
人口
8位（211,296人）
１位：港北区（348,737人）
２位：青葉区（309,880人）
３位：鶴見区（288,966人）

面積
７位（27.88㎢）
１位：戸塚区（35.70㎢）
２位：青葉区（35.06㎢）
３位：旭区（32.78㎢）

年少人口比率（％）
【15歳未満】
1位（16.0％）
１位：都筑区
２位：戸塚区（13.3％）
３位：青葉区（13.3％）

老年人口比率（％）
【65歳以上】 
18位（17.5％）
１位：栄区（30.7％）
２位：旭区（29.4％）
３位：金沢区（28.5％）

　都筑区は1994年11月6日に港北区と緑区の一部
から誕生しました。魅力あふれる都筑を知り、もっと
自分のまちを好きになってみませんか？
　６・７ページでは、区内の主な事業や運営方針を紹
介しています。

都筑区の緑道は木々や
せせらぎ、石畳など多く

の魅力があり、四季折々
に違った楽しさや発見

があります。ウォーキン
グやリフレッシュの際に

ぜひ、散策してみてくださ
い。

１位：都筑区　２位：金沢区（6.85ha）　３位：港北区（5.41ha）

１位：都筑区　２位：青葉区（431戸）　３位：泉区（375戸）公園愛護会 緑道部会　座間さん
ざ  ま

こじま

かとう農家　加藤さん

※すべて市内（18区）でのランキングです。
※これらのデータは『統計で見るつづき』
　（2017（平成29）年度 都筑区統計要覧 改訂版）
　を参照しています（緑道は環境創造局調べ）。

わたしたち公園愛護会は
、地域の庭でもある緑道

や公園を清掃したり、利用
者へのマナーの呼びかけ

を行っています。自分の
住んでいるまちをもっと

良

くしたい！この美しい風景
を大事にしたい！という人

は一緒に区の魅力を守る
活動をしてみませんか。

公園愛護会 緑道部会　児島さん

Q2
？

Q3
チューリップ
サクラソウ
バラ
シラン

１

2
3
4

１

2
3
4

１

2
3
4

中国
ドイツ
韓国
アメリカ

ウメ
モクセイ
ヤマザクラ
カエデ

？

「都筑区の木」では
ないものは？

都筑区をもっと知ろう！正解は12ページをチェック！

市内18区の中で都筑区に
住んでいる人が一番多い国は？

？

（23.68ha）

（479戸）

区の情報がもっと詳しく知りたい！という人は、
区役所にて『統計で見るつづき（都筑区統計要覧）』
を配布しています。統計選挙係（５階53番窓口）か、
１階総合案内窓口にお越しください。
ホームページでも公開しています。

統計で見るつづき 検索

Q1「都筑区の花」は？

　広報相談係　　948-2223　　948-2228問合せ

ささぶねのみ
ち

都筑区は、市内でも有数の農業が盛んな区です。愛情をかけて作った野菜・果物・卵などの「都筑野菜」を食べて、一緒に地産地消を進めましょう。

都筑区の緑道は、もともとの
地形をいかしながら公園や
公共施設を結んでおり、歩行
者と車が交差することなく、
安全、快適に利用できます。

農地面積は
２位（221.7ha）

◆ 区の人口・・・・・・211,155人（前月比521人増）
◆ 区の世帯数・・・82,027世帯（前月比278世帯増）
※2018年5月１日現在

皆さんもぜひ加入してください編集・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 都筑区　自治会町内会 検索

都筑区版　／ 　　　　　　　 2018（平成30）年 6 月号　●5
広報よこはま都筑区版
No.248

ここから12ページが都筑区版です。

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

948-2323

6月号

2018年
（平成30年）

土曜開庁日   6月9日・23日    時間:９時～12時
（毎月第2・4土曜  戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）
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横浜港北ジャンクション付近（川向町）

特  集

※番号がついている事業の実施場所については、ページ下部の地図をご覧ください。

◆横浜環状北西線および関連街路等の整備 ❶ 道路局 ◆公園整備事業 ❾
　すみれが丘公園、ゆうばえのみち、せきれいのみちの３か所で公園の再整備
や改良工事を行います。

環境創造局 土木事務所

◆都筑区寄り添い型学習支援事業・生活支援事業

◆よこはま健康スタイル推進事業
　日常生活の中で、楽しみながら継続して健康づくりや社会参加に取り組んでい
ただくことを目的に、よこはまウォーキングポイント事業、よこはま健康スタンプ
ラリー事業、よこはまシニアボランティアポイント
事業を実施します。よこはまウォーキングポイント事
業では、歩数計に加え、スマートフォンでも参加でき
るよう4月から歩数計アプリを始めました。都筑区で
は「つづき つづける 健康づくり」を合言葉に、区役所
一丸となってそれぞれの健康づくりを応援します。

区全課健康福祉局

　都筑区では、従来より「寄り添い型学習支援事業」を行い、主に中学生に対す
る高校進学に向けた支援や、進学した生徒に対する居場所の提供などを行って
います。
　平成30年度からは、子ども一人ひとりの状況に、より適した支援を行うため
に、新たに「寄り添い型生活支援事業」を開始し、小学生・中学生を対象に、基本
的な生活習慣などを身に付けるための支援を行っていきます。

健康福祉局 区生活支援課 こども青少年局 区こども家庭支援課

◆都筑区民文化センター（仮称）の整備 ❽

◆東京2020オリンピック・パラリンピック
　英国事前キャンプに向けた機運醸成

　身近に文化芸術に接し、個性豊かな文化芸術活動を活発に行うための拠点
となる区民文化センターの新設整備に向けて、平成30年度は区民文化セン
ターを含む１棟の建物整備を条件とした土地活用事業者の公募を行います。

文化観光局 区区政推進課

　都筑区の横浜国際プールが英国オリンピック代表チームの事前キャンプ地
となるため、「ホストタウン」としての取組を通じ、スポーツはもとより文化芸術
や国際交流などさまざまな分野で、まちのにぎわいを創出します。

市民局 区地域振興課

◆駅周辺等の整備・まちづくりの検討 ❹

◆市パスポートセンターの設置準備、
　センター南駅構内の有効活用 ❺
　センター南駅構内１階の未利用区画について、設置が予定されている市
パスポートセンターを中心とした活用を進め、駅のにぎわいの創出や利便性
向上を図ります。

◆（仮称）都田地区センター・地域ケアプラザの整備 ❻

国際局 交通局

　市営地下鉄グリーンラインの川和町駅周辺西地区と横浜北線・横浜環状北
西線の横浜港北ジャンクション周辺の川向町南耕地地区において、土地利用
計画に合わせた地区計画などの都市計画や仮換地指定の手続きを進めます。

都市整備局 区区政推進課

　（仮称）都田地区センター・地域ケアプラザの新設整備に向けて、平成30年
度は基本設計を行います。

市民局 健康福祉局 区区政推進課

◆災害時下水直結式仮設トイレ
　（災害用ハマッコトイレ）の整備 ❼

災害用ハマッコトイレ

　すみれが丘小学校、牛久保小学校、勝田小学校、都田小学校、都田中学校へ
の設置を進め、中川小学校、茅ケ崎小学校、川和小学校の設計を行います。

環境創造局 資源循環局 区総務課 土木事務所

◆都筑区自転車・歩行者安全事業 ❷

◆通学路安全対策事業 ❸

◆高齢者等移動支援バスモデル
　事業の実証運行

　自転車歩行者専用道路と緑道において自転車走行の推奨ルートを設置する
とともに幹線道路に自転車専用通行帯を設置し、歩行者と自転車が安全に通行
できるようにします。幹線道路の市道新羽荏田線などで整備を進めていきます。

