
基本協定締結
　2017年3月13日に「ホームタウン活動
の協力に関する基本協定」を横浜ビー・
コルセアーズ、都筑区役所、都筑区連合
町内会自治会で締結しました。今後も
チームとともに地域貢献活動を続けて
いきます！

座ってできるストレッチ
　区役所にお越しのお客様が健康づ
くりに取り組めるよう、保険年金課窓
口にて、座ってできるストレッチを放
映しています。このストレッチは、横浜
ビー・コルセアーズが企画・監修し、映
像の撮影・編集には、区内にキャンパ
スを持つ東京都市大学大学院の学生
に協力をいただきました。

問合せ 区民活動係　 948-2235　 948-2239

　都筑区をホームタウン
とする『ビーコル』こと、
横浜ビー・コルセアーズ。
2年目を迎えた男子プロ
バスケットボールリー
グ「B

ビ ー リ ー グ

.LEAGUE」に所属
するビーコルの地域活動
を紹介します。
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身長：198cm
体重：102kg 
出身地：大阪府
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身長：180cm 
体重：82kg 
出身地：東京都

あいちゃんも

ビーコルを応援しています

#45 
ウィリアム・
マクドナルド
身長：206cm 
体重：120kg 
出身地：アメリカ合衆国ルイジアナ州

サビート選手からのコメント

都筑区は新しい
まちで雰囲気が良く、

とても住みやすそうな印象
です。区民まつりのステージ

ではたくさんの人に
見ていただき、非常に

楽しめました。

#34 
ハシーム・
サビート・マンカ 
身長：221cm 
体重：121kg 
出身地：タンザニア連合共和国

身長221cm！！

Bリーグ最高身長

Bリーグ2017-18シーズン新加入選手

協定締結セレモニーの様子

ガラスアート作成の様子

アートプロジェクト開催

モザイクアートによる応援フラッグ

ホームアリーナの横浜国際プールに
展示中のガラスアート

区役所保険年金課窓口にて放映中

ビーコル 検索試合日程の詳細は
3月は商店街とのコラボイベント「つづき勝店街月間」を開催！

横浜ビー・コルセアーズ
マスコット  コルス君

　2017年8月24・27日に都筑区民
文化祭実行委員会監修のもと「アー
トプロジェクト」を開催しました。
ビーコルブースター（ファン）や地
域の皆さんとチームイメージの『海
賊』をテーマに、モザイクアートや
ガラスアートを作製しました。

G
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ビーコル

-COR！
つづき勝店街月間 検索詳細は
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ホームページ
都筑区役所 検索

★2月の土曜開庁日：10日・24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　 211,296人（前月比5人増）
 　区の世帯数 81,678世帯（前月比11世帯減）
※2018年1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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　高齢であっても、一人ひとりができることを大切にする、これまで培った知識・経験を活かすといった意識
を持ち、身近な地域で楽しみながら健康づくりや社会参加に取り組むことが、活気や魅力あふれる地域に
つながります。 あなたもお近くの活動に参加してみませんか？

ポジティブ・エイジング
住み慣れた地域で いつまでも元気に暮らすために

　介護サービスを使うためには、介護保険を申請して、要介護度の認定
を受ける必要があります。
　介護保険の申請をすると、どのくらいの支援や介護が必要かを表す
要介護度の審査・判定が行われます。

❶介護保険被保険者証
❷認定を受ける人の印鑑（認印で可）
❸かかりつけの医療機関、医師名
  などが分かるもの（診察券など）
　地域ケアプラザもしくは区役所
で申請します。

　認定調査員が本人や家族から
心身の状態について聞き取る、
認定調査を行います。また、かか
りつけ医が主治医意見書を作成
します。
　これらの資料をもとに、介護
認定審査会においてどのくらい
介護が必要かを話し合い、要介
護度を判定します。

※40〜64歳の人は特定疾病（16種類）に該
当する場合のみ申請ができます。詳しくは
お問い合わせください。

介護保険
サービスを利用

高齢支援担当　 948-2306　 948-2490問合せ 高齢障害介護事務係　 948-2313　 948-2490問合せ

もしも介護が
必要になったら…

STEP1 STEP2 STEP3

申請 認定
調査

利用
開始

横浜市発行「認知症予防で
すこやか生活」から抜粋

もしものときの
ために、認定を

受けておいた方が
いいのかな？

　介護が必要になってから申請しましょう。そうでないと、介護が必要になった
ときに心身の状態に合った要介護度を認定することができません。急に介護保険
のサービスが必要になっても、申請した日から暫定でサービスが使えます。

Q A

自分に合った
活動を探してみよう

特 集 

手すりを
付けたり、通所

リハビリに通ったり
することで、自宅で
生活できるように

なったわ

足を骨折して
入院…。

退院後、今まで
どおり自宅で暮らして

いけるかしら？
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市営地下鉄ブルーライン

中川駅

センター北駅

センター南駅

都筑ふれあいの丘駅

川和町駅

仲町台駅

北山田駅

東山田駅
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地域ケアプラザ

東山田
地域ケアプラザ

新栄地域
ケアプラザ

葛が谷
地域ケアプラザ

加賀原
地域ケアプラザ
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●元気づくりステーション

ひと交流サロン
（体操、脳トレ、ポールウオーキング）

第1・3木曜、毎週火曜
しいの木台ハイツ集会所 ほか

●認知症・予防カフェ

ほほえみ交流カフェ
第1火曜
ライブタウンセンター南集会所

仲町台認知症予防カフェ
第4火曜
レストランボナ・サルーテ

　（プロムナード仲町台）
どんぐりカフェ

第3火曜
荏田南三丁目自治会館
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葛が谷地域ケアプラザ
葛が谷16-3  943-5951

