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作業の様子

◆花いっぱいの未来のトーク＆コンサート（都筑区役所・都筑民家園）
　都筑区花いっぱい運動のこれまでの振り返りと今後の活動に向けたパネル展示や若い
世代によるトークショーを都筑民家園の「花あそび」と合同で開催します。
日 時  6月4日（日）　 会 場  都筑民家園（ 594-1723  594-2019）

●トークショー：13時30分～14時30分
●ハンマーダルシマーのコンサート：14時30分～15時
※都筑民家園「花あそび」（季節の花の展示）は6月3日（土）・4日（日）10時～16時に開催
◆「都筑区花ごよみ」配布中！　区内の花や緑のイベントと見どころをまとめた「都筑区
花ごよみ」を区役所5階51番窓口などで配布しています！

　一緒にガーデンづくりを楽しみませんか？
興味のある人は定例作業日に汚れてもよい
服装で、現地にお越しください！
定例作業日  毎月第1土曜10時～12時、

　　　　　 　　第3水曜13時～15時
※時期や作業状況によって、お休みすることがあります。

　第33回全国都市緑化よこはまフェアの開催を契機に「都筑区 花いっぱい運動」を
盛り上げていくための取組の一環として、市民・東京都市大学・都筑区役所の連携により

誕生した「早渕川・老馬谷ガーデン（HRG）」を紹介します。

問合せ  企画調整係  948-2226　 948-2399

その他花いっぱい運動イベントのお知らせ

市民 × 東京都市大学 × 都筑区役所が連携！
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これぞ、
情熱と努力のガーデン。

これからもみんなで
つくろうまちの庭。

市民の協力で
早淵川の魅力スポットに

したい！多くの人が
手入れに参加して
くれることを期待

しています。

緑地には環境改善、
健康づくり、防災、地域の
魅力アップなどの役割が

あります。ここには、
長～い園路の中に
見どころ一杯です。

「早渕川周辺整備基本
計画（2006）」の“西の拠点”
がここです。“東方プラン

テーション”などで
区民が育てた花々も

咲いています。

この辺りは
江戸時代、大山街道の

荏田宿の入口でもあった
歴史スポットで、ニュー

タウン開発前は
「老

ろう ば やと

馬谷」と呼ばれて
　いました。

NPO法人 ぐるっと緑道
理事長 塩入 廣中 さん 東京都市大学

飯島 健太郎 教授

　地域の新たな緑の拠点・魅力
あふれるスポットをつくるため
のプロジェクトとして平成28
年5月に検討を始め、10月頃か
ら現地の草刈りや花木の植え
付けなどの整備を行い、花植え
イベントや定例作業、地域のお
祭りなどで仲間を増やしなが
ら、29年4月1日にオープンしま
した。

早渕川・老馬谷ガーデン

（HRG）ができるまで

中川緑地公園愛護会
会長 
川本  久美子さん

都市緑化研究会の
学生の皆さん

キリンソウ
（5月〜6月）

早渕川・老馬谷ガーデン
（HRG）を維持していく
ための仲間を
随時募集しています！

定 員  先着50人
直接会場にお越しください。

ろ う ば や と
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☎ 948-2323（代表）受付時間：
平日8時45分～17時
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ホームページ モバイル版
QRコード都筑区役所 検索

★5月の土曜開庁日：13日・27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　 211,385人（前月比605人減）
 　区の世帯数 81,394世帯（前月比72世帯増）
※29年4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 5月号



ごみ減量やリサイクルは都筑で
暮らす全ての人にかかわる事柄であり、
やりがいのある取組です。正しい分別で
街が綺麗になっていく様子は、喜びと
達成感を感じる瞬間でもあります。
これからも都筑区が環境にやさしい

街であり続けられるよう、
委員一同がんばっていきます。

　都筑区では、地域で活動するさまざまな団体
や人々と区役所が連携して、身近な地域課題
の解決に取り組みながらつながりを広めて
います。

　委嘱委員とは、自治会町内会などから推薦を受けて、市や国からお願いされた特定の分野の
役割を担い、地域で活動している人のことです。
　ここでは、市から委嘱されている委員の皆さんに、地域での主な活動について聞いてみました。

今回ご紹介した委員のほかにも、さまざまな団体や人々が地域のために日々活動しています！いざという時、役立つのは地域の絆。皆さんも、ぜひ一緒に地域のために活動しませんか。
　　  ホームページでは、自治会町内会の情報を掲載しています。町名から自治会町内会を検索することもできます。

　地域の次世代を担う青少年を育てるために、地域での体験行事や、夏の夜間
パトロールなどに取り組んでいます。通称「青

せい

指
し

」と呼ばれています。

　地域の皆さんの安全で安心なより良い消費生活を支援することを目的として、
地域の皆さんが「何が消費者トラブルなのか」に気づき、適切な行動を促すため
の啓発活動を行っています。

　地域のごみ減量や美化活動などを担う制度で、区内で200人近い人々が活動
しています。地域の美化活動に加え、環境関連イベントにも積極的に参加し、
分別やごみ減量への協力を呼びかけています。