　横浜環状北西線（東名高速道路横浜青葉インターチェンジ～第三京浜道路
港北インターチェンジ）は、東京2020オリンピック・パラリンピックまでの開通を

　通学路に歩道がない、または狭い箇所については、歩道の設置・拡幅を行う
ことにより、安全に通学できるようにします。柚の木交差点、山王前交差点、薮根
交差点、待下橋交差点、長福寺東側交差点、東方町内歩道設置などの道路改良
を進めていきます。

道路局 土木事務所

道路局 土木事務所

　都筑区都田・池辺地区の住民の皆さんによる
「都田・池辺地区ボランティアバス」の実証運行
支援を引き続き行い、本格運行に向けた検討を
進めます。

道路局 区区政推進課

都田・池辺地区ボランティアバス

鉄道交通に関する取組

目指し、共同事業者である首都高速
道路株式会社と連携しながら、引き
続きシールドトンネル工事や橋梁
工事、換気所工事などを進めます。
また、本線と一般道路を結ぶ川向線
などの関連街路の整備を進めます。

横浜港北JCT

交通局

交通局 都市整備局

乗車人員が毎年増加傾向にある市営地下鉄グリーンラインの混雑緩和策
として、平成31年度から36年度までの６か年で６両編成化に取り組みます。
平成30年度は駅や車両基地などの基本設計を実施します。

高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について、事業化の判断に
向けた調査・検討を行います。

　企画調整係　　948-2225　　948-2399問合せ

都筑区長　中野 創

　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、
平成29年には、65歳以上の高齢者人口が年少人口を初めて上回り、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、地域のつながりをより一層深め、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
者もいきいきと活躍できる安心・安全なふるさとづくりを進めます。
　また、都筑区ならではの魅力をいかしながら、「人づくり」「つながりづくり」「魅力づくり」を念頭に、事業に取り組みます。

※詳細は、区ホームページでご覧いただけます。 都筑区 運営方針 検索

運営方針とは、一年間の組織の基本目標および目標達成に向けた施策や組織運営の方向性を明確化し、目標達成に向けて組織一丸となって取り組むために、毎年度策定するものです。

❶

公園整備事業

❽

❽

東山田駅

北山田駅
中川駅

センター北駅

センター南駅

都筑ふれあいの丘駅

仲町台駅

新羽荏田線

横浜環状北西線

都筑 I.C

横浜港北 JCT
港北 I.C

鶴見川

大熊川

早淵川

川和町駅

鴨居駅

横浜北線（K7)
（平成29年3月開通）

第
三
京
浜
道
路

東
名
高
速
道
路

東
急
田
園
都
市
線

市が尾駅

江田駅

あざみ野駅

JR横浜線

中山駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄グリーンライン

市営地下鉄
グリーンライン

❶

❸

❸

❼

❼

❼

❼

❼

❼

❼
❸

❼
❸

❸

❸

❸

❺❺ ❷

❷

❾

❹

❹

❻

❻

❹

❾

❾

❾
❼

（仮称）都田地区センター・
地域ケアプラザの整備

川向町南耕地地区
区画整理

川和町駅周辺西地区
区画整理

駅周辺等の整備・まちづくりの検討

ゆうばえのみち改修

市パスポートセンターの設置準備、
センター南駅構内の有効活用

都筑区民文化センター（仮称）の整備

通学路安全対策事業

都筑区自転車・歩行者安全事業

横浜環状北西線および関連街路等の整備

せきれいのみち改修

災害時下水直結式仮設トイレ
（災害用ハマッコトイレ）の整備

すみれが丘公園改修
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横浜港北ジャンクション付近（川向町）

特  集

※番号がついている事業の実施場所については、ページ下部の地図をご覧ください。

◆横浜環状北西線および関連街路等の整備 ❶ 道路局 ◆公園整備事業 ❾
　すみれが丘公園、ゆうばえのみち、せきれいのみちの３か所で公園の再整備
や改良工事を行います。

環境創造局 土木事務所

◆都筑区寄り添い型学習支援事業・生活支援事業

◆よこはま健康スタイル推進事業
　日常生活の中で、楽しみながら継続して健康づくりや社会参加に取り組んでい
ただくことを目的に、よこはまウォーキングポイント事業、よこはま健康スタンプ
ラリー事業、よこはまシニアボランティアポイント
事業を実施します。よこはまウォーキングポイント事
業では、歩数計に加え、スマートフォンでも参加でき
るよう4月から歩数計アプリを始めました。都筑区で
は「つづき つづける 健康づくり」を合言葉に、区役所
一丸となってそれぞれの健康づくりを応援します。

区全課健康福祉局

　都筑区では、従来より「寄り添い型学習支援事業」を行い、主に中学生に対す
る高校進学に向けた支援や、進学した生徒に対する居場所の提供などを行って
います。
　平成30年度からは、子ども一人ひとりの状況に、より適した支援を行うため
に、新たに「寄り添い型生活支援事業」を開始し、小学生・中学生を対象に、基本
的な生活習慣などを身に付けるための支援を行っていきます。

健康福祉局 区生活支援課 こども青少年局 区こども家庭支援課

◆都筑区民文化センター（仮称）の整備 ❽

◆東京2020オリンピック・パラリンピック
　英国事前キャンプに向けた機運醸成

　身近に文化芸術に接し、個性豊かな文化芸術活動を活発に行うための拠点
となる区民文化センターの新設整備に向けて、平成30年度は区民文化セン
ターを含む１棟の建物整備を条件とした土地活用事業者の公募を行います。

文化観光局 区区政推進課

　都筑区の横浜国際プールが英国オリンピック代表チームの事前キャンプ地
となるため、「ホストタウン」としての取組を通じ、スポーツはもとより文化芸術
や国際交流などさまざまな分野で、まちのにぎわいを創出します。

市民局 区地域振興課

◆駅周辺等の整備・まちづくりの検討 ❹

◆市パスポートセンターの設置準備、
　センター南駅構内の有効活用 ❺
　センター南駅構内１階の未利用区画について、設置が予定されている市
パスポートセンターを中心とした活用を進め、駅のにぎわいの創出や利便性
向上を図ります。

◆（仮称）都田地区センター・地域ケアプラザの整備 ❻

国際局 交通局

　市営地下鉄グリーンラインの川和町駅周辺西地区と横浜北線・横浜環状北
西線の横浜港北ジャンクション周辺の川向町南耕地地区において、土地利用
計画に合わせた地区計画などの都市計画や仮換地指定の手続きを進めます。