8●元気づくりステーション

活きいきファーム
（作物の手入れ、ラジオ体操）

第1日曜
せせらぎ緑道周辺

健康踊りの和（健康踊り、ロコモ体操）
第1・3月曜
川和連合集会所

さわやかステップ体操
（スクエアステップ、ロコモ体操）

第2木曜
佐江戸会館（老人憩いの家）

●認知症・予防カフェ

ファミリーカフェ
第2金曜
フリースペース泉

2

加賀原地域ケアプラザ
加賀原一丁目22-32  944-4641
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●元気づくりステーション

ねこの手（ノルディックウオーキング ほか）
第1火曜
新栄地域ケアプラザ周辺

スマイル（体操、民謡踊り ほか）
第1・3金曜
茅ケ崎町内会館

きらきら健康体操（スクエアステップ）
第4木曜
コンフォールセンター南集会所

●認知症・予防カフェ

クオール薬局認知症＆予防カフェ
奇数月第2土曜
クオール薬局港北店

認知症＆予防カフェ とんとん センター南
第4木曜
グッドタイムリビングセンター南 サロン桜草
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新栄地域ケアプラザ
新栄町19-19  592-5255
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このほかにもラジオ体操や趣味の会など、たくさんの活動があります。
詳しくは、高齢支援担当かお近くの地域ケアプラザにお問い合わせください。

認知症・
予防カフェ

申請時に必要なもの（65歳以上）

元気に暮らす5か条

高齢支援担当　 948-2306　 948-2490問合せ

●持病のコントロールにも気を付けましょう
　糖尿病や高血圧、うつ病など持病を悪化させないことは、
認知症予防にもつながります。

運動（身体活動）
など、積極的に体を

動かしましょう
ウオーキングやサイクリ
ングなどの有酸素運動
を、2日に1回、20～60分程
度行いましょう。

1
2

4

食事はバランスよく
野菜を多めに、

よくかんで食べましょう

緑黄色野菜を中心に
1日350ｇが目安

タンパク質も取り入れて

水分は
こまめに

アルコールの目安は
一日に日本酒なら1合、
ビール中瓶なら1本、
ワイングラスなら
2杯弱程度です。

脳を鍛える活動に
取り組みましょう
日記、調理、読書、趣味や
囲碁・将棋などの活動を
楽しみましょう。

ちなみに…

生活リズムを
整えましょう

起床や食事、睡眠などの時
間を整え、規則正しい生活
をしましょう。

3

仲間づくりを
心掛けましょう
趣味やサークル、ボラン
ティア、地域の活動など
に参加し、人との交流を
図りましょう。

5身近な地域で、ポールウオーキング、ヨガ、体操な
どの活動をしながら、楽しく健康づくりや仲間づ
くりができます。

誰もが参加でき、お茶を飲みながら認知症につい
て学んだり、認知症予防の体操をしたり、専門職
と相談ができる集いの場です。

元気づくり
ステーション

※ただし、介護が必要でないと判定された場合は自己負担になりますので、事前にケアマネージャー
　とよく相談のうえ、サービスを利用してください（地域ケアプラザでも相談を受けられます）。 

●元気づくりステーション

コスモスポールウォーキング（ポールウオーキング）
第1・3金曜
区内緑道（徳生公園など）

わくわく（草花・野鳥観察、ウオーキング）
第1水曜
北山田小学校コミュニティハウス、

　区内緑道

元気体操（体操、ストレッチ）
毎週火曜
コンフォール東山田第1号棟集会場

男のキッチン（男性限定の料理教室）
第4金曜　 北山田地区センター

南山田deランチ（ランチを作って交流、体操）
第4水曜
南山田町内会館

●認知症・予防カフェ

認知症＆予防カフェ コツコツ
第3日曜
北山田小コミュニティハウス

さわやかカフェ  ハーモニー
第2木曜
東山田1丁目公民館　
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東山田地域ケアプラザ
東山田町270  590-3788
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●元気づくりステーション

ハイビスカス（ヨガ（呼吸法））
第2・4月曜
中川中学校コミュニティハウス和室

中川ポールウォーキング倶楽部
（ポールウオーキング）

第1・3金曜
区内緑道（山崎公園など）

わくわく体操教室（ストレッチ体操）
第2・4火曜
サントゥール中川分譲集会場

1・2・3体操（リズム体操）
第2・4木曜
中川中央町内会館

●認知症・予防カフェ
ふれあい大棚カフェ

毎月25日
大棚町公民館　

1

中川地域ケアプラザ
中川一丁目1-1  910-1512
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都筑消防署予防課　 ・ 945-0119

3月1日～7日は春の全国火災予防運動
平成29年度全国統一防火標語「火の用心 ことばを形に 習慣に」
　自分の家だけは大丈夫…火事にならないと思っていませんか？火災は春
先の3月に最も多く発生しています。（2017年・全国）
　火災から大切な命・財産を守るため、住宅防火に取り組みましょう。
●住宅用火災警報器…全ての住宅に設置義務があり、熱や煙を感知して音が
鳴り、火災に早く気付くことができます。本体や電池には寿命がありますの
で定期的に点検・交換してください。
【実際にあった話】 電池切れの音がピーピーうるさいので電池を外したままにしてし
まい、火事に気付けず燃え広がってしまいました。「電池を交換しておけばよかった。」
●安全装置（SIセンサー）付きのコンロ…住宅火災の発生原因で最も多いの
がコンロからの火災です。消し忘れ消火機能や過熱防止など安全装置付きのSI
センサーコンロを使用しましょう。
●いざという時のため各家庭に1本消火器を備えましょう

横浜市コールセンター　 664-2525

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

グリーンライン
10周年記念イベント
●開業10周年特別列車…特別列車に、中山駅～日吉駅の
往復区間で約50分間ご乗車いただきます。（途中駅では乗降不可）

3月24日（土）　 200人 ※小学生以下の子と付き添いの人（16歳以上または
高校生以上）とのグループによる申込み
●川和車両基地開放イベント…①車両基地での本格お仕事体験 ②車両基
地内を順路に沿って巡る車両基地見学ツアーを実施します。

