
都筑消防署　　・　 945-0119問合せ

ーつづきを守りたい、こ
こがわたしのまちだから

ー

私たちの
消防団活動！

都筑消防団では消防団員を大募集しています。
都筑区に在住・在勤・在学されている
18歳以上の人なら入団可能！

消防団活動はボランティア活動ですか？
ボランティアではありません。
横浜市の消防団員は非常勤・特別職の地方公務員と
いう身分となります。

女性も入れますか？
男性も女性も入団できます。ご自身に合った活動が
あり、地域防災に貢献できます。

どうすれば団員になれますか？
最寄りの消防署、消防出張所または消防団員にご相談
ください。

都筑消防団受持区域 区域を５つに分け、その中で18班に班分けされています。
分団 受持区域

第五分団

第四分団

第三分団

第二分団

第一分団 池辺町、川和町、川和台、見花山、富士見が丘、葛が谷、高山、
二の丸、佐江戸町、加賀原一丁目～二丁目

東方町、長坂、平台、桜並木、大熊町、仲町台一丁目～五丁目、
川向町、折本町

中川一丁目～八丁目、あゆみが丘、中川中央一丁目～二丁目、
牛久保、牛久保一丁目～三丁目、牛久保西一丁目～四丁目、
牛久保東一丁目～三丁目、大棚町、大棚西

南山田町、南山田一丁目～三丁目、北山田一丁目～七丁目、すみれが丘、
東山田町、東山田一丁目～四丁目、早渕一丁目～三丁目、新栄町

勝田町、勝田南一丁目～二丁目、茅ケ崎町、茅ケ崎南一丁目～
五丁目、茅ケ崎中央、茅ケ崎東一丁目～五丁目、荏田東町、荏
田東一丁目～四丁目、大丸、荏田南町、荏田南一丁目～五丁目
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都筑消防団

ー消防団に入って良かったことは？
年代問わず、いろいろな人たちと仲良くなれました。
また、「消防」への理解が深まりました。

ー団活動と学業の両立はいかがでしたか？
他の団員さんも自分の仕事があり、学業への理解もあったので、必ずし
もどちらかを優先に考える必要はなく、無理せず団活動、または学業に取
り組めました。
ー消防職員と消防団員の違いは感じましたか？
市民からは、「消防のプロ」としての対応を求められるようになり、「もっと
知識をつけなくては」と、より一層気持ちが引き締まりました。
ー消防職員になってから「消防団に入っていて良かった。」と思うことは？
使っている資機材や操作などは共通なので、団員時代の知識や経験が消
防職員としての質を高めてくれました。

学生消防団員から消防職員へ（星野さん）

あなたの地域の分団は？

学生団員当時

今は綾瀬市消防職員！

写真 ： 女性団員が、飛来したヘリコプターから

傷病者を受入れる訓練の様子。

略してダンカツ

みんな
大活躍中！

イベントで救命講習をしている姿にひかれた。
子どもが生まれたので、応急手当などの知識、技術を身に付けたくなった。
同じ地域に仲間が増え、つながりが強くなった。それにより自分の知らなかった分野を
知ることができた。
区にある保育園に勤務しています。園児を守ることができるし、地域を支えられること
から入団しました。

火災などの災害時に消防署と連携して対応します。
また、防災指導や救命指導など防災リーダーとして地域で活躍できます。
所属する班により異なりますが、月に１回程度無理せず活動しています。
男性の世界のイメージがありますが、活躍する女性が増えています。

どんな活動？

入団のきっかけや、おススメポイント！

※電子申請でも入団希望を受付けていま
す。二次元コードよりお申込みください。
※市消防局のホームページも併せてご覧
ください。

都筑消防署 庶務課 消防団係
945-0119

入団に関するお問い合わせ先　

PICK UP 元団員

東山田駅
北山田駅中川駅

センター北駅

センター南駅

都筑ふれあいの丘駅 仲町台駅

川和町駅
市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄
グリーンライン

横浜消防マスコット
キャラクター　ハマくん

◆ 区の人口・・・・・・211,567人（前月比184人増）
◆ 区の世帯数・・・82,440世帯（前月比122世帯増）
※2018年11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.254

12月号

2018年
（平成30年）

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
土曜開庁日    12月8日・22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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元石川出張所

仲町台出張所

北山田出張所

青葉消防署 荏田出張所

川和出張所

鴨居出張所
佐江戸出張所

新羽出張所

港北区

青葉区

緑区

高田出張所

緑消防署

都筑消防署

　市全体で救急出動が年々増加しています。特に冬場は食べ物が喉に詰まったり、やけど
も増えるため、十分に気を付けていただき、健康で元気に新年を迎えましょう。

救急車に傷病者を乗せてから、次のことを行っています。
● 傷病者の状態を観察（どこの具合が悪いか、血圧・脈拍・意識や呼吸などの確認）
● 症状に見合った病院の選定
→聞いた内容や観察結果を病院に連絡し、受入れ可能となった病院に搬送を
　開始します。

傷病者の状態が分かる人が、救急車に同
乗していただけると情報収集が速やかにな
り、迅速な搬送ができます。
傷病者を病院に搬送した後は、次の救急出
動に備えるため、自宅までの送迎は行って
いません。

口や喉などに異物（食べ物など）が詰まっている場合に異物を取り除く方法は、次のとおりです。受傷後はすぐに水道水などの清潔な流
水で10分以上冷却します。

　2017年は、市において2007年以降で初めて軽症
者の割合が50％を下回りました。
　しかしながら、区では、2007年から軽症者の割合
は減少しているものの、2017年も54.1％と半数を占
めています。軽症と思われる症状については、可能な
限り自力で病院に行くようにお願いします。

傷病者を後ろから抱える
ように腕を回します。

片手で握りこぶしを作り、
その親指側を傷病者の
へそより上で、みぞおち
の下の方に当てます。

その手をもう一方の手で
包むように握り、すばやく
手前上方に向かって圧迫
するように突き上げます。

※明らかに妊娠していると思われる女性や高度な肥満者、
　乳児には腹部突き上げは行いません。

背中をたたきやすいよう
に傷病者の横に回ります。
※傷病者が立っている場
合や、座っている場合は傷
病者の後ろに回ります。

手の付け根で肩甲骨の間
を力強く、何度も連続して
たたきます。

　市の救急出動件数は、今後さらに増加となり、
2030年には、24万件に達し、2015年の1.36倍とな
ります。また高齢者に対する救急出動が、全体の約
70％を占める見込みです。
　区の救急件数も同様に増加する見込みです。
2015年から2030年までの増加件数は、約3800件
となります。

