
　8月は夏休み！家族や子ども同士で遊びに行く機会も増えてきます。
遠出するのも楽しいけれど、身近なお祭りにも遊びに行ってみませんか？
ここでは都筑区で行われているお祭りの一部を紹介します。

自分の住んでいる地域のイベントに参加しよう！

問合せ  広報相談係　 948-2223　 948-2228

　えだきん夜店市は遊
歩道で行うので子ども
や高齢者も安心。屋台
も出るので、気軽に遊
びに来てください。商
店街プロレスを間近に
みるチャンス！音の迫
力なども楽しめますよ。

日　時 8月26日（土）15時～20時
　　　 ※小雨決行、荒天中止
会　場 茅ケ崎南かきのき公園周辺

　　　　　「中の瀬」バス停から徒歩約4分

日　時 8月26日（土）・27日（日）15時～21時
　　　 ※小雨決行、
　　　　 荒天中止
会　場 かりん公園

　　　　　「見花山」バス停
　　　　  から徒歩約6分

日　時 8月23日（水）15時～20時
　　　 ※小雨決行、荒天中止
会　場 えだきん商店街遊歩道

　　　　　「折田公園前」バス停から徒歩約3分

迫力満点！商店街プロレス

お祭りを通じて
地域の人たちが協力し合う

住民同士の親睦を深める
手作りの夏祭り

　見花山夏祭りは、まちづくり理念である“子
どもたちにふるさとを”“大人たち同士の顔の
見える関係を”実現できるよう、地域の人たち
で協力して楽しみながら作る「手作りの夏祭
り」です。ぜひ遊びに来てください！

見花山自治会
ふれあいの丘連合自治会
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　地元住民で協力して
親睦を深めるためのお
祭りです。子どもから
大人まで楽しめるたく
さんの模擬店やさまざ
まなパフォーマンスを
開催。夏休み最後の思
い出にぜひ遊びに来て
ください！

ここ
がオススメ！

ここ
がオススメ！

ここ
がオススメ！

　自治会町内会や商店街連合会が
主催する催し以外にもいろいろな
イベントがあります。施設からのお
知らせページでは毎月、都筑区の区
民利用施設で行われるさまざまな
イベント情報を掲載しています。

● 星空のコンサートVol.19
　（▶12ページ）
　星空の下でクラシック
を聴いてみませんか？
日　時 8月26日（土）

　　　 18時30分開演

● 都筑区イベントカレンダーで
　お出かけスポットをチェック！
　都筑区のお出かけスポットや地域のイベ
ントなどを集めたカレンダーを2017年5月
に発行しました。広報よこはま都筑区版5月
号の別刷りで発行したほか、区内のPRボックスや区役所1階総合案内窓口
にて配布しています。ぜひ、興味のあるイベントに足を運んでみてください。

● つづき地域活動ホーム くさぶえ
　障害児・者を対象に、地域での
生活全般を支援していく『障害
児・者地域ケアシステム』の拠点
です。

● 鴨池公園こども ログハウス（▶10ページ）
　子どもたちが木のぬくもりを感じなが
ら、自由に集い遊ぶことのできる屋内公
園施設です。地下迷路や幼児遊具（積み
木、幼児滑り台）などもあります。

● 子育て支援センターポポラ
 （▶11ページ）
　妊娠中の人とその家族や就学前の子どもとその
保護者が気軽に立ち寄り、自由に過ごせる子育て
の休憩所のようなところです。
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ホームページでも公開中！

見花山
夏祭り

えだきん
夜店市

茅ケ崎南
MGCRS夏祭り

夕涼み会

区内にはこんな施設も

他にもたくさん！

広報よこはま都筑区版／2017年／No.238

☎ 948-2323（代表）受付時間：
平日8時45分～17時

編集・発行 ／横浜市都筑区役所広報相談係
224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1
948-2223  948-2228

ホームページ モバイル版
二次元コード都筑区役所 検索

★8月の土曜開庁日：12日・26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　 211,417人（前月比53人減）
 　区の世帯数 81,599世帯（前月比40世帯増）
※2017年7月1日現在

ここから です（→12ページまで）都 筑 区 版 都筑区版 52017（平成29）年 8 月号



特 集

公園利用にあたってのお願い

　この特集では、子どもが安心・安全に暮らすために土木事務所・区役所・警察が行っている
取組を紹介します。
　子どもが暮らしやすいまちは、大人も暮らしやすいまちです。子どもと一緒に身近なルールや
危険を知り、子どもも大人も安心・安全に暮らせるまちづくりに地域全体で取り組みましょう。

　土木事務所では公園の遊具などの点検を定期的に
行っています。施設や遊具の不具合・破損、樹木や枝が
折れている状況などを見かけたらご連絡ください。トイ
レや水飲みの修理も行っています。
※清掃・除草などの日常的な管理は地域の「公園愛護会」が行っています。活動
　に参加したいなど、公園愛護会についての詳細はお問い合わせください。

　道路を安全・快適に保つため、平日は毎日パトロール車で見回っており、危険な
箇所を見つけ次第速やかに応急措置を行っています。
　道路に穴があいていたり、車止めやガードレール、カーブミラーが壊れていたりし
たら土木事務所にお知らせください。作業車で出動し、修理・補修を行います。
※道路の日常的な清掃や美化活動は、地域や学校、企業などのボランティアの「ハマロード・サポー
　ター」が行っています。団体の結成など、ハマロード・サポーターについての詳細はお問い合わせく
　ださい。

