
　都筑区では、「家庭」も「自分のやりたいこと」もあきらめない！輝く都筑ウーマンたちを
応援するため、「輝く女性応援プロジェクト」を実施し、必要な知識を学び、参加者同士の交流
を深めるための講座を開催しています。
　プロジェクトの参加者が企画し、2017年3月、都筑区で初めてとなる女性のためのフェス
ティバル「WOMEN'S MEET UP FES in 都筑」が開催され、大いに盛り上がりました。

問合せ  区民活動センター　 948-2237 943-1349

　区内・近隣で活動する女性たちが、自身の
活動を紹介するパネル展示を行います。
日　時 7月20日（木）12時～25日（火）13時

　　　 活動紹介PRタイム
　　　  22日（土）14時30分～

　 23日（日）13時45分～、14時30分～
会　場 区総合庁舎1階区民ホール

日　時 7月21日（金）10時～11時30分
会　場 都筑公会堂
講　師 村

むら

尾
お

  周
す

三
み

江
え

さん（明
あ し た

日の㈱ 代表）
定　員 40人（要事前申し込み、先着順）

※保育10人（2歳以上の未就学児、要事前申し
込み、先着順）

日　時 7月25日（火）10時～12時　
会　場 区役所6階会議室
講　師 小

こ

林
ばやし

 伸
しん

哉
や

さん（ファイナンシャルプランナー）
定　員 30人（要事前申し込み、先着順）

※保育10人（2歳以上の未就学児、要事前申し込み、先着順）

日　時 7月22日（土）15時30分～
23日（日）12時～、15時30分～

会　場 都筑公会堂
問合せ 育児ミュージカル実行委員会

　　　 事務局  杉
すぎ

本
もと

へ 949-5622

女性のためのマネープラン「作りたい！“わたし”の自由になるお金」WOMEN'S MEET UP FES in 都筑

育児ミュージカル「I
イ ク ミ ン ズ

KUMINS3」公演

「“わたし”らしく、“志”を持ち働く」

村尾  周三江さん

講 演 会

研 修 会

ミ ュ ー ジ カ ル

パ ネ ル 展

「第2回 WOMEN'S MEET UP FES in 都筑」

参加者の声参加者の声
参加者の声

育児ママ達によるミュージカル★

そして今年も
やります！

前
回
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
参
加
者
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★7月の土曜開庁日：8日・22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　 211,470人（前月比15人増）
 　区の世帯数 81,559世帯（前月比54世帯増）
※2017年6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 7 月号



特 集

都筑区にある商店街には魅力がいっぱい！
楽しい、おいしいイベントに参加して夏を満喫しよう！

　横浜の商店街NO.1メニューを投票で決める大好評
企画「ガチ！」シリーズの第7弾「ガチチョコ！」に都筑区
からエントリーしている4店舗を紹介します。
　エントリー店設置の投票箱、ホームページ、はがきなど
で投票できます。 詳しくは ガチチョコ！ 検索

鴨池公園

荏田東第一小

荏田高校
入口

けやきが丘

荏田南

Asuta cafe

鴨池公園

荏田東第一小

荏田高校
入口

けやきが丘

パリジェンヌ

荏田南

グリ
ーン

ライ
ン

ブ
ル
ー
ラ
イ
ン

ノースポートモール

モザイク
モール港北

セ
ン
タ
ー
北
駅

ラ・メゾン

仲町台駅前
郵便局

仲町台駅前交番

せせらぎ公園

仲町台駅

ブルーライン

シュクレ

住　所  荏田南五丁目7-9
営業時間 10時～17時
定休日  木・日曜、祝日
問合せ 942-9600

▶「荏田南」バス停下車 
　徒歩約5分

住　所  中川中央一丁目29–7
営業時間  11時～21時
定休日  第2・4火曜
問合せ 511-8245

▶市営地下鉄「センター北駅」徒歩約2分

住　所  荏田南五丁目7-3
営業時間  7時～20時
定休日  なし
問合せ ・ 941-7106

▶「荏田南」バス停下車 徒歩約5分

住　所  仲町台一丁目30-13
　　　 ノースヒルズ仲町台102
営業時間  10時～19時
定休日  水曜
問合せ ・ 943-1608

▶市営地下鉄「仲町台駅」 徒歩約5分

エントリー
ナンバー

エントリー
ナンバー

エントリー
ナンバー

エントリー
ナンバー

ショコラ d
デ

e パフェ

いちごとアールグレイショコラのタルト

濃厚チョコスコーン

ショコラ・ボヌール

A
ア ス タ

suta C
カ フ ェ

afe

ラ・メゾン

手作りパンとケーキのお店 パリジェンヌ

パティスリー  シュクレ

　試作を重ね、当店自慢のガトー
ショコラが主役のパフェが完成し
ました。濃厚なチョコとベリーソ
ースの爽やかさが夏にぴったり！

（店長：羽
は

藤
とう

  皓
こう

児
じ

さん）

　できたてフルーツタルトが
自慢の当店イチオシ商品！生
チョコと紅茶の香りが引き立
ったタルトといちごの酸味が
相性◎ （店長：今

いま

澤
ざわ

  綾
あや

さん）

　高級チョコ「クーベルチュール」
など3種のチョコを使用したぜいた
くなスコーンです。しっとりとして
いて、夏には冷やしてもおいしいで
す！  （店長：児

こ

玉
だま

  敦
あつ

子
こ

さん）

　このケーキは全てがチョコレー
トでできています！ 6種のチョコ
が層になっていて、チョコ好きに
はたまらないオススメの一品で
す。 （店長：阿

あ

部
べ

  徹
とおる

さん）

都 筑 区 か ら は 4 商 品 が エ ン ト リ ー ！

このお店があるのは…❶えだきん商店街

このお店があるのは…❺センター北商業振興会

このお店があるのは…❾仲町台商業振興会

このお店があるのは…❶えだきん商店街

素敵

投票は7月31日まで！
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問合せ 地域振興係　 948-2231　 948-2239

