
　心もからだも健康に、豊かでいきいきとした生活を送る
ために「食べること」についてしっかり考えてみませんか？

「食育」というと子どものことと思われがちですが、すべて
の世代の人にとって大切なことです。
　「食べること」は「生きること」。生涯にわたって大切にして
いきたいですね。

　1日に350g以上の野菜を
食べることが目標とされて
います。朝・昼・夕の食事に
いつも野菜を取り入れるよ
うにしましょう。

　主食・主菜・副菜
をそろえて食べま
しょう！

　ヘルスメイトとは『食生活等改善推進員』の愛称です。食を中心
とした健康づくりを地域に普及するボランティア団体です。都筑
区では男性4人を含む68人が楽しく活躍しています。

問合せ  健康づくり係　 948-2350　 948-2354

都田地区子育てサロン

12ページ
に

レシピの
紹介が

あります
！

プレママの
ための
栄養講座

都筑区食育フェア 検索詳しくは

6月10日（土）
10時30分～13時

日時

区総合庁舎
1階区民ホール

会場

私
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で
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どうして6月が食育月間なの？
平成17年6月に『食育基本法』が制定
されたことに由来します。

Q
A

食育について楽しく学ぼう！

あなたも
ヘルスメイトの

仲間になりませんか？

養成講座については
❽ページへ

広報よこはま都筑区版／平成29年／No.236

☎ 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
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★6月の土曜開庁日：10日・24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　 211,455人（前月比70人増）
 　区の世帯数 81,505世帯（前月比111世帯増）
※29年5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 6 月号



◆ 横浜環状北西線および関連街路等の整備 1

　横浜環状北西線（東名高速道路横浜青葉インターチェンジ～第三京浜道路港北インターチェンジ）は、共同
事業者である首都高速道路株式会社と連携しながら、全工区において建設工事を進めます。特にシールドト
ンネルの掘進を本格的に行います。また、本線と一般道路を結ぶ川向線などの関連街路の整備を推進します。 

道路局

◆ 都筑区自転車・歩行者安全事業 2

　自転車歩行者専用道路と緑道において自転車走行の推奨ルートを設置するとともに、幹
線道路に自転車専用通行帯を設置し、歩行者と自転車が安全な通行をできるようにします。
自転車歩行者専用道路の都筑ふれあいの丘駅周辺、緑道のゆうばえのみち、幹線道路の市道
新羽荏田線などで整備を進めていきます。 道路局  土木事務所

◆ 通学路安全対策事業 3

　通学路に歩道がないまたは狭い箇所については、歩道の設置・拡幅を行うことにより、安全に通学できるよ
うにします。柚の木、山王前、藪根交差点などの道路改良を進めていきます。 道路局  土木事務所

◆ 高齢者等移動支援バスモデル事業の実証運行
　都筑区都田・池辺地区の住民の皆さんによる「都田・池辺地区ボランティアバス協議会」が、横浜環状北西線
建設関連企業による「地域貢献協議会」から提供された車両を用いて、地域の共助による移動手段（「都田・池
辺地区ボランティアバス」）として実証運行を行います。 道路局  区区政推進課

◆ 鶴見川水系及び多摩川水系の洪水ハザードマップの改訂
　洪水ハザードマップの内容を改訂するとともに、想定最大規模の洪水浸水想定区域などを記載
します。 総務局  区総務課

◆ 災害時下水直結式仮設トイレ（災害用ハマッコトイレ）の整備 4

　北山田小学校での着工とともに、都田中学校など5か所の設計を行います。
環境創造局  資源循環局  区総務課  土木事務所

◆ 防犯灯の整備・維持管理　
　LED防犯灯設置事業により、鋼管ポールタイプ
の防犯灯を新設します。

市民局  区地域振興課

◆ 公園整備事業 5

　すみれが丘公園、鴨池公園、ゆうばえのみちの3か所で公園
の再整備を行います。 環境創造局  土木事務所

　4月に区内2か所目の市民の森となる、池辺市民の森が
開園しました。全体面積約4haの中に、林間広場・疎林広
場・展望広場の3つの広場や散策路が整備され、四季折々
の緑の景観を楽し
みながら散策でき
ます。 環境創造局

◆ センター北市有地の土地利用計画の検討 7

　 昨年度実施したサウンディング調査を踏まえ、基本構想の検討に着手
し、より詳細な活用案をまとめるなど、文化施設整備に向けて具体的な準
備を進めます。 文化観光局  区区政推進課

◆ 駅周辺等の整備・まちづくりの検討 8

　市営地下鉄グリーンラインの川和町駅周辺西地区と横浜北線・横浜環状
北西線の横浜港北ジャンクション周辺の川向町南耕地地区において、市街
化区域に編入し組合施行による土地区画整理事業の都市計画決定を目指
します。
　東山田駅周辺地区については、居住者、土地所有者の意向や周辺地域の
状況を踏まえ、まちづくりの方向性について検討を行います。
都市整備局  区区政推進課

