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　6月の「食育月間」と「歯と口の健康週間」に合わせ、都筑区
では「噛むことと食べることを親子で楽しもう」をテーマに
食育フェアを開催します。

定　員  100人（当日先着順・無料）　 保　育  10人（1歳～要事前申込み、先着順）
問合せ・保育の申込み  区民活動センター　 948-2237　 943-1349　 tz-katsudo@city.yokohama.jp

　何かを理由にして自分のやりたいことを諦めていませ

んか？都筑区の「輝く女性応援プロジェクト」では、人生に

起こるいろいろな転機を、どんな時でもハッピーに、前向き

に進んでいきたい女性たちが動き出しています！

日　時  3月3日（金）10時～12時30分 　 会　場  区役所6階大会議室

そろそろ本気の“わたし”始動！
●気持ちを前向きにするコーチング
●ライフプランの作成
●先輩たちからのトーク

第1部：パネルディスカッション 「聴いてみよう！本気の“わたし”スタイル」
　本気の“わたし”スタイルで輝いている女性たちから、“わたし”らしく生きて
いくためのヒントをもらいましょう。
パネリスト：北原 まどかさん（NPO法人森ノオト代表）
　　　　　 杉本 周

しゅう

子
こ

さん（「IKUMINS」育児ミュージカル実行委員会委員長）

第2部：活動紹介パネルセッション＋交流会「見つけよう！本気の“わたし”スタイル」
　区内・近隣で活動している女性たちがそれぞれの活動を紹介するパネルを展示し、参加者
皆さんで交流しましょう。

さまざまなハードルを越えていくために、同じ思いの女性たちと一緒に一歩踏み出しませんか？

北原 まどかさん 杉本 周子さん

いよいよ本気の“わたし”プロデュース！
●趣味から仕事へのターニングポイント
●SNSの有効な使い方
●コミュニケーション力を高める方法

平成29年1月
都筑区長  畑澤 健一

新
年
の

　
　
ご
あ
い
さ
つ

都筑区役所

1月の土曜開庁日：14日・28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
212,347人（前月比38人減）

区の世帯数
81,433世帯（前月比13世帯減）
※28年12月1日現在

平成29年
（2017年）
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　「ローリングストック」とは、これまでのように災害用
として食料品や日用品を備蓄しておくのではなく、普段
から余裕をもってこれらを多めに購入し、日常生活で使
いながら補充をしていくことで、いざという時のために
備えるという考え方です。
　長期保存に向かないものも取り入れることができ、気
づいた時には期限を過ぎて使えないという無駄を無く
せます。

●カセットコンロ＆ガスボンベ　●懐中電灯　●充電式ラジオ　●予備電池
●常備薬＆おくすり手帳　●トイレパック（1人1日5個が目安）

高齢者 　●やわらかい食品（おかゆなど）　●補聴器用電池　●入れ歯洗浄剤
乳幼児 　●粉ミルク　●おしりふき　●離乳食　●おむつ
女　性 　●生理用品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

山村　武彦 氏

特集

自分で自分の身を守る

　企業、自治体などの防災・危機管理アドバイザーとして活躍されている山村氏による講演と、
地域の活動発表を行います。ぜひお越しください。
講師：山村  武彦 氏（防災システム研究所 所長）
日　時  2月13日（月）14時～15時30分（13時30分開場）　 会　場  ハウスクエア横浜（中川一丁目4-1）
定　員  300人（先着順） 
申込み  行事名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・希望人数・手話通訳を希望する場合は「手話通訳希望」

　　　  を明記しメールかファクスかハガキ ※1月31日までに区役所から連絡がなければ聴講可能です。
問合せ  総務課庶務係　 948-2212　 948-2208　 tz-bousai@city.yokohama.jp
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大きな災害に備えるには、自分で自分の身を守る「自助」と、隣近所などの地域で助け合う
「共助」がとても重要です。今回の特集では、家でできる「自助」と地域での「共助」の取組をご紹介します。

　自宅建物に火災や倒壊の危険が
ないときは、むやみに移動を開始
しないことが大切です。

　自治会や町内会などで選定した
小さな公園や集会所といった、一
時的に避難する場所です。隣近所
の安否を確認します。

　市内で震度5強以上の地震を観
測した場合に開設します。一定期
間、避難生活を送る場所であり、安
否情報の収集・伝達や物資の配布を
する場所です。自宅で被災生活を送
る人も、情報や物資が得られます。

●日頃から、災害時要援護者と地域の人々との顔と顔の見える関係をつくり、災害に強い地域力を高めること。
●連合自治会町内会ごとに、地域のつながりをいかした災害時要援護者支援の取組を進めること。

