
　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。

問合せ  資源化推進担当  948-2241　 948-2239

ごみを減らすことが
本当に大切だという

ことを知って
ほしい！

　横浜市が進めている「ヨコハマ3
ス

R
リ

夢
ム

プラン」。“3
ス

R
リ

夢
ム

”とは
さらなるごみの減量化と脱温暖化に取り組み、豊かな環境
を後の世代に引き継ぐことで、子どもたちが将来に「夢」を
持つことができるまちという意味が込められています。

ヨコハマ3R夢プラン 検索横浜市ホームページ

河村 京子さん

岩嶋 伸幸さん志田洋子さん

安部 喜平さん

勉強もごみの分別も
どちらも大事なこと。

がんばって！

きちんと分別すれば
資源になるから

ごみの分別は大切！

食べ残しは
カラスの大好物。
残さず食べよう！

子どもたちも身を乗り出して、劇を楽しんでいます

3R夢の3Rとは……リデュース（発生抑制）・リユース（再利用）・リサイクル（再生利用）

都筑区役所

2月の土曜開庁日：11日・25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
212,170人（前月比177人減）

区の世帯数
81,361世帯（前月比72世帯減）
※29年1月1日現在

平成29年
（2017年）
No.232
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地域懇談会とは？
　地域の特性に応じた福祉保健の課題に対応するために、地域の皆さんが話
し合う場です。地区連合自治会町内会・地区社会福祉協議会エリアごとに開催さ
れ、どなたでも参加することができます。

●つづき  あいフォーラム
  （都筑区地域福祉保健計画活動発表会）
日 時 2月18日（土）13時30分～15時30分

   （13時受付開始）
会 場 都筑公会堂 （申込不要。直接会場へ）
内 容 東山田地区、都田地区、茅ケ崎中学校区の活動報告、

　区・区社会福祉協議会・地域ケアプラザからの発信

●第3期都筑区地域福祉保健計画
パネル展

日 時 2月15日（水）13時～23日（木）12時
会 場 区総合庁舎1階区民ホール
内 容 区内15地区連合自治会町内会や地区社会福
祉協議会ごとの取組紹介、区社会福祉協議会の取組
紹介、地域ケアプラザの紹介、地域の活動展示など

　地域で健康づくりの活動をしている保
健活動推進員とともに、地元で開催された
イベントに合せて健康チェックを実施し
ました。また、ヘルスメイト（食生活等改善
推進員）にレシピ作成を協力してもらい、
子育てサロンの場で参加者も調理をしつ
つ、都筑野菜の普及を行う企画も進んでい
ます。

　災害時に地域みんなで助け合うしくみづくりについて、地
域の皆さんに知ってもらうため、しくみの紹介やボランティ
アを募るチラシを作り、地域住民に配布しました。
　その結果、ボランティア活動していただける人が集まりま
したので、現在早期にボランティアの研修会ができるように
準備を進めています。

　一人ひとりの健康づくりにとどめるのでなく、お互いを支えあう活動に拡
げていきたい…。そんな意見から、まずは連合自治会町内会の会合に集まる人
たちにより、定期的な会合においてラジオ体操の実施が始まりました。これが
少しずつ地域の中に広がると、「地域の健康づくり」も広がっていきます。

人と人との「であい ささえあい わかちあい」
　第3期都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」は、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指し、
平成28年度からの5年間で取り組む計画です。基本理念のもと、地域の皆さんや関係団体・機関、地域ケア
プラザ、都筑区社会福祉協議会、区役所などが地域の福祉保健課題に対してともに取り組んでいきます。

問合せ  事業企画係  948-2344　 948-2354

こんな話し合いから…

こんな話し合いから…

こんな話し合いから…

　人が集まる行事の時に、健康
づくりに関する取組をすれば、
気軽に参加できるよね。

ラジオ体操は知っている人が
多いから、地域で取り組めると良
いけど、知らない人に教えられる
人がいないんです…。

　ボランティアは何年か前に募集
したきりだから、改めて募集した方
がいいですね。

　旗振り役・まとめ役は連合町
内会にお願いした方が取組が広
まるのではないでしょうか？

　ボランティア同士の顔合
わせも兼ねて、研修会を開き
ませんか？

地域行事への参加で
健康習慣のきっかけづくり

身近にできる健康づくりを
まちの中に拡げたい

普段の見守りを「いざ！」
という時に活かすために…

そして…

都 筑 区 地 域 福 祉 保 健 計 画第3期 基本
理念

都筑区のマスコットキャラクター
「つづき あい」の第3期計画バージョンです

都筑区社会福祉協議会
キャラクター  ゆいぴー

このように、さまざまな新しい取組が生まれつつあります。

「住み慣れたまちで安心して暮らせるまちづくり」には、地域の皆さん一人ひとりの力が必要です。

例えば…

さらに…

今月はこのような
地域の取組を実際に
聞けるイベントが

開催されます。
ぜひ参加して
みませんか！

特
集
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企画調整係　 948-2227 948-2399

