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滝ケ谷公園

北山田郵便局〒巳
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ふじやとのみち

申

市営地下鉄ブルーライン

せせらぎ公園

せせらぎ公園古民家

せきれいのみち

仲町台駅

地域の行事（盆踊りなど）
都筑区民まつり
ドイツクリスマスマーケット

せせらぎ公園の桜
緑道、みなきたウォーク
すきっぷ広場、センター北駅周辺の観覧車（観覧車からの景色）

都筑まもる君
つづきあいちゃん
徳生公園、センター北駅周辺の観覧車

おすすめ＆よく行くイベントは？ おすすめの場所、風景は？ 区のシンボルといえば？友達や家族に
聞きました！

ジュニア編集局員が

　つづきジュニア編集局の子どもたちに都筑区のどんなところが好き？と聞いたら、緑道
という意見が多く出ました。理由は「遊べるしお散歩にもいいし、みんなが楽しめるから」
とのこと。そこで、編集局の子どもたちと一緒におすすめの緑道を巡ってみました。
※�緑道…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

適に利用できる道です。

北山田駅～城山歩道橋（ふじやとのみちの一部）
仲町台駅～せせらぎ公園古民家（せきれいのみちの一部）
都筑ふれあいの丘駅～川和富士公園、市立川和東小学校（ゆうばえのみちの一部）

　つづきジュニア編集局は、横浜開港150周年・都筑区制15周年の節目にあたる2009年に都筑区の記念事業として始まりました。
　小学4年生から高校生のジュニア記者が、子どもの目線と力をフルにいかして、取材に行き、記事を書いています。現在70人が所属しており、今回はその中の7人の記者と記事を作りました。

つづきジュニア編集局って？

歩いたのは

この３か所です！
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今回歩いたコースには
未、申、酉、戌の十二支の石があったよ。
十二支全部回ってみるのも楽しそう。
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川和富士公園の
富士塚の壁には
生き物のイラストが
描かれているよ。
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せせらぎ公園の中に
ある古民家は
江戸時代後期の
民家なんだって。
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詳しくは…
十二支の石探しと社寺をめぐるコース

問合せ 広報相談係　 948-2223　 948-2228
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十二支の石
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ホームページ
都筑区役所 検索

★3月の土曜開庁日：10日・24日・31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）

※マイナンバーカードの交付は10日・24日のみ

　 区の人口　 211,255人（前月比41人減）
 　区の世帯数 81,671世帯（前月比7世帯減）
※2018年2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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●英国ホストタウンへの取組●

●国際的なスポーツ大会への取組●

　ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリンピック・パラリンピックという2つ
の国際的なスポーツ大会が横浜でも開催されます。区では大会を盛り上げるため、つづ
きMYプラザをはじめ区内の各施設と連携し、さまざまな取組を行っています。
　ここでは、今年度行われた取組を紹介します。今後、2020年まで取組を継続する予定
です。イベントなどのお知らせは広報よこはま都筑区版に掲載しますので、ぜひご参加
ください！

　英国オリンピック代表チームによる事前キャンプが、慶應義塾大学、横浜市、川崎市で実施さ
れることが正式に決定しました。都筑区にある横浜国際プールでは競泳やダイビングなどの事前
キャンプが行われる予定です。これを契機にスポーツをはじめ、文化・芸術、経済、教育などさまざ
まな分野において英国と交流を深め、幅広い交流機会をつくっていきます。

　英国ホストタウン事業として都筑区では日
本と英国、共通の文化である『お茶』に焦点を
当てたイベントを開催しました。秋も深まる
11月、都筑民家園で開催されたイベントには
英国をはじめドイツ、インドなど、多くの外国
人も参加し国際色豊かなものとなりました。

日本とイギリス 文化の融合
3種類のお茶を通して知る、伝統の魅力

　国際的なスポーツ大会で重要な役割を担うボランティア、5つの『知る』をテー
マに3日間の講座が開催されました。『通訳ボランティア』に焦点を当て、単なる
通訳スキルではなく、国際理解に必要な知識や心構えを学ぶ講座となりました。
　大会に向け、何かをしたいという参加者が集まり、国際交流やボランティアに
ついて考える機会となりました。

　国際大会を支えるためには、一人ひと
りが情熱を持って真剣に取り組むこと
が重要です。熱意をもって伝えれば思い
は伝わります。おもてなしの心、思いやり
の気持ち、共に喜ぶ気持ちを忘れず、ボ
ランティア活動に取り組んでください。

　オリンピックのボランティアで
は、世界中から集まる異なるバック
グラウンドを持つ人たちを理
解し、チームとして行動する
ことが大切です。リオでは伝
えようとする気持ちや明るさ、
積極性、情熱を持ってコミュニ
ケーションすることの大切さ
を学びました。

　知らない国に来て戦う選手は孤独です。
選手が話を始めたらぜひ聞いてあげてくだ
さい。教育環境や生活環境、世界にはさまざ
まなバックグラウンドを持った選手がいま
す。選手を笑顔で受け入れてください。ボラ
ンティアの笑顔に救われることもあります。

　ボランティアとして国際大会をサポー
トするために何が必要かを話し合い、
本番に向け準備を始めています。実践
的な取組として、都筑区をホームタウン
とするプロバスケットボールチーム、
横浜ビー・コルセアーズのボランティ
ア活動にも参加しました！