　都筑区のホームページに商店街から
あなたへのラブレターが届いていま
す。気になったお店に足を運ぶとすて
きな景品が抽選であたるチャンス！

仲町台商業振興会
　飲食店が多数ある仲町台は多くのイベン
トがあります。夏祭りやハロウィンのほか、
毎年9月の「呑みコン乾杯フェスタ」は仲町
台の魅力が詰まったイベントです。
●渡

わた

辺
なべ

  幸
ゆき

雄
お

  会長

川和商店街
　地域に愛される商店街です！年2回のお楽し
み抽選会は大人気！また、防犯灯の設置により
明るいまちづくりのお手伝いをしています。
●上

かみ

村
むら

  博
ひろ

一
かず

  会長

北山田商業振興会
　山田富士公園のさくら祭りは必見です！横
浜国際プールを本拠地とするプロバス
ケチーム「ビーコル」と連携してまち
を盛り上げています。
● 鏑

かぶら

木
ぎ

  泰
やすし

  会長

中川駅前商業地区振興会
　スーパーや病院、地区センターなどが周辺にあり
利便性抜群の商店街です。お祭りやお餅つきなど地
域をあげたさまざまなイベントも行われています。環
境大臣賞をはじめ、数々の賞を頂いた、緑と花の溢
　　　　　 れる、安心と心安らぐ街です。
　　　　　　　●大

おお

久
く

保
ぼ

  信
のぶ

正
まさ

  会長

港北ニュータウン中央商業振興会
　地域の商店だけではなく、さまざまな業種
の事業者が集まり、地域を盛り
上げるお手伝いをしています！
●栗林　一夫　会長

　区内にある9つの商店街をはじめ、区内商業施設・ショッピングセンターなど会員の皆さんとともに「都筑区の魅力ある

街づくり」「安全・安心に暮らせる街づくり」に取り組んでおります。今後も商店街はもちろんのこと、各商業施設・ショッピング

センターを含め、それぞれに工夫を凝らしたイベントを実施し、区民に愛される商店街を目指してまいります。

●F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebook　https://www.facebook.com/tuzukiku/

●T
ツ イ ッ タ ー

witter　 　https://twitter.com/shourentsuzuki

●I
イ ン ス タ グ ラ ム

nstagram　https://www.instagram.com/tsuzukishouren/

都筑区バーチャル商店街
　区商店街の若手メンバーでSNSなどを活用した魅力
発信を行っています！バーチャルといってもネット通販
を行っているわけではありません。地域イベントでは盛
り上げ役として綿菓子やラムネ販売を行っています。
●木

き

伏
ぶせ

　慎
しん

治
じ

　会長

商店街からのラブレター 検索商店街からのラブレター対象店舗および詳細は

対象店舗を3店舗
利用して

スタンプを3つGET。

利用した店舗への
メッセージを記入して

ポストに投函。

抽選ですてきな景品を
GET！

STEP
2

STEP
3

商店街の魅力を教えて！

都筑区商店街連合会会長  栗
くり

林
ばやし

　一
かず

夫
お

センター北商業振興会
　7つの大規模商業施設とその
周辺の商店が織りなす絶妙な
ハーモニーをご堪能ください！
●横

よこ

田
た

  雅
まさ

之
ゆき

  会長

えだきん商店街
　ゆるキャラ「えだきんぎょ」がトレード
マーク！プロレスやハロウィンなど、
イベントも盛りだくさんです。季節を
感じる草花も魅力のひとつです。
　　　●真

ま

庭
にわ

  明
あき

弘
ひろ

  会長

センター南商業地区振興会
　地域のふれあいの場として、春まつりや秋
まつりを開催しています。駅前の清掃や花
鉢・花壇の管理など、潤いを感じて
もらえる商店街を目指しています。
●金

かね

子
こ

  進
すすむ

  会長

　　　  中川商店連合会
　地域に密着した「頼れる商店街」を目指
　　　しています！防犯パトロールなど
　　　さまざまな地域活動に取り組んで
　　　います。
　　　　　　●吉

よし

野
の

  栄
えい

輔
すけ

  会長

都筑区商店街連合会の活動はこちらをチェック

実 施 中
STEP
1

えだきん商店街
キャラクター
えだきんぎょ

センター南商業地区振興会
キャラクター  セン南ちゃん
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　雨水がたまって幼虫の発生源となる空き缶、古タイヤなど
はなるべく片付け、植木鉢の受け皿などは1週間に１度は水
を捨てるようにしましょう。側溝や雨水ますなどには、市販の
殺虫剤を定期的に使う方法もあります。

　蚊は風通しの悪い茂みや草むらなどに潜みます。定期的に草
刈りや庭木の剪定を行いましょう。また、外出時にはなるべく肌
を露出しない服装を選び、虫除け剤を使うようにしましょう。

※殺虫剤・虫除け剤を使用する場合は、用法・用量を守って適切に使ってください。

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

区民活動係　 948-2238　 948-2239

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

デング熱など、蚊が媒介する感染症を予防するために

今日からできる、蚊対策！

第22回　都筑区民文化祭

ポスターデザイン画募集

ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリンピック・パラリンピック関連

グローバル人材と人間力～通訳ボランティアを目指して～

　『笑顔の花咲く都筑の文化』をキャッチフレーズに、2018年1月20日（土）
～2月4日（日）に開催される「第22回都筑区民文化祭」のポスターデザイン画
を募集します。採用者には記念品を贈呈します。採用作品は、ポスターやパン
フレットなどに編集の上、区内各所に掲示されます。