区民活動係　 948-2235 948-2239 企画調整係　 948-2227 948-2399

全国都市緑化よこはまフェアが今春スタート！
都筑区花いっぱい運動　イベントのお知らせ

●トピアリーづくり講座の
　受講生募集

　動物型のフレームに水ゴケを貼り付け
て、高さ20cm程度のトピアリーを制作しま
す。制作したトピアリーはお持ち帰りいた
だけます。 ※1組1体
日　時 3月26日(日) ①10時30分～11時

30分、②13時30分～14時30分、③15時～
16時
会　場 ①港北TOKYU S.C.A館 6階港

北サロン（パレット保育園の脇）、②③モ
ザイクモール港北4階エスカレーター
前広場
対象・定員 親子または小学生：①20組、②③10組／
申込み 3月3日までに か ・希望の回（いずれか1つ）・参加人数を明

 記し  ※必着
※抽選結果は3月10日までにお知らせいたします。
※はがき1通につき1組の応募となります。
●Keywordラリー ～トピアリーアニマルを探せ～

センター北、南駅周辺の各商業施設に掲示されるイベントポスターに書かれ
たキーワードを集めよう！すべて記入することができたイベントチラシ内のは
がきを4月28日必着で、区役所へ送ると各種景品をプレゼントします。キーワー
ド掲示場所は「動物トピアリー」が目印！
掲示期間 3月25日(土)～4月2日(日) 

●都筑区 わが庭・花壇・菜園自慢（夏・秋編）展示
平成28年5月から12月までに募集した「都筑区わが庭・花壇・菜園自慢（夏・秋

編）」で集まった区内の花や緑の見どころを展示します。
期　間 2月24日(金)～3月1日(水)　
会　場 区総合庁舎1階区民ホール

区民活動センター
休館のお知らせ

区役所1階　 9時～17時
休館日：2月11日（祝）・20日（月） 

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

都筑図書館から

◆�未来につなげよう!�昔遊び・わらべ
うた遊び講座

大人から子どもへ、子どもから大人
へ、伝えられてきたわらべうた遊び
は、こころと身体を育んできた伝承の
文化です。その魅力と楽しさを伝える
講座です。
講師：田村洋子氏(NPO法人日本わ
らべうた協会理事長)

内容：わらべうた遊びの紹介・実践
3月12日(日)13時30分～16時
区役所６階大会議室
市民30人 ※保育はありません
2月17日9時30分から か
都筑図書館　
948-2424 948-2432

ミニヨコ市長候補と管理・
運営委員を募集します

3月20日（祝）に中川駅周辺で開催予定
のミニヨコハマシティ2017で行われる
ミニヨコ市長選の候補者と、ミニヨコ
の市政を管理・運営する子ども市民を
募集します。

３月20日に一人で参加できる18歳以
下の人

２月24日までにＮＰＯ法人ミニシティ・
プラスへ （306-9004）
過去のイベントや詳細は　
ミニヨコハマシティ 検索

区総合庁舎1階�区民ホールの催し情報　※時間の記載がない場合…初日：12時～17時、最終日：8時45分～13時、その他：8時45分～17時
日時※ 催し 問合せ 電話 FAX

2月15日（水）～23日（木） 第3期都筑区地域福祉保健計画パネル展 事業企画係 948-2344 948-2354
2月24日（金）～3月1日（水） 都筑区  わが庭・花壇・菜園自慢（夏・秋編）展示 企画調整係 948-2227 948-2399
2月24日（金）～3月2日（木） 消費生活推進委員活動紹介パネル展 地域振興係 948-2241 948-2239

3月5日（日）～11日（土） 障害者スポーツ啓発写真展（仮） 横浜ラポール 475-2001 475-2053
3月7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
3月8日（水）～14日（火） TAMおやこの広場活動展 予算調整係 948-2213 948-2208