※連合自治会町内会に対し、要望に応じて
　区の保有する要援護者名簿の提供を行っています。

地域の取組例

●広報紙の作成・
　配布

●要援護者の把握
●名簿の作成※

●要援護者マップの作成

●要援護者の訪問
●防災グッズ　　
　の配布

●要援護者支援ボランティアの募集
●防災無線によるネットワークづくり

地
震
発
生

自
宅
に
と
ど
ま

れ
な
い
場
合

自
宅
に
と
ど
ま

れ
な
い
場
合

問合せ  庶務係  948-2212　 948-2208　　事業企画係  948-2344　 948-2354

お知らせ

つながり・
ネットワークづくり

把握

訪問

地域で助け合う

（原則）自宅にとどまる いっとき避難場所 地域防災拠点（区内27拠点）

●高齢者
一人暮らしの人、日中一人暮らしの人、
高齢者のみの世帯（ご夫婦など）、
寝たきりの人、認知症の人…など
●障害者
身体障害のある人、知的障害のある人、
精神障害のある人…など
●妊産婦　●乳幼児　●外国人
　　　　　　　　　　　　　…など

災害時に支援が
必要になる人は？

例えば…

つづき  そなえ 検索

都筑区  避難 検索

詳しくは

詳しくは
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	都筑区民文化祭実行委員会事務局
　 tzbunkasai@yahoo.co.jp　 http://webyoko.com/bunkasai/
　区民活動係　 948-2238　 948-2239　企画調整係　 948-2226　 948-2399

緑税務署　個人課税部門　 972-7771（代）　

メイドインつづきの取組
中小製造業の販路開拓を応援します！

緑税務署からのお知らせ　

　都筑区では、中小製造業の取引機会・販路の拡大を支援するため、区内に立地
し、独自の技術で躍進するものづくり企業を「メイドインつづき」としてPRし
ています。

●所得税及び復興特別所得税	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2月16日（木）～3月15日（水）
●贈与税	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2月 1 日（水）～3月15日（水）
●個人事業者の消費税及び地方消費税	　	・・・・・ 3月31日（金）まで
口座振替日は次のとおりです
◎所得税及び復興特別所得税	・・・・・・・・・・・・・・・・・・4月20日（木）
◎個人事業者の消費税及び地方消費税	・・・・・・4月25日（火）

日　時 	2月7日（火）・8日（水）9時30分～15時30分（12時～13時を除く。9時15分開場）
会　場 都筑公会堂／ 	※都筑区以外の会場については、お問い合せください。
対象者 都筑区・緑区・青葉区に納税地のある、
	 	❶事業・不動産・雑所得があり、平成28年分の所得金額が300万円以下

の人の所得税、復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税
	 ❷年金・給与収入が800万円以下の人の所得税及び復興特別所得税
	 	※譲渡所得（土地、建物、株式など）がある場合は相談をお受けできません。
	 ※来場者が多い場合は、受付を早めに締め切る場合があります。
	 	※源泉徴収票などの確定申告に必要となる書類、印鑑（認印）などをお持ちください。

※緑税務署の確定申告書作成会場は、2月10日（金）に開設します。
　緑税務署の駐車場は使用できませんので、車での来署はご遠慮ください。

確定申告書の作成は、国税庁ホームページ

詳しくは緑税務署へお問い合わせください。

　区総合庁舎で、約1500人が展示・舞台作品を発表します。
区民による区民のための文化祭です。多くの皆さんのご
来場をお待ちしています。詳しくはホームページをご覧
ください。
会　期 1月21日（土）～2月5日（日）
主　催 都筑区民文化祭実行委員会　 共　催 都筑区役所

【舞台部門】		 会　場 都筑公会堂／ （入場・観覧無料）
1月22日（日）13時30分～　クラシック　
	 28日（土）13時～　ロック＆ジャズ＆ポップス
	 29日（日）12時30分～　伝統芸能　　　　　　　　　
2月	4 日（土）14時～　パフォーマンスⅠ（バレエ・フラなど）
	 	5 日（日）14時～　パフォーマンスⅡ（ダンス・チアなど）

【展示部門】		 会　場 区総合庁舎1階区民ホール／ （観覧無料）
	 展示時間 10時～17時（1月21日は13時から、2月5日は15時終了）
1月21日（土）～	26日（木）　写真・花
　		26日（木）～	31日（火）　絵画、文芸、工芸②（布製品、紙製品ほか）
　		31日（火）～	2月5日（日）　書道、工芸①（木製品、土製品ほか）
●展示部門特設体験コーナー（一部有料。区民ホールにて当日先着順）
1月22日（日）13時30分～　いけばな
　		28日（土）11時～　リース作りほか
　		29日（日）13時30分～　お抹茶コーナー（お抹茶体験）
2月	4 日（土）10時30分～、13時30分～　小鳥ブローチ、ブレスレット作り

「メイドインつづき企業」25社を冊子で紹介
　金属加工、電気・電子、機械、化学・プラスチック、環境
など、さまざまな分野で活躍する25社の卓越した技術
や、優れた製品を紹介した冊子を発行します。
　1月下旬から区役所のほか、テクニカルショウヨコハ
マ2017などで配布する予定です。

区民活動センターから

区役所1階　 9時～17時
休館日：1月1日（祝）～4日（水）・9日（祝）・16日（月）	
948-2237	 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