都市整備局 区区政推進課

　（仮称）都田地区センター・地域ケアプラザの新設整備に向けて、平成30年
度は基本設計を行います。

市民局 健康福祉局 区区政推進課

◆災害時下水直結式仮設トイレ
　（災害用ハマッコトイレ）の整備 ❼

災害用ハマッコトイレ

　すみれが丘小学校、牛久保小学校、勝田小学校、都田小学校、都田中学校へ
の設置を進め、中川小学校、茅ケ崎小学校、川和小学校の設計を行います。

環境創造局 資源循環局 区総務課 土木事務所

◆都筑区自転車・歩行者安全事業 ❷

◆通学路安全対策事業 ❸

◆高齢者等移動支援バスモデル
　事業の実証運行

　自転車歩行者専用道路と緑道において自転車走行の推奨ルートを設置する
とともに幹線道路に自転車専用通行帯を設置し、歩行者と自転車が安全に通行
できるようにします。幹線道路の市道新羽荏田線などで整備を進めていきます。

　横浜環状北西線（東名高速道路横浜青葉インターチェンジ～第三京浜道路
港北インターチェンジ）は、東京2020オリンピック・パラリンピックまでの開通を

　通学路に歩道がない、または狭い箇所については、歩道の設置・拡幅を行う
ことにより、安全に通学できるようにします。柚の木交差点、山王前交差点、薮根
交差点、待下橋交差点、長福寺東側交差点、東方町内歩道設置などの道路改良
を進めていきます。

道路局 土木事務所

道路局 土木事務所

　都筑区都田・池辺地区の住民の皆さんによる
「都田・池辺地区ボランティアバス」の実証運行
支援を引き続き行い、本格運行に向けた検討を
進めます。

道路局 区区政推進課

都田・池辺地区ボランティアバス

鉄道交通に関する取組

目指し、共同事業者である首都高速
道路株式会社と連携しながら、引き
続きシールドトンネル工事や橋梁
工事、換気所工事などを進めます。
また、本線と一般道路を結ぶ川向線
などの関連街路の整備を進めます。

横浜港北JCT

交通局

交通局 都市整備局

乗車人員が毎年増加傾向にある市営地下鉄グリーンラインの混雑緩和策
として、平成31年度から36年度までの６か年で６両編成化に取り組みます。
平成30年度は駅や車両基地などの基本設計を実施します。

高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について、事業化の判断に
向けた調査・検討を行います。

　企画調整係　　948-2225　　948-2399問合せ

都筑区長　中野 創

　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、
平成29年には、65歳以上の高齢者人口が年少人口を初めて上回り、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、地域のつながりをより一層深め、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
者もいきいきと活躍できる安心・安全なふるさとづくりを進めます。
　また、都筑区ならではの魅力をいかしながら、「人づくり」「つながりづくり」「魅力づくり」を念頭に、事業に取り組みます。

※詳細は、区ホームページでご覧いただけます。 都筑区 運営方針 検索

運営方針とは、一年間の組織の基本目標および目標達成に向けた施策や組織運営の方向性を明確化し、目標達成に向けて組織一丸となって取り組むために、毎年度策定するものです。

❶

公園整備事業

❽

❽

東山田駅

北山田駅
中川駅

センター北駅

センター南駅

都筑ふれあいの丘駅

仲町台駅

新羽荏田線

横浜環状北西線

都筑 I.C

横浜港北 JCT
港北 I.C

鶴見川

大熊川

早淵川

川和町駅

鴨居駅

横浜北線（K7)
（平成29年3月開通）

第
三
京
浜
道
路

東
名
高
速
道
路

東
急
田
園
都
市
線

市が尾駅

江田駅

あざみ野駅

JR横浜線

中山駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄グリーンライン

市営地下鉄
グリーンライン

❶

❸

❸

❼

❼

❼

❼

❼

❼

❼
❸

❼
❸

❸

❸

❸

❺❺ ❷

❷

❾

❹

❹

❻

❻

❹

❾

❾

❾
❼

（仮称）都田地区センター・
地域ケアプラザの整備

川向町南耕地地区
区画整理

川和町駅周辺西地区
区画整理

駅周辺等の整備・まちづくりの検討

ゆうばえのみち改修

市パスポートセンターの設置準備、
センター南駅構内の有効活用

都筑区民文化センター（仮称）の整備

通学路安全対策事業

都筑区自転車・歩行者安全事業

横浜環状北西線および関連街路等の整備

せきれいのみち改修

災害時下水直結式仮設トイレ
（災害用ハマッコトイレ）の整備

すみれが丘公園改修
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お知らせ
移動図書館「はまかぜ号」

中央図書館サービス課
 262-0050　  231-8299

�６月22日、７月６日の
金曜10時～10時40分

東山田地域ケアプラザ

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432

休館日 ６月18日（月）、
７月３日（火）～５日（木）

■�教科書展示会
横浜市立小・中・義務教育学校および特別
支援学校(小・中学部)用教科書の展示。
６月15日（金）～29日（金）

火～金曜
10時～12時、13時～18時30分
土・日・月曜
10時～12時、13時～17時／
■�特別展示　健康を考える
5月から6月にかけては、世界禁煙デー
(5月31日)、食育月間(6月)、歯の衛生
週間(6月4日～10日)など健康に関する
キャンペーンが多い時期です。この機会
に健康について考えてみませんか?

6月12日(火)～29日(金)／

区民活動センターから
休館日 ６月18日（月）

 区役所１階　
 ９時～17時（火・木は21時まで）
 948-2237　  943-1349

■�転勤妻のおしゃべりサロンを開催して
います！

転勤されてきた人の妻が集まって、世代
を超えて気楽にお話しできる場です。妻
同士だから伝わる日常のあれこれ。いろ
いろな地方のいろいろな話。転勤妻ある
あるなど、いっぱい話していっぱい笑い
合いましょう。気軽にご参加ください。

毎月第３金曜�10時～12時／

募集
薬物乱用防止講演会

講師：田
た し ろ

代�まさし（日本ダルク職員）、志
し み ず

水�
佳
よ し ひ こ

比古（神奈川県警薬物捜査伝承官）、田
た ぐ ち

口�
真
ま ほ

穂（横浜薬科大学実務実習センター）
７月13日（金）13時～16時30分（12

時30分受付開始）
都筑公会堂　 600人
障害支援担当　
948-2348　 948-2490

新治恵みの里　お盆料理教室
横浜の農家に伝わるお盆料理を作って、
郷里の文化を見直してみませんか？
８月４日（土）10時～13時
緑区新治町　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）
10歳以上で市内在住の個人、家族、

グループ20人
１人800円（お盆料理作り体験、試食、

保険代含む）
６月15日から新治恵みの里 （http://

www.niiharu.link）の申し込みフォーム
に沿ってお申し込みください。

北部農政事務所農業振興担当　
948-2480　 948-2488

港北水再生センター＆
新羽車両基地の見学会

港北水再生センター施設見学→昼食（各
自持参）→市営地下鉄新羽車両基地施設
見学→市営地下鉄新横浜駅または港北水
再生センター解散（途中移動は貸切バス）
７月27日（金）10時～15時ころ�※港

北水再生センター集合（東急東横線大倉
山駅下車徒歩20分、市営地下鉄新横浜
駅下車徒歩25分）

市内在住・在勤・在学の人50人
６月29日必着で ・ （参加者全

員）・参加人数を明記し （ks-kohoku@
city.yokohama.jp）か （〒222-0037　
港北区大倉山七丁目40-1）

港北水再生センター見学担当　
542-3031　 545-6564

【主催】つづきＭＹプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）、都筑区社会福祉
協議会、都筑区青少年指導員連絡協議会　【共催】都筑区役所

　新しい自分との出会いや発見ができるチャンス！
　この夏、区内のいろいろな活動から自分にぴったりのボランティア活動を見
つけて体験してみませんか。小学校５・６年生向けプレコースも同時開催します！