平成28年度
都筑スポーツ・文化賞受賞者のご紹介

　平成29年都筑区新年賀詞交換会の中で「平成28年度都筑スポーツ・文化賞受
賞者」の表彰式を行いました。

　平成28年度受賞者14人（団体）及び都筑スポーツ・文化賞の詳細については、
区役所ホームページをご覧ください。

～ご近所づきあいから始める共助のまちづくり～
住まいとつながり入門講座

　ご近所どうしのつながりから始める新しいまちづくりの
ヒントをご紹介します。

平成29年都筑区賀詞交換会での表彰式の様子

荒 昌史 氏

江島雅紀（陸上）、川口茉
じ ゃ す み ん

莉花
（フラダンス）、川口怜

れ ふ あ

風亜（フラ
ダンス）、黒﨑二

つ ぎ

男
お

（バドミント
ン）、澤野莉子（水泳）、髙原良祐

（陸上）、知念琉
る

花
か

（空手）、則
のり

安
やす

祐
斗（アイスホッケー）、濱田京

けい

吾
ご

（水泳）、林美
み

音
お ん

（スカッシュ）、
溝上華（空手）山本杏

あんず

（柔道）、
LITTLE STAR BATON TEAM

（バトン）、渡辺和志（空手）

【受賞者の皆さん】
（50音順敬称略）

都筑スポーツ・文化賞 検索

緑税務署　個人課税部門　 972-7771（代）　

緑税務署からのお知らせ　

日　時  2月22日（水）・23日（木）10時～12時、13時～15時（9時45分受付開始）
会　場  （公社）神奈川県宅建協会　横浜北支部会館（茅ケ崎中央8-7）／
対　象  都筑・緑・青葉区にお住まいの

 ①年金収入のみの人　②収入800万円以下の年金受給者・給与所得者
の医療費控除の還付申告
 ※ 事業所得、不動産所得、土地・建物及び株式などの譲渡所得のある人は相談

をお受けできません。
確定申告書の作成はこちら

講　師  HITOTOWA INC. 代表取締役　荒
あら

 昌
まさ

史
ふみ

氏
日　時 3月10日(金)19時～20時30分（18時30分受付開

始）
会　場  ヨツバコ5階YOTSUBAKO no MORI(市営地下鉄

センター北駅前すぐ)
対　象  どなたでも／

詳しくは都筑区ホームページをご覧ください。

日　時  2月16日（木）～3月15日（水）9時～11時30分、13時～16時（土日除く）
会　場  区役所3階　第6会議室／
対　象  平成29年1月1日現在、区内に住んでいる給与所得者（年末調整済み）の

医療費控除の還付申告のみ。
※ ①年金受給者の還付申告　②寄付金控除など医療費控除以外の還付申告は、都筑区

役所ではなく、緑税務署での受付となります。
※ 給与所得者の源泉徴収票、医療費の領収書、印章、本人名義の金融機関口座番号の分

かるもの及びマイナンバーに係る本人確認書類の写しをお持ちください。
※区役所の駐車場は有料です。

東京地方税理士会緑支部による確定申告無料相談のご案内

都筑区役所での医療費控除の還付申告（所得税・復興特別所得税）

確定申告書等作成コーナー 検索

　詳しくは区役所ホームページをご覧ください。
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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

都筑消防署予防課　 ・ 945-0119

都筑図書館から

休館日：2月20日（月）
948-2424 948-2432

●2月の定例おはなし会
2月15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 ／
●くまさんのおはなし会

3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

2月23日9時30分から 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

3月17日（金）・24日（金）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

2月17日10時から会場の新栄地域ケ
アプラザへ （592-5255）

健康づくり係
948-2350　 948-2354

土曜両親教室（予約制）

～平日に参加できない妊婦とパート
ナーのため～

3月25日（土）13時30分～15時30分
（13時受付開始）

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16組

子育て支援センターポポラ
2月25日12時からポポラへ （912-

5135）
こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

3月1日（水）～7日（火）
春の全国火災予防運動

企画調整係　 948-2227�� 948-2399�� tz-plan@city.yokohama.jp

東京都市大学　 　が
都筑区の調査・研究の成果を発表！

イベント名 第14回 地域連携調査研究発表会
日　時 2月24日（金）13時～17時
会　場 東京都市大学横浜キャンパス 3号館1階31A教室

 ※都筑区イベントカレンダーには「区役所6階大会議室」と記載しています
が、会場が変更となりましたのでご注意ください。

申込み 2月23日までに か ・希望人数を明記し

「シニア楽農園」参加者募集

　グループでの農作業やイベントを通じて仲間をつくり、親睦を深めている
「シニア楽農園」。新年度の参加者を募集します。
活動場所 東方公園南側農地　市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅　徒歩約15分
対象者  平日の畑仕事に、時間・体力的に一年を通しての参加が可能な、区内

在住の60歳以上の人
期　間 29年4月～30年3月(週1回午前中2時間程度)
参加費 年間約8000円 (活動費+傷害保険料)

※ この事業は区民活動団体「シニア楽農園の会」と区役所との協働事業です。
栽培作物・作業計画などは「シニア楽農園の会」が決定します。

みんなで一緒に畑仕事！ 都筑野菜で仲間づくりも健康増進も！

　消し忘れ消火機能や過熱防止など安全装置（Siセンサー）付きのコンロを使
用しましょう。

平成28年度全国統一防火標語 
「消しましょう　その火その時　その場所で」

自分の家だけは大丈夫（火事にならない）と思っていませんか
火事になってから後悔しても…

　全ての住宅に設置義務があります。熱や煙を感知して音が鳴り、火災に早く
気づくことができます。

　警報器本体や内蔵の電池には寿命がありますので確認してください。

住宅用火災警報器を付けましょう

住宅用火災警報器は正常ですか？

住宅火災の原因1位！コンロ火災を防止しましょう

付けていてよかった～！ 実際にあった話

実際にあった話

いざという時のため各家庭に1本消火器を備えましょう

電 池 交 換 し て お け ば よ か っ た ～ ！

つ
いうっかりにも対応します！！

希望者は下記の①②いずれかの説明会にご参加ください。※事前申込不要
日　時 �①2月14日(火)�10時～11時　②2月16日(木)�14時～15時�
会　場  区役所6階大会議室／