3月24日（土）　 ①小学4～6年生48人 ②300人
●10歳の一日駅長体験…グリーンラインと同い年である10歳のお子さん
を対象に、グリーンラインの一日駅長体験を実施します。

3月25日（日）　 2007年3月31日から2008年3月31日までに生まれた人10人
イベントは全て2月28日までに ※詳細については

都筑図書館からのお知らせ

休館日：2月13日（火）
948-2424　 948-2432

◆都筑図書館「ライブラリーナイト」第4弾
　ビブリオバトルのバトラー募集
閉館後の図書館で、音楽とビブリオ
バトルを楽しむイベントを開催しま
す。ビブリオバトルでは、バトラーを
公募し、書評合戦を行い、観覧者が

「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。今回の
テーマは「たからもの」です。

3月18日（日）17時20分～19時10分
中学生以上5人
2月14日から か

◆学校図書館ボランティア講座
大人のためのおはなし会
～聞いて旅する世界のおはなし～

3月6日（火）10時30分～11時30分
市内の学校図書館でボランティア活

動をしている人、これから行う人20人
2月15日から か

◆つづき  あい展
ボランティア活動・健康づくりに関す
る資料を紹介

2月6日(火)～17日(土)／

東京都市大学が都筑区の
調査・研究の成果を発表！

2月20日（火）13時～17時
区役所6階大会議室
2月19日までに か希望人数を明記し
企画調整係　
948-2227　 948-2399 
tz-plan@city.yokohama.jp

第7回アフリカ開発会議横浜開催記念事業
国際理解講座「ボツワナ探検」

駐日ボツワナ大使館や写真家の山
やま

形
がた

豪
ごう

 氏から、ボツワナの動物や食べ物
などをご紹介いただきます。また、

「第4回都筑・ボツワナ交流児童画展」
と山形氏写真展「Go Wild！」も同時

開催します。詳細はチラシか
3月21日（祝）13時30分～15時30分
つづきMYプラザ　多目的室
小学3年生以上の子と親（大人のみ

の参加可）50人
3月10日までに か か ・学

年を明記し か
つづきMYプラザ　
914-7171　 914-7172
my-plaza@tsuzuki-koryu.org

里親制度説明会のお知らせ

児童相談所では、親元で育つことので
きない子どもを、家庭の一員として受
け入れ、愛情を持って育ててくださる
里親家庭（特に短期預かり）を求めて
います。制度説明に加え、先輩里親さ
んもお話しして下さる予定です。

2月24日（土）10時～11時30分
西部児童相談所（相鉄線星川駅徒歩2分）
健康で子育てが可能な年齢の人
申込み時にご相談ください。
前日までに か を明記し か か
北部児童相談所 里親担当
948-2441　 948-2452

医療費控除の還付申告

2月16日（金）～3月15日（木）9時～11
時30分、13時～16時 ※土・日曜を除く

3階第6会議室・研修室
2018年1月1日現在、区内在住で給

与所得者（年末調整済み）の医療費控
除の還付申告のみ／
※年金受給者の還付申告や寄付金控
除など医療費控除以外の還付申告は、
緑税務署での受付となります。
※給与所得者の源泉徴収票、医療費控除の
明細書、印章、本人名義の金融機関口座番
号の分かるものおよびマイナンバーに係
る本人確認書類の写しをお持ちください。
※区総合庁舎の駐車場は有料です。

市民税担当
948-2261　 948-2277

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
2月15日（木）～21日（水） 都筑区地域福祉保健計画パネル展 事業企画担当 948-2344 948-2354
2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

2月23日（金）～3月1日（木） 横浜環状北西線建設事業PR展示 道路局横浜環状北西線建設課 948-6650 948-6653
2月26日（月）～28日（水） 習字作品展示 予算調整係 948-2213 948-2208
3月5日（月）～12日（月） 自殺対策パネル展 障害支援担当 948-2348 948-2490
3月8日（木）～14日（水） 子どものための絵画・工作展 予算調整係 948-2213 948-2208

グリーンライン開業10周年 検索

企画調整係　 948-2227　 948-2399

「シニア楽農園」参加者募集
みんなで一緒に畑仕事！都筑野菜で仲間作りも健康増進も
　グループでの農作業やイベントを通じて仲間をつくり、親睦を深めている

「シニア楽農園」。新年度の参加者を募集します。
2018年4月～2019年3月（週1回 午前中2時間程度）
東方公園南側農地　市営地下鉄都筑ふれあいの丘駅　徒歩約15分
平日の畑仕事に、時間・体力的に一年を通しての参加が可能な区内在住の60歳以上の個人
年間約8000円(活動費+傷害保険料)

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

説明会…希望者は下記の①②いずれかの説明会にご参加ください。
①2月16日（金）14時～15時 ②2月20日（火）10時～11時　 区役所6階大会議室／

※大雪などの場合の日程変更の有無については、お問い合わせください。

地域力推進担当　 948-2474　 948-2239　
　 tz-chishin@city.yokohama.jp

つづき つながり フォーラム
～山崎亮さんと地域コミュニティについて考えよう～
　新しいことを始めた人、つながりをつくりたい人、活動
をもっと広げたい人などが集まり、都筑区のこれまでと、
これからの地域づくりの取組を聞きながら、新しい地域の
コミュニティのありかたを考える場です。
ゲスト：studio-L代表　東北芸術工科大学教授（コミュニテ
ィデザイン学科長）　山

やまざき

崎 亮
りょう

さん
3月10日（土）13時～15時　 区役所６階大会議室
フォーラムの内容に興味のある人75人  ※区内在住・在勤・在学の人優先
3月9日必着で ・団体名・ゲストへの質問のある人は質問を明記し か