　ハチによる刺傷事故の主な原因はスズメバチやアシナガバチです。
　人の生活圏内にこれらのハチの巣ができた場合、早期に発見、駆除
するほど手間や費用が少なくなります。定期的に軒下、室外機の裏や
庭木などにハチの出入りがないか点検しましょう。
　なお、区役所では駆除方法の相談や、防護服などの貸し出しを行っ
ています。詳細はお問合せください。
※区役所では、ハチの巣の駆除は行っておりません。

※申込方法は、つづきＭＹプラザのホームページをご覧ください。

オリエンテーション
ボランティアの心構えや活動の注意事項を知ろう！

７月20日（金）～23日（月）
ボランティア体験
区内の施設や団体・ボランティアグループで活動をしよう！

７月25日（水）～８月24日（金）
振り返り・修了証授与
活動で学んだことを次のステップにつなげよう！

８月25日（土）

STEP１

ハチの巣は早期発見！早期駆除！！

● 区総合庁舎１階区民ホールの催し情報　※時間の記載がない催し…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 Ｆ Ａ Ｘ

６月15日（金）～21日（木）／23日（土） 食育パネル展／食育フェア 健康づくり係 948-2350 948-2354
６月25日（月）～27日（水） 折り紙、ちぎり絵の展示と体験 予算調整係 948-2213 948-2208
６月25日（月）～28日（木） 人・まち・デザイン賞展示 都市整備局�地域まちづくり課 671-2679 663-8641
６月28日（木）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
７月１日（日）10時30分～15時 つづきっこまつり 青少年支援・学校地域連携担当 948-2471 948-2309
７月３日（火）～10日（火） 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

つづきＭＹプラザ　 914-7171　 914-7172
my-plaza@tsuzuki-koryu.org　※６月18日（月）は休館日です。

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

アシナガバチの巣

　アシナガバチは後
こ う し

肢をだらんと垂らしてふ
わふわ飛ぶのが特徴の比較的おとなしいハ
チです。人の立ち入らない場所にある巣は駆
除が不要な場合もあります。
　巣はおわんをひっくり返したような形で外
皮が無く、巣穴が露出しており、成虫が巣に
とまっています。

　スズメバチは飛ぶ速度が速く、攻撃性が高
い危険なハチなので、専門業者による駆除を
おすすめしています。
　巣はボール状で外皮に覆われ、出入りの穴が
１か所だけ空いています。壁の中や木の穴の
中などの閉鎖空間に巣を作ることもあります。

スズメバチの巣

中高生のための
夏休みボランティア体験

STEP2

STEP3

コース 対象 申込期間

中高生コース 区在住、在学、つづきＭＹプラザを
利用している中学生と高校生

７月11日（水）
20時まで

小学校５・６年生
向けプレコース 区在住、在学の小学校５・６年生 ７月６日（金）

20時まで

��������STEP１～３の順に参加して、体験が修了します。

※ コガタスズメ
　バチのみ最初は
　とっくり型

同日
開催

　身近な場所の危険箇所や大
雨への備えについて日頃から
確認しておきましょう。区役所
で配布しているほか、ホーム
ページでも確認できます。

土砂災害警戒区域などの位置を
示したもの

地震に関する情報に加え、
風水害に関する情報を掲載
したもの

庶務係　 948-2212　 948-2208　 tz-bousai@city.yokohama.jp

土砂災害ハザードマップ

都筑区防災・生活マップ

都筑区 防災・生活マップ 検索

横浜市 土砂災害ハザードマップ 検索

洪水浸水想定区域（浸水が想定さ
れる区域や深さ）を示したもの

洪水ハザードマップ

横浜市 洪水ハザードマップ 検索

　６月から秋ごろまでは台風や集中豪雨などにより、河川の増水や低地の浸水、土
砂災害などが起こりやすくなります。自分の身を守るために、日頃から安全な場
所への避難経路を確認し、発災時にはテレビ、ラジオ、インターネット、横浜市防
災情報Ｅメールなどで最新の気象情報や区役所からの避難情報を確認しましょう。

大雨に備えましょう

●�防災・生活マップ、ハザードマップを確認しましょう

マーク
の説明

�日時・期間　 �会場　 �対象・定員　 �費用　 �持ち物　 �保育　 �申込み　 �問合せ　 �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（返信名明記）　 �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（イベント名）・〒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。

区役所への郵便物は
〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1　都筑区役所○○係（担当）へ

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

●特に記載のないものは、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、特に記載のないものは、１か月前から受け付けています。

食育フェア ～「かむこと」と「食べること」を家族で楽しもう～

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

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

7月17日（火）午前→6月15日（金）～7月5日（木）に予約受付
※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

６月14日・21日・28日・７月５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週間後以降
【料金】無料
※希望により梅毒検査を追加で受けられます。

食と生活の
健康相談

予約制

６月26日（火）午後、７月10日（火）午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師や
栄養士による個別相談です。

禁煙相談
予約制

６月26日（火）午後、７月10日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。肺年齢測定。

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

7月17日（火）午前→6月15日（金）～7月5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

検 診 教 室・

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

7月13日（金）午前、8月10日（金）午前
嘱託医師による高齢者のもの忘れ、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。

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

 ６月１５日（金）～２１日（木）　  区総合庁舎１階区民ホール／

　食べものなどに関する絵本の読み聞かせや本の紹介をします。
 ①10時～　②11時～　当日受付
幼児～小学生（保護者の同伴可）

 区役所１階福祉保健センター一般相談室
【協力】つづきっこ読書応援団　【共催】都筑図書館

　親子で楽しめる体験コーナーやゲームなどが盛りだくさんです。
スタンプラリーに参加してプレゼントをもらっちゃおう！

◆パネル展

◆イベント

同日開催

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432

休館日 ６月18日（月）、
７月３日（火）～５日（木）

■絵本を読んであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊のみなさんによ
る絵本の読み聞かせ。
６月16日（土）10時30分～12時／
■くまさんのおはなし会（７月）
乳幼児と保護者で楽しむおはなし会
７月12日（木）①10時～10時25分�

②10時45分～11時10分
①０・１歳児と保護者�②２・３歳児と

保護者�各10組
６月28日から か
■6月の定例おはなし会
６月20日（水）15時30分～16時／
一人でおはなしが聞ける子�※保護

者が付き添う場合にはご相談ください。

ママと赤ちゃんのための
健康講座（2日間で1コース）

ママの毎日に元気をプラスするためのお
役立ち講座です。①赤ちゃんといっしょに
楽しく遊びながらの体操　②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

①７月12日（木）　②26日（木）いず
れも10時30分～11時30分

①区役所１階福祉保健センター多
目的室　②東山田地域ケアプラザ

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バスタオル、飲み物　②普段使っ
ている離乳食用のスプーン、飲み物
６月11日10時から会場の東山田地

