
都筑区は転出入の多いまち。
子育てだけでも不安なのに、
知らないまちで生活するのって大変なことですよね。
そんなお引っ越ししてきた親子のための集まりです。
転入してからの期間は問いません。
お近くの会場にぜひどうぞ♪

妊娠中の人とその家族、就学前の子どもと
その保護者が気軽に立ち寄り、自由に過ご
せるひろばや、子育て情報サロンがあります。
※ポポラからのお知らせは11ページをご覧ください。

このまちでの子育てが楽しくなるように、私たちスタッフは子育
ての応援団でありたいです。ぜひポポラに遊びに来て下さい！
安心して子育てできるように、地域のつながりを大切に活動し
ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

都筑区子育て支援センター ポポラ　センター長 鳴海 由紀子さん
な る み ゆ  き  こ

ポポラで仲間たちと一緒に親子を見守っ
ているよ。ポポラのツイッターのつぶや
きも担当中！都筑区の親子が集まる場
所にもおでかけします♪
みんなの笑顔に会えるのがいつも楽しみ☆

10年前に上の子を連れてきたことがありました。
夫の海外転勤から戻ってきて下の子も生まれ、お友
達のママもお誘いして10年ぶりに来てみました。
おもちゃもキレイにしてあるし、子どもも私たちも
自由に過ごせるところがいいですね。

東山田地域ケアプラザ
「遊びのおもちゃランド」
かわわ☆わ～い
茅ケ崎南保育園
都田地区子育てサロン
都筑区子育て支援センター ポポラ

※開催日などの詳細は９ページをご覧ください。

親と子のつどいの広場　すくすくサロン
おやこの広場『ぷらっとカフェ』
親と子のつどいの広場　つづき
葛が谷地域ケアプラザ

「子育てサロンきらきら」
中川地域ケアプラザ

「親子でたのしむおはなしタンポポ」

ポポラはよく利用しています。初めてひろばに来たときはドキドキでしたが、通っ
ているうちに居心地がよくなりました。11時ごろ来て、ひろばの中でご飯を食
べて、下の子がお昼寝した日は15時半ごろまでいたりします。飲み物をこぼし
てしまったりしてハプニングがあったときも、スタッフさんのフォローがあるか
ら気が楽。とてもリフレッシュになります。

子どもが7か月になったので、他の子と
触れ合える場所を探していました。初め
は「外から見るだけでも…」と思って来て
みたところ、中にいたスタッフに声をかけ
てもらってひろばに入ることができまし
た。いろんな遊び場があると思うけど、
ポポラは常にスタッフがいるところが
安心。スタッフさんに子育てのちょっと
した相談ができるところも助かります。
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センター北駅

中川駅
北山田駅

東山田駅

仲町台駅

市営地下鉄
ブルーライン

市営地下鉄
グリーンライン

都筑
ふれあいの丘駅

川和町駅

会場MAP

都筑区子育て支援センター ポポラとは…

ポポラのひろばで
聞いてみました！
ポポラって

どんな場所ですか？

都筑区 ニューフェイス 検索
詳しくは
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９４８-2318  　  ９４８-2309
問合せ こども家庭支援担当

　４月１日に都筑区長に就任しました中野 創です。都筑区民の皆様、団体・企業の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
　私自身の都筑区との関わりは、24年ほど前に公園部門の係長として、すきっぷ広場や緑道、都筑中央公園の設計調整などに取り組
んだ思い出深い地となっています。
　昨年は、横浜市を会場とした第33回全国都市緑化よこはまフェアを契機として「都筑区花いっぱい運動」を拡充し、地域や団体・
企業の皆様とともに花と緑あふれる豊かな環境をいかしたまちづくりが進みました。
　区政においては、地域や団体・企業の皆様と広く連携、協力することや、その関係を深めていくことが、とても大切であると考えています。
　今まで築き上げてきた「協働」や「連携」という財産をいかし、区民の皆様に「ずっと住み続けたい」と感じていただけるふるさとづくり
を引き続き進めるよう、区役所一丸となって努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ポポゾウは12ひきかくれていたよ！あおいポポゾウもみつけられたかな？ポポゾウはポポラでみんなをまってるよ♪

都筑区長　中野 創

なかの はじめ

あつまれ～都筑の

◆ 区の人口・・・・・・210,634人（前月比429人減）
◆ 区の世帯数・・・81,749世帯（前月比108世帯増）
※2018年4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
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広報よこはま都筑区版

No.247
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

5月号

2018年
（平成30年）

土曜開庁日  5月12日・26日 、6月9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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これからペットを飼おうと思っている人へ  ～ かわいいだけじゃない！ペットは終生飼育が必要です～

ペットの防災対策

ペットを捨てることは犯罪です

飼い主のいない猫の不妊去勢手術(TNR)活動を知っていますか？

まさに猫算式？！知られざる猫の繁殖力
不妊去勢手術をしないと…

◆登録と予防注射はお済みですか？

◆散歩のマナー
自分の年齢

歳 歳 歳
＝ー+

歳

飼いたい動物の寿命 飼いたい動物の
今の年齢

動物の命を見送るころの
自分の年齢

　飼い主には、ペットが寿命を迎えるまできちんと飼い続ける責任があります。犬はおよそ15年、猫は20年以上生きるといわれ、晩年
は介護が必要になってくることもあります。10年後、20年後を考えたとき、世話をする時間や餌、病院代などは確保できるでしょうか？
まずは家族で話し合ってしっかり考えましょう。

ペットを飼っている人も飼っていない人も、快適に暮らせるまちを目指して、
動物とのふれあい方、適切な飼い方を、みんなで考えていきましょう。

　猫にとって、外は危険がいっぱいです。命にかかわる感染症やノミ、マダニ
をもらってきたり、交通事故に遭ってしまったり…。また、他人の敷地でフン尿
や爪とぎをして、被害者と飼い主の間でトラブルになるケースもあります。
　外で暮らす飼い主のいない猫の寿命は短く、４～５年程度といわれてい
る一方、そのような危険が少ない完全屋内飼育の猫は20年以上生きるこ
ともあります。
　大切なペットと安心して末永く暮らしていくためにも、完全屋内飼育をし
ていきましょう。

　狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主は、犬の登録（初回のみ）と狂犬病予防注射（毎年１回）を
行わなければいけません。届出は区役所もしくは市の委託を受けた動物病院などで行えます。

　区内には約１万頭以上の犬が登録されており、猫も同数かそれ以上飼われていると考えられますが、避難先の地域防災拠点には、ペット用の
備蓄はありません。また、ペット用の支援物資が届くようになっても、食べなれた餌が手に入るとは限りません。飲み水も不足するかもしれません。
大切なペットの命を守れるのは飼い主しかいないのです。普段のちょっとした工夫で備えができますので、ぜひ今日から始めましょう。

　動物愛護法により、ペットを捨てる（＝愛護動物を遺棄する）ことは禁止されています
（100万円以下の罰金）。ペットを飼えなくなったからといって、捨てたり置き去りにする
のは絶対にやめましょう。また、動物を捕まえて元いた場所から遠くに運んで放した場合
も、遺棄にあたるおそれがあるので、元いた場所に戻しましょう。

なるべく家で犬に
排泄させてから、
散歩しましょう。

フンは必ず持
ち帰って家で
始末しましょう

散歩中に排泄したら…

公園や河原も含め、公共の場所では、犬のリードを外してはいけません。
犬を自由に運動させたいときは、ドッグランを利用しましょう。

尿は後で臭わな
いよう水で十分
に流しましょう

首輪に鑑札、注射済票、
迷子札を付けましょう

　猫は繁殖力が強い生き物です。メスは生後半年ほどで
繁殖可能になり、１度に平均３～６頭の子猫を、年に３回以
上出産することもあります。
　単純計算すると、１頭のメスから１年で約20頭以上、2年
で約80頭以上に増える計算になります。

　飼い主のいない猫（いわゆるのら猫）については「物置で
子猫が生まれてしまった」「庭にフン尿をされる」などのご相
談が毎年数多く寄せられます。
　市では、こういった問題の対策として、飼い主のいない猫
の不妊去勢手術を推進する目的で、手術費用の一部を補
助しています。今いる飼い主のいない猫がこれ以上増えな
いようにし、一代限りの生を全うさせ、自然に数を減少させ
ることを目指しています。

キャットタワー、もしくは階段状に棚などを並べて設置
　猫が上下運動できる足場と、高いところで落ち着ける場所
　を作りましょう。
猫トイレは多めに設置
　猫は、自分のトイレが汚れていると別の場所に排泄してしまう
　ことがあります。小まめにフンを片付けられない場合は、
　複数設置しましょう。
早めに不妊去勢手術をする
　オスメス一緒に飼う時や、万が一外に出てしまった時に意図
　せず子猫が生まれるのを防げるほか、発情期特有の行動
　やストレスも抑えられます。
首輪や迷子札、マイクロチップを装着する
　飼い猫が迷子になった場合、首輪や迷子札、マイクロチップ
　を装着していれば保護された際に、再会できることにつな
　がります。

※横浜市ではマイクロチップ装着費用の一部を補助しています。

横浜市 マイクロチップ 検索

横浜市 猫の不妊去勢手術 検索

耳カットは、
不妊去勢手術実施済の証です。

猫を捕まえて

不妊去勢手術して

元居た場所に戻す
と言います

バッグの中身

固有番号が入って
おり、犬が保護され
たとき、所有者がす
ぐに分かります。

良い例 悪い例

猫は屋内で飼いましょう

犬の飼い方はマナーが大事！

屋内飼育の ポイ ント

詳しくは

水
フン袋

環境衛生係で
無料配布しています。

いつもの餌と水、トイレ用品
などは多めに買い置き

最低5日分（できれば7日分以上）
※療法食や薬、手に入りにくい餌は1か月分以上

ペットシーツは、いざと
いう時、人のトイレ用
にも使えます。

餌は古い物を使い切ったら新しい物を一つ買い
足しストックしましょう（ローリングストック）

1

ペット
シーツペット

シーツ
ペット
シーツ

水 水
ドッグ
フード

おくすり

キャット
フード

これも必要です！

首輪や鑑札（犬）、迷子札をつけ、
マイクロチップを装着する

屋内でも排泄できるように
トレーニングしておく

ペットを預けられる場所を探しておく

ワクチン接種やノミ、ダニ駆除をしておく

人に慣らしておく

災害時のペット対策 検索詳しくは

3ケージに慣らしましょう

　自宅が被災して住めなくなり、地域防災拠
点に避難した場合、ペットは人とは分けた場所
を決め、ケージに入れたまま飼育することが
想定されます。　
　病院に行くときだけケージを使っていると、
ケージに入っているだけでストレスになってし
まいます。普段からケージを置き、中に入った
ら褒めたりおやつをあげるなどして、ケージ
は安心できる場所だと教えてあげましょう。