● 通院した病院から処方された風邪薬を飲んでも治らない。
● 歯が痛くて、我慢できなくなった。
● 眼にごみが入った。コンタクトレンズがずれて、
  取れなくなって痛い。
● 指を包丁でちょっと切ってしまった。　● 入院をしたいから。

・ 　945-0119
　都筑消防署問合せ

救急車を呼んだら、用意してください。

都筑区で救急車が配置されているのは消防署と出張所2か所の合計３か所です。
●都筑消防署　●川和消防出張所　●仲町台消防出張所

Q. 救急車は何か所に配置されているの？

救急出動する場合、現場から近い救急車が出動します。そのため、港北、青葉、緑
など、他の区から救急車が出動することがあります。

Q. どこの救急車が出動するの？

現在、救急車が現場に到着するまで、平均約7分程度ですが、救急出動が増加している
ため、現場への到着時間が年々長くなっています。

Q. 到着時間はどれくらい？

救急隊からのお願い

救急隊にこのようなことを伝えてください。

保険証や診察券

事故や具合が悪くなった時の状況　　 行った応急手当の内容
持病　　かかりつけの病院やクリニック

靴
現金

普段飲んでいる薬（おくすり手帳）

救急相談センター

判定結果により、次のことが分かります。

パソコンやスマートフォンから緊急性や
受診の必要性を確認できます。

❶番を選択

そのとき受診可能な
病院・診療所の案内

症状に基づく緊急性や受診の
必要性についてアドバイス

医療機関案内 救急電話相談
❷番を選択

救急受診ガイド

反応を確認する
助けを呼びましょう
119番通報とともにＡＥＤを手配！

傷病者に出血がある場合や
人工呼吸に不安がある場合などは、
胸骨圧迫のみを行います。

正常な呼吸がなければ胸骨圧迫

胸骨圧迫30回

人工呼吸２回

ＡＥＤの使用

腹部突き上げ法※ 背部叩打法
こ う だ

傷病者が咳をすることが可能であれば、できるだけ咳を続けさせます。
咳ができれば、それが異物の除去に最も効果的です。

※衣類の上からのやけどは、患部に接して
いる衣類は脱がせないようにし、まずは衣類
を着たまま10分以上流水で冷却します。
ただし、過度な冷却は避けましょう。

冬になると電気ストーブなどの暖房
器具などで火を扱う機会が増えます。
火の元には十分注意しましょう。

30回

大丈夫
ですか？

AED119で
救急車

離れて

1

2

3

1

2

胸が激しく痛む 突然の激しい頭痛

意識がない
交通事故

（強い衝撃を受けた）

?

?

このような救急出動があると、
緊急に救急車を必要としている人が利用できなくなります。
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125,722
（60.4%）
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（65.8%）
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208,072
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5,883 6,350

8,771
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約3,800件増加
94,351

（52.9%）73,645
（46.4%）

178,344
158,633

7,060

横浜消防マスコット
キャラクター　ハマくん

こんな時は迷わず119番

火の用心！

やけどの場合 食べ物が詰まった場合

!

すぐには病院へ搬送できません。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

〈 実際にあった救急出動の事例 〉

おくすり手帳

（年）

（件） （件）

（件） （件）

（年）

（年）（年）

または
232-7119

受診できる病院・
診療所を知りたい

・ 今すぐに受診するべきか？
・ 何科を受診するべきか？
・ 救急車を呼ぶへきか？ 救急車を呼ぶべきか

今すぐに受診するべきか
何科を受診するべきか

受診ガイドに従い、
該当する病気やけがの症状を選択

（受診する科が決まっている）

横浜市救急受診ガイド 検索
http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/qq/jushinguide/

医療機関案内のみ 242-3808

音声案内が流れ始めたら

7  1  1  9シャープ

年中無休・24時間対応

1 2 3

4 5 6

特 集

入院加療の必要なし

生命の危険はないが入院加療が必要

生命危険の可能性があり入院加療が必要

軽症

中等症

重症以上
救急出動件数

ＡＥＤの音声指示が
あるまで繰り返す！
（AEDは2分おきに

解析します。）

10秒以内で
胸の動きを確認！

強く！
速く！

絶え間なく！

同時に
胸の動きを

確認！ 周りの人が
離れるように
指示します。

応急手当を行っている時に反応がなくなった場合には、直ちに心肺蘇生法を開始してください。

軽症が
50％を

下回った！

軽症が
50％
以上！

ほ う

救急隊が到着するまで繰り返す

処置の流れ 救急隊が到着するまでの繰り返しの流れ
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元石川出張所

仲町台出張所

北山田出張所

青葉消防署 荏田出張所

川和出張所

鴨居出張所
佐江戸出張所

新羽出張所

港北区

青葉区
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高田出張所

緑消防署

都筑消防署

　市全体で救急出動が年々増加しています。特に冬場は食べ物が喉に詰まったり、やけど
も増えるため、十分に気を付けていただき、健康で元気に新年を迎えましょう。

救急車に傷病者を乗せてから、次のことを行っています。
● 傷病者の状態を観察（どこの具合が悪いか、血圧・脈拍・意識や呼吸などの確認）
● 症状に見合った病院の選定
→聞いた内容や観察結果を病院に連絡し、受入れ可能となった病院に搬送を
　開始します。

傷病者の状態が分かる人が、救急車に同
乗していただけると情報収集が速やかにな
り、迅速な搬送ができます。
傷病者を病院に搬送した後は、次の救急出
動に備えるため、自宅までの送迎は行って
いません。

口や喉などに異物（食べ物など）が詰まっている場合に異物を取り除く方法は、次のとおりです。受傷後はすぐに水道水などの清潔な流
水で10分以上冷却します。

　2017年は、市において2007年以降で初めて軽症
者の割合が50％を下回りました。
　しかしながら、区では、2007年から軽症者の割合
は減少しているものの、2017年も54.1％と半数を占
めています。軽症と思われる症状については、可能な
限り自力で病院に行くようにお願いします。