域ケアプラザへ 592-5975
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

育児講座
①６月19日（火）10時～11時：積木あそび　

②６月22日（金）10時～10時50分：人
形劇団座・とんとんの人形劇
①大熊保育園　②茅ケ崎南保育園
①15組 　②30組
①大熊保育園へ 942-9884　

②６月11日から茅ケ崎南保育園へ
943-1285�※いずれも10時～16時

子育て事務係　
948-2472　 948-2309

プレママ・プレパパの
ための健康講座

歯科医師による「お口の健康について」
の話やヘルスメイトによる食事バラン
スの話（試食あり）、母子保健コーディ
ネーターからの話と相談

7月27日（金）10時30分～11時30分
区役所１階福祉保健センター多目的室　
区内在住の妊婦とその家族�30人
２歳以上20人 �※申込時にお知ら

せください。
6月11日から
こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

目からウロコ!!
2歳児の子育て講座

～振り回されない 子育てのススメ～
講師：関東学院大学教育学部　こども
発達学科教授　土

つ ち や

谷�みち子�氏
7月４日（水）10時～11時30分（９時

45分開場）�※12月にも同内容の講座
を開催予定です。

区役所6階大会議室　
２歳児の保護者50人 （２歳以上

は あり �＊０歳・１歳児は保護者
が抱っこでお話を聞いてください。）

6月11日から
こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

◆特別おはなし会「おいしいものがいっぱい！」

●横濱元町霧笛楼 総料理長  今
い ま ひ ら

平 茂
しげる

シェフによる食育ミニ講座
  「簡単おしゃれdeおいしい朝食～前日の準備がポイント～」
●親子で楽しむおいしいお茶のいれ方
●食育ゲーム 多数！　●かむ力のチェック
など、その他にもたくさんのブースがあります。

 ６月23日（土）10時30分～13時　  区総合庁舎１階区民ホール／

予約・問合せ／健康づくり係　 ９４８-２３５０　 ９４８-２３５４
子どもの
食生活相談
要事前連絡

６月19日（火）午前、６月26日（火）午後　（所要時間：30分程度）
【対象】区内在住の人（乳幼児～思春期ごろのお子さんの相談）
【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／こども家庭支援担当　 ９４８-２３１８　 ９４８-２３０９

乳幼児
健康
診査

4か月児 ６月１９日、７月１０日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 ６月１４日・２８日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 ６月２１日、７月５日の木曜12時～13時30分受付

女性の身体の相談
要事前連絡

思春期・授乳期・更年期及び避妊・不妊など相談。
日程など詳細は、お問い合わせください。

両親教室
予約不要

2018年１１月頃出産予定の人
　→７月６日・１３日・２０日の金曜
各回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16組先着
７月２８日(土)
１３時３０分～１５時３０分(１３時１５分受付開始)

【会場】都筑区子育て支援センターポポラ
【申込み】６月２８日12時から　
【問合せ・申込先】都筑区子育て支援センターポポラ　

912-5135

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

要事前連絡

６月１８日（月）、7月9日（月）
乳幼児▶13時30分～14時30分、妊産婦▶15時
６月２７日（水）
乳幼児▶９時30分～１０時30分、妊産婦▶９時10分

【対象】０歳児～就学前の子、妊婦、産後１年未満の女性
【内容】歯科健診、相談、歯みがきアドバイス

●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。

両親教室、女性と子どもの相談・健診
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 ６月26日（火）

行事は6月11日から か
は全て市内在住・在勤者

■�日々の暮らしに役立つ講座
　「包丁の研ぎ方」
7月14日（土）13時30分～15時30分／
おおむね50歳以上20人 �●
■�わんぱくホリデー�おもしろ科学たん
けん工房「風上に向かって走るヨット」

実験と工作／7月21日（土）13時30分～
16時30分／小学4年生～中学2年生32
人 ／700円

7月7日までに と ・ ・学校名・
保護者参観の有無を明記し、おもしろ科
学たんけん工房�久

く ぼ た

保田へ （941-2362）
か （http://www.tankenkobo.com/）
■�浴衣の着付け教室
浴衣の着付けを習ってお祭にでかけよう!／
7月8日（日）13時～、14時30分～／各5
人 �※親子での参加可／500円�●
■�健康うたごえ広場
講師：廣

ひ ろ せ

瀬�めぐみ。みんなで歌って楽し
く脳トレ／6月16日（土）14時～15時30
分／60歳以上120人／
■�オレオレ詐欺の被害にあわないために
都筑警察署員が説明／7月4日（水）12時
45分～13時15分／60歳以上の人／
■�七夕笹飾り
短冊に願いを書いて飾ってみませんか／
6月30日（土）～7月7日（土）／

中川西地区センター

 912-6973　  912-6983
〒224-0001　中川二丁目8-1

休館日 ６月11日（月）、７月９日（月）

行事は講座開催日の1か月前の9時
から か10時から
■�活き生きボディチェック
IT技術を駆使したワンランク上の体力測
定（中川地域ケアプラザ連携事業）／7月
8日（日）①10時～�②13時30分～／中
川地域ケアプラザ／おおむね50歳以上
各20人 ／各500円

6月12日の9時から か10時から 　�
※中川地域ケアプラザでも同時受付
■�パンの基本と応用（3）
バターロールとチョココルネ／7月18日

（水）9時30分～13時／12人 ／1500円
●
■�そうめん流しに挑戦!
8月5日（日）11時～14時／小学生50人 ／
300円�●

仲町台地区センター

 943-9191　  943-9131
〒224-0041　仲町台二丁目7-2

休館日 ６月11日（月）、７月９日（月）

行事は６月12日から か10時から
■�親子パン講座
7月23日、8月27日の月曜10時～12時
30分／小学生と保護者各10組 ／各
1600円�●
■�親子deアロマ入浴剤作り
7月26日（木）10時～11時30分／小学
生と保護者12組 ／1400円�●
■�こども卓球教室（全5回）
7月27日（金）～31日（火）のいずれも9時
30分～11時30分／小学生50人 ／
2200円（全回分）�●

■�はぎれ草履講習会
7月15日（日）9時～12時／12人 ／
800円�●
■�いろりばたおはなし会
協力：おはなしネットワーク「かたらんらん」／
6月18日（月）11時～11時30分／
■�体験!南京玉すだれ
6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�
※荒天中止／

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 ６月７日（木）・21日（木）、７月５日（木）

要問合せ
■�ノルディックウォーキング体験教室
2kmくらいのコース／6月9日（土）
10時～11時30分（毎月第2土曜日開催!）
※雨天中止／15人 ／運営協力費500
円（保険料込み）�※別途レンタルポール
代500円

6月8日までに か
■�犬のしつけ教室
犬を連れてご参加ください／6月9日（土）
10時～�※雨天中止／太鼓橋竹林前／
■�親子のおはなし会
6月19日（火）10時30分～／10組程度／
■�手打ちそばを食べませんか
6月22日（金）11時30分～� ※雨天時
中止／限定40食 ／運営協力費�1食
500円／
■�創作「語りびと」
語りと尺八�「みちゆきさん」／6月23日

（土）15時～／

都筑中央公園自然体験施設
(NPO法人 都筑里山倶楽部)

