◆10/16（月）・30（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

【臨時休館のお知らせ】
10月16日（月）は照明設備の緊急工事の
ため、臨時休館とさせていただきます。

◆横浜元気！！スポーツ・レクリエー
　ションフェスティバル2017
オリンピック出場の元体操選手、鶴

つ る

見
み

虹
こ う

子
こ

さんの体操教室、親子でスポーツ

チャンバラ、筋膜リリース＆ヨガ、元気
はつらつ教室、パフォーマンス発表会、
体力測定会、ダーツ体験会やバルー
ンアート、工作ひろばなど、子どもから
大人まで楽しめます！トレーニング室
無料開放も／10月29日（日）9時～17時  
●
◆ワンデープログラム（事前申込制）
各プログラムとも開始30分前から当日
本人受付（水曜ズンバは15分前）。16歳
以上＊印は託児あり

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、参加定員40人）
▶水曜（10月11・18・25日、11月1・8日） 
①＊水曜ズンバ／9時～9時45分 ②＊
ポル・ド・ブラ／9時55分～10時40分 ▶
金曜（10月13・20・27日、11月10日） ③＊
金曜ズンバ／10時35分～11時20分 

スポーツタイム（90分間）
▶火曜（10月10・17・24・31日、11月7日）
④バスケットボールタイム／19時15分
～／600円／50人 ⑤バレーボールタ
イム／19時15分～／500円／24人 ▶
金曜（10月13・20・27日、11月10日） ⑥
金曜エンジョイ個サル／21時～／600
円／50人 ▶土曜（10月14・21・28日、11
月4日） ⑦土曜エンジョイ個サル／21
時～／600円／50人

10月は無休
592-0453  592-1402

〒224-0021  北山田七丁目3-1

横浜国際プール

◆当日参加プログラム開催（520円〜）
▶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～
◆球技タイム開催（520円〜）
▶月曜：中高生限定バスケットボール
／19時20分～20時10分 ▶水曜：バ
レーボール／20時15分～21時30分 
▶木曜：個人ミニサッカー／20時15分
～21時30分 ▶土曜：早朝テニスタイ
ム。7時30分～9時30分、フットサル
／17時30分～19時30分
※その他多数教室開催中！

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

info@tuzuki-shakyo.jp

都筑区社会福祉協議会

◆知って安心！成年後見準備講座
　〜障がいのある子どもの為に
　今からできること〜
講師：横

よ こ

尾
お

 佳
よ し

子
こ

氏（行政書士）、成年後

見制度の紹介や制度を利用する前に
「どんな準備ができるのか」など／10
月31日（火）10時30分～12時30分／
50人

前日までに （住所は居住区の
みで可）を明記し山本宛に か
◆災害ボランティアセンター運営
　シミュレーション訓練
災害ボランティアセンターの機能紹介
および体験／11月25日（土）14時～16
時30分／70人

10月11日から か

休館日◆10/23（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

910-5656  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
10月22日（日）12時～12時40分／
◆アトリエの洋服屋さん
カラービニールですてきな洋服を
作って大変身／10月22日（日）14時～
16時／300円（材料費含む）／
※未就学児は保護者同伴
◆寄席  落語・講談・浪曲
　三者三様女性芸人そろい踏み演芸会
三
さ ん

遊
ゆ う

亭
て い

粋
す い

歌
か

（落語）、神
か ん

田
だ

 京
きょう

子
こ

（講談）、
瑞
た ま

姫
き

（浪曲）、マジックジェミー（マジッ
ク）／11月25日（土）14時～（13時30分開
場）／190人  ※未就学児の入場不可
／2500円（前売り）

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

男女共同参画センター横浜北

◆アートフォーラムフェスティバル
市民グループによる手作りショップや
ランチ販売、親子イベントなど／10月
22日（日）10時～16時／  ※一部有料
／ 600円（1歳6か月～未就学児・登録
制）、 910-5724

休園日◆11/7（火） ※10月は無休
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
◆ズーラシアハロウィン
園内を装飾！／10月1日（日）～31日（火）
／

