
　都筑野菜を使用している商品・メニューについて、今回紹介し
た商品を含む30件を掲載しています。なお、区役所では都筑野菜
を使用した商品やメニューの情報を引き続き募集しています。

（平成29年3月発行）

　都筑野菜を購入できる区内39か所の直売所の
情報を掲載しています。都筑野菜そのものの新鮮
さや美味しさをぜひ味わってみてください。

（平成28年3月発行）

　都筑区は、農家戸数が市内18区
中第1位（479戸）、農地面積が第2
位（222ヘクタール）※と、市内でも
有数の農業の盛んな区なのです。
※出典：2015農林業センサス

※販売時期は目安です。商品によっては品切れなどによりお買い求めいただけない 
　場合があります。

名　前 住　所 電話・FAX（一部電話のみ）

❶ amacha.（アマチャ） 南山田町4042-2 548-5210

❷ アスタカフェ 荏田南五丁目7-9 （えだきん商店街）
※そのほか、都筑区役所（毎週月・火曜）、センター南駅構内（毎週水・金曜） 942-9600

❸ JA横浜「ハマッ子」直売所 メルカートきた店 東方町1401 949-0211

❸❹ JA横浜「ハマッ子」直売所 都筑中川店 中川中央一丁目26-6 912-3731

❺ 横濱良品館（ネット販売・一部店舗販売） http://yokogoo.com/
中川一丁目4-1 ハウスクエア横浜107 ※要事前予約

306-9004

❻ 菓子工房スグーリ 荏田東四丁目3-13 942-0732

❼ パリジェンヌ 荏田南五丁目7-3（えだきん商店街） 941-7106

総 の合 窓案 口内 なや ど企 で整 し い係 て ま す画 配調 布

買 え る 場 所

❶季節の
　フルーツショート

❷小松菜の
　シフォンケーキ

❸「蕗
ふき

の道草」
　ブランドのジャム

❹だいだいの
　マーマレード

❺ルバーブ
　スイーツの
　ギフトセット

　都筑区で採れた新鮮でおいしい野菜・果
物・卵などの「都筑野菜」は、さまざまな商品・
メニューに使用されています。都筑野菜を楽
しめる商品・メニューの中から、今回はお持
ち帰りのできるスイーツをご紹介します！

平野 フキ さん

❻さつまいもの
　モンブラン

都筑区と農業って？

都筑野菜メニュー・商品紹介リーフレット 都筑野菜直売所マップ

小松菜

サツマ
イモ

だいだい

ルバーブ

ブルーベリー・
ゆず・イチジク・
ショウガ・夏ミカン・
ウメ・ニンジン・カリン・
紫芋・サツマイモ・

安納芋

平本養鶏場
平本 昭文さん

（不定期）※品物がある時のみ

卵

❼黄金プリン

販売時期：11月～2月

販売時期：6月～11月
販売時期：2月～3月

販売時期：通年

販売時期：通年

販売時期：通年

販売時期：通年

問合せ  企画調整係  948-2226　 948-2399

都筑区役所

4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）

☎ 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
QRコード都筑区役所 検索区の花

サクラソウ

区の人口
211,990人（前月比142人減）

区の世帯数
81,322世帯（前月比42世帯減）
※29年3月1日現在

平成29年
（2017年）
No.234
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　区役所が地域の課題に応じて取組
を行ったり、区庁舎・区民
利用施設の運営などに
使うための経費です。

　この特集では、都筑区が地域の特性を生かして取り組む主な事業を紹介します。
　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、高齢者がいき
いきと活躍できるような取組を進める必要があります。
　29年度は、その中でも特に都筑区らしさとして打ち出していく取組、全市的に推進す
る取組や地域のニーズに応じた取組に力を入れて予算を編成しました。
　それぞれの取組について、都筑区の地域の力がさらに発揮できるよう、地域づくりや担
い手育成の観点を踏まえて進めていきます。

平成29年度に都筑区内で実施される道路・交通などの主な事業については、6月号特集面で紹介します。
「平成29年度 都筑区個性ある区づくり推進費」予算の資料は、区役所5階53番窓口やホームページでご案内しています。

問合せ  予算調整係　  948-2213　 948-2208
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/soumu/yosan/yosan.html　　　　　　　　　　

いきいきと健やかに暮らせる
まちづくり…2,786万円

活力とにぎわいあふれる
まちづくり…2,223万円

安心して暮らせるまちづくり
…1,663万円

豊かな環境をいかした
まちづくり…1,489万円

地域の子育て力アップ事業…946万円
　地域･学校･団体･区役所が連携し、子育て支援のネットワーク化や地
域活動の活性化を図り、子育て世代と地域の交流を進めます。
　妊娠期から小･中学生までの切れ目のない子育て支援を地域ぐるみ
で進めていきます。
★「つづき育なび.net」推進事業  など

つづき健康づくりサポート事業…242万円
　区民の皆さんの自主的な健康づくりを支援するため、「都筑区健康ア
クション」に基づき区役所が一丸となって、保健活動推進員、食生活等改
善推進員（ヘルスメイト）や民間企業との協働により、運動習慣の定着、
食育の推進を中心とした健康啓発を行います。
★健康づくり環境整備  など

シニア☆スター活躍応援事業…194万円
　高齢者が住み慣れた地域で、心身の状態に応じて自立意欲を保ち、互
いに支え合い、安心して暮らし続けることができるまち“都筑”の実現を
目指します。そのために介護予防・認知症予防などに取り組むリーダー
を育成し、身近な地域での活動の場が増えるよう支援します。

特集

8事業

9事業

4事業

5事業

2事業

メイドインつづき推進事業…502万円
　区内製造業の持つ高度なものづくり技術や独創的な製品、区内で採れた
新鮮な都筑野菜などの「メイドインつづき」をPRすることにより、販路拡大
や地産地消につながる支援を実施します。
★企業向けセミナーや講座の開催、収穫体験増進のためのニーズ把握調査
　など