・  941-0987
〒224-0032　茅ケ崎中央57-8

 http://www1.tmtv.ne.jp/~satoyama/　
 tsuzuki-park@tmtv.ne.jp

月曜（祝日の場合は翌日）休館日

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 �※記載のないものは小雨決行・荒
天中止
■�ジャガイモ堀り体験
7月7日（土）①10時～12時：ジャガイモ
掘り　②12時～14時：料理／ばじょうじ
谷戸休憩所集合／30人 ／①300円�
②500円�●
��■夏のキノコ観察会
7月21日（土）9時～12時30分／レストハ
ウス集合／300円�●
��■草木染め体験
7月22日（日）13時～16時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／40人 ／500円�●
��■昆虫博士養成講座（全２回）
昆虫の分類、採取、標本作製など昆虫学の
知識を学ぶ／7月15日（日）・16日（祝）い
ずれも9時～15時／レストハウス集合／
1000円（全回分）�●
��■ネイチャークラフト作り
自然の材料を使ってクラフトを楽しもう／
６月24日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで）�※雨天中止／500円／
■炭焼き体験（宮谷戸窯）
７月14日（土）9時～16時：炭材作りと窯
詰め・21日（土）8時～17時：炭焼き・28日

（土）9時～12時：窯出しと炭材作り�
※雨天決行／1人1000円（昼をはさむ活
動日は昼食付き）�●

茅ケ崎公園自然生態園

・  945-0816
〒224-0037　茅ケ崎南一丁目４

 seitaien@ybb.ne.jp

土・日曜、祝日のみ開園

■�野の花ウォッチング
7月7日（土）10時～11時30分�※雨天中

■�薬膳料理入門講座Ⅰ
薬膳座学と料理実習／7月27日（金）9時
30分～13時／16人 ／1200円�●
■�職人に習う手作りパン後期
8月20日、9月3日の月曜10時～12時
30分／各20人 ／各1300円�●
■�プロに習う卓球スクール2期（全8回）
8月6日～11月5日の月曜12時30分～
14時30分／16歳以上50人 ／6000円

（全回分）�●
■�こどもおりがみ教室
7月28日（土）10時～11時30分／小学4
年生以上20人 ／500円�●
■�こだわりの科学クラブ
8月4日・18日の土曜10時～11時30分／
小学生各20人 ／各1000円�●
■�親子で楽しむ太鼓リズム遊び（全3回）
7月23日～8月20日の隔週月曜16時～
17時／未就学児と保護者15組 ／
2500円（全回分）�●
■�はじめてのそろばん（全3回）
7月30日（月）、8月1日（水）・3日（金）�
①13時～14時30分�②15時～16時30
分／小学1～3年生各10人 ／各1000円

（全回分）�●

北山田地区センター

 593-8200　  593-8201
〒224-0021　北山田二丁目25-1

休館日 ６月11日（月）、７月９日（月）

行事は開催日の1か月前から か
／ 要問合せ

■�ロビーコンサート
6月30日（土）13時30分～14時30分／
■�藍の生葉染めDay（シルクスカーフ）
7月28日（土）10時～12時／成人10人
／2500円�●

■�夏休み子ども卓球教室（全5回）
卓球の基本を習う／7月21日（土）～25日

（水）のいずれも9時30分～11時30分／
小学生40人 ／2000円（全回分）�●
■�ちょっぴりこわい�夜のおはなし会
7月21日（土）18時30分～19時30分／
小学生以上20人 �※小・中学生は保護
者同伴�●
■�夏休み親子クッキング
乳製品を使った料理／7月27日（金）10時
30分～13時30分／小学生と親9組 ／
1組900円（兄弟参加は1350円）�●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 ６月11日（月）、25日（月）、７月９日（月）

行事は前日までに か ／
要問合せ

■�七夕まつり
短冊を書いてつるします／6月23日（土）～
7月8日（日）9時～16時30分／
■�七夕親子折り紙講座
折り紙で作る七夕飾り（笹つき）／7月7日

（土）10時～12時／20人 ／100円�●
■�手打ちそばを食べよう
7月21日（土）12時集合／50人 ／
500円�●
■�第11回あそびフォーラム
わらべうたと木のおもちゃであそぼう。
協力:かながわグッド・トイ、わらべうた協
会／7月8日（日）11時～15時／
■�お茶室カフェ
7月7日（土）～8日（日）10時～16時／
300円～／

止／15人 ／300円
7月6日までに か、 を明記し
か

■�里山保全
６月16日（土）・24日（日）いずれも10時～
12時30分�※雨天中止／ 汚れてもよ
い服装、帽子、軍手、飲み物／
■�想ネイチャークラフト�野外教室
木の実や草の実、間伐材などで動物など
自由につくります／6月16日（土）10時～
15時（受付は14時30分まで）�※雨天中
止／1体につき500円／
■�めざせ!ザリガニマスター!
アメリカザリガニを釣っても飼えない時、
生態園にもっていこう／5月6日～10月
28日の日曜13時～16時／

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

・  942-1569　
〒224-0006　荏田東三丁目2

６月18日（月）休館日

■ログハウスまつり
楽しいゲームと模擬店／6月17日（日）
10時30分～14時／300人 �※幼児は
保護者同伴／300円�※チケット販売は
中学生以下／
■親子の広場�「かもっこくらぶ」
①6月12日（火）：保育相談�②26日（火）：
おさるんリトミックと工作�③7月2日（月）：
水遊びと流しそうめん�④5日（木）10時
30分～11時：おはなし会はなたば�⑤9日

（月）：親子リズム／④以外は10時30分～
11時30分／未就学児と親�②③⑤は各
15組 ／②③⑤1組200円

②③⑤は開催日の1か月前の10時か
ら か （①④は ）

川和小学校コミュニティハウス

・  934-8666
〒224-0057　川和町1463

休館日 火・金曜

■�うたごえ広場（第1回）
中川ともゆきさんのギターに合わせて歌
う／6月23日（土）13時30分～15時／
20人 ／300円（飲み物付き）／
■�ポールウォーキング教室（全2回）
7月14日・21日の土曜10時～12時／20
人 ／800円（全回分）�※専用ポールと
保険代含む

7月13日までに か か を明
記し

北山田小学校コミュニティハウス

・  591-8444
〒224-0021　北山田五丁目14-1

休館日 火・木曜

行事は事前に か
■�おはなし会
絵本の読み聞かせ・パネルシアターなど／
6月23日（土）10時30分～11時�●
■オリジナルTシャツ作り・
　スマイルコレクション
無地のTシャツに好きな絵を描いて、北山
田駅前でファッションショー／7月8日（日）
13時～17時／小学生、幼児親子20人 ／
300円／ 無地のTシャツ�●
■�竹でおもちゃを作ろう
7月28日（土）9時30分～11時30分／幼
児～小学生30人 �※未就学児は保護
者同伴／100円

6月29日から か
■�子どもわくわくキッチン
7月30日（月）10時30分～12時／幼児～
小学生20人 �※未就学児は保護者同
伴／400円
６月30日から か
■�木の実のストラップ作り
6月16日（土）10時～12時30分／小学
生10人 ／100円�●

都筑区イベント情報配信中　http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/tsuzuki/

●このページでは、原則6月11日～7月10日のお知らせを掲載しています。
●マークの説明については、8ページを参照してください。料金の記載のないお知 
らせは無料です。 ●詳細は各施設へお問い合わせください。

施設からの お 知 ら せ
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つづきの丘小学校コミュニティハウス

・  945-2949
〒224-0006　荏田東一丁目22-1

休館日 火・木曜

■�大人のためのおはなし会
茶菓付き／6月18日（月）10時30分～／
■�夏休み子ども手話教室（全2回）
7月21日（土）・22日（日）10時～12時／
小学2～6年生30人 　

