
　地域で推薦され、厚生労働大臣から委嘱さ
れた無報酬の非常勤特別職の地方公務員です。
「児童委員」も兼ねているため「民生委員・児童
委員」とも表記します。高齢者や障がい者、
子育て世代などのさまざまな相談に応じ、
支援先へつなぐなど、地域の皆さんが安心して
暮らせるよう活動しています。

　民生委員制度は大正6年に岡山県で創設さ
れた「済

さい

世
せい

顧問制度」に始まります。横浜市では
大正9年に、民生委員制度の前身である方面
委員制度として、48人の委員が委嘱されまし
た。発足当初は、生活困窮者への支援が中心
でしたが、現在では地域福祉の増進に向けた
幅広い活動をしています。

民生委員は「地域の身近な相談役」です

問合せ  運営企画係　 948-2341　 948-2354

主任児童委員は、
親子のつどいの広場を企画運営したり、
お母さんの相談相手にもなっています。
楽しいイベントもたくさんあります。
ぜひ遊びに来てくださいね。

民生委員は、それぞれ担当地域を持っていて、個別のお宅を訪問したり、
高齢者や子育てサロンの運営協力など身近な地域で活動しています。今年は、民生委員制度が100周年を迎えます。

これからも、皆さんに寄り添いながら、頼れる「地域のつなぎ役」として活動していきます。

▲ボランティア「はまゆう」によるお弁当づくり。
　民生委員が調理や配達を担う一員となっています。

▲▶東山田地区の「ぞうさんくらぶ」
　　主任児童委員の對馬さんが代表 
　　となり毎月開催しています。

ランティア「ティティテティテ はまゆうはまゆうはまゆうはまゆうはまゆうはまゆう」による」による」による」による」による」によるお弁当づ当当当当当 くり。りりりり

▲▶東山田地区の「ぞうさんくらぶ」
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民生委員って？

愛情と栄養がたっぷり入った
お弁当。地域の高齢者の
お宅やつどいの場などに
お届けし、見守りにも
つながっています。

皆さんから元気を
もらい活動しています。
とてもやりがいが
ありますよ！
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今年は民生委員制度創設100周年！

「サロンひだまり」での会食

（左）方面委員区域略図（大正9年）
（右）方面時報（昭和8年）

広報よこはま都筑区版／2017年／No.239

☎ 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
都筑区役所 検索

★9月の土曜開庁日：9日・23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　 211,326人（前月比91人減）
 　区の世帯数 81,604世帯（前月比5世帯増）
※2017年8月1日現在

皆さんもぜひ加入してください
都筑区 自治会町内会 検索
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問合せ  こども家庭支援担当 948-2318　 948-2309

　元気いっぱい一緒に遊ぼう！
　区内5か所の公園に、外遊びの達人「キャラバン隊」がやっ
てきます。汚れてもいい服装で遊びに来てね。
対象  未就学児と保護者　時間  10時30分～12時（予約不要）

公園名 日程
1 大熊町公園（大熊町497） 10月3日・24日の火曜
2 ぎんなん公園
　（加賀原二丁目9）

9月25日（月）、10月13日
（金）、11月10日（金）

3 くりのみ公園（平台6） 9月11日（月）、10月16日
（月）、11月7日（火）

4 ぼうけん公園
　（南山田二丁目33）

9月26日、10月31日、11月
28日、2018年1月23日の
火曜

5 かたつむり公園
　（仲町台四丁目13）

9月29日（金）、10月24日
（火）、11月24日（金）、2018年
1月26日（金）

　公園で新たな出会いや発見があるよ！区内7か所の公園で、外遊びをして
います。泥んこ遊びや水遊び、みんなでやれば怖くない！遊びのヒントが
きっと見つかります。 （予約不要）

イベント名（会場） 日時
1 ひかりが丘公園で遊ぼう
　（牛久保西ひかりが丘公園） 第2金曜10時30分～12時

2 ききょう公園であそぼう
　（中川ききょう公園）

第4木曜・第1土曜10時30分
～12時（第1土曜のみパパ向け）

3 まんまるプレイパーク
　（鴨池公園まんまる広場※）

毎週月・火曜、第2・4日曜
11時～17時

4 外  あそび  いく（荏田南・東の公園各所） 第3木曜10時30分～12時
5 山田富士公園であそぼう（山田富士公園） 第2水曜10時30分～12時
6 下藪根公園であそぼう（池辺町下藪根公園）第2火曜10時30分～12時

7 仲町台うさぎ公園で遊ぼう
　（仲町台うさぎ公園）

9月21日、 11月30日、
2018年3月1日の木曜
10時～11時30分

都筑区  外遊び 検索
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腕まくりしやすい服。
しゃがみやすい服。ジーンズは
かたすぎて意外と遊びにくいよ。
フードつきの服はひっかけると

危ないので×。

外遊びに
オススメな服

蚊が運ぶ
感染症からこどもを
守るために…

肌を露出せず、草むらは避けよう。
虫よけ剤は使用上の注意をよく
確認して用法・用量を守って

使用してね。

　こどもたちにとって、外には“はじめて”がいっぱい。
ひとり座りやハイハイができるようになったら、天気
のいい日に出かけよう。泣いたり笑ったり怒ったり、
いきいきとした表情に出会えるはず。いっぱい遊ん
だら、夜もぐっすり。親子で一緒にリフレッシュで
きるよ。

都筑区には公園がたくさん！

■着替え 
■飲み物
■レジャーシート
■ビニール袋
■プリンカップ
■洗濯用洗剤のスプーン

公園遊びにおススメ！
持ち物リスト

■おやつ
■帽子

市市
グ

※工事中のため、工事終了まで鴨池公園内かきのき広場で開催します。
　（工事期間中は、第4月曜のみ、牛ケ谷公園で開催。）

※曇り・小雨の場合は当日9時30分にホームページをご確認ください。

◆外遊びキャラバン隊も応援！

お砂場遊びに使えるよ！
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◆…外遊びキャラバン隊
…その他の外遊び
…おひさま広場