※3月9日までに連絡がなければ聴講可
2歳～未就学児（申込み時にその旨をご記載ください ※保育は2月16日までに申込み）

区民活動係　 948-2238　 948-2239

平成29年度 都筑スポーツ・文化賞
受賞者のご紹介
　平成30年都筑区新年賀詞交換会の
中で「平成29年度都筑スポーツ・文化
賞受賞者」の表彰式を行いました。

平成29年度受賞者9人（企業・団体）および都筑スポーツ・文化賞の詳細については

【受賞者の皆様】（50音順敬称略）
織
お り と

戸美
み り

莉（バレエ）、株式会社貝塚造園（造園）、キャンディキッズ（ダンス）、髙
たか

橋
はし

樹
た つ き

生（ボクシング）、髙
たか

原
はら

良
りょうすけ

祐（陸上）、知
ち ね ん

念琉
る か

花（空手）、林
はやし

美
み く

玖（競歩）、横浜市立山
田小学校PTA（広報紙）、米

よねやま

山大
たいせい

晟（陸上）

都筑スポーツ・文化賞 検索
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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



都筑図書館から

休館日：2月13日（火）
948-2424　 948-2432

●絵本をよんであげますよ～
つどおうJiJiBaBa隊の皆さんによる
絵本の読み聞かせ

2月17日(土)10時30分～12時／
●くまさんのおはなし会（3月）

3月8日(木)①10時～10時25分 ②10
時45分～11時10分 ※各回同一内容

2・3歳児とその保護者各10組  
※2歳未満の子は入室不可

2月22日から か
●2月の定例おはなし会

2月21日（水）15時30分～16時
一人でおはなしが聞ける子／

親子でニコニコピカピカ
歯みがき教室

3月30日（金）10時～11時30分（9時
45分受付開始）

区役所1階福祉保健センター多目
的室

区内在住で歯が生え出したばかり
の子と親35組  

0～2歳児未満の同室保育あり
保護者自身と子どもの仕上げ用の

ナイロンの歯ブラシ、タオル
2月13日から
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

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

3月23日（金）・28日（水）10時30分～
11時30分（2日間で1コース）

区内在住で離乳食を始めて2か月を
過ぎた頃の親子25組

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

2月23日10時から会場の新栄地域
ケアプラザへ （592-5255）

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

3月1日～8日は『女性の健康週間』
日本人女性は平均寿命87.05歳。世界2位の長寿国です。

　更年期以降、女性ホルモンが急激に低下することによって骨粗しょう症の
リスクが高くなります。バランスの良い食生活と運動が大切です。
①骨の材料になるカルシウム（乳製品、豆腐、小松菜など）をとる ②カルシウ
ムの吸収を助けるビタミンＤ（魚、きのこなど）をとる ③日光を浴びる・禁煙
する ④良い姿勢でウオーキング！目標は1日8000歩以上。

乳がんのしこり触診体験もできます。ぜひお立ち寄りください。
3月1日（木）～3月8日（木）　 区役所2階PRスペース

●「横浜市がん検診」がお得です（横浜市がん検診実施医療機関で受けられます）。

子宮がん検診（20歳以上）約7000円➡1360円
乳がん検診（40歳以上）約9000円➡1370円
●かかりつけ医探しは、病気になってからでは遅い？！
健康なうちに検診を通して、婦人科のかかりつけ医を見つけておきましょう。

◆女性に多い骨粗しょう症

◆がん検診を受けよう  ※予約は直接医療機関に

◆女性の健康週間パネル展

都筑区民活動センターからの
お知らせ

　区内で活動する市民活動・生涯学習・サークル団体が、日頃の成果を発表し
たり、誰もが楽しく参加できる１日体験があったり、内容盛りだくさんのイ
ベントです。さまざまな活動を見て・聞いて・体験する機会です。

（窓口でパンフレット配布、詳細は都筑区民活動センター ）
■パネル展…市民活動・生涯学習団体が、活動内容を展示

3月23日（金）11時～29日（木）14時　 区総合庁舎1階区民ホール／
■ワークショップ…子どもから大人まで楽しめる紙芝居・アート・スポー
ツ・手芸など

3月24日（土）・25日（日）10時～16時30分  区総合庁舎1階区民ホール／
■一日活動体験（一部有料）
区内のあちこちで開催される市民活動・生涯学習・サークル活動に区民の皆
さんが一日体験・参加することができます。福祉・音楽・子育て・スポーツ・健
康などいろいろな活動を、ぜひこの機会にお試しください！

3月1日（木）～29日（木）　 区内各所
■特別講演
講師：川

か わ て

手 昭
しょうじ

二 氏（港北ニュータウン研究会代表、筑波大学名誉教授）
港北ニュータウンの開発・設計に第一線で携わった講師が、造成の歴史、市民が
まちづくりにどう関わってきたのかについてお話しいただきます。意外と知ら
ない港北ニュータウンについて知ることができる大変貴重な講演です。

3月25日（日）10時～12時　 区役所6階大会議室

休館日：2月11日（祝）・12日（祝）・19日（月）

●第21回 つづき人交流フェスタ　開催

都筑区民活動センター　 948-2237　 943-1349

都市整備局市街地整備推進課　 tb-seibisuishin@city.yokohama.jp
　 231-0017　中区港町一丁目1　 671-2678　 664-7694
　企画調整係　 tz-plan@city.yokohama.jp　 948-2227　 948-2399

川和町駅周辺地区まちづくり基本構想
（原案）に対する意見募集

　素案の意見募集などでいただきましたご意見を踏まえ、素案を修正した
「原案」を作成しましたので、ご意見を募集します。今後はいただいたご意見
などを参考にし、「基本構想」を確定する予定です。
意見募集期間： 2月21日（水）～3月6日（火）
閲覧方法：都市整備局市街地整備推進課または企画調整係で閲覧できます。
そのほかにも都市整備局市街地整備推進課のホームページに掲載します。
※閲覧期間は意見募集期間と同じです。
閲覧時間：
● 都市整備局市街地整備推進課：平日の8時45分～17時15分
●企画調整係：平日の8時45分～17時
意見提出：都市整備局市街地整備推進課または企画調整係あてに か郵送か
　　　　　 か