（大雪などの場合の日程変更の有無については、お問い合わせください。）

説明会

予約・問合せ　健康づくり係　 948－2350　 948－2354
がん検診無料
クーポン券の
お知らせ
予約制

対象者に送付している、平成28年度のがん検診無料クーポ
ン券（子宮頸がん・乳がん）の有効期限は平成29年3月31日で
す。3月は予約が取りづらくなりますので、まだご利用に
なっていない人はお早目にご利用ください。

成人用肺炎球菌
ワクチンの
お知らせ

対象者に送付している、平成28年度の肺炎球菌ワクチン予
防接種予診票の有効期限は平成29年3月31日です。成人用
肺炎球菌ワクチンの予防接種を一度も受けたことがない
人で、接種を希望される場合は、お早目にご利用ください。

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

2月16日・23日、3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

2月14日、3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

2月14日、3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27日（月）午前→2月27日（月）～3月16日（木）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

2月10日、3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 2月14日・28日、3月14日の火曜１２時～１３時３０分受付
1歳6か月児 2月2日・16日、3月2日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 2月9日・23日、3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7月頃出産予定の人　
3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

2月 7日（火）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

2月20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

2月21日（火）、3月17日（金）の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。

休館日◆2/28（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は2月11日から か
※全て市内在住・在学・在勤者。
◆はじめての革細工
革を手縫いしてコインケースを作りま
す／2月27日（月）10時～13時／10人
／1600円（材料費） ●
◆わんぱくホリデー おもしろ科学
　たんけん工房「やじろべえと重心」
楽しく科学を学びます／3月4日（土）
13時30分～16時30分／小学4年生～
中学2年生32人 ／600円

2月18日までに と 、学校名、
保護者氏名を明記し、おもしろ科学た
んけん工房 久保田方へ 941-2362か

http：//www.tankenkobo.com/
◆メッセージカードを作ろう！
花束がとびだすカードを作ります／3
月5日（日）10時～12時／小学生20人
／400円 ●

休館日◆2/13（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3月12日必着で と年
代を明記し か
◆「イチゴパーティ」旬のイチゴで
　楽しいお菓子作り！
3月12日（日）10時～12時／小学3年生
以上12人 ／700円

2月12日9時から か10時から
◆ひらり健康体操（全36回）
高齢者向け健康体操（ストレッチ、中国
体操、ダンスなど）／4月11日～30年3
月20日の火曜9時15分～10時45分／
100人 ／4000円（全回分） ●
◆中高年のストレッチ体操・前期（全18回）
4月12日～10月18日の水曜9時15分～
10時15分／中高年の人80人 ／3500
円（全回分） ●
◆エアロビクス体操・前期（全18回）
4月12日～10月18日の水曜10時30分～
11時30分／中高年の人70人 ／3500
円（全回分）  ●
◆やさしいヨガ前期（全14回）
やさしいヨガでリラクゼーションと気
分転換／4月17日～10月23日の月曜12
時15分～13時25分／50人 ／3000
円（全回分。保険代を含む） ●
◆やさしいパワーYOGA前期（全14回）
フィットネス感覚で体力作り／4月17日
～10月23日の月曜13時35分～14時45
分／50人 ／3000円（全回分） ●
◆おはなし広場 「春よ来い！」
おはなし会と切り絵で遊ぼう／2月18
日（土）10時30分～11時30分／

休館日◆2/13（月）
943-9191  943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

◆平成29年健康体操（全40回）
4月5日～30年3月28日の水曜 A：9時15
分～10時15分、B：10時30分～11時30
分 ※8月はお休み／60歳以上各100
人 ／4700円（全回分）

3月1日までに と 、 を明記
し か
◆ロビーコンサート
ペルラカルテット（フルート四重奏）／
3月18日（土） 13時30分開始／

休館日◆2/13（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。
◆おもしろ科学教室
　「カメラオブスキュラ」を作ろう！
大学生から科学の楽しさを学ぶ（工作
付き）／3月11日（土）13時30分～15時30
分／小学1～6年生24人 ／400円／

筆記用具・作品を持ち帰る袋 ●
◆シニア健康体操（全36回）
中高年向けの体操。体をほぐし、音楽
に合わせて体を動かします／4月13日
～30年3月22日の木曜 A：9時10分～
10時25分、B：10時30分～11時45分／
55歳以上各コース100人 ／4000円