★ 公園で外遊びをしよう！
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つづき・育なび 検索

都筑区  おひさま広場 検索

園名 平日 土曜 日曜 住所 電話
1 大熊保育園 ○ 仲町台三丁目6-6 942-9884
2 みどり保育園 ○ ○ 荏田南一丁目9-1 941-2800
3 中川西保育園 ○ ○※ 中川三丁目6-6 913-2060
4 茅ケ崎保育園 ○ 茅ケ崎南一丁目12-1 941-2172
5 茅ケ崎南保育園 ○ ○※ 茅ケ崎南五丁目11-3 943-1285

　市立保育園の園庭で遊びませんか。衛生的に管理された砂場や遊具
のある平日の市立保育園へ直接お越しください。地域の親子の皆さんと
知り合いになるチャンスです！園庭で皆さんを見守るコーディネーター
もお待ちしています。遊びの合間に育児相談もできます。
対象  0歳～未就学児（予約不要、有料・初回無料）

茅ケ崎保育園：10月20日（金） 10時30分～11時30分
大熊保育園：11月7日（火） 10時30分～11時30分
※お問い合わせは各園まで（10時～16時）

会場 日時
川和あそびの広場かわわ☆わ～い
川和小学校コミュニティハウス　川和町1463
090-4007-3327（木村）

10月12日（木）
10時30分～12時

鴨池公園こどもログハウス「かもっこ広場」　
荏田東三丁目2  942-1569

10月17日（火）
10時30分～11時30分

子育てサロンはぐはぐ  
つづきの丘小学校コミュニティハウス
荏田東一丁目22-1  945-2949

9月11日（月）
10時～12時

茅ケ崎南保育園  
茅ケ崎南五丁目11-3
943-1285

10月11日（水）
10時～11時

都田地区子育てサロン  
943-5951（葛が谷地域ケアプラザ）

9月21日（木）
10時～11時30分

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

10月19日（木）・20（金）
10時30分～11時30分

親と子のつどいのひろばすくすくサロン 
佐江戸町1829  516-9117

10月17日（火）
10時～12時

※毎月第3日曜に開催予定。日曜は保育園のコーディネーター
　ではなく、地域の人の見守りの中で、無料でご利用いただけ
　ます。

　転入された親子（ニューフェイス）向けの集
まりです。転入してからの期間は問いません。
知りたいこと、聞きたいこと、おしゃべりしま
せんか？お近くの会場にぜひお越しください。

注： マークがついている会場については、事前予約が必要です。詳しくは、各会場にお問い合わせください。

　マタニティの人の仲間づくりや、子育て中の“センパイママ＆パパ”とのおしゃべり
会です。出産や子育てについての体験談を聞いたり、情報交換をしたり、いろいろ話し
ましょう。
日時  10月24日（火）10時30分～11時30分  対象・定員  妊娠中の人とパートナー先着10組
申込み  子育て支援センターポポラへ10月23日までに （912-5135）

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援の充実を目指し、都筑区に妊産婦さんの
相談支援を行う『母子保健コーディネーター』
をモデル配置しています。こども家庭支援課
の窓口（24番）でご相談ください。電話でのご
相談もできます。
問合せ  母子保健コーディネーター専用電話
　　　　 948-2467

　スマートフォンやパソコンから、区内の子
育てイベント、お出かけスポット、保育園・
幼稚園、医療機関、予防接種スケジュールな
どの情報を手軽に見られます！

会場 日時
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

10月20日（金）
10時30分～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　

10月19日（木）
10時30分～12時

加賀原地域ケアプラザ「すくすくプラザ」
加賀原一丁目22-32　 944-4641

10月12日（木）
10時～11時30分

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

10月20日（金）
10時～11時30分

新栄地域ケアプラザ「つくしんぼサロン」　
新栄町19-19  592-5255

10月6日（金）
10時～12時

中川地域ケアプラザ
「親子で楽しむお話会タンポポ」
中川一丁目1-1  500-9321

10月17日（火）
10時30分～11時30分

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

10月6日（金）　
10時～12時
※参加費200円

都筑区  ニューフェイス 検索

『母子保健コーディネーター』が
こども家庭支援課の窓口にいます！

遊び・ポポラの情報も

『つづき・育なび』で検索

あつまれ都筑のニューフェイス

そうだ、ポポラへ行こう！

♥おひさま広場

おひさま♥まつり参加無料

子育て中の転入者さん いらっしゃい！

マタニティさんのおしゃべり会

妊婦さんの相談支援を行います

ポポラの

ホームペー
ジが

新しくなっ
たよ
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区民活動係　 948-2238　 948-2239

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

都筑区民活動センターからの
お知らせ

第22回 都筑区民文化祭 参加者募集
開催期間は2018年1月20日（土）～2月4日（日）

　人生の新しいステージを踏み出したあなた。
　何かを始めるきっかけをつかみ、同じ思いの仲間とつながりませんか。

10時～12時　　 区役所会議室　　 おおむね60代以上の男性20人
事前に か か を明記し

※講座の順番は変更する場合があります。

　日頃の活動の成果を発表してみませんか。詳しくは9月8日から配布する
募集要項か をご覧ください。

写真、工芸（バードカービング・ステンドグラス・陶芸・刺繍な
ど）、書道、絵画、生け花、文芸など

区総合庁舎1階区民ホール
クラシック、楽器演奏、伝統芸能、ダンス、バレエ、マジック、　
ジャズやポップスなどのバンド演奏など

都筑公会堂
区内在住、在学、都筑区を拠点として文化芸術活動をしている人または団体
10月20日までに下記募集要項配布場所に置いてある申込書を記入し、事

務局宛てに郵送。または申込書と同項目の記載があれば も可（件名に「文
化祭参加申込○○部門」と記載
◆募集要項（申込書）の配布場所
区民活動センター、区役所総合案内、区内の各駅・地区センター・コミュニ
ティハウスのPRボックスか

