
1月26日 1月27日     28日

今年の1月31日で開館23周年を迎える博物館。
日頃の感謝をこめて感謝デーを開催します。
全館無料で、展示や子どもから大人まで楽しめるイベントが
盛りだくさんの3日間です。お待ちしています！

横浜市歴史博物館

金 土 日
（前夜祭）17時～20時 9時～17時

横浜市歴史博物館
キャラクター「レックル」

街頭紙芝居

縄文土器
作品展

　　　 （26〜28日）

企画展示室では「銭湯と横
浜　ちょっと昔のお風呂
屋さんへようこそ！」を開
催中。懐かしの昭和時代、
横浜市内の銭湯の移り変
わりや横浜の発展を支え
た人々の衛生を担ったお
風呂屋さんを紹介します。

　　　　　　　　　（26〜28日）

常設展示室の展示物がキャラク
ターに…？一般募集で集まった
400点以上のmyキャラを館内に展
示。※人気投票は28日12時まで。

　　　　　　　　　（27〜28日）

縄文土器や弥生土器をバラバラのかけらの状態
から立体に戻す「土
器パズル」。制限時
間内に完成させな
いと…。ぜひ、挑戦
してみてください。

※内容・出演者は変更になる可能性があります。

問合せ 横浜市歴史博物館　 912-7777　 912-7781

　　　　　　　　　　　　　　　 （28日）

子どもから大人まで楽し
めるドキドキわくわくの
パントマイム公演！

イ べ ン ト 紹 介 （一部）

都筑区長  畑澤 健一

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

全館
無料

横浜市歴史博物館 検索 当日のスケジュールなど詳しくは

他にも紙芝居など
イベントが盛りだくさん！

※to R mansionは27日のみ 　　　　　　　　　　  （27〜28日）

宮城県石巻の「うまいもん」が
大集合！

　　　 （26〜28日） 

毎年大盛り上がりの大道芸。今年はこの二組が登場。　　　　　（27日）

おはなしネットワーク「か
たらんらん」による絵本
の読み聞かせなど。未就
学児歓迎！

to R mansion番台家謝謝

むかし
銭湯の番台で
働いて
ました！
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★1月の土曜開庁日：13日・27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　 211,291人（前月比63人減）
 　区の世帯数 81,689世帯（前月比3世帯減）
※2017年12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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　いつまでも元気に過ごすために、健康づくりに取り組む人が増えています。ひとりで取り組むのもい
いですが、身近な健康づくりにおいて仲間がいることは励みになります。
　また、仲間とつながりをつくることは、心身の健康に良い影響を与えることが、さまざまな研究で報告
されています。
　さらに、つながりをつくることで個人の健康だけでなく、地域も健康で暮らしやすくなると言われて
います。これは「第3期 都筑区地域福祉保健計画」にある健康づくり施策の推進と言えます。
　今回は、その取組の一部をご紹介します。皆さんも、ぜひ参加してみてください。

［ 特 集 ］

「健康づくり」は「つながりづくり」

都筑区のマスコットキャラクター
「つづき あい」の第3期計画バージョン（左）
区社会福祉協議会キャラクターゆいぴー（右）

第3期都筑区地域福祉保健計画は、
社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」と

一体的に作っています。

（左）茅ケ崎町内会館で毎月第1・3金曜
午前中開催の「スマイル」

（右）佐江戸会館で毎月第2木曜午前中
開催の「さわやかステップ体操」

勝田団地第一集会所で毎月第1・3木曜午前中に開催

お正月と雨の日以外毎日、勝田公園で8時30分から行っています。夏休みは小学生も参加します。

仲町台シニアクラブの会合での健康
チェックの場面

東山田地域ケアプラザで行われた健康づくりに関する講座
都田子育てサロンの会場で、地元産の小松菜を使った

「いももち」の作り方を紹介
区総合庁舎1階区民ホールで行われた
世界禁煙デーでの啓発活動

第3期 都筑区地域福祉保健計画
　健康づくりは一人ひとりが生活習慣の改善に取り組むこと
が大切です。さらに、人と人との「つながり」をつくることも重
要であることが分かってきました。
　人と人との「つながり」が強く、お互いに助け合いができて
いる地域は、比較的に健康で医療費が少ないことや、「自分は
健康だ」と思える程度（主観的健康観）が高いことが国の研究
で確かめられています。

ご存じですか？

事業企画担当…………………… 948-2344  948-2354

高齢支援担当…………………… 948-2306  948-2490

こども家庭支援担当…………… 948-2318  948-2309

　高齢者が住み慣れた場所で、健康づくりのために自主的・継続的に
行う活動です。現在区内15か所で開催されています。ウオーキングや
体操など、さまざまな活動を行っています。町内会館や公園などの身
近な場所で活動するので、地域の仲間の輪が広がり、楽しく続けられ
ます。

　地域の集会所で月1回、大正琴の演奏やボイストレーニング・軽体
操を行います。参加者全員で楽しく過ごし、地域の仲間づくりに役
立てています。

　地域の健康づくりのため、身近なイベントなどの場を活用し、保健
活動推進員が血圧測定や立ち上がりテストなどの体力測定を実施し
ています。地域の人が自身の健康づくりに取り組むきっかけづくり
となっています。