　下水道は不具合が発生すると水洗トイレや風呂が使えなくなったり、大雨時に
浸水の原因になることがあります。こうした事態を防ぐために土木事務所では下水
道管、マンホールの清掃、補修を行っています。
　また、震災への備えとして、水洗トイレが使用不能となった場合でも衛生的に使
用できる災害用ハマッコトイレの整備を地域防災拠点で進めています。

道路

下水道

江川
せせらぎ

緑道

ハマロード・サポーターの活動の様子作業車道路パトロール車

災害用ハマッコトイレ（災害時下水直結式仮設トイレ）
問合せ：環境創造局  管路保全課  671-2829  641-5330

公園愛護会の活動の様子

遊具点検
作業の様子

公園の
「おやくそく」
看板

　小学生の通学路のうち、歩道の設置
が難しい場所は、車から見やすいよう
に歩くスペースを色分けして子ども
たちの安全の向上を目指しています。

毎日の通学路を安全に
あんしんカラーベルト事業

　公園（緑道を含む）に自転車を乗り入れることは原則できません。押して歩くなどしてください。自転車の練習をする際
は、周囲に十分注意して行えば問題ありません。緑道は迂回路がなく緑道通行が避けられない区間を、自転車通行可能な
推奨ルートに設定しています。

誰もが公平に、安全に、気持ちよく公園を使うためにルールやマナーを守りましょう。

バットを使う野球や
花火はできますか？

セミやカブトムシを
採っても大丈夫？

　軟らかいボールを使った遊びや手持ち花火などは、周囲に
危険や迷惑を及ぼさないように気を付ければ問題ありませ
ん。バットや硬いボールを使うこと、大人数で広い場所を占
めること、打ち上げ花火などは禁止です。

　大丈夫です。立入禁止区域には入らないようにして、自分で
飼える範囲の数にとどめるなどの配慮をお願いします。また
自宅で飼っていた動物を公園に逃がすことはやめましょう。

自転車利用には
ご注意ください

公園

都筑区版6 2017（平成29）年 8 月号



問合せ  《公園・下水道・道路・自転車》 都筑土木事務所  942-0606　 942-0809　《防犯》都筑警察署　 949-0110

問合せ 地域振興係　 948-2234　 948-2239

自転車通行のためのルートを設定しています

自転車保険に加入しましょう

新しい通行ルールとマナー

ハマの自転車保険 検索

　自転車の通行ルールやマナーを正しく理解していないことによ
るトラブルが数多く発生しています。そのため、自転車通行のため
のルートを設定し、自転車・歩行者の通行ルール・マナーを広める取
組を進めています。歩行者優先の気遣いと通行ルール・マナーの正
しい理解が、安全に暮らせるまちをつくります。

　子どもを取り巻く危険を知り、犯罪から身を守りましょう。防犯グッ
ズの携帯や、地域での防犯活動を通じて、犯罪を寄せ付けないまちづ
くりを目指しましょう。
　また、遠回りでも明るく人通りの多い道を歩き、子どもが遊びに行く
時は、必ず家族に声をかけるように約束しましょう。

　子どもが起こした事故でも、1億円近くの賠償になる
ケースがあります。自転車事故も交通事故です。万一に
備えて自転車保険に入りましょう。市民向け「ハマの自
転車保険」の加入については、横浜市交通安全協会自転
車会（  663-3011）にお問い合わせください。

　自転車が通行する位置を路面に標示して、自転車と歩行
者の通行を分け、お互いに接触する危険を少なくします。

自転車はマークのある
ところをゆっくりと

通行しましょう。
※時速6〜8km程度以下の速さ

「押し歩き」マークの
あるところは自転車

から降りて 押し歩きを。

自転車

防犯

防犯パトロールの様子（北山田地区）

歩道 車道

自
転
車
専
用

歩行者 自転車 歩行者
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押 し 歩 き

お あ る

　自転車は軽車両であり車道通行を基
本とします。自転車が安全に通行でき
るよう自転車の通行する空間を整備し
ます。

　自転車歩行者専用道路は歩行者優先
を前提とします。自転車の通行位置など
を標示して、自転車と歩行者が安全に通
行できるようにします。

自転車通行空間の整備 自転車歩行者専用道路

自転車盗に注意しましょう 用意しておきたい防犯グッズ

ながら歩きは危険です

　駅前や商業施設などの人が集まる場所では特に注意が必要です。
駐輪場など決められた場所に置き、アースロック（ポールや柵など
の動かせないものと一緒に自転車をつなぐこと）やダブルロック

（鍵を2つ付けること）が効果的です。また、自宅敷地内でも必ず鍵
をかけましょう。

　音楽を聴きながらや携帯電話で話しながら歩く
などの「ながら歩き」はやめましょう。

●防犯ブザー・ホイッスル
　落としたりぶつけたりして、気付かないうちに故
障していることがあります。いざという時に使えるよ
う、実際に鳴らしてみましょう。

●子どもの居場所が分かる携帯電話
　迷子になってしまった時や帰りが遅い時など、
居場所の分かる器具や携帯
電話があれば安心です。

●携帯ライト
　暗い道を通る時も周りが
よく見え、危険を早めに察
知することができます。

0 100 200 300 400 500
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自動車盗
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自転車盗は
多発しています
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歩行者はマークのない
ところを歩きましょう

都筑警察署 生活安全課
 今
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 警部補

防犯パトロールで日頃から
声をかけ合える関係づくりを

　二次元コードから1分程度で簡単に
登録できます。区内で発生した犯罪およ
び防犯情報を週1〜2回程度送信してい
ます。また、火災発生情報も発生ごとに
送信しています。