　スポーツの国際大会での「通訳ボラン
ティア」に焦点を当て、選手たちが最大限
の力を発揮できるよう、ボランティアとし
ての知識や心構えを学びます。

●プログラム

月日 時間 場所 テーマ 講師

8月8日
(火)

14時30分～
17時

横浜国際
プール

大会運営を
知る

横浜国際プール
宮
みや

田
た

 豊
ゆたか

 館長

8月9日
(水)

13時～15時

つづきMY
プラザ

(都筑多文
化・青少年
交流プラザ)

日本文化を
知る

国際基督教大学教養学部
歴史学
ロバート・エスキルドセン
上級准教授

15時15分～
17時15分

通訳現場を
知る

東京外国語大学
リオ2016大会参加学生

8月10日
(木)

13時～15時 医療通訳を
知る

りんくう総合医療センター
国際診療科
南
みなみ

谷
たに

 かおり 国際診療科部長

15時15分～
17時15分

アスリートを
知る

ビーチサッカー日本代表
マルセロ・メンデス監督

区内在住・在勤・在学、または都筑区を拠点として活動している個人
9月8日必着で作品裏面に と返却希望の有無、学生・生徒の場合は学校

名と学年を明記し区民活動係へ か郵送

原則全回参加できる人30人
7月20日までに か か 、応募動機を明記し か

　初企画！名作バレエのハイライトを都筑区のダンサーの皆さんで力を
合わせて披露します。見応えのあるステージで一緒に創り上げませんか。

2018年1月20日（土）開催　 都筑公会堂
区内在住・在勤・在学、都筑区を拠点として活動している個人または団体

　※8月20日（日）の参加者説明会に必ずご出席ください。
8月5日必着で （tzbunkasai@yahoo.co.jp）か応募用紙を郵送（〒

224-0006 荏田東四丁目10-3 都筑区社会福祉協議会（かけはし都筑）
M-24「都筑区民文化祭実行委員会事務局」）
※詳細は か区役所などで配布している募集要項をご覧ください。　

区民活動センターから
休館のお知らせ

区役所1階　 9時～17時
休館日：7月17日（祝）

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

新治恵みの里　
冬野菜作り教室（全4回）

種まき：9月9日（土）10時30分～12
時30分、間引き・追肥：9月30日（土）13
時30分～15時30分、収穫①：11月18日

（土）10時30分～12時30分、収穫②：12
月2日（土）10時30分～12時30分※作物
の生育、天候状況による日時の変更あり

緑区新治町 新治小学校近くの畑、
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組程度

1組4000円（収穫したダイコン、白
菜などのお土産付き）

7月11日から新治恵みの里 で
（http://www.niiharu.link）

北部農政事務所農業振興担当
948-2483　 948-2488

都筑水再生センター＆
地下鉄川和車両基地の見学会

8月4日（金）10時～15時※9時50分市
営地下鉄中山駅改札前に集合、川和車両基
地解散（途中移動は貸切バス）※昼食持参

市内在住・在勤・在学の人※小学生
以下は保護者同伴 40人 　

7月18日から ※平日9時～12時、
13時～16時

都筑水再生センター
932-2321　 931-8919

夏休み親子でワクワク鶴見川
探検バスツアー

鶴見川源流保水の森の散策、治水施設
の見学など ※詳細は （http://www.ktr.

mlit.go.jp/keihin/keihin_index052.html）
8月9日（水）9時～15時30分頃※8時

45分JR横浜線淵野辺駅南口広場集
合、新横浜駅解散（雨天決行、荒天時は
8月10日（木）に順延）

小学3年生以上の子と保護者45人
7月20日までに と申込者全員

の 、 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）

道の日2017～道の上で暑さを
吹き飛ばせ！～

8月の「道路ふれあい月間」を記念して
イベントを開催します。
内容:パネル展示、打ち水、スーパー
ボールすくい、ご当地ヒーローショー、
かき氷無料配布（先着200食）ほか

8月10日（木）15時～16時※雨天中止
センター南駅前広場／
都筑土木事務所
942-0606　 942-0809

みんなで防ごう食中毒！
食中毒予防キャンペーン

パネルの展示、衛生グッズの配布、和
太鼓の演奏、大道芸などを行います。

8月2日（水）14時30分～15時30分
モザイクモール港北／
食品衛生係
948-2356　 948-2354

第18回都筑区チャリティー
ゴルフ大会参加者募集

都筑区の地域福祉推進を目的とした
ゴルフ大会に参加しませんか。

9月7日（木）
姉ケ崎カントリー倶楽部（千葉県市原市）
大会の趣旨に賛同いただける人
参加費7000円、プレー費1万4789円
7月31日までに参加費を持参し

※プレー費は大会当日支払い
都筑区社会福祉協議会
943-4058　 943-1863

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
日時※ 催し 問合せ 電話 FAX

7月13日（木）～19日（水） 美術教室　作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
7月20日（木）～25日（火） WOMEN'S MEET UP FES in 都筑2017 区民活動係 948-2238 948-2239
7月27日（木）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1日（火）～2日（水） 中学校写真部　写真展
予算調整係 948-2213 948-2208

8月3日（木）～9日（水） 原爆パネル展
8月10日（木）～16日（水） 子どものアート作品展 地域力推進担当 948-2474 948-2239

第22回都筑区民文化祭オープニングイベント特別企画

クラシックバレエ『都筑 三大バレエハイライト』 
出演者・出演団体募集

❶B4サイズ・カラー未発表作品（PC作成可）
❷ポスターの中に文字を入れないこと
※文字デザイン・レイアウトは別に行います。作成時にレイアウト
などを変更することがあります。