◆大人の学級
①みんなでボッチャをやってみよう！
パラリンピックの正式種目である「ボッ
チャ」を体験してみませんか。障害のあ
る人だけでなく、元気なシニアの人、主
婦の人でも盛り上がる奥の深い競技
です。基礎と戦略を学び実践します。
2月6日・13日・20日の月曜13時30

分～15時
都筑地区センター

②自由に楽しくカッコよく
　〜シニアの男の生き方講座〜
退職後の自分らしい生き方、暮らし方の
ヒントを知り、どんな過ごし方をしてい
きたいか、みんなで考えてみませんか。
2月18日・25日、3月4日の土曜15時

～17時
中川西地区センター
①②ともに区民活動センターへ

か を明記し

都筑図書館から

◆第2回おはなしボランティア交流会
　おはなし会でつかえるわらべうた
おはなし会で使うわらべうたを紹介
し合ってみませんか。
2月20日（月）10時～12時
地域でおはなし会をしている人、

これからしたい人
1月13日9時30分から か か

を明記し か
◆いきいき音読教室
名作文学や昔話などを一緒に声に出
して読む一般向けの講座です。
2月23日（木）10時30分～11時30分
15人／
1月31日9時30分から か

◆「横浜のエネルギー」図書館 de YES  
　温暖化防止月間タペストリー展示
「きて・みて・かんじるYES」講座とし
て、「横浜のエネルギー」についてのタ
ペストリーを展示します。
1月17日（火）～31日（火）／
都筑図書館　
948-2424　 948-2432
ky-libgyoji14@city.yokohama.jp

第2回「都筑区わが庭・花壇・菜園
自慢」を募集します！

区内の花や緑が豊かな見どころを募
集します。丹精込めて育てたお庭や花
壇、菜園や農地などの風景をPRしてみ
ませんか。季節を問わず、一年間を通し
ての見どころを募集します！
応募された見どころは区民ホールに
展示し、区が発行する冊子などでご紹
介させていただきます。
区内で誰もが鑑賞できる場所にあ

る、個人、企業、学校、商店街、公園愛
護会などの団体が管理している花や
緑の見どころの写真を、5月26日ま
でに か か を明記し郵送で企
画調整係に提出。
詳しくは
企画調整係
948-2226　 948-2399

都筑区	わが庭 検索

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

1月12日（木）～16日（月） 子ども展（書道、防災ポスターなどの展示） 予算調整係 948-2213 948-2208
1月21日（土）～2月5日（日） 第21回都筑区民文化祭 区民活動係 948-2238 948-2239
2月8日（水）～14日（火） 活動写真展　自然の中で子どもが育つ	地域の中で子どもが育つ

予算調整係 948-2213 948-2208
2月10日（金）～13日（月） 東泉書院書初め展

日　時 2月1日（水）～3日（金）
	 10時～17時
会　場 	パシフィコ横浜展示ホールＣ･Ｄ
　　　	（西区みなとみらい1-1-1）／ 入場無料
※入場には、事前登録が必要です。詳しくは

テクニカルショウヨコハマ2017 検索

▲デザイン画作成
　大友美穂さん

日　時 1月21日（土）13時30分～　 会　場 都筑公会堂／ （入場・観覧無料）
セレモニー：開会宣言、ポスター画表彰式、ミュージカル・ワークショップほか
ステージ：ミュージカル「美女と野獣」ほか　出演：横浜丘の手ミュージカルスタジオ

オープニングイベント

イベントスケジュール

2 税理士による無料申告相談のご案内

1 平成28年分の確定申告【申告・納付期限】

第21回都筑区民文化祭開催！

～スイッチ音
オン

！都筑の響
ひびき

～

確定申告書等作成コーナー 検索

都筑区民文化祭 検索

マイナンバーについてのお知らせ
　平成28年分から所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与
税の申告書には、マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。
　税務署では本人確認を行いますので、申告書を提出する際は、申告される
ご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

テクニカルショウヨコハマ2017の概要

昨年の様子
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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



企画調整係　 948-2226　 948-2399

都筑図書館から

休館日：1月1日（祝）～3日（火）・10日（火）
948-2424　 948-2432

●くまさんのおはなし会
2月9日（木）①10時～10時25分②10

時45分～11時10分※各回同一内容
2・3歳児と保護者各10組※2歳未満

の子どもは入室不可
1月26日9時30分から か

●1月の定例おはなし会
1月18日(水)	15時30分～16時
一人でおはなしを聞ける子※保護

者付き添いの場合事前に ／

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制・2日間で1コース）

【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】赤ちゃんと一緒に楽しく遊び
ながらの体操
2月21日（火）・24日（金）10時30分～

11時30分
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／
1月23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

おやこヘルスアップセミナー
（予約制・2日間で1コース）

ママやパパのための健康講座です。簡
単ヘルスチェックもあります。
※妊娠中の人はご遠慮ください。
【1日目】（食事編）：食事バランスや家族
の健康についてのお話、お子さんにも好
評のお手軽料理の試食（骨密度測定つき）
【2日目】（運動編）：お子さんと遊びなが
らできる体操、日常生活に取り入れら
れる運動について（体内年齢測定つき）
2月3日（金）・13日（月）10時～11時