予約・問合せ　こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309

乳幼児
健康診査

4か月児 ２月６日・２０日、３月６日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 2月1日・15日、3月1日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 2月8日・22日、3月8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
（3回1コース）
予約不要

2018年7月頃出産予定の人　
3月2日・9日・16日の金曜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
（土曜日1回コース）

～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先着16組
3月24日(土)13時30分～15時30分（13時15分受付開始）
申込み▶2月23日12時から 　
会場・申込先▶都筑区子育て支援センターポポラ 912-5135

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

2月13日（火）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

2月28日（水）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

2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

肺がん検診
有料
予約制

3月19日（月）午前→2月20日～3月9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

2月15日・22日、3月1日・8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

2月23日（金）午後、3月6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

2月23日（金）午後、3月6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　神奈川県結核予防会　 251－2363

胃がん検診
有料
予約制

3月19日（月）午前→2月19日～3月8日に予約受付（受付時間：
9時～12時） ※検診当日の受付時間は予約時にお伝えします。 
対象▶市内在住の40歳以上の人（1年度に1回） 定員▶40人　
料金▶バリウムを飲んでエックス線撮影1570円

予約・問合せ　高齢支援担当　 948－2306　 948－2490
認知症高齢者保健
福祉相談 予約制

2月9日、3月9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◆2/1（木）・13（火）・27（火）
941-8380  942-3979

〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

※ は全て市内在住・在学・在勤者
要問合せ

◆おはなしのポケット
子育て支援グループあっぷりけによる
おはなし会／2月21日（水）①10時30分
～ ②15時～／未就学児と保護者／
◆親子料理教室
　～シウマイをつくろう～
横浜マイスターのシェフにシウマイと
サンマー焼きそばを教えてもらいま
す／3月11日（日）11時～13時／小学生
と保護者9組（18人） ／1500円

2月11日9時から か
◆つづき緑寿荘
　平成30年度前期趣味の教室
8講座実施予定。日時など詳細はお問
い合わせください／市内在住の60歳
以上の人

2月28日までに と 、希望講
座名を明記し

休館日◆2/13（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3月7日までに
◆ひらり健康体操（全36回）
高齢者向け健康体操／4月10日～2019
年3月19日の火曜9時15分～10時45分
／100人 ／4000円（全回分、保険料
含む）

3月12日までに か、 と を
明記し
◆中高年のためのストレッチ前期
　（全18回）
4月11日～10月17日の水曜9時15分～
10時15分／体操に支障のない中高年
の人80人 ／3500円（全回分、保険料
含む） ●
◆らくらくエアロビクス前期（全18回）
4月11日～10月17日の水曜10時30分
～11時30分／体操に支障のない人70
人 ／3500円（全回分、保険料含む） 
●
◆やさしいヨガ前期（全14回）
4月16日～10月15日の月曜12時15分～
13時25分／運動に支障のない人50人

／3000円（全回分、保険料含む） ●
◆やさしいパワーYOGA前期（全14回）
4月16日～10月15日の月曜13時35分～
14時45分／運動に支障のない人50人

／3000円（全回分、保険料含む） ●

休館日◆2/13（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2月11日から
◆2018年健康体操（全40回）
4月11日～2019年3月20日の水曜 ①9
時15分～10時15分 ②10時30分～11時
30分 ※8月は休み／60歳以上各100
人 ／4800円（全回分）

3月7日までに と 、希望コー
スを明記し
◆ミモザフェスト
コンサート、ワークショップなど／3月
18日（日）11時～14時／ミモザ広場／
◆春の行楽弁当作り
3月16日（金）10時～12時30分／16人

／800円 ●

◆放課後イベント地域防災
煙体験、消火器の使い方など／3月15
日（木）15時30分～／
◆地区セン食堂
3月1日（木）12時15分～／600円 ●
◆飾り巻き寿司作り
3月31日（土）10時～12時／16人 ／1000
円 ●

休館日◆2/13（火）
593-8200  593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

※ 要問合せ
◆講演「幕府側からみた幕末
　浦賀奉行所与力 中

な か

島
じ ま

 三
さ ぶ

郎
ろ う

助
す け

」
中島三郎助の子孫が語る幕府側から
みた幕末から戊辰戦争まで／3月3日

（土）14時～16時／30人
前日までに か

◆シニア健康体操（全36回）
4月12日～2019年3月28日の木曜①9
時10分～10時25分②10時30分～11時
45分／55歳以上各コース100人 ／
4000円（全回分・保険料含む）

2月15日～3月15日に と 、緊
急連絡先、性別を明記し か申込用紙
と を持参し
◆ロビーコンサート
サックス四重奏／2月24日（土）13時
30分～14時30分／

休館日◆2/13（火）・26（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

行事は2月11日から か  
要問合せ

◆ひな祭りウィーク
明治～平成のお雛様、吊るし飾りなど
を展示／2月20日（火）～3月4日（日）10
時～16時30分 ※休館日を除く／
◆わらべうた遊びと昔のおやつ
　「作って食べよう」
多世代で蒸しパンを作って食べます／
3月11日（日）10時～14時／4歳以上の
子と親15組 ／1人500円 ●
◆第6回都筑民家園「桜茶会」
4月1日（日）10時～15時／50人 ／
3500円

チケット販売：2月25日13時から
か26日から

◆楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎／3月21日（祝）13時～15
時／女性15人 ／1500円 ●
◆いろり端おはなし会
2月19日（月）11時～11時30分／
◆体験！南京玉すだれ
2月17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◆2/15（木）、3/1（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆ノルディックウオーキング体験教室
3月10日（土）10時～11時30分 ※雨天
中止／15人 ／500円（保険料含む） 
※別途レンタルポール代500円