都筑図書館から

休館日：9月19日（火）
948-2424　 948-2432

※会場記載がない場合は区役所6階大会議室

◆学校図書館ボランティア講座　
もっと本の修理をやってみよう
9月28日（木）10時～12時
市内の学校図書館でボランティア

活動をしている人20人
9月14日から か

◆きく・みる・つながる　
～都筑図書館フェスタ2017～
●金

かねはらみずひ と

原瑞人氏講演会「本のはなし、翻
訳のはなし」
10月15日（日）14時～16時
60人
9月12日から か

●小さなち～いさな図書館
10月15日（日）10時～11時30分
都筑図書館対面朗読室
小学校高学年以上10組
9月21日から か

●いきいき音読教室
10月15日（日）10時30分～12時
15人
9月27日から か

～10月はピンクリボン月間～
乳がん検診のお知らせ［予約制］

10月16日（月）午前・午後（受付時間
は予約時にお伝えします）
区役所1階福祉保健センター健診室
市内在住の40歳以上の女性で平成

28年度に横浜市乳がん検診を受診し
ていない人午前・午後各40人
視触診・マンモグラフィ 1370円 

※視触診とマンモグラフィは両方受
診する必要があります。
9月15日～10月5日（平日13時～16

時）に神奈川県結核予防会へ （251-
2363）
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

高齢者結核予防検診のお知らせ
［予約制］

10月16日（月）午前（受付時間は予
約時にお伝えします）
区役所1階福祉保健センター健診室
1年以上胸部レントゲン検査を受

診していない65歳以上の市民50人
9月19日8時45分から か 　
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

若年性認知症
よこはま北部のつどい

9月29日（金）11時～15時
中山地域ケアプラザ（緑区中山町

413-4　ハーモニーみどり内）
若年性認知症の人、その家族／ ※

初めて参加される場合は申込みが必要。
認知症の人と家族の会神奈川県支

部へ （044-522-6801）（月・水・金曜
いずれも10時～16時）
高齢支援担当
948-2306　 948-2490

つづきつながりカレッジ　講演会
「人がつながるまちづくり」

ゲスト：首都大学東京都市環境科学研
究科教授　饗

あ い ば

庭 伸
しん

 氏
10月7日（土）13時～15時
区役所6階大会議室
地域づくりに興味のある人50人

※区内在住、在勤、在学者優先
2歳～未就学児※希望の場合は申込時に記載
9月28日までに （団体の場合は

団体名も）を明記し か  ※9月29日
までに連絡がなければ全員聴講可。
地域力推進担当　
948-2474　 948-2239
tz-chishin@city.yokohama.jp

明日につなげる3
ス

R
リ

夢
ム

なつづき

10月7日（土）　リユース図書募集・分
別ゲーム：10時～15時、リユース家具大
抽選会：10時～12時受付　13時～抽選
会 ※下記区民ホール催し情報に掲載
の日程にてパネル展も同時開催。
区総合庁舎1階区民ホール
資源化推進担当　
948-2241　 948-2239

つづき防災セミナー  ～災害ボラン
ティアコーディネーター養成講座～

阪神淡路大震災を乗り越えて人々を
救った人の心

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

都筑区民文化祭 検索

休館日：9月18日（祝）・23日（祝）

日時 タイトル 内容
第１回

10月3日（火）
アクティブシニアが地域を
変える！

今どきシニアの現状と
アクティブライフの魅力

第２回
10月10日（火）

こんなアクティブシニアが
ステキ！

楽しいことをしている人の
話を聞こう

第３回
10月17日（火） 大人の自由研究① 地域の魅力資源について調べ

てみよう！第４回
10月24日（火） 大人の自由研究②

第５回
10月31日（火） みんなで語ろう

今までのこととこれからのこと
をみんなで話そう

ゆるキャラグランプリ2017 検索
◀つづき あい
（都筑区マスコットキャラクター）

開 催 中 ！

大人の学級 60代以上の男性のための講座　
生きがい、やりがい、ナイスガイ！これからを楽しく過ごすために

ゆるキャラグランプリ2017

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
9月11日（月）～13日（水） 絵手紙、ちぎり絵の展示と体験

予算調整係 948-2213 948-2208
9月13日（水） 習字作品展

9月14日（木）～19日（火） 都筑区公園愛護会、ハマロード・サポーターパネル展 都筑土木事務所 942-0606 942-0809
9月20日（水）～24日（日） 「学童」「はまっ子」「キッズ」作品展 青少年支援・学校地域連携担当 948-2471 948-2309
9月25日（月）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
9月25日（月）～27日（水） 都筑区動物愛護パネル展 環境衛生係 948-2358 948-2354
9月26日（火）～10月4日（水） 横浜ビー・コルセアーズ応援パネル展

区民活動係
948-2235

948-22399月28日（木）～10月4日（水） 第19回カナガワビエンナーレ国際児童画展巡回展 948-2238
10月５日（木）～10日（火） 秋の3R夢週間パネル展 資源化推進担当 948-2241
10月５日（木）～11日（水） 運動啓発パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354

10月28日（土）13時30分～16時
かけはし都筑
100人
9月11日から
区社会福祉協議会　
943-4058　 943-1863

昭和大学横浜市北部病院　
市民公開講座「暮らしと健康」

喘息と腰痛についてわかりやすく解
説します。
10月14日（土）13時30分～15時10分

※13時受付開始
昭和大学横浜市北部病院 西棟4階講堂

講師：呼吸器センター 松
まつくら

倉 聡
さとし

医師、
整形外科　大

おおした

下 優
ゆう

介
すけ

医師
120人程度 ※10月3日までに連絡

がなければ全員聴講可。
10月2日までに を明記し か
か院内回収BOXへ
昭和大学横浜市北部病院管理課公

開講座担当　
949-7000（代表）　 949-7117
nhkoukai@ofc.showa-u.ac.jp

【事務局】都筑区民文化祭実行委員会事務局
〒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  tzbunkasai@yahoo.co.jp  http://webyoko.com/bunkasai/

展示部門

舞台部門
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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