傷病者を後ろから抱える
ように腕を回します。

片手で握りこぶしを作り、
その親指側を傷病者の
へそより上で、みぞおち
の下の方に当てます。

その手をもう一方の手で
包むように握り、すばやく
手前上方に向かって圧迫
するように突き上げます。

※明らかに妊娠していると思われる女性や高度な肥満者、
　乳児には腹部突き上げは行いません。

背中をたたきやすいよう
に傷病者の横に回ります。
※傷病者が立っている場
合や、座っている場合は傷
病者の後ろに回ります。

手の付け根で肩甲骨の間
を力強く、何度も連続して
たたきます。

　市の救急出動件数は、今後さらに増加となり、
2030年には、24万件に達し、2015年の1.36倍とな
ります。また高齢者に対する救急出動が、全体の約
70％を占める見込みです。
　区の救急件数も同様に増加する見込みです。
2015年から2030年までの増加件数は、約3800件
となります。

● 通院した病院から処方された風邪薬を飲んでも治らない。
● 歯が痛くて、我慢できなくなった。
● 眼にごみが入った。コンタクトレンズがずれて、
  取れなくなって痛い。
● 指を包丁でちょっと切ってしまった。　● 入院をしたいから。

・ 　945-0119
　都筑消防署問合せ

救急車を呼んだら、用意してください。

都筑区で救急車が配置されているのは消防署と出張所2か所の合計３か所です。
●都筑消防署　●川和消防出張所　●仲町台消防出張所

Q. 救急車は何か所に配置されているの？

救急出動する場合、現場から近い救急車が出動します。そのため、港北、青葉、緑
など、他の区から救急車が出動することがあります。

Q. どこの救急車が出動するの？

現在、救急車が現場に到着するまで、平均約7分程度ですが、救急出動が増加している
ため、現場への到着時間が年々長くなっています。

Q. 到着時間はどれくらい？

救急隊からのお願い

救急隊にこのようなことを伝えてください。

保険証や診察券

事故や具合が悪くなった時の状況　　 行った応急手当の内容
持病　　かかりつけの病院やクリニック

靴
現金

普段飲んでいる薬（おくすり手帳）

救急相談センター

判定結果により、次のことが分かります。

パソコンやスマートフォンから緊急性や
受診の必要性を確認できます。

❶番を選択

そのとき受診可能な
病院・診療所の案内

症状に基づく緊急性や受診の
必要性についてアドバイス

医療機関案内 救急電話相談
❷番を選択

救急受診ガイド

反応を確認する
助けを呼びましょう
119番通報とともにＡＥＤを手配！

傷病者に出血がある場合や
人工呼吸に不安がある場合などは、
胸骨圧迫のみを行います。

正常な呼吸がなければ胸骨圧迫

胸骨圧迫30回

人工呼吸２回

ＡＥＤの使用

腹部突き上げ法※ 背部叩打法
こ う だ

傷病者が咳をすることが可能であれば、できるだけ咳を続けさせます。
咳ができれば、それが異物の除去に最も効果的です。

※衣類の上からのやけどは、患部に接して
いる衣類は脱がせないようにし、まずは衣類
を着たまま10分以上流水で冷却します。
ただし、過度な冷却は避けましょう。

冬になると電気ストーブなどの暖房
器具などで火を扱う機会が増えます。
火の元には十分注意しましょう。

30回

大丈夫
ですか？

AED119で
救急車

離れて

1

2

3

1

2

胸が激しく痛む 突然の激しい頭痛

意識がない
交通事故

（強い衝撃を受けた）

?

?

このような救急出動があると、
緊急に救急車を必要としている人が利用できなくなります。

65,279
（40.2%）

162,536

横浜市

横浜市 都筑区

都筑区

0

50,000

100,000

150,000

200,000

201720152013201120092007

59.1% 56.4% 54.4% 51.9% 50.2% 49.7%

31.1% 33.5%
35.5% 37.2% 39.5%

9.7% 10.1%
10.1% 10.9% 10.4%

40.0%

10.2%152,811 148,589
167,075 173,722 178,344

193,412

0

2,000

4,000

6,000

8,000

201720152013201120092007

68.7% 62.8% 59.1% 56.4% 52.4%
54.1%

24.2% 28.9%
31.8% 33.3% 37.9%

7.1% 8.3%
9.1% 10.3%

9.8%

35.9%

10.1%
5,873 5,880

6,539
6,874 7,060

7,816

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

65歳以上への
出動件数

救急車出動件数

203020252020201520102005
0

5,000

10,000

15,000

救急出動件数

203020252020201520102005

実測値 予測値 実測値 予測値

125,722
（60.4%）

147,982
（65.8%）

170,874
（70.2%）

208,072
224,805

243,304

5,883 6,350

8,771
9,791

10,899

約3,800件増加
94,351

（52.9%）73,645
（46.4%）

178,344
158,633

7,060

横浜消防マスコット
キャラクター　ハマくん

こんな時は迷わず119番

火の用心！

やけどの場合 食べ物が詰まった場合

!

すぐには病院へ搬送できません。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

〈 実際にあった救急出動の事例 〉

おくすり手帳

（年）

（件） （件）

（件） （件）

（年）

（年）（年）

または
232-7119

受診できる病院・
診療所を知りたい

・ 今すぐに受診するべきか？
・ 何科を受診するべきか？
・ 救急車を呼ぶへきか？ 救急車を呼ぶべきか

今すぐに受診するべきか
何科を受診するべきか

受診ガイドに従い、
該当する病気やけがの症状を選択

（受診する科が決まっている）

横浜市救急受診ガイド 検索
http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/qq/jushinguide/

医療機関案内のみ 242-3808

音声案内が流れ始めたら

7  1  1  9シャープ

年中無休・24時間対応

1 2 3

4 5 6

特 集

入院加療の必要なし

生命の危険はないが入院加療が必要

生命危険の可能性があり入院加療が必要

軽症

中等症

重症以上
救急出動件数

ＡＥＤの音声指示が
あるまで繰り返す！
（AEDは2分おきに

解析します。）

10秒以内で
胸の動きを確認！

強く！
速く！

絶え間なく！

同時に
胸の動きを

確認！ 周りの人が
離れるように
指示します。

応急手当を行っている時に反応がなくなった場合には、直ちに心肺蘇生法を開始してください。

軽症が
50％を

下回った！

軽症が
50％
以上！

ほ う

救急隊が到着するまで繰り返す

処置の流れ 救急隊が到着するまでの繰り返しの流れ
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● 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
日 時 ※ 催 し 問 合 せ 電 話 Ｆ Ａ Ｘ

12月13日（木）15時～19日（水）15時 地域福祉作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
12月17日（月）～19日（水）
10時～16時（最終日は15時まで） 刑務所作業製品展示即売会 矯正協会刑務作業協力事業部