　各地域における青色回転灯パトロー
ル車両による見回りや日頃から声をか
けあえる関係づくりは、人の目による
防犯効果があります。自分の地域にあ
った方法で防犯力を高めましょう。

「都筑区防犯情報メーリングリスト」に
登録しましょう

刑法犯認知件数（都筑警察署管内）

防犯ブザー・ホイッスル
は、知らない人を前にし
た状況では大きい音を
出すことをためらって
しまいがちです。身の危
険を感じた時、とっさに
鳴らせる練習をしてお
くことが大切です。

ポイント
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都筑消防署予防係　 ・ 945-0119北部農政事務所農業振興担当　 948-2483　 948-2488

企画調整係　 948-2227　 948-2399
tz-plan@city.yokohama.jp

「防災の日」都筑区防災フェア

都筑区の新たな文化施設について考える
「アイデアミーティング」の参加者を募集します

新治恵みの里  新米体験教室（全3回）

　8月30日から9月5日は「防災週間」です。都筑消防署では区民の皆さんに防
災・減災を学んでいただくため、地震防災展や防災フェアを開催します。
　楽しく学んで災害に備えましょう！ご来場お待ちしています。

　センター北駅前に、区の地域文化拠点とし
て区民文化センターを整備するため、7月か
ら基本構想検討委員会を設置し検討を進め
ています。
　都筑らしさを大切にした身近な地域文化
拠点となるよう、区民の皆さんのアイデアを
基本構想検討委員会に情報提供するために、
区民文化センターについて考える「アイデア
ミーティング」を開催します。ご参加をお待
ちしています。

地震のパネル展示
8月30日（水）～9月5日（火）
区総合庁舎1階区民ホール

消防車の乗車体験や防災グッズ
の紹介、非常食の試食など多くの
体験スペースを設け実施します。
9月2日（土）10時～13時
区総合庁舎中庭・1階区民ホール

　新治町の農家と一緒に、稲刈り・脱穀・精米を体験してみませんか。かまど
で炊いた新米を味わいましょう。

�緑区新治町　新治小学校近くの水田・にいはる里山交流セ
ンター（JR横浜線十日市場駅徒歩約15分）
�市内在住の個人・家族・グループ（4人程度まで）15組
1組7000円（収穫した玄米15kgのお土産付き）
�8月15日から新治恵みの里 （www.niiharu.link）にて

都筑図書館から

休館日：8月21日（月）
948-2424　 948-2432

◆ミニビブリオバトル（観覧）
～ジュニア編集局vs都筑図書館～
区の魅力を子ども目線で取材、発信
しているジュニア編集局記者と都筑
図書館代表のガチンコバトル。
8月24日（木）13時30分～15時30分
区役所6階大会議室／

◆認知症を知ろう！
認知症とはどんな病気なのか、家族や
周囲はどのように接すればいいのか。
図書館内にて認知症への理解を深め
るために資料を展示します。
8月29日（火）～9月8日（金）／

※認知症についてのパネル展が別途
開催されます。詳細については下記区
民ホールの催し情報をご覧ください。

「水とみどり」都筑区公園愛護会、都筑区
ハマロード・サポーター　パネル展

身近な公園や道路を気持ち良く使っ

ていただくために活躍している公園
愛護会やハマロード・サポーターの皆
さんが、日頃の活動の様子を自作のパ
ネルで紹介します。
9月14日（木）～19日（火）
区総合庁舎1階区民ホール
都筑土木事務所
942-0606　 942-0809

ほのぼの煙突風景写真
コンテスト

地域のシンボルとして愛されている
都筑工場の煙突を題材とした写真の
コンテストを行います。ホームページ
をご確認の上、ご応募ください。�
　
※賞および副賞：入選者には、賞状・図
書カードを贈呈します。
応募資格：プロ・アマ不問
応募形式：JPEG形式、サイズは2MB
まで
9月30日までに画像ファイルを

か記録媒体を郵送（〒224-0064平台
27-1資源循環局都筑工場）か へ持
参※結果は11月12日（日）に発表
資源循環局都筑工場フォトコン係
941-7911　 941-7912

都筑消防団ちびっ子防災フェア

消防団車両や救助資機材の展示、子ど
も防火服を着装しての放水体験、消火
器・煙体験、救命体験（AED）など。
8月27日（日）10時～13時�※雨天中止
鶴見川河川敷（鴨池人道橋下）
都筑消防署佐江戸消防出張所
・ 936-0119

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

都筑工場 検索

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
8月17日（木）～18日（金） つづき防災フェア 都筑区社会福祉協議会 943-4058 943-1863
8月22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
8月22日（火）～28日（月） 幼稚園紹介パネル展　 保育運営担当 948-2472 948-2309
8月23日（水）～24日（木） ミニビブリオバトル展 都筑図書館 948-2424 948-2432
8月25日（金）～30日（水） 特別自治市パネル展 政策局大都市制度推進課 671-2952 663-6561
8月30日（水）～9月5日（火） 地震防災展 都筑消防署予防課 945-0119 945-0119
8月31日（木）～９月6日（水） 認知症普及啓発パネル展 高齢支援担当 948-2306 948-2490
9月6日（水）～12日（火） 水彩画サークル展覧会

予算調整係 948-2213 948-2208
9月7日（木）～10日（日）17時 趣味の作品展（絵画、写真、手芸、書道など）

地震防災展

都筑区防災フェア
内　容 日　時

第1回 「稲刈り」 9月30日(土)10時30分～12時30分
第2回 「脱穀」 10月14日(土)10時30分～12時30分
第3回 「新米の釜炊き」 10月29日(日)10時30分～12時30分