地域振興係　 948-2231　 948-2239

区民活動係　 948-2238　 948-2239
　都筑民家園　都筑アート月間事務局　 594-1723　 594-2019
　 （http://www.tminkaen.org/）

秋の全国交通安全運動 都筑区キャンペーン

　都筑区を代表する大塚・歳
さい

勝
かち

土
ど

遺跡公
園を舞台とする地域に開かれた「コミュ
ニティアート」。昨年から横浜市歴史博
物館の「学校・地域・博物館をつなぐ博物
館デビュー支援事業」の一環として「ア
ート＆ヒストリー」へとバージョンアッ
プしました。

　俳優の渡辺裕之さんを都筑警察署の一日警察署長
に迎え、サレジオ学院吹奏楽部の演奏にあわせ、都筑
警察署からセンター南駅前までパレードし、交通安
全を呼びかけます。
9月15日(金)16時～16時30分
センター南駅前すきっぷ広場 ※雨天時はセンター南駅構内

　高齢者の交通事故防止と親しみやすく交通安全意識を高めるため、警察
音楽隊による交通安全コンサートや日吉自動車学校「劇団ルール」による公
演、交通安全教室など、参加型の交通安全大会を開催します。どなたでも参
加できます。
9月27日（水）13時30分～16時　 都筑公会堂　
都筑区老人クラブ連合会　 944-1826

都筑図書館から

休館日：9月19日（火）
948-2424　 948-2432

●くまさんのおはなし会（10月）
10月12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歳の子と保護者各10組 ※2

歳未満の子は入室不可
9月28日から か

●９月の定例おはなし会
9月20日（水）15時30分～16時
一人でおはなしが聞ける子／

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制）

①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赤ちゃんと
いっしょに楽しく遊びながらの体操
10月27日（金）・31日（火）10時30分

～11時30分（2日間で1コース）
葛が谷地域ケアプラザ
区内在住で離乳食を始めて2か月

を過ぎた頃の子と親25組
①普段使っている離乳食用のス

プーン、飲み物 ②バスタオル、飲み物
9月27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

「学童」「はまっ子」「キッズ」の
作品展

9月20日（水）～9月24日（日）
区総合庁舎1階区民ホール
青少年支援・学校地域連携担当
948-2471　 948-2309

つづきママネット講座

都筑区で子育てをしているママ同士
で、応援企画を考えてみませんか。
9月28日（木）、10月6日（金）、11月

30日（木）いずれも10時～12時
区役所1階福祉保健センター多目的室
未就学児の保護者20人  ※3日間

参加できる人、子どもは同室保育
ファシリテーター（つなぎ役）：NPO
法人こまちぷらす　代表：森

もり

祐
ゆ み こ

美子さ
ん、コーディネーター：多

た だ か な

田香菜さん
9月21日までに
こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

子育て支援センターポポラ 
912-5135　 912-5160

一日警察署長 渡
わ た な べ ひ ろ ゆ き

辺裕之さんとパレード

●都筑区交通安全大会

9月～11月は都筑の秋を彩る
遺跡公園アートイベントに出かけよう！

◆イベント予定  ※は要予約

9月9日（土）※ 『図説都筑の歴史』刊行プレイベント、五節句「菊節句」

10月1日（日）※ お月見ライブ：琵琶ぷらす琵琶（琵琶コンサート）

10月7日（土） アーツ＆クラフツガーデン（手作り市）

10月14日（土）・15日（日） 遺跡オーガニックマルシェ

11月3日（祝）・4日（土） オモヤカフェ＋テーブルコーディネート展示

11月5日（日）※ 日本を知ろう「創作狂言サロメ・ワークショップ」

期間中の土・日曜・祝日の10時～16時　
大塚・歳勝土遺跡公園、横浜市歴史博物館、都筑民家園

昨年の遺跡オーガニックマルシェ写真（遺跡公園）

第6回 都筑・遺跡公園・民家園アート月間

など

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 ９月５日・１９日、１０月１０日の火曜12時～13時30分受付

1歳6か月児 9月14日・28日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 9月7日・21日、10月5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

2018年2月頃出産予定の人　
10月6日・13日・20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

9月11日（月）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

9月25日（月）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

対象▶0歳児～未就学児、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

9月19日（火）午前・22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

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

10月23日（月）午前→9月25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

9月14日・21日・28日・10月5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

9月5日（火）午前・22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

9月5日（火）午前・22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

10月6日（金）午前→9月6日～9月26日に予約受付
（予約受付時間：9時～12時）※この日は肺がん検診は実施しません。
10月23日（月）午前→9月22日～10月12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

9月8日、10月13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。

●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
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休館日◆9/26（火）
941-8380  942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

行事は9月11日から か
※対象は全て市内在住・在学・在勤者
◆こども作品展
近隣のお子さんのステキな作品を掲
示／9月13日（水）～10月15日（日）／
◆幼児安全法を学ぼう
10月4日（水）10時30分～／3歳未満の子
と保護者15組   ●
◆はじめてのヨガ教室（全6回）
10月16日～毎週月曜11時～／60歳未満
の人15人 ／600円（全回分）  ●
◆ママとベビーのヨガ教室（全6回）
10月16日～毎週月曜9時30分～／首が
すわっていて、ハイハイを始める前の
子と母親15組 ／900円（全回分） ●
◆草木染め講座
枇
び

杷
わ

でストールを染めます／10月18日
（水）10時～／10人 ／2000円  ●
◆健康ウォーキング　秋コース
10月8日（日）、11月16日（木）いずれも9
時30分～14時／50歳以上各30人  
※1回の参加でも可／各200円  ●
◆おもしろ科学たんけん工房 「ICラジオ」
10月7日（土）13時30分～ 
※詳細は 「おもしろ科学たんけん工
房」を検索

休館日◆9/11（月）、10/10（火）
912-6973  912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