　地域でスポーツの普及活動を行っています。また、各種スポーツの区民大会の
開催や横浜マラソンなどの大規模大会でも活躍しています。

　健康づくりのサポーター、通称「保
ほ

活
かつ

」です。自治会町内会などと連携して、健康
づくりを広める活動をしています。年数回の研修では、自分自身の健康を見直す
こともできます。

地域と関わる活動のサポートをしています。
小学校5・6年生向けのプレコースもあります。

地域の夏祭りに参加し、啓発活動を行っています。

地域から推薦されたチームが試合を繰り広げます。

地域の皆さんが使う集積場所での呼びかけや
地域清掃を行っています。

毎年行っている血管年齢測定は、
行列ができる人気コーナーです。

都筑区グラウンドゴルフ大会 都筑ふれあい
健康マラソン大会

子どもから大人まで、都筑区の秋の魅力を
楽しめるイベントです。

1期2年間の活動内容をまとめた
パネル展を行いました。

緑道をコースとする都筑区ならではの
マラソン大会です。

環境イベントに参加し、正しい分別方法や
生ごみのリサイクルを紹介しています。

地域や学校などのイベントの中で体験できる健康
チェックを実施。（昨年の立ち上がりテストの様子）

都筑区  自治会町内会 検索

都筑区スポーツ推進委員
連絡協議会

会長　鈴木  昭三 さん

問合せ  青少年指導員、スポーツ推進委員…区民活動係 948-2235  948-2239　消費生活推進員…地域振興係 948-2241 948-2239 環境事業推進委員…資源循環局都筑事務所  941-7914  941-8409　保健活動推進員…健康づくり係  948-2350  948-2354

ふれあいの丘地区
消費生活推進員

田中  美津子さん

都筑区環境事業推進委員
連絡協議会

会長　河村　京子さん

委 嘱 委 員

　子どもたちと接していると、
自分の経験を伝えられることは
もちろん、学ぶこともあります。

これからも、子どもたちと
一緒に地域の絆を深めて

いきたいです。

　ふれあいの丘地区では、推進員同士
が仲良く協力し合いながら活動を
しています。地域行事にも積極的に
参加し、悪質商法や詐欺被害防止の

パンフレットや啓発品を配布
することで、地域の人々に
注意喚起をしています。

　スポーツの良いところは、
気軽に仲間づくりができるところ
だと思います。一緒にスポーツを
すると自然に仲が深まります。

そんなスポーツを通した
ふれあいを大切にし、都筑区を

ますます元気にして
いきたいと思います。

　赤ちゃん会でも季節の行事を
企画し、活動しています。こどもの
ケガ予防や防災がテーマの情報
冊子を作成した地域もあります。
地域と親子のふれあいの場で、

健康づくりの大切さを
日々発信しています。

はぁとdeボランティア
～中高生のための夏休み

ボランティア体験～
つづきウォーク＆フェスタ

「委嘱委員」をご存知ですか？

都筑区青少年指導員
連絡協議会
会長  村田  幸夫 さん

地域イベントでの啓発 活動パネル展

地域の集積場所での活動 明日につなげる3
ス

R
リ

夢
ム

なつづき

都筑区保健活動推進員会

会長　根本　幸雄さん

地域での健康・体力チェック

7月～8月 11月 

7月 2月 

通年

通年

5月・10月

6月 3月 

は こ ん な 活 動 を し て い ま す

特集

都筑区民まつり11月
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健康づくり係　 948-2350　 948-2354

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

企画調整係　 948-2226　 948-2399

資源化推進担当　 948-2241　 948-2239北部農政事務所　農業振興担当　 948-2483　 948-2488

　「内臓脂肪」「運動不足」が気になる20歳代～50歳
代で、運動が苦手、これから始めたいという人のため
のイベントです。詳しくは、ホームページやチラシをご覧ください。
日　時 6月4日（日）10時～11時30分　 対　象 区内在住・在勤・在学の20代～50代
場　所 都田公園休憩広場（雨天会場あり） 定　員 先着100人　　　　　　　
申込方法 5月10日から か ※保育はありません。
申込み 都筑スポーツセンター　 941-2997　 949-0477

　都筑区では、地産地消を進めるため、毎月第2・4土曜日に
区総合庁舎で都筑野菜朝市を開催しています。 自身で栽培
した野菜の直売に興味がある区内農家の人はお気軽にお問
い合わせください。区内商業施設での出張開催もあります。
　朝市の開催情報は、

●3R夢を体験しよう！イベント開催
日　時 5月2７日（土）10時～15時　 会　場 区総合庁舎1階 区民ホール

分別ゲーム…楽しみながら、ごみの分け方を学ぼう！
リユース家具大抽選会…13時～（受付10時～12時）当選した人は当日お持ち帰りください。
リユース図書募集…ご家庭で不要になった子ども向け図書を募集します。
リユース図書は、小学校などの図書館に配られます。

●パネル展 …「3
ス リ ム

R夢な暮らし」を紹介
詳細は下記情報をご覧ください。

　サツマイモ作りと収穫を、農家と一緒に楽しみま
せんか。
場　所  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）

対　象  市内在住の家族・グループ（個人または4人程度まで）15組程度
日　時  第1回「苗付」6月10日(土)、第2回「つる返し」8月19日(土)、第3回「収

穫」10月中下旬(土)。各回とも2時間、10時開始。※作物・天候状況によ
る日時変更あり

費　用 1組2500円（収穫したサツマイモのお土産付き）
申込み  5月31日までに新治恵みの里 (www.niiharu.link)

「噛むこと」と「食べること」を家族で楽しもう

6月10日（土）は食育フェア（参加費無料）

運動初心者さんのための

外
そと

ヨガ

都筑野菜朝市への

出店農家を募集しています！

明日につなげる3R夢なつづき

5月25日〜30日はつづき3
ス リ ム

R夢週間です

【全3回】新治恵みの里

サツマイモ作り教室

　「食育月間（6月）」と「歯と口の健康週間（6月4日～10日）」にちなんだ催しです。
わたしたちの健康に欠かすことの出来ない「食べること」、それを支える「歯と口
の健康」について楽しく紹介します。どなたでも参加できますので、家族そろっ
て気軽にお越しください。