2019年9月20日（金）～11月2日（土）
　横浜では、決勝戦に加え、準決勝2試合、プール戦※4試合の計7試合が開催
されることになりました！全世界注目の激闘が繰り広げられます。

※プール戦…決勝トーナメント進出をかけたグループ（プール）内での対戦

●横浜国際総合競技場での試合スケジュール（2019年）

　横浜国際総合競技場で決勝戦が行
われるラグビーワールドカップ。ワ
ールドカップの歴史やラグビーの発
祥の地である英国とのつながりなど
を紹介するパネルを区役所やスポー
ツセンター、地区センターなどの区
内施設に展示しています。

　医療通訳においては、医療の知識やバックグラウン
ドが必要となることがあります。命にかかわることも
あります。分からないことは必ず確認する、自分の手に
負えないと思ったら専門家に頼ることも必要です。

　茶室 輪
りん

亭
てい

では英国式のアフタヌーンティーを楽しみました。日本の伝統的
な茶室で紅茶を味わいながら、英国人のモーガンさんによるピーター・ラビッ
トの読み聞かせも行われ、日本と英国の文化の融合を体験しました。茶室の小
間ではナーサリー・ティー※の飾りつけも披露されました。
※ナーサリー・ティー：英国の子どもたちがマナーを身につける為のお茶会

　主屋では伝統的な茶の湯を体験しました。茶の湯で大切にしている一期一会
のおもてなしの心を感じながら抹茶を味わいました。正座に慣れていない参加
者もいましたが、とても楽しそうな笑顔でお点

て

前
まえ

を体験していました。お茶にま
つわる逸話の紹介や茶器の展示も行われ、説明を真剣に聞き入っていました。

　土間ではテーブルを並べ煎茶を体験しました。日
本人と外国人、参加者同士がコミュニケーションを
取りながら、日常生活でも使えるお茶の入れ方を学
びました。煎茶やほうじ茶、玉露などの製法、お茶の
産地など興味深い話を聞きながら、入れ方により味
わいが変わる煎茶を体験しました。

ミセスグレース・ティー
スクール主宰

山
やま

根
ね

 ユミ 先生

区民活動係　 948-2235　 948-2239問合せ

◀ナーサリー・ティーの飾りつけ

大きな絵画も設置され、会場に
彩りが添えられました

茶器の説明に
聞き入る参加者

味わいの変化にびっくり

●文化交流講座と国際理解講座の取組を紹介したビデオはYouTube横浜市公式チャンネル「City Of Yokohama」で3月中旬頃公開の予定です●

特 集 

英国オリンピック代表チームが
都筑区にやって来る！

文化交流講座 

国際理解講座 

日本茶インストラクター
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先生

裏千家教授
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 早
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 先生

グローバル人材と人間力
～通訳ボランティアを目指して～

ラグビーワールドカップ紹介パネル展●講座終了後に参加者による事後会も発足しました！

◀畑澤区長と
　メンデス監督

●横浜国際プール　宮
みや

田
た

 豊
ゆたか

 館長

●ビーチサッカー日本代表
　マルセロ・メンデス 元監督 

●東京外国語大学リオ2016大会参加学生アスリートを知る

医療通訳を知る
●りんくう総合医療センター
　南

みなみ

谷
たに

 かおり 国際診療科部長

大会運営を知る

現場を知る

●国際基督教大学
　ロバート・エスキルドセン 上級准教授

　伝統的な日本文化も大切ですが、多くの
外国人は今の日本、生きている文化を知り
たいと思っています。身近な話題で相手が
興味を持っていることを知り、それらを
きっかけに話をしてみてください。

日本文化を知る

● 第32回オリンピック競技大会（2020　東京）
　2020年7月24日（金）～8月9日（日）
　 市での実施競技：サッカー競技（横浜国際総合競技場）、
　　　　　　　　　 野球・ソフトボール競技（横浜スタジアム）

● 東京2020パラリンピック競技大会
　2020年8月25日（火）～9月6日（日）

一緒に
応援しよう！

横浜国際プール

カテゴリー 日時／キックオフ 対戦カード
プール戦   9月21日（土）18時45分 ニュージーランド v 南アフリカ
プール戦   9月22日（日）16時45分 アイルランド v スコットランド
プール戦 10月12日（土）17時15分 イングランド v フランス
プール戦 10月13日（日）19時45分 日本 v スコットランド
準決勝 10月26日（土）17時 準々決勝1勝者 v 準々決勝2勝者
準決勝 10月27日（日）18時 準々決勝3勝者 v 準々決勝4勝者
決勝 11月  2日（土）18時 決勝

主催：つづきMYプラザ・都筑区役所　協力：都筑民家園

主催：つづきMYプラザ・都筑区役所

紅 茶

煎 茶

抹 茶

5
5

つ
つ

の
の メ ッ セ ー ジ

講 座 か ら

都筑区マスコットキャラクター
つづき  あい
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資源化推進担当　 948-2241　 948-2239　 環境衛生係　 948-2358　 948-2354　