作品規定

同 時 募 集 ！！

都筑区民文化祭 検索

参加無料

蚊を発生
させない

蚊から
身を守る
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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



◆区民まつり全般・フリーマーケット・PRコーナー　
　地域振興課　区民まつり担当　 948-2231　 948-2239
　 tz-chishin@city.yokohama.jp
◆ステージ…都筑クラブ　山

やま

田
だ

 美
み

千
ち

子
こ

　 080-3270-4649
◆その他ステージの抽選方法・演技スペース、協賛などの詳細はホームページにて

都筑区　区民まつり 検索

第23回 都筑区民まつり 出演・出店者募集
◆都筑区民まつり

11月3日（祝）10時～15時 ※小雨決行

●同一人（団体）の複数申込みは無効です。
●必要な機材などは、出演・出店者でご用意ください。
●参加者用の駐車場はありません。
※この他出演・出店にあたって注意事項があります。必ず をご確認ください。

出演者抽選会兼説明会（8月6日（日）開催予定）に参加でき①～③いずれか
の要件を満たす団体
①出演団体の主な活動拠点が都筑区にある。
②出演者のうち、過半数が都筑区在住のメンバーである。
③ 区で開催されるイベントなどで協力する、区に貢献してきた実績がある。

7月1日～7月21日に にて

区内の団体、企業など
センター南駅・センター北駅周辺、みなきたウォークの一部

出店内容 活動PR、物販ほか
出店料 1テントにつき30000円　コンセント使用1口につき＋2000円

※雨天などにより中止となった場合でも返金できません。ご了承ください。
※応募多数の場合は抽選を行います。

7月1日～7月28日に にて

区内在住の個人か区内の団体（販売業者の出店はできません）／80区画
みなきたウォークの一部

募集区画 80区画（予定）　 出店料 2000円※申込み時に持参
8月21日9時30分から区役所5階第1会議室にて申込用紙の配付と受付開

始  ※22日以降は地域振興課（5階54番窓口）
身分証明書（運転免許証など）

ステージ 大きさ 募集数 出演料
センター南　すきっぷ広場 約15m×約9m 10組（予定） 5000円

センター北　噴水広場（※） 約8m×約7m 14組（予定） 5000円

みなきたウォーク内 約10ｍ×約4.5ｍ 16組（予定） 3000円

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

8月23日（水）・28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

7月24日10時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

小学校入学前に知っておきたい大切なこと
～今から備える「小１の壁」～

9月2日・9日・23日の土曜13時30分～
15時（入学予定校別に同内容で3回開催）

区役所各種検診室（1階多目的室）
働きながら（働く予定で）、来年小学

校に入学する子どもを子育て中の保護
者各70人

20人 ※申込時にお知らせください。
講師:認定NPO法人あっとほーむ 代表
小
お

栗
ぐり

 ショウコさん（平成27年度「子供と
家族・若者応援団表彰」内閣府特命担当
大臣表彰　受賞）

開催日1週間前までに か か
青少年支援・学校地域連携担当
948-2471　 948-2309
tz-gakkourenkei@city.yokohama.jp

3
ス

Ｒ
リ

夢
ム

マスター教室

ごみ収集車の体験乗車やリサイクル
学習、焼却工場の見学など

7月26日（水）・27日（木）、８月2日
（水）・3日（木）・10日（木）・16日（水）・17
日（木）・23日（水）・24日（木）いずれも9
時30分～11時30分

資源循環局都筑事務所（平台27-2）
市内在住の小学生以下の子または

園児各10人
資源循環局都筑事務所
941-7914　 941-8409

親子のためのエコ施設見学会

ペットボトルのリサイクル工場や環境
学習施設を貸切バスで訪れます。

8月23日（水）9時15分～16時（予定）区
総合庁舎中庭（集合・解散）※昼食持参

区内在住・在学の小学生以下の子と保護者35人
7月13日8時から ※申込み1件に

つき１世帯までの受け付けとなります。
資源循環局都筑事務所
941-7914　 941-8409

里親制度説明会

児童相談所では親元で育つことので
きない子どもをあたたかい愛情を持っ
て育ててくださる里親家庭を求めてい
ます。先輩里親さんのお話もあります。

８月４日（金）14時～16時
青葉区役所　3階304会議室
健康で子育てが可能な人
事前に北部児童相談所里親担当へ

（948-2441）※保育あり、要予約

都筑図書館から

休館日：7月18日（火）
948-2424　 948-2432

●図書館たんけん隊
7月27日（木）①９時40分～11時40分、

②14時10分～16時10分・③28日（金）9時
40分～11時40分 ※各回同一内容です。

区内在住の小学3・4年生各12人
７月13日から か

●横浜みどりアップ 森の中のプレイパーク
「封印されし森のパズルを解き明かせ!」
公園にある自然を発見し、探偵事務所(図
書館)の本を使って謎を解き明かそう。

7月25日（火）9時15分～12時30分
区役所3階研修室、都筑中央公園
市内在住の小学4～6年生20人
7月11日から か

●7月の定例おはなし会
7月19日(水)15時30分～16時
一人でおはなしが聞ける子※保護者

の付き添いは事前にご相談ください／
●生きもののつながり(生物多様性)展

8月8日(火)～28日(月)／

都筑区　講演会　小１の壁 検索

申込み時の注意事項（共通）

ステージ出演者募集

PRコーナー出店者募集

フリーマーケット出店者募集

※ドラムセット、ギターアンプ2台、ベースアンプ1台設置
※噴水前にもカーペットを敷きます。（約6m×約3.6m）

予約・問合せ　健康づくり係　 948－2350　 948－2354

麻しん風しん（ＭＲ）
予防接種のご案内

麻しん風しん（ＭＲ）2期の予防接種は、平成30年4月に小学1
年生になるお子さんが対象になります。予診票は個別に送付
していますので、まだ利用されていない場合は、お早めの接
種をお願いします。
※予診票が見当たらない、小学生だがまだ接種していない
などの場合は、ご相談ください。　　