未来につなぐオリンピック・パラリンピック事業…70万円
　東京2020 オリンピック・パラリンピックの応援ムードを高めるとともに
オリンピック・パラリンピックを通じて得られる感動や学びを未来に継承し
ます。特に都筑区では、横浜国際プールで英国オリンピック代表チームが事
前キャンプを行うため、「ホストタウン」としての取組を通じ、スポーツだけ
でなく、文化芸術や国際理解など幅広い分野で、まちのにぎわいを創り出し
ます。
★都筑区と英国の文化交流講座の開催、ホストタウンPR事業

災害にそなえる自助・共助の推進事業…204万円
　防災・減災講演会や地域防災拠点運営委員向けの研修会などを開催し
ます。さらに「災害時要援護者支援事業（つづき そなえ）」により、地域で
の支えあいを支援することで、自助・共助の取組を推進し、地域防災力の
向上を図ります。
★災害時の備蓄品の普及・啓発  など

つづき水と緑の魅力アップ推進事業…277万円
　環境創造局と連携し、区内の貴重な緑地の保全や農地の活用を進めま
す。さらに、第33回全国都市緑化よこはまフェアの開催をきっかけとし
て、「都筑区花いっぱい運動」を拡充して取り組み、担い手を増やすため
のPRを行います。
　また、26年度に改訂した「都筑区水と緑の散策マップ」を活用し、区内
の環境資源の魅力を伝え、今後のマップの更新や利用者の増加に向けた
ＰＲを行います。
★池辺市民の森開園PR、「早渕川・
　老

ろう

馬
ば

谷
やと

ガーデン」の維持管理  など

広報・広聴事業…1,252万円
　区民の皆さんに積極的に区の情報を提供し
区民生活の利便性を高めるとともに、区行政へ
の理解を深めます。また「市民の声」事業などの
広聴事業により、多様化する区民ニーズや地
域の課題を把握し、円滑な区行政運営を図り
ます。 
★都筑区転入者向けガイドブックの発行 など

市立保育所における新たな暑さ対策事業…860万円
　新しい暑さ対策技術である「フラクタル日除け」を区内市立
保育所2か所(大熊保育園・みどり保育園)に設置します。また、

導入による効果を検証
します。

東京都市大学連携によるコミュニティ活動向上プロジェクト…90万円
　区内に所在する「東京都市大学」と連携して、海外からの留学生
や日本人の留学経験者が地域活動に関わることをきっかけに、区
内での留学生の住まい確
保・コミュニティ活動の
活発化・多文化共生のま
ちづくりを目指します。

子育て世代が
多い都筑区では、
相談しやすい環境
づくりを進めて

います

災害が発生した
とき、避難などの行動を

とるのに支援を要する人が
います。いざという時に
周りの人々の支援が行き

届く仕組みづくり
が大切です

地域・東京
都市大学・区役所が

連携し、早淵川沿いの
市有地を緑化する

プロジェクトを展開
しています

食と健康に
ついて、楽しみ
ながら考えて
みましょう

昨年8月、
都筑区出身の

オリンピック競泳種目
メダリスト中村礼子さん

を講師に迎え、『夢』を
テーマに貴重な経験を

お話しいただき
ました

歴史や
散歩コース、

商業施設の紹介など、
都筑区の魅力が詰まった

ガイドブックを
配布します

留学生が
地域に入るきっかけ

づくりとして、出身国・
出身地域の暮らしや

環境を紹介する都市大
留学生カフェを開催

しています

共感と信頼の区役所づくり
…2,097万円

自主企画事業費

 温暖化対策プラス事業費※ 区環境未来都市推進事業費※

「個性ある区づくり推進費」 
とは？

「フラクタル
日除け」とは、樹木の

葉の並びを人工的に再現
した日除けです。風をよく
通し、熱をとどめにくく、

設置後は手入れが
不要です

※区役所や地域における温暖
　化対策の取組を推進するた
　めの事業費です。

※区が地域特性を生かした事
業を提案し、環境未来都市
計画を推進するための事業
費です。

都筑区  予算 検索
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区民活動係　 948-2238　 948-2239　 tzbunkasai@yahoo.co.jp

地域振興係　 948-2231　 948-2239　 tz-suishin@city.yokohama.jp

都筑図書館から

休館日：4月17日（月）
948-2424　 948-2432

◆学校図書館ボランティア講座
本の修理をやってみよう！ページの
破れなど簡単な修理の方法を実習し
ながら説明します。
5月18日（木）10時～12時
市内の学校で図書の修理ボランテ

ィアを始めて間もない人か、これから
取り組もうと考えている人20人
区役所5階第1会議室
４月25日から か

介護相談員を2人募集します

介護相談員は、介護サービス提供施設
を訪問し、利用者や家族から介護サー
ビスに関する疑問や不満などを聴き、
問題の改善や介護サービスの質の向

上を図ります。活動費用は1施設1回あ
たり3000円です（交通費など含む）。
なお、活動にあたり、所定の養成研修
を受講していただきます。希望者は4
月26日必着で履歴書と志望動機（200
字以内）を提出してください。
高齢障害介護事務係　
948-2314　 948-2490

「横浜の遺跡展」・「関連講演会」
のお知らせ

①遺跡展：弥生人ＧＯ・濠・業！～権田
原遺跡の環濠集落と方形周溝墓～、
②講演会：港北ニュータウン弥生時代
中期の権田原遺跡／150人 ／500
円（資料代）
①4月4日（火）～6月11日（日）

②5月14日（日）13時～16時
①②ともに横浜市歴史博物館
②を希望の場合は、4月18日必着

で講座名・ を明記し （ 247-
0024　栄区野七里二丁目3-1）
（公財）横浜市ふるさと歴史財団埋
蔵文化財センター　
890-1155　 891-1551