2

との暮らし知る！

特 集

リード（引き綱）は、犬
が突然走り出しても抑
えられるよう、短めに
持ちましょう。

鑑札 注射済票

９４８-２３５８ 　   ９４８-２３５４
環境衛生係問合せ

水

フン袋

見る！
考える！

犬のフン尿放置は
ダメ、絶対！！
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などは多めに買い置き

最低5日分（できれば7日分以上）
※療法食や薬、手に入りにくい餌は1か月分以上

ペットシーツは、いざと
いう時、人のトイレ用
にも使えます。

餌は古い物を使い切ったら新しい物を一つ買い
足しストックしましょう（ローリングストック）

1

ペット
シーツペット

シーツ
ペット
シーツ

水 水
ドッグ
フード

おくすり

キャット
フード

これも必要です！

首輪や鑑札（犬）、迷子札をつけ、
マイクロチップを装着する

屋内でも排泄できるように
トレーニングしておく

ペットを預けられる場所を探しておく

ワクチン接種やノミ、ダニ駆除をしておく

人に慣らしておく

災害時のペット対策 検索詳しくは

3ケージに慣らしましょう

　自宅が被災して住めなくなり、地域防災拠
点に避難した場合、ペットは人とは分けた場所
を決め、ケージに入れたまま飼育することが
想定されます。　
　病院に行くときだけケージを使っていると、
ケージに入っているだけでストレスになってし
まいます。普段からケージを置き、中に入った
ら褒めたりおやつをあげるなどして、ケージ
は安心できる場所だと教えてあげましょう。

2

との暮らし知る！

特 集

リード（引き綱）は、犬
が突然走り出しても抑
えられるよう、短めに
持ちましょう。

鑑札 注射済票

９４８-２３５８ 　   ９４８-２３５４
環境衛生係問合せ

水

フン袋

見る！
考える！

犬のフン尿放置は
ダメ、絶対！！
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お知らせ
都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 ５月21日（月）

■�学校図書館ボランティア講座「絵本の読
み聞かせをやってみよう（初心者向け）」
５月29日（火）10時～12時
区総合庁舎５階第一会議室
市内の学校図書館でボランティア活

動をしている人、これから始める人30人
※活動場所が決まっている人優先
5月11日から か

区民活動センターから
休館日 ５月３日（祝）・４日（祝）・

５日（祝）・21日（月）
 948-2237　  943-1349

■開館時間延長（モデル事業）を行います
現在の利用者の利便性を高めるため、また
現在の開館時間で利用できない区民の皆
さんにも利用していただくため、試行的に
下記の日程にて開館時間を延長します。

５～９月中の毎週火・木曜17時～21時
まで ※祝日は休館　

若年性認知症
よこはま北部のつどい

64歳以下で発症した認知症を「若年性認
知症」と言います。本人や介護をしている
家族が日々の思いや介護について話をし
て交流をする場です。

5月25日（金）11時～15時
中山地域ケアプラザ（緑区中山町413-4）
認知症の人と家族の会神奈川県支部

へ ・ （044-522-6801） ※月・水・金
曜10時～16時

高齢支援担当　
948-2305　 948-2490

市民公開講座「暮らしと健康」
認知症についてわかりやすく解説します。
講師：メンタルケアセンター　富

とみおか

岡 大
ひろい

（医
師）、佐

さ と う

藤 啓
けい

（看護師）
６月２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
120人程度  ※5月24日までに連絡

がなければ全員聴講可
5月24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

募集
介護相談員を募集します

（若干名）
介護相談員は、介護サービス提供施設に
訪問し、利用者や家族から介護サービス
の疑問や不満などを聴き、問題の改善や
介護サービスの質の向上を図ります。
活動費用は1施設1回あたり3000円です

（交通費など含む）。
５月25日までに
高齢障害介護事務係　
948-2314　 948-2490

◆ジャガイモ収穫体験
６月23日（土）10時30分～12時 ※雨天時は翌日順延
市内在住の家族・グループ（個人可、4人程度まで）15組
１組1000円（収穫体験・お土産（ジャガイモ３kg）・保険代含む）

◆サツマイモ作り教室(全３回)
 ※全て10時～12時　（作物・天候状況による日時変更あり）
第1回 ６月９日(土)「苗植え付け」
第2回 ７月７日(土)「土寄せと草取り」
第3回 10月20日(土)「収穫」

市内在住の家族・グループ（個人可、4人程度まで）15組  
※１回目参加できる人

１組2500円（収穫体験・サツマイモ（８株）のお土産付き・保険代含む）

にいはる里山交流センター集合（ＪＲ横浜線十日市場駅徒歩約15分）
いずれも５月15日から新治恵みの里 （http://www.niiharu.link）

原則20歳以上の人、責任を持って調査の事務ができる人、税務・警察・選挙
活動などに直接関係のない人、秘密を守れる人
報酬：約50世帯で６万６千円程度（予定）

５月31日までに統計選挙係（区役所５階52番窓口）にある応募用紙（ホーム
ページにもあり）に を記入し、統計選挙係に持参してください。 
※郵送不可 ※採否の結果は、後日郵送でお知らせします。

登録申込票に を明記し か郵送 
※登録申込票は からもダウンロードできます。

区内在住か在勤の保健師・助産師・看護師・准看護師の有資格者で大震災
などの災害が発生した時に、区内の仮設救護所などで活動できる人 
※病院勤務などで災害時に職場参集することになっている人は原則除く。

　住宅・土地統計調査は、住宅とそこに居住する世帯の状況、世帯の保有する
土地などの実態を知り、現状と推移を明らかにする調査です。

　災害時の医療救護活動を支援していただける看護職を募集しています｡

 ５月26日（土）10時～15時　  区総合庁舎１階区民ホール

資源化推進担当　 948-2241　 948-2239

明日につなげる３Ｒ夢なつづき

5月25日　 ～29日    はつづき３Ｒ夢週間

新治恵みの里

平成30年
住宅・土地統計調査 調査員募集

● 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

５月16日（水）～18日（金） 絵手紙、ちぎり絵の展示を体験 予算調整係 948-2213 948-2208
５月17日（木）～24日（木） 平成30年度都筑区主要事業等パネル展 広報相談係 948-2222 948-2228
５月23日（水）～25日（金） さつきの盆栽展示・地産地消パネル展 北部農政事務所農業振興担当 948-2483 948-2488
５月25日（金）～29日（火） ３Ｒ夢週間パネル展 資源化推進担当 948-2241 948-2239
５月29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
５月30日（水）～６月５日（火） 禁煙パネル展【5月31日（木）10時30分～13時30分：ミニイベント】 健康づくり係 948-2350 948-2354
６月７日（木）～13日（水） 外遊びする子ども写真展