横浜地方事務所 840-1169 841-4971

12月20日（木）8時45分～27日（木）15時 第5回 都筑・ボツワナ交流児童画展 区民活動係 948-2235 948-22392019年1月4日（金）～9日（水） ラグビーW杯・オリンピック・パラリンピック関連パネル展
2019年1月9日（水）～15日（火）15時 写真展 予算調整係 948-2213 948-22082019年1月10日（木）～16日（水） 絵画作品展 

都筑区休日急患診療所（内科・小児科）
911-0088

10時～16時 ※9時30分～15時45分受付
牛久保西一丁目23-4

（市営地下鉄センター北駅 徒歩8分）

食品衛生係　 948-2356　 948-2354

餅つき行事での食中毒を撃退！
　餅つきには手作業が多く、食中毒の原因となる細菌やウイルスなどの
ばい菌が、汚れた手から餅に付いてしまう恐れがあります。安全に餅つき
を楽しむためのポイントは以下のとおりです。

区民活動係スポーツ担当　 948-2235　 948-2239
tz-sports@city.yokohama.jp

第25回 都筑ふれあい健康マラソン大会
　第25回都筑ふれあい健康マラソ
ン大会を開催します。皆さんでお誘
い合わせのうえ、都筑区の自然あふ
れる緑道を楽しみながら、走ってみま
せんか？

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

12月21日の金曜10時～10時40分
※2019年1月4日に実施予定だった移動図
書館は運行中止になりました。

東山田地域ケアプラザ

区民活動センターから
休館のお知らせ

年末年始以外の
休館日

12月17日（月）・
23日（祝）・24日（祝）

 948-2237　  943-1349

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。

2019年１月18日（金）11時～15時／
中山地域ケアプラザ（緑区中山二丁目1-1）
若年性認知症の人、その家族 ※初め

て参加される場合は申込みが必要。
認知症の人と家族の会神奈川県支部

へ か （ ・ 044-522-6801） 
※月・水・金曜のいずれも10時～16時

高齢支援担当
948-2306　 948-2490

区民向け精神保健福祉講演会
「『8050問題』を考えよう」

～80代の親とひきこもる50代の子ども～
2019年1月24日（木）14時～16時（13

時30分受付開始）
区役所6階大会議室
50人
12月11日から  ※詳しくは
障害支援担当
948-2348　 948-2490

緑税務署からのお知らせ
確定申告の申告書作成会場の開設。
※2019年２月１７日まで緑税務署に申告
書作成会場はありません。

２月１８日（月）～３月１５日（金）／  ※土・
日曜を除く。ただし、２月２４日（日）、３月３日

（日）は、相談、申告書の受付および用紙の
配付のみ行います。

緑税務署　 ９７２-７７７１（代）

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い合わせください。

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

施 設 名 休 館 日

都筑区役所

　　12月29日（土）～
　　　2019年1月3日（木）

都筑土木事務所
北部農政事務所
北部児童相談所
都筑公会堂
都筑図書館 　　12月28日（金）～

　　　2019年1月４日（金）都筑区民活動センター
※12月29日（土）～2019年１月３日（木）は地下駐車場を使用できません。
　地上駐車場は通常どおり使用できます。

対 象 コ ー ス 参 加 料
ファミリー 1.5キロメートル 1組2500円

小学生 1.5キロメートル 1000円
中学生 3キロメートル 1000円

高校生
5キロメートル 2000円
10キロメートル 2500円

一般
5キロメートル 2500円
10キロメートル 3000円

都筑区総合庁舎 年末年始のお休み ※都筑消防署を除く

年末年始の急病時は…

2019年３月３日（日）
葛ケ谷公園（スタート・ゴール）と周辺緑道

12月6日～13日までに郵便振替か、12月13日～2019年1月11日までに
か  ※締切日前であっても、各種目定員になり次第締め切ります。

詳しくは、12月から配布する募集チラシ（配布場所：区役所１階区民活動セン
ター・総合案内、区内地下鉄駅や地区センターなどに設置されているPRボッ
クスなど）または大会 をご覧ください。 都筑ふれあい健康マラソン 検索

❶石けんでしっかり手を洗う。

❷体調の悪い人は餅に触らない。

❸手返し、成形、味付けをする人を限定する。

　石けんをよく泡立てて手の汚れとともにばい菌を洗い流します。特に作業前とトイレ
使用後は念入りに。二度洗いをお勧めします。

さらに、使い捨て手袋の適切な使用、手返し用のお湯のこまめな交換、ついた餅
は早めにまたは加熱して食べることも重要です。餅つきの季節はノロウイルス
の季節でもあります。衛生管理を徹底しましょう！
食中毒菌やウイルスに感染しても、まったく症状がない場合や、風邪のような症
状しか出ない場合もありますので、ご注意ください。
食中毒予防に関するお問い合わせは、食品衛生係まで。

　おなかの調子が悪い時、便の中に大量の食中毒菌やウイルスが出ている場合があ
ります。家族が体調不良の時も、餅つき作業から外れた方が安心です。

　手の汚れた人が餅に触らないように、餅を扱う人をあらかじめ決めておきます。

!

都筑図書館から

　皆さんから募集した本と図書館員が選んだ本で子ども向け福袋・大人向け
福袋を用意します。すべて貸し出されましたら、中身の種明かし展示をします。

　市立中川中学校の皆さんが作成した紹介文を本と一緒に展示します。

2019年1月6日(日)9時30分～14日(祝)／ 　【個数】各20セット

12月13日(木)～27日(木)／

 ■ 年明け最初のお楽しみ企画!「本の福袋」

 ■ 中川中学校の皆さんが選んだ本『この本、紹介します!』～本の紹介文展示～

都筑図書館　 948-2424　 948-2432

12月17日(月)

診療時間
所在地

12月30日（日）～2019年1月3日（木）

年末年始以外の
休館日
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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・問合せ／健康づくり係　 ９４８-２３５０　 ９４８-２３５４

肺がん検診
有料

予約制

2019年1月21日（月）午前
→12月14日（金）～2019年１月７日（月）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込みください。

エイズ・梅毒
検査

予約制

12月13日、2019年１月10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　
【料金】無料
※希望により梅毒検査を追加で受けられます。

食と生活の健康相談
予約制

12月21日（金）午後、2019年１月8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

12月21日（金）午後、2019年１月8日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度の測定。肺年齢測定。

検 診 教 室・

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

予約制

2019年1月11日（金）午前、2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」

予約制

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。

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

2019年1月21日（月）午前
→12月14日（金）～2019年１月７日（月）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