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、前立腺がん
検査（PSA検査）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

7月13日・20日・27日、8月3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

7月4日（火）午前・28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

7月4日（火）午前・28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　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

7月14日、8月4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
カ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

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 7月4日・18日、8月8日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 7月13日・27日、8月10日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 7月6日・20日、8月3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29年12月頃出産予定の人　
8月4日・18日・25日の金曜13時15分～13時30分受付
／13時30分から教室開始

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

7月10日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

7月24日（月）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

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

7月25日（火）午前・28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
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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7月11日～8月10日のお知らせを掲載しています。

休館日◆7/25（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は7月11日から か
※対象は全て市内在住・在学・在勤者
◆ちぎり絵にチャレンジしよう！
和紙を使ってペンギンのちぎり絵を作
ります／7月26日（水）10時～正午／小
学生20人 ／850円  ●
◆親子木工教室
　「木のメリーゴーラウンド」
7月30日（日）10時～12時30分／小学生
とその保護者15組 ／1200円  ●
◆はじめてのこども将棋  秋コース
8月26日、9月9日・23日（祝）、10月14日・
28日の土曜13時30分～15時／小学生
18人 ／200円（全回分）  ●

休館日◆7/10（月）
912-6973  912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

行事は開催日1カ月前の9時から
か10時から

※小学2年生以下は保護者同伴
◆わくわく科学実験室
不思議な万華鏡作り／8月22日（火）
10時～11時30分／小学生30人 ／
700円  ●
◆家具職人から習う木工教室「本立て」
8月20日（日）13時～16時／小学生15人

／1000円  ●

休館日◆7/10（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7月11日から
◆カラオケ講座（全3回）
9月7日・21日・28日の木曜13時～15時／
10人 ／2100円（全回分）  ●
◆新栄セミナー
①8月21日（月）9時30分～11時30分：エ
コバッグデザイン／神奈川県立新栄
高等学校 ②8月24日（木）Aうた：9時30
分～10時50分、B英会話：11時～12時
／仲町台地区センター／各15人   ●
◆ノルディックウオーキング（全3回）
9月23日～10月7日の土曜9時30分～
11時45分／20人 ／1000円（全回分）  
●
◆パワーヨガ2期（全10回）
9月19日～12月5日の火曜、Aクラス：9
時15分～10時15分、Bクラス：10時30分
～11時30分／各60人 ／3600円（全
回分）

8月15日までに 、 、希望クラ
スを明記し か
◆親子体操2期（全10回）
9月22日～12月8日の金曜 Aクラス：9時
30分～10時30分、Bクラス：10時40分
～11時40分／1歳8か月以上の未就園児
と保護者、各50組 ／4000円（全回分）

8月18日までに 、希望クラス、
子どもの 、性別、 を明記し か
◆朝活！ピラティス前期（全6回）
9月6日・20日、10月4日・18日、11月1日・
15日の水曜10時40分～11時40分／15
人 ／3600円（全回分）  ●
◆親子太鼓リズム遊び（全3回）
9月1日・15日・29日の金曜16時～17時
／15組 ／2400円  ●
◆おもちゃの病院
9月9日（土）10時～14時／18点   ●

休館日◆7/10（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カ月前から
か  ※ 要問合せ

◆おはなしだいすき！
8月24日（木）①10時30分～11時 ②11
時～11時30分／①3歳未満 ②3歳～小
学生、各25人  ※未就学児は保護者
同伴  ●
◆おもしろ科学教室
8月24日（木）①10時～11時30分：機織
り機 ②13時～14時30分：アクセルごま
／①小学1～3年生 ②小学4～6年生、
各24人 ／①200円 ②500円  ●
◆「和文化」に親しもう！（全6回）
ゆかたの着方とマナー／9月2日、10月
14日、11月11日・25日、12月9日、2018年
1月13日の土曜9時30分～11時30分／
小学生と保護者10組  ※小学生のみ
の参加可  ●
◆だちょうのたまごをさわってみよう！
8月22日（火）10時～11時30分／小学
生20人 ／300円  ●
◆ロビーコンサート
7月15日：なないろ、7月22日：澤

さわ

谷
や

 ゆき
え、8月5日：末

すえ

岡
おか

 聡
そう

一
いち

郎
ろう

、いずれも土
曜13時30分～14時30分／
◆子どものアートⅡ（全3回）
9月3日、10月8日、11月19日の日曜9時
30分～11時30分／年長児～小学生30
人  ※未就学児は保護者同伴／1200
円（全回分）  ●

休館日◆7/10（月）・24（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は開催日の2カ月前から か
◆いろり端おはなし会
親子連れ歓迎！ ※協力：おはなしネット
ワーク「かたらんらん」／7月17日（祝）
／11時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
初心者歓迎／7月15日（土）14時～16時
／
◆初めての茶道講座
9月2日（土）：大日本茶道学会、9日（土）：
表千家、16日（土）：表千家（男性講師）、
23日（祝）：裏千家、いずれも10時～12
時30分／高校生以上、各10人 ／各
1500円 ※前日以降キャンセルの場合
500円／ 白ソックス  ●
◆親子・子ども茶道講座
9月2日（土）：大日本茶道学会・9日（土）：
表千家・23日（祝）：裏千家、いずれも13
時30分～16時／各10人  ※子どもは
5歳～中学生／子ども各1000円、親各
1500円 ※前日以降キャンセルの場合
子ども200円、親500円／ 白ソック
ス  ●