予算調整係 948-2213 948-2208
６月８日（金）～11日（月） 書道作品展

◆３Ｒ夢を体験しよう

楽しみながら、ごみの分け方を学ぼう。

金 火

分別ゲーム

ス リ ム
ス リ ム

リユース家具大抽選会

リユース図書募集

13時～（受付：10時～12時）
当選した人は、当日お持ち帰りください。

ご家庭で不要になった子ども向け図書を
お持ち込みください。リユース図書は、小
学校などの図書室に配られます。

北部農政事務所農業振興担当　 948-2480　 948-2488統計選挙係　 948-2215・2216　 948-2209

事業企画担当　 948-2344　 948-2354

８月下旬～10月下旬
区内の指定された調査区域の各世帯を訪問し、名簿の作成や
調査票の配布・回収など

　大震災発生時に、あらかじめ登録された医師、薬剤
師、市職員とともに、横浜市防災計画に基づく「医療救
護隊」として活動する看護職のことです。主に負傷者
の対応やトリアージなどの医療救護活動を行います。

期間
仕事内容

Ｙナース
 ってなに？

Ｙナース（横浜市災害支援ナース）募集

都筑区 Yナース 検索

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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●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。

COPD（慢性閉塞性肺疾患）を知っていますか？

※COPDとは気道が狭くなってしまう病気で、日常のちょっ
とした動作でも息切れをしてしまい、悪化すると酸素吸入が
必要になります。たばこをやめることで発症・進行を遅らせ
ることができます。

原因の９割はたばこです

5月31日は世界禁煙デー

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

禁煙を1人で続けるとつらくなってしまうこともあります。さまざまなサ
ポートを活用するのが禁煙成功への近道です。禁煙相談ではあなたに
合った禁煙方法を一緒に考えます。

薬局での禁煙相談（禁煙支援薬局）、医療機関での禁煙治療その他の相談先

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

6月20日（水）午前→5月18日（金）～6月7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

5月17日・24日・31日、6月7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週間後以降
※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

5月25日（金）午後、6月4日（月）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

5月25日（金）午後、6月4日（月）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

6月20日（水）→5月18日（金）～6月7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・

あなたの禁煙を応援します

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

5月11日（金）午前、6月8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。

■絵本を読んであげますよ〜
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊の皆さんによる
絵本の読み聞かせ。

５月19日（土）10時30分～12時／
■新学期　読んでみようこんな本
市立図書館がおすすめする子どもの
本の展示。

4月20日（金）～5月20日（日）／

■くまさんのおはなし会（６月）
６月14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  
5月31日から か

■５月の定例おはなし会
５月16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

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

①６月29日（金）　②７月12日（木）10
時30分～11時30分 ※２日間で１コース

①葛が谷地域ケアプラザ　②区役
所１階福祉保健センター多目的室

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

５月29日10時から葛が谷地域ケア
プラザへ （943-5951）

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

おやこで楽しむ
おいしいおはなしの会

食べることが楽しくなるような、絵本
の読み聞かせです。おはなしに出てき
たものを使った料理を食べてみよう。

６月27日（水）15時～15時45分
（14時25分受付開始）

区役所1階福祉保健センター　
保健相談室

区内在住・在園の３歳～未就学児と
親20組  ※アレルギーのある人は
申込時にご相談ください。 

手ふきタオル　 ５月11日から か
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

おひさま♥まつり
保育園の園庭で遊びましょう！／

いずれも10時30分 ～11時30分 
※雨天中止
５月18日（金）：みどり保育園・23日（水）：茅
ケ崎南保育園・25日（金）：中川西保育園

こども家庭支援担当　
948-2472　 948-2309

育児講座
「ぱぴプレ音楽工房の人形劇」

５月30日（水）10時～11時
みどり保育園　 30組  
５月21日からみどり保育園へ
（941-2800） ※10時～16時
こども家庭支援担当　
948-2472　 948-2309

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

5月22日（火）午前・25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 ５月２２日、６月５日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 ５月１７日・３１日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 ５月２４日、６月７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、更年期および避妊・不妊など

両親教室
予約不要

2018年１０月頃出産予定の人
　→６月８日・15日・22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

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

５月15日（火） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

５月23日（水） 乳幼児▶９時30分～１０時30分
妊産婦▶９時10分

【対象】０歳～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

会 場 日 時
　親と⼦のつどいの広場 すくすくサロン
　佐江⼾町1829番地  516-9117

6月7日(木)
10時～12時

　おやこの広場『ぷらっとカフェ』
　仲町台一丁目20-11  944-3554

6月15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

6月11日(月)
10時30分～12時

　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

6月15日(金)
10時～11時30分

　中川地域ケアプラザ「親⼦でたのしむおはなしタンポポ」　　
　中川一丁目1-1  500-9321

5月15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 ※200円必要

6月1日(金)
10時～12時

　かわわ☆わ〜い　川和小学校コミュニティハウス内　
　川和町1463  090-4007-3327(木村)

6月14日(木)
10時30分～12時

　茅ケ崎南保育園 　茅ケ崎南五丁目11-3  943-1285 7月3日(火)10時～11時

　都⽥地区⼦育てサロン 　JA横浜きた総合センター　
　東方町1401  943-5951（葛が谷地域ケアプラザ）

5月17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　 912-5135

5月16日(水)～18日(金)
10時30分～11時30分

※ 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。
こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309

あつまれ～都筑のニューフェイス！2018春
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 ５月21日（月）