都筑図書館　 948-2424　 948-2432　

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

区役所窓口の
土曜開庁・臨時開庁のお知らせ

都筑図書館からのお知らせ 休館日：3月19日（月）

「読みたい」×「もったいない」
リユース図書の募集

犬の登録と予防注射はお済みですか？

　3月下旬から4月上旬は引っ越しシーズンにあたり、区役所窓口が大変混雑し
ます。そのため、第2・第4土曜の開庁に加えて、3月31日（土）も臨時開庁し、一部
の業務を行います。取扱業務の詳細は か、各担当へお問い合せください。

●3月の開庁日時：3月10日（土）・24日（土）・31日（土）の9時～12時
※お時間に余裕をもってお越しください。

　閉館後の図書館で、音楽とビブリオバトルを楽し
んでみませんか。
①�コンサート：松

まつ

丸
まる

 あをいさんによるミニハープ
と歌

②ビブリオバトル（テーマはたからもの）：書評合戦
を行い、「どの本が一番読みたくなったか」を基準と
した投票を行います。
バトラー受付中 ※中学生以上の人、 か にて申込み。

3月18日(日)17時20分～19時10分
50人 ／

　自殺予防に関するパネルと関連資料を展示します。
3月6日（火）～18日（日）／

　区では、市民活動団体「つづきっこ読書応援団（TDO）」と協働で子ども向け
図書の寄付を募り、市立小学や保育園などに無償で配付する活動を行ってい
ます。

3月25日（日）10時～15時   区総合庁舎1階図書館入口

　生後91日以上の飼い犬は、登録（生涯1回）と狂犬病予防注射（毎年1回）を
受ける義務があります。
　お近くの動物病院または下記出張会場で狂犬病予防
注射を行い、注射済票の交付を受けてください。

Q  動物病院で狂犬病予防注射を受ける
場合の手続きは？

A  市の委託を受けている登録動物病院の場合は、
注射の際に「交付申請書」を持って行けば、その場
で注射済票の交付を受けられます（注射料金に
ついては各動物病院に直接お問い合わせくださ
い）。

　その他の動物病院で注射を受け、ご自身で手続きされる場合は、動物病院
から発行される「狂犬病予防注射済証明書（原本）」と「交付申請書」、手数料（1
頭につき550円）を持って、当課窓口で手続きを行ってください。なお、登録動
物病院については、お知らせに同封された一覧表、もしくは動物愛護センタ
ーのホームページでご確認ください。

実施日 時間 会場名（所在地）

4月4日（水） 午前 川和八幡神社（川和町2388）

4月5日（木）
午前 池辺町杉山神社（池辺町2718）

午後 佐江戸会館　駐車場（佐江戸町2020）

4月10日（火）
午前 大熊町公民館（大熊町497）

午後 東方天満宮（東方町1275）

4月17日（火） 全日 区総合庁舎駐車場側（茅ケ崎中央32-1）

4月19日（木）
午前 山田富士公園 《北山田公民館の向かい》 （北山田1-4）

午後 東山田公民館（東山田町1300）

4月21日（土） 全日 区総合庁舎駐車場側（茅ケ崎中央32-1）
※受付時間は15時までです。お時間にご注意ください。 

開庁担当課・問合せ 取扱業務

戸籍課
948-2255　 948-2259

住民異動の届出、印鑑登録、マイナンバーカー
ド交付、戸籍の届出など　
※マイナンバーカードの交付は3月10日および
24日のみです。

保険年金課
948-2334　 948-2339 国民健康保険、介護保険、国民年金など

こども家庭支援課
948-2320　 948-2309 児童手当、母子健康手帳の交付

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX

3月15日（木）～20日（火） 自治会町内会加入促進パネル展 地域振興係 948-2231 948-2239

3月15日（木）～22日（木） 第2回  ほのぼの煙突風景写真展 資源循環局都筑工場 941-7911 941-7912

3月22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

3月23日（金）～29日（木） つづき人交流フェスタパネル展
区民活動係 948-2238 948-2239

3月31日（土）10時～16時 ミニヨコハマシティ2018

4月6日（金）～12日（木） 花の写真展 予算調整係 948-2213 948-2208

●平成30年度　狂犬病予防注射出張会場日程

受付時間…午前の部：10時～12時、午後の部：13時30分～15時
 全日：10時～12時、13時30分～15時 
必要な物
● 狂犬病予防注射済票交付申請書（3月下旬頃郵送の予防注射のお知らせに

同封）※交付申請書の問診票は、注射当日にあらかじめ記入してきてく
ださい。

● 1頭につき3600円（注射料金3050円＋注射済票交付手数料550円）の
費用※未登録の犬の場合は、別途登録手数料（3000円）が必要です。

注意事項
● 犬の体調によっては、獣医師の判断により、注

射ができない場合があります。
● 荒天の場合は、出張会場での注射を中止するこ

とがあります。
● 各会場には、駐車場がありません（区総合庁舎

を除く）。また、区総合庁舎駐車場は、混雑する
場合があります。時間に余裕をもって会場へお
越しください。

横浜市動物愛護センター 検索

●家庭で不要になった子ども向け図書の募集

都筑図書館「ライブラリーナイト」第4弾

図書館はあなたを守りたい　～自殺予防啓発展示～
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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　 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