休館日◆7/6（木）・20（木）、8/3（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆おはなし会「影絵」
横浜市立みなと総合高等学校の生徒
による影絵話／7月22日（土）①18時30
分～ ②19時20分～ ※雨天時は翌日
順延／
◆親子のおはなし会
7月19日（水）10時30分～／10組程度／

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
◆七夕・ソーメン流し
8月6日（日）11時～14時／レストハウス
集合／80人 ／300円  ●
◆大池の生き物観察会
7月23日（日）9時～12時／レストハウ
ス集合／300円  ●
◆夏休みの昆虫観察会
7月30日、8月6日の日曜9時～12時／レ
ストハウス集合／各300円  ●
◆夜の昆虫観察会
7月30日（日）18時～21時 ※雨天中止
／レストハウス集合／300円  ●
◆ネイチャークラフト作り
7月23日（日）10時～15時 ※雨天中止
／都筑中央公園円形広場／500円／

 ※受付は14時30分まで

土・日曜、祝日のみ開園
・ 945-0816

〒224-0037  茅ケ崎南一丁目4

茅ケ崎公園自然生態園

◆里山樹林の保全作業
7月15日（土）・23日（日）いずれも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／

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

◆夢スタ「盆踊り」
よこはまアラメヤ音頭を踊ろう！イン
ラインスケートも体験できるよ！／7
月22日（土）16時～20時／

休館日◆7/18（火）
・ 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

◆夏の工作教室「流木粘土アート」
8月17日（木）10時30分～11時30分／小
学生以下20人  ※未就学児は保護者
同伴／500円

7月17日から か
◆ログのミステリーツアー
ログで行うお化け屋敷／7月26日（水）
～28日（金）／

休館日◆7/18（火）
914-7171  914-7172

〒224-0003  中川中央一丁目25-1 ノースポート・モール5階
my-plaza@tsuzuki-koryu.org

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

◆平成29年度 多文化共生セミナー
　「外国につながる子どもの
　発達障害をどう捉えるか」
8月24日（木）14時～16時／60人

7月11日から か か を明記
し 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

要問合せ
◆JAL折り紙ヒコーキ教室
7月15日（土）14時～15時30分／勝田小
学校体育館／小学生100人  ※1・2年
生は保護者同伴

7月14日までに か
◆マジックボックスと
　万華鏡を作ろう
光の不思議な世界を楽しもう／7月
22日（土）10時～11時30分／小学生20

人  ※1年生は保護者同伴／500円
7月19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

行事は7月11日から か
◆夏休み子ども染め物教室
Tシャツを染める／7月26日（水）10時
～12時／10人 ／500円  ●
◆夏休み子ども将棋教室（全2回）
7月29日（土）：ルールを学ぶ、31日（月）：
対戦、いずれも10時～12時／小中学生
20人  ※初心者の大人も可  ●

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

◆夏休み子ども教室
①7月22日（土）11時～11時30分：おはな
し会 ②26日（水）10時30分～12時：おや
つ作り ③28日（金）10時～12時：子ども
のアート ④29日（土）9時30分～11時30
分：竹細工 ⑤8月21日（月）10時～12時
頃：川和車両基地見学会 ⑥23日（水）10
時～12時：ネイチャークラフト ⑦25日

（金）10時～12時：化学実験／  ※詳細
は問合せまたは

①は 、②～⑦は1週間前までに
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7月12日から か
◆おもしろ算数「へんしん立方体」
7月28日（金）10時～12時／小学生（1年
生は保護者同伴）20人 ／300円  ●
◆オリジナル布バッグ作り
　〜セロテープアート〜
8月9日（水）13時～15時／小学生15人
／500円  ●
◆パネルシアターを作ろう
7月24日（月） 13時30分～15時30分／
小学生16人 ／200円  ●
◆電撃イライラ棒と通電チェッカーを
　作ろう〜科学自由研究に！〜
8月4日（金）10時～12時／小学生25人

／600円  ●

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

行事は7月11日から か か
、年代を明記し

◆夏休みこども科学教室
①7月27日（木）：摩

ま

擦
さつ

の原理で動くおも
しろおもちゃ作リ ②8月19日（土）：万華
鏡作り いずれも10時～12時／小学生
以下20人 ／①300円 ②500円 ●
◆こども「草木染め」教室
7月29日（土）10時～12時／小学生以
下15人 ※未就学児は保護者同伴／
500円  ●

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

◆竹細工で風車を作ろう
8月23日（水）10時～12時／小学生15
人 ／300円／ はさみ

7月11日から か

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

加賀原地域ケアプラザ

行事は当日までに か  ※ 要
問合せ
◆ビニールプールで遊ぼう
8月3日（木）10時～11時30分 ※雨天時
は室内遊び／未就園児／
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◆お父さんとパンを作ろう
7月30日（日）10時～13時／小学生とそ
の父親8組 ／1組500円  ●
◆小学生映画鑑賞「犬と私の10の約束」
7月25日（火）13時30分～／50人 ●

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
7月25日（火）13時～14時30分／介護
者か介護を終えた人15人 ／100円

当日までに か
◆出張相談会
高齢者に関する相談を専門職員が伺
います／毎月15日10時～16時／すみ
れが丘会館（すみれが丘37）／

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

◆アートイベント
箱を使った工作／8月27日（日）13時30
分～15時30分／障がいのある小学生
～高校生と親8組 ／300円

8月13日までに か
◆歌って回想・健康法
なつかしい歌を歌いながらストレッチ
する脳トレです／8月31日（木）10時30
分～12時／60歳以上15人

8月17日までに か
◆おはなし会
親子リズム体操なども行います／7月
27日（木）11時30分～11時50分／未就
学児と保護者／

休館日◆7/24（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

◆スポーツ医事相談（整形外科）
横浜スポーツ医会の医師による無料相
談会！日頃のスポーツ活動で抱えてい
る不安や疑問など、気軽に相談できま
す／8月26日（土）15時～17時／6人
※1人20分程度