シールド
マシン

（工場仮組）

ボランティアバス

災害用
ハマッコトイレ

開園式典の様子
（4月23日）

◆ 妊娠期から子育て期までの支援の充実　
　妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の実施に向けて、子育て世代包括支援センター機能を構築します。保健師
などの専門性を活かした相談支援を行う「母子保健コーディネーター（仮称）」を区福祉保健センターに配置し、妊産婦の相談・
支援に対応します。また、産婦健康診査への助成、外出が難しい産婦を対象とした訪問による母乳相談、産後うつの早期発見・
支援に向けた取組を実施します。 こども青少年局  区こども家庭支援課

◆ よこはま健康スタイル推進事業
　日常生活の中で、楽しみながら継続して健康
づくりや社会参加に取り組んでいただくことを
目的に、よこはまウォーキングポイント事業、
よこはま健康スタンプラリー事業、よこはまシ
ニアボランティアポイント事業を推進します。
 健康福祉局  区全課

❶自転車交通安全講習を受けられます。
❷市民向け「ハマの自転車保険」に加入できます。
問合せ  横浜市交通安全協会　自転車会　 663-3011

● 自転車会についてのお知らせ ●
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　都筑区では、区民の誰もがいきいきと活躍できるよう、区
の魅力資源をいかして、緑道や公園を活用したイベントな
どの運動定着につながる事業、都筑野菜を取り入れた食育
の推進、高齢者のさまざまな健康づくりの場の提供など、子
どもから高齢者まで各世代に応じた健康づくりを区役所が
一丸となって推進します。

都筑区における健康づくりの推進

横浜港北JCTは、横浜北線と第
三京浜が接続するJCTです。一般
道路との乗り降りはできません。
横浜北線をご利用の場合は新横
浜出入口をご利用ください。

局と区が
連携して各種事業に

取り組みます

問合せ 企画調整係　 948-2225　 948-2399

平成 年度29特集

　都筑区は、15歳未満の年少人口の割合が18区で最も高く、平均年齢も最も若い活気のあるまちです。一方で、65歳以上の

高齢者人口が将来に向かって増え続けることが見込まれます。そのため、子ども・子育てへの支援に引き続き取り組むと

ともに、高齢者もいきいきと活躍できる安心・安全なふるさとづくりを進めます。

　また、都筑区ならではの魅力をいかしながら、「人づくり」「つながりづくり」「魅力づくり」を念頭に、事業に取り組みます。

基本目標

● 平 成 2 9 年 度  都 筑 区 運 営 方 針 を 策 定 し ま し た ●

◆詳細については、都筑区ホームページでご覧いただけます。

運営方針とは、一年間の組織の基本目標及び目標達成に向けた施策や組織運営の方向性を明確化し、目標達成に向けて組織一丸となって取り組むために、毎年策定するものです。 

都筑区  運営方針 検索
都筑区長
畑澤  健一

※番号が付いている事業の実施場所については、7ページの地図をご覧ください。

都筑区版 都筑区版6 72017（平成29）年 6 月号2017（平成29）年 6 月号



つづきＭＹプラザ　 914-7171　 914-7172　※6月19日（月）は休館日です。

食品衛生係　 948-2356　 948-2354
健康づくり係　 948-2350　 948-2354
tz-kenko@city.yokohama.jp

中高生のための

夏休みボランティア体験

食から学ぶ健康づくりセミナー

ヘルスメイト養成講座

食中毒に気を付けよう！

　新しい自分との出会いや発見ができるチャンス！小学校5・6年生向けプレ
コースも同時開催します！
　この夏、区内のいろいろな活動から自分にぴったりのボランティア活動を
見つけて体験してみませんか。

　食を通したボランティア、ヘルスメイト「食生活等改善推進員」の養成講座
です。「食」や「運動」などの健康づくりを中心として、食育や生活習慣病予防、
地域活動などについて学びます。受講後はボランティア活動で、地域でのふれ
あいを深めましょう。※過去に同講座を修了したことのある人はご遠慮ください。

　これからの季節は、バーベキューや焼肉を楽しむ機会が多くなります。生
の肉にはＯ

オー

157（腸管出血性大腸菌）やカンピロバクターなどの「食中毒菌」
が付いていることがあります。肉を食べる際はこんなことに気を付けま
しょう。

★�肉は中心部分の色が変わるまでし
っかり加熱しましょう。

★�生の肉に使う箸
はし

やトングは、焼き
あがった肉をとる箸・トングと使
い分けましょう。

★�鳥の刺し身、豚の生レバーなど、肉
の生食は絶対にやめましょう。

�区役所福祉保健センター栄養相談室ほか
�区内在住で8回以上出席できる人30人
1188円予定（テキスト代）
6月12日から7月3日までに か、 と を本文に記載し、件名を「食生活

等改善推進員養成講座申込」と明記し か

主　催 �つづきＭＹプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）、
　　　��都筑区社会福祉協議会、都筑区青少年指導員連絡協議会