　体力に自信がない高齢者も取り組める、椅子やタオル
を用いた体操や音楽に合わせたリズム体操を行います。
体を動かした後は、みんなでお茶を飲み、語らい合い、交
流を深めます。介護予防などに取り組むリーダーを養成
する「シニア☆スター養成講座」の修了生が、仲間ととも
に立ち上げました。　

　元気なあいさつの後、公園のごみ拾いをして、みん
なでラジオ体操をします。「今日はあの人来てたね」な
ど、近所の人の安否確認の場にもなっています。また、
公園脇の通学路を通って登園・登校する子どもたちに
声をかけ、見守り・交流の機会としています。

　地域における健康づく
りのサポーター。市長から
委嘱を受けて活動してい
ます。自治会町内会などと
協力して、健康づくりを広
める活動に取り組んでい
ます。

　「私たちの健康は 私たち
の手で」をスローガンに、食
に関する啓発に取り組んだ
り、レシピを作るなど、「食」
を切り口に活動するボラン
ティアグループです。

　体操教室や健康講座な
どのさまざまな講座を開
催するだけでなく、地域
での「健康づくり」や「つな
がりづくり」に関する相
談にも応じています。

　区内の公園で、外遊びを楽しみます。外遊びは五感を育てるとい
われていますが、一方で「子どもと公園でどう遊んだらいいか分か
らない…。」という人も。そんなお父さん・お母さん集まれ！遊びの
ヒントも子育て仲間も、きっと見つかります。

保健活動推進員 食生活等
改善推進員

地域
ケアプラザ身近な地域での健康づくり

健康づくり＋地域の見守り＋
子どもの登校見守りで交流

子どもたちも健康づくり住み慣れた場所で楽しく健康づくり

新たな担い手が地域の仲間と奮闘中

茅ケ崎南MGCRS地区の取組 健康づくりに取り組むきっかけに

問合せ問合せ

私 た ち が サ ポ ー ト し ま す

問合せ

問合せ

問合せ 問合せ 問合せ

問合せ 問合せ

※問合せ先はマーク（　　・　　・　　）により異なります。

問合せ
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都筑区医師会　 911-6677　 911-3303
tsuzuki-ku@yokohama.kanagawa.med.or.jp 企画調整係　 948-2227　 948-2399

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

健康長寿のために
～予防が大切！ロコモ・フレイル・認知症を防ぐ生活～

県内最大級の工業技術・製品の総合見本市 テクニカルショウヨコハマ2018に
「メイドインつづきブース」（33社）を出展します！

講師：元NHK「きょうの健康」キャスター　久
ひさ

田
だ

 直
なお

子
こ

 氏
3月4日（日）14時～16時（13時30分開場）
都筑公会堂
500人
11月3日から （http://www.tsuzuki-med.org/）か

都筑区医師会事務局宛に ・参加人数を明記し か
か （〒224-0015　牛久保西一丁目23-4）

　都筑区では、区内に立地し、独自の
技術で躍進するものづくり企業の製
品・技術を「メイドインつづき」として
PRし、販路開拓を支援しています。
　ブースには、各社の製品・技術のほ
か、複数社のコラボレーションにより
生まれた、都筑区オリジナルのユニー
クな製品も登場します！

2月7日（水）～9日（金）10時～17時　
パシフィコ横浜　展示ホールA・B・C　入場無料。

入場には事前登録が必要です。詳しくは

都筑図書館から

休館日：1月9日（火）
948-2424　 948-2432
ky-libgyoji14@city.yokohama.jp

◆「江戸時代の都筑」お江・村絵図・相給村落
●郷土講演会
講師:井

いの　うえ

上 攻
おさむ

氏(横浜市歴史博物館 
副館長)

2月24日(土)14時～16時
横浜市歴史博物館
170人
1月24日から か か ・件名に

「郷土講演会」を明記し か
●郷土展示会

2月18日（日）～27日（火）／
◆第3回おはなしボランティア交流会
おはなし会で読んだおすすめの絵本
を他のグループと紹介しあってみま
せんか？分からないことも気軽に情
報交換しましょう。

1月30日(火)10時～12時
区役所6階大会議室
地域でおはなし会をしている、これ

からしたい人
1月11日から か か ・件名

に「おはなしボランティア交流会申込
み」を明記し か

◆いきいき音読教室
名作文学や昔話などを一緒に声に出
して読む一般向けの講座です。

2月15日・22日の木曜10時30分～
12時 ※各回同一内容です

都筑図書館
12人
1月16日から か

よこはまウォーキングポイント
の歩数計をその場でお渡し

1月23日（火）11時～16時 ※なくな
り次第終了

市内在住の18歳以上の人。歩数計
は100個限定  ※過去に申し込まれ
たことのある人は受付できません。

市営地下鉄センター南駅出口1（書店付近）
本人確認できるもの（各種保険証、

運転免許証など）
健康福祉局保健事業課　
671-3892　 663-4469

講演会「大人の発達障害」

2月1日（木）14時～16時
区役所6階大会議室

講師：浮
う き か い

貝 明
あ き の り

典 氏（PDDサポートセンター
グリーンフォレスト）

50人
1月27日までに か
障害支援担当　
948-2348　 948-2490

日時※ 催し 問合せ 電話 FAX
1月13日（土）9時～14日（日）17時 子どもの書道作品・防災ポスター展

予算調整係 948-2213 948-2208
1月15日（月）～19日（金） 都筑区中学校書写展
1月18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