7月26日～8月24日に か
◆ワンデープログラム
各プログラムとも当日の開始30分前か
ら必ず本人受付 ※水曜ズンバは15分
前／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（事前申込制、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、40人）
▶火曜日（7月11日・18日・25日、8月1日・
8日） ①ソフトエアロ／12時20分～
▶水曜日（7月12日・19日・26日、8月2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
▶金曜日（7月14日・21日・28日、8月4日）
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分
▶土曜日（7月15日・22日・29日、8月5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）
▶火曜日（7月11日・18日・25日、8月1
日・8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  ▶金曜日（7月14日・21日・28日、
8月4日） ⑩金曜エンジョイ個サル／
21時～／600円／50人  ▶土曜日（7月
15日・22日・29日、8月5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◆7/24（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
7月23日（日）12時～12時40分／
◆あざみ野こどもぎゃらりぃ 2017
さまざまなかたちでアーティストや表
現に出会う子どものための展覧会／7
月28日（金）～8月6日（日）10時～17時 ※
最終日は18時30分まで／
◆あざみ野マルシェ＆アートワゴン
7月30日（日）：アートワゴン、8月2日（水）：
マルシェ、いずれも10時～／

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

男女共同参画センター横浜北

◆パパと遊ぼう  オムツっ子も水遊び♪
7月29日、8月5日の土曜10時30分～11
時45分／2歳以下の子と父親、各15組

／各900円 ※詳細は問合せを
7月12日から 910-5724（9時～17

時 ※休館日を除く）

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）
◆ナイトズーラシア（全9回）
8月の土・日曜、11日（祝）／夜の動物た
ちの姿を特別公開／
◆昼からZoo〜っと
　“ズーラシア夜市”（全9回）
台北夜市をイメージした装飾／8月の
土・日曜、11日（祝）13時～20時30分／こ
ろころ広場／

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

◆第32回エントランスホールコンサート
チェロカルテット／7月17日（祝）14時

～14時45分（13時30分開場）／座席定
員50人 ※立ち見も可／

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
◆マタニティさんのおしゃべり会
7月29日（土）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！
8月5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）
／
◆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
マといっしょにおしゃべり！／7月15日

（土）10時30分～11時30分／未就学児
と家族5組   ●
◆公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎／7月27日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発） ※
雨天時は8月3日（木）／ききょう公園

（中川5-10）／
◆ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障がいのある
子と家族のポポラ体験／7月15日（土）
10時～16時／未就学児と家族／
◆じっくり相談
専門相談員による子育て相談／8月4
日（金）・5日（土）・26日（土）いずれも10
時～16時／未就学児と家族   ●

夏は、プールで涼しく、
健康的に過ごしませんか！

水着・水泳帽子の着用やオムツの
取れていない子どもの入場など
については各施設により取扱い
が異なりますので、各施設へお問
い合わせください。

区内の市営公園プール
営業期間 夏季のみ営業（7月8日（土）～9月3日（日）、期間中無休）９時～18時

（山崎公園子ども用プールは16時まで） ※水浴は10分前まで

施設名／問合せ／交通機関 プールの種類 料金（1時間）
茅ケ崎公園プール

941-2802（営業期間中）
茅ケ崎南一丁目4（向原バス停下車また
は仲町台駅徒歩15分）

◆円形プール
◆子ども用プール

◆大人：200円
◆小学生以下：100円

山崎公園プール
912-6011（営業期間中）

中川四丁目19（中川駅徒歩7分）

◆25ｍプール
◆子ども用プール

◆25ｍプール：100円
◆子ども用プール：60円

対  象 ◯円形プール・25ｍプール：小学2年生以上。小学1年生以下の子どもは、水着
着用の保護者（18歳以上）１人につき1人の利用ができます。◯子ども用プール：小学1年
生以下。未就学児は、水着着用の保護者（18歳以上）１人につき2人利用できます。
指定管理者 オーエンスグループ  03-3544-1551  03-3544-1560（営業期間外）
※各種イベントあり！詳細は

都筑プール
営業期間 夏季（7月20日（木）～8月31日（木）、期間中無休）：9時～20時／通年：10時

～20時 ※いずれも日曜は17時まで
休館日 年末年始、毎月最終火曜（祝日の場合は翌日）  http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_p_ysa/

問合せ／交通機関 プールの種類 料金（1回）
941-8385

葛が谷2-2（都筑ふれあ
いの丘駅徒歩2分)

◆25ｍプール
◆児童プール
◆幼児プール

◆大人：400円  ◆子ども：100円（3歳～中学生）
◆65歳以上（市内在住で、「濱ともカード」や免
許証・保険証の提示がある場合）：200円

◯未就学児は保護者（16歳以上）1人につき3人まで利用できます。◯浮き輪などの
遊具の使用については、お問い合わせください。◯お得な回数券もご利用ください。

横浜国際プール
営業期間 平日：9時30分～22時30分、土日祝：7時30分～21時30分
休館日 年末年始、施設点検日（年8回程度） ※7・8月は無休  http://www.waterarena.jp/

問合せ／交通機関 プールの種類 料金／１回
592-0453

北山田七丁目3-1（北山田
駅徒歩5分）

◆メインプール（50ｍ）
◆サブプール（25ｍ×2）
◆ダイビングプール

◆大人：2時間700円
◆子ども（中学生以下）：2時間350円

◯未就学児及び身長120センチメートル未満の子どもには、保護者（16歳以上）の同
伴が必要です。◯18時以降の小・中学生の利用には、保護者（16歳以上）の送迎が必
要です。◯教室・コース貸切による利用制限、大会などでご利用いただけない場合が
ありますので、事前にご確認ください。