オリエンテーション
ボランティアの心構えや活動の注意事項を知ろう！
7月21日（金）～24日（月）

ボランティア体験
区内の施設や団体、ボランティアグループで活動をしよう！
7月26日（水）～8月25日（金）

振り返り・修了証授与
活動で学んだことを次のステップにつなげよう！
8月26日（土）

区民活動センターからの
お知らせ

区役所1階　 9時～17時
休館日：6月19日（月）
948-2237� 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

◆転勤妻のおしゃべりサロンを開催
しています！
夫の転勤に伴い引っ越してきた妻た
ちが、いっぱい話して、いっぱい笑え
るおしゃべりの場です。予約は不要。
お気軽にお越しください。小さなお子
さんが遊べるスペースもあります。
毎月第3金曜10時～12時／

※参加費無料

都筑図書館から

休館日：6月6（火）～8日（木）・19日（月）
948-2424� 948-2432

◆教科書展示会 
横浜市立小・中学校、義務教育学校お
よび特別支援学校（小・中学部）用教科
書の展示を行います。
6月16日（金）～30日（金）　

火～金曜：10時～12時、13時～18時
30分、土・日・月曜：10時～12時、13時
～17時／

新治恵みの里　お盆料理教室

横浜里山地域の農家に伝わるお盆料
理を作り味わって、お盆帰省時に郷里
の伝統文化を見直してみませんか？

8月6日（日）10時～13時
緑区新治町　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）
10歳以上で市内在住の家族、グル

ープ、個人20人
6月30日までに新治恵みの里

（www.niiharu.link）
1人800円（お盆料理作り体験、試食、
保険代含む）
北部農政事務所農業振興担当
948-2483　 948-2488

港北水再生センター＆地下鉄
川和車両基地の見学会

港北水再生センター施設見学→昼食
（各自持参）→地下鉄川和車両基地施
設見学→新横浜駅解散（途中移動は
貸切バス）
7月28日（金）10時～15時�※港北水

再生センター集合（東急東横線�大倉
山駅、JR新横浜駅下車徒歩約25分）
市内在住・在勤・在学の人100人
6月30日必着で 、（参加者

全員）、参加人数を明記し か
港北水再生センター�見学担当
542-3031　 545-6564
222-0037　港北区大倉山七丁目�

40-1
ks-kohoku@city.yokohama.jp

広報よこはま都筑区版イベント
カレンダー日程変更のお知らせ

都筑区イベントカレンダー４ページ
「第23回　福祉農園」の日程が変更と
なりましたのでご注意ください。
変更前：10月15日（日）、変更後：10月
22日（日）

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

STEP1～3の順に参加して、体験が修了します

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
6月21日（水）～23日（金） 絵手紙・ちぎり紙・折り紙の展示と体験 予算調整係 948-2213 948-2208
6月22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
6月23日（金）～29日（木） 第2回都筑区わが庭・花壇・菜園自慢展示 企画調整係 948-2226 948-2399
7月2日（日）10時30分～15時 つづきっこまつり 青少年支援・学校地域連携担当 948-2471 948-2309
7月3日（月）～5日（水） 手作り作品展覧会 予算調整係 948-2213 948-2208
7月6日（木）～12日（水） 都筑区商店街紹介パネル展 地域振興係 948-2231 948-2239
7月6日（木）～12日（水） 活動写真展「自然の中で子どもが育つ�地域の中で子どもと育つ」 予算調整係 948-2213 948-2208

STEP1

STEP2

STEP3

コース 対象 申込期限

中高生コース 区内在住、在学、つづきMYプラザを
利用している中学生と高校生 7月11日20時まで

小学校5・6年生
向けプレコース 区内在住、在学の小学校5・6年生 7月6日20時まで同時

開催

※申込方法は、つづきＭＹプラザのホームページをご覧ください。

回数 日程 主な内容
1 7月12日（水） ●健康づくりと食生活

●生活習慣病の基礎知識
●健康づくりと身体活動（運動実技）
●こころとからだの健康づくり
●お口の健康
●暮らしの中の食品衛生、環境衛生
●ヘルスメイトの活動紹介
●地域の健康づくりと仲間づくり
●横浜市合同研修
●ヘルスメイト活動事例報告会
など��※内容が変更になることがあります。

2 7月26日（水）
3 8月30日（水）
4 9月27日（水）
5 10月25日（水）
6 11月22日（水）
7 12月5日（火）
8 平成30年1月17日（水）
9 1月頃（未定）
10 2月14日（水）

8回以上出席された方には修了証をお渡しします。
ぜひお友達を誘って受講してください。

※時間は各回13時30分～16時　※10回で1コース
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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

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

●主なハチの巣の特徴

●ハチの巣を発見したら

ハチの巣の早期発見・早期対応を!! 日本脳炎の予防接種はお済みですか？
　ほとんどのハチは、毎年5月頃になると、女王バチが1匹で巣作りを始めま
す。巣が大きくなってしまう夏よりも前に、ハチの巣の早期発見とハチの種
類に応じた早期対応を心がけましょう。