（全回分・保険料含む）／ 上履き、タ
オル

2月16日～3月16日に と 、
緊急連絡先、性別を明記し
◆ロビーコンサート
　トーンチャイム・コンサート
素敵な音色で午後のひとときを／3月
12日（日）13時～14時／
◆楽しく歌おう！
　ヴォイストレーニング（全8回）
4月5日・19日、5月17日・31日、6月7日・
21日、7月5日・19日の水曜10時～11時

（初回のみ11時30分終了）／概ね65歳
以上25人 ／1回500円 ●

休館日◆2/13・27（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は2月11日から か
◆ひな祭りウィーク
明治～平成のお雛様、吊るし飾りなど
を展示／2月22日（水）～3月5日（日）
10時～16時30分／
◆わらべうた遊びと
　昔のおやつ「作って食べよう」
3月11日（土）10時～14時 ※昼食付き／
4歳以上の親子15組 ／一人500円／

箸、飲み物、エプロン、三角巾 ●
◆手づくりおもちゃの会
手近な材料を使っておもちゃを作り
ます／3月12日（日）10時30分～11時
30分／未就学児の親子20組 ／一組
300円 ●
◆祝茅葺完成 煎茶と民家園饅頭
2月26日（日）10時～お菓子が無くなる
まで／50人 ／300円／参加者には
抽選で民家園饅頭のお土産が当たり
ます／
◆楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎／3月22日（水）13時～15時
／女性限定15人 ／1500円／ 要問
合せ ●
◆いろり端おはなし会
協力：おはなしネットワーク「かたらん
らん」／2月20日（月）11時～11時30分
／親子連れ歓迎／

休館日◆2/16（木）、3/2（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆吊るし雛・段飾り
期間中は毎日展示／2月18日（土）～3
月5日（日）／
◆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
／2月15日（水）10時30分～／10組／

◆犬のしつけ教室
犬を連れて参加／2月11日（祝）10時～ 
※雨天中止／太鼓橋竹林前／
◆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／3月11日（土）10時
～11時30分（毎月第2土曜開催） ※雨天
中止／15人 ／1000円（保険料、レンタ
ルポール代含む）／ 要問合せ

か

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
◆シイタケの植菌
里山で間伐したクヌギやコナラにシイ
タケを植え付け、ホダ木を家に持ち帰
ります／3月5日（日）13時～16時／30
人 ／レストハウス集合／ホダ木一
本500円 ●
◆カブトムシの越冬幼虫観察会
3月5日（日）9時～12時／30人 ／レス
トハウス集合／300円／ 軍手、小さ
いバケツ ●
◆里山保全体験
竹林の手入れと竹細工／3月4日（土）9
時～12時／9時にばじょうじ谷戸休憩
所集合／30人  ●
◆田畑作業体験
ジャガイモの植付け／3月4日（土）13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
自然の材料を使ってかわいい動物を
手作り／2月26日（日）10時～15時（受
付は14時30分まで） ※雨天中止／500
円／円形広場／
◆炭焼き体験（宮谷戸窯）
作業は3日に分けて実施／3月11日（土）
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

前日までに か を明記し
か  ※全て雨天中止

◆ネイチャーゲーム
大人も子どもも楽しめる「自然体験プ
ログラム」／3月19日（日）10時～12時／
小学生以上（1、2年生は親子で参加）30
人 ／1人300円／ 要問合せ ●
◆のこぎり体験→ズーラシアへGO！
生態園の木を切ってズーラシアの動物
にプレゼント／3月12日（日）9時30分～
14時／小学生の親子、中学生以上20人

／一人700円（入園料込）／ 要問
合せ ●
◆里山を保全再生しよう
草刈り、木の伐採など／2月26日（日）
10時～12時／ 飲み物、作業できる
服装／

・ 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

【休館のお知らせ】
大規模修繕のため、3月24日（金）（予
定）まで休館します。

休館日◆2/21（火）
914-7171  914-7172

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

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

◆日本語ボランティア合同研修会
『みんなの日本語 初級Ⅰ 第2版』で初級
日本語の教え方を考えます。講師:田中
よね／3月26日（日）13時30分～15時30
分／市内で活動する日本語支援ボラ
ンティア、外国につながる子どもの学
習支援ボランティア60人 ／1000円

2月11日から か か、 と所
属団体名を明記し か
◆国際交流＆青少年のための
　第9回プラザまつり
世界の文化、日本の文化を体験できま
す／3月12日（日）10時～15時／

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

◆ひな祭りをプリザーブドで飾ろう
フラワーアレンジメント教室。講師:井
上英理子／①ばらとあじさいの白か
ごひな飾り ②ばらの花と竹かごのひ
な飾り ※①か②を選択／2月18日（土）
10時～12時／20人 ／2000円（材料
費を含む）