3月9日までに か
◆犬のしつけ教室
2月10日、3月10日の土曜10時～ ※雨天
中止／  
※犬を連れてご参加ください。

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
◆シイタケの植菌
里山で間伐したクヌギやコナラにシ
イタケを植え付け、そのホダ木を家に
持ち帰ってシイタケを育てます／3月
4日（日）13時～16時 ※レストハウス集
合／30人 ／ホダ木一本500円 ●
◆カブトムシの越冬幼虫観察会
3月4日（日）9時～12時 ※レストハウス
集合／30人 ／300円／ 軍手、小さ
いバケツ ●
◆里山保全体験
竹林の手入れと竹細工／3月3日（土）9
時～12時 ※ばじょうじ谷戸休憩所集
合 ●
◆田畑作業体験
ジャガイモの植付け／3月3日（土）13
時～16時 ※ばじょうじ谷戸休憩所集
合 13時～16時 ●
◆ネイチャークラフト作り
2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（宮谷戸窯）（全3回）
3月10日（土）9時～16時：炭材作りと窯
詰め・17日（土）8時～17時：炭焼き・24日

（土）9時～12時：窯出しと炭材作り ※
昼をはさむ活動日は昼食付き／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

◆おやこ自然教室
たき火でやきいも／2月15日（木）10時
～11時30分 ※雨天時は翌日に順延／
2～4歳の子と親／ 飲み物／500円

前日までに 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

◆まちの音楽会 ～2月～
チェロ（高

たか

橋
はし

よしの）とピアノ（太
おお

田
た

恵
めぐみ

）
と沖縄からヴァイオリニスト（屋

や

比
び

久
く

 
潤
じゅん

）を交えて／2月18日（日）14時～ 
※13時30分開場／1000円 ※小学生以
下無料／
◆朗読ワークショップ第3期発表会
オリジナル朗読劇「かぐや姫」とバラ
エティ朗読劇「百花繚乱」／3月10日

（土）13時～：第1回公演、16時～：第2回
公演 ※開場は開演の30分前／小学生
以上／1000円

2月11日から 受付（10時～15時）か
と を明記し か

休館日◆2/19（月）
・ 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

◆ひな祭り工作
2月15日（木）～3月3日（土）いずれも10
時～16時／
※未就学児は保護者同伴
◆親子の広場「かもっこくらぶ」
①3月5日（月）10時30分～11時30分：
わらべうた・②8日（木）10時30分～11
時：人形劇など／①未就学児と親15組

／①200円
①は2月5日10時から か

休館日◆2/19（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）

◆国際交流&青少年のための
　第10回プラザまつり
　～やさしさと感動を～
楽しみ方いろいろ！異世代・異文化を
体験！10周年記念つながりの写真展、
お茶とクラフト、着物の着付け体験な
ど／3月11日（日）10時～15時／入場無
料（体験パスポートは100円）／

休館日◆火・木曜
・ 592-1877

〒224-0034  勝田町266

勝田小学校コミュニティハウス

◆フラワーアレンジメント教室
ひな飾りを作ろう。講師:井

いの

上
うえ

 英
え

理
り

子
こ

／
2月24日（土）10時～12時／12人  ※
親子での参加可／1500円または1300
円／ 要問合せ

2月17日までに 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

◆うたごえ広場（第3回）
講師のギター演奏に合わせて、懐かし
い童謡・唱歌、流行歌を歌う／2月24日

（土）13時30分～15時／20人 ／300
円（飲み物付き）／

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（3B体操）
親子で健康づくり／2月23日（金）10時
30分～12時／親子20組 ／300円

当日までに か か、 を明記
し

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

新栄地域ケアプラザ

行事は前日までに か
◆生活困窮者自立支援制度について
生活の困りごとや不安を抱えている人へ
解決のヒントとなる制度をお伝えします
／2月20日（火）14時～16時／20人  ●
◆弁護士の無料相談会
相続や成年後見などの権利擁護に関
する個別相談会／2月24日（土）①13時
30分～ ②14時15分～ ③15時～ ④15
時45分～／8人  ※各回2人ずつ、相
談時間は1人40分 ●

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
2月27日（火）13時～14時30分／介護
者または介護を終えられた人15人
／100円

当日までに か

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

地域活動ホーム くさぶえ

◆つづきアート&
　ミュージック・ネクスト
障害のある人のアート・音楽の祭典！
地域の協力団体の展示もあり／①2
月10日（土）～12日（祝）：アート部門 ②
17日（土）～23日（金）：アート部門 ③22
日（木）～28日（水）：アート部門 ④17
日（土）13時30分～（13時開場）：ミュー
ジック部門／①都筑民家園 ②都筑区
子育て支援センターポポラ ③くさぶ
え ④横浜市歴史博物館講堂／
◆お出かけ企画
　～プラネタリウム・カラオケ～

●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2月11日～3月10日のお知らせを掲載。
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3月4日（日）9時30分～14時30分 ※く
さぶえ集合／小学4年生以上～高校
生6人 ／600円

2月18日までに
◆くさぶえでリラックス
音楽鑑賞や足浴／3月25日（日）14時～
16時／主に身体障害のある人6人
／50円

2月11日から
◆おはなし会
ひなまつりの由来のおはなしや楽しい乾
布摩擦体操など／2月22日（木）11時30
分～11時50分／未就学児と保護者／

休館日◆2/26（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）
各教室とも か と生年月日・

教室名を明記し、 か で2月17日必
着。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
有（事前申込制、有料） ※詳細は か

大人向け教室
▶火曜日（4月10日～6月26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 姿勢デザイン／
13時30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 ベリーダンス／12時15分～  ▶水
曜日（4月11日～6月27日） 8 ＊ビュー
ティーアップ／10時35分～ 9 はじめ
てのフラメンコ／12時～12時50分 10

いきいき健康体操／13時5分～／50
歳以上 11 おとなからはじめるバレエ
／11時10分～／女性  ▶木曜日（4月
5日～6月28日） 12 木曜卓球モーニン
グ／9時～10時45分 13 木曜ピラティ
ス／9時30分～ 14 わたしのピラティ
ス／11時10分～ 15 ヨガ／10時50分～ 
16 パワーヨガ50／12時～12時50分 
17 太極拳／13時25分～14時45分  
▶金曜日（4月6日～6月29日） 18 バド
ミントンモーニング／9時～10時45分 
19 モーニングヨガ／9時～ 20＊カラダ
リメイクピラティス／11時30分～ 21