行事は講座初日1か月前の9時か
ら か10時から  （フィットネスに
ついては のみ） ※ 要問合せ
◆手話＆ステップ（全7回）
11月～2018年2月の第1・第3水曜10時
～11時30分／3000円（全回分） ●
◆街の寺子屋  後期（全6回）
10月28日、11月25日、12月16日、2018
年1月27日、2月24日、3月17日の土曜
10時～12時／小学3～6年生／1000円
（全回分） ●
◆iPhoneかんたん操作
10月19日（木）9時30分～11時30分 ●
◆男の料理「秋の献立と酒の肴」
10月24日（火）10時～13時／1000円 ●
◆フィットネス ●
▶月曜日（11月6日～2018年3月19日）
①やさしいヨガ後期（全14回）／12時
15分～13時25分／3000円 ②やさし
いパワーヨガ後期（全14回）／13時35
分～14時45分／3000円
▶水曜日（11月1日～2018年3月14日）
①中高年のストレッチ体操後期（全17
回）／9時15分～10時15分／3500円
②エアロビクス体操後期（全17回）／
10時30分～11時30分／3500円

休館日◆9/11（月）、10/10（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9月12日から  
※ ・ 要問合せ
◆地区セン食堂
10月6日（金）12時15分～  ●
◆仲町台地区センターまつり
10月28日（土）・29日（日）10時～15時／
◆かわりばんこ保育で
　ママが楽しむ陰ヨガ  後期（全6回）
11月9日・30日、12月14日、2018年1月

11日・25日、2月8日の木曜9時50分～11
時30分  ●
◆スマホの使い方講座
11月1日（水）、12月26日（火）いずれも13
時30分～15時30分  ●
◆七宝焼入門講座
①ネックレス：10月30日 ②ブローチ：11
月6日の月曜9時30分～11時30分●
◆みんなでうたおう  後期（全5回）
11月18日～2018年3月17日の第3土曜
10時～11時30分  ●
◆整理収納術
10月27日、11月10日の金曜10時～11時
30分  ●
◆うたって楽しい♪健康体操  後期
10月26日、11月2日・16日、12月7日・21
日、2018年1月18日の木曜10時～11時
30分  ●
◆ズパゲッティのマルシェバッグ作り
11月10日・17日の金曜9時30分～11時
30分  ●
◆百人一首基礎講座（全3回）
11月25日、12月9日・16日の土曜9時30
分～11時30分  ●

休館日◆9/11（月）、10/10（火）
593-8200  593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

行事は開催日初日の1か月前から
か  ※ ・ 要問合せ

◆マジシャンがやってくる！
10月1日（日）10時30分～11時30分／50
人  ※未就学児は保護者同伴  ●
◆おやこヨガ（全4回）
10月6日・20日、11月10日・24日の金曜 
①10時～10時50分：首がすわった子～
歩き始めの子 ②11時～11時50分：1歳
3か月～3歳未満の子、各10組   ●
◆3ステップでできちゃうかんたん料理
10月18日（水）10時～13時／16人  
※子ども同伴不可  ●
◆「なないろ」と歌おう！（全4回）
10月5日・19日、11月2日・16日の木曜13
時15分～14時30分／20人   ●
◆ゆっくり楽しく英会話（全4回）
11月1日・15日・29日、12月13日の水曜
10時30分～11時30分／15人   ●
◆絵巻寿司をつくろう
10月31日（火）10時～13時／16人  
※子ども同伴不可  ●
◆ロビーコンサート「f

フルフル

ulful」
9月30日（土）13時30分～14時30分／

休館日◆9/11・25（月）、10/10（火）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は9月12日から か
◆アーツ＆クラフツ（手作り品販売）
10月7日（土）10時～15時／
◆狂言・小鼓ワークショップ＆
　創作狂言「サロメ」
11月5日（日）13時～15時／50人 ／
1000円（小学生以下：500円） ●
◆新そばを食べよう
10月28日（土）12時～／50人 ／500
円  ●
◆お茶室カフェ
9月17日（日）・18日（祝）10時～16時／
コーヒーほか300円～／
◆楽しく着物を着ましょう
9月20日（水）13時～15時／女性15人
／1500円  ●
◆はぎれ草履講習会

10月8日（日）9時～12時／12人 ／800
円／ 要問合せ  ●
◆朗読＆フォルクローレを！
9月23日（祝）14時～15時30分／
◆いろり端おはなし会
9月18日（祝）11時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
9月16日（土）14時～16時／
◆土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／

休館日◆9/7・21（木）、10/5（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆和菓子作り教室（全2回）
10月21日、2018年3月17日の土曜10
時～12時／10人 ／2000円（全回分）
／ 要問合せ
9月18日から か

◆親子のおはなし会
9月20日（水）10時30分～／10組 ／
◆手打ちそばを食べませんか
9月22日（金）11時30分～ ※雨天中止
／40食 ／1人前500円／
◆音楽とあそぼう
10月7日（土）13時30分～14時15分／
未就学児と保護者10組 ／

休館日◆月曜（祝日の場合は翌日）
・ 941-0987  〒224-0032  茅ケ崎中央57-8
http://www1.tmtv.ne.jp/̃satoyama/

tsuzuki-park@tmtv.ne.jp

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人  都筑里山倶楽部）

行事は開催日10日前までに か、
と申込者全員の ・ を明記し

か ※いずれも小雨決行・荒天中止
◆里山の稲刈り体験
10月7日（土）13時～16時／50人   ●
◆サトイモ掘り体験
10月14日（土）10時～12時／40人 ／
300円  ●
◆藍染め体験
10月15日（日）13時～15時／30人 ／
500円  ●
◆初秋の植物観察会
9月24日（日）9時～12時／300円  ●
◆秋の野鳥観察会
10月8日（日）8時～11時／300円  ●
◆秋の昆虫観察会
10月15日（日）9時～12時／300円  ●
◆ネイチャークラフト作り
9月24日（日）10時～15時／500円／
◆炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）（全3回）
10月14日（土）9時～16時・21日（土）8時
～17時（体験あり）・28日（土）9時～12
時／1000円（全回分）  ●