2月12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2月11日から か
◆発達障害を理解する講座
ひとりで悩まないで、共に学び、語り合
いましょう／2月26日（日）10時～12時
／30人 ／500円 ●
◆ギターの伴奏でみんなで歌おう！
2月26日（日）14時～15時20分／20人

／200円（お茶代） ●
◆おはなし会
絵本の読み聞かせ、パネルシアター、
手遊び、わらべ歌など／2月25日（土） 
11時～11時30分／
◆パソコン相談会
初心者向け。お悩みにお答えします／
3月11日（土）10時～11時30分／4人
／ ノートパソコン ●

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

◆あなたの技術・趣味・資格を
　活かしませんか
シニアのための仕事、ボランティア、
趣味など生涯活動の場をご紹介しま
す／3月8日（水）15時10分～16時30分
／概ね60歳以上20人

2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

◆草木染のストールを染めよう
草木で麻のストール（60×180cm）をき
れいに染めます／3月6日（月）10時～
12時／10人 ／2000円（材料費）

2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

◆こころもにっこりバランス講座
介護予防・体操／2月13日、3月13日の
月曜10時～11時30分／概ね65歳以上
20人 ／ 要問合せ

都田小学校コミュ二ティハウス
前日までに か か を明記し
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◆すくすくプラザ おはなし会
3月9日（木）10時～11時30分／
◆フラワーアレンジメント
　春をよぶアレンジメント
3月13日（月）10時～12時／25人 ／
1000円／ 剪定ばさみ、持ち帰る袋

前日までに か

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
1人40分間。相続、遺言、成年後見など
に関する個別相談／2月25日（土）①13
時30分 ②14時15分 ③15時 ④15時45
分／各時間2人（予約枠8組）

前日までに 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／2月15日（水）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／2月28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

2月11日から か  

590-5778  590-5779
〒224-0014  牛久保東一丁目33-1

地域活動ホーム くさぶえ

◆平成29年度
　土曜デイサービス募集
和太鼓・アート・絵画・スポーツ・ゆった
りスポーツ・食べ物・料理クラブの7つ
のクラブの募集。月1回、1年間にわたっ
て活動します。詳細は問合せを。／区
内在住の障害のある18歳以上の人（高
校生不可）。各クラブの定員

2月28日までに か
◆おはなし会
大型絵本と歌、楽しい乾布摩擦体操な
ど／2月23日（木）11時30分～11時50分
／未就学児と保護者／

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
◆なるほどトーク
　「赤ちゃんの心を知ろう」
ポポラの専門相談員と一緒に小グルー
プでじっくりお話／3月11日（土）14時15
分～15時30分／0歳児の保護者、妊娠
中の人6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／3月11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ている先輩ママ
といっしょに／2月18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／3月3
日（金）・4日（土）いずれも10時～16時、
11日（土）10時～12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／2月18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／2月23日（木）10
時30分～12時 ※雨天時3月2日（木）
／ききょう公園（中川5-10） ※場所が
わからない人は10時10分ごろポポラ
集合／

休館日◆2/27（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 4月～6月
各教室とも 。 か か ・教

室名・生年月日を明記し、 で2月18日
必着。＊印は託児あり（事前申込制、有
料）。時間表記のない教室は全て60分、
対象表記の無いものは全て16歳以上
対象。詳細は か で。

大人向け教室
▶火曜（4月11日～6月27日） 

1 火曜卓球モーニング／9時～10時
45分 2 バドミントン中級／9時～10
時45分 3 コアトレ／11時～11時50分
4 シェイプアップ／11時～ 5 ベリー
ダンス初級／12時30分～ 6 ベリーダ
ンス入門／13時45分～ 7 らくらくト
レーニング＆ストレッチ／13時20分～
／50歳以上 8 おきらく体操／14時30
分～／50歳以上  
▶水曜（4月5日～6月28日）  
9 ノルディックウオーキング／10時～

11時30分 10＊ビューティーアップ／10
時45分～ 11 おとなからはじめるバレ
エ／11時10分～／女性 12 はじめての
フラメンコ／12時～12時50分 13 おな
かキュッとエクササイズ／12時～12
時50分 14 いきいき健康体操／13時10
分～／50歳以上  
▶木曜（4月6日～6月29日）
15 木曜卓球モーニング／9時～10時45
分 16 木曜ピラティス／9時30分～ 17

わたしのピラティス／10時50分～ 18

マタニティヨガ／9時35分～／15週以
上の妊婦 ※医師の承諾書が必要 ※定
員に空きがある場合は当日受付での
参加可 19ヨガ／10時50分～ 20 パワー
ヨガ50／12時～12時50分 21骨盤底筋
エクササイズ／12時～12時50分／女