　区役所では次のとおり対応を行っています。詳細は環境衛生係までお問
い合わせください。なお、区役所職員によるハチ及び巣の駆除は、行って
おりません。
●巣の形状などからハチの種類の推定
●ハチの種類に応じた対応方法のご案内
● 防護服や軒下など高い所にできた巣に殺虫剤を噴霧できる器具(※)の無料

貸出
※専用の殺虫剤が必要です。殺虫剤は、区役所売店などにて各自でご購入ください。

●1期（3回）：生後6か月～7歳6か月未満は無料。3歳からの接種がおすすめです。
●2期（1回）：9歳～13歳未満は無料

救済措置❶
生年月日が平成9年4月2日～平成19年4月1日で
20歳未満の人は、4回とも無料

救済措置❷
生年月日が平成19年4月2日～平成21年10月1日
の人は、9歳～13歳未満の期間中は4回とも無料

詳しくは　
「横浜市予防接種コールセンター」 330-8561　 664-7296　

※人が近づく場所でなければ、必ずしも駆除は必要ではありません。

スズメバチ アシナガバチ
形 ボール型 おわん型（逆さ吊り）
外
がいかく

殻 全体が覆われている(マーブル模様) 外殻が無く、巣穴が露出
巣穴 1か所 複数

スズメバチ スズメバチアシナガバチ

初期巣

成長

ハチの巣発見！

日本脳炎は4回接種の制度です

横浜市　予防接種 検索 か

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

7月26日（水）午前→6月27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

6月15日・22日・29日、7月6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

6月6日（火）午前・23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

6月6日（火）午前・23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

7月26日（水）午前→6月26日～7月13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

6月9日、7月14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。詳しくは問合せを。

●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

都筑図書館から

休館日：6月6日（火）～8日（木）・19日（月）
948-2424　 948-2432

●絵本をよんであげますよ～ 
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊のみなさんが絵
本コーナーで読み聞かせをします。
6月17日（土）10時30分～12時／

●6月の定例おはなし会
6月21日（水）15時30分～16時
一人でおはなしを聞ける子／

●くまさんのおはなし会（7月）
7月13日（木）①10時～10時25分、

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

満のお子さんは入室不可
6月29日から か

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制）

1日目：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日目：赤ちゃんといっしょに楽しく
遊びながらの体操
7月25日（火）・31日（月）いずれも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
東山田地域ケアプラザ
1日目：普段使っている離乳食用のス

プーン、飲み物
2日目：バスタオル、飲み物
6月26日10時から会場の東山田地

域ケアプラザへ （592-5975）
健康づくり係
948-2350　 948-2354

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 6月6日・20日、7月4日の火曜12時～13時30分受付

1歳6か月児 6月1日・15日・29日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 6月8日・22日、7月6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
（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先着40組
7月28日(金)13時30分～15時30分（13時15分受付開始)
申込み▶6月28日8時45分から

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
7月22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▶6月22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

6月19日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

6月28日（水）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

6月20日（火）午前・23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。

休館日◆6/27（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

◆日々の暮らしに役立つ講座
　「網戸の張り替え方」
7月1日（土）13時30分～15時30分／市
内在住・在学・在勤者でおおむね50歳
以上20人  

6月11日から か
◆わんぱくホリデー
　おもしろ科学たんけん工房
　「水中マジック浮沈子を作ろう」
実験と工作を通して楽しく科学を学
びます／7月15日（土）13時30分～16時
30分／市内在住・在学の小学4年生～
中学2年生32人 ／700円

7月1日までに と 、学校名、
保護者名を明記し、おもしろ科学たん
けん工房 久保田へ （941-2362）か
（http://www.tankenkobo.com/）

休館日◆6/12（月）、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か月前の9時から
か10時から

◆クッキング講座
　「夏野菜で作るお惣菜」
暑い夏に食べたくなるお惣菜を数品作
ります／7月7日（金）9時30分～13時／
12人 ／1500円（材料費含む）  ●
◆乳がんのこと本当に知ってますか？
乳がんの体験談と自己検診のおはな
し／7月8日（土）9時30分～11時30分
／35人 ／ 先着10人のみ（無料）
●
◆そうめん流しに挑戦！
都筑小おやじの会、ボランティアの高
校生の皆さんと一緒に夏を楽しみま
しょう／8月6日（日）11時～14時 ※荒天
中止／小学生50人 ／300円  ●

休館日◆6/12（月）、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6月11日から か
◆放課後七夕イベント
6月28日（水）15時30分～17時／
◆こどもまつり
室内プレイパーク、サイエンスショー、
太鼓演奏、おはなし会、模擬店など／7
月8日（土）10時～14時／
◆はじめてのそろばん（全3回）
7月31日（月）、8月2日（水）・4日（金）①13
時～14時30分 ②15時～16時30分／小
学1～3年生各10人 ／1400円（全回分）  
●
◆こだわりの子ども科学クラブ
7月22日、8月19日の土曜10時～11時30
分／小学生各20人 ／各1000円 
●
◆親子パン講座
7月24日（月）10時～12時30分／小学生
と保護者10組 ／1600円  ●
◆ゆかたを着てでかけよう
7月22日（土）10時～11時30分／小学4
年生以上15人  ※小学生は保護者同
伴／500円／ ゆかた一式  ●
◆子ども卓球教室（全5回）
7月28日（金）・29日（土）・31日（月）、8月1
日（火）・2日（水）いずれも9時30分～11
時30分／小学生50人 ／2000円（全
回分）  ●