禁煙NOTE 検索
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 5月29日（火）

行事は５月11日から か
は全て市内在住・在勤者

■�花育講座「観葉植物のカラフル玉作り」
植物を植えたコケ玉に好きな色の糸をぐ
るぐる巻いてみよう／5月19日（土）13時
30分 ～15時 ／ 小学1～6年生12人  
※保護者同伴可／800円 ●
■�はじめてのこども将棋教室�春コース
（全5回）

駒の動かし方から対局まで／5月26日、6
月9日・23日、7月14日・28日の土曜13時
30分～15時／小学1～6年生18人 ／
200円（全回分） ●
■�ビーズのアクセサリづくり（ネックレス）
6月1日（金）10時 ～13時 ／10人 ／
1850円（材料、保険料） ●
■�親子であそぼ!（全4回）
6月3日、7月1日、9月2日、10月21日の
日曜10時～11時15分 ／2歳～未就学
児と保護者14組（28人） ／500円（全
回分） ●
■�おもちゃ病院
6月9日（土）10時～14時／幼児～小学
生と保護者、おもちゃ36点  ※大人の
みの参加は不可、部品交換は実費 
●

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 5月14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
■�わくわくワークショップ
　〜楽しい!でつながろう〜
地域の皆様による、体験型の楽しい子ど
もまつり／5月20日（日）9時～12時30
分／50円～／
■�パンの基本と応用（2）「菓子パン」
6月20日（水）9時30分～13時／
12人 ／1500円 ●
■�手作りソーセージ教室
6月28日（木）9時30分～13時／
20人 ／1000円 ●
■�初心者向け卓球教室�第2回（全8回）
ラケットの持ち方やフォームなど基本か
ら学ぶ ／6月15日～8月3日の金曜13
時～15時／14人 ／4800円（全回分） 
●
■�気功太極拳教室（全6回）
6月12日～7月17日の火曜13時30分～
15時／25人 ／2000円（全回分）

5月13日から か
■�楽しいパン作り
七夕をイメージしたパン。持ち帰りあり／
6月24日（日）9時30分 ～12時30分 ／
小学3年～6年生16人 ／800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 5月14日（月）

行事は５月11日から か10時から
■�メイクの基本（全2回）
6月29日、7月6日の金曜10時 ～11時
30分／16人 ／1000円（全回分） 
●

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 5月17日（木）、6月7日（木）

要問合せ
■�ノルディックウォーキング体験教室
5月12日（土）10時～11時30分（毎月第
2土曜開催） ※雨天中止／15人 ／運
営協力費500円（保険料含む） ※別途、
レンタルポール代500円

前日までに か
■�犬のしつけ教室
5月12日（土）10時 ～ ※雨天中止 ／
太鼓橋竹林前 ／ 犬を連れてご参加くだ
さい／
■�親子のおはなし会
5月15日（火）10時30分～／10組程度／
■�手打ちそばを食べませんか
5月25日（金）11時30分～ ※雨天中止／
40食 ／運営協力費1人前500円／
■�創作「語りびと」
語りと朗読 「みちゆきさん」／5月26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  ※いずれも小雨決行・荒天中止
■�「ローザ・つづきく」バラまつり2018
都筑中央公園円形広場で春の祭典を開
催。コンサート、餅つき体験、竹細工体
験と竹製品・竹炭の販売など／5月13日

（日）10時 ～15時（コンサート：12時30
分～15時）／
��■第15回タケトンボマイスター
作ったタケトンボを飛ばして、滞空時間を
競います／5月13日（日）10時～12時／
円形広場集合／500円／
��■里山の田植え体験
5月26日（土）13時～16時／ばじょうじ
谷⼾休憩所集合／50人  ●
��■大池の生き物観察会
5月27日（日）9時～12時／レストハウス
集合／300円 ●
��■里山の炭火でクッキング
6月17日（日）10時 ～15時 ／ ばじょうじ
谷⼾休憩所集合／40人 ／500円 ●
■炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
6月9日（土）9時 ～16時：炭材作りと窯
詰め・16日（土）8時～17時：炭焼き・23
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） ●

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

5月21日（月）休館日

行事は開催日の1か月前の10時か
ら か
■親子の広場�「かもっこくらぶ」
①６月４日（月）10時30分 ～11時30分：
小麦粘土であそぼう、パン焼き ●
②６月７日（木）10時30分～11時：
おはなし会はなたば／
③６月12日（火）10時30分～11時30分：
保育相談／
④６月26日（火）10時30分～11時30分：
おさるんリトミック ●
⑤７月２日（月）10時30分 ～11時30分：
水遊び、流しそうめん ●
⑥７月９日（月）10時30分～11時30分：
おやこリズム ●
いずれも未就学児と親15組 ／①④⑤
⑥200円、②③無料

■�職人に習う手作りパン前期
7月2日・30日、8月6日の月曜10時～12
時30分／各20人 ／各1300円 ●
■�地区セン食堂
薬膳料理／6月27日（水）12時15分～／
10人 ／600円 ●
■�レジンアクセサリー作り
6月25日（月）10時～11時30分／
16人 ／1200円 ●
■�仲町台カフェ
5月16日、6月20日の水曜 ／ 各15人程
度 ／150円（コーヒー・おかし代）／
■�夏のスワッグで花あしらい
生花からドライへ／6月28日（木）10時～
11時30分／16人 ／1800円 ●
■�パソコンカフェ
パソコン相談、情報交換／5月29日、7月
24日、9月25日の火曜13時 ～14時30
分／各20人程度
■�おはなしかい
5月17日：はじめのいっぽ・31日：とんこ
とり、いずれも木曜11時～11時30分／
未就園児と保護者各25組程度

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 5月14日（月）

行事は開催日の1か月前から か
／ 要問合せ

■�お花のインテリア�「ハーバリウム」
お花をガラスに入れ専用のオイルに浸し
たインテリア雑貨を作ります／6月20日

（水）10時 ～11時30分 ／16人  ※子
ども同伴不可／2500円 ●
■�ロビーコンサート
しの笛とピアノ／6月2日（土）13時30分～
14時30分／
■�お父さんとチャレンジ・クッキング
6月24日（日）9時30分～13時／小学生
と父親 9組（18人） ／１組1300円 
※兄弟参加の場合650円追加 ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 5月14日（月）、28日（月）