性 22骨盤エクササイズ／13時40分～／
女性 23 太極拳／13時25分～14時45分 
▶金曜（4月7日～6月30日） 
24 バドミントンモーニング／9時～10
時45分 25＊金曜ピラティス／11時30
分～ 26 スタイルエイジングケア／12
時40分～ 27 腰痛予防トレーニング＆
ストレッチ／13時50分～ 28 フラダン
ス／13時～ 29 美☆バランス／14時15
分～／女性 30 バドミントンナイト／19
時～20時45分

親子・子ども向け教室
▶火曜（4月11日～6月13日） 
31 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
2～6か月未満の子と保護者 32はじめ
ての親子体操／11時10分～／1歳6か
月～2歳未満の子と保護者 33 苦手種目
にチャレンジ／17時～／小学1～4年
生 34 かけっこ教室／18時15分～19時
／小学1～4年生　
▶水曜（4月5日～6月28日） 
35＊わくわく親子体操／9時15分～／
2～3歳の子と保護者 36 幼児体操1／
14時30分～／年少 37 幼児体操2／15
時45分～／年中・年長 38ジュニアバド
ミントン／17時～18時15分／小学生   
▶木曜（4月6日～6月29日） 
39 ベビー体操はいはい／11時10分～
／5か月～1歳未満の子と保護者 40 ベ
ビー体操よちよち／12時20分～／1
歳～1歳6か月未満の子と保護者 41こ
どもといっしょヨガ／13時45分～14
時35分／1歳6か月～2歳6か月未満の
子と保護者　
▶金曜（4月7日～6月30日） 
42うきうき親子体操／9時15分～／2～
3歳の子と保護者 43 横浜FCサッカー
スクールS／15時30分～／年少・年中 
44 横浜FCサッカースクールM／16時
40分～／年長・小学1年生 45 横浜FC
サッカースクールL／17時50分～／小
学2・3年生 46 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 47 こどもバレエ♪
マーメイド／16時30分～／年長・小
学1年生 48こどもバレエ♪シンデレラ
／17時35分～／小学2～4年生  
▶土曜（4月8日～6月24日） 
49 Jr.ヒップホップ／9時～9時50分／
小学生 50 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
子）～未就学児と保護者

941-8385  941-8387
〒224-0062  葛が谷2-2

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

都筑プール

◆水泳教室を開催
▶平成28年度春期短期水泳教室
▶平成29年度第1期水泳教室
※開催期間、申込方法など、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

◆ラストサタデープログラム
　おもしろいぞ！紙芝居！とミニ展示解説
横浜市の有形民俗文化財の街頭紙芝
居を活用し、実演／2月25日（土）12時
～、13時30分～、15時～／
ミニ展示解説／11時～、14時～／一
般：400円、大学生：200円、高校生以
下：無料／

休館日◆2/27（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
2月12日・26日の日曜12時～12時40分
／
◆対談　新井卓×石川真

ま

生
お

あざみ野フォト・アニュアル関連イベ
ン ト ／2月25日（土）15時 ～16時30分
／80人  ※保育あり

か か ・ ・プログラム名
を明記し
◆フェローアートギャラリー
　山田あこ「ちいさな波」展
障がいのあるアーティストたちの展
示／開催中～4月16日（日）9時～21時
／

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

男女共同参画センター横浜北

◆4月1日からの健康スタジオ
　6か月コース（全22回※①のみ全11回）
1 こころにやさしい整体法：隔週また

は第1・3日曜14時30分～16時 2 やさ
しい胴体力：毎週土曜10時～11時30
分 3 健康太極拳：毎週火曜18時30分
～20時 4 初めてのバレエエクササイ
ズ：毎週火曜10時～11時30分 5 シン
プル・ヨーガ：毎週日曜10時～11時30分 
6 女性のためのコンディショニング・

ヨガ：毎週木曜10時～11時30分 ※休
講日あり／25人  ※ 6 は女性22人
／32000円 ※ 1 のみ16000円（全回分）

か か で。1・5 2月19日～、2

2月25日～、3・ 4 2月21日～、6 2月16
日～

休園日◆2/7・14・21・28、3/7（火）
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

◆ハッピーバレンタイン in ズーラシア
動物たちに特別な餌をプレゼント！
インドゾウは、果物のトッピングを手
伝ってもらう参加型イベントです。動
物たちと一緒にバレンタインを楽しも
う！／2月11日（祝）・12日（日）／該当動
物の展示場／入園料のみ／

＊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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　新春を飾る平成29年都筑区消防出初式
は、1月6日(金)都筑公会堂にて盛大に執り
行われました。茅ケ崎中学校吹奏楽部の
熱い演奏に大いに盛り上がり、神港とび職
組合のまとい振込みやはしご乗りなど古
式ゆかしい演技に感嘆の声が上がりまし
た。締めは、消防団員と消防職員が一斉放
水を披露。一糸乱れぬ華麗な演技で、会場
は冬空にかかる放水のアーチと虹の演出で大歓声に包まれました。