横浜市コールセンター　 664-2525

北部農政事務所農業振興担当　 948-2483　 948-2488　

地域振興係　 948-2232　 948-2239　

都筑図書館から

休館日：3月19日（月）
948-2424　 948-2432

●春の特別おはなし会
春のひととき、図書館のおはなし会で
楽しい時間を過ごしませんか?市民グ
ループの皆さんによるおはなし会で
す。いつものおはなし会とは少し違う
プログラムでお待ちしています。

3月21日(祝) ①14時30分～ ②15時
30分～ ※各回30分程度

①幼児と保護者 ②一人でおはなし
が聞ける子～大人まで／

●絵本をよんであげますよ～
都筑図書館絵本コー
ナーでつどおうJiJi
BaBa隊の皆さんに
よる絵本の読み聞
かせ。

3月17日(土)10時30分～12時／
●くまさんのおはなし会（4月）
0・1歳児のお子さんと楽しむおはなし
会がはじまります。

4月12日（木）①10時～10時25分②10
時45分～11時10分

①0・1歳児とその保護者②2・3歳児
とその保護者各10組  

3月29日から か

グリーンライン
10周年記念イベント
　2018年3月30日（金）にグリーンラインが開業10周年を
迎えるにあたり、下記のイベントを開催します。

●センター南駅でグリーンライン10周年をお祝いしよう
1日駅長任命式のほか、記念乗車券・オリジナルグッズの販売やHOゲージ鉄
道模型運転会、グリーンライン建設時映像上映会、駅長との記念写真撮影会、
ノベルティグッズプレゼントも行いますので、ぜひお越しください。

3月25日（日）／

●人to街to暮らしをつなぐ  開業前後の写真展
市民の皆さんから募集したグリーンライン開業時の写真を、交通局保有の写
真とあわせてグリーンライン各駅に展示します。 ※募集は終了しました。

3月5日（月）～4月11日（水）／ 　

●センター南・北駅周辺の商業施設を回ろう
期間中、センター南駅とセンター北駅構内および駅周辺の商業施設内に設置
されているスマホアプリ「ニアリ」端末全てにチェックインした人が、商業施
設に来場されると先着でプレゼントがもらえます。　
チェックイン期間：3月10日（土）～25日（日）プレゼント期間：3月24日（土）～25日（日）
港北東急S.C.  944-5109　 http://www.mytsuzuki.com/

※詳細は

都筑区民活動センターからの
お知らせ

　29年度に都筑区市民活動事業を実施した団体が、成果発表を行います。
地域で活動している人や、これからグループを作って活動を始めたいと考え
ている人、役立つ情報やヒントがきっと見つかりますので、ぜひご参加くだ
さい。

3月24日（土）10時～12時　　 区役所6階大会議室／

休館日：3月19日（月）・21日（祝）

●平成29年度都筑区市民活動事業　合同成果発表会

都筑区民活動センター　 948-2237　 943-1349

グリーンライン開業10周年 検索

新治恵みの里
トウモロコシ作り教室(全4回)

4月6日(金)～15日(日)
春の全国交通安全運動

　農家に教わりながら種まきからはじまるトウモロコシの
栽培を体験してみませんか。最後に採りたての甘いトウモロ
コシを釜で茹でて味わいましょう。

　「安全は心と時間のゆとりから」「新入学
児童・園児を交通事故から守ろう」をスロ
ーガンに、子どもと高齢者の交通事故防止
に取り組みます。
　区では期間中に都筑警察署、都筑交通安全協会などと協力して交通安全
キャンペーンを実施します。

4月6日(金)16時～　 市営地下鉄センター南駅周辺

内容 日時

第1回「種まき」 4月28日(土)10時30分～12時30分

第2回「追肥・土寄せ」 5月26日(土)10時30分～12時30分

第3回「花粉付け・ネット張り」 6月16日(土)10時30分～12時30分

第4回「収穫・釜茹で」 7月14日(土)10時30分～12時30分

緑区新治町、新治小学校近くの畑・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）

第1回目に必ず参加できる人で市内在住の個人・家族・グループ（4人程度ま
で）20組

1組3500円（収穫したトウモロコシ8本、保険代込み）
3月15日から新治恵みの里 （http://www.niiharu.link）の「申し込みフ

ォーム」にて申込み

（作物の生育・天候状況による日時変更あり）

●交通安全キャンペーン

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 3月20日、4月10日の火曜12時～13時30分受付

1歳6か月児 3月15日・29日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 3月22日、4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・更年期および避妊・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
予約不要

2018年8月頃出産予定の人　
4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

3月12日（月）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

3月27日（火）乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

対象▶0歳～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

3月20日（火）午前・23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

●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

エイズ・梅毒検査
予約制

3月15日・22日・29日、4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
※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

3月23日（金）午後、4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

3月23日（金）午後、4月10日（火）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　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

3月9日、4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。
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休館日◆3/27（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

◆おもちゃ図書館
布や木のおもちゃの貸し出し／4月6
日～2019年3月29日の金曜（祝日と第
4金曜は除く）10時30分～14時30分／
貸出カードの登録が必要／
◆エンディングノートの書き方講座
終活を始めるきっかけとしてエンディ
ングノートの書き方を学びます／3月
19日（月）10時～12時 ※終了後、個別相
談会あり／市内在住の60歳以上の人
15人

事前に か

休館日◆3/12（月）、4/9（月）
912-6973  912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