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

◆里山保全（雨天中止）
9月24日（日）10時～12時30分／ 汚れ
てもよい服装、帽子、軍手、飲み物／
◆野の花ウォッチング
9月23日（祝）10時～11時30分／15人
／300円
9月22日までに か を明記し
か

休館日◆火曜
・ 913-1123

〒224-0003 中川中央一丁目9

都筑の文化　夢スタジオ

◆朗読ワークショップ　
講師：森

もり

田
た

 等
ひとし

／9月15日（金）18時～20
時・30日（土）15時～16時30分／小学生
以上／1か月3000円／
◆都筑少年少女合唱団で輝こう！
毎月第2・4水曜18時～19時30分 ※変
更あり／小・中学生／1か月2000円／

休館日◆9/19（火）
・ 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」
①10月3日（火）：おさるんリトミック、
工作・②5日（木）：おはなし会・③17日
（火）：ニューフェイス集まれ、保育相
談・④26日（木）：作ってあそぼう／①
③④10時30分～11時30分、②10時30
分～11時／①④200円／未就学児と親
①④のみ9月11日から か

◆秋の工作教室「昆虫クラフト」
9月20日（水）～22日（金）いずれも10
時30分～16時／幼児～中学生 ※未
就学児は保護者同伴／

休館日◆9/19（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入門講座
　（全3回）
①10月18日（水）10時30分～12時30分
「日本語ボランティアとは」講師：林

はやし

田
だ

育
いく

美
み

（つづきMYプラザ館長）・②19日
（木）10時30分～12時30分「日本語の
教え方（1）」講師：梅

うめ

澤
ざわ

 理
り

香
か

（つづき日
本語サークル）・③20日（金）10時30分
～12時30分「日本語の教え方（2）」講
師：川

かわ

口
ぐち

 世
せ

津
つ

子
こ

（ハンナの会） ※各回
日本語ボランティアグループの見学
あり／活動をはじめてから半年程度
の人またはこれから始めようと思っ
ている人、3回とも参加できる人20人
／1000円（全回分）
9月11日から か か ・応募

動機を明記し 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

◆ベビーヨガ＆ラフターヨガ（2期）
10月5日・19日、11月2日・16日、12月7日
の木曜13時30分～14時30分／3～9か
月くらいの子と母親12組 ／1500円
10月4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9月11日から か
※ ・ 要問合せ
◆産後ママと赤ちゃんのヨガ
10月11日・25日、11月8日・22日、12月6
日の水曜 ①10時～10時45分 ②11時
～11時45分 ●
◆英語で遊ぼう！
10月18日・25日、11月8日・15日・29日、
12月6日の水曜 ①16時30分～17時10
分 ②15時40分～16時20分 ●
◆ハロウィンのかぼちゃの
　ランタン作り
10月14日（土）10時～12時 ●
◆ギターの伴奏でみんなで歌おう！
10月22日（日）14時～15時20分 ●
◆チアジム「B-ROSE」がやって来る！
デモンストレーション・体験あり／10
月7日（土）10時～11時30分 ●

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9月11日から か
◆チャレンジママ発信ワークショップ
アイシングクッキー、絵本作り、エコタ
ワシ作りなど／9月23日（祝）10時～13
時／一部有料・予約／

●マークの凡例については8ページ参照。 ●料金の記載のないものは無料。
●詳細は各施設へ要問合せ。 ●原則9月11日～10月10日のお知らせを掲載。
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◆心ゆったり書道（全6回）
10月21日・28日、11月11日・18日、12月2
日・16日の土曜10時～12時／10人 ／
3000円（全回分、半紙代含む）  ●
◆おもしろ算数教室（全3回）
10月2日、11月6日、12月4日の月曜15
時45分～17時15分／小学生20人
／1800円（全回分、教材費含む）  ●
◆オリンピック・パラリンピックに
　向けて「英語」に挑戦（全10回）
10月11日から月2回水曜 ①初級：15時
10分～16時20分 ②中級：16時30分～
17時40分／各10人 ／7000円（全回
分）  ●
◆英語でリトミック！（全6回）
9月20日・27日、10月4日・25日、11月8日・15
日の水曜15時5分～15時35分／年中～小
学2年生15人 ／4200円（全回分）●
◆子どもアート教室（全6回）
10月16日～3月19日の毎月第3月曜15
時45分～17時15分／小学生20人 ／
5400円（全回分、材料費含む）  ●

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

◆第3期透明水彩画教室（全4回）
10月30日、11月13日・27日、12月11日の月曜
10時～12時／10人 ／3000円（全回分）
9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

行事は9月11日から か
◆お月見JAZZコンサート
横浜青葉ジャズソサエティのライブ／
9月30日（土）18時30分～19時30分／
◆ポピュラーソングを歌おう（後期）
10月12日・26日、11月9日・16日の木曜
13時30分～14時30分／20人 ／1回
500円  ●
◆秋の草木染 シルクのストール
10月23日（月）10時～12時／10人 ／
2500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

◆すくすくプラザ
　「ようこそニューフェイス」
10月12日（木）10時～11時30分／未就
園児／ 要問合せ／
◆子育てパパ！！応援講座
10月21日（土）10時～11時30分／1歳～
未就学児と父親20組 ／ 要問合せ
前日までに か

943-5951  943-5961
〒224-0062  葛が谷16-3

葛が谷地域ケアプラザ

行事は9月30日までに か
◆めざせ☆歌うま健康！
ボイストレーニング講座／10月16日・
30日、11月6日・20日、12月4日・18日の

月曜10時～12時／都筑センター／65
歳以上20人   ●
◆葛が谷認知症ミニフォーラム
認知症と高齢者の交通安全について
／10月19日（木）13時30分～15時30分
／都筑センター／50人   ●
◆65歳からの若返り体操
からだ年齢マイナス10歳をめざそう
／11月2日・9日・16日・30日、12月7日・
14日の木曜10時～12時／グループ
ホームみんなの家・横浜荏田東／65
歳以上20人   ●