	健康づくり係　 948-2350　 948-2354 ウォーキングポイント 検索

	北部農政事務所		 948-2483  948-2488  info@niiharu.link

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

　緑道の道端に咲く花を発見したり、一つ違う路地に入ってみたり、いつもよ
りちょっと遠回りしてみませんか？
　自分の健康づくりになるだけでなく、カードリーダーで歩数を登録すれば、
商品券が当たるかも！さらに、登録しているみんなの月平均歩数が10万歩を
超えると、国連WFPに20万円寄付され、飢餓と貧困の撲滅費用の助けになり
ます。ココロもからだもリフレッシュして社会貢献までできる、歩いていいこ
といっぱいしましょう。

　平成30年1～2月に開催予定の都筑区民文化祭は、多くの区民が参加して文
化活動を発表する場です。
①区民文化祭の企画から参加してみませんか。ボランティアスタッフ募集
　	事務局（文化祭全体の企画、広報、各種イベントなど）・展示部門（写真や絵画な
ど）、舞台部門（ダンスや演奏など）

②花とアートをテーマにしたキャッチフレーズを募集します。
　採用者には記念品を差し上げます。

　自治会町内会への加入をご希望の場合は、区役所が取り次ぎます。区役所、
区内地下鉄駅や区民利用施設で配布しているパンフレットについているはが
き（切手不要）をご利用ください。メール、電話やFAXでも受け付けています。

　麦刈り・脱穀体験、地
じ

粉
ごな

を使った調理と試食などを楽しみませんか？
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
申込み 	4月30日必着で、件名に「小麦体験教室」、本文に全員の を明記し
日　時 	（作物・天候状況による日時変更あり）
	 第1回：「麦刈り」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月27日（土）	9時30分～12時
	 第2回：「脱穀」・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月中下旬（土）10時～12時
	 第3回：「製粉体験と麦茶作り」・ ・・・・・・7月上旬（土）10時～12時
	 第4回：「地粉調理と試食」・ ・・・・・・・・・・・7月下旬（土）10時30分～13時
費　用 	1組5500円（収穫した小麦のお土産付き）

ウォーキングポイントのススメ
春を歩こう！

第22回　都筑区民文化祭
①ボランティアスタッフ②キャッチフレーズ・・募集

ようこそ自治会町内会へ

新治恵みの里
小麦体験教室・（全4回）

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

※講座の順番は変更する場合があります。
時　間 10時～12時	 対　象 おおむね20～40代の女性20人 　　
会　場 区役所会議室ほか	 保　育 10人 （1歳以上）
申込み か か （保育希望の場合はお子さんの 、 、性別）を明記し

❶輝く女性応援プロジェクト
　「もう、迷わない！これが“わたし”の生きる道」
　“やりたいこと”を見つけたあなたを応援します！自分の特技や好きなことを
活かして活動を始めた人が、活動を続けていくために必要なことを学びます！

❷区民活動補助金交付団体募集　【締切日】5月12日
　地域課題の解決を目指す、公益性の高い事業の費用を補助します。申請回
数に応じて、補助額が変わります。

※それぞれの詳細については、ホームページやチラシ、募集要項をご覧ください。

都筑区民活動センターからのお知らせ

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
4月11日（火）～17日（月） 押し花作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
4月18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
4月18日（火）～20日（木） 絵手紙・ちぎり紙・折り紙の展示と体験

予算調整係 948-2213 948-22084月21日（金）～27日（木） 写真展
5月2日（火）～8日（月） 書道作品展
5月9日（火）～17日（水） 民生委員・児童委員パネル展 運営企画係 948-2341 948-2354

4月17日（月）・29日（祝）

日時 タイトル 内容
第1回

5月11日（木）
あなたのミッション、
ビジョン、バリュー

こだわりたいところは、収入？ステ
イタス？つながりづくり？

第2回
5月18日（木）

タイムマネジメントを
学ぼう！

家事と仕事や活動を両立させるため
の有効な時間の使い方を知ろう

第3回
5月25日（木） つながりづくりのコツ

自分の目指すことを伝えて、協力者
を得るには…

第4回
6月1日（木） つづける力をつけよう！ 失敗を乗り越えて次に進む力をつけ

よう
第5回

6月8日（木） みんなで語ろう ティー＆トーク（振り返り）

対　象 ①②とも区内在住・在勤・在学者、または区内で活動している人
申込み 	4月30日必着。 と①は興味ある部門（事務局・展示・舞台）②はキャッ

チフレーズを明記し、 か （ 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」）

参考 第21回「スイッチ音（オン）！都筑の響（ひびき）」
第20回「世代を超えて創ろう	未来につづく	都筑の文化」

詳しくは 都筑区民文化祭 検索

自治会町内会とは？…となり近所に住む人たちで自主的に運営されてい
る、区民に最も身近な団体です。防犯パトロールや防災訓練、夏祭りなどさ
まざまな活動を通して、ずっと住み続けたいと思えるまちづくりに取り組
んでいます。

休館日

広報よこはま都筑区版平成29年3月号別刷りの訂正について
1面（女性福祉相談）の記事に誤りがありました。お詫びして訂正します。

ホームページでは訂正版をご覧いただけます。

誤 948-2341（相談専用） 正 948-2321
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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



広報相談係　 948-2221～2223　 948-2228

都筑図書館から

休館日：4月17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。
赤いバンダナをした人に声をかけて
ください。
4月15日（土）10時30分～12時／

●くまさんのおはなし会（5月）
5月11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10組 ※2歳未

満のお子さんは入室不可
4月27日から か

●定例おはなし会（4月）
4月19日（水）15時30分～16時／
一人でお話しを聞ける子

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制）

1日目：食生活についての話と2回食
を目安にした離乳食の試食
離乳食用のスプーン、飲み物

2日目：赤ちゃんといっしょに楽し
く遊びながらの体操
5月26日（金）・29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

を過ぎた頃の親子25組
4月26日10時から会場の葛が谷

地域ケアプラザへ （943-5951）
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

　区役所では、都筑区民を対象に、弁護士、司法書士などの専門家による助言を受
けられる「特別相談」を実施しています。相談内容はもちろん、相談したこと自体も
守秘義務により守られますので、安心してご利用ください。
予約方法 	 か （区役所1階総合案内）※各相談の受付日時は表を参照