◆ハロウィン特別ガイド
飼育員がかぼちゃを動物にプレゼン
ト！参加者にはズーラシアオリジナル
キャンディをプレゼント／10月28日

（土）・29日（日）10時～：スマトラトラ、
11時～：インドゾウ、11時30分～：ホッ
キョクグマ、14時～：チンパンジー、終
日：ミーアキャット（写真スポットのみ）

　　　　　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
◆なるほどトーク
　「初めての集団生活に向けて」
11月4日（土）14時15分 ～15時30分 ／
来春年少・年中に入園予定の人6組   
●
◆秋のおはなし会
11月16日（木）10時15分～11時35分／
1歳以下の子と親12組   ●
◆パパといっしょに公園であそぼう！
11月4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）／
◆横浜子育てサポートシステム
　出張入会説明会
10月20日（金）：加賀原地域ケアプラザ・
28日（土）：東山田地域ケアプラザ、11
月21日（火）：親と子のつどいの広場
すくすくサロン・25日（土）：つづきの
丘小学校コミュニティハウス・28日

（火）：新栄地域ケアプラザ、いずれも
10時30分～11時30分／各会場とも15
組   ●
◆横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
11月11日（土）・22日（水）いずれも10時
30～11時30分／10組   ●
◆専門相談員による子育て相談
10月21日（土）10時～16時、11月4日（土）
10時 ～12時・7日（火）10時 ～16時 ／ 未
就学児とその家族  ●
◆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
10月21日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組   ●

　障害のある人もない人も一緒に芋ほりや露店で楽
しもう！
※詳細は か か区ホームページをご覧ください。
日時 10月22日（日）10時～14時
会場 JA横浜きた総合センターグラウンド・隣接農地

　　　※雨天時は29日（日）に順延

● 第23回 『福祉農園』●

都筑区社会福祉協議会　 943-4058　 943-1863
障害支援担当　　　　　 948-2316　 948-2490問合せ

＊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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090-9088-0286
http://tzkgd.com/