30分（受付9時45分～）
福祉保健センター１階健診室
区内在住2歳～就学前の子と保護者
各20組（保護者のみの参加も可）／
１月11日から健康づくり係へ
948-2350　 948-2354

ママと赤ちゃんの
ニコニコはみがき（予約制）

そろそろ歯が生え始めましたか？歯み
がきを上手に進めていくポイントは、
ママのスマイルとお子さんのお口の中
をよく見ることやスキンシップです。
３月15日（水）10時30分～11時30分
福祉保健センター１階健診室

～都筑区花いっぱい運動～「早渕川・老
ろうばやと

馬谷
ガーデン（HRG）プロジェクト」展開中！

　都筑区では、「第33回全国都市緑化よこはまフェア」をきっかけとして、「都筑
区	花いっぱい運動」をさらに盛り上げていくさまざまな取組を行っています。
その一環として、地域・東京都市大学・都筑区役所が連携し、早渕川沿いの中川三
丁目の市有地を緑化する「早渕川・老馬谷ガーデンプロジェクト」を展開中です。
　10月頃からプロジェクトメンバーの地域の皆さん、東京都市大学の飯島健太
郎教授や都市緑化研究会の学生の皆
さんと現地の基盤づくりを行い、11
月13日（日）に種まきと花植えイベン
トを開催し、活動を開始しました。よ
り魅力あふれる緑のスポットになる
ように、仲間を増やしながらガーデン
づくりを行っています。
　定例作業はどなたでもご参加いた
だけます。ご興味のある人は、ぜひ作
業日に活動場所にお集まりください。

活動場所 中川三丁目18-1、2（早渕川沿い「鍛冶橋」付近）
	 市営地下鉄中川駅徒歩15分
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。

持ち物 軍手・長靴（汚れてもよい服装）※飲み物やタオルも各自でお持ちください

区内在住で平成28年5月～11月生
まれの子と保護者（※お子さんの歯が
生えていなくても参加可能）20組／

1月12日から
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

3月1日（水）～8日（水）は
『女性の健康週間』です
　女性は、年齢とともに体が大きく変化します。仕事や家庭で毎日活躍している
と、ご自身の健康管理が後回しになりがちです。日頃の食生活、運動習慣、健康
管理全般をこの機会に振り返ってみてください。区役所2階エスカレーター上
で、女性の健康パネル展を実施します。ぜひご覧ください。

●「横浜市がん検診」ではお得にがん検診が受けられます。子宮がん検診（対象：
20歳以上の女性）は、7000円相当の検診が1360円、乳がん検診（対象：40歳
以上の女性）は、9000円相当の検診が1370円で受けられます。
●『女性の健康週間特別企画』3月3日（金）に区役所会場で実施する肺がん・胃
がん検診（対象：40歳以上の市民）は、特別に保育付き（※予約制）です。この
機会にぜひご利用ください。
　受診方法について詳しくは、都筑区ホームページ暮らしの情報欄「健診・検査」
の中の「がん検診」をご覧いただくか、お問い合わせください。

各種がん検診は受けていますか？

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

3月3日（金）午前→2月6日（月）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
託児あり（検診申込時にあわせて予約をしてください）

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、
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

1月12日・19日・26日、2月2日・9日の木曜9時〜9時30分
受付▶区役所1階健診室内13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

1月10日、2月14日の火曜午前
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

1月10日、2月14日の火曜午前
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

3月3日（金）午前→2月3日（金）〜22日（水）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
託児あり（予約制：健康づくり係へ （948-2350））
※結核予防協会では予約できません。

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

1月13日、2月10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。

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 1月10日・24日、2月14日の火曜１２時〜１３時３０分受付

1歳6か月児 1月5日・19日、2月2日の木曜12時〜13時30分受付

3歳児 1月12日・26日、2月9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（4回1コース）
予約不要

平成29年6月頃出産予定の人　
2月3日・10日・17日・24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

1月16日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

1月23日（月）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10

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

1月17日（火）、2月21日（火）いずれも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
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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。

941-8380  942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

休館日◆1/10（火）
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

◆中川新七福神スマホdeラリー
七福神をゲットしに中川の街に出かけ
よう。貸出機で操作ガイド付きツアー
も有り／1月14日（土）10時～12時／100人

 ※小学2年生以下は保護者同伴／
◆横浜洋食文化を学ぼう！
日本ナポリタン学会の会長から美味し
い作り方を学びます／2月18日（土）10
時～12時30分／成人16人  ※子の
同伴不可／1000円 ●
◆大人のためのアートワークセラピー
自然素材・画材などで今の自分をアー
ト表現します／2月4日（土）10時～11時
30分／10人 ／1000円 ●
◆プロから学ぶ
　元気なカラダ作り教室（全3回）
怪我をしない正しい身体の使い方。体
操も／2月15日、3月1日・15日の水曜
15時30分～16時30分／20人  ●