592-5255  595-3321
〒224-0035  新栄町19-19

新栄地域ケアプラザ

◆シニア世代の学びの場（介護予防）
10月3日～24日の毎週火曜10時～12時
／グランクレールセンター南3階／65
歳以上15人
10月2日までに か

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Ⅴ「狼信仰」
　～狼は神の使いとして祀られていた～
9月19日（火）10時～12時／12人
9月11日10時から か

592-5975  592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

行事は開催日前日までに か
◆南山田deランチ（全4回）
9月14日～10月26日の第2・4木曜9時30
分～13時30分／65歳以上15人 ／1
回500円  ●
◆「きりえ」を楽しむ会（全3回）
9月22日、11月17日、12月8日の金曜9
時30分～11時30分／20人 ／1500円
（全回分、材料費含む）  ●

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

行事は開催日2週間前までに か
◆ハイキングウオーキング
10月8日（日）9時～16時／高校生以上
の障害のある人10人 ／500円  ●
◆プロから学ぶバラ講座（全3回）
10月23日、11月13日、12月4日の月曜13
時30分～15時30分／10人 ／2500
円（全回分）／ 要問合せ  ●
◆おはなし会
9月28日（木）11時30分～11時50分／
未就学児と保護者／

休館日◆9/25（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

【臨時休館のお知らせ】
10月16日（月）は照明設備の緊急工事の
ため、臨時休館とさせていただきます。

◆ワンデープログラム
各プログラムとも当日の開始30分前

から必ず本人受付 ※水曜ズンバは15
分前／16歳以上／ 動きやすい服装、
タオル、室内シューズ（ポル・ド・ブラ、ア
ロマヒーリングヨガ、アロマパワーヨ
ガは裸足） 
＊印は託児あり（事前申込制、有料）

フィットネスタイム
（1回500円、終了時間の記載のないもの
は50分間、40人）
▶火曜日（9月12日・19日・26日、10月3日）
1ソフトエアロ／12時20分～
▶水曜日（9月13日・20日・27日、10月4日）
2＊水曜ズンバ／9時～9時45分
3＊ポル・ド・ブラ／9時55分～10時40分
▶金曜日（9月15日・22日・29日、10月6日）
4＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分
▶土曜日（9月9日・16日・30日、10月7日）
5 エアロビクスボクシング／10時～
（9月16日は休み） 6アロマヒーリング
ヨガ／11時～／15人 7 アロマパワー
ヨガ／12時～／15人

スポーツタイム
（終了時間の記載のないものは90分間）
▶火曜日（9月12日・19日・26日、10月3日）
8 バスケットボールタイム／19時15
分～／600円／50人 9 バレーボール
タイム／19時15分～／500円／24人
▶金曜日（9月15日・22日・29日、10月6日）
10金曜エンジョイ個サル／21時～／
600円／50人 ▶土曜日（9月9日・16日・
30日、10月7日） 11バスケットボールク
リニック／9時15分～／600円／小学
生対象50人 12土曜エンジョイ個サル
／21時～／600円／50人

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

◆おもしろいぞ！紙芝居
9月30日（土）12時～、13時30分～、15
時～／

休園日◆火曜 ※10月は無休
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

※入園料はすべて別途
◆秋のふれあい動物園
　わんにゃん大集合（全23回）
イヌのお散歩体験（有料）やイヌ・ネコ
を中心とした小動物とのふれあい／9
月16日～11月26日の土・日曜、祝日 ※
10月7日～9日は除く／
◆秋の大運動会
動物たちの身体能力を体感／10月8日
（日）・9日（祝）／

休館日◆9/26（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

◆横浜元気！！スポーツレクリエー
　ションフェスティバル2017

テニス教室やあおぞらヨガ、ノルディック
ウオーキングなど ※詳細は ／10月8日
（日）／  ※一部事前申込イベントあり

休館日◆9/25（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
9月24日、10月8日の日曜12時～12時40
分／
◆あざみ野コンテンポラリー vol.8
渡
わた

辺
なべ

豪
ごう

ディスロケーション。さまざま
なジャンルの表現活動に目を向けた現
在進行形のアートを紹介するシリーズ
展の8回目。初公開の映像インスタレー
ションを展示／10月7日（土）～29日（日）
いずれも10時～18時／

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

男女共同参画センター横浜北

◆ミシンでソーイング～乳児保育つき～
10月26日（木）10時30分～12時30分／
2か月～1歳5か月の子の保育希望の女
性9人 ／3500円（乳児保育料1人分、
材料費含む）／ 要問合せ
9月13日から （910-5724）

※ 1歳6か月～未就学児

　　　　　休館日◆日・月曜・祝日
　　　　　 912-5135
　　　　　 912-5160

〒224-0003  中川中央一丁目1-3あいたい5階

都筑区子育て支援センターポポラ

行事は前開館日までに か
◆パパのアトリエ
10月6日（金）・7日（土）いずれも10時30
分～16時／未就学児と保護者／
◆マタニティさんのおしゃべり会
10月24日（火）10時30分～11時30分／
区内在住の妊娠中の人とパートナー
10組   ●
◆保育・教育コンシェルジュの相談日
保育園・幼稚園の探し方／9月19日（火）
10時～13時／未就学児と保護者／  
※1人15分くらい
◆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／9月16日（土）10
時～16時／未就学児とその家族／
◆横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
①9月27日（水）・②29日（金）・③10月4日
（水）・④14日（土）・⑤20日（金）・⑥25日
（水）いずれも10時30分～11時30分／
①④⑥ポポラ10組  ②葛が谷ケアプ
ラザ15組  ③親と子のつどいのひろ
ばつづき10組  ⑤加賀原ケアプラザ
15組   ●
◆障がいのある子を育てているママ
　とのおしゃべり会
9月16日（土）10時30分 ～11時30分 ／
未就学児とその家族5組   ●

＊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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●20周年バリアフリー
　Withコンサート
川和中学校吹奏楽部をはじめ7グルー
プによるジョイントコンサート、作品展、
地域作業所のお菓子の販売など／10月
1日（日）コンサート：12時30分～15時30
分（12時開場）、販売コーナー：12時～14
時30分／都筑センター／
Withネットワーク　ながた
yoursever41@gmail.com