日々の暮らしのお悩みは
区役所の無料特別相談へ

　外遊びキャラバン隊の見守りのもと外遊びを始めませんか？年々、子ど
もの体力が低下傾向にあります。乳幼児期から外遊びをすることが身体を
作る基盤になり、室内遊びからは得られない子どもの五感を刺激し、体力
向上や心と体の成長につながります。
　小さい赤ちゃんもシートを敷くので遊びに来てください！
※曇天や小雨の場合の開催の有無は9時30分頃に都筑区ホームページにて掲載。

飲み物、着替え、砂場の遊び道具	
※汚れても良い服装で直接会場に来てください！

こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309

大熊町公園
（大熊町497）

5/9
（火）

6/6
（火）

6/27
（火）

7/11
（火）

9/5
（火）

10/3
（火）

10/24
（火）

加賀原ぎんなん公園
（加賀原二丁目9）

5/12
（金）

6/2
（金）

7/14
（金）

9/1
（金）

9/25
（月）

10/13
（金）

11/10
（金）

平台くりのみ公園
（平台６）

5/15
（月）

6/19
（月）

7/4
（火）

7/21
（金）

9/11
（月）

10/16
（月）

11/7
（火）

南山田ぼうけん公園
（南山田二丁目33）

5/30
（火）

6/15
（木）

7/4
（火）

9/26
（火）

10/31
（火）

11/28
（火）

1/23
（火）

仲町台かたつむり公園
（仲町台四丁目13）

5/23
（火）

6/6
（火）

7/7
（金）

9/29
（金）

10/24
（火）

11/24
（金）

1/26
（金）

みんなで一緒に
公園で遊ぼう！あつまれつづきっこ！

持ち物

※相談時間は13時～16時、1回30分間（★交通事故相談のみ9時～12時も相談可）
※	市役所でも無料特別相談を行っています。詳しくは、市役所1階市民相談室（ 671-
2306）へお問い合わせください。

都筑区	特別相談 検索

横浜市　無料相談 検索

相談の種類 相談日 相談できる内容（例）
法律相談
予約は1週間前の9時から
（10時から も可）

火曜 債務整理、離婚、相続、労働などの法律問題
全般を弁護士に相談できます。

司法書士相談
予約は1週間前の9時から
（10時から も可）

第2金曜 土地・建物の登記、140万円以下の金銭の
貸し借りなどを司法書士に相談できます。

税務相談
予約は1週間前の9時から
（10時から も可）

第2水曜
（2・3月は
休み）

所得税、相続税、贈与税や税控除、確定申告
などの税金問題全般を税理士に相談でき
ます。

行政書士相談
予約は随時受付 第1・3金曜

役所への申請･届出、会社設立、相続、各種
契約書の作成などについて、行政書士に相
談できます。

民事調停相談
予約は随時受付 第1水曜

お隣さんとの騒音や境界の問題など、当事
者間では解決しにくい問題について、調停
委員に相談できます。

公証相談
予約は随時受付 第2木曜

遺言や任意後見、慰謝料の支払いなどに関
する書類の作成などについて、公証人に相
談できます。

交通事故相談
予約不要 第4水曜★

交通事故の示談の方法、保険金請求、賠償
金の計算などについて、相談員がアドバイ
スします。

行政相談
予約不要 第4金曜

行政相談委員が、行政などへの意見や要望
をお聞きし、行政の制度や運営の改善に生
かします。

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 ４月11日・25日、5月9日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 4月13日・27日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 4月６日・20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9月頃出産予定の人　
5月12日・19日・26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
～平日に参加できない妊婦
とパートナーのために～
予約制

区内在住で初めての出産を迎える、平日の両親教室に参
加できない妊婦とパートナー先着40組
5月27日(土)10時～12時（9時45分受付開始）
会　場▶ 区役所1階福祉保健センター
申込み▶4月27日8時45分から

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

4月17日（月）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。

●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

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

４月25日（火）9時～11時30分・28日（金）13時30分～15時30分
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

5月24日（水）午前→
※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

4月6日・13日・20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

4月11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

4月11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　神奈川県結核予防会　 251－2363

胃がん検診
有料
予約制

5月24日（水）午前→4月24日～5月16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

4月14日、5月12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。
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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◆4/25（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

◆おもしろ科学たんけん工房
　「音を作ろう−指ピアノの製作」
5月13日（土）13時30分～16時30分／
市内在住・在学の小学4年～中学2年
生32人 ／700円

4月29日までにおもしろ科学たん
けん工房 久保田へ ・ ・学校名・
保護者名を明記し （941-2362）か

（http://www.tankenkobo.com/）
◆おもちゃ病院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃを
修理します／6月10日（土）10時～14時
／幼児～小学生と保護者36組

4月11日から か  ※市外の人は
翌日受付開始
◆健康ウォーキング講座　春コース
健康維持と余暇の充実／5月14日、6
月11日の日曜9時30分～14時 ※どち
らか1回でも参加可／市内在住・在勤
のおおむね50歳以上の人、各30人
／1回200円

4月11日から か

休館日◆5/8（月）
912-6973  912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1
nakanishi@tsuzuki-koryu.org

中川西地区センター

行事は前日までに と年代
を明記し か
◆ベビーマッサージと
　ママのボディリメイク1期（全6回）
親子のスキンシップと産後ママの骨
盤矯正に効果的／5月12日～7月21日
隔週金曜10時～11時30分／首すわ
り頃～ハイハイ前の子と親12組 ／
3000円（全回分） ●
◆これからはじめよう！自

じ

彊
きょう

術
じゅつ

（全4回）
呼吸法・号令をとり入れ、関節を動か
す全身運動／5月9日～30日の毎週火
曜13時～14時30分／一般20人 ／
1500円（全回分）  ●
◆ノルディックウオーキングに
　トライしませんか（全3回）
講義：5月13日・20日の土曜9時30分～
11時45分、実技指導：6月3日（土）9時
20分～12時／体操に支障のない人20
人 ／1000円（全回分、専用ポール・保
険代含む） ●
◆シニアのためのパソコン講座（全6回）
5月16日・23日・30日、6月6日・13日・20
日の火曜9時30分～11時30分／20人