休館日◆1/10（火）
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1月11日から
※費用は全て全回分
◆さきおりリメイク
2月27日（月）10時 ～11時30分 ／10人

／500円 ●
◆やさしい絵本で街づくり（全5回）
自分の本を作ってみよう／2月18日・
25日、3月4日・11日・25日の土曜13時～
15時／10人 ／3000円 ●
◆歌声喫茶（新宿ともしび）
2月25日（土） 10時～11時30分／70人

／900円 ●
◆切り絵かざり講座〜おひなさま
2月23日（木）10時～11時30分／小学4
年生以上16人 ／500円 ●
◆地域防災講座
講師：加藤健氏（防衛大学校准教授）／
3月11日（土）9時30分～11時、終了後、
都筑区帰宅困難者対策訓練予定／30
人  ●
◆読書カフェ（全3回）
①読書会 ②ビブリオバトル体験 ③
地区センター企画展示／3月4日・18
日・25日の 土 曜10時 ～12時 ／12人
／1000円 ●
◆終活準備講座（全2回）
最期まで自分らしくむかえるための終
活準備／3月2日・9日の木曜10時～11
時30分／20人 ／300円 ●

休館日◆1/10（火）
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。
◆スポーツをがんばる子の食事と栄養
スポーツ栄養のお話や手軽に作れる

おやつを作ります／2月15日（水）10時
～12時／18人 ／900円／ 筆記用
具 ●
◆教養講座「源氏物語を学ぶ」（全3回）
2月22日、3月1日・8日の水曜10時～11
時30分／30人 ／1200円／ 筆記
用具 ●
◆春に向けての寄せ植え
春先まで長く楽しめる花の寄せ植え

（ハンギングバスケット）を作ります／2
月23日（木）10時～11時30分／12人  
※子の同伴不可／2300円／ 問合せを 
●
◆野菜たっぷりベジ・キッチン
地元産の野菜を使った料理と菓子を作
ります／3月3日（金）10時～13時／16
人  ※子ども同伴不可／1200円／
問合せを ●
◆ロビーコンサート  連弾ライブ

「佳音」によるピアノコンサート／1月
22日（日）13時30分～14時30分／

594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

休館日◆1/19（木）、2/2（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆みそ作り教室
市内の麹屋さんから教わります。持ち
帰りは1人2kg／2月4日（土）13時30分
～／15人 ／2000円／ 問合せを

1月16日から か
◆古民家市
新鮮野菜の販売／1月21日（土）、2月4
日（土）10時頃～なくなり次第終了 ※
雨天中止／
◆手打ちそばを食べませんか
講師が打ったそばを食べませんか／1月
27日（金）11時30分～ ※雨天時は2月
3日（金）に順延／40食  ※予約なし。
なくなり次第終了／1人前500円／
◆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／1月18日（水）10時30分～／10組

／
◆犬のしつけ教室
1月14日（土）10時～ ※雨天中止／犬を
連れて参加／太鼓橋竹林前／

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
◆冬の野鳥観察会
冬鳥の季節です。木々は葉を落とし、
鳥を見つけやすくなります／2月12日

（日）8時～11時／レストハウス集合／
30人 ／300円 ●
◆親子炭焼体験と炭火クッキング
炭焼きの火入れ体験と、炭火を使った
料理に挑戦／2月18日（土）9時～15時
／ばじょうじ谷戸炭焼施設／小学生
以上20人 ／一人500円 ●
◆里山保全体験・田畑作業体験
午前は間伐した竹を使って竹細工。午

後は畑の手入れ／2月4日（土）9時～
16時／ばじょうじ谷戸休憩所集合／
30人  ●
◆ネイチャークラフト作り
里山で集めた木の枝や木の実で動物
飾りを手作り／1月22日（日）10時～15
時（受付は14時30分まで） ※雨天中止
／円形広場／500円／
◆炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
無煙・無臭のハイテク炭焼き／2月11
日（祝）9時～16時：炭材作りと窯詰め・
18日（土）8時～17時：炭焼き・25日（土）
9時～12時：窯出しと炭材作り／18歳
以上10人 ／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

◆里山を保全再生しよう
草刈り、木の伐採など／1月21日（土）・
29日（日）10時～12時 ※雨天中止／
飲み物、長袖・長ズボン、帽子、軍手な
ど作業できる服装／

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

◆「朗読ワークショップ」第2期発表会
　百花繚乱 〜いのちが もし 
　　　光る束のようにみえるなら〜
講師：森田等／1月14日（土）15時30分
～（15時開場）／30人 ／1000円／
◆都筑少年少女合唱団で輝こう！
1月11日・25日、2月8日の水曜18時～19
時30分／小・中学生／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

行事は1月11日から か
◆男の健康体操後期（全5回）
1月18日、2月1日・15日、3月1日・15日の
水曜10時～11時15分／男性20人 ／
1500円（全回分） ●
◆うたごえ広場
懐かしい童謡などをギターに合わせ
て歌います／1月21日（土）13時～14時
30分／
◆あなたの技術・経験・趣味を
　活かしませんか
活動の場を探しているシニアの人へ
の案内と情報提供／1月23日（月）10
時～12時／おおむね60歳以上20人  
●
◆発達障害を理解する講座
2月12日（日）13時30分～16時／30人