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）

開 催 中 ！

　標準的な機能として、300席程
度のホール、音楽ルーム（リハーサ
ル室）、練習室、ギャラリー、会議室
などを備え、延床面積は約2800～
3000㎡です。
　現在市内に10館あります（館ご
とに仕様は異なります）。
緑区民文化センター�みどりアートパーク▶

9月10日（日）13時～17時（12時30分開場）
区役所1階　福祉保健センター内　多目的室
区内在住100人
8月31日までに （http://www.city.yokohama.lg.jp/

　�tsuzuki/kusei/kikaku/kubunkentou.html#idea）にて
※ホームページから申し込めない場合は を明記し、 か
※�1回目のアイデアミーティングを8月6日に開催し、今回は2回目
　の開催になります。

区民文化センターとは

セ
ン
タ
ー
北
駅

港北みなも
横浜市歴史博物館

ノースポート・
モール

整備予定地
※この土地の一部

ゆるキャラグランプリ2017

参加申込
ページはこちら
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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

都筑区民活動センター　 948-2237　 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

都筑区民活動センターからの
お知らせ マナーを守って犬とのすてきな暮らし

　新しい一歩を踏み出したい！今よりもっと“わたし”を知って、好きになろ
う！何かを始めるきっかけをつかみ、同じ思いの仲間とのつながりを作るた
めの講座です。

10時～12時
区役所会議室
おおむね20～40代の女性20人
1歳以上の子10人
事前に か か （保育希望の場合はお子さんの 、 、性別）を明記

し
詳細についてはホームページ、チラシをご覧ください。

※講座の順番が変更する場合があります。

●公園や道路など公共の場所では
　犬を放してはいけません
犬を連れて外出するときは、犬の迷子や事故防
止のため、必ずリード（引き綱）を付けましょう。

●犬のフンは飼い主が始末しましょう
公園や道路をきれいに保つためにフンは自宅に
持ち帰って処理してください。おしっこも水で
洗い流してください。

　長寿ペットの写真を展示し、飼い主に表彰状を贈呈します。このイベント
は、9月25日（月）13時～27日（水）15時に、区総合庁舎1階区民ホールで開
催します。

都筑図書館から

休館日：8月21日（月）
948-2424　 948-2432

●夏の特別おはなし会
8月18日（金）①10時30分～�②11時

30分～�※各回30分程度
一人でおはなしが聞ける子～小学

生／
●くまさんのおはなし会（9月）
9月14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
8月31日から か

●8月の定例おはなし会
8月16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）

ママの毎日に元気をプラスするため
のお役立ち講座です。
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
9月22日・29日の金曜10時30分～

11時30分（2日間で1コース）
新栄地域ケアプラザ
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
8月22日10時から会場の新栄地域

ケアプラザへ （592-5255）
健康づくり係
948-2350　 948-2354

長寿犬、長寿猫、自慢のペットの写真募集

休館日：8月11日（祝）・21日（月）

日時 タイトル 内容

第１回
9月8日（金）

あなたの夢は？
やりたいことを見つけよう！

大人になってからの夢を
かなえた人から話を聞こう

第２回
9月15日（金）

ありのままの“わたし”を
好きと言おう！

ありのままの自分を受け止め、
好きと得意を見つけよう

第３回
９月２２日（金）

自分らしく活躍している
都筑ウーマン見つけた！

講座の先輩たちからお話を
聞こう

第４回
９月２９日（金）

もう一度、働き方について
考えよう！

仕事応援デスクについて
知ろう

第５回
１０月６日（金） みんなで語ろう

今までのことと、
これからのことを話そう

長寿犬：区内で登録されている大型犬13歳以上、中小型犬は15歳以上
　長寿猫：区内で飼育されている猫17歳以上
　※年齢は、いずれも2017年9月20日現在
その他、自慢のペットの写真も展示します。種類、年齢は問いません。
8月31日必着。応募方法は環境衛生係までお問い合わせください。

輝く女性応援プロジェクト
「毎日がもっとワクワク！“わたし”にはなまるをつけよう」

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 ８月８日・２２日、９月５日の火曜12時～13時30分受付

1歳6か月児 8月10日、31日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 8月3日・24日、9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

平成30年1月頃出産予定の人　
9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

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
9月30日(土)13時30分～15時30分（13時15分受付開始）
会　場▶子育て支援センター�ポポラ
申込み▶8月30日12時から　
問合せ・申込先▶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

8月23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

8月22日（火）午前・25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

9月20日（水）午前→8月22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

8月10日・24日・31日・9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。
料金▶無料

食と生活の健康
相談
予約制

8月8日（火）午前・25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

8月8日（火）午前・25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

9月20日（水）午前→8月21日～9月7日に予約受付
（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▶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

8月4日、9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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●マークの凡例については8ページをご覧ください。
●原則8月11日～9月10日のお知らせを掲載しています。

休館日◆8/29（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は8月11日から か
※対象の記載のない場合は全て市内
在住・在学・在勤者
◆おはなしのポケット
あっぷりけによるおはなし会／8月23
日（水）①10時30分～②15時～／未就
学児と保護者／
◆こどもアート教室（全4回）
9月3日、10月1日、11月5日、12月3日の日
曜10時～12時／小学生15人 ／2000
円（全回分）  ●
◆料理教室
　地元のシェフに習おう！パスタのコツ！
9月4日（月）9時30分～13時／12人 ／
1000円  ●
◆はじめての陶芸教室（全4回）
マグカップ作り／9月10日、10月8日、
11月19日、12月10日の日曜9時30分～
11時30分／16人 ／5000円（全回分）  
●
◆はじめての茶道教室（全4回）
9月17日、10月15日、11月19日、12月10
日の日曜9時45分～12時／10人 ／
2000円（全回分）  ●
◆おもちゃ病院
10月21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
8月12日から予約開始）
◆平成29年度後期趣味の教室
8講座実施予定。日時などの詳細はお問
い合わせください／60歳以上