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

12月21日（金）午後、2019年１月22日（火）午前 （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 12月18日、2019年1月8日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 12月20日、2019年1月10日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 12月13日・27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

2019年5月ごろ出産予定の人
→2019年1月11日・18日・25日の金曜
各回13時15分～13時30分受付／13時30分から
教室開始

土曜両親教室
～平日に参加できな
い妊婦とパートナー

のために～
予約制

区内在住で初めての出産を迎える、平日の両親教室
に参加できない妊婦とパートナー50組先着
2019年２月９日(土)
９時３０分～１１時３０分(９時受付開始)

【申込み】2019年1月９日８時45分から

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

12月11日（火） 乳幼児▶9時30分～10時30分
   妊産婦▶9時10分

【対象】０歳児～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

●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

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
12月17日(月)

■絵本をよんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊の皆さんが絵本
コーナーで読み聞かせをします。

12月15日(土)10時30分～12時／
■都筑図書館 12月の定例おはなし会

12月19日(水)15時30分～16時／
一人でお話しが聞ける子

※保護者の付き添いは要相談

ママと赤ちゃんのための
健康講座（2日間で1コース）

ママの毎日に元気をプラスするため
のお役立ち講座。①赤ちゃんと一緒に
楽しく遊びながらの体操 ②食生活に
ついての話と２回食を目安にした離乳
食の試食

①2019年1月10日（木） ②24日
（木）いずれも10時30分～11時30分

①区役所１階福祉保健センター多
目的室 ②東山田地域ケアプラザ

区内在住で離乳食を始めて２か月
を過ぎた頃の子と親25組

①バスタオル、飲み物 ②普段使っ
ている離乳食用のスプーン、飲み物

12月11日10時から東山田地域ケ
アプラザへ 592-5975

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

育児講座
「運動遊び（乳児向け）」

親子で体を動かしていっぱい遊ぼう！
2019年1月25日（金）10時～11時
大熊保育園
10組
2019年1月7日から （10時～16

時）
大熊保育園　
942-9884　 942-9891

育児講座「太鼓講座」
2019年2月6日(水)10時～11時
茅ケ崎保育園
2019年1月10日から （10時～

16時）
茅ケ崎保育園
941-2172　 941-2258

第5回 都筑・ボツワナ交流児童画展
　1万3600㎞離れた、アフリカ南部のボツワナ共和国と日本。都筑区
では、2008年の第４回アフリカ開発会議以降、同国との交流を深めてい
ます。
　児童絵画の交換を通じて、茅ケ崎小学校とボツワナ共和国の首都ハボ
ロネにあるベン・テマ小学校の児童が交流を深める「都筑・ボツワナ交流児
童画展」は今回で5回目の開催となります。同展示会は11月のベン・テマ
小学校での展示会を皮切りに、12月には区総合庁舎、3月にはＪＩＣＡ横浜
で展示される予定です。開催に際しては、協賛の日本通運株式会社航空事
業支店のほか、多くの関係者の皆さまよりご協力をいただいています。
　各展示会場の近くにお立ち寄りの際には、児童画の鑑賞を通じて、両国
の文化の違いや共通点をお楽しみください。

12月20日（木）～27日（木）8時45分～17時（最終日は15時まで）
区総合庁舎1階区民ホール

2019年3月2日（土）～28日（木）10時～18時
JICA横浜（中区新港二丁目3-1） 

※２階回廊、３階展示室にも展示します。

2019年1月６日(日)13時30分～15時40分
【実施内容・会場】

式典（都筑公会堂）

古式消防演技、横浜市消防音楽隊による
ドリル演技（区総合庁舎駐車場）※小雨決行
車両分列行進、消防演技、一斉放水

（区総合庁舎駐車場）※小雨決行

※会場へは、公共交通機関をご利用ください。
※区総合庁舎駐車場は、利用ができませんので、
ご了承ください。

開催日時（一般公開）
都筑消防署庶務課　 ・ 945-0119　

平成31年 都筑区消防出初式

区民活動係　 948-2235　 948-2239

第一部
第二部

第三部

年末年始以外の休館日
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 12月25日（火）

行事は12月11日から か
はすべて市内在住・在勤・在学者

■ クリスマスロビーコンサート
12月16日（日）13時30分～14時30分／
■ 新春書初め会
2019年1月5日（土）10時～12時／小学
3～6年生10人 ／300円 ●
■ 親子料理教室
具だくさんのサンドイッチ作り／2019年
1月20日（日）10時～13時／小学生と保
護者6組12人 ／1200円 ●
■ おもちゃ病院
2019年2月23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 ●  
※市外の人は12月12日から か
■ 介護予防講座
栄養・運動・口腔のお話／12月11日（火）
13時30分～16時30分／60人 ／

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 12月10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
■ おはなし広場
12月20日（木）10時30分～11時／
■  中川西地区センター寄席
　 ～おなじみセンター寄席、落語2題
　笑いで寒さを吹き飛ばそう～
2019年2月2日（土）14時～（13時30分
開場）／100人 ／500円

2019年1月5日から か
■ 淑女の囲碁入門講座（全6回）
初心者向け／2019年1月12日・26日、2
月9日・23日、3月16日・23日の土曜9時
30分 ～11時30分 ／ 女性10人 ／
3000円（全回分） ●
■ ベビーマッサージとママのためのヨガ 

3期（全5回）

年生以上20人 ／700円 ●

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 12月10日（月）

行事は開催日の1か月前から か
要問合せ

■ コンディショニング・ヨガ 冬（全5回）
2019年1月21日～3月18日の隔週月曜
9時30分 ～10時20分 ／40人 ／
2000円（全回分） ●
■中国料理入門（全3回）
2019年1月21日・28日、2月11日の月
曜9時30分～13時30分／16人 ／
4500円（全回分） ●
■ 骨盤体操&ストレッチ 冬（全5回）
2019年1月21日～3月18日の隔週月曜
10時30分 ～11時45分 ／40人 ／
2500円（全回分） ●
■初めてのピラティス（全7回）
2019年1月23日・30日、2月13日・20
日、3月13日・20日・27日の水曜9時30
分～10時30分／40人 ／2500円（全
回分） ●
■ 体幹・体軸ピラティス（全7回）
2019年1月23日・30日、2月13日・20
日、3月13日・20日・27日の水曜10時50
分～11時40分／40人 ／2500円（全
回分） ●
■ 子どものアートⅢ（全3回）
身近な材料や自然素材を生かした造形講
座 ／2019年1月27日、2月17日、3月
10日の日曜9時30分～11時30分／年
長児～小学生24人  ※未就学児は保
護者同伴／1200円（全回分） ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 12月10日（月）、25日（火）