行事は講座開催日の1か月前の9
時から か10時から
◆街の寺子屋（全6回）
地域の人による科学·卓球·料理·遊びな
どの体験／4月21日～9月の原則第4土
曜10時～12時 ※月により日時変更あ
り／小学3～6年生16人 ／1000円（全
回分） ●
◆こどもの将棋教室
ルールを教わりながら対戦を楽しみ
ましょう／4月14日～2019年3月9日
の第2土曜13時～14時45分／小学生
／1回200円／
◆親子体操 1期（全8回）
5月8日～6月26日の火曜11時～11時
45分／かけっこができる頃の子～未
就園児と親30組 ／3200円（全回分）

3月19日から か
◆健康麻雀入門講座（全6回）
初心者のための麻雀教室／4月13日～
6月22日の隔週金曜12時30分～14時
30分／16人 ／3000円（全回分） ●
◆初心者向け卓球教室（全8回）
4月13日·20日·27日、5月11日·18日·25
日、6月1日·8日の金曜13時～15時／14
人 ／4800円（全回分） ●
◆100点をとるのがゴールじゃない
　子どもに本当に育てたい力 講演会
講師：北

きた

村
むら

 孝
こう

児
じ

 氏（元東京都公立小教
諭、群馬大学講師、補習教室「葦

あし

の会」
にて学習支援ボランティア）／4月11日

（水）15時～／30人  ●
◆小学生の補習教室「葦の会」
教科書を使った復習で分かる力と考え
る力を伸ばします／4月18日～原則毎週
水曜15時～16時30分／小学生10人程度

 ※4月11日（水）16時からの説明会に
保護者同伴で参加できる人 ●
◆おはなし広場
本の読み聞かせや指人形、パネルシア
ターなど／毎月第4木曜（7月と12月は
第3木曜）10時30分～11時／未就学児
とその保護者／

休館日◆3/12（月）、4/9（月）
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3月11日から か10時か
ら
◆パワーヨガ1期（全10回）
5月8日·15日·22日、6月5日·12日·19日·26
日、7月3日·10日·17日の火曜 A9時15
分～10時15分 B10時30分～11時30分

／各60人 ／各3800円（全回分） ●
◆親子体操1期（全10回）
5月11日·18日·25日、6月1日·8日·15日
·22日、7月6日·13日·20日の金曜 A9時
30分～10時30分 B10時40分～11時
40分／1歳8か月以上の未就園児と保護
者各40組 ／各4000円（全回分）●
◆みんなでうたおう前期（全5回）
5月19日、6月16日、7月21日、9月15日、
10月20日の土曜10時～11時30分／60
人 ／2500円（全回分） ●
◆仲町台カフェ
4月19日（木）10時～13時／15人程度 ／
150円（コーヒー・おかし代）／
◆プロに習う卓球スクールⅠ期（全8回）
4月2日・16日、5月7日・21日、6月4日・18
日・25日、7月2日の月曜12時30分～14時
30分／50人 ／6000円（全回分） ●
◆おはなしかい
絵本、紙芝居、パネルシアターなど／4
月5日（木）：コネクトキッズ·19日（木）：
おはなしのはなたば、いずれも11時～
11時30分／未就園児と保護者25組
／

休館日◆3/12（月）、4/9（月）
593-8200  593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

行事は開催日の1か月前から か
◆ロビーコンサート
春うらら コンサート／3月18日（日）13
時～14時／
◆ロビーコンサート

「なないろ」による歌とピアノとヴァ
イオリン／4月7日（土）13時30分～14
時30分／
◆「なないろ」と歌おう（全5回）
ピアノとヴァイオリンに合わせてみ
んなで歌いましょう／4月26日、5月10
日・24日、6月7日・21日の木曜13時15分
～14時30分／20人 ／2000円（全回分） 
●
◆子育てママの
　ビューティエクササイズ（全6回）
参加者同士が交代で助け合うかわり
ばんこ保育を行います／4月26日、5月
10日·24日、6月14日·28日、7月12日 の
木曜9時45分～11時30分／汗拭きタオ
ル、動きやすい服装で裸足になります

（ストッキング不可）／7か月～3歳の
子と親20組 ／2700円（全回分）●
◆おはなしだいすき！

「おはなし玉手箱」による絵本の読み聞
かせと紙芝居／4月3日（火）10時30分～
11時／30人  ※未就学児は保護者同
伴 ●

休館日◆3/12（月）・26（月）、4/9（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は3月13日から か  
要問合せ

◆楽しい竹林講座
4月8日（日）10時～11時30分／小学3年
生以上30人 ／500円 ●
◆はぎれ草履講習会
4月15日（日）9時～12時／12人 ／800
円 ●
◆手打ちそばを食べよう
4月21日（土）12時～／50人 ／500円
●
◆楽しく着物を着ましょう
4月25日（水）13時～15時／女性15人

／1500円 ●
◆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」／3月19日（月）11時 ～11時30分
／
◆体験！南京玉すだれ
3月24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／
◆お茶室カフェ
3月18日（日）・19日（月）いずれも10時～
16時／300円～／