ハマスポ 検索横浜市公園プール 検索

◆秋の定期教室のご案内
7月1日から秋の定期教室の募集を行い
ます。詳しくは か

◆夏季特別教室　追加募集のご案内
7月11日から夏季特別教室の追加募集
を行います。詳しくは か

＊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 112017（平成29）年 7 月号



　6月2日（金）に港からちょっと距離はありま
すが、横浜市歴史博物館でも横浜の開港を記念
して全館無料の「来館者優待デー」を開催しま
した！展示のほか、学芸員による特別展示解説
や、縄文土器（！）に皆さんの顔を映し出す「レキ
コラ顔

がん

面
めん

把
とっ

手
て

」、茶屋さくら屋の内側が見られ
るVR（バーチャルリアリティ）など歴史博物館
ならではの限定イベントで盛り上がりました。

くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

募  集
●阿波踊りをご一緒に楽しみませんか？
踊り子（男、女、子）・鳴り物（三味線、篠笛、
太鼓など）を募集します／毎月2回（土曜
か日曜）／荏田南小学校体育館または北
山田地区センター、仲町台地区センター
／1回200円（年会費3000円）

徳座連　徳
とく

田
だ

591-7428
●牛久保小はまっ子ふれあい

スクールのアシスタント募集
子どもたちの放課後の居場所づくりの
お手伝いをしてみませんか／牛久保小
学校／週3～4日、放課後～18時頃／大

学生以上で平日および土曜に勤務可能
な人3人（時給956円）

牛久保小学校はまっ子ふれあいス
クール　寶

ほう

代
だい

　 912-2094

講  座
●英会話入門・韓国語入門講座（全8回）
英会話入門は、中学1年生レベルの文法か
ら基礎会話まで。韓国語入門はハングル
の読み書きから基礎会話まで／7月26、8
月2日・9日・23日・30日、9月6日・13日・20日
の水曜 韓国語：18時～19時、英会話：19時
30分～20時30分／都筑公会堂／各15人

／各6000円（全回分）※テキスト代別途
国際文化交流協会　前

まえ

田
だ

090-6489-2803（平日10時～17時）

催  し
●都筑区民ダブルスバドミントン大会
7月30日（日）8時～／都筑スポーツセン
ター／中学生以上の区内在住・在勤・在
学者160組 　※詳細は都筑区区民活
動センター、都筑スポーツセンターおよ
び区内地区センターで配布する申込書
をご覧ください。

7月16日までに （contact@tsuzuki-
badminton.org）

都筑区バドミントン協会　持
もち

増
ます

090-2677-3760
●第23回都筑区硬式テニスダブルス

大会
9月2日（土）～ ※詳細はホームページに
て／三ツ沢公園、都田公園

7月11日から都筑区テニス協会
（http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/）
都筑区テニス協会事務局

（tudukittennis@gmail.com）
090-2918-9891（10時～19時）

●歴史講演会「古代国府の実像」
講師：平

ひら

川
かわ

 南
みなみ

 氏／9月2日（土）14時～16
時（13時30分受付開始）／横浜市歴史博
物館講堂／170人 ／500円

8月19日までに 、どこで開催を
知ったかを明記し （〒231-0062　中
区桜木町1-1-56みなとみらい21クリー
ンセンタービル5F　横浜市市民活動支
援センター「レターケースNo35　横浜
歴博もりあげ隊」）

横浜歴博もりあげ隊事務局
080-4896-4677（7月8日からお問い

合わせできます。 ※9時～17時）
●フットサルクラブ2期（全10回）
9月14日～11月16日の毎週木曜15時15
分～16時／くろがね青少年野外活動セ
ンター／未就学児（年中～年長相当）20
人 ／6500円（全回分）

7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/）

●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。

横浜市歴史博物館にて来館者優待デーを開催しました！

レキコラ²Ｐ「顔面把手」

投票日に仕事やレジャー
などの用事で、投票所に行
けない人は、期日前投票制
度をご利用ください。「投
票のご案内」が届きました

出張先や旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票ができま
す。また、身体に重度の障害のある人や要介護5の人で「郵便等投
票証明書」をお持ちの人は、郵送による不在者投票ができます。

7月30日㊐は横浜市長選挙が行われます
投 票 日：7月30日（日）　投 票 時 間：7時 ～20時

「投票のご案内」をお持ちください 「投票のご案内」を世帯ごとに、ひとつの封筒に同封して郵送しますので、
ご自分の「投票のご案内」をお持ちください。窓口での受付が早くなります。

期日前
投票

不在者
投票

期日前投票所 都筑区役所　6階大会議室
市営地下鉄センター南駅徒歩6分

横浜農業協同組合（JA横浜）　都筑中川支店
市営地下鉄センター北駅徒歩1分

投票期間（土日を含む） 7月17日（祝）～29日（土）
投票時間 8時30分～20時 9時30分～20時

都筑区選挙管理委員会 948-2215・2216  948-2209 横浜市　選挙 検索

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン

横
浜
市
営
地
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鉄

ブ
ル
ー
ラ
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モザイクモール港北
都筑阪急

バスターミナル

センター北駅

ノースポート
モール

Ｎ

センター北駅広場

JA横浜都筑中川支店

センター北駅西側

センター北駅東

バスターミナル

センター北駅

ら、裏面の「請求書兼宣誓書」（期日前投票の際に必要）に必要事項
をご記入の上、お持ちください。（「請求書兼宣誓書」の用紙は期日
前投票所にも用意しています）
※区内の2か所で期日前投票ができます。投票時間が異なります

のでご注意ください。

横浜農業協同組合（JA横浜）  都筑中川支店（期日前投票所）

＊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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