1月20日（土）～2月4日（日） 第22回 都筑区民文化祭 区民活動係 948-2238 948-2239
2月5日（月）～7日（水） 都筑区役所と東京都市大学の連携取組紹介 企画調整係 948-2227 948-2399
2月7日（水）～13日（火） 活動写真展「自然の中で子どもが育つ 地域の中で子どもが育つ」

予算調整係 948-2213 948-2208
2月8日（木）～14日（水） 書初め展

都筑区民活動センターからの
お知らせ

　仕事を退職し、これから新しいステージに立つ男性たちを対象に、出入り
自由の居場所ができます。オープニングイベントとして、老年社会学の専門
家より、セカンドステージ、サードステージのご自身の“居方”について考え
る、お話をお聞きします。気軽にご参加ください。

1月30日（火）10時～12時（2月以降も月1回開催）　 区民活動センター／
講師：澤

さ わ お か

岡 詩
し の

野 氏　（公財）ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員

休館日：1月8日（祝）・15日（月）

●ベース60TSUZUKI ～60からのおやじの居場所

都筑区民活動センター　 948-2237　 943-1349

テクニカルショウヨコハマ2018 検索

昨年度の様子

第22回 都筑区民文化祭開催
～笑顔の花咲く都筑の文化～
　約2000人が展示・舞台作品を発表。区民による区民のため
の文化祭です。出展者・出演者、企画運営するボランティアス
タッフ一同、多くの皆様のご来場をお待ちしています。

◆ミュージック：管楽器、ピアノ、合唱、声楽、和楽器演奏 
▲ライブステージ：バンド演奏、ゴスペル、和太鼓、弾き語りなど 
■パフォーマンス：ダンス、チア、バレエ、フラ、マジック、新舞踊、江戸芸かっぽれなど

◆舞台部門　 都筑公会堂

◆展示部門　 区総合庁舎1階区民ホール

◆展示部門特設体験コーナー　 区総合庁舎1階区民ホール　 ／当日

都筑区民文化祭実行委員会事務局　 tzbunkasai@yahoo.co.jp
　 http://webyoko.com/bunkasai/
　区民活動係　 948-2238　 948-2239

オープニングイベント

イベントスケジュール

1月20日（土）13時30分～　 都筑公会堂
● セレモニー：実行委員長開会宣言／区長、来賓挨拶／キャッチフレーズ、ポ

スター画表彰式／都筑少年少女合唱団による「夢のつづき」「花は咲く」合唱
●ステージ：「都筑三大バレエハイライト」クラシックバレエガラ公演
　演目：「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」　
　出演：“都筑のバレリーナ”プロ・アマ約200人

1月21日（日） 14時～17時40分 ミュージック（◆）
1月27日（土） 13時～18時30分 ライブステージ（▲）
2月3日（土） 14時～18時 パフォーマンスⅠ（■）
2月4日（日） 14時～18時45分 パフォーマンスⅡ（■）

1月20日（土）13時～25日（木）12時 写真、花
1月25日（木）13時～30日（火）12時 絵画、文芸、工芸②（布製品、紙製品他）

1月30日（火）13時～2月4日（日）15時 書道、工芸①（木製品、土製品他）

1月21日（日） 13時30分～ 生け花

1月27日（土） 10時30分～ ペーパーナプキン花リース作り
13時～ ドライフラワーミニアレンジ

1月28日（日） 10時30分～ ワンポイント刺繍のコースター
13時30分～ 抹茶コーナー

2月3日（土） 10時30分～ ブレスレット・小鳥のブローチ13時30分～
※定員・参加費の詳細は区内配布中のプログラムをご参照ください。
※入場・鑑賞は無料ですが、展示部門特設体験コーナーは有料となります。

「メイドインつづき」企業紹介冊子を配布します
　金属加工、プラスチックなど、さまざまな分野で活躍する35社の卓越した技
術・優れた製品をご紹介。1月下旬から区役所やテクニカルショウヨコハマで配
布します。
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日時・期間　 会場　 対象・定員　 費用　 持ち物　 保育　 申込み　 問合せ　 行事名　 コース　 郵便番号・住所　 氏名（ふりがな）　 電話（番号）
ファクス（番号）　 年齢　 往復はがき（返信面明記）　 返信用はがき持参　 はがき　 Eメール（アドレス）　 ホームページ　 窓口　 当日直接　 先着　 抽選
要予約   ● とある場合は、行事名・〒住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記載。 ●料金の記載のないものは無料。●詳しい内容は各問合せ先へお問合せください。

申込
方法



横浜市指定管理者（株）田澤園 分区園担当　 823-2121　 824-4567　
事業所管課　環境創造局北部公園緑地事務所　 353-1166　 352-3086

緑税務署　個人課税部門　 972-7771（代）

都筑図書館から

休館日：1月9日（火）
948-2424　 948-2432

●くまさんのおはなし会（2月）
2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歳児と保護者各10組
※2歳未満の子は入室不可