8月31日までに 、希望講座を
明記し

休館日◆8/14（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
◆明治製菓食育セミナー
高齢者の食事／9月28日（木）10時30分
～11時30分／25人   ●
◆洋ナシのシャルロットを作ります
9月27日（水）9時50分～13時／12人
／1500円  ●
◆いすヨガ2期（全5回）
9月22日、10月6日・20日、11月10日・24
日の金曜9時30分～10時30分／30人

／2000円（全回分）  ●
◆ベビーマッサージと
　ママのボディリメイク2期（全6回）
9月1日・15日・29日、10月13日・27日、
11月17日の金曜10時～11時30分／12
組 ／3000円（全回分）  ●
◆親子美クス2期（全5回）
9月22日、10月6日・20日、11月10日・24
日の金曜10時45分～11時45分／あん
よができる頃～未就園児と親30組
／2500円（全回分）  ●
◆親子体操2期（全8回）
9月26日、10月3日・17日・24日、11月7日・
14日・21日・28日の火曜11時～11時45
分／かけっこができる頃～未就園児
と親30組 ／3200円（全回分）  ●
◆初心者向け秋の卓球教室（全6回）
10月13日・20日・27日、11月10日・17日・
24日の金曜13時～15時／14人 ／
4000円（全回分）  ●

休館日◆8/14（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8月11日から
◆地区セン健康麻雀大会
9月29日（金）9時～15時／36人 ／1000
円  ●
◆いただきます！地場野菜
9月25日（月）10時～12時30分／20人

／1000円  ●
◆放課後おつきみイベント
9月27日（水）15時30分～17時／
◆地区セン食堂
9月1日（金）12時15分～／12人 ／600円  
●
◆ハロウィン
　プリザーブドフラワーアレンジ
10月14日（土）10時～11時30分／小学
生以上16人  ※小学3年生以下は保
護者同伴／1000円  ●

休館日◆8/14（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

◆子育てママのビューティエクサ
　サイズ（全6回）かわりばんこ保育
9月14日・28日、10月12日・26日、11月9
日・30日の木曜9時45分～11時30分／
首がすわった赤ちゃん～3歳の子と親
20組 ／2700円（全回分）  ●
◆のびのび体幹ストレッチ（全6回）
9月12日・26日、10月17日・31日、11月14
日・28日の火曜13時～14時15分／20
人  ※子ども同伴不可／3000円（全
回分）  ●
◆骨盤体操＆ストレッチ 秋（全5回）
10月2日・16日、11月6日・20日、12月4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）

9月2日までに か を持参し
◆免疫力アップ！養生気功  秋（全5回）
10月2日・16日、11月6日・20日、12月4日
の月曜9時30分～10時30分／30人
／2300円（全回分）  ●
◆楽しむ川柳（全5回）
9月27日、10月11日・25日、11月8日・22
日の水曜10時～11時45分／15人 ／
2500円（全回分）  ●
◆きりえを楽しむ会（全3回）
9月22日、11月17日、12月8日の金曜9
時30分～11時30分／20人 ／1500円

（全回分）  ●
◆赤ちゃんと絵本であそぼ（全3回）
9月13日・27日、10月11日の水曜10時30
分～11時30分／2歳未満の幼児と親
10組 ／1500円（全回分）  ●
◆わくわくEnglish（全6回）
9月29日～12月8日の隔週金曜 ①15時
30分～16時10分：年中・年長の子と親12
組  ②16時20分～17時：小学1・2年
生12人 ／各2400円（全回分）  ●
◆都筑図書館司書による大人のための
　おはなし会「ストーリーテリング」
9月29日（金）10時～11時30分／20人

 ※子ども同伴不可  ●
◆小松菜まるごとクッキング
イタリアンメニュー／9月20日（水）10
時～13時／16人  ※子ども同伴不可
／1200円  ●

休館日◆8/14（月）・28（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は8月12日から か
◆お月見ライブ「琵琶ぷらす琵琶」
お月見団子付き／10月1日（日）17時30
分～19時／小学生以上100人  ※小
学生未満入場不可／1000円  ●
◆菊節句のしつらえとセミナー
おしゃれな栗ごはん付き／9月9日（土）
13時～15時／20人 ／1000円  ●
◆手打ちそばを食べよう
9月16日（土）12時～／50人 ／1人前
500円  ●
◆はぎれ草履講習会
9月10日（日）9時～12時／12人 ／
800円／ 布4cm×80cmを70本以
上、はさみ  ●
◆わくわくどきどき自然体験
9月17日（日）10時～12時／5歳以上の
子と親、子ども20人 ／1組1000円 
※子ども1人追加につき500円  ●

休館日◆8/3（木）、8/17（木）、9/7（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆世界的に活躍 ダウン症の書道家
　金

かな

澤
ざわ

翔
しょう

子
こ

書品展
数点の書を期間中、主屋に展示します
／8月11日（祝）～16日（水）／
◆ノルディックウオーキング体験教室
9月9日（土）10時～11時30分 ※雨天
中止／15人 ／500円（別途レンタル
ポール代500円）／ 要問合せ