●横浜元気！！スポーツ・レクリエー
ションフェスティバル2017

10月9日（祝）／くろがね青少年野外活動
センター／  ※飯ごう体験は●
9月20日までに 、生年月日を明

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

募  集
●絵手紙をはじめませんか？
毎月第1金曜9時30分～12時／中川地域
ケアプラザ／1回1000円（年3回ほど教
材費別途必要）
★絵手紙展を開催しています／9月2日
（土）～28日（木）／中川地域ケアプラザ
たけのこ会　吉

よし　だ

田　 911-5853
●H

ヒストリー

istory o
オブ

f t
ザ

he W
ワールド

orld
アメリカの歴史教科書を一緒に読も
う！／月2回水曜（9月20日・27日、10月4
日・25日）13時10分～14時10分／つづき
の丘小学校コミュニティハウス／1回
1000円
History of the World　勝

かつ　た

田
070-2821-6240
cathy@gse.or.jp

●絵手紙の会の生徒募集
毎月第2月曜14時～16時／つづきの丘
小学校コミュニティハウス／20歳以上
の人／1か月1500円
都筑絵手紙の会　 ・ 913-0657

催  し
●南部散策と池辺杉山神社例大祭
　～ガイドと共につづきを歩こう No.36～
都筑区南部地区を散策後、池辺杉山神社
の例大祭をお楽しみください／9月23日
（祝） ※雨天決行／市営地下鉄都筑ふれ
あいの丘駅前に9時30分集合／約5㎞（約
2時間30分）を歩ける人100人 ／300円
9月16日までに参加者全員の 、
、この催しを何で知ったかを明記し
（http://tzkgd.com/）か （tsuzuki-
guide@hotmail.co.jp）か （〒224-0029
南山田二丁目24-6-717）
都筑をガイドする会　大

おお

橋
はし

090-9088-0286

●学童合同まつり
模擬店、フリーマーケット、PRタイムな
ど／9月23日（祝）10時30分～14時（PRタ
イムは13時30分～） ※雨天中止／セン
ター南駅前すきっぷ広場／
北山田こどもクラブ　福

ふく もと

本
911-9153（日曜・祝日以外の13時～18

時）
●第45回都筑区囲碁大会
成績優秀者は区代表として市大会に推
薦／9月24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）昼食付
き／
都筑区囲碁連盟　曾

そ

木
ぎ

090-6943-9310

●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。

衆議院小選挙区の区割りが変更されました！

就業構造基本調査にご協力をお願いします

　衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における一票の格差を是正するた
めに、公職選挙法が2017年7月16日に改正されました。
　これに伴い、次の衆議院議員総選挙から都筑区における小選挙区の区
割りが変更されます。
※衆議院小選挙区以外の選挙は変更ありません。
●区割りの範囲

●区割りの地図

　この調査は総務省主管の統計調査であり、15歳以上の人を対象
に、普段の就業・不就業の状態を把握することで、雇用政策や経済
政策に必要な基礎資料を得ることを目的としています。
　都筑区では、区内全域から抽出された約400世帯が対象となり
ます。調査の対象となった世帯には、9月下旬から調査員が伺いま
すので、ご協力をお願いします。

神奈川第7区の区域 神奈川第8区の区域
港北区
全域

都筑区
あゆみが丘、池辺町、牛久保町、牛久
保一～三丁目、牛久保西一～四丁目、
牛久保東一～三丁目、大熊町、大棚
町、大棚西、折本町、加賀原一・二丁
目、勝田町、勝田南一・二丁目、川向
町、川和台、川和町、北山田一～七丁
目、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄
町、すみれが丘、高山、茅ケ崎町、茅ケ
崎中央、茅ケ崎東一～五丁目、茅ケ崎
南一～五丁目、中川一～八丁目、中川
中央一・二丁目、長坂、仲町台一～五
丁目、二の丸、早渕一～三丁目、東方
町、東山田町、東山田一～四丁目、平
台、富士見が丘、南山田町、南山田一
～三丁目、見花山

都筑区
荏田東町
荏田東
　一～四丁目
荏田南町
荏田南
　一～五丁目
大丸
（都筑区第13、
14、27投票区）

青葉区
全域

緑区
全域

健康づくり係 948-2350  948-2354

都筑区選挙管理委員会 948-2215 948-2209 統計選挙係 948-2215 948-2209

ヘルスメイトの

エネルギー◆130kcal
野菜量◆150g1人分

小松菜の
健康スムージー

生野菜が
たっぷり入った
スムージーです。
朝食と一緒に
どうぞ！

●作り方
❶材料をすべてざく切りにする。
❷ トマト、小松菜、バナナ、リン
ゴ、ニンジンの順にミキサー
に入れ、みかんジュースを注
ぎ、ふたをしてスイッチを入
れる。

❸ なめらかになったらできあ
がり。

●材料（2人分）
小松菜 ......................50g（1～2株）
バナナ ......................100g（小1本）
トマト ......................160g（中1個）
ニンジン .....................90g（小1本）
リンゴ ........................70g（1/4個）
みかんジュース（100%）.........160ml

ワンポイント

アドバイス

改
定
前

改定前 改定後

改
定
後

青葉区

緑区
都筑区

港
北
区

⑧ ⑦

野菜、果物の量や
種類はお好みのも
のに変えて楽しん
でください。

○：区役所
丸数字は選挙区番号

荏田南・渋沢地区ヘルスメイト

神奈川第7区の区域 神奈川第8区の区域
港北区
全域

都筑区
全域

青葉区
全域

緑区
全域

青葉区

川崎市宮前区

緑区

都筑区

⑧

⑦

⑱

第14投票所

第13投票所

第27投票所

早淵川

⑧

⑦

青葉区

川崎市宮前区

緑区

都筑区

⑱

第14投票所

第13投票所

第27投票所

早淵川

＊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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