／3600円（全回分） ●
◆中川歴史散策

「都筑をガイドする会」の協力で旧大
山道を散策／5月18日（木）9時30分～
12時30分／20人 ／300円  ●
◆やさしいバドミントン教室（全4回）
初心者から中級者／6月3日（土）・4日

（日）・10日（土）・11日（日）の9時30分～
11時30分／小学3年生以上24人 ／
2000円（全回分） ●  
◆小学生向け将棋教室
初心者から中級者／4月8日～30年3
月10日の毎月第2土曜（8月・11月を除
く）13時～14時45分／1回200円／

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

4月11日から

◆おもちゃの病院
おもちゃの対面修理／5月13日（土）10
時～14時／18点   ●
◆かわりばんこ保育でママが楽しむ
　陰ヨガ前期（全6回）
産後ママのリラックスタイム／6月8日
～10月12日の木曜9時50分～11時30分
／1歳未満（首がすわってから）の子と
親16組 ／3900円（全回分）  ●
◆みんなでうたおう前期（全5回）
5月20日～10月14日の土曜10時～11時
30分／60人 ／2400円（全回分） ●
◆スカーフアレンジ講座
5月29日（月）10時～11時30分／15人
／500円  ●
◆ジュニア体操前期（全8回）
6月20日～9月19日の火曜15時30分～
17時／3歳～未就学児30人 ／3800
円（全回分） ●
◆麻カゴバッグ作り（全2回）
6月2日・9日の金曜10時～11時30分／
15人 ／2000円（全回分） ●

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1か月前から
か  ※持ち物は問合せを。
◆免疫力アップ！養生気功  春（全5回）
5月15日・29日、6月5日・19日、7月3日の
月曜9時30分～10時30分／30人 ／
2300円（全回分） ●
◆骨盤体操＆ストレッチ 春（全5回）
5月15日・29日、6月5日・19日、7月3日の
月曜10時40分～11時45分／35人 ／
2300円（全回分）／ 8人まで（1歳か
ら）、1500円（全回分） ● か を
明記し
◆夜の卓球教室（全6回）
初心者向けの講座／5月12日・26日、6
月9日・23日、7月7日・14日の金曜18時
30分～20時30分／中学生以上（中学
生は保護者送迎）20人 ／4200円（全
回分） ●
◆英語であそぼう
　〜Let's Enjoy English〜（全6回）
5月22日・29日、6月5日・19日・26日、7月
3日の月曜①15時20分～16時、②16時
10分～16時50分／①年中・年長の子
と親12組 、②小学1・2年生12人 ／
2400円（全回分） ●
◆ゆっくり楽しく英会話（全4回）
初心者向け／5月24日、6月14日・28
日、7月12日の水曜10時30分～11時30
分／10人 ／2000円（全回分） ●
◆「なないろ」と歌おう！（全4回）
6月1日・15日・29日、7月13日の木曜13
時15分～14時30分／20人 ／1500円

（全回分） ●
◆子どものアートⅠ（全3回）
5月21日、6月11日の日曜9時30分～11
時30分、7月9日（日）13時～16時30分
／年長児～小学生（未就学児は保護者
同伴）30人 ／1200円（全回分） ●
◆楽しく作ろう  初めての離乳食
5月27日（土）10時～12時／生後4～6か
月の子の保護者15人 ／700円  ●
◆ようこそ！チーズの世界へ
チーズの基礎知識とテイスティング
／5月26日（金）10時～11時30分／24
人 ／250円  ●
◆ロビーコンサート
サウス・アイランダースによる懐かしい
歌謡曲がいっぱい／4月22日（土）13時

30分～14時30分／

休館日◆4/24（月）、5/8（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は4月11日から か
◆イキイキこどもデー
折り紙、ゲーム、竹細工など／5月5日

（祝）11時～14時／  ※事前予約制の
イベント①子どもそば打ち／10時集
合／小・中学生32人 ／500円 ②子ど
もお茶会／11時～、13時～／5歳～中
学生各15人 ／500円  ●
◆古典芸能に親しもう
謡曲・仕舞などの見学／5月7日（日）13
時～16時／
◆はぎれ草履講習会
5月21日（日）9時～12時／12人 ／
800円／ はさみ、布（4cm×80cmを
70本以上） ●
◆茶室利用受付
4月～11月の茶室利用募集 ※4月12日
13時から予約開始（翌日以降は9時か
ら受付）／
◆楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎／5月17日（水）13時～15時
／女性限定15人 ／1500円／ 要問
合せ  ●
◆お茶室カフェ
4月29日（祝）・30日（日）10時～16時／
コーヒー（300円～）／
◆いろり端おはなし会
親子連れ歓迎！おはなしネットワーク

「かたらんらん」／4月17日（月）11時～
11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
初心者歓迎「南京玉すだれ」の体験／4
月15日（土）14時～16時

休館日◆4/20（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆こどももちつき体験
ついたお餅はおみやげとして持ち帰
りできます／5月5日（祝）11時～ ※定
員になり次第終了／100人 ／
◆春のコンサート
都筑区三曲協会による箏・三絃・尺八の
演奏／4月16日（日）11時～12時頃／
◆ノルディックウオーキング体験教室
講師の指導のもと、古民家から2kmの
コースを歩きます／5月13日（土）10時
～11時30分（毎月第2土曜開催） ※雨
天中止／15人 ／500円（別途レンタ
ルポール代500円）／ 要問合せ

5月13日までに か
◆手打ちそばを食べませんか
4月28日（金）11時30分～ ※雨天中止
／限定40食 （予約なし） ※なくなり
次第終了／1人前500円／
◆創作「語りびと」 語りと
　朗読 「みちゆきさん」
創作の「語り」と国内外の名作の「朗読」
や尺八演奏／4月22日（土）15時～／