1月25日から か
●1月の定例おはなし会

1月17日（水）15時30分～16時
一人でおはなしが聞ける子／

ママと赤ちゃんのための
健康講座（予約制）

①食生活についての話と2回食を目
安にした離乳食の試食 ②赤ちゃんと
いっしょに楽しく遊びながらの体操

2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

1月23日10時から会場の葛が谷地
域ケアプラザへ （943-5951）

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

大棚杉の森ふれあい公園
貸農園利用者募集緑税務署からのお知らせ
　『横浜みどりアップ計画』の農とふれあう場づくり事業として、市民の皆さ
んが野菜や草花の栽培を通して自然に親しむことができる貸農園（分区園）
を募集します。
◆募集概要／区画
家族 家族およびグループ用分区園：10㎡（23区画）、15㎡（13区画）
団体 団体用分区園：40㎡（2区画）

大棚杉の森ふれあい公園（分区園）（大棚町534番）
4月1日（日）～2019年3月31日（日）  ※希望者は1年間の延長が可能
家族 1区画10㎡：4000円、15㎡：6000円～　

　 団体 1区画1万6000円
家族 家族か8人までのグループ（2世帯程度を目安とする）

　 団体 9人以上のグループ
※家族、団体ともに区内在住で、徒歩で分区園を利用できる人  
※駐車場がないため、自動車・オートバイなどでの来園はできません。
※応募者多数の場合は抽選となります。

か指定管理者（株）田澤園までお問い合わせください。

【申告・納付期限】
●所得税および復興特別所得税…………… 2月16日（金）～3月15日（木）
●贈与税……………………………………… 2月1日（木）～3月15日（木）
●個人事業者の消費税および地方消費税… 4月2日（月）まで

　2017年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書
の添付が必要となりました。
※ 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります（税務署から求められた

ときは、提示または提出しなければなりません）。

　2016年分以降、所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税・贈
与税の申告書は、税務署へ提出する都度、マイナンバー（個人番号）の記載と本
人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

緑・青葉・都筑区に納税地がある人で、
①事業、不動産、雑所得があり、2017年分の所得金額が300万円以下の人の所
得税および復興特別所得税
②上記①の人の個人事業者の消費税および地方消費税
③年金受給者、給与所得者の所得税および復興特別所得税（年金・給与収入が
800万円以下の人）
の申告を対象として、以下の日程で相談および申告書作成指導をいたします。

※譲渡所得（土地、建物、株式など）がある人など、相談内容が複雑な人は、相談をお
　受けできません。
※ 消費税の相談をされる人で、簡易課税制度を選択されている場合は選択届出書の

控えをお持ちください。

　2歳児の特徴や関わり方を知り、イヤイヤ期を乗り越えるヒントにしませんか？
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
2月2日(金)10時～11時30分（9時45分開場）
区役所1階福祉保健センター多目的室
2歳～2歳6か月の子の保護者 50人  （2歳以上は保育あり ）

　※0歳、1歳児の保育はありません。保護者が抱っこでお話を聞いてください。
1月11日から

こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309

 2歳児の子育て講座　
 ～振り回されない子育てのススメ～

1.2017年分の確定申告

2.医療費控除を受けるための手続きが変わりました

3.マイナンバーについてのお知らせ

4.税理士による無料申告相談のご案内

開催月日 会場 時間

2月6日（火）・7日（水） 都筑公会堂
●受付　9時15分～
●相談　9時30分～16時

（休憩：12時～13時）

◎無料申告相談会場の注意事項
　◆申告書などの提出のみの場合は、直接税務署に提出（郵送可）してくだ
　　さい。
　◆ 受付は、先着順となります。受付を早めに締め切ることがありますので、

あらかじめご了承ください。
　◆ 来場者のための駐車場の用意はありませんので、車での来場はご遠慮く

ださい。

大棚杉の森 検索

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 1月９日・２３日、２月６日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 1月18日、2月1日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 1月11日・25日、2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6月頃出産予定の人　
2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

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談
予約制

1月24日（水）乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

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

1月23日（火）午前・26日（金）午後 ※所要時間30分程度
対象▶区内在住の人（乳幼児～思春期頃のお子さんの相談）
内容▶栄養士による食生活についての個別相談

予約・問合せ　健康づくり係　 948－2350　 948－2354

がん検診無料
クーポン券の
お知らせ

対象者に送付している、平成29年度のがん検診無料クーポン
券（子宮頸がん・乳がん）の有効期限は2018年3月31日です。ま
だご利用になっていない人はお早目にご利用ください。

成人用肺炎球菌
ワクチンの
お知らせ

対象者に送付している、平成29年度の肺炎球菌ワクチン予
防接種予診票の有効期限は2018年3月31日です。成人用肺
炎球菌ワクチンの予防接種を一度も受けたことがない人
で、接種を希望される場合は、お早目にご利用ください。

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

1月11日・18日・25日、2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7番／結果は1週間後
※希望により梅毒検査を追加で受けられます。

食と生活の健康
相談
予約制

1月26日（金）午後、2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

1月26日（金）午後、2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。

●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　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

1月12日、2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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941-8380  942-3979
〒224-0062  葛が谷2-1

都筑センター

【臨時休館のお知らせ】
都筑地区センター、横浜あゆみ荘、都筑プー
ルは大規模点検のため、1月23日（火）～2月
1日（木）を臨時休館とさせていただきます。

行事は1月11日9時から か
※ は全て市内在住・在学・在勤者、
要問合せ
◆親子deバスボムづくり
作って楽しい、飾ってきれい、お風呂に
入れて面白いバスボムを作ります／2
月4日（日）14時～16時／小学生と保護
者15組 ／1000円 ●
◆こども茶道教室
日本の伝統文化に触れ、茶道を通じて
基本的な礼儀作法を学びます／2月17
日（土）10時～11時30分／小学生10人