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
◆早春の植物観察会
3月25日（日）9時～12時／300円 ●
◆春の昆虫観察会
春に発生して消えてしまうスプリン
グエフェメラルを観察しましょう／4
月15日（日）9時～12時／300円 ●
◆里山保全体験
間伐した竹を使って竹細工体験／4月
7日（土）9時～12時 ●
◆田畑作業体験
サトイモの植付け体験／4月7日（土）
13時～16時 ●
◆春の植物観察会
4月8日（日）9時～12時／300円 ●
◆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／3月25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（ばじょうじ谷戸窯）
4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／1000円/1人（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

◆鳥の観察
3月18日（日）9時30分～11時 ※雨天時
は25日（日）に順延／小学生以上15人

／300円
3月17日までに を明記し か

◆里山保全
3月17日（土） 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／
◆ネイチャーゲーム あっ「はる」見っけ！
3月21日（祝）10時～12時 ※雨天中止／
小学生以上25人 （小学1・2年生は親
子で参加）／300円

3月18日までに 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

◆Favorite Time vol.10
3月24日（土）開演15時～／
◆まちの音楽会〜3月〜
　Last Day！ あふれる笑顔で
　いっぱいに！
出演：ぱぴプレ音楽工房の皆さん／3月
28日（水）10時～、11時～／900円（小学
生以下無料）

事前に
◆ピアノの中をのぞいてみよう！　
　レッスンルーム シャンテ企画
3月28日（水）14時～（13時30分開場）／

1000円 （小学生以下無料）
事前に

休館日◆3/19（月）
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

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

◆都筑·ボツワナ交流
　児童画展＆写真展「GO Wild！」
茅ケ崎小学校（都筑区）とボツワナ共
和国のベンテマ小学校の児童が絵で
互いの国を紹介。野生動物の写真展も
同時開催／3月20日（火）～25日（日）／

休館日◆火・木曜
・ 941-9522

〒224-0053  池辺町2831

都田小学校コミュニティハウス

◆みんなで遊ぼう（ベビーヨガ）
3月23日（金）10時30分～11時30分／10
組 ／300円

事前に か か を明記し

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3月11日から か
◆親子でアイシングクッキー
食べるのがもったいない！クッキーデ
ザイン／4月2日（月）9時30分～、11時～
／中学生以下（小学1年生以下は保護者
同伴）各20人 ／各600円 ●
◆子どもアート教室（全5回）
4月16日、5月21日、6月18日、7月9日、
9月17日の月曜15時45分～17時15分／
小学生20人 ／4500円（全回分、材料
費含む） ●
◆相互保育でママヨガ（全8回）
4月11日から水曜月2回11時20分～12
時50分の間で交互にヨガと保育／12
組 ／4000円（全回分） ●
◆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）
英語通訳·ガイドボランティアに興味
のある人、まずは一緒に勉強してみま
せんか／3月14日から水曜月2回いずれ
も 初 級：15時10分 ～16時20分、中 級：
16時30分 ～17時40分 ／ 各10人 ／
各7000円（全回分） ●
◆親子リズムあそび（全10回）
音楽に合わせて体を動かそう／4月13
日から金曜月2回 ①10時～10時55分 
②11時～11時55分／2～4歳の子と保
護者各回25組 ／各3000円（全回分） 
●
◆歌cafe
ギター、ウクレレに合わせて歌いま
しょう／3月30日（金）10時～11時30分
／30人  ●

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

行事は3月11日から か か
を明記し
◆第IV期透明水彩画教室（全4回）
初心者水彩画教室（手持ち用具不要）
／4月9日·23日、5月14日·28日の月曜
10時～12時／10人 ／3000円（全回
分、材料費含む）●

●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3月11日～4月10日のお知らせを掲載。

都筑の文化 夢スタジオの
閉所について

2008年12月8日の開所以来、ご利用
の皆様に支えられ、運営してまいりま
したが、2018年3月31日をもって、閉
所します。長きにわたり、お世話にな
りました。ありがとうございました。

夢スタジオ管理運営委員会
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◆工芸シャドウボックス体験会
3Dシャドウボックスの作り方を楽し
く学びませんか／4月16日（月）14時～
16時／5人 ●

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

新栄地域ケアプラザ

◆呼び寄せの為の基礎知識
有料老人ホームとサービス付き高齢者
住宅を見学します／3月22日（木）13時
15分～16時30分／8人

3月21日までに

592-5975  592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

◆ほっと茶屋
3月27日（火）13時～14時30分／介護者
または介護を終えた人15人 ／100円

事前に か
◆東山田地域ケアプラザ 出張相談会
3月15日（木）10時～16時／すみれが丘
会館（すみれが丘37）／

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

◆野毛山動物園に行こう！
野毛山動物園に電車で出かけます。一
緒に動物たちと触れ合いましょう／4
月8日（日）9時～15時 ※市営地下鉄セ
ンター北駅改札周辺集合・解散／障害
のある高校生·成人8人 ／500円