◆子ども折り紙教室
7月29日（土）13時～14時30分／小学生
以上20人 ／300円  ●
◆職人に習う手作りパン
7月31日、8月21日・28日、9月4日の月曜
10時～12時30分／各20人 ／各1200
円  ●

休館日◆6/12（月）、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か月前から
か  ※持ち物は問合せを。

◆キッズ・すまいる・スポーツフェスタ
卓球やバスケットボール、ボッチャの
体験など。体力測定や昔遊びも／6月
24日（土）10時～13時／一部有料／
上履き／
◆夏休み子ども卓球教室（全5回）
基本を習って楽しみます／7月22日

（土）・23日（日）・24日（月）・25日（火）・
26日（水）いずれも9時30分～11時30
分／小学生40人 ／2000円（全回分） 
●
◆子どもマジック教室（全3回）

「つづきマジッククラブ」に初心者でも
できるマジックを習います／8月3日

（木）・4日（金）・5日（土）いずれも10時～
11時30分／年長児～小学4年生20人

 ※未就学児は保護者同伴／800円
（全回分）  ●
◆夏休み親子クッキング
親子で乳製品を使った料理を作ります
／7月28日（金）10時30分～13時30分
／小学生と親9組 ／1組900円（兄弟
参加は1350円）  ●
◆藍の生葉染めDay
7月23日（日）①10時～12時 ②14時～
16時／①大人（シルクスカーフ） ②小
学生（シルクハンカチ）各10人 ／①
2000円 ②1000円 ●
◆ちょっぴりこわい夜のおはなし会
都筑図書館の司書さんやつづきっこ
読書応援団による、ちょっぴり怖いお
話／7月22日（土）18時30分～19時30
分／小学生以上20人  ※小・中学生
は保護者同伴  ●
◆ロビーコンサート
初夏のアンサンブルコンサート／6月
25日（日）13時30分～14時30分／
◆ゆかたを着てみよう！
7月27日（木）・28日（金）、8月2日（水）・
23日（水）いずれも9時30分～11時30
分／幼児～小学生と保護者各10組   
●

休館日◆6/12（月）・26（月）、7/10（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は6月11日から か
◆七夕まつり
短冊に願い事を書いて吊るします／
6月24日（土）～7月7日（金）9時～16時
30分／
◆七夕親子折り紙講座
折り紙で作る七夕飾り（笹付き）／7月
1日（土）10時～12時／20人 ／100円    
●
◆手打ちそばを食べよう
7月15日（土）12時集合／50人 ／一人
前500円  ●
◆第9回あそびフォーラム
わらべうたと木のおもちゃ ※協力:か
ながわグッド・トイ、わらべうた協会／

7月9日（日） 11時～15時／
◆お茶室カフェ
コーヒー、紅茶、抹茶など／7月1日（土）・
2日（日）いずれも10時～16時／300円
～／
◆はぎれ草履講習会
7月23日（日）9時～12時／12人 ／
800円／ 4cm×80cmの布を70本以
上、はさみ  ●
◆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」／6月19日（月）
／11時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
初心者歓迎／6月17日（土）14時～16
時／
◆土曜しの笛コンサート
しの笛の音色を楽しみましょう／毎週
土曜11時30分～12時 ※荒天中止／

休館日◆6/15（木）、7/6（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆ノルディックウオーキング
　体験教室
講師の指導のもと、古民家を起点に
2kmくらいのコースを歩きます／7月
8日（土）10時～11時30分 ※雨天中止
／18歳以上15人 ／500円（別途レン
タルポール代500円）／ 要問合せ

7月7日までに
◆音楽とあそぼう！
7月1日（土）13時30分～14時15分頃／
未就学児と保護者10組ほど／

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
◆ジャガイモ掘り体験
7月1日（土）第1部ジャガイモ掘り：10時
～12時、第2部ジャガイモ料理：12時～
14時／ばじょうじ谷戸休憩所集合／
30人 ／第1部：300円、第2部：500円  
●
◆夏のキノコ観察会
7月8日（土）9時～12時30分／レストハ
ウス集合／300円  ●
◆森の素材にトールペイント
間伐した木の板にトールペイントして
コースターや表札を作ります／7月23
日（日）10時～12時／ばじょうじ谷戸休
憩所／40人 ／500円  ●
◆ネイチャークラフト作り
木の枝や実などで動物を手作り／6月
25日（日）10時～15時 ※雨天中止／円
形広場／500円／
◆大池の生き物観察会
ザリガニ釣りと生き物観察／6月25日