●「優しい人間関係」講座
ケアストレスカウンセリングに学ぶ／
10月28日（土）①10時30分～②13時30
分～／500円／各30人 ／

都筑公会堂　 948-2400
http://都筑公会堂.jp/

●有料老人ホームってどんなところ？
10月22日（日）11時～／ライフ＆シニア
ハウス港北／

ワーカーズ・コレクティブ円
まどか

　近
こん

藤
どう

・ 911-8164
●障がい児・者　外出支援のための

ガイドボランティア講座
10月26日（木）／かけはし都筑／

ふれあい都筑
943-1266　 943-1051
kaig-freaituzuki1266@cube.ocn.ne.jp

●幕末勤番　下級武士の生活と食
11月25日、12月2日の土曜／横浜市歴

史博物館／  ※詳細は横浜市歴史博
物館

横浜市歴博もりあげ隊
080-4896-4677

●家事家計講習会
11月11日（土）13時45分～／都筑公会堂
／

東京第四友の会 あざみ野方面 三
み

浦
うら

・ 592-7283
●ハイキングクラブ会員募集
毎月1・2回実施／

都筑ハイキングクラブ　宇
う

佐
さ

美
み

・ 592-7754
usamim@nifty.com

●スペイン人によるスペイン料理の
試食

11月11日・18日の土曜／〒224-0062葛
が谷6-36原ビル202／1000円／

エッヴィーヴァ国際文化センター　
050-5809-9710（平日10時～14時）
evviva.jp

●都筑オーケストラ
　第31回定期演奏会
10月22日（日）14時開演（13時30分開
場）／都筑公会堂／区役所売店にて前
売券（500円）を販売

都筑オーケストラ　加
か

藤
とう

941-4453
●第十回記念　詩吟発表会
10月17日（火）10時～16時／
横浜市歴史博物館／100人 ／

都筑区詩吟協会　 941-8636
●大人のための英会話・韓国語入門

講座
10月28日（土）英：15時～、韓：13時30分
～ ※各1時間／都筑公会堂／

国際文化交流協会　前
まえ

田
だ

090-6489-2803
●第15回つづき国際交流Caféを開催
11月5日（日）10時～15時／区総合庁舎
１階区民ホール／

カフェ実行委員会　馬
ば ん

塲
ば

k-bamba@mtg.biglobe.ne.jp
●第66回M.L.T杯（女子テニスダブルス）
11月10日・17日の金曜9時～／長坂谷公
園第二／

ラケットショップ　オープンスクエア
988-0633

●ダブルスバドミントン大会（年齢別）
11月5日（日）8時～／都筑スポーツセン

ター／ （10月18日まで）
都筑区バドミントン協会　持

もち

増
ます

090-2677-3760
http://www.tsuzuki-badminton.org/

●アロマ教室Ｃ
11月28日、12月5日の火曜／くろがね
青少年野外活動センター／

くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

●都筑写真倶楽部「第11回4人展」
10月19日（木）～25日（水）9時～17時
※19日は12時～、25日は16時まで／区
総合庁舎１階区民ホール／

上
か み

村
む ら

　 ・ 941-7625
●都筑区三曲協会第20回定期演奏会
11月5日（日）12時～15時30分／都筑公
会堂／

都筑区三曲協会　増
ます

倉
くら

473-1368
●Yokohama丘の手SoundBreeze 

2017
10月22日（日）10時30分～16時／セン
ター北芝生広場／

都筑軽音協会　佐
さ

波
なみ

090-3044-7393
●源義朝側近の鎌田正清と東山田散策
10月28日（土）9時市営地下鉄北山田駅
前集合（約7㎞）／100人 ／300円／

都筑をガイドする会　大
おお

橋
はし

●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。

都筑区
地区センター
館長だより

第●回2

中川西地区センター
赤
あ か

木
ぎ

 美
み

得
え

子
こ

館長

「みどりと笑顔とふれあいと」が
いっぱいの中川西地区センターへ

　市営地下鉄中川駅から遊歩道を歩いて3分、
晴れた日には窓から美しい富士山を見ること
ができる緑豊かな高台にあります。1階ロビー
には50席以上のいすとテーブルがあり、新聞
や本を読む人、カードゲームで盛り上がる子
ども達、おしゃべりを楽しむ人達でいつもに
ぎわっています。

● スポーツ、音楽、料理、手工芸などたくさんのグループが楽しく活動中。仲間に入る
もよし、仲間と始めるもよし、退職後の男性が「さあ、何して楽しもう！」とわくわ
くしながら集まるサークルもできました。

● 地域ボランティアによる「街の寺子屋」や学習教室「葦
あし

の会」など子ども達の豊かな
学びと体験を支援する活動も始まりました。子どもも大人
も一緒に楽しく学び、遊び、つながって、安心して過ごせる
居場所になっています。

● 一般書・児童書・絵本・雑誌など1万冊以上の本がある図書
コーナー。読みたい本が貸し出し中でも予約できるので、
話題の本が早く借りられると喜ばれています。

施設内ロビー

「街の寺子屋」
クリスマス
クッキー作り

施設外観

中川西地区センター
〒224-0001  中川二丁目8-1

912-6973　 912-6983

横浜市営地下鉄ブルーライン

中川西
地区センター

ワーク中川

中川地域ケアプラザ

中川駅

烏山公園

中川駅入口

中川

サントゥール
中川

至あざみ野

至246号
　新石川交差点

至すみれが丘

至柚の木 至センター北

皆さんの
笑顔と元気が私達の原動力。
何か始めたいなと思ったら
ぜひ、地区センターへ。
楽しいことを一緒に
見つけましょう！

　7月21日（金）～8月26日（土）に小中高生を
対象とした夏休みボランティア体験「はぁと
deボランティア」を実施しました。
　10年目である今年度は、小学5年生～高校3
年生の総勢230人の挑戦の夏になりました。
　学校も年齢も違う、初めて出会う人たち
に緊張しながらも、ボランティアとして自分
にできることを考え、体験することで、子どもたちは大きく成長しました。
また、サポートした大人にとっても、子どもたちや地域の可能性に気づく
きっかけになりました。

小学5年生～高校3年生が、夏休みに地域で大活躍！

修了証を受け取った子どもたち

＊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 0 月号
ここまでが です都 筑 区 版