　親子で楽しめる体験コーナーやゲームなどが盛りだくさんです。スタンプラ
リーに参加してプレゼントをもらっちゃおう！
●野菜ソムリエによる『野菜の魅力とおいしい食べ方』講座
●親子で楽しむおいしいお茶のいれ方
●食育ゲーム　多数！　●かむ力のチェック　ほか
日　時 6月10日（土）10時30分～13時　 会　場 区総合庁舎１階区民ホール

特別おはなし会「おいしいものがいっぱい！」
食べものなどに関する絵本の読み聞かせや本の紹介をします。

時　間 ①10時～②11時～　 対　象 幼児～小学生（保護者の参加可）
会　場 区役所1階一般相談室
協　力 つづきっこ読書応援団　 共　催 都筑図書館

◆都筑区市民活動事業 合同成果発表会
28年度に都筑区市民活動事業を実施
した団体が成果発表を行います。これ
から地域で活動を始めたいと考えて
いる人も見学できます。

6月3日（土）10時～12時30分
区役所6階大会議室／

食品衛生責任者講習会

食品衛生責任者の皆さんに毎年度受
けていただく講習会です。

6月22日（木）、7月12日（水）14時30
分～16時（14時受付開始）　
※各回同一内容。いずれかの回にご参
加ください

区役所6階大会議室
区内食品衛生責任者50人
食品衛生責任者証、筆記用具
事前に か
食品衛生係　
948-2356　 948-2354

学校図書館ボランティア講座
絵本の読み聞かせをやってみよう

小学生を対象にした読み聞かせにつ
いて、絵本の選び方や読み方を紹介し
ます。

5月25日（木）10時～12時
区役所6階大会議室
学校図書館でボランティア活動を

している人、これから始める人30人
5月11日から都筑図書館へ か
948-2424　 948-2432

認知症＆ロコモ予防で
いきいき生活（連続講座）

講師：笹川さゆり先生
①5月30日（火）10時～12時

　 ②6月6日（火）14時～16時
　 ③6月20日（火）14時～16時
※受付は30分前から

区役所6階大会議室
おおむね65才以上の人50人
動きやすい服装、水分補給用の水
事前に か  
高齢支援担当　
948-2306　 948-2490

あなたの力を貸してください！

 

都筑区では、災害時に医師、薬剤師な
どによって編成される「都筑区医療
救護隊」の看護師として、主に負傷者
の対応やトリアージなどの医療救護
活動をしていただける人（Ｙナース）
を募集しています。
＜登録資格＞市内在住・在勤の保健
師・助産師・看護師・准看護師免許をお
持ちの人
＜募集案内＞事業企画担当（区役所2
階23番窓口）などで配布。区役所 か
らもダウンロードできます。

事業企画担当　
948-2344　 948-2354　

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

区民活動センターから

区役所1階　 9時～17時
休館日：5月3日（祝）～5日（祝）・15日（月） 

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

Yナース 検索

都筑区 外ヨガ 検索

イベント

同時開催

お手軽
かんたん試食も

あるよ！

パネル展　区内幼稚園、保育園、小中学校、企業、団体などの
「食育」や「お口の健康」の取組・情報を展示します。

期　間 6月1日（木）～10日（土）　 会　場 区総合庁舎1階区民ホール

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
5月16日（火） 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

5月17日（水）～19日（金） 絵手紙・ちぎり絵・折り紙などの展示と体験 予算調整係 948-2213 948-2208
5月18日（木）～24日（水） 平成29年度都筑区主要事業等パネル展 広報相談係 948-2223 948-2228

5月24日（水）～26日（金） 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
5月25日（木）～30日（火） 春の3R夢週間パネル展 資源化推進担当 948-2241 948-2239

5月31日（水）～6月5日（月） たばこと健康に関するパネル展
健康づくり係 948-2350 948-2354

6月1日（木）～10日（土） 食育フェアパネル展

都筑野菜朝市 検索

5月30日は「ごみゼロ」の日
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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



健康づくり係　 948-2350　 948-2354

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

●禁煙相談（予約制）
禁煙に挑戦してもつい吸ってしまう…それはニコチン依存症という病気です。
禁煙相談ではあなたに合った方法を一緒に考えます。
●パネル展とミニイベント　
場　所 区総合庁舎1階区民ホール
日　時 たばこと健康に関するパネル展　5月31日（水）～6月5日（月）　　

 保健活動推進員による健康チェック　5月31日（水）11時～13時

禁煙のメリット

5月31日は世界禁煙デー

2020年東京オリンピックに向けて禁煙にチャレンジ！

飼い主のいない猫をこれ以上増やさないために!
　もともと飼い主のいない猫は、飼い猫が捨てられて増えたのが始まりです。
不妊去勢手術をしていないメスの猫は、生後4～12か月で繁殖できるようにな
り、年に2～4回(1回につき4～8頭)の出産が可能です。
　横浜市は、飼い主のいない猫に一代限りの生を全うさせて自然に数を減少さ
せるため、不妊去勢手術の実施を推進しています。手術の費用について一部助
成金(1頭につき上限5000円)を交付しています。
対象猫 市内に生息する飼い主のいない猫（手術後に耳の一部カットが必要）
動物病院 本事業の登録動物病院として、登録した動物病院に限ります。

　詳しくは、横浜市動物愛護センターのホームページをご覧ください。また、ご
不明な点がございましたら、環境衛生係までお問い合わせください。

●息切れせずに階段を上れるようになった
●家族や友人が喜んでくれた
●タバコを吸える場所を探さなくなった
●髪や服にタバコの臭いがつかなくなった
●食事がおいしく感じるようになった
●貯金ができた