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
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
◆晩春の植物観察会
キンランのホットスポットを散策／4
月29日（祝）9時～12時（レストハウス集
合）／300円  ●
◆ゴールデンウィークの昆虫観察会
アゲハチョウは羽化の最盛期／5月6
日（土）9時～12時（レストハウス集合）

／300円  ●
◆里山保全体験
バラまつりに向けてバラの手入れを
します／5月6日（土）9時～12時（ば
じょうじ谷戸休憩所集合） ●
◆田畑作業体験
　ジャガイモの手入れ
追肥、土寄せ／5月6日（土）13時～16時

（ばじょうじ谷戸休憩所集合） ●
◆初夏の野鳥観察会
5月7日（日）8時～11時（レストハウス
集合）／300円  ●
◆ネイチャークラフト作り
里山の木の枝や実でかわいい動物作り
／4月23日（日）10時～15時 ※受付は14
時30分まで（円形広場）／500円／  

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

◆草だんごづくり
ヨモギを摘んで、草だんごを作ります
／4月16日（日）10時～12時30分 ※雨
天時は4月22日（土）に順延／ 要問
合せ／小学生以上（1・2年生は親子で
参加）15人 ／1人500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

◆Favorite  Time vol.8
大人のリラックスタイム／4月16日

（日）15時開演（14時40分開場）／500
円／
◆都筑少年少女合唱団で輝こう！
4月12日・26日、5月10日の水曜18時～
19時30分 ※毎月第2・4水曜（変更有）
／小・中学生／月2000円／
◆「朗読ワークショップ」
ただ今3期生募集中、初めての人も大
歓迎！講師：森田 等

ひとし

／4月15日（土）15
時～16時30分、4月21日（金）18時～20
時／小学生～大人まで／1か月3000
円／ 動きやすい服装、上履き／

休館日◆4/17（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

◆4月1日（土）リニューアルオープン
リニューアルされたログハウスに遊び
に来てね！

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

◆春のウオーキング 緑道・公園の緑
　と花の芽生えの観察散歩
せせらぎ公園→川和富士公園→川和
市民の森→川和町駅解散／4月15日

（土）9時30分（せせらぎ公園集合）～12
時30分 ※雨天中止／20人 ／200円

（保険代含む）／ 要問合せ
4月14日までに か

◆フラワーアレンジメント教室
　母の日・父の日のプレゼントを作ろう
講師：井上英理子、①アプリコットピン
クのリース、②赤いプードルと花の壁
掛け、③Soupフラワーと鳥のスタン
ド、④ミント＆紫ばらのプリザーブドア
レンジ（①～④の中から1つ選択）／5月
6日（土）10時～12時／16人  ※大人・
親子の参加可／2000円／ 要問合せ

5月1日までに か
◆こどもアート教室（全5回）
講師:柏崎久恵／5月20日、6月10日、7
月8日、8月19日、9月9日の土曜10時～
12時／幼児・小学生16人  ※幼児は
保護者同伴／1500円（全回分）・材料費
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1回300円／ 要問合せ
4月12日から か

休館日◆火・金曜
・ 934-8666

〒224-0057  川和町1463

川和小学校コミュニティハウス

行事は4月12日から か か
を明記し
◆川和さんぽと本格的茶室体験
春の川和をゆったり歩く。八幡神社を
散策後、薄茶体験／4月23日（日）9時～
12時／10人 ／800円（茶室体験） ●
◆男の健康体操（全5回）
いつまでも自分で歩ける身体を作る
／5月17日・31日、6月7日・21日、7月5
日の水曜10時～11時15分／20人 ／
1500円（全回分） ※1回400円  ●
◆ベビーヨガ＆ラフターヨガ（全5回）
産後ママの疲れほぐしと仲間づくり
／5月18日、6月1日・15日・29日、7月
6日の木曜13時30分～14時30分／
生後3～9か月くらいの赤ちゃんとマ
マ12組 ／2000円（全回分）

5月17日までに 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4月12日から か
◆英語で遊ぼう！（全6回）
5月10日・17日・31日、6月7日・21日・28日の
水曜 ①小学1～2年生：15時40分～16時
20分 ②年中・年長児：16時30分～17時10
分／各10人 ／2000円（全回分） ●
◆産後ママと赤ちゃんのヨガ
5月10日・24日、6月7日・21日、7月5日
の水曜 ①10時～10時45分：３～9か月
の赤ちゃんとママ10組  ②11時～11
時45分：10か月～1歳6か月の赤ちゃん
とママ8組 ／1500円 ●

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4月12日から か
◆北海道 歩き旅・出会い旅トークショー
　鹿

しか

野
の

眞
ま

喜
き

雄
お

さんのほっこり楽しい物語
5月13日（土）13時30分～15時／50人

  ●
◆英語でリトミック！（全6回）
音楽の基礎を英語で楽しく／5月17
日から月2回水曜15時5分～15時35分
／年中～小学2年生15人 ／4200円

（全回分） ●

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

◆はじめてのカラテ教室（全3回）
基本指導を行った後、初級のカラテを
学びます。マナーから入って、形・技・
精神を分かりやすく指導します／4月
9日・16日・23日の日曜12時～13時30

分／各回15人 ／1回中学生以下300
円、高校生以上500円

4月23日までに 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

行事は4月12日から か
◆おやこであそぼう！
　ワン・ツー・スリー（全5回）
体を使った遊びを通して親子のコミュ
ニケーション、ママ同士の交流を図る
／5月18日、6月1日・15日、7月6日・20日
の木曜11時～12時／1～3歳の子と親
20組 ／2500円（全回分） ●
◆健康ストレッチ
5月18日、6月1日・15日、7月6日・20日の
木曜9時30分～10時45分／20人 ／
2500円（全回分） ●