（日）9時～12時／レストハウス集合／
300円  ●
◆昆虫博士養成講座（全2回）
昆虫の分類、採取、標本作製などを学
びます／7月16日（日）・17日（祝）いずれ
も9時～15時／レストハウス集合／
1000円（全回分、材料費含む）  ●
◆炭焼き体験（宮谷戸窯）（全3回）
7月8日（土）9時～16時：炭材作りと窯
詰め・15日（土）8時～17時：炭焼き（体験
プログラムも実施）・22日（土）9時～12
時：窯出しと炭材作り ※都合のつく時
間だけの参加も可／1000円（全回分） 
※昼をはさむ活動日は昼食付き  ●

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

◆里山樹林の保全作業
ササ刈りや低木の間伐など／6月17
日（土）・25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／
◆野の花ウォッチング
オカトラノオなど夏の野草を見にいこ
う／7月1日（土）10時～11時30分 ※雨
天中止／15人 ／300円

6月30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

◆まちの音楽会～6月～
　歌と器楽で綴る「アヴェマリアの世界」
6月11日（日）14時開演（13時30分開場）
／1000円 ※小学生以下は無料／
◆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
更有／小・中学生／1か月2000円／
◆朗読ワークショップ
講師：森田 等／6月16日（金）18時～20
時・24日（土）15時～16時30分／小学生
以上／1か月3000円／ 動きやすい
服装、上履き／

休館日◆6/19（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

◆ログハウスまつり
楽しいゲームと模擬店／6月18日（日）
10時30分～14時／300人  ※幼児は
保護者同伴／300円／
◆親子の広場 「かもっこくらぶ」
①6月20日（火）：保育相談と手遊び、②
22日（木）：リズム遊びと絵本、③7月3日

（月）：テラスで水あそび、④6日（木）：おは
なし会、いずれも10時30分～／①④無料
／ 、②③200円／未就学児と親15組

②③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

◆うたごえ広場
なつかしい童謡唱歌、流行歌を歌う／
6月24日（土）13時～14時30分／30人

／300円（お茶付き）／

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6月11日から か
◆オリジナルTシャツ作り
7月8日（土）13時～15時／30人  ※幼
児は保護者同伴／300円／ 無地の
Tシャツ  ●
◆ギターの伴奏でみんなで歌おう！
7月2日（日）14時～15時20分／20人
／200円  ●
◆JAL折り紙ヒコーキ教室
6月24日（土）10時～11時30分／小学生
50人   ●

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6月11日から か
◆はじめての絵手紙（全2回）
暑中見舞いとミニうちわ作り／6月23
日、7月14日の金曜10時～12時／15人

／1000円（全回分）  ●
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◆人形劇「ぐりとぐら」
6月28日（水）10時15分～10時45分／
50人 ／
◆夏休みこども手話教室
7月22日（土）・23日（日）いずれも10時
～12時／小学2～6年生30人

6月23日～7月7日に か
◆アンチエイジング体操・脳トレ
ロコモ予防や運動不足解消に身体も
頭も使いましょう／6月26日（月）10時
～11時30分／10人 ／500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

◆レジンのきらきらアクセサリー・
　クラフト教室
6月29日（木）10時～12時／10人 ／
500円（材料費含む）

6月11日から か

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

◆でんでんむしの人形劇
人形劇「ぐりとぐら」、手遊び、パネルシ
アター、バイオリン演奏など／7月22
日（土）10時30分～11時／50人

6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

行事は前日までに か か
を明記し  ※持ち物は問合せを。
◆障がい児・者余暇支援 クッキング
パフェを作って食べながら、みんなで
交流／7月9日（日）10時～12時／300円  
●
◆高齢者サロン 和楽路
　「紫蘇ジュース作り」
7月10日（月）10時～12時／300円 ●
◆すくすくプラザ
親子で楽しむ出入り自由なサロン／7
月13日（木）10時～11時30分／未就園
児と親／
◆健康体操 バランス講座
7月24日（月）10時～11時30分／都田小
学校コミュニティハウス／おおむね
65歳以上の人20人   ●

592-5255  595-3321
〒224-0035　新栄町19-19

新栄地域ケアプラザ

◆行政書士による無料相談会
6月24日（土）①13時30分 ②14時15分 
③15時 ④15時45分／各回2組  ※予
約枠8組 1組40分

6月23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
◆臨床美術を楽しもう！
6月23日（金）10時～12時／12人 ／

800円（材料費含む）／ 要問合せ
●
◆ほっと茶屋　介護者のつどい
お茶会で日頃のストレス発散や情報交
換など／6月27日（火）13時～14時30分
／介護者か介護を終えた人15人 ／
100円  ●
◆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）／

休館日◆6/26（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（内科）
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／7月22日（土）15時～17時／6人  
※1人20分程度

6月22日～7月20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
は託児有（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（6月13日・20日・27日、7月4日）
①ソフトエアロ／12時20分～
▶水曜日（6月7日・14日・21日・28日、7月
5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（6月16日・23日・30日、7月7日）
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20
分
▶土曜日（6月10日・17日・24日、7月1日・
8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（6月13日・20日・27日、7月4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（6月16日・23日・30日、7月7日）
⑩金曜エンジョイ個サル／21時～／
600円／50人
▶土曜日（6月10日・17日・24日、7月1
日・8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◆6/27（火）
941-8385  941-8387