腰痛予防トレーニング＆ストレッチ／
13時50分～ 22 骨盤底筋エクササイズ
／13時30分～14時20分／女性 23 美
☆バランス／14時15分～／女性 24 美
尻・美脚エクササイズ／14時30分～15
時30分／女性 25フラダンス／13時～ 
26 バドミントンナイト／19時～20時
45分  ▶土曜日（4月7日～6月30日） 27

ノルディックウオーキング／10時～11
時30分

親子・子ども向け教室
▶火曜日（4月10日～6月26日） 28 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～6か月の子と保護者 29 はじめ
ての親子体操／11時10分～／1歳6か
月以上～2歳未満の子と保護者 30リ
トルチアダンス／16時～16時50分／3
歳以上～未就学児 31 苦手種目にチャ
レンジ／17時～／小学1～4年生 32

かけっこ教室／18時15分～19時／小
学1～4年生 33 ジュニアユースバドミ
ントン／19時10分～20時40分／中学
生  ▶水曜日（4月11日～6月27日） 34

＊わくわく親子体操／9時15分～／2
～3歳の子と保護者 35 幼児体操1／14
時30分～／年少 36 幼児体操2／15時
45分～／年中・年長 37ジュニアバドミ
ントン／17時～18時15分／小学生  ▶木
曜日（4月5日～6月28日） 38 ベビー体
操はいはい／11時10分～／5か月以上
～1歳未満の子と保護者 39 ベビー体
操よちよち／12時20分～／1歳以上
～1歳6か月未満の子と保護者  ▶金曜
日（4月6日～6月22日） 40 うきうき親
子体操／9時15分～／2～3歳の子と
保護者 41 横浜FCサッカースクールS
／15時30分～／年少・年中 42 横浜FC
サッカースクールM／16時40分～／
年長・小学1年生 43 横浜FCサッカース
クールL／17時50分～／小学2～4年
生 44 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 45 こどもバレエ♪マーメイド
／16時30分～／年長・小学1年生 46こ
どもバレエ♪シンデレラ／17時35分
～／小学2～4年生 

この他にも4月から始まる教室が多
数あります。ワンデープログラムも
含め、全64教室開催。詳細は か

◆トレーニング室 個人利用のご案内
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
／1回（3時間以内）につき高校生以上
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）／  
※最終受付は閉館1時間前。詳しくは

か 。

休館日◆2/19（月）
・ 593-4682

〒224-0024  東山田町105-2

東山田スポーツ会館

◆第33回親善ママさんバレーボール
　大会参加者募集
3月11日（日）9時～／1チーム1000円（参
加費）

2月28日までに か

休館日◆2/27（火）・28（水）
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

◆当日参加プログラム開催中
ヨガやエアロ、ピラティスなど多くの
教室を開催中。500円から。※詳細は

または
当日参加プログラム（一部）

▶月曜 ビューティーコンディショニン
グ／10時～、Lifeヨガ／19時30分～  
▶火曜 はじめてエアロ／11時10分～、
楽楽体操／12時20分～  ▶水曜 チャ
レンジエアロ／10時～、パワーヨガ／11
時10分～  ▶木曜 ステップ初級／11時
10分～、エアロ＆ストレッチ／12時20
分～  ▶金曜 ピラティス／10時～、エ
マ式美BODYメイク／19時30分～  ▶
土曜 ズンバ／10時～、みんなでエアロ
／11時10分～

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
2月24日（土）12時～、13時30分～、15
時～／
◆講座 横浜の歴史
　「横浜の銭湯いまむかし」
講師：羽

は

毛
け

田
た

 智
とも

幸
ゆき

学芸員／3月11日（日）
14時～15時30分／40人 ／500円／

休館日◆2/26（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

◆健康スタジオ6か月コース
　（全22回または全11回）
4月1日から9月30日まで①初めての
バレエエクササイズ：毎週火曜10時～
11時30分 ②女性のためのコンディ
ショニング・ヨガ：毎週木曜10時～11
時30分 ③こころにやさしい整体法：隔
週日曜14時30分～16時／①25人②女
性22人 ③25人、各 ／①②3万2000
円 ③1万6000円 ※ 600円（登録制）

①2月20日・②15日・③18日から
か か

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

横浜市民ギャラリーあざみ野

◆Welcome！ロビーコンサート
2月11日・25日の日曜12時～12時40分
／
◆対談「金

か な

川
が わ

 晋
し ん

吾
ご

×滝
た き

口
ぐち

 悠
ゆ う

生
しょう

」
2月24日（土）15時～17時／80人  ※

あり
事前に か ・ 、あれば を

明記し 、または
◆あざみのカレッジ「越境」する劇場
講師：佐

さ

藤
と う

 信
まこと

（演出家）／3月10日（土）
14時～16時／高校生以上40人 ／
500円 ※あざみ野カレッジ学生登録
には学生証発行手数料500円が別途
必要 ※ あり

2月27日ま で に か ・ ・あ
れば を明記し 、または  ※締切
後定員に満たない場合は先着順で
か か で受付

休園日◆火曜
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
◆ハッピーバレンタインinズーラシア
動物たちにバレンタインの特別な餌を
プレゼント。参加者にはオリジナルチョ
コをプレゼント（数量限定）／2月10日

（土）～12日（祝）／対象動物展示場／

　　　　　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！
3月3日（土）10時30分～12時／ききょう
公園（中川5-10） ※雨天時:「お部屋でパ
パと遊ぼう！」10時30分～11時30分／
◆専門相談員によるじっくり相談
3月2日（金）・3日（土）・24日（土）いずれ
も10時～16時／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
2月17日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組  ●
◆横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
3月10日（土）・28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♪
2月17日（土）10時～16時／未就学児と
その家族／
◆公園であそぼう！
2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1日（木）／
ききょう公園（中川5-10）／