前日までに か
◆犬のしつけ教室
犬を連れてご参加ください／9月9日

（土）10時～ ※雨天中止／
◆創作民話の語りと朗読「みちゆきさん」
9月23日（祝）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
◆親子里山体験
9月17日（日）10時～15時／親子で参加
40人 ／1人500円  ●
◆秋のキノコ観察会
9月9日（土）9時～12時30分／300円  
●
◆虫の声鑑賞会
9月3日（日）18時～21時／300円  ●
◆里山保全体験「竹細工」
9月2日（土）9時～12時  ●
◆田畑作業体験
　「サトイモ畑の手入れ」
9月2日（土）13時～16時  ●
◆大池の生き物観察会
8月27日（日）9時～12時／300円  ●
◆ネイチャークラフト作り
8月27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／  
◆炭焼き体験（宮谷戸窯）（全3回）
9月9日（土）9時～16時・16日（土）8時～
17時・23日（祝）9時～12時／1000円（全
回分）  ●

休館日◆8/21（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

◆秋工作「昆虫クラフト」
9月20日（水）～22日（金）10時30分～16

時／
◆親子の広場「かもっこくらぶ」
①9月5日（火）10時30分～11時30分：お
さるんリトミック、工作 ②7日（木）10時
30分～11時：おはなし会 ③28日（木）10
時30分～11時30分：はじめてのフラダ
ンス／①③200円、未就学児と親15組

／②無料、
①③のみ開催日前日までに 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

◆午後の囲碁の時間（2期）
8月10日・24日、9月14日・28日、10月12
日・26日の木曜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8月11日から か
◆囲碁教室
8月26日～2018年3月24日の毎月第4
土曜13時30分～14時30分／
◆パソコンお悩み相談会
8月19日、9月9日、10月14日、12月9日、
2018年1月13日、2月10日、3月10日の
土曜10時～11時30分／各4人  ●

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

◆みんなで遊ぼう（3B体操）
9月22日（金）10時30分～12時／親子
20組 ／1組300円

前日までに 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8月11日から か
◆スッキリ！簡単  今すぐできる
　おうちの整理術
9月9日（土）／13時～14時／20人
●
◆子育て・介護支援者のための
　傾聴講座（全2回）
9月1日（金）、11月6日（月）いずれも13時～
15時／10人 ／500円（全回分）  ●
◆正しいラジオ体操で効果アップ！
8月19日（土）10時～11時30分／
◆ダブルケアカフェ
育児と介護同時進行している人の情報
交換の場／9月1日（金）、11月6日（月）、
2018年2月16日（金）いずれも10時30分
～12時／各10人  ※託児あり  ●
◆ストレッチリトミック体験
リズムに合わせて、体を動かそう／9月
20日（水）14時15分～14時45分／3歳～
未就学児8人   ●

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

◆元気に過ごすための
　アロマレシピ （全3回）
9月14日・21日・28日の木曜10時～11時
30分／要介護認定を受けていない人
30人 ／500円（全回分）

8月11日から 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

要問合せ
◆障がい児・者余暇支援クッキング
パン作りを通して交流／9月10日（日）
10時～13時／300円
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事前に か
◆すくすくプラザ「救急法を学ぼう」
AEDや誤飲の処置方法など／9月14
日（木）／10時～11時30分／未就園児
と親20人

8月11日から か
◆薬膳料理試食会（全2回）
9月22日、10月27日の金曜10時～13時
／20人 ／各800円

8月31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

◆ほっと茶屋　介護者のつどい
8月22日（火）13時～14時30分／介護
者か介護を終えた人15人 ／100円

開催日前日までに か

休館日◆8/28（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

◆姿勢測定会
体のゆがみをチェック！測定結果をも
とに、姿勢改善のために必要なエクサ
サイズをアドバイス／8月30日（水）11
時～13時／20人 ／1000円

前日までに か  ※詳細は か  
◆秋の定期スポーツ教室（10月～12月）

各教室とも か 、生年月日、
教室名を明記し か で8月19日必着。
いずれも 。年齢表記のないものは全
て16歳以上 ＊印は託児あり（事前申込
制、有料）  ※詳細は か

大人向け教室
▶火曜日（10月3日～12月19日）

1 火曜卓球モーニング／9時～10時45
分／42人 2 バドミントン中級／9時～
10時45分／33人 3 シェイプアップ／
11時～／50人 4 コアトレ／11時～11
時50分／15人 5 ベリーダンス初級／
12時30分～／20人 6 ベリーダンス入
門／13時45分～／20人 7 らくらくト
レーニング＆ストレッチ／13時20分～
／50歳以上40人 8 おきらく体操／14
時30分～／50歳以上40人
▶水曜日（10月4日～12月20日）

9 ＊ビューティーアップ／10時45分～
／50人 10 はじめてのフラメンコ／12
時～12時50分／20人 11 おとなからは
じめるバレエ／11時10分～／女性25
人 12 おなかキュッとエクササイズ／
12時～12時50分／50人 13 いきいき
健康体操／13時10分～／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／20人  
▶木曜日（10月5日～12月21日）
15 木曜卓球モーニング／9時～10時45
分／70人 16 木曜ピラティス／9時30
分～／50人 17 わたしのピラティス／
10時45分～／12人 18ヨガ／10時50分
～／50人 19 パワーヨガ50／12時～12
時50分／50人 20 太極拳／13時25分～

14時45分／75人 21骨盤底筋エクササ
イズ／12時～12時50分／女性15人 22

骨盤エクササイズ／13時40分～14時
30分／女性40人  
▶金曜日（10月6日～12月15日）
23 バドミントンモーニング／9時～10
時45分／66人 24＊金曜ピラティス／
11時30分～／50人 25 スタイルエイジ
ングケア／12時40分～／50人 26 腰痛
予防トレーニング＆ストレッチ／13時
50分～／50人 27フラダンス／13時～
／50人 28 美☆バランス／14時15分～
／女性40人 29バドミントンナイト／19
時～20時45分／55人