行事は5月11日から か ／
要問合せ

■�花あそび・粕
か す や

谷�尚
なおひろ

弘いけばな展
　�「悠久と華の間」PARTⅡ
6月1日（金）～3日（日）10時～16時／
■�お茶室カフェ
6月2日（土）～3日（日）10時 ～16時 ／
300円～／
■�手打ちそば講習会
6月16日（土）9時30分～13時／高校生
以上28人 ／1000円 ●
■�はぎれ草履講習会
はぎれで草履を編みます／6月17日（日）
9時～12時／12人 ／800円 ●
■�楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎 ／6月27日（水）13時 ～15
時／女性15人 ／1500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」／
5月21日（月）11時～11時30分／
■�体験!南京玉すだれ
5月19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／

つづきMYプラザ
(都筑多文化・青少年交流プラザ)

 914-7171　  914-7172
〒224-0003　中川中央一丁目25-1

 my-plaza@tsuzuki-koryu.org

5月21日（月）休館日

■�思春期セミナー
思春期の子育てがテーマのお話。希望
者への個別相談も／6月25日（月）10時
30分～12時30分／思春期の子を持つ
保護者40人

5月11日から か か とお子
さんの ・個別相談の有無・参加理由を
明記し

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

■�川和小コミュニティフェスタ
活動団体や地域の人の作品展示や和太
鼓演奏、子ども体験コーナーなど／6月
9日（土）～10日（日）10時～15時／
■�囲碁の時間（1期）（全8回）
5月10日～8月23日の第２・４木曜13時～
17時 ※15時 ～16時30分に講師の指
導あり／8人 ／

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

■�ギターの伴奏でみんなで歌おう
6月24日（日）14時～15時20分／
20人 ／200円（お茶代）

5月25日から か
■パソコン相談会
初心者向け ／5月～10月の毎月第２土
曜10時 ～11時30分 ※８月は休み ／
各4人 ／ ノートパソコン

前日までに か

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

■�たまりばフェスタ
ゲーム、模擬店、パラリンピック競技体験
など／5月20日（日）10時～14時／
■ポールウォーキング体験（全2回）
6月23日・30日の土曜 9時30分～11時
30分／20人 ／500円（全回分）、別途
ポールレンタル代500円

5月11日から か

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

■�音楽を楽しもう!（全4回）
ピアノ、琴、津軽三味線の演奏を聴いた
後、トーンチャイムを学び演奏／①6月
10日（日）・②17日（日）、③7月1日（日）・
④7日（土）のいずれも10時～11時30分、
①②③は講座 ④はサロンコンサート／
20人 ／2000円（全回分）

5月10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
手打ちうどん作り／6月10日（日）10時～
12時／300円

5月11日から か
■「みんなで歌おう♪」
童謡からポップスまで、懐かしい歌を伴奏
と／5月25日、6月22日の金曜10時 ～
11時30分／各100円

前日までに か

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5月11日～6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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東山田地域ケアプラザ

 592-5975　  592-5913
〒224-0024　東山田町270

■けあぷらデー
5月15日（火）10時 ～16時 ／ すみれが
丘会館（すみれが丘37）／
■ほっと茶屋
5月22日（火）13時～14時30分（毎月第
4火曜開催）／介護者または介護を終え
た人15人 ／100円

事前に か

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 5月28日（月）

■夏の定期スポーツ教室（7月〜9月）
5月19日必着で各教室とも か ・
を明記し、 か 。いずれも 。時間

表記のない教室は全て60分。年齢表記
のない教室は全て15歳以上（中学生不
可）＊印は託児あり（事前申込制、有料）。
詳細は か にて。

大人向け教室
【火曜 7月3日〜9月18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シェイプアップ／11時～ ④コアト
レ／11時～11時50分 ⑤ベリーダンス／
12時15分～ ⑥らくらくトレーニング＆ス
トレッチ／13時30分～／50歳以上 ⑦姿
勢デザイン教室／13時30分～ ⑧ピラ
ティス＆リラックス／14時40分～

【水曜 7月4日〜9月26日】
⑨＊ビューティーアップ／10時35分～ 
⑩おとなからはじめるバレエ／11時10
分～／女性 ⑪リフレッシュコンディショ
ニング／11時50分～12時40分 ⑫はじ
めてのフラメンコ／12時 ～12時50分 
⑬いきいき健康体操／13時5分～／50
歳以上

【木曜 7月5日〜9月27日】
⑭木曜卓球モーニング／9時～10時45分 
⑮木曜ピラティス／9時30分～ ⑯ヨガ／
10時50分～ ⑰わたしのピラティス／11
時10分 ～ ⑱パワーヨガ50／12時 ～12
時50分 ⑲太極拳／13時25分～14時45
分 ⑳歌謡曲でスマイルフィットネス／
13時40分～14時30分

【金曜 7月6日〜9月28日】
㉑バドミントンモーニング ／9時～10時
45分 ㉒モーニングヨガ／9時～ ㉓＊カ
ラダリメイクピラティス／11時30分 ～ 
㉔頭と体のトータルレッスン／12時40
分～／50歳以上 ㉕腰痛予防トレーニン
グ＆ストレッチ／13時50分～ ㉖フラダン
ス／13時～ ㉗骨盤底筋エクササイズ／
13時30分～14時20分／女性 ㉘美☆バ
ランス／14時15分～／女性 ㉙美尻・美
脚エクササイズ／14時30分～／女性 ㉚
バドミントンナイト／19時～20時45分