6月11日から7月6日までに か
■�人形劇
6月27日（水）10時15分～10時45分／
50人 ／

東山田中学校コミュニティハウス

・  591-7240
〒224-0023　東山田二丁目9-1

休館日 火・金曜

■�人形劇「さんびきのこぶた」
でんでんむしによる公演／7月21日（土）
10時30分～11時／50人

6月11日から か

加賀原地域ケアプラザ
 944-4640　  944-4642

〒224-0055　加賀原一丁目22-32

■障がい児・者余暇支援
パンケーキ作り／7月8日（日）10時～13
時／300円

6月11日から か
■すくすくプラザ
ビニールプールで遊ぼう／7月26日（木）
10時～11時30分�※雨天時は室内／

新栄地域ケアプラザ
 592-5255　  595-3321

〒224-0035　新栄町19-19

■初めてのエンディングノート講座&
　行政書士無料相談会
講座と無料相談会／6月23日（土）①13
時30分～：講座�②15時15分～15時55
分：相談�③16時～16時40分：相談／②
③は各２組 ／①は200円

6月22日までに か

中川地域ケアプラザ
 500-9321　  910-1513

〒224-0001　中川一丁目1-1

■1日サークル体験シリーズ（1）
みんなで楽しく健康体操&らくらくスト
レッチ／7月10日（火）10時～11時30分／
健康維持とサークル活動に興味のある人
20人

6月13日10時から か

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

行事は事前に か
■ゆるリラ体操
6月20日・27日、7月18日・25日の水曜
10時～12時／北山田小学校コミュニ
ティハウス／おおむね65歳以上の人20

横浜国際プール

 592-0453　  592-1402
〒224-0021　北山田七丁目3-1

 http://www.waterarena.jp/

休館日 ６月26日（火）

■�夏季教室、募集中！！
スポーツ教室やカルチャー教室などの夏
季教室を開催します。特に絵画造形教室
は毎年大人気。募集締め切りは6月25日

（太極拳は6月12日）！詳細は か館内
で配布している冊子をご覧ください。

横浜市歴史博物館

 912-7777　  912-7781
〒224-0003　中川中央一丁目18-1

休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

■�常設展示室ミニ展示
　「小机城の出土遺物」（仮）
6月2日（土）～7月16日（祝）9時～17時／
常設展観覧料：一般400円、高校・大学生
200円、小・中学生100円／
■�開港記念日来館者優待デー
6月2日（土）は全館観覧無料です。当日
限定イベントも／10時～16時／
■�ラストサタデープログラム
６月30日（土）（毎月最終土曜）／
・「おもしろいぞ!紙芝居」
12時～、13時30分～、15時～
・「スポーツ土器パズル」
常設展示観覧料：一般400円、大学生
200円、高校生以下無料

アートフォーラムあざみ野

〒225-0012　青葉区あざみ野南一丁目17-3
休館日 ６月25日（月）

■�パパといっしょのひろば
親子で牛乳パックのイス&乗り物作りを
楽しみます／6月9日（土）10時30分～12
時／未就学児と親30組 ／300円／

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
６月24日、７月８日の日曜12時～12時
40分／
■�あざみ野カレッジ
「故

ふる

キヲ温
たず

ネテ　現
い ま

在ヲ知
し

ル」シリーズ。
芸術？サブカルチャー？浮世絵への視
線をめぐって
講師：渡

わたなべ

邉�晃
あきら

（太田記念美術館　学芸
員）／6月23日（土）14時30分～16時
30分／高校生以上40人 �※ あり／
500円
� 事前に か か
■�ショーケースギャラリー　中

なかむら

村�潤
めぐ

展
4月28日（土）～7月8日（日）9時～21時／

人程度 �●
■けあぷらデー
高齢者に関する相談を専門職が伺いま
す／６月15日（金）10時～16時／すみれ
が丘会館（すみれが丘37）／
■ほっと茶屋
介護技術講座／6月26日（火）13時～14
時30分（毎月第4火曜開催）／介護者お
よび介護技術に関心のある人15人 ／
100円�●

地域活動ホーム くさぶえ
 590-5778　  590-5779

〒224-0014　牛久保東一丁目33-1

■みんなでおかし作り!
パウンドケーキを作ります／7月22日（日）
10時～14時／小学3年生～中学生8人
／800円
7月8日までに か

■プールへGO!
7月15日（日）9時～13時／障害のある
小学生以上の人6人 ／ 要問合せ

7月1日までに か
■おはなし会
6月28日（木）11時30分～11時50分／
未就学の子と保護者／

都筑スポーツセンター

 941-2997　  949-0477
〒224-0053　池辺町2973-1

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

休館日 ６月25日（月）

行事は事前に か
■７月からのＮＥＷ教室（全12回）
ハッピー親子リズム／７～９月の土曜９時
30分～10時30分／2012年４月２日～
2017年１月７日生まれの子と保護者30
組 ／１万320円（全回分）�●
■夏の定期教室追加募集中
７～９月に開催の「夏の定期スポーツ教
室」、定員に空きのある教室の追加申し
込みを受付中！空き状況は でご確認
いただけます。�●
■ワンデープログラム
当日受付で気軽に参加できるフィットネ
ス系、スポーツ系のプログラムを全12教
室開催中！詳細は か 。

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 6月5日～7月3日】
①バスケットボールタイム／19時15分～／
600円／50人

【水曜 6月6日～7月4日】
②バレーボールタイム／19時15分～／
500円／24人

【金曜 6月1日～7月6日】
③金曜エンジョイフットサル／21時～／
600円／50人

【土曜 6月2日～7月7日】
④バスケットボールクリニック／小学生
対象／9時15分～／600円／50人
⑤土曜エンジョイフットサル／21時～／
600円／50人

よこはま動物園ズーラシア

 959-1000　  959-1450
〒241-0001　旭区上白根町1175-1

休園日 火曜

ズーラシア 検索

行事は７月６日必着で （詳細は ）
※入園料はすべて別途
■�夏休み宿題教室
　「ズーラシア・アドベンチャー」
クイズやゲームを通して、「日本の山里」
ゾーンの動物について楽しく学びます／
7月22日（日）・23日（月）13時～15時／
小学１～３年生各20人 ／200円�●
■�ズーラシア1日飼育体験
7月25日（水）～28日（土）9時30分～15
時／小学4～6年生各32人 （28日（土）
は親子12組（24人））／100円（28日は
600円）�●
■�夏休み宿題教室「子ども写真教室」
一眼レフカメラを貸し出し、園内にて動物
観察と写真撮影を実施／8月2日（木）9時
30分～12時／小学4～6年生20人 ／
200円（材料費）�●

都筑区子育て支援センターポポラ

 912-5135　  912-5160
〒224-0003　中川中央一丁目1-3

 http://www.popola.org/

日・月曜、祝日休館日

� 行事は前開館日までに か
■1日親子イベント
企画運営してくれる人募集中／6月29日

（金）、7月6日（金）、9月14日（金）、10月
30日（火）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 �※ あり�●
■パパと楽しむ夏のおはなし会
パパのための絵本の選び方、読み聞かせ
のコツ／7月7日（土）10時30分～11時
15分／1～3歳児とパパ10組