庭などに猫が入ってきて困っている人に、お試しとして猫の
侵入防止器の2週間無料貸し出しを行っています。この防止器
は、猫の嫌がる超音波を発生させます。ご利用時には、電話に
て事前にご予約ください。 ※乾電池は、各自でご用意ください。

1日1箱吸う人なら（※1箱430円で計算）
1か月で1万3000円、
1年で15万6000円

2020年のオリンピックまでやめたら
3年で46万8000円！！
（海外旅行に行ける！）

超音波猫侵入防止器の貸出し無料

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

6月21日（水）午前→5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

5月11日・18日・25日、6月1日・8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

5月9日（火）午前・26日（金）午後、6月6日（火）午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師や
栄養士による個別相談です。

禁煙相談
予約制

5月9日（火）午前・26日（金）午後、6月6日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度と肺年齢の測定。

予約・問合せ　神奈川県結核予防会　 251－2363

胃がん検診
有料
予約制

6月21日（水）午前→5月19日～6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

5月12日、6月9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：5月15日（月）、6月6日（火）～8日（木）
948-2424　 948-2432

●くまさんのおはなし会
６月15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、各回10組

※2歳未満の子どもは入室不可
6月1日から か

●5月の定例おはなし会
５月17日（水）15時30分～16時
一人でおはなしを聞ける子／

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制）

1日目：食生活の話と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

6月15日・22日の木曜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

を過ぎた頃の子と保護者25組
5月15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）

食べることが楽しくなるような絵本の
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
ましょう。※アレルギーのある人は申
込み時にご相談ください。

６月21日（水）15時～15時45分（14時
45分受付開始）

区役所1階保健相談室
区内在住・在園の3歳～未就学前の

子と保護者20組
5月11日から健康づくり係へ

（ 948-2350）

こども家庭支援課　 948-2318　 948-2309

　転入された親子（ニューフェイス）向けにイベントを開催します。｢お友だちが欲
しいな！｣という人はぜひご参加ください（転入してからの期間は問いません）。

転入者の親子は子育てひろばに集合！

あつまれ都筑のニューフェイス

会　場 日時

予
約
不
要

おやこの広場「ぷらっとカフェ」
仲町台一丁目20-11ヒルサイド303　 944-3554

5月15日（月）
10時30分～12時

親と子のつどいの広場　すくすくサロン
佐江戸町1829番地　 516-9117

5月16日（火）
10時～12時

親と子のつどいの広場つづき
南山田三丁目14-19　 593-4011

5月17日（水）
10時30分～12時

葛が谷地域ケアプラザ　子育てサロンきらきら
葛が谷16-3　 943-5951

6月16日（金）
10時～11時30分

中川地域ケアプラザ　
中川一丁目1-1　 500-9321

5月16日（火）
10時30分～11時30分

要
予
約

都筑区子育て支援センターポポラ　
中川中央一丁目1-3あいたい5階　 912-5135

5月16日（火）・18日（木）・19日（金）
10時30分～11時30分

都田地区子育てサロン
東方町1401JA横浜東方支店2階　
葛が谷地域ケアプラザ　 943-5951

5月18日（木）
10時～11時30分

東山田地域ケアプラザ　遊びのおもちゃランド　
100円　 東山田町270　 592-5975

6月2日（金）
10時～12時

おひさまサロン（茅ケ崎南保育園）
茅ケ崎南五丁目11-3　 943-1285

6月7日（水）
10時～11時

川和子育てサロン　かわわ★わーい
川和町1463川和小学校コミュニティハウス内
090-4007-3327

6月8日（木）
10時30分～12時30分

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 ５月９日・23日、６月６日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 5月18日、6月1日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 5月11日・25日、6月8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10月頃出産予定の人　
6月2日・23日・30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

5月15日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

5月31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

5月23日（火）午前・26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

今年こそ
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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◆5/8（月）
943-9191  943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

5月11日から
◆うたって楽しい♪健康体操前期（全6回）
6月1日・15日・29日、7月6日・20日、8月
3日の木曜10時～11時30分／20人
／3300円（全回分）  ●
◆パソコンカフェ
パソコン相談・情報交換／5月30日、7
月25日、9月26日の火曜13時～14時30
分／20人 ／
◆健康麻雀入門講座（全6回）
6月27日、7月4日・11日・18日・25日、8
月1日の火曜12時30分～14時30分／
25人 ／3000円（全回分）  ●
◆さきおりリメイク（全3回）
6月26日、7月3日・24日の月曜9時30分
～11時30分／16人 ／1500円（全回分）  
●
◆ままくらぶ
ブルターニュ地方のクレープ作り／7
月3日（月）10時～11時40分／1歳～未
就園児を持つ母15人 ／800円／
400円  ●
◆地区セン食堂
6月16日（金）12時15分～／10人 ／600
円  ●
◆おはなし会
絵本、紙芝居、パネルシアター／5月25
日「とんことり」、6月15日「おはなしの
はなたば」いずれも木曜11時～11時30
分／未就園児と保護者25組 ／
◆園芸講座「みんなでプランター
　ガーデン作り」（全2回）
①6月24日：サカタのタネ ②8月26日：
仲町台地区センター、いずれも土曜10
時～11時30分／20人 ／1200円  ●

休館日◆5/18（木）、6/1（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆親子のおはなし会
未就学児向けの絵本・紙芝居の読み聞
かせ／5月17日（水）10時30分～11時30
分／10組 ／
◆手打ちそばを食べませんか
5月26日（金）11時30分～なくなり次第
終了 ※雨天中止／限定40食 （予約
なし）／1人前500円／
◆犬のしつけ教室
犬を連れて参加／5月13日（土）10時～ 
※雨天中止／太鼓橋竹林前／
◆創作民話の語りと朗読「みちゆきさん」
創作物語の「語り」と国内外の名作の