／300円 ●
◆はじめての革細工講座
革を手縫いしてキーケースを作りま
す／2月20日（火）10時～12時／高校生
以上10人 ／1800円 ●
◆わんぱくホリデー
　おもしろ科学たんけん工房
太陽熱風車を作ろう！実験と工作を通
して楽しく科学を学びます／3月3日

（土）13時30分～16時30分／小学4年
生～中学2年生32人 ／500円

2月17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 久保田へ （941-
2362）か （http://www.tankenkobo.
com/）

休館日◆1/9（火）
912-6973  912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

◆プロから学ぶ
　元気なカラダ作り教室（全3回）
けがをしない正しい身体の使い方と
身体作りを親子で学び習慣にする／2
月14日・28日、3月14日の水曜15時30分
～16時30分／未就学児と親15組

1月14日9時から か10時から

休館日◆1/9（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1月11日から
◆新宿ともしび歌声喫茶
2月24日（土）9時30分～11時30分／70
人 ／900円 ●
◆ままくらぶ
　「おひなさまケーキ作り」
2月26日（月）10時～11時40分／未就園
児を持つ母15人 ／800円 ※ 400
円 ●
◆終活準備講座（全2回）
2月22日（木）、3月18日（日）いずれも10
時～11時30分／20人  ●
◆放課後イベント 節分
2月1日（木）15時30分～／
◆大人のピアノの時間（全2回）
ミニコンサートを楽しもう／2月27日、
3月13日の火曜13時～14時30分／20
人 ／1600円（全回分） ●
◆キッズサイエンス（全2回）
2月28日、3月7日の水曜16時～17時／
小学生16人 ／1200円（全回分） ●

◆パソコン講座
ファイル管理など／3月10日（土）10時
～12時／16人 ／500円 ●
◆地区セン食堂
2月3日（土）12時15分～／10人 ／600
円 ●

休館日◆1/9（火）
593-8200  593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

行事は前日までに か  ※ 要
問合せ
◆講演「昆虫採集の今とむかし」
一橋大学大学院生による講座／2月3
日（土）14時～16時／20人  ●
◆音楽をみんなで楽しもう！（全5回）
2月4日・11日・25日、3月11日・18日の日
曜9時30分～11時30分／小学生以上
20人 ／2500円（全回分） ●
◆おもしろ科学教室
　わくわくサイエンスショー
大学生から科学の楽しさを学ぶ（工作付
き）／2月10日（土）10時～11時30分／
小学生以上50人 ／300円（工作代） 
●
◆素敵な壁飾り「ミモザのリース」
2月21日（水）10時～11時30分／16人

 ※子ども同伴不可／2500円 ●
◆教養講座
　「源氏物語を学ぶ」（全3回）
千年読み継がれている「源氏物語」を
コンパクトにやさしく学ぶ講座／2月
28日～3月14日の水曜10時～11時30
分／30人 ／1200円（全回分）

1月22日から か
◆3ステップでできちゃう時短料理
ひなまつりメニュー／2月22日（木）10
時～13時／16人  ※子ども同伴不可
／1200円 ●
◆ロビーコンサート

「MIA & NOA」ピアノ連弾／1月20日
（土）13時30分～14時30分／

休館日◆1/9（火）・22（月）
594-1723  594-2019
〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

◆ひな祭りお茶会
本格的な茶室で気軽なお茶会を楽し
もう／3月3日（土）①11時～12時 ②13
時～14時／各15人 ／各1000円

1月11日から か
◆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」／1月15日（月）11時～11時30分
／
◆土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／
◆体験！南京玉すだれ
初心者歓迎／1月20日（土）14時～16
時／
◆初めての茶道講座
隔週土曜10時～12時30分／高校生以
上各回10人 ／各回1500円 ※前日
以降キャンセルの場合500円

開催日の2か月前から か
◆親子・こども茶道講座
隔週土曜13時30分～16時／各回10
組  ※子どもは5歳～中学生／各回
子ども1000円、親1500円 ※前日以降
キャンセルの場合、子ども200円、親
500円

開催日の2か月前から か

休館日◆1/4（木）・18（木）、2/1（木）
592-6517  594-1649
〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

◆麹屋さんのみそ作り教室
講師は市内の麹屋さん！みそ（2kgくら
い）と塩こうじ作りをします／2月3日

（土）13時30分～／15人 ／ 要問合
せ／3000円

1月15日から か

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
◆親子炭焼体験と炭火クッキング
炭焼きの火入れを体験し、炭火を使っ
た料理にも挑戦／2月17日（土）9時～
15時／ばじょうじ谷戸休憩所／小学
生以上20人 ／500円 ●
◆冬の野鳥観察会
冬鳥の季節です。木々は葉を落とし、
鳥を見つけやすくなっています／2月
11日（日）8時～11時／都筑中央公園レ
ストハウス／300円 ●
◆里山保全体験
竹林の手入れと竹細工作り／2月3日

（土）9時～12時 ●
◆田畑作業体験
畑の手入れを体験します／2月3日（土）
13時～16時（ばじょうじ谷戸休憩所集
合） ●
◆ネイチャークラフト作り
1月28日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで） ※雨天中止／都筑中央公
園円形広場／500円／
◆炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
　（全3回）
2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