／500円 ●
◆こどものアート教室（全2回）
2月12日、3月12日の日曜10時～12時／
小学生10人 ／600円（全回分） ●

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

◆凧
たこ

作り講習会
凧作り：1月28日（土）13時～15時30分、凧
揚げ大会：2月11日（祝）10時～13時／東
山田公園グラウンド（東山田二丁目22）
／30人  ※未就学児は保護者同伴／
300円／ 問合せを

1月11日から 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

◆ヴォイストレーナーが奏でる
　レクチャーコンサート（クラシック他）
2月6日（月）10時～12時／30人 ／

500円
1月11日から か

◆節分に飾る折り紙
1月23日（月）14時30分～15時／

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1月11日から か
◆やさしい相続教室
司法書士、税理士による相談／1月28
日（土）①相続セミナー：13時30分～
15時 ②個別相談：15時15分～16時45
分／20人 ／無料 ●  
◆ちりめんのお雛さまをつくろう
2月9日（木）9時30分～12時30分／10
人 ／800円 ●  

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

加賀原地域ケアプラザ

◆池辺出張相談会
　「認知症ミニフォーラム」
認知症の講座と認知症予防体操、座談
会／2月8日（水）13時30分～15時30分

都田小学校コミュニティハウス（池
辺町2831）／
◆すくすくプラザ  バレンタイン
親子一緒にチョコ作り♪／2月9日（木）
10時～11時30分／一組100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
◆チルコロウィーク2017春
親子で参加する地域のサークル体験
やおしゃべり会など／2月14日（火）～3
月1日（水）／未就学児と家族 ●
◆親子で楽しむ冬のおはなし会
1月27日（金）①10時15分～10時40分 
②11時10分～11時35分／0～1歳の親
子各12組  ●
◆パパといっしょに公園であそぼう！
2月4日（土）10時30分～12時／ききょ
う公園（中川5-10） ※雨天中止／
◆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／2月4日（土）・22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いるママと一
緒におしゃべりしよう／1月21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／2月3
日（金）・4日（土）・18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／1月21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／1月26日（木）10時
30分～12時 ※雨天時は2月2日（木）に
順延／ききょう公園（中川5-10）／

休館日◆1/23（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
体の歪みをチェック！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／2月10日（金）12時30
分～14時30分／20人 ／1回1000円

か

【休館のお知らせ】
1月10日（火）～31日（火）都筑センター、
横浜あゆみ荘は施設点検と修繕のた
め、休館します。詳細は各施設に問合
せを。

【休館のお知らせ】
茅葺補修工事のため、1月31日（火）ま
で休館します。期間中予定されていた
イベントは中止させていただきます。
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◆ワンデープログラム
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（予約制、有料）

全て当日の開始30分前から で必
ず本人受付（水曜ズンバは15分前）

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（1月17日・24日・31日、2月7日）

1 ボディバランス／11時～／15人 
２ ソフトエアロ／12時20分～
▶水曜（1月11日・18日・25日、2月1日・8日） 
3 ＊水曜ズンバ／9時～9時45分 
4 ＊ポル・ド・ブラ／10時～10時45分

▶金曜（1月13日・20日・27日、2月3日・
10日） 
5 ＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

▶土曜（1月14日・21日・28日、2月4日） 
6 エアロビクスボクシング／10時～ 
7 アロマヒーリングヨガ／11時～／15人 
8 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（1月17日・24日・31日、2月7日） 

9 バスケットボールタイム／19時15分
～／50人／600円 
10 バレーボールタイム／19時15分～／
24人／500円
▶金曜（1月13日・20日・27日、2月3日・
10日） 
11 金曜エンジョイ個サル／21時～／
50人／600円
▶土曜（1月14日・21日・28日、2月4日） 
12 バスケットボールクリニック／9時15
分～／小学生50人／600円 
13 土曜エンジョイ個サル／21時～／
50人／600円
◆トレーニング室 個人利用のご案内
当日受付。詳しくは か ／月・水・
金・土曜：9時～23時、火・木曜：9時～21
時、日曜・祝日：7時30分～21時 ※最終
受付は閉館1時間前／1回（3時間以内）
につき高校生以上300円、中学生以下
100円（中学生以下は利用できる器具
に制限有）

941-8385  941-8387
〒224-0062  葛が谷2-2

http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_p_ysa/

都筑プール

【休館のお知らせ】
１月10日（火）から３月12日（日）までの
予定で、25ｍプール槽補修工事のた
め、休館します。

休館日◆1/24（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

◆当日参加プログラム
当日申込みで参加可能な教室を開催
中です。椅子やバランスボールなどを
使用したボディケアストレッチ教室
や、骨盤のゆがみを調整するらくらく
体操教室など。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