「朗読」、そして尺八演奏／5月27日（土）
15時～／
◆和菓子作り教室（6月・9月2回講座）
6月17日、9月16日の土曜10時～12時／
10人 ／2000円（全回分）／ 要問合せ

5月15日から か

休館日◆5/15（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

◆親子の広場 「かもっこくらぶ」
①5月25日（木）リフレッシュヨガ、②6
月5日（月）小麦粘土であそぼう、③6月
8日（木）でんでんむしの人形劇、いず
れも10時30分～／①②未就学児と親
15組 ／①②200円、③無料

開催日前日までに か

休館日◆5/8（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

◆わくわくワークショップ
地域の皆さんによる体験参加型子ど
もまつり／5月21日（日）9時～12時30
分／50円～／
◆楽しいパン作り

「好きな顔」を作ります（持ち帰り有り）
／6月18日（日）9時40分～12時30分／
小学3～6年生16人 ／800円  ●
◆おんがくひろばがやってくる
親子リトミックコンサート／6月17日

（土）13時30分～14時20分／0歳以上の
幼児と保護者30組 ／800円（大人1
人・子ども1人） ※追加1人300円  ●
◆初夏のアレンジメント
6月8日（木）10時～11時30分／15人
／2500円（材料費含む）  ●
◆終活セミナー「遺言・相続の落とし穴」
司法書士から聞く遺言書の話／6月10
日（土）10時～11時30分／40人   ●
◆銀粘土で作るシルバーアクセサリー
6月10日（土）または7月3日（月）いず
れも9時15分～12時／10人 ／各回
2500円（材料費含む）  ●
◆ベネチアンガラスで作るアクセサリー
6月19日（月）または7月22日（土）いず
れも9時15分～12時／10人 ／各回
2000円（材料費含む）  ●
◆初夏の和菓子作り
6月29日（木）9時30分～13時／12人
／1500円（材料費含む）●

休館日◆5/15（月）
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）

◆思春期セミナー「思春期のこころと性」
個別相談もあり／6月5日（月）10時30
分～12時30分／思春期の子の保護者
40人

5月11日から か か と子の 、
個別相談の有無、参加理由を明記し

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

◆春のクモをさがそう
園内の木や草、水辺などを観察します
／5月14日（日）10時～11時30分 ※雨
天中止／小学生以上15人 ／300円

5月13日までに か
◆野の花ウォッチング
6月3日（土）10時～11時30分 ※雨天中
止／15人 ／300円

6月2日までに か
◆里山の樹林の保全作業
ササ刈りほか。終了後、筍ご飯があります
／5月20日（土）・28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／

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

◆コミュニティフェスタ2017
利用団体活動発表、作品展示、模擬店、
体験コーナー、コミュニティカフェな
ど／5月27日（土）10時～14時／

休館日◆5/30（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

5月11日から か
※対象は全て市内在住・在学・在勤者
◆花育講座
ハーブに親しむ寄せ植え／5月28日

（日）13時30分～15時／小学1～6年生
12人 ／1500円  ●
◆「はじめてのこども将棋教室」
　（春コース全5回）
5月27日、6月10日・24日、7月8日・22日
の土曜13時30分～15時／小学1～6年
生18人 ／200円（全回分）  ●
◆コーヒー講座（春）　　　　
珈琲鑑定士が豆の選び方、おいしい珈
琲の淹れ方を教えます／5月24日（水）
14時～16時／10人 ／1000円  ●
◆ビーズのアクセサリーづくり　
ビーズを使ってネックレスを作ります
／6月2日、7月7日の金曜10時～13時／
各回10人 ／各1850円  ●
◆親子であそぼ！
6月11日（日）10時～11時15分／2歳～
未就学児と保護者20組 ／1組100円  
●
◆親子で感じる木

もく いく

育教室
　～木のぬくもりや温かさを感じて
　感性豊かな心を育みましょう～
6月25日（日）10時30分～12時／5歳以
上の子と保護者8組 ／500円  ●

休館日◆5/8（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。

◆暮らしの省エネ講座
電力・都市ガスの自由化のメリットや
省エネ方法を解説します／6月17日

（土）10時～11時30分／20人   ●
◆冷房に負けない！からだ温めごはん
6月9日（金）10時～13時／16人  ※子
ども同伴不可／1200円  ●
◆臨床美術を楽しもう！
五感を刺激しリラックスしながらシー
グラスの作品を作ります／6月23日

（金）10時～12時／12人 ／800円  ●
◆竹とあそぼう！
親子で竹とんぼや竹筒を使った水よ
うかん作り／7月1日（土）10時～12時
30分／年長～小学3年生と親10組 ／
1組700円 ※兄弟参加は1050円  ●
◆お父さんとチャレンジ・クッキング
6月18日（日）9時30分～13時／小学生
と父親9組 ／1組1200円 ※兄弟参加
の場合1800円  ●
◆ロビーコンサート
①6月3日：「からたちの花」によるしの
笛とピアノ ②6月10日：「ドリーム」に
よる懐かしい歌謡曲、いずれも土曜13
時30分～14時30分／
◆異国の香りに誘われて  アジアン料理
森永乳業の講師による牛乳、乳製品を
使ったアジアン料理を作ります／7月
4日（火）10時～13時／24人  ※子ど
も同伴不可／1000円  ●
◆夏バテに効く韓国料理「参