親子・子ども向け教室
▶火曜日（10月3日～12月19日） 
30 ベビーマッサージ＆ママのエクササ
イズ／9時30分～10時40分／生後2か
月～6か月の子と保護者12組 31リトル
チアダンス／15時50分～16時40分／
3歳以上～未就学児30人 32 はじめて
の親子体操／11時10分～／1歳6か月
以上～2歳未満の子と保護者25組 33

苦手種目にチャレンジ／17時～／小
学1～4年生42人 34 かけっこ教室／18
時15分～19時／小学1～4年生42人  
▶水曜日（10月4日～12月20日） 
35 わくわく親子体操／9時15分～／2
～3歳の子と保護者35組 36幼児体操1
／14時30分～／年少35人 37 幼児体
操2／15時45分～／年中・年長48人 38

ジュニアバドミントン／17時～18時
15分／小学生50人  
▶木曜日（10月5日～12月14日） 
39 ベビー体操はいはい／11時10分～／5
か月以上～1歳未満の子と保護者25組 
40 ベビー体操よちよち／12時20分～／1
歳以上～1歳6か月未満の子と保護者25組 
▶金曜日（10月6日～12月15日）
41 うきうき親子体操／9時15分～／2
～3歳の子と保護者35組 42 横浜FC
サッカースクールS／15時30分～／
年少・年中20人 43 横浜FCサッカース
クールM／16時40分～／年長・小学1
年生20人 44 横浜FCサッカースクー
ルL／17時50分～／小学2・3年生20
人 45 こどもバレエ♪アリス／15時25
分～／年少・年中30人 ※保護者の付
き添いが必要 46こどもバレエ♪マー
メイド／16時30分～／年長・小学1年
生30人 47 こどもバレエ♪シンデレラ
／17時35分～／小学2～4年生30人  
▶土曜日（10月7日～12月9日） 
48 Jr. ヒップホップ／9時～9時50分／
小学生35人 49 親子de英語リトミック
／9時30分～／1歳6か月（ひとり歩き
できる子）～未就学児と保護者30組

休館日◆月曜（祝日の場合は翌日）
912-7777  912-7781

〒224-0003　中川中央一丁目18-1

横浜市歴史博物館

◆ラストサタデープログラム
街頭紙芝居を実演／8月26日（土）①12

時～、②13時30分～、③15時～／
◆常設展示室ミニ展示
　「古代の牧と馬をめぐって（仮）」
8月19日（土）～10月1日（日）9時～17時 
※毎月最終土曜には解説あり／常設
展観覧料：一般400円、高校・大学生200
円、小・中学生100円／
◆講座 横浜の歴史
　「古代の牧と馬をめぐって（仮）」
講師：柳

や ぎ

沼
ぬ ま

 千
ち

枝
え

学芸員／9月10日（日）14
時～15時30分／40人 ／500円／

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
※8月の土・日曜、11日（祝）の開園時間を
20時30分まで延長（入園は19時まで）
◆ズーラシアスクール生徒募集！
飼育員と一緒に毎月勉強します／9月
～2018年3月の毎月第3土曜13時～15
時／小学4～6年生30人

8月20日までに 、学年、性別を
明記し「ズーラシアスクール」係へ  
※1人につき1枚（複数申込みは無効）

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

◆秋の定期教室　追加募集のご案内
8月16日より秋の定期教室の追加募
集を行います。※詳細は か

休館日◆8/28（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

行事は各申込締切日までに か
または 、 、ワークショップ名

を明記し  ※定員に満たない場合は
申込締切日以降に か か で
◆Welcome！ロビーコンサート
8月13日・27日、9月10日の日曜12時～
12時40分／
◆あざみ野カレッジ
　“発表すること、制作すること”
横浜トリエンナーレの出品作家でも
ある川

かわ

久
く

保
ぼ

ジョイによる制作スタイ
ルについてのお話し／8月27日（日）14
時～16時／高校生以上40人   ●

（8月14日締切）
◆市民のためのプログラム
　ヌード・クロッキー Cコース
　（全4回）
9月13日・27日、10月11日・25日の水曜
18時～20時30分／高校生以上20人

／5000円（全回分）  ● （8月30日
締切）

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

男女共同参画センター横浜北

◆はじめての保育園in横浜
横浜市の保育制度や入園手続きなどの
説明／10月1日（日）13時30分～16時30
分／保育園にはじめて子どもを預けて
働こうとする人60人 ／一世帯500円 

8月11日から （http://www.eqg.
org/oyanokai/）
※ 2か月～未就学児、600円～2500
円、 910-5724へ申込み

　　　　　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「言葉のはじまり」
言語聴覚士の先生を交えてお話して
みませんか／9月1日（金）10時30分～
11時45分／1歳児と保護者6組   ●
◆「出前」就職支援セミナー
9月14日（木）10時30分～12時／未就学
児と保護者12組

8月15日から か
◆横浜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子育て
応援の活動／①8月12日（土）・23日（水）、
9月9日（土）：ポポラ／各10組  ②9月
15日（金）：中川地域ケアプラザ／15組

いずれも10時30分～11時30分  ●
◆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！／8月22日（火）10時30分
～11時30分／未就学児と家族5組   
●
◆じっくり相談
専門相談員による子育て相談／9月1
日（金）13時 ～16時・2日（土）10時 ～16
時／未就学児と家族   ●