◆開館22周年　博物館感謝デー
パズルや紙芝居、大道芸など楽しい
イベントも盛りだくさん！／1月28日

（土）・29日（日）9時～17時 ※全館無料
でご利用できます／

休館日◆1/23（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
1月8日・22日の日曜12時～12時40分／
◆あざみ野アートワゴン
アスタ・カフェ（都筑区荏田）の小さな
仲間たちが勢ぞろい／1月22日（日）10
時～16時／
◆あざみ野フォト・アニュアル
新井卓展とコレクション写真展／1月
28日（土）～2月26日（日）10時～18時 
※写真展会期中は無休／

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

男女共同参画センター横浜北

◆女性としごと 応援デスク
キャリア・カウンセリング／1月10日

（火）・12日（木）・15日（日）・19日（木）・24
日（火）・26日（木）・29日（日）いずれも10
時～15時 ※1人50分／女性各日4人

で予約
◆女性のためのパソコン講座
　速習パワーポイント
2月18日（土）・19日（日）10時～15時30
分／女性各12人 ／10200円

1月18日から （862-4496）
【休館のお知らせ】
鴨池公園こどもログハウスは、1月10
日（火）～3月24日（金）大規模修繕のため
休館します。

問合せ よこはま動物園ズーラシア　 959-1000  959-1450

よこはま動物園ズーラシア  1月のイベント
休園日 1/1（日）・10（火）・17（火）・24（火）・31（火）、2/7（火） 

　平成29年は酉
とり

年です。ズーラシアのシロフクロウ
は、目を細めた表情が微笑んでいるようにも見えま
す。フクロウは、昔「闇夜に音もなく羽ばたき、不気味
な声で鳴く不吉な鳥」と言われることもあったそうで
すが、最近では「福来朗」「不苦労」「福老」など、縁起の
良い鳥とされることが多いです。
　冬の動物園で元気に過ごすフクロウにあやかって、
福いっぱいの冬を過ごしてくださいね。

◯第33回
　全国都市緑化よこはまフェア
　ズーラシア花いっぱいマラソン
　園内に特設周回コースを設置し、
花いっぱいに彩ります。気持ち良く
マラソンで駆け抜けましょう。
日  程 2月26日（日）  会  場 よこはま動物園ズーラシア
定  員 種目合計1000人   
申込締切 ◯インターネット…2月5日まで　◯郵送、 …2月7日まで
詳しくはホームページをご覧ください。
※ほかにもさまざまなイベントを開催中！

本券1枚につき最大5名様まで有効
※コピー・他サービスとの併用不可。※この券を団体受付にご提出ください。※コピー・他サービスとの併用不可。※この券を団体受付にご提出ください。

本券1枚につき最大5名様まで有効
有効期限：平成29年1月30日（月）まで

ヘルスメイトの

エネルギー◆325kcal
塩分◆1.7g　野菜量◆70g
カルシウム◆137mg

1人分

スキムdeすいとん

スキムミルクを
使って、上手に
カルシウム
アップ！

●作り方
❶ 大根と人参は5mm厚さのいちょ

う切りにする。ごぼうはささがき
にし、軽く水を通してあくを抜
く。里芋は5mm厚さの輪切りに
する。

❷ しめじは石づきを取り一本ずつ
にし、豚肉は3cm幅に切る。

❸ Bを混ぜ合わせて、すい
とんの種をつくる。

❹ 鍋にだし汁と①を入れ、
やわらかくなったら②
を入れる。煮立ったらあ
くを取り、Aを入れる。

❺ ④に③のすいとんの種
をスプーンですくって
入れる。

❻ すいとんが透明になったら青菜
を入れ、軽く混ぜてできあがり。

●材料（2人分）
大根...................................1cm（50g）
人参（小）........................1/4本（25g）
ごぼう............................1/4本（25g）
里芋（中）.............................1個（50g）
しめじ............................1/4袋（25g）
豚肩ロース肉（薄切り）...............80g
だし汁.......................................500ml
　　塩...............................小さじ1/6
　　しょうゆ........................小さじ2
≪すいとん≫
　　小麦粉 .............................. 80g
　　卵 ................................... 1/2個
　　スキムミルク...................大さじ2
　　水 ............................60～70ml
青菜（小松菜など）................... 40g

B

Ａ

健康づくり係 948-2350  948-2354

食品衛生係 948-2356  948-2354

ワンポイント

アドバイス

青
菜
は
大
根
の
葉
、せ
り
、

三
つ
葉
な
ど
で
も
！

ズーラシア 検索

●手に傷のある人や体調の悪い人は作業をしないで
ください。

●手をよく洗い、使い捨て手袋を着用してください。

餅つきでの食中毒にご用心！

＊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13日までに か を明記し
都筑コーラス連絡会　中﨑
・ 592-3533