サム　ゲ　タン

鶏湯」
7月8日（土）10時30分～14時／20人  
※子ども同伴不可／2000円  ●

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

◆川和コミュニティフェスタ
小・中学校の生徒の作品展示、活動団
体の作品展示とパフォーマンス披露
／5月27日（土）・28日（日）いずれも10
時～15時／

休館日◆5/8（月）・22（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は5月12日から か
は問合せを。

◆花あそび 「花いっぱいの未来の
　トーク＆コンサート」
詳細は5ページをご覧ください。
◆お茶室カフェ
コーヒー、紅茶、抹茶など／6月3日（土）・
4日（日）10時～16時／300円～／
◆手打ちそば講習会
6月17日（土）9時30分～13時／高校生
以上28人 ／1000円／ ●
◆はぎれ草履講習会
6月18日（日）9時～12時／12人 ／
800円／ ●
◆楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎／6月21日（水）13時～15時
／女性15人 ／1500円／ ●
◆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」／5月15日（月）
11時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
5月20日（土）14時～16時／
◆土曜しの笛コンサート
土曜11時30分～12時 ※荒天中止／

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

◆たまりばフェスタ
ゲーム、模擬店、パフォーマンス、ストー
ンアート、綿菓子作り体験など／5月28
日（日）10時～14時／一部有料／
◆おとなのためのおはなし会
ほっこりするお話「命あふるる頃」／5月
29日（月）10時30分～12時／20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

◆やさしい透明水彩画教室【春季】（全4回）
はじめての人、道具類を持っていない
人が安心して参加できます／5月29
日、6月12日・26日、7月10日の月曜10
時～12時／10人 ／新規参加者3000
円、前回秋季参加者1500円（全回分）

5月11日から か

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5月12日から か
◆パソコン相談会
パソコンの簡単なお悩みにお答えしま
す／6月10日（土）10時～11時30分／4
人 ／ ノートパソコン ●
◆かぎ針編み入門
かぎ針編みで、かえるの顔のエコたわ
しを編む／5月26日（金）10時～12時／
10人 ／300円／ かぎ針（5号）

5月22日までに か
◆友禅和紙入門（全2回）
友禅和紙を使って、色紙2種を作る／6
月14日・28日の水曜10時～12時30分／

ハサミ、お手拭き、ピンセット／10人
／1400円（全回分）  ●

◆こどものアート・かけじく作り
絵や手形・足形を入れたオリジナルの
掛け軸を作ろう／5月27日（土）13時～
15時／幼児～小学生 ※幼児は保護者
同伴／20人 ／200円

5月22日までに か
◆囲碁教室
はじめての人から少しできる人まで。
子どもから大人まで／5月27日（土）13
時30分～14時30分／
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休館日◆月曜日（祝日の場合は翌日）
・ 941-0987  〒224-0032  茅ケ崎中央57-8

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
と申込者全員の 、 を明記し か  
※いずれも小雨決行・荒天中止
◆「ローザ・つづきく」バラまつり2017
円形広場で春の祭典を開催。コンサー
ト、竹細工体験と竹細工製品・竹炭、ネ
イチャークラフト、フランクフルトな
どの販売も／5月14日（日）10時～15
時（コンサート:12時30分～15時）／
◆第14回タケトンボマイスター
作ったタケトンボを飛ばして、滞空時
間を競います／5月14日（日）10時～12
時（円形広場集合）／500円／
◆里山の田植え体験
5月27日（土）13時～16時（ばじょうじ
谷戸休憩所）／50人   ●
◆大池の生き物観察会
大池にいる淡水魚、エビ、カニなどを観
察。ザリガニ釣りも／5月28日（日）9時～
12時（レストハウス集合）／300円  ●
◆里山の炭火でクッキング
自家製の炭を使って、季節の食材を使っ
た料理をみんなで作って食べよう／6月
18日（日）10時～13時（ばじょうじ谷戸
休憩所集合）／40人 ／500円  ●
◆初夏の昆虫観察会
チョウの宝石といわれるゼフィルス
が羽化します／6月4日（日）9時～12時

（レストハウス集合）／300円  ●
◆炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
　（全3回）
6月10日（土）9時～16時：炭材作りと窯詰
め・17日（土）8時～17時：炭焼き（体験プ
ログラムも実施）・24日（土）9時～12時：
窯出しと炭材作り／1000円（全回分） ※
昼をはさむ活動日は昼食付き  ●  

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
◆健康体操  バランス講座（全2回）
楽しく介護予防体操をしながら健康
になろう／5月8日、6月26日の月曜10
時～11時30分／都田小学校コミュニ
ティハウス／ 要問合せ／おおむね
65歳以上の人20人   ●
◆すくすくプラザ
　親子リズム体操リトミック
6月8日（木）10時～11時30分／未就園
児と親20組 ／1組300円  ●
◆障がい児・者余暇支援「たこ焼き作り」
一緒に作って食べて楽しもう／6月11
日（日）10時～12時／1組300円／ 要
問合せ  ●
◆高齢者サロン  和楽路
お茶を飲みながら楽しく過ごそう／6
月12日（月）10時～12時／100円／

休館日◆火曜
・ 913-1123 〒224-0003 中川中央一丁目9

tsuzuki-yumesuta@bell.ocn.ne.jp

都筑の文化　夢スタジオ

◆まちの音楽会～5月～
　LIEBE  10th  Anniversary
　愛（LIEBE）の贈りもの
5月28日（日）13時30分開場（14時開
演）／1000円 ※小学生以下無料

5月11日から （10時～15時）か ・
を明記し か

◆「朗読ワークショップ」第3期生募集中！
講師：森田 等／5月13日・27日、6月10日
の土曜15時～16時30分、5月19日（金）
18時～20時／1か月3回3000円／