〒224-0062  葛が谷2-2
http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_p_ysa/

都筑プール

◆平成29年度夏期短期水泳教室
※開催期間や申込方法などの詳細は か

休館日◆6/27（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

◆夏季教室  6月1日募集開始！
スポーツ教室やカルチャー教室などの
夏季教室を開催します。特に夏休みの
宿題に取り組む絵画造形教室は毎年
大人気。募集締め切りは6月26日！詳細
は か館内で配布している冊子をご
覧ください。

休館日◆6/26（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
6月11日・25日、7月9日の日曜12時～12
時40分／
◆フェローアートギャラリー
　中村真由美展
障がいのあるアーティストたちの作品
を常設展示するミニギャラリー／7月
23日（日）まで9時～21時／
◆親子で造形ピクニック
ねんど、絵の具、紙などで遊びます／7
月15日（土）10時～12時／個別支援学
級、特別支援学校などに通う子と保護
者、きょうだい、友達20組程度 ／1人
100円（3歳以下は無料）

7月5日までに 、 、ワークショッ
プ名を明記し、 か か

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

男女共同参画センター横浜北

◆夫婦関係・離婚をめぐる法律講座
　子の養育編
未成年の子どもの親権および養育費
や面会交流などについて弁護士が説
明します／7月4日（火）10時～12時／
女性35人 ／1200円（資料代含む）／

希望の場合は （910-5724）／1歳6
か月～未就学児、600円

6月11日から か

休館日◆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

行事は7月7日までに
詳細は  ※入園料はすべて別途
◆夏休み宿題教室
　「ズーラシア・アドベンチャー」
クイズやゲームを通して「日本の山里」

ゾーンの動物について楽しく学びます／
7月23日（日）・24日（月）いずれも13時～
15時／小学1～3年生各20人 ／200
円  ●
◆ズーラシア　一日飼育体験
飼育作業体験を通して飼育の工夫を
知り、動物や動物園について学びます
／7月26日（水）～29日（土）9時30分～
15時／小学4～6年生各32人 （29日は
24人 ）／100円（29日は600円） ●
◆夏休み宿題教室
　「フォト・ディスカバリー」
動物を撮るポイントをレクチャー。その
後園内にて動物観察と写真撮影を実
施します／8月2日（水）9時30分～12時
／小学4～6年生20人 ／200円  ●

　　　　　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
◆パパと楽しむ夏のおはなし会
7月1日（土）10時30分～11時15分／1～
3歳児とパパ／10組   ●
◆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
て応援の活動です／7月8日（土）・26日

（水）いずれも10時30分～11時30分／
各10組   ●
◆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！／6月17日

（土）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／7月1
日（土）・7日（金）・22日（土）いずれも10時
～16時／未就学児と家族  ●
◆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／6月17日（土）
10時～16時／未就学児と家族／
◆公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎／6月22日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発） ※
雨天時は6月29日（木）／ききょう公園

（中川5-10）／

　2017年3月にトウホクノウサギ
の赤ちゃんが2匹生まれました。
ノウサギは、生まれた時から毛
も生えそろい、目も開いていて、
1か月ほどでひとり立ちします。
元気に跳ねまわる赤ちゃんにぜ
ひ会いに
来てくだ
さい。

なずなとすずな

トウホクノウサギ

＊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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　5月5日、横浜市歴史博物館では大塚・歳勝土
遺跡公園を会場に古代の暮らしを体験できる

「大塚遺跡まつり」を開催しました。
　「縄文土器の野焼き」「古代食の試食」や「火

起こし」などの体験イベ
ントのほか、スタンプラ
リーを行い、たくさんの人にご参加いただきました！

6月25日までにお店（緑区十日市場
町854-4）にて

ラケットショップ　オープンスクエア
988-0633

●第63回区民ジュニアテニストーナメント
7月24日（月）～27日（木）／長坂谷公園、
都田公園、区内在住・在学、都筑区テニ
ス協会加盟団体員／①男女シングルス
18歳以下、16歳以下、14歳以下、12歳以
下②男女ダブルス18歳以下、16歳以下、
14歳以下／①2000円②一組2500円

6月11日～18日までにテニスショッ
プLOOPへ （www.tennis-loop.net）か

・ 532-8819
都筑区テニス協会
http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/

●都筑の森シャフルボードクラブ　
体験会開催

カーリングに似た誰でもできる軽度な
屋外スポーツ／6月14日（水）・16日（金）

いずれも10時～12時／葛が谷公園内
（シャフルボードコート）／ 帽子、運
動靴／

都筑の森シャフルボードクラブ 横澤
・ 943-8114

●都筑オーケストラ　第30回定期演奏会
指揮：横島勝人／チャイコフスキー：交
響曲第6番「悲愴」ほか／6月25日（日）15
時開演（14時30分開場）／都筑公会堂
／600人 ／前売券500円（当日券あ
り） ※区役所売店にて販売中