当日申込親子教室一覧
※子ども1人につき保護者1人の参加
○親子ピラティス ／ 月曜11時10分 ～
12時／首のすわった赤ちゃん～1歳
○1歳児親子体操／木曜9時45分～10
時45分／1～2歳
○2歳児親子体操／木曜11時～12時／
2～3歳
○3歳児親子体操／火曜9時45分～10
時45分／2歳後半～4歳
○3歳児幼稚園準備／木曜12時15分～
13時15分／2歳後半～4歳

横浜市歴史博物館

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

   https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

■�ラストサタデープログラム
５月26日（土）／
・「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／
■�民俗学講演会「神奈川県の富士信仰」
講師：堀

ほりうち

内 眞
まこと

（山梨県立富士山世界遺産
センター）／５月20日（日）14時30分～
16時（14時開場）／150人 ／

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 5月28日（月）

■�ナイトリラックスヨガ
お仕事帰りや1日の終わりに、疲れた頭と
体を休ませます／5月8日・15日・22日の
火曜19時～20時15分／15人 ／１回
820円／

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
５月13日・27日、6月10日の日曜12時～
12時40分／
■�あざみ野マルシェ
障がいのある人が育てた新鮮野菜や、
手作り菓子などの販売／5月19日（土）
10時～15時／
■�フェローアートギャラリー　
　浅

あ さ い

井�治
は る え

江展
自然豊かな東京都青梅市「工房YUAI」
で創作活動を続けている浅井治江の糸
と布による刺繍作品の紹介／4月28日

（土）～7月12日（木）９時～21時／

親子・子ども向け教室
【火曜 7月3日〜9月18日】
①ベビーマッサージ　ママヨガ＆ママ
フィットネス／9時30分 ～10時40分 ／
生後2か月以上～6か月のお子様と保護者 
②はじめての親子体操／11時10分～／
1歳6か月以上 ～2歳未満のお子様と保
護者 ③リトルチアダンス／16時～16時
50分／3歳以上～未就学児 ④苦手種目
にチャレンジ／17時～／小学1～4年生 
⑤かけっこ教室／18時15分～19時／
小学1～4年生 ⑥ジュニアユースバドミン
トン／19時10分～20時40分／中学生

【水曜 7月4日〜9月26日】
⑦＊わくわく親子体操／9時15分～／2～
3歳のお子様と保護者 ⑧幼児体操１／
14時30分～／年少 ⑨幼児体操２／15
時45分～／ 年中・年長 ⑩ジュニアバド
ミントン／17時～18時15分／小学生

【木曜 7月5日〜9月27日】
⑪ベビー体操はいはい／11時10分～／
5か月以上～1歳未満のお子様と保護者 
⑫ベビー体操よちよち／12時20分～／
1歳以上 ～1歳6か月未満のお子様と保
護者

【金曜 7月6日〜9月28日】
⑬うきうき親子体操／9時15分～／2～
3歳のお子様と保護者 ⑭横浜 FCサッ
カースクールS／15時30分 ～／ 年少・
年中 ⑮横浜FCサッカースクールM／
16時40分 ～／ 年長・小学1年生 ⑯横浜
FCサッカースクールL／17時50分～／
小学2～4年生 ⑰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 ⑱こどもバレエ♪マーメ
イド／16時30分 ～／ 年長・小学1年生 
⑲こどもバレエ♪シンデレラ／17時35
分～／小学2～5年生

【土曜 7月7日〜9月29日】
⑳Jr.ヒップホップ ／9時 ～9時50分 ／
小学生

大熊スポーツ会館

・  941-9880
〒224-0042　大熊町310

休館日 5月7日（月）、6月4日（月）

■�初心者卓球教室（全６回）
6月6日～7月11日の水曜9時30分～11
時30分／20人 ／3500円（全回分）

5月26日までに大熊スポーツ会館ま
たは都筑区卓球協会に か

大熊スポーツ会館または都筑区卓球
協会 ・ （593-9904）

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/

■�親子の当日申込プログラム
首のすわった赤ちゃんから３歳児まで。
親子で参加可能な当日申込プログラム
を開催中 ／1回８３０円 ※開催日などの
詳細は か ／

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

※入園料はすべて別途
■�大人のための謎探アドベンチャー！？

「動物たちの楽園」に隠された謎を限られ
た時間で解き明かし、パームの実を手に入
れて、未来の地球を救おう／５月19日（土）・
20日（日） ※荒天時は翌週に順延／
■�大うんち展
動物の食性や消化のしくみが学べる企画
展／３月７日（水）～６月４日（月）／
■�どうぶつ教室
　「モウコノロバ糞ペーパーを作ろう！」
モウコノロバのうんちを使って再生紙を
作ります／５月13日（日）・20日（日）・27日

（日）いずれも13時～／

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
■「出前」就職支援セミナー
仕事探しのプロ「マザーズハローワーク
横浜」の職員が再就職のことを分かりや
すくお話します／6月13日（水）10時30
分～12時／未就学児と保護者12組  
●
■�パパといっしょに公園であそぼう!
6月2日（土）10時30分～12時 ※雨天時:

「お部屋でパパと遊ぼう!」10時30分～
11時30分／ききょう公園（中川5-10）／
■��なるほどトーク
相談員のミニ講座&フリートーク／6月
2日（土）14時15分～15時30分／1歳6
か月～3歳児と保護者6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／6月2日

（土）・9日（土）・23日（土）①10時 ～ ②
11時～ ③13時～ ④14時～ ⑤15時～

（各回50分、2日は①②の時間のみ）／
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
6月6日（水）・23日（土）いずれも10時30～
11時30分／入会希望の人各10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
5月19日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組  ●

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

５月11日・25日、６月８日
の金曜10時～10時40分

東山⽥地域ケアプラザ

 910-5656　  910-5674
http://artazamino.jp/
info@artazamino.jp 

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/

男女共同参画センター横浜北

※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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区内で採れた新鮮でおいしい野菜・果実・卵などの「都筑野菜」は、さまざまな商品・
メニューに使用されています。
都筑野菜を食べてみませんか？