茅ケ崎公園自然生態園

◆里山保全
1月20日（土）・28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／

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

◆都筑少年少女合唱団で輝こう！
1月17日（水）18時～19時30分 ※原則毎
月第2・4水曜／小・中学生／1か月2000
円／
◆朗読ワークショップ
講師：森

も り

田
た

 等
ひとし

／1月13日（土）・19日（金）・
27日（土）、2月2日（金） ※金曜18時30
分～20時、土曜15時～16時30分／小
学生以上／ 動きやすい服装、上履き
／1か月3000円／
◆舞の会（全4回）
講師:土

つ ち

屋
や

 節
せ つ

子
こ

（花柳流・藤扇流）／1月
16日～2月6日の火曜13時30分～16時
／1回500円 ／

休館日◆1/15（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

◆親子の広場 「かもっこくらぶ」
①2月1日（木）：おはなし会・②6日（火）：

おさるんリトミック、工作・③20日（火）： 
保育相談・④22日（木）：リトミック、
①10時30分～11時、②③④10時30分
～11時30分／未就学児と親、①③は定
員なし、②④は15組 ／②④は200円

②④は開催日の1か月前の10時から
か

◆節分
2月2日（金）：豆まき、ゲーム・3日（土）：
的あてなど／  ※未就学児は保護者
同伴

休館日◆火・木曜
・ 591-8444

〒224-0021  北山田五丁目14-1

北山田小学校コミュニティハウス

◆ラジオ深夜便で出会った人々
ラジオ深夜便の取材で出会ったすて
きな人のお話をお聴きします／2月25
日（日）10時30分～12時／50人

2月23日までに か
◆ギターの伴奏でみんなで歌おう！
1月28日（日）14時～15時20分／20人
／200円

1月26日までに か
◆おはなし会
読み聞かせ、パネルシアター、手遊び、
わらべ歌など／3月3日（土）10時30分
～11時／
◆たこ作り講習会（全2回）
1月27日（土）13時～16時／30人  ※
幼児は保護者同伴／300円

1月11日から か

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（産後ヨガ）
お母さんのためのリフレッシュヨガ！
お子さんと一緒にご参加ください／1
月26日（金）／20組 ／300円

1月26日までに か

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1月12日から か
◆冬の歌メドレー
　～レクチャーコンサート～
冬の歌を中心とした懐かしの歌をレク
チャーとともに聞きます／2月5日（月）
10時～12時／20人  ●
◆女流棋士 安

あ

食
じ き

 総
ふ さ

子
こ

氏と対局！
2月12日（祝）10時～13時／将棋の基本
が分かる小・中学生30人  ●  
※見学は40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1月11日から か 、
を明記し

◆新春恒例たこ作り教室
1月27日（土）9時～12時／年長～小学
生の子と親15組 ／ 長めの定規、
鉛筆、はさみ／300円 ●
◆知っておきたい終活教室
1月28日（日）①10時～11時30分：セミ
ナー「自分と家族を守る遺言・後見」 ②
11時45分～15時：司法書士への個別相
談／40人  ●

944-4640  944-4642
〒224-0055  加賀原一丁目22-32

加賀原地域ケアプラザ

◆高齢者サロン「和楽路」
　健康講話とクッキング
ヘルスメイトによるお話と試食と茶話
会／2月5日（月）10時～12時／15人
／100円

2月5日までに

●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1月11日～2月10日のお知らせを掲載。
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◆ひきこもりってなに？
　～多様なひきこもりの今～
講師：内

うち

田
だ

太
た

郎
ろ う

（横浜市青少年相談セ
ンター所長）、ひきこもりの理解とその
対応、相談／2月8日（木）14時～16時／
30人

2月8日までに か
◆障がい児・者余暇支援 
　「デコパージュ作り」
デコパージュ製作とひまわり会による
お食事会／2月11日（祝）10時～12時／
1人100円

2月10日までに か

500-9321  910-1513
〒224-0001  中川一丁目1-1

中川地域ケアプラザ

◆お菓子作りボランティア講座（全6回）
お菓子作りをきっかけにボランティア
を始めてみませんか／1月25日、2月1
日・22日、3月1日・22日・29日の木曜9時
30分～12時30分／8人  ※全回参加
できる人優先／各回300円～500円

1月11日10時から か

592-5975  592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

行事は当日までに か
◆ほっと茶屋　介護者のつどい
1月23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 ●
◆東山田地域ケアプラザ 出張相談会
1月15日（月）10時～16時／北山田小学
校コミュニティハウス／
◆障がいって何だろう
後見的支援制度についての講義／1月
28日（日）10時～12時／30人  ●

休館日◆1/22（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

◆姿勢測定会
体のゆがみをチェック！測定結果をもと
に、姿勢改善のために必要なエクササイ
ズをアドバイス／2月23日（金）12時30
分～14時30分／1回1000円／20人

1月23日から 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。詳しくは  ＊印
は託児あり（予約制、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、定員40人
▶︎火曜（1月9日・16日・23日・30日、2月
6日） 
ソフトエアロ：12時20分～
▶︎水曜（1月10日・17日・24日・31日、2
月7日） 
＊水曜ズンバ：9時～9時45分