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

中川地域ケアプラザ

◆わが町の博識者シリーズIV
　～新国劇は遠くなりにけり～
新国劇の歴史とこぼれ話などを聞き
ながら、昭和の思い出と重ね合わせ楽
しく語り合う／5月18日（木）13時30分
～15時30分／15人

5月17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

◆茶道体験教室（全2回）
講師：三山宗

そうきゅう

久、片岡宗
そうこう

孝（裏千家 准教
授）／5月24日、6月14日の水曜10時～
11時30分／10人 ／1回400円／
ふくさ・菓子きり（ある人のみ）

5月23日までに か

休館日◆5/22（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
5月14日・28日の日曜12時～12時40分
／
◆手づくり写真集に挑戦！
講師：吉野 英理香。自分で撮った写真
を、選んで、並べて、自分だけの写真集を
作ろう！ ※写真集は「あざみ野こども
ぎゃらりぃ2017」で展示／6月10日・24
日、7月8日の土曜14時～16時／小学4
～6年生10人 ／4500円（材料費含む）

5月26日までに ・講座名・学年
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

◆心とからだを整える産後のセルフケア
①ワークショップ：6月9日（金）10時～
11時30分、②フォローアップ：6月23日

（金）10時～11時30分／①②ともに産
後2か月以降の女性18人  ※生後210
日までの子は一緒に参加可／820円

5月19日から

休館日◆6/6（火） ※5/30まで無休
959-1000  959-1450

〒241-0001  旭区上白根町1175-1

よこはま動物園ズーラシア

◆ズーラシアどうぶつ教室
　モウコノロバ糞ペーパーを作ろう！
5月14日・21日・28日の日曜13時～／20
人 ／  ※動物の体調などにより、変
更・中止となる場合があります。

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）
お茶会で日頃のストレス発散や情報
交換など／5月23日（火）13時～14時
30分 ※毎月第4火曜／介護者か介護
を終えた人15人 ／1回100円

5月23日までに か
◆出張相談会
専門職員による高齢者に関する相談／
5月15日（月）10時～16時 ※毎月15日／
すみれが丘会館（すみれが丘37）／  
◆スリーＡサポーター講座
明るく、楽しく認知症予防ができるス
リーＡのノウハウを学ぼう／ビュー
プラザセンター北集会場（南山田1-3）
／5月18日、6月1日・15日・29日、7月6日
の木曜10時～12時 ※できるだけ5回
とも参加／興味のある地域住民、介護
サービス事業所スタッフ20人

5月17日までに か

休館日◆5/22（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

◆春の定期スポーツ教室（7月～9月）
各教室とも 。 と教室名、生

年月日を明記し、 か か で5月20
日必着。＊印は託児有（事前申込制、有
料）。時間表記のない教室は全て60分。
詳細は か で。

親子・子ども向け教室
▶火曜日（7月4日～9月26日） 1 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か月以上
～6か月未満のお子さんと保護者 2 は
じめての親子体操／11時10分～／1歳
6か月以上～2歳未満のお子さんと保
護者 3 キッズチアダンス／15時50分
～16時40分／3歳以上～未就学児 4

苦手種目にチャレンジ／17時～／小学
1～4年生 5 かけっこ教室／18時15分
～19時／小学1～4年生　▶水曜日（7
月5日～9月27日） 6 ＊わくわく親子体
操／9時15分～／2～3歳のお子さん
と保護者 7 幼児体操1／14時30分～
／年少 8 幼児体操2／15時45分～／
年中・年長 9 ジュニアバドミントン／
17時～18時15分／小学生　▶木曜日

（7月6日～9月28日） 10 ベビー体操は
いはい／11時10分～／5か月以上～1
歳未満のお子さんと保護者 11 ベビー

体操よちよち／12時20分～／1歳以
上～1歳6か月未満のお子さんと保護
者 12 こどもと一緒ヨガ／13時45分～
14時35分／1歳6か月以上～2歳6か月
未満のお子さんと保護者　▶金曜日（7
月7日～9月29日） 13 うきうき親子体
操／9時15分～／2～3歳のお子さんと
保護者 14 横浜FCサッカースクールS
／15時30分～／年少・年中 15 横浜FC
サッカースクールM／16時40分～／
年長・小学1年生 16 横浜FCサッカース
クールL／17時50分～／小学2・3年生 
17 こどもバレエ♪アリス／15時25分～
／年少・年中※保護者の付き添いが必
要 18 こどもバレエ♪マーメイド／16時
30分～／年長・小学1年生 19こどもバ
レエ♪シンデレラ／17時35分～／小学
2～4年生　▶土曜日（7月1日～9月16
日） 20Jr.ヒップホップ／9時～9時50分
／小学生 21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
るお子さん）～未就学児と保護者

このほか、大人向けの卓球やバドミ
ントン、ピラティスなどのエクササ
イズ系、太極拳などの健康づくり系、
フラメンコなどのダンス系教室もあ
ります。詳しくは か で。

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
◆「出前」就職支援セミナー
マザーズハローワーク横浜の職員が
再就職のことをわかりやすくお話しま
す／6月13日（火）10時30分～12時／未
就学児と保護者12組   ●
◆パパといっしょに公園であそぼう！
6月3日（土）10時30分～12時：ききょう
公園（中川5-10） ※雨天時は「お部屋で
パパと遊ぼう！」10時30分～11時30分：
ポポラ コミュ二ティルーム／
◆横浜子育てサポートシステム入会説明会
地域で子どもを預け預かる子育て応
援の活動／6月10日（土）・28日（水）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！／5月20
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／5月27
日（土）、6月2日（金）・3日（土）・24日（土）
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／5月20日（土）
10時～16時／未就学児と家族／
◆公園であそぼう！
5月25日（木）10時30分 ～12時（10時10
分ポポラ出発） ※雨天時は6月1日（木）
／ききょう公園（中川5-10）／