都筑野菜
都筑区は、農家戸数が市内18区のなかで、第１位（479戸)、農地面積は第２位(222ha)で、
市内でも有数の農業の盛んな区です。
年間を通じて、さまざまな野菜を生産していますが、小松菜やほうれん草などの葉物野菜が代表的で、
特に小松菜は都筑区の特産品です。　※出典：2015農林業センサス

※区役所では、都筑野菜を使用した商品やメニューの
　情報を引き続き募集しています。

都筑野菜そのものの新鮮さや
美味しさを直接味わってみたい
方はこちら！

元気で健康なからだを保つために、1日にとりたい野菜の量は350ｇ（成人の場合）

お手軽サイズのリーフレットでは、都筑
野菜を使用している商品・メニューが、
30品目掲載されています。
区役所１階総合案内や企画調整係の
窓口などで配布しています。

企画調整係　　948-2226 　  948-2399　

都筑野菜メニュー・商品紹介リーフレット 都筑野菜直売所マップ

ここまでが都筑区版です。

催　し
◆�アフリカへ毛布を送る運動への
　ご協力のお願い
昨年は毛布32枚、送料３万６千円のご寄
付をいただきました／５月27日（日）10
時～13時／かけはし都筑／アクリル毛
布（洗濯済みの中古可） ※綿毛布、子ど
も用、夏がけなどは不可／毛布１枚につ
き送料1000円／

明るい社会づくり運動　高
た か み さ わ

見澤　
・ 591-1714
◆ボーイスカウト横浜第132団
　チャリティーバザー　
　132団フェスティバル
アウトドア体験、ポイントラリーなど／
５月13日（日）10時30分～15時30分 
※雨天時は20日（日）に順延 ／ 市営地下
鉄センター北駅前芝生広場／ポイントラ
リーは小学生以下のみ参加可（無料）／

松
ま つ だ

⽥　 090-9680-7189
◆Ｔ

た む

ＡＭまつり
子どもも大人も思いっきりはじける遊び
のお祭りです／５月13日（日）10時～14
時30分／都筑中央公園／２歳以上の子
と親／１人300円

５月12日までに を明記し
ＴＡＭおやこのひろば　谷

たにざき

崎 
tam.oyako@gmail.com　 941-0203

◆�新緑の緑道めぐりとアジサイ観賞　
　ガイドと共につづきを歩こう　No.42
初夏の緑道を散策してみませんか。アジ
サイも見ごろです／６月17日（日）９時30
分までに市営地下鉄センター南駅前集合

（解散） ※雨天決行／約７km（約３時間）
歩ける人100人 ／300円

６月10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

か か
都筑をガイドする会　大

おおはし

橋
090-9088-0286 http://tzkgd.com/
224-0029　南山⽥二丁目24-6-717

「都筑をガイドする会」No.42広報係
tsuzuki-guide@hotmail.co.jp

◆�GO！GO！はんGO！
　〜飯ごうに挑戦〜
６月30日（土）10時～14時／くろがね青
少年野外活動センター／小学生・幼児と
その家族12組 ／３歳以上600円、２歳
以下100円

５月16日から30日までに ・生年
月日を明記し か

◆七宝焼を作ってみませんか
毎月１回（原則第１月曜）／ 仲町台地区セ
ンター／１回1000円（材料費別途数百円）

事前に か を明記し
仲町七宝クラブ　藤

ふ じ た

⽥ 
keiko.f@oasis.email.ne.jp　

・ 942-1947
◆�第32回定期演奏会
チャイコフスキー：交響曲第５番など、指揮：
松
まつおか

岡 究
はかる

／５月27日（日）14時開演／都筑
公会堂／600人 ／前売券500円／

都筑オーケストラ　加
か と う

藤　
941-4453

◆�H
ヒ ス ト リ ー

istory�o
オブ

f�t
ザ

he�w
ワ ー ル ド

orld
世界の歴史をやさしい英語で読もう／
５月９日・16日（毎月２回水曜）／ つづき
の丘小学校コミュニティハウス／１か月
2000円／

History of the world　森
もり

 友
と も こ

子　
070-2821-6240　
tomocom.cathy@gmail.com

◆�2017都筑mottoいきいき元気
　プロジェクト活動報告会・交流会
2017年度に実施した地域活動グループ
による報告会と交流会 ／５月20日（日）
13時15分～／ショッピングタウンあい
たい５階コミュニティルーム／
（株）横浜都市みらい内事務局　
943-2470

くろがね青少年野外活動センター
973-2701 972-1093
225-0025　青葉区鉄町1380
http://www.yspc.or.jp/kurogane_

yc_ysa/category/top/
◆�横浜ゾリステンとジュニアたちの協演
音楽家集団「横浜ゾリステン」と10代の
ジュニア演奏家のコラボ演奏会／６月10
日（日）14時～／都筑公会堂／1組（2人）
招待 ／1800円（前売券1500円）／

横浜ゾリステン　住
す み た

⽥　
541-6763　
yokozori@gmail.com

募　集
■�女声コーラスメンバー
教科書から消えた名曲をコーラスで楽し
みませんか／ 毎月３回（水曜）／ 川和小
学校コミュニティハウス／月3000円

事前に
女性合唱プリムローズ　澤

さ わ い

井　
080-1378-4116

　都筑区では、地産地消を進めるため、毎月第２・４
土曜に区総合庁舎で都筑野菜朝市を開催していま
す。ご自身で栽培した野菜の直売に興味がある農
家の人は、お問い合わせください。区内商業施設
での出張開催もあります。

都筑野菜朝市への
出店農家を募集しています！

朝市の開催情報は 都筑野菜朝市 検索

企画調整係　 948-2226　 948-2399

●

●

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。

※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※