＊ポル・ド・ブラ：9時55分～10時40分
▶︎金曜（1月12日・19日・26日、2月2日・
9日） 
＊金曜ズンバ：10時35分～11時20分
▶︎土曜（1月13日・20日・27日、2月3日）
エアロビクスボクシング：10時～
アロマヒーリングヨガ：11時～／15人
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（1月9日・16日・23日・30日、2月
6日） 
バスケットボールタイム：19時15分～
／600円／50人
バレーボールタイム：19時15分～／
500円／24人
▶︎金曜（1月12日・19日・26日、2月2日・
9日） 
金曜エンジョイ個サル：21時～／600
円／50人
▶︎土曜（1月13日・20日・27日、2月3日） 
バスケットボールクリニック：9時15
分～／600円／小学生50人
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
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◆1/23（火）
592-0453  592-1402

〒224-0021  北山田七丁目3-1
http://www.waterarena.jp/

横浜国際プール

◆球技タイム開催中
当日申込みで参加いただける球技タイ
ムを開催中です。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。詳しくは か 。
▶︎月曜
中・高生限定バスケットボール：19時
20分～20時10分／520円
バスケットボールタイム：20時15分～
21時30分／520円
Playバスケ：21時30分～22時30分／
500円
▶︎水曜 
テニスタイム：13時30分～15時30分／
1030円
バレーボールタイム：20時15分～21時
30分／520円
▶︎木曜
個人ミニサッカー：20時15分～21時30
分／520円
▶︎土曜
フットサルタイム：17時30分～19時30
分／520円
早朝テニスタイム：7時30分～9時30
分／1030円

休館日◆月曜
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
1月20日（土）12時～、13時30分～、15
時～／
◆講座 横浜の歴史
　「戊辰戦争と横浜の村々」
講師：小

こ

林
ばやし

 紀
の り

子
こ

学芸員／2月11日（祝）
14時～15時30分／40人 ／500円／

休館日◆1/22（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

◆ミシンでソーイング
　育休中に入園準備しませんか？
　～乳児保育付～
ミシンを利用したいけど自信がない乳
児のママ向け講座。保育付きなので、
ゆっくりソーイングやおしゃべりを楽
しめます／2月8日（木）10時30分～12時
30分／2か月～1歳5か月の子を持つ保
育希望の女性10人 ／3500円（乳幼
児保育料1人分と材料費含む）

1月24日から （910-5724）
※ 1歳6か月～未就学児

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
1月28日（日）12時～12時40分／
◆あざみ野フォト・アニュアル
　「金

かな

川
がわ

 晋
しん

吾
ご

 長い間」+平成29年度
　横浜市所蔵カメラ・写真コレクション展
写真表現の現在を切りとる企画展と、
収蔵する約1万点の横浜市所蔵カメ
ラ・写真コレクションを活用し、様々
な切り口で紹介するコレクション展
を同時開催／1月27日（土）～2月25日

（日）10時～18時／
◆あざみのサロン「春にして君を想う」
NHK交響楽団次席奏者としても活動
する大

お お

宮
みや

 臨
り ん

太
た

郎
ろ う

（ヴァイオリン）と、国
内外で幅広く活躍して岩

い わ

崎
さ き

 洵
じゅん

奈
な

（ピ
アノ）による名曲プログラム／3月3日

（土）14時開演／180人  ※未就学児
の入場・同伴不可、保育あり／2500円

（前売券）※前売券についての問い合
わせは （910-5723）

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
◆わくわく裏側ウオッチング
普段は見ることができない動物たち
のお部屋を見学しながら、飼育員から
詳しい動物のお話を聞こう。動物種に
よっては、餌やり体験もできるかも！

／2月25日までの毎週日曜13時30分～
14時（9時30分受付）／各20人 ／300
円／

◆オリジナルのフォトフレームで
　記念撮影を楽しもう！
アプリをダウンロードして、イベント
ガイドの表紙にスマートフォンをかざ
すとかわいい限定フレームで写真が
撮れます。フレームは12月27日（水）か
らお正月、１月下旬からはバレンタイ
ンのデザインになります。フレームの
変更はプッシュ通知でお知らせするの
でお楽しみに！

　　　　　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
◆チルコロウィーク2018
親子で参加する地域のサークル体験
やおしゃべり会など／2月13日（火）～
28日（水）／未就学児と家族
◆親子で楽しむ冬のおはなし会
1月23日（火）10時15分～10時40分、11
時10分～11時35分／0～1歳の子と親
各12組

1月11日から か
◆パパといっしょにカプラであそぼう！
美しい木目のカプラで遊んじゃおう／
2月3日（土）10時30分～12時／3歳～未
就学児とパパ10組  ●
◆なるほどトーク「言葉のはじまり」
ポポラの専門相談員と、小グループで
じっくりお話してみませんか／2月2日

（金）10時30分～11時45分／1歳児の保
護者6組

1月11日から か
◆横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
1月24日（水）、2月10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
1月20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
2月2日（金）13時～16時・3日（土）10時
～16時・17日（土）10時～16時／未就学
児とその家族  ●
◆公園であそぼう！
赤ちゃんも大歓迎／1月25日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発） ※
雨天時は2月1日（木）／ききょう公園