行事は開催日の2か月前から か
要問合せ

■ 七草粥とお蔵開き
七草粥の販売（なくなり次第終了）／
2019年1月7日（月）11時～12時／100
人 ／100円／
■ 鬼は外!福は内!
豆まきをする年男、年女（亥年生まれ）の
人募集／2019年2月3日（日）①11時～ 
②11時30分～／各4人

12月11日から か
■ 体験！南京玉すだれ
12月16日（日）14時～16時／
■ 土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／
■ 初めての茶道講座
2019年3月2日：大日本茶道学会・9日：表
千家・16日：表千家（男性講師）・23日：裏
千家 いずれも土曜10時～12時30分／
各10人 ／各1500円 ●
■ 親子・こども茶道講座
2019年3月2日：大日本茶道会・9日：表千
家・23日：裏千家 いずれも土曜13時30分～
16時／5歳～中学生の子と親各10人 ／
親各1500円、子ども各1000円 ●

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人 都筑里山倶楽部）

・  941-0987
〒224-0032　茅ケ崎中央57-8

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

月曜（祝日の場合は翌日）休館日

行事は開催日10日前までに か、
と申込者全員の ・ を明記し

か  ※記載のないものはいずれも小雨
決行・荒天中止
■ お正月飾り作り
12月23日（祝）10時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／20人 ／1000円 ●
■お正月遊びと餅つき
2019年1月13日（日）10時～12時／レ

2019年1月18日～3月15日の隔週金曜10
時～11時30分／首すわり頃～ハイハイ前
の子と親12組 ／2500円（全回分） ●
■ 手作り味噌講習会
2019年1月22日（火）①9時～12時 ②
12時～15時／成人各8人  ※子ども同
伴不可／各4000円 ●
■ 催事に合わせたお菓子作り（2）
干支の和菓子／2019年1月16日（水）9時
30分～13時／12人 ／1500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 12月10日（月）

行事は12月11日9時から か10
時から
■パソコンカフェ
パソコン相談／2019年1月22日、3月
26日の火曜13時～14時30分／20人程
度 ／
■ 地区セン食堂（男の料理会）
2019年1月5日（土）12時15分～／10
人 ／600円 ●
■ 小松菜まるごとクッキング
2019年1月26日（土）10時～12時30分／
小学生以上16人 ／800円 ●
■ かきぞめ講座
2019年1月5日（土）9時30分～11時30
分／小学生以上16人 ／600円 ●
■ 大人のピアノ教室（全4回）
2019年1月30日～2月20日の水曜①13時
30分～14時30分 ②14時40分～15時40
分／各4人 ／各3500円（全回分） ●
■占い入門講座
2019年1月31日（木）10時～12時／16
人 ／800円 ●
■ 大人のおりがみ教室
2019年2月2日（土）10時～11時30分／
20人 ／500円 ●
■ おはなしかい（おはなしのはなたば）
12月20日（木）11時～11時30分／未就
園児と保護者20組程度 ／
■ 百人一首大会
2019年2月9日（土）9時30分～／小学4

ストハウス集合／50人 ／500円 ●
■ 炭焼き体験（宮谷戸窯）
2019年1月12日（土）9時～16時：炭材
作りと窯詰め・19日（土）8時～17時：炭
焼き・26日（土）9時～12時：窯出しと炭
材作り ※雨天決行／1人1000円（昼を
はさむ活動日は昼食付き） ●

茅ケ崎公園自然生態園

・  945-0816
〒224-0037　茅ケ崎南一丁目4

 seitaien@ybb.ne.jp

土・日曜、祝日のみ開園

■ 里山保全
軽食付き／12月15日（土）・23日（祝）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／

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

12月17日（月）休館日

■ 親子の広場 「かもっこくらぶ」
おさるんリトミック／2019年1月15日、
2月5日の火曜10時30分～11時30分／
未就学児と親各15組 ／1組各200円

開催日1か月前の10時から か
■ クリスマス工作
　「竹のわっかでクリスマスリースづくり」
12月10日（月）～ 10時30分～16時／幼児～
中学生50人  ※未就学児は保護者同伴／

勝田小学校コミュニティハウス

・  592-1877
〒224-0034　勝田町266

休館日 火・木曜

■ 正月用生け花教室
講師:内

ないとう

藤 華
か

了
りょう

／12月28日（金）10時～
12時／10人 ／大人3000円・15歳以
下2000円（花代）

12月19日までに か
■ 勝田ふれあい寄席
講師：横浜市職員／2019年1月19日（土）
10時～11時／成人40人 ／100円

12月12日から か

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

■ 囲碁の時間（3期）
12月13日～2019年3月28日の毎月第
2・4木曜13時～17時 ※15時～16時
30分に講師の指導あり／各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

■いきいきアート講座
　～トンパ文字の描き初め～
2019年1月11日（金）10時～12時／15
人 ／500円

12月12日から か
■ギターの伴奏でみんなで歌おう!
2019年1月27日（日）14時～15時20分／
20人 ／200円（お茶代）

12月28日から か
■おはなし会
2019年2月2日（土）10時30分～11時／
20人  ※未就学児は保護者同伴

1月4日から か
■囲碁教室
初心者から少しできる人まで／12月22日

（土）13時30分～14時30分／

都田小学校コミュニティハウス

・  941-9522
〒224-0053　池辺町2831

休館日 火・木曜

■みんなで遊ぼう（親子英語）
英語で楽しいクリスマス／12月21日（金）
10時30分～12時／親子20組 ／300円

施 設 名 休館（休園）日
◆都筑センター（都筑地区センター・横浜市つづき緑寿荘）
◆地区センター（中川西・仲町台・北山田）
◆コミュニティハウス（川和小・中川中・東山田中）
◆スポーツ会館（大熊・東山田）　◆横浜市歴史博物館　◆大塚遺跡

12月28日（金）～
2019年1月4日（金）

◆よこはま動物園ズーラシア 12月29日（土）～
2019年1月1日（祝）

◆障害者研修保養センター「横浜あゆみ荘」
　※12月27日（木）に宿泊の場合は28日（金）の退室時まで対応
◆都筑民家園　◆都筑中央公園（レストハウス・休憩所）　
◆茅ケ崎公園自然生態園　◆鴨池公園こどもログハウス　
◆つづきＭＹプラザ　
◆コミュニティハウス（勝田小・つづきの丘小・都田小・北山田小）
◆地域ケアプラザ（加賀原・葛が谷・新栄・中川・東山田）
◆つづき地域活動ホームくさぶえ（緊急時のみ対応）
◆都筑プール　◆都田公園　◆区社会福祉協議会「かけはし都筑」
◆アートフォーラムあざみ野
　（男女共同参画センター横浜北・横浜市民ギャラリーあざみ野）