●国重要文化財・関家住宅をたずねる
◆ガイドと共につづきを歩こう№32
Aコース（約7km）、Bコース（約5km）／
2月22日（水）9時～12時頃（受付9時30
分まで）／市営地下鉄仲町台駅集合／
A・Bコース合計100人 ／各300円

参加者全員分の と年齢を明
記し か か

都筑をガイドする会 No.32係  大橋
〒224-0029　南山田二丁目24-6-717

090-9088-0286　
http://tzkgd.com/
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp

募  集
●キミも英語で遊ぼう　参加者募集

学年に関係なく英語を楽しめるよう多
彩なメニューを取り入れています／毎
月2回土曜10時～11時20分／北山田地
区センターほか／小学生／月2000円

（教材費含む）
2月13日から か、 と学年を

明記し
藤井　 ・ 593-5372

●童謡・愛唱歌を楽しく歌いましょう！
健康に良い腹式呼吸、歌い方など教え
ます。初心者可／毎月2回木曜13時30
分～15時10分／都筑公会堂ほか／成
人男女20人 ／体験1000円

か ・ を明記し
童謡・愛唱歌の会　渡辺
・ 563-8692

企画調整係 948-2226  948-2399

催  し
●都筑ミックスオープン
　バドミントン大会
4月9日（日）8時～／都筑スポーツセン
ター／高校生以上150組 ／一組2400
円／一般1～3部、40代、50代、60歳、65
歳以上の7種目

3月20日必着。詳しくは区役所、都筑
スポーツセンターなどで配布する申込
書をご覧ください。

都筑区バドミントン協会　持増（も
ちます）　 090-2677-3760
●第6回あったか復興支援 
「わすれない3・11」 
～応援しよう都筑から～

①講演会と交流会／2月26日（日）／か
けはし都筑／100人 、3月4日（土）／
横浜市歴史博物館／160人 ともに13
時～16時／１日800円（2日券1500円）
／  ②復興支援広場：チャリティーと
交流の広場／3月5日（日）11時～15時／
センター北駅前広場（雨天時横浜市歴
史博物館予定）／

NPO法人 結ぶ　 090-6116-3326
musubu.tsuduki@gmail.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」

身近な公園や海、山で育つ子どもたち
の活動写真展／2月8日（水）13時～14日

（火）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62回　区民ジュニアテニス
　トーナメント
3月27日（月）～30日（木）／長坂谷公園、
都田公園／区内在住・在学か都筑区硬
式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

2月11日～18日にテニスショップ
LOOPへ　 （www.tennis-loop.net）

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

●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JA横浜きた総合センター

メルカートきた

源東院
源東院貝塚

東方天満宮

原谷戸龍雲寺

都筑スポーツ
センター

仲町台駅

あじさい緑道

【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。

　2月はKコースをご紹介します。東方天
満宮は学問の神様として知られる菅原道
真公を祀っています。都筑区の梅の名所

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10回

コース紹介コース紹介

東方天満宮

地域振興係 948-2231  948-2239

として知られており、紅梅、白梅の他、珍しい中国の梅も見ることができま
す。2月19日（日）には、約200本の梅の花見会や野点、天満宮でとれた梅酒
がふるまわれる「東方天満宮・観梅会」が行われる予定です。
　梅や歴史的な風景を楽しみながら散策してはいかがでしょうか。

都筑の原風景をめぐり、あじさい緑道を歩くコース

　　　　 ヘアーサロントニー　センター北店 

　　　　 　（センター北商業振興会）からのラブレター

　当店ではわが子の健やかな成長を願い、誕生
の　

喜びをいつまでも心に刻む世界にひとつしか
ない

宝物「胎毛筆（たいもうふで）」を作成していま
す。　

　生まれてから一度もハサミを入れていない
毛先

の残った『胎毛』の筆は、一生に一度、生まれた
時に

しか作ることのできない記念の筆です。　　　　　　　　　

　成人の日やご結婚など、晴れの日の素敵な
プレ

ゼントになります。大切な記念の筆の作成を当
店で

お手伝いさせていただければ幸いです。　　　　　　　　　

 ◆住所：中川中央一丁目1-3-507　あいたい5階　 910-3533
 ◆定休日：火曜　　◆胎毛筆作成費：筆代（6480円～）＋カット代1080円＋送料

★商店街からの特別 GIFT
はちみつ石鹸・オリジナルポー
チ・エコバッグ・お菓子…etc
★プロスポーツチームグッズ
横浜ビー・コルセアーズの選手全員
のサイン入りバナー（20人）…etc

♥ラブレター掲載店舗を巡ると、
　抽選でプレゼントが
　当たります！

詳しくは▶

一斉放水の様子（区総合庁舎中庭にて）

都筑区消防出初式を行いました

＊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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