＊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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　センター北駅構内に飾られている2枚の壁画は、2008年に「第4回アフリカ
開発会議（TICAD Ⅳ）」横浜開催を記念し、アフリカの「アンゴラ共和国」から
友好・親善の証として贈られたもので
す。このたび、2019年予定の「第７回ア
フリカ開発会議（TICAD Ⅶ）」の横浜
誘致に向けた機運をより盛り上げる
ため、これまでの交流のシンボルであ
るセンター北駅１階のアンゴラ壁画前
に新たに紹介パネルを設置しました。
センター北駅を訪れた際は、ぜひ注目
してみてください。

募  集
●シニアコーラスメンバー募集
音楽療法を用いて、健康・介護予防に向
け歌いましょう／毎月第1・3木曜10時
～11時30分／音楽サロンアリア（茅ケ
崎中央八丁目38-B-101）／60歳以上10
人 ／3か月3000円（初回体験無料）

前日までにゆりかごの会　山口へ
511-7839

●フリーマーケット出店者大募集！
第21回東京都市大学横浜祭でフリー
マーケットを開催します／6月10日

（土）・11日（日）12時～16時／東京都市
大学横浜キャンパス内テニスコート／
各75人 ／1区画500円（車の人は別
途駐車料金500円）

5月28日までに ・来場方法・
希望出店日（両日可）・希望区画数を明
記し （〒224-8551 牛久保西三丁目
3-1）か （910-2539）か （furima.
yokohamasai@gmail.com）

第21回横浜祭実行委員会
910-2539

●アフリカへ毛布を送る運動へご協
力のお願い

昨年は毛布103枚、送料11万円のご寄
付をいただきました／5月13日（土）10
時～14時／かけはし都筑／アクリル毛
布（洗濯済みの中古可）※綿毛布、子ど
も用、夏掛けなど不可／毛布1枚につき
送料1000円／

明るい社会づくり運動　高見澤
591-1714

催  し
●石窯で作るピザ天国Ａ
粉から生地を作り、石窯で焼く本格ピ
ザ作り！／6月25日（日）10時～13時30
分／小学生とその家族またはグループ
36人 ／参加料については問合せを

5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

●2016都筑mottoいきいき元気プロ
ジェクト　活動報告会・交流会

2016年度に実施した地域活動グルー
プによる報告会及び過年度の支援団体
を含めた交流会を開催します／5月28
日（日）13時30分～16時30分／あいた
い5階コミュニティルーム／参加無料
／
（株）横浜都市みらい内事務局
943-2470　 941-3911

●英語で歌おう♪アメリカンポップス
ジャズシンガーの講師と一緒にお好き
な曲を歌いませんか／毎月第1・3水曜

13時15分～14時45分／中川駅近く／
月2000円

Groovy 井上　 080-6778-0388
●ベルリンの壁＆十二支の石を探そう
ガイドと共につづきを歩こう　No.35
くさぶえのみちとふじやとのみちを歩
いてみましょう！／6月11日（日）9時30
分までに市営地下鉄中川駅前集合※
雨天決行／約7km（約3時間）歩ける人
100人 ／300円

6月3日までに参加者全員の ・
を明記し （〒224-0029 南山田二

丁目24-6-717「都筑をガイドする会」
No.35広報係）か （http://tzkgd.com）
か （tsuzuki-guide@hotmail.co.jp）

大橋　 090-9088-0286
●「TAM（タム）まつり」開催！
子どもたちがやりたいことを考えた手
作りのおまつりです／5月14日（日）10
時～14時※雨天時は参加者へ連絡しま
す／都筑中央公園／2歳以上（親子で
参加）／1人300円

5月13日までに谷崎へ ・参加
人数を明記し （tam.oyako@gmail.
com）か （941-0203）

●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。

センター北駅「アンゴラ壁画」を知っていますか？

畑澤区長と壁画（奥）と紹介パネル

都筑区
地区センター
館長だより

第●回1

都筑センター
田邉 順子館長

都筑センターは 
「地域をつなぐ  笑顔あふれる」 
皆さんの施設です。

　「都筑センター」は地区センターと老人福祉セン
ター横浜市つづき緑寿荘の複合施設であり、都筑工
場の余熱を利用した施設です。同じ敷地内には、「都筑
プール」、「障害者研修保養センター 横浜あゆみ荘」が
あります。施設の特性を生かし、高齢者と地域の保育
園の子どもたちとの世代間交流が行われています。

● 地区センターでは、1万冊を超える図書コーナー、ボラン
ティア作成の木や布のおもちゃの貸出、子育てサロン、青
少年のボランティア体験、親子料理教室など楽しい講座
があります。

● 老人福祉センター横浜市つづき緑寿荘では、大広間でカ
ラオケや食事を楽しんだり、大浴場で入浴したり、まるで
第二の我が家のよう。健康寿
命延伸を目指したボランティ
アによる介護予防のための場
づくりや看護師の健康相談、
認知症予防体操も人気です。老人福祉センター大広間

での団体活動発表会

図書コーナー施設外観

都筑センター 〒224-0062 葛が谷2-1
941-8380　 942-3979

センター南駅

都筑ふれあいの丘駅

　が谷地区
ケアプラザ

　ケ谷公園

横浜市営地下鉄 ブルーライン

都筑区役所

東方公園

資源循環局
都筑工場

都筑センター
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若者からご年配の人
までご利用いただいている

都筑センター。あなたも、楽しさ
見つけにいらしてみませんか？
お待ちしていま～す♪

＊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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