　アフリカの熱帯雨林などに群れ
で生息するチンパンジー。2017
年5月に10頭目となる新たなメ
ンバーが誕生しました。春の暖か
い日に生まれ、愛称は「ハル」（メ
ス）に決まりました。イヌやネコ
は1年もすると大人とほぼ同じく
らいの大きさに成長しますが、チ
ンパンジーの赤ちゃんは、長い時
間をかけて成長していきます。
チンパンジーをより近くでご覧
になりたい場合には、屋内展示場
に移動する14時以降がおすすめ。
ハルの愛らし
い姿にぜひ、
会いに来てく
ださいね。
母親に抱かれるハル

（生後12日目）

チンパンジー

＊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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　都筑区福祉保健センターでは、「食
育月間（6月）」と「歯と口の健康週間（6
月4日～10日）」にちなんで、家族の健
康に欠かせない食育と歯と口の健康
について楽しく紹介する“食育フェア”
を、区内外の企業・団体の協力により

6月10日（土）に開催しました。当日は天気も良く、約800
人の皆さんにご来場いただきました。
　会場となった区民ホールでは、スタンプラリーの用
紙を片手に、ゲーム・クイズ・講座・相談などさまざまな
体験コーナーをめぐる人たちでにぎわいました。 

─広報よこはま都筑区版７月号のトピックスについて─
12ページトピックス「横浜市歴史博物館記事」において、タイトルと内容が
異なる表現でしたので、お詫びいたします。
※ホームページでは訂正版をご覧いただけます。

●講座と実習で学ぼう
ロクマル（60代）から始める剪定と学童
保育の仕事／①剪定の仕事　9月9日

（土）：講習会／みんなのキッチン（茅ケ
崎中央36-5エルドラード横浜2階）・
30日（土）：実習／都筑民家園／4000円 

剪定ばさみ　②学童保育の仕事　
10月14日（土）：講習会／みんなのキッチ
ン、10月の平日：実習／ NPO法人あっと
ほーむ／4000円

9月5日までに か
（http://rokumaru60.info/）

NPO法人ロクマル　 944-1714
●女性コーラスメンバー募集
毎月第4土曜10時～13時　※日時変更
あり。事前にご連絡ください／つづきの
丘小学校コミュニティハウス／月会費
1500円（年会費1000円）

女性コーラスYUI　古
こ

山
やま

090-7813-6418

催  し
●DREAMofCLASSIC
　星空のコンサートVol.19
屋外で本格的なクラシックコンサート
を楽しみませんか／8月26日（土）18時
30分開演／センター南駅前すきっぷ広
場　※雨天時は都筑公会堂／

都筑クラブ　杉
すぎ もと

本
090-6490-6486

●水彩画の展覧会
水彩画サークル「さくら草の会」第5回発
表会／9月6日（水）～12日（火）
／区総合庁舎1階区民ホール／

さくら草　 592-8963
●オータムファミリーキャンプ
9月23日（祝）・24日（日）／くろがね青少
年野外活動センター／小学生とその家
族40人 　※未就学児応相談／小学
生以上5500円、3歳～未就学児2500円、
1～2歳1000円、0歳300円

8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

募  集
●混声合唱団「夢のつづき」団員募集
作曲家橋本先生のオリジナル曲を中心に
一緒に歌いましょう／原則毎月第2・4日
曜／つづきの丘小学校コミュニティハウ
ス／1か月2000円※別途入団金1000円

混声合唱団「夢のつづき」　下
しも　じま

島
（yumenotuzukigo@gmail.com）

※練習スケジュールは
夢のつづき 練習部屋 検索

●都筑卓球スクール
プロコーチに学ぶ、大人から始める卓
球／9月4日・25日、10月2日・16日・30日、
11月6日の月曜12時30分～14時30分／
仲町台地区センター／16歳以上の都筑
区および近隣の卓球愛好者40人 ／
4500円

8月11日から 、 を明記し
都筑区卓球協会事務局
・ 593-9904

●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。

食育フェアを開催しました

食育ミニ講座の様子

有識者や区民団体の
代表の人とともに、

区民の皆さんに親しまれる
区史を作っています。
区制25周年の刊行を
お楽しみに！

『図説 都筑の歴史』
編さん委員だより

第●回1

村
むら

田
た

 輝
てる

雄
お

 委員長

区制25周年に向けて、 
『図説 都筑の歴史』の編さんを行っています！ 

　都筑区は、2019年に区制25周年を迎えます。これを記念して、現在
『図説 都筑の歴史』の編さんを行っています。
　子どもから大人まで、幅広い世代の人に手に取っていただけるよう、
写真や地図などを多く用いるほか、新たに明らかとなった歴史を盛り
込み構成する予定です。
　区と地域が一体となって取り組むため、構成などを検討する『図説 

都筑の歴史』編さん委員会を設立しま
した。この委員会には、区の歴史に詳
しい人物や日頃から区政に関わる区
民団体の代表の人々が所属しており、
区民の皆さんからの声を反映しながら
取り組んでいます。現在、編さん委員を
中心に執筆、調査を重ねています。進捗
状況については、この「編さん委員だよ
り」やホームページでお伝えしていき
ます。

図説 都筑の歴史 検索
暑い日差しの中、丸1日かけて調
査をしています。この日は佐江
戸町の無量寺にて、400～500
年前の中世の石造物の計測、拓
本採取を行いました。編さん委員会では、『図説 都筑の歴史』の構成

などを検討しているほか、調査の報告を行い、
熱い議論を繰り広げています。

区民活動係
948-2238 948-2239

＊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 8 月号
ここまでが です都 筑 区 版