3月25日までに か

休館日◆3/26（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）追加募集
定員に空きがある教室は か で追
加申込みが可能です。空き状況につい
ては か 。
◆ワンデープログラム
各プログラムとも当日受付。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、室内シューズ、タオル。＊印は 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、参加定員40人）
▶ 火 曜（3月6日·13日·20日·27日） ソ
フトエアロ／12時20分～　▶水曜（3
月7日·14日·28日） ①＊水曜ズンバ／
9時～9時45分 ②＊ポル・ド・ブラ／9時
55分～10時40分 ※3月で教室終了
▶金曜（3月2日·9日·16日·23日·30日）
③＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分
▶土曜（3月3日·10日·17日·24日·31日）
④エアロビクスボクシング／10時～ 
⑤アロマヒーリングヨガ／11時～／15人 
⑥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（3月6日·13日·20日·27日） ⑦バ
スケットボールタイム／19時15分～
／600円／50人 ⑧バレーボールタイ
ム／19時15分～／500円／24人
▶金曜（3月2日·9日·16日·23日·30日）
⑨金曜エンジョイ個サル／21時～／
600円／50人　▶土曜（3月3日·10日·17
日·24日·31日） ⑩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 ⑪土曜エンジョイ個サ
ル／21時～／600円／50人
◆トレーニング室 個人利用のご案内

※詳しくは か ／月·水·金·土曜：
9時～23時、火·木曜：9時～21時、日曜、
祝日：7時30分～21時 ※最終受付は閉
館1時間前。／1回（3時間以内）高校生
以上300円、中学生以下100円 ※中学
生以下は利用できる器具に制限あり

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

◆球技タイム開催中
ゲームが中心のプログラムです。当
日集まった仲間とゲームを楽しみま
しょう。開催日など詳細は か ／
▶月曜 中·高生限定バスケットボール：
19時20分～20時10分／バスケット
ボールタイム：20時15分～21時30分
／Playバスケ：21時30分～22時30分、
500円  ▶水曜 バレーボールタイム：
20時15分～21時30分／テニスタイ
ム：13時30分 ～15時30分、1030円　
▶木曜 個人ミニサッカー：20時15分～
21時30分  ▶土曜 フットサルタイム：
17時30分～19時30分／早朝テニスタ
イム：7時30分～9時30分、1030円
※金額の記載のないイベントは520円

休館日◆3/19（月）
・ 944-0730

〒224-0052  二の丸14

都田公園

◆小学校新1年·2年生テニス
　応援キャンペーン（全4回）
講師：中

なか がわ

川勝
かつ　なり

就、和
わ　だ

田 峰
みね　いち

一／3月14日～5
月30日までの水・金曜15時30分～16時
10分 ※日時についての詳細は ／4月
新1·2年生各8人 ／1080円（全回分）

3月11日9時30分から か

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
3月31日（土）12時 ～、13時30分 ～、15
時～／

休園日◆火曜 ※3/27（火）は開園
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

◆ズーラシア　ガーデンパーティー
「食べる·くつろぐ」をテーマとした飲食
ブースやイースターをテーマとした
装飾や写真撮影スポットも楽しめま
す！お子さんが乗れるミニ新幹線や
スタンプラリーもあります／3月24日

（土）～4月4日（水）／ころころ広場／

休館日◆3/26（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

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

男女共同参画センター横浜北

◆セルフコンディショニング·
　ストレッチ
ボールやストレッチポールを使って、
体幹の弱さや歪みからくるトラブル
をセルフケア／3月2日～30日の金曜
13時～13時50分／18人 ／520円／

子どもの部屋（登録制）（910-5724）
／600円

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
3月11日（日）·25日（日）、4月7日（土）・8
日（日）のいずれも12時～12時40分／

◆あざみ野カレッジ
　ハイエンド·オーディオという「楽器」
　開発者の目指す音
講師：アキュフェーズ株式会社（オー
ディオメーカー）、奥深いハイエンド·
オーディオの世界と開発の裏側をお
話しいただきます／4月7日（土）14時
～16時／高校生以上40人 ※ あり

3月27日までに かワークショッ
プ名・ · を明記し、 か
◆やさしく、たのしい
　デジタル一眼レフカメラ（全5回）
講師：牧

まき

野
の

 智
とも

晃
あき

（写真家）、カメラの基
礎を知りたい！デジタル一眼が家に
あるけれど、使い方が分からないとい
う人のための講座／4月12日、4月26
日、5月10日、5月24日、6月7日の木曜10
時～12時／中学生以上でデジタル一
眼レフカメラまたは
ミラーレス一眼カメ
ラをお持ちの人15人

 ※ あり／1万円
（全回分）

3月29日までに か · ·あれ
ば を明記し、 か  ※締切後定員
に満たない場合は か か で受付

　　　　　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
◆パパといっしょに公園であそぼう！
4月7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）／
◆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
庭のことを一緒に考えましょう。／4月
7日·14日·28日の土曜10時～、11時～、
13時～、14時～、15時～（各回50分）／
未就学児とその家族  ●
◆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
3月17日（土）10時30分 ～11時30分 ／
未就学児とその家族5組  ●
◆公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎／3月22日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発）※
雨天時は3月29日（木）／ききょう公園

（中川5-10）／
◆横浜子育てサポートシステム　　
　入会説明会
4月14日（土）·25日（水）いずれも10時30～
11時30分／入会希望の人各10組  ●
◆ちょっと気になる子の日 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／3月17日（土）10
時～16時／未就学児とその家族／