　フサフサの長いしっぽと愛ら
しい姿が人気のレッサーパンダ
は、ミャンマーから中国にかけて
の標高の高い森林に生息してい
ます。主食は竹の葉で、毎日体重
の 半 分 近 い 量
をも食べる大食
漢です。手首付
近に「第6の指」
とも言われる骨
の出っぱりがあ
り、それを使っ
て上手に竹をつ
かみます。ぜひ
会いに来てくだ
さいね。 体重測定の様子

レッサーパンダ

＊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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2月13日から「キミも英語で遊ぼう」
藤
ふじ

井
い

へ （593-5372）か ・ と学年を
明記し （593-5372）
●ダンス＆パフォーマンス
　TSU・ZU・KI 2018　参加団体募集
7月8日（日）13時開演予定／都筑公会
堂／区内と近隣で活動する団体 （15
分～：11人以上、20分～：15人以上、30
分：25人以上、40分：50人以上／1人
900円

2月28日までに代表者の ・ ・
団体名・ジャンル・出演予定人数・希望
演技持ち時間（5～40分で5分単位）を
明記し か

都筑ダンス＆パフォーマンス実行委
員会　 ・ 592-2543

tsuzuki.danceperformance@gmail.com
●緑地活動ボランティア募集
大 塚・歳 勝土遺 跡公園内の竹林を
ニュータウン開発前の雑木林に復元す

る活動を行っています。竹を伐採し、新
たに広葉樹を植えます／2月24日（土）9
時～13時／大塚・歳勝土遺跡公園内住
居遺跡入口集合／ 　※昼食付き

港北ニュータウン緑の会　永
なが

田
た

090-9845-9232　 941-7255 

催  し
●国重要文化財・関家住宅をたずねる
　 ～ガイドと共につづきを歩こう　

No.39～
2月21日（水）※雨天決行／市営地下鉄仲
町台駅前に9時～9時30分集合／ Aコー
ス：約7㎞（約3時間）、Ｂコース：約5㎞（約
2時間）を歩ける人100人 ／300円

2月14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.39　広報係）

都筑をガイドする会　大
おお

橋
はし

090-9088-0286
● 第7回あったか復興支援「わすれな

い3・11」～応援しよう都筑から～
①3月10日（土）13時～16時：講演会と
交流会 ②11日（日）11時～15時：チャリ
ティー＆交流広場／①横浜市歴史博物
館 ②センター北駅前芝生広場／①の
み150人 、1000円（前売り800円）／

NPO法人 結ぶ　図
ず

子
し

090-6116-3326
musubu.tsuduki@gmail.com

● 第64回区民ジュニアテニス
　トーナメント
3月26日（月）～29日（木）／長坂谷公園、
都田公園／区内在住・在学・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／①2000円 ②1組2500円　

2月11日～18日までにテニスショッ
プLOOPへ （www.tennis-loop.net/）
（532-8819）
都筑区テニス協会

（http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/）

募  集
●キミも英語で遊ぼう　参加者募集
学年に関係なく英語を楽しめるよう多
彩なメニューを取り入れています／毎
月2回土曜10時～11時20分／北山田地
区センターほか／小学生／1か月2000
円（教材費含む）

●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。

　12月2日（土）・3日（日）にフェヒナー 
ドイツ学園長をはじめ、多くの皆さ
んにご来場いただきました。
　サンタクロースと記念撮影ができ
るサンタクロースタイムは子どもた
ちに大好評でした。

広報よこはま都筑区版2018年5
月号および2019年1月号に、2018
年5月～2019年4月に行われる
区内イベントを掲載したカレン
ダーを発行します。掲載を希望
する場合は、2月28日までに広報
相談係（ 948-2223）へご連絡く
ださい。

ドイツクリスマスマーケットを開催しました

　都筑区域にはたいした
歴史は無かったという人が
います。確かに歴史的な大事
件はありませんし、英雄や偉
人もいませんでしたが、普通
の人びとの営みは私たちに
色々なことを教えて

くれます。

『図説 都筑の歴史』
編さん委員だより

第●回3

井
いの

上
うえ

 攻
おさむ

 氏

横浜市歴史博物館×都筑図書館×都筑区役所 連携事業
『図説 都筑の歴史』刊行プレイベント 第３弾

◆講師：井上 攻 氏
2月24日（土）14時～16時　 横浜市歴史博物館2階講堂　 先着170人
都筑図書館へ （948-2424）か か （948-2432）か

件名を「郷土講演会」とし、 と連絡先を明記し、
（ky-libgyoji14@city.yokohama.jp）までお送りください。

　『図説　都筑の歴史』の近世分野は、長年地元で研究を続けてきた人
や博物館・資料館の職員など、9人で執筆する予定です。古代や中世に
比べて史料が多く残っており、確かな史料を使い、支配のあり方や山・
川の利用、住まいや年中行事などの生活、文化や信仰など、多方面か

ら江戸時代の都筑を描き
ます。

たたみ 6畳ほどの茅ケ崎村の絵図を
広げ、調査している執筆者たち。 江戸時代の大棚村の村絵図。中原街道

や早淵川が確認できます。

区民活動係
948-2238 948-2239

『図説 都筑の歴史』編さん委員 
横浜市歴史博物館 副館長

都筑の村の中で、2代将軍秀忠の正室「お江の方」
の化粧料だった村があり、他の村と違った特徴が
あった?!
開発により区内の地形は大きく変わったけれど、江
戸時代の「村絵図」から当時の様子が再現できる?!
都筑の村には1つの村にいくつかの領地がある相
給村があったが、どんな運営をしていたのか？

江戸時代の都筑　お江
ごう

・村絵図・相
あい

給
きゅう

村
そん

落
らく

◆講演会関連資料展示◆
講演会に関連する村絵図やパネルの展示を行います。

2月18日（日）～27日（火）　 都筑図書館

＊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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