（中川5-10）／

＊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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で、外国人講師と学習します／1月31日
（水）～3月28日（水）①英語19時30分～
20時30分 ②韓国語18時～19時／都筑
公会堂／15人 ／5000円（全回分）

前日までに
国際文化交流協会　前

まえ

田
だ

090-6489-2803　 0725-23-1268
●第2回　Ａ＆Ｍきもの講座
たんすにしまった着物、お母さまから
譲り受けた着物などをたまには着てみ
ませんか？／1月31日（水）10時～12時
30分／みんなのキッチン2階（茅ケ崎中
央36-5）／20人 ／500円

1月20日までに か
大
おお

山
やま

090-4841-0706　 948-5038

募  集
●緑地活動ボランティア
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。現在生えている竹を
伐採し、新たに広葉樹を植えます。４月
にはタケノコ狩りも楽しめます／1月
14日（日）・15日（月）9時～13時　※1日
のみの参加可／大塚・歳勝土遺跡公園
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

●第23回都筑コーラスのつどい
　参加団体募集
日頃の練習の成果を発表してみません
か？／6月24日（日）13時30分開演／都
筑公会堂／区内を中心に活動している
コーラスグループ／1人700円

2月5日までに か
都筑コーラス連絡会

・ 592-3533（中
なか

﨑
ざき

）

催  し
●本格うどんつくり
　～生地から挑戦～
2月25日（日）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36人 ／小
学生以上1000円、3歳～未就学児500
円、0～2歳100円

1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/kuro 
gane_yc_ysa/）

くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

●都筑区民シングルス
　バドミントン大会
①男子1～3部 ②女子1～3部 ③男子の
み40・50・60・65歳の部／2月4日（日）8
時開始／都筑スポーツセンター／高校
生以上（中学生は区民のみ可）160人
／1人1700円（中学生は1人1000円）

1月21日までに （contact@tsuzuki-
badminton.org） ※詳しくは か都筑
区民活動センター、都筑スポーツセン
ター、各地区センターで配布する申込
書をご覧ください。

都筑区バドミントン協会　持
もち

増
ます

090-2677-3760
●良質な材料で手作り味噌教室
都筑ハーベストで生産した無農薬の大
豆と天日塩に無添加のこうじを混ぜて
作ります／1月20日・27日の土曜13時～
15時／就労継続支援B型　都筑ハーベ
スト（茅ケ崎東五丁目6-5）／エプロン、
ふたのある容器（味噌1.5kg持ち帰り
用）／各20人 ／各1500円

前日までに か か （harvest@
tuduki.jp）

就労継続支援B型　都筑ハーベスト
金
かね

子
こ

・桑
くわ

原
ばら

　 ・ 945-7174
●自然の中で子どもが育つ、
　地域の中で子どもと育つ
身近な公園や海・山で育つ子どもたち
の活動写真展／2月7日（水）13時～13日

（火）12時／区総合庁舎1階区民ホール
／

NPO法人もあなキッズ自然楽校
342-8389　 511-8222

講  座
●大人のための英会話・韓国語入門
　（全8回）
基本的なあいさつから簡単な会話ま

●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。

11月3日（金）に区内最大のおまつり「都筑区民まつり」が開催されました。第
23回を迎えた都筑区民まつりは「笑顔あ
ふれる　ふるさと都筑」をテーマに、セ
ンター南・みなきたウォーク・センター北
の３会場にわたり、ステージ・PRコーナ
ー・模擬店・フリーマーケットが催されま
した。各会場は、出店・出演団体、ご来場
の皆様の笑顔であふれ、ふるさと都筑を
感じられる１日となりました。

「都筑区民まつり」を開催しました！

健康づくり係
948-2350  948-2354

ヘルスメイトの

●作り方
❶ ボウルに卵を溶き、かき混ぜておく。
❷ くろきくらげは水に戻して刻んでおく。ニラ・

小松菜は2cmほどに切る。
　 エビは皮をむき、背ワタを取って酒少 （々材料

外）を振りかけておく。
❸ フライパンに薄く油（材料外）をひき、❶を流

し入れてパラパラに炒めて器に取り出す。

❹ フライパンに油、生姜、ニンニクを入れて弱火に
かけ、香りが立ったら中火～強火にしてエビ、く
ろきくらげを炒める。火が通ったらご飯を加え、
塩・胡椒、醤油、オイスターソースで調味する。

❺ ❹に卵を戻し入れ、ニラ、小松菜を加えてさっ
と混ぜ器に盛る。

❻ヘタを取って半分に切ったミニトマトをトッ
　ピングしてできあがり。

エネルギー◆329kcal
塩分◆1.4g　野菜量◆57g1人分

小松菜入りえびチャーハン

●材料（4人分）
ご飯................................................茶碗3杯
エビ（ムキエビも可）..........................8尾
ニラ....................................................1/2袋
小松菜.....................................................2株
ミニトマト.........................................12個
卵...............................................................2個
くろきくらげ（乾燥）.......................... 3g
生姜、ニンニク（刻み）........各小さじ1
オイスターソース、醤油....各小さじ2
塩・胡椒.................................................少々
油.....................................................大さじ1

小松菜は
都筑区でたくさん
作られているお野菜の

ひとつです。

チャーハンに
小松菜やトマトを
入れてもおいしく

食べることが
できますよ！

ワンポイント
アドバイス

（池辺・川和地区ヘルスメイト）

＊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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