12月29日（土）～
2019年1月3日（木）

◆せせらぎ公園古民家　◆都筑区子育て支援センターポポラ 12月29日（土）～
2019年1月4日（金）

◆都筑スポーツセンター ※12月28日（金）・29日（土）は9時～17時、
　                                      2019年1月4日（金）は13時～21時開館
◆横浜国際プール ※12月30日（日）は13時30分まで開館

12月30日（日）～
2019年1月3日（木）

年末年始のお休み
※年末年始以外のお休みは、各施設の欄をご覧ください。掲載がない施設は該当施
設にお問い合わせください。

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

施設からの お 知 ら せ
●このページでは、原則12月11日～2019年1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。
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※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※

都筑の小学生　　　   チャンピオン！オ セ ロ
目指せ！

各施設で講習受講、予選で勝ち抜いた４人が
大会で競い、都筑のチャンピオンを決定！ 

※終了時間は予定です。 ※講習・予選会のご参加はお1人１施設のみでお願いします。

2019年2月16日（土）10時～12時／川和小学校コミュニティハウス（川和町1463）

200円（大会参加費は無料） 12月19日各施設20人募集参加費 定員 申込開始

講習・予選会日程／会場

大会日程／会場

会場 講習・予選会日時 問合せ・申込み
勝田小学校コミュニティハウス １月１４日（祝）10時～12時 592-1877
つづきの丘小学校コミュニティハウス １月１４日（祝）13時30分～15時30分 945-2949
都田小学校コミュニティハウス １月２６日（土）10時～12時 941-9522
川和小学校コミュニティハウス １月２６日（土）13時30分～15時30分 934-8666
北山田小学校コミュニティハウス １月２７日（日）10時～12時 591-8444
中川中学校コミュニティハウス １月２７日（日）13時30分～15時30分 591-3131
東山田中学校コミュニティハウス ２月１０日（日）13時30分～15時30分 591-7240

都筑区コミュニティハウス 7 館連携事業

事前に か か、 ・ を明記し

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

■心と身体のゆったり体操
12月24日（祝）10時～11時30分／12
人 ／500円

12月12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

■2018 クリスマスコンサート
シャンソンやクリスマスソングの合唱など／
12月8日（土）14時30分～16時30分／

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

■弁護士巡回相談会
12月10日（月）13時30分～16時30分／
8組 （1組40分程度）

12月9日までに か
■ほっと茶屋
クリスマス会／12月18日（火）13時～
14時30分（毎月第4火曜、12月のみ第3
火曜開催）／介護者または介護を終えた
人15人 ／500円

事前に か

地域活動ホーム くさぶえ
 590-5778　  590-5779

〒224-0014　牛久保東一丁目33-1

■園芸講習（全3回）
プロから学ぶ花壇作りと寄せ植え講座／
2019年1月7日、2月4日、3月4日の月
曜10時30分～12時30分／10人 ／
2500円（全回分）／ 要問合せ

12月24日までに か、 を明記し
■クリスマスおはなし会
12月20日（木）11時30分～12時／未就
学児と保護者／

都筑スポーツセンター

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

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

休館日 12月25日（火）

■ スポーツ医事相談（整形外科）
2019年1月26日（土）15時～17時／6
人 （1人20分程度）

12月26日から か
■ 冬の定期教室（1月～3月） 追加募集中
親子・子ども・大人向けの全51教室を開
催。教室・募集状況の詳細は、 か 。

事前に か
■ 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

■あざみのサロン  ヴァイオリンデュオ
出演：大

おおみや

宮 臨
り ん た ろ う

太郎（ヴァイオリン）、奥
おくむら

村 
愛
あい

（ヴァイオリン）ほか／2019年3月17
日（日）14時～／180人  ※ あり、
未就学児の入場・同伴不可／前売券
2500円／  ※チケット取扱い：12月
17日から総合受付 910-5723
■あざみ野カレッジ 現代美術探求ラボ
　美術とコレクション
講師：天

あ ま の

野 太
た ろ う

郎（当館主席学芸員）／
2019年1月19日（土）14時～16時／
高校生以上40人  ※ あり／500円

事前に か、 ・ワークショップ名・
・ を明記の上 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
■ハッピークリスマスinズーラシア
●クリスマスデコレーション／11月14日

（水）～12月24日（祝）／正門、オージー
ヒルレストラン前など／
●クリスマスコンサート／12月22日（土）～
24日（祝）／ころこロッジ／
●クリスマスボディーペイント／12月22日

（土）～24日（祝）／ころこロッジ／
●クリスマス特別ガイド／12月22日（土）～
24日（祝）／該当動物展示場／
■ズーラシアでお正月 ※詳しくは
●お正月遊び／2019年1月2日（水）～3日

（木）／ころころ広場／
●バードショーおみくじ／2019年1月2日

（水）～3日（木）／バードショー広場／
●お正月特別ガイド／2019年1月2日（水）～
3日（木）／該当動物展示場前／
●お正月特別ワークショップ／アカカワイ
ノシシ型の絵馬を作ろう！／2019年1月
5日（土）～6日（日）／ころこロッジ／
■ズーラシア・野毛山動物園・
　金沢動物園共通イベント

横浜国際プール

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

 http://www.waterarena.jp/

休館日 12月11日（火）

■冬の定期教室追加募集のご案内
12月12日（水）から追加募集を開始しま
す。 ※詳しくは か
■ 当日参加プログラム開催中
当日参加できる各種教室を開催中。 
※開催日など詳しくは か

【当日参加プログラム（一部）】（金額の記
載のないものは520円。終了時間の記
載のないものは50分）
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～、大人
のバレエ（入門）／11時15分～12時45
分／830円、大人のバレエ（初中級）13
時～14時30分／830円
木曜▶エアロ＆ストレッチ／12時20分～、
シニアヨガ／14時～
金曜▶ピラティス／10時～、エマ式美
BODYメイク／19時30分～
土曜▶みんなでエアロ／11時10分～、
ヨガ／12時20分～

横浜市歴史博物館

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

休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

■ ラストサタデープログラム
12月22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」、「学芸員トーク」
常設展示観覧料：一般400円、大学生
200円、高校生以下無料