加藤　 941-4453
●第22回　つづきっこまつり
子どもたちが企画したおまつりで「子
ども食べ物会議」を行いまーす。子ど
もチャリティー模擬店なども／7月2日

（日）10時30分～15時／区総合庁舎1階区
民ホールおよび地上駐車場横通路／

つづきっこまつり運営委員会 早川
・ 471-9923

催  し
●竹ばし作りと流しそうめん
7月17日（祝）、8月11日（祝）・19日（土）いず
れも10時～13時15分／くろがね青少年
野外活動センター／小学生とその家族
各回50人 ／参加料は問い合わせを

6月20日までに ・ 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21回　東京都市大学横浜祭
「水曜どうでしょう」のうれしーやらん
ま先生の講演会など！ぜひご参加くだ
さい／6月10日（土）12時～19時・11日

（日）10時～19時／東京都市大学横浜
キャンパス

第21回　東京都市大学横浜祭
・ 910-2539

●こどもみらいフェスティバル
①6月10日（土）・11日（日）：センター北駅
前広場で外遊び体験／ 、②6月17日

（土）：都筑公会堂で、柴田愛子（りんご
の木）の子育て講演会／600人

②に参加の場合は入場券が必要。入
手方法などについては を参照。
※ファミリーマート店内「Famiポー
ト」などで入手できます。

こどもみらい実行委員会
（http://kmfes.com）

●写真展「自然の中で子どもが育つ・
地域の中で子どもと育つ」

7月6日（木）13時～12日（水）12時／区総
合庁舎1階区民ホール

NPO法人　もあなキッズ自然楽校
342-8389　 511-8222

●第1回都筑区硬式テニス団体戦
8月6日（日）／都田公園
※詳細についてはホームページにて

6月11日から （http://gron3.saku 
ra.ne.jp/tudukit/）

都筑区テニス協会
090-2918-9891（10時～19時）

●第36回MMT杯
男子ダブルス／7月9日（日）9時試合開
始。初級：午前、中級：午前午後 ※予備日
7月23日（日）／長坂谷公園第二／緑区・
都筑区在住および在勤、テニス協会加
盟団体員（ペアいずれか）初級8組、中級
24組 ／1組5000円

●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。

「大塚遺跡まつり」を開催しました！

弓矢体験

土器で煮込んだスープのひとくち試食

健康づくり係
948-2350  948-2354

ヘルスメイトの

エネルギー◆80kcal
塩分◆0.3g1個分

2いももち●作り方
❶ トマト・タマネギ・ナス・ズッ

キーニ・パプリカ・オクラは
一口大に切る。

❷ セロリは葉と筋を取り除き
薄切りにし、ニンニクは包丁
でつぶす。

❸ 鍋にオリーブ油とにんにく
を入れ弱火で炒め、香りが出
たら、タマネギとセロリを入
れ、じっくりと炒める。しん
なりしたらトマトを入れ、沸
騰したら中火にして少々煮
詰める。

❹ ③に残りの野菜を入れ、再沸
騰したら蓋をして、弱火で約
20分煮込む。（時々、焦げつか
ないよう、鍋底から木べらで
全体をかき回す。）

❺ 最後に、塩・コショウ・乾燥バ
ジルで味を調え、生バジルを
飾る。

●作り方
❶ ジャガイモは皮をむき、たっ

ぷりの水でゆで、熱いうちに
つぶす。

❷ 小松菜はゆでて、細かく刻
む。

❸ ①の粗熱がとれたら片栗粉
と小松菜を混ぜ、10等分し平
たく丸める。

❹ 鍋にタレの材料を入れ煮立
たせ、Aを混ぜとろみをつけ
る。

❺ フライパンに油をしき、両面
をきつね色になるように焼
き、タレをつける。

エネルギー◆92kcal
塩分◆0.5g　野菜量◆135g1人分

1夏野菜の
　トマト煮込み

●材料（2人分）
完熟トマト................1/2個（75g）
タマネギ.....................1/4個（50g）
ナス..............................1/2個（50g）
ズッキーニ................1/4本（35g）
パプリカ.....................1/4個（25g）
セロリ.........................1/4本（25g）
オクラ...............................1本（10g）
ニンニク................................... 1/4片
オリーブ油...........................大さじ1
塩.......................................ひとつまみ
コショウ.......................................少々
バジル（乾燥・生）......................少々

●材料（8～10個分）
ジャガイモ...................3個（450g）
片栗粉....................................大さじ2
小松菜...............................2株（50g）
サラダ油.......................................適量
<タレ>
しょうゆ................................大さじ1
砂糖.........................................大さじ3
みりん..............................大さじ2/3
水........................................1/4カップ
　　片栗粉...........................大さじ1
　　水....................................大さじ3A

多めに作って
翌朝のパン食とも
よく合いますよ。

野菜を使った
簡単なおやつ
としても！

この１皿で、
１日に取りたい
野菜半分弱の
量がとれます。

ワンポイント
アドバイス

（都田仲町台地区・山田地区ヘルスメイト）

＊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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