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

加賀原地域ケアプラザ

◆すくすくプラザ
親子で自由に遊んで交流を持つサロ
ン／5月11日（木）10時～11時30分／未
就園児と親／
◆高齢者サロン　和楽路
お茶を飲みながら楽しい時間を過ご
しましょう／5月8日（月）10時～12時／
100円／
◆障がい児・者余暇支援
　「和菓子作りとお茶会」
5月14日（日）10時～12時／一組300円
／ エプロン、三角巾、布巾

5月14日までに か

943-5951  943-5961
〒224-0062  葛が谷16-3

葛が谷地域ケアプラザ

◆イケてるおじ様になる講座（全10回）
バケツで稲を育てながら健康づくり
やいきがいづくり（料理や陶芸など）に
取り組む／5月～30年1月の基本毎月
第4金曜10時～12時／おおむね65歳
以上の男性10人 ／1000円（初回のみ）

5月10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

◆東山田地域ケアプラザ　出張相談会
高齢者に関する相談を専門職が伺い
ます／4月15日（土）10時～16時／すみ
れが丘会館（すみれが丘37）／
◆ほっと茶屋
お茶会で日頃のストレス発散や情報
交換／4月25日（火）13時～14時30分 
※毎月第4火曜／介護者及び介護を終
えた人15人 ／1回100円

4月11日から か

休館日◆4/24（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

◆姿勢測定会
体のゆがみをチェック！姿勢を改善す
るためのストレッチやエクササイズを
アドバイスします／5月16日（火）11時
～13時／20人 ／1000円

4月16日から か
◆ワンデープログラム
各プログラムとも当日受付。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、タオルを持参。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、参加定員40人
▶水曜日（4月12日・19日・26日、5月10
日） ①＊ポル・ド・ブラ／9時55分～10
時40分 ▶土曜日（4月15日・22日、5月6
日） ②エアロビクスボクシング／10時～

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（4月11日・18日・25日、5月2
日・9日） ③バスケットボールタイム／
19時15分～／600円／50人 ④バレー
ボールタイム／19時15分～／500円
／24人  ▶金曜日（4月14日・21日・28
日、5月12日） ⑤金曜エンジョイ個サル
／21時～／600円／50人 ▶土曜日（4
月15日・22日、5月6日） ⑥土曜エンジョ
イ個サル／21時～／600円／50人
※このほかにも多数のプログラムがあ
ります。詳しくは か

休館日◆4/25（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

◆メインプール　5月3日（祝）オープン
50ｍ×10コースの国際公認プールで
泳いでみませんか。
◆個人利用のご案内
プール：大人2時間700円、中学生以下
2時間350円、トレーニングルーム：大
人2時間500円、中学生250円／詳細は

か で。

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
　おもしろいぞ！紙芝居
横浜市の有形民俗文化財の街頭紙芝
居を活用し実演／4月29日（祝）12時
～、13時30分～、15時～／

休館日◆4/24（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
4月23日（日）12時～12時40分／
◆こどもの日イベント

紙のバッグに模様をつけて素敵なこ
いのぼりにしよう！／5月5日（祝）11時
～15時／
◆あざみ野アートワゴン
福祉団体による特設ショップ／5月5日

（祝）10時～商品がなくなり次第終了／

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

男女共同参画センター横浜北

◆セルフコンディショニング・ストレッチ
体幹・姿勢・骨盤を整える／4月7日・14
日・21日・28日の金曜13時～13時50分
／18人 ／1日520円／ 希望の場合
は （910-5724）／1回600円
◆女性のためのミーティング＆
　会議上手になろう
会議の創り方、進め方／6月8日（木）9時
30分～12時30分／女性28人 ／1300円

4月11日から か

◆3/28から5/30まで無休
959-1000  959-1450

〒241-0001  旭区上白根町1175-1
ズーラシア 検索

よこはま動物園ズーラシア

◆飼育の日イベント
4月19日は419で「飼育（しいく）」の日。
4月22日（土）・23日（日）は「飼育係の
とっておきタイム」を「飼育」にスポッ
トを当てた特別バージョンで実施。

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
◆あつまれ〜都筑のニューフェイス！
5月16日（火）・18日（木）・19日（金）の10
時30分～11時30分／都筑区に引っ越
してきた未就学児と家族、各回12組   
●
◆春のおはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべ歌で楽しい
ひとときを！／4月20日（木）10時15分
～10時40分、11時10分 ～11時35分 ／
0～1歳の親子12組   ●
◆ポポ☆メイト募集 説明会
ポポラで活動してくださるボラン
ティア募 集！／5月9日（火）10時30分
～11時30分／区内在住の人  ●
◆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／5月13日（土）・24
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／4月15日（土）10時30
分～11時30分／未就学児と家族5組

  ●
◆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／4月15（土）
10時～16時／未就学児と家族／

＊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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　2月4日（土）、横浜国際プールで東山田小学校の生徒、ビーコルブースターら
約100人が、15,000本のカーネーションとカラーサンドを使って、第33回全国
都市緑化よこはまフェアのシンボルキャラク
ター「ガーデンベア」や横浜ビー・コルセアー
ズの12選手の似顔絵などをデザインした巨
大なフラワーアートを制作しました。試合観
戦に訪れたファンも選手そっくりのフラワーア
ートを写真に収めるなど楽しんでいました。

973-2701　 972-1093
●第44回都筑区囲碁大会
4月16日（日）10時～16時（9時30分受付
開始）／中川西地区センター／1500円

（女性と高校生以下は1000円）／
曽木　 090-6943-9310

募  集
●中国語ネイティブの人と学ぶ中国語
　サークル「チャイニーズ・カフェ」
第2・4日曜（60分）、経験者：10時10分～、
初級者：11時30分～／つづきMYプラ
ザ／月3000～4000円