　リカオンはアフリカのサバン
ナに群れで生息するイヌ科の動
物です。絶滅が危惧されていて、
野生でもなかなか見ることがで
きません。よくハイエナに間違
えられますが、体重はハイエナ
のおよそ半分です。丸みのある
大きな耳は、動きに感情が表れ
るため、仲間と意思疎通を図る
際にも役立っています。群れの
絆は強く、チームワークと持久
力を武器にして、高い確率で狩
りを成功させる優秀なサバンナ
のハンターです。
　ズーラシアでは、2015年と
2016年に赤ちゃんが生まれ、そ
れぞれ4頭と6頭が元気に育って
います。
　今年は戌

い ぬ

年。日本では2か所
でしか飼育していない珍しいリ
カオンにぜひ会いに来てくださ
いね♪

リカオン

＊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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募  集
● 「2018都筑mottoいきいき元気
　プロジェクト」グループ募集
都筑区が魅力的で元気のあるまちとな
る活動に対し、活動費用の一部を支援し
ます（上限10万円）／プレゼンテーショ
ン・審査：4月22（日） ※対象の活動期間
は5月～2019年3月／区内で活動するグ
ループ

3月31日必着。詳細は事前に か

事務局（（株）横浜都市みらい内）
943-2470（平日9時30分～17時30分）

（http://www.ytmirai.co.jp/）
●童謡・愛唱歌の会
健康に良い腹式呼吸で皆で一緒に楽し
く情景豊かに歌います／毎月2回木曜
13時30分～15時10分／都筑公会堂リ
ハーサル室／成人20人 ／体験1000
円

か ・ を明記し
渡
わた

辺
なべ

　 ・ 563-8692

催  し
●第17回花散歩フォトクラブ写真展
花を中心とした写真の展示／4月6日

（金）～12日（木）／区総合庁舎1階区民
ホール／

野
の

口
ぐち

　 ・ 945-2856
●松

まつ

下
した

常
じょう

慶
けい

ゆかりの地と
　江川せせらぎ緑道
　��～ガイドと共につづきを歩こう�No.40～
4月1日（日） ※雨天決行／市営地下鉄仲
町台駅前に9時～9時30分集合／約6㎞

（約3時間）を歩ける人100人 ／300円
3月25日までに （http://tzkgd.

com/）か参加者全員の 、 、
この催しを何で知ったかを明記し

（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」No.40　広報係）

都筑をガイドする会　大
おお

橋
はし

090-9088-0286
●BBQ天国
　～ウェバーを使って楽しもう～
①5月3日（祝）・②4日（祝）10時～13時30

分／くろがね青少年野外活動センター
／小学生とその家族またはグループ各
36人 ／小学生以上1500円、3歳～未
就学児500円、0～2歳100円

3月30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/kuroga 
ne_yc_ysa/）

くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

●都筑ミックスオープン
　バドミントン大会
4月8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、60
歳以上の7種目

3月18日までに （contact@tsuzuki-
badminton.org）。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
書または

都筑区バドミントン協会　持
もち

増
ます

090-2677-3760

●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。

　1月26日（金）・27日（土）・28日（日）に横浜
市歴史博物館では、感謝デーを開催しまし
た。厳しい寒さが続く中、今年もたくさんの
人にお越しいただきました。大道芸やおは
なし会のほか、今年は完成時間を競い合う

「スポーツ土器パズル大会」や博物館の新た
なキャラクターを選ぶｍｙキャラの投票結
果発表なども開催。大いに盛り上がりまし

た。ありがとう
ございました。

横浜市歴史博物館 感謝デーを開催しました！

都筑区バドミントン協会 検索

都筑区
地区センター
館長だより

第●回4

北山田地区センター
西
にし

山
やま

 順
じゅん

一
いち

 館長

「笑顔と夢とおもいやり」があふれる
北山田地区センターは
皆様のふれあいのセンターです。

　吹き抜けの開放的なロビーにはグランドピアノがあり、
週末はちょっとしたコンサート会場に変わります。また
親子で遊んだり、読書や勉強もできます。併設の体育室
では友達と卓球やバスケット、バドミントンがプレー出
来ます。北山田地区センターは趣味やサークル活動、地
域の交流の拠点として多くの人と情報をつなぎます。

● 子育て世代からシニア世代まで、仲間づくりや世代間の交流を目
的に地域や団体と連携しながら、特色あるさまざまな事業を行っ
ています。

● 周辺には小・中学校が多く、放課後や休み期間中はたくさんの子ど
もたちでにぎわいます。子どもたちの豊かな成長を願い「キッズ・
すまいる・スポーツフェスタ」や「スマイルコレクション」などの企
画を実施し、青少年を応援しています。

●  一般書・児童書・絵本など1万冊以上の蔵書がある図書コーナー。
　 選書に力を入れ市内トップクラスの貸出

数を誇ります。
　 「夏読（読書ビンゴ＆スタンプラリー）」、
「えほんの福袋」などオリジナルな企画も
実施しています。

スマイル
コレクション

ロビーコンサート

施設外観

北山田地区センター
〒224-0021 北山田二丁目25-1

593-8200　 593-8201

サレジオ学院

北山田地区センター

都筑消防署
北山田消防出張所

北山田駅

滝ケ谷公園

市営地下鉄 グリーンライン
城山

地域に親しまれ、愛されて
北山田地区センターはもうすぐ
20周年を迎えます。笑顔と出会い
の地区センターへお気軽に
お立ち寄りください！

＊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＊
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