6月30日までに か
■�横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
７月14日（土）・25日（水）いずれも10時
30分～11時30分／各10組 �●
■��横浜子育てサポートシステム
　出張入会説明会
６月28日（木）：葛が谷地域ケアプラザ、
７月６日（金）：新栄地域ケアプラザ・21日
（土）：中川地域ケアプラザ、いずれも10
時30分～11時30分／各15組 �●
■��障がいのある子を育てている
　先輩ママとのおしゃべり会
６月16日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組 �●
■��専門相談員によるじっくり相談
ちょっと心配、お困りごと、子育てや家庭
のこと、一緒に考えましょう／７月７日（土）・
14日（土）・28日（土）10時～、11時～、
13時～、14時～、15時～（各回50分）／
未就学児とその家族 �●
■��アレルギーの子をもつ親と子どもの
　おしゃべり会♪アレポポ
6月30日（土）10時30分～12時／

 910-5656　  910-5674
http://artazamino.jp/
の申込みは 910-5724

横浜市民ギャラリーあざみ野横浜市民ギャラリーあざみ野

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

の申込みは 910-5724

男女共同参画センター横浜北
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編さん委員だより

区制25周年を記念して『図説 都筑の歴史』調査・執筆中！！

『図説 都筑の歴史』編さん委員
法政大学文学部 教授

小倉 淳一 氏
お ぐ ら じゅんいち

　『図説 都筑の歴史』の原始・古代分野は、長年にわたって遺跡の調査研究
を行ってきた埋蔵文化財センターの職員や調査に参加した研究者の皆さ
ん、歴史博物館のメンバーが中心になって執筆を進めました。畑や山林に埋
もれていた遺跡の調査から遠い時代の都筑に生きた人々の暮らしの様子
を明らかにし、その息吹を区民の皆様にお伝えしたいと願っています。

ご存じない人もいらっしゃるかもしれ
ませんが、都筑区内の遺跡をもとに
さまざまな考古学の研究が行われ
ています。都筑は原始・古代の教
科書のような地域なのです。

　弥生時代中期（今から2000年以上前）、鶴見川や早淵川の流域には
イネ作りをしたとみられる人々がたくさんのムラを作りました。その中
にはまわりに溝を掘って区画した「環濠集落」と呼ばれるものもあり、南
関東地方における典型的な農耕集落の姿と考えられます。その中心は
折本町にある折本西原遺跡とみられ、歴史博物館のそばに残る大塚遺
跡も古くから営まれた環濠を持つムラでした。これらのムラには墓地も
伴い、当時の生活と社会を考えるための貴重な事例として全国的によく
知られています。

～原始・古代 「イネ作りと環濠ムラ」編～

折本西原遺跡

大塚遺跡

かんごうしゅうらく

おりもと にしはら

ぶ ん か ざ いま い ぞ う

『図説 都筑の歴史』

鶴見川本流に面し環濠を擁する大規模な集
落遺跡です。中央には大型の墓もみえます。
道路建設にかかる範囲を発掘調査しました。

『図説 都筑の歴史』の中をのぞいてみよう

区内には旧石器時代以来のすべての時代の歴史資料
が存在しており、区域を通史的に総覧できる！

港北ニュータウン内で発掘した268か所もの遺跡に
よって、都筑の原始・古代像を実感できる！

縄文時代草創期の花見山遺跡や弥生時代中期の大塚・
歳勝土遺跡など著名な遺跡がいくつもある！

第4回

早淵川北岸に所在する遺跡で、国内ではじめて
全面的に発掘した環濠集落です。歳勝土遺跡

（墓地）がそばにあります。

Q1 サクラソウ2 Q2 カエデ4 Q3 ドイツ2

都筑区はドイツ人とパキスタン人の人口が市内で一番です。
区には、ドイツから認可を受けているインターナショナル
スクール「東京横浜独逸学園」や市内で唯一イスラム教の
モスク（礼拝堂）があります。

は な み や ま お お つ か

さ い か ち ど

※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※

催　し
◆�こどもみらいフェスティバル
①６月９日（土）・10日（日）：市営地下鉄セ
ンター北駅前広場で外遊び体験／ 　
②６月16日（土）：都筑公会堂で柴

し ば た

田 愛
あ い こ

子
（りんごの木）の子育て講演会／600人

②に参加の場合は入場券が必要。入
手方法などについては を参照。 ※ファ
ミリーマート店内「Famiポート」などで
入手できます。

こどもみらい実行委員
http://kmfes.com

◆都筑区民ダブルスバドミントン大会
７月29日（日）８時～／都筑スポーツセン
ター／中学生以上の区内在住・在勤・在
学者160組  ※男女とも1～3部／有
料 ※詳細は都筑区区民活動センター、
都筑スポーツセンターおよび区内地区セ
ンターで配布する申込書をご覧ください。

７月１日 から contact@tsuzuki-
badminton.org

都筑区バドミントン協会　持
もちます

増　
090-2677-3760

６月11日から都筑区テニス協会
http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/

090-2918-9891（10時～19時）
◆�第65回区民ジュニアテニストーナメント
７月26日（木）・27日（金）・30日（月）・31日

（火）／長坂谷公園、都田公園／区内在
住・在学、都筑区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／①
2000円 ②一組2500円

６月11日から17日までにテニスショッ
プLOOPへ ・ 532-8819（水曜を除
く）か www.tennis-loop.net

都筑区テニス協会 http://gron3.
sakura.ne.jp/tudukit/
◆�第23回つづきっこまつり〜こどものこ
どもによるこどものためのおまつり〜

子ども自由会議・模擬店など／７月１日（日）
10時30分～15時／区総合庁舎１階区民
ホールおよび地上駐車場横通路／

つづきっこまつり運営委員会　早
はやかわ

川　
090-5504-9812 471-9923

◆�歴史講演会「シルクロードと古代の日
本」〜ソグド人・ペルシャ人のもたらし
た仏教・伎楽・陶器・ガラス〜

講師：鈴
す ず き

木 靖
やすたみ

民（横浜市歴史博物館館長）／
７月８日（日）14時～16時／横浜市歴史
博物館講堂／170人 ／500円

６月23日までに ・どこで開催を
知ったかをを明記し （〒231-0062 中
区桜木町一丁目1-56クリーンセンタービル
５F　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事務局
080-4896-4677

◆まちのうたをみんなでつくろう
都筑のまちの歌をつくって歌うワーク
ショップ／７月25日（水）・27日（金）、８月３
日（金）・４日（土）10時～12時（予定）／シェ
アリーカフェ（中川一丁目4-1-107）ほか
区内施設／小学生～高校生35人

６月11日から ・ ・ を明記し
office.songvoice.life@gmail.com
かなりあ少年少女合唱団 ・ 306-

9004 www.canariachor.com
◆�第２回都筑区硬式テニス団体戦
７月14日（土）、８月12日（日） ※詳細は

にて／都田公園

◆�森森アウトドアクラブ
①７月28日（土） ②10月20日（土）～21
日（日） ③2019年１月12日（土） ④３月９
日（土） ①③④９時30分～15時30分 ②
13時30分～翌日11時30分／くろがね
青少年野外活動センター／小学１～４年
生40人 ／１万7000円（全回分）

６月15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/category/top/

くろがね青少年野外活動センター
973-2701 972-1093

募　集
■�ボランティア日本語教室の先生
経験者希望／毎週火曜19時～20時30
分／つづきMYプラザ

火曜夜の日本語クラス　畑
は た だ

田
JLCFTN@gmail.com

●

●

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。
マークの説明については8ページをご覧ください。