を明記し、事前に
（chinese_cafe201206@hotmail.com）

●「2017都筑mottoいきいき元気
プロジェクト」グループ募集

都筑区が魅力的で元気のあるまちとな

る活動をする区内のグループに対し、
活動費用の一部を支援します（上限10
万円）／活動期間7月～30年3月 ※締切
5月31日、プレゼンテーション審査6月18日

詳細は㈱横浜都市みらいへ か
943-2470（平日9時30分～17時30分）

●アメリカの歴史教科書を読もう
初・中級レベルの英語／月2回金曜13
時～14時／つづきの丘小学校コミュニ
ティハウス／8人 ／月2000円

4月7日までに を明記し
（cathy@gse.or.jp）
森　 070-2821-6240

●着付けサークル会員募集
道具を使わない初心者向け着付教室／
月2回水曜9時45分～11時45分／都筑
公会堂ほか／女性20人 ／月1000円

事前に松倉へ　 944-0375

催  し
●第16回花散歩フォトクラブ写真展
季節の花を撮影した作品約70点を展
示／4月21日（金）～27日（木）10時～16
時（初日は11時開始、最終日は15時終
了）／区総合庁舎1階区民ホール／

藤井　 ・ 592-0158
●川和高校OB吹奏楽団第22回定演
恋、糸、前前前世、エルサレム讃歌：リー
ドほか／5月6日（土）14時30分開演（14
時開場）／都筑公会堂／500人 ／

間地　 050-5885-5349
●第65回M.L.T杯（女子ダブルス初中級）
①5月12日（金）：初級②5月19日（金）：中
級、いずれも9時試合開始／長坂谷公園
／各16組 ／1組5000円

詳細はラケットショップオープン・
スクエア（ ・ 988-0683）
●第44回都筑区民硬式テニス 

ワンデーミックス大会
6月3日（土）・11日（日）・25日（日）詳細は

（http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/）
で／都田公園

4月11日から都筑区テニス協会 で
090-2918-9891（10時～19時）

●「佐江戸のツツジと川和」
◆ガイドと共につづきを歩こうNo.34
4月27日（木）9時30分までに市営地下鉄
川和町駅集合 ※雨天決行／約6km（約
3時間）歩ける人100人 ／300円

4月20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№34係）か （http://tzkgd.com）
大橋　 090-9088-0286

●第2回合同演奏会「旅」
都筑区で歴史あるコーラス団体の演奏
会／4月29日（祝）13時30分開演／横浜
みなとみらいホール／1000円／ 　

夢のつづき　谷島　 902-3609、
みみずく会　上山　 932-7109
●親子カヤックB（鶴見川で楽しむ）
6月3日（土）9時30分～12時30分※雨
天中止／小・中学生とその保護者10組

（20人） ／1組5000円
4月30日までに ・ を明記し

（〒225-0025 青葉区鉄町1380）か
くろがね青少年野外活動センター

●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。

企画調整係 948-2226  948-2399

ゴール

スタート

中川
花と緑の
散歩道

早淵川

中川駅

山崎公園

水神様

矢先橋

真福寺

荏田下宿
の庚申塔

霊泉の滝

老馬鍛冶山
不動尊

旧大山街道

荏田南町
からの眺望

【都筑区水と緑の散策マップ】　以下の２か所でお求めいただけます。
区総合庁舎1階売店、市庁舎1階刊行物サービスコーナー 200円（税込）

※ 刊行物サービスコーナーでは郵送による購入ができます。
※ 都筑区ホームページからは無料でダウンロードできます。

　4月は、Bコースを紹介します。このコ
ースで通る「中川  花と緑の散歩道」は、
花と緑が美しい近隣の魅力スポットをつ

水と緑の散策マップ 統合版 検索

中川  花と緑の散歩道

早淵川

なぎ「歩く、ながめる、ショッピングする」
楽しさのあるまちづくりを地域住民が企
画、提案してつくられたものです。
　また、青葉区を源流とする早淵川の水
辺では、カワセミやアオサギなどさまざ
まな鳥を見ることができます。
　28年5月号からご紹介してまいりまし
たこの散策マップのコース紹介は、今回

中川の花を愛で、旧大山街道を経て荏田の尾根道を歩くコース

健康づくり係 948-2350  948-2354

ヘルスメイトの

エネルギー◆305kcal
塩分◆1.0g　野菜量◆90g
カルシウム◆254mg

1人分

肉団子と青菜の
春雨クリーム煮 都筑野菜の

小松菜を
たくさん食べて、

カルシウムを
とりましょう！

●作り方
❶ 長ネギを粗みじん切りにす

る。
❷ ボウルに鶏ひき肉とA、①を

加えて粘り気がでるまでよく
混ぜ、6等分する。

❸ 小松菜は根元を落として4～
5cmの長さに切る。

❹ 深めのフライパンに油を熱し
②をスプーンで形を整えなが
ら落とし入れ、両面焼き色を
つける。

❺ ④にBと小松菜の茎と春雨を
加えフタをして2～3分煮る。

❻ ⑤に小松菜の葉と牛乳を加え
弱火で4～5分煮てCでとろみ
をつけて器に盛る。

●材料（2人分）
鶏ひき肉.....................................150g
長ネギ.........................1/2本（45g）
　　卵....................................... 1/2個
　　生姜みじん切り.........大さじ1/2
　　酒..............................大さじ1/2
　　塩...........................................少々
　　片栗粉.....................大さじ1/2
油........................................小さじ1/2
小松菜....................................... 1/2束
春雨（乾燥）...................................25g
　　水..............................1/2カップ
　　酒..............................大さじ1/2
　　しょうゆ................大さじ1/2
牛乳.........................................1カップ
　　片栗粉...........................小さじ1
　　水....................................小さじ2

A

C

B

ワンポイント

アドバイス

が最終回となります。ご
紹介しきれなかった魅力
スポットがまだまだたく
さんありますので、ぜひ
散策マップを片手に都筑
区の魅力発見をされては
いかがでしょうか。

彩りに
ニンジンを

加えるといい
でしょう！

フラワーアートで第33回全国都市緑化よこはまフェアをPR

都筑区

第１回水と緑の       散策マップ水と緑の       散策マップ

都筑区

最終回

コース紹介コース紹介

＊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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