1 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 12月24日（祝）

（登録制、1歳6か月～未就学児）は有
料、申込みは 910-5724

■ 産後のヨーガ～初めての保育＆
　ママのおしゃべりタイム（全4回）
2019年1月11日・18日・25日、2月1日
の金曜12時50分～15時／2か月～1
歳5か月の子をもつ保育を希望する女
性20人 ／1万円（全回分、参加費と1
人分の乳児保育料）

12月14日から （910-5724）

■Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
12月23日、2019年1月6日の日曜12
時～12時40分／

● 干支の記念撮影スポット／11月上旬～
2019年1月6日（日）／アカカワイノシシ
展示場付近（ズーラシア）／
●オリジナルポスターカレンダーをプレゼ
ント！／12月1日（土）～24日（祝）までの
土・日曜、祝日と2019年1月2日（水）・3日

（木）／正門付近（ズーラシア）／100人

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 あいたい5階

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
マザーズハローワーク横浜の職員による
再就職の話／2019年1月15日（火）10
時30分～12時／未就学児と保護者12
組  ●
■親子で楽しむ「冬のおはなし会」
2019年1月25日（金）10時15分～10時
40分、11時10分～11時35分／0～1歳
児と親各12組  ●
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
2019年1月12日（土）・23日（水）いずれも
10時30分～11時30分／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
12月15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
子育てや家庭のこと、一緒に考えましょう／
2019年1月5日（土）・19日（土）・26日（土）
10時～、11時～、13時～、14時～、15時～

（各回50分）／未就学児とその家族  ●
■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害のある子と家
族のポポラ体験／12月15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／12月27日（木）10時30
分～12時（10時10分ポポラ出発） ※雨天
中止／ききょう公園（中川五丁目10）／

 910-5656　  910-5674
http://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
男女共同参画センター横浜北



●　　　　　　　　2018（平成30）年 12 月号　／　都筑区版12 ここまでが都筑区版です。

◆音楽友の会「夢コンサート」
子供から大人まで、日ごろの練習の成果を
発表します。ピアノ、オーボエ、チェロ、フ
ルート、独唱、合唱など／2019年１月13日

（日）13時30分～（13時開場）／アートフォー
ラムあざみ野  レクチャールーム／

音楽友の会　富
と が し

樫
・ 592-0381

公益財団法人　矯正協会刑務作業協
力事業部　横浜地方事務所

840-1169　 841-4971
◆英会話教室生徒募集
日本語が話せる外国人講師が指導しま
す。見学可 ／ ①毎週月曜14時30分～
15時30分（中級）②毎週水曜9時30分～
10時30分（初級）、10時30分～11時30
分（中級）／①勝田小コミュニティハウ
ス ②中川中コミュニティハウス／月各
3000円

事前にメアリー高
たかおか

岡に （565-9662）
か、 を明記し （marytakaoka@yahoo.
com）
◆あったかエコキャンプⅡ
2019年１月20日（日）10時～15時／く

◆刑務所作業製品展示即売会
全国の刑務所で作られた刑務所作業製品

（まな板や折り紙、刑務所製品オリジナルの
「刑務所の小袋」など）の展示即売や刑事
施設の日常などの広報パネル展示・広報
VTR 放映 ／12月17日（ 月 ）～19日
(水)10時～16時（最終日は15時まで）／
区総合庁舎１階区民ホール／

ろがね青少年野外活動センター／小学
１～６年生40人 ／ 3000円

12月15日までに ・生年月日を
明記し （〒225-0025 青葉区鉄町
1380番地 ）か （http://www.yspc.
or.jp/kurogane_yc_ysa/category/
top/）

くろがね青少年野外活動センター　
973-2701　 972-1093

◆イタリアのクリスマス
　スペシャルランチ
12月20日（木）12時～15時／エッヴィー
ヴァ国際文化センター／20人

事前にエッヴィーヴァ国際文化セン
ター イレネに （050-5809-9710）か

（info@evviva.jp）か （evviva.jp）

ふれあい伝言板
●

●

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※

勝田小学校コミュニティハウス（〒224-0034 勝田町266）

瀬戸 誠 館長
せ  と まこと

幅広い年代の利用者から
愛されているコミュニティハウスです。
　研修室、和室（大・小）、図書コー
ナーがあり、茶道・華道、英会話、カ
ラオケ、各種ダンス、書道や墨絵、
水彩画、アート教室などさまざま
なサークルに利用されています。
図書も充実していますので、ご利
用ください。

建物は少し手狭で
すが、地域交流の場
として活躍中です。

592-1877・ 川和小学校コミュニティハウス（〒224-0057 川和町1463）

い し い む ね お

石井 宗男 館長

グリーンライン「川和町駅」から徒歩４分です。
お待ちしています。
　研修室３室、和室、図書室（蔵書
4000冊）が利用できます。２階研修
室にはグランドピアノがあります。
　現在、コーラス、ヨガ、日本舞踊
など約５０の団体が登録されてお
り、各団体ともさまざまな活動を
行っています。お気軽に見学にい
らしてください。

豊かな自然が残る
川和の街で、地域
の交流と、身近な学
びの場としてご利用
いただいています。

934-8666・

第2回
コミュニティハウスは、地域の人が誰でも利用できる施設です。都筑区には学校施設を活用したコミュニティハウスが７館あります。

勝田小学校コミュニティハウス 川和小学校コミュニティハウス９時～21時
火・木曜、年末年始

開館時間
休 館 日

9時～21時
火・金曜、年末年始

開館時間
休 館 日

　11月3日、「笑顔あふれる　ふるさと都筑」をテーマに区内最大のお祭り
である「第24回都筑区民まつり」が開催されました。センター南・みなきた
ウォーク・センター北の３会場はステー
ジイベントのほかPRコーナーや模擬
店、フリーマーケットの出店などにより
大変にぎわいました。ご来場の区民の
皆さまはもちろん、出店者や出演団体
の皆さまにも笑顔があふれ“ふるさと都
筑”を感じられる１日となりました。

　11月3日、都筑区民まつりに合わせて横浜市歴史博物館では「秋のサン
クスデー」を開催しました。博物館では常設展示の観覧が無料のほか、「ス
ポーツ土器パズル（縄文＆弥生）」「土器で調理したスープの試食」を、区民
まつりのブースでは重ね押
しのスタンプで北斎の浮世
絵製作を体験する「浮世絵
スタンプ」を行いました。ご
家族連れなどたくさんの人
でにぎわいました。

谷
本
川
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