●椅子を使ったストレッチ参加者募集
椅子に座って足腰を鍛えましょう／毎
月第2・4水曜10時30分～11時30分／都
筑センター／月1000円

前日までに篠原へ （942-4107）

講演・講座
●横浜歴博もりあげ隊　連続歴史講座
講師：成蹊大学名誉教授　池上 裕子 氏

「戦国時代の相武の村と百姓・武士」／2
月18日（土）14時～16時／横浜市歴史博
物館／170人 ／500円

2月4日までに ・どこでこの講

座を知ったかを明記し （〒231-0062 
中区桜木町一丁目1-56 横浜市市民活動
支援センター「レターケース No.35 横
浜歴博もりあげ隊」）

横浜歴博もりあげ隊
080-4896-4677

●子どもも大人も楽になる発達障害
児者の理解と対応講演会

講師：臨床発達心理士　上原芳枝 氏／
2月4日（土）13時30分～15時30分／都
筑区医師会館（牛久保西一丁目23-4）／
70人 ／200円

1月11日から ・メールアドレス
を明記し （532-9967）か （sewayaki
@tsuzuki-soudan.com）

都筑相談窓口  吉野　 532-9960

企画調整係 948-2226  948-2399

催  し
●仲町台レディース卓球大会
3月9日（木）9時～15時／仲町台地区
センター／女子卓球愛好者90人 ／
600円

1月23日から か申込書（都筑区卓
球協会 と仲町台地区センターで配布）
を記入し

都筑区卓球協会事務局
・ 593-9904

●くろがねキッチンピザ天国
家族で石窯ピザを焼こう！／3月4日

（土）9時45分～13時15分／小学生とそ
の家族、学校や職場の仲間36組
※参加費あり

1月23日から か ・ を明記し
（〒225-0025 青葉区鉄町1380番地）
くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

●良質な材料を使った手作り味噌教室
1月21日・28日の土曜13時～15時／都
筑ハーベスト（茅ケ崎東五丁目6-5）／
エプロン、みそを持ち帰るふた付き容

器（1.5kg）持参／各20人 ／各1500円
参加希望日前日までに か

を明記し か
都筑ハーベスト　金子・小林
・ 945-7174　 harvest@tuduki.jp

募  集
●ダンス＆パフォーマンス 

TSU・ZU・KI 2017 参加団体募集
7月9日（日）13時開演予定／都筑公会
堂／区内とその周辺で活動する団体
／1人900円（15分以上：11人以上、20分
以上：15人以上、30分25人以上）

2月10日までに代表者の ・
メールアドレス・団体名・ジャンル・参加
予定人数・希望演技持ち時間を明記し

か
都筑ダンス＆パフォーマンス実行委

員会　 ・ 592-2543
miyako.dancepowers@gmail.com

●都筑コーラスのつどい参加団体募集
練習の成果を発表しませんか／6月18日

（日）／都筑公会堂／区内を中心に活動
しているコーラスグループ／700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。

ゴール

スタート

中川駅前の
ガラスドーム

くさぶえのみち

長徳寺

牛久保
公園

ベルリンの壁

すみれが丘
公園

ケヤキ通り

区
役
所
通
り

造園業の
植木

都筑区の
北部最高地点（65ｍ）

中川駅

【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。

　1月はCコースをご紹介します。スター
ト地点の中川駅前にはガラスドームがあ
り、地域のランドマークとなっています。

水と緑の散策マップ 統合版 検索

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

第9回

コース紹介コース紹介

中川駅前のガラスドーム

地域振興係 948-2231  948-2239

　横浜市水道局牛久保配水池の付近は、海抜高度が65メートルあり、都筑区

みなとみらいの遠望を楽しむコース

〜種類豊富なメニューを食べに何度も寄りたくなるお店〜

ちょっとカレーなハンバーグ 
　　　（センター南商業地区振興会）からのラブレター

　当店の厨房は全員北インド人。現地の5つ星ホ　

テル出身のシェフが腕をふるっています。　　　

　インドカレーだけでなく、オリジナルドリアや　

カレーバーグなど、ここでしか食べられない　　　　

メニューもございます。　　　　　　　　　　 　

　お子様カレーやランチメニューもあり、小さな　

お子さん連れでも安心してご来店いただけます。　

 ◆住所：茅ケ崎中央5-1　港北 TOKYU S.C. 5F　 944-5039
 ◆営業時間：11時～22時（ラストオーダー21時30分）

ウオーキングシューズや
機能性ウエア中心の品揃え！

ミズノウエルネスショップ横浜港北
（港北 TOKYU S.C. 2F）

グル プラサド総料理長都筑区の北部最高地点

北部で最も高い場所です。天候の良い日に、都筑区
のタウンセンターやみなとみらい地区の高層ビル
などの遠望を楽しんでみてはいかがでしょうか。

♥対象店舗を巡ってスタンプを3つ
　集め、感想を書いて送ると抽選で
　プレゼントが当たります！

「都筑区のホームページを見た！」と店頭で言うと、10％オフします！※一部対象外あり

ドイツクリスマスマーケット in 都筑2016を開催！

　12月2日～4日にフォン・ヴェアテルン 
ドイツ大使やフェヒナー 東京横浜独逸学
園長をはじめ、多くの皆さんにご来場いた
だきました。
　今年もオープニ
ングセレモニーでド
イツ学園と茅ケ崎
中学校による合唱
が披露されました。

対象店舗から
のお得な情報
はこちら⇒

＊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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