
　独自の技術で躍進する地元企業、区
内を拠点としてグローバルに活躍する
ドイツ系企業など、市内でも有数の製
造業集積地が形成されている都筑区。
　より多くの皆さまに、この卓越した技
術・優れた製品を知っていただくため、
パネル展を開催します。
　都筑区には、活気あふれる企業がた
くさんありますよ！

※イベント期間中は区役所職員およびスタッフが写真撮影を行います。撮影した写真は、広報よこはまや区ホームページなどに掲載することがあります。

区民活動係　　９４８-２２３5　　948-2239問合せ

※ヴァイナハツマルクトはドイツ語で
　「クリスマスマーケット」の意味
※写真は昨年度の様子

　都筑区は東京横浜独逸学園やドイツに本
社のある企業が7社あり、市内でドイツ国籍
の人が最も多く暮らしています。
　日独交流150周年をきっかけに平成23
年度から都筑区とドイツの交流事業がス
タート。本場ドイツのクリスマスの雰囲気
を、この街で味わえるよう始めたクリスマス
マーケットは、今年で7回目を
迎えます。
　一足早いクリスマス気分を
　どうぞお楽しみください！

今年も会場内の
アンケート記入に
ご協力いただくと
抽選ですてきな
ドイツ景品が
当たります♪

※詳しくは区ホームページをご覧ください

※当日のスケジュールは進行状況により変更する場合があります。

12時～12時20分

12月8日（土）

オープニング・開催のあいさつ

東京横浜独逸学園によるコーラス

BOSCHの聖ニコラウス（クリスマス劇）

蝶野 正洋トークショー

12時30分～13時

13時10分～13時40分

13時50分～14時35分

小雨決行・荒天中止

ヴァイナ
ハツ

マルクト

ちょうの まさひろ

◆ 区の人口・・・・・・211,383人（前月比30人減）
◆ 区の世帯数・・・82,318世帯（前月比18世帯増）
※2018年10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

広報よこはま都筑区版
No.253

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  11月10日・24日、12月8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）

庁舎内への立ち入り、駐輪場・駐車場の利用はできません。※夜間・休日受付窓口は開いています。
11月11日（日）は都筑区総合庁舎臨時休館日です。11月号

2018年
（平成30年）
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　イライラしてつい怒鳴ってしまう…。毎日の子育てでつい怒鳴ったり、
たたいたりしてしまうことはありませんか？そのつど自己嫌悪に…。
　子どもへの叱り方、伝え方を工夫することで、子どもの反応も変わって
いき、イライラが減少していきます。

　何を言っても「ヤダヤダ！」。このイヤイヤ期は成長に大切と言われているけれど、「どう対応したらいいの？」と
困ることはありませんか？イヤイヤ期を乗り越えるヒントをお伝えします。

　都筑区の虐待の相談件数は年々増加しています。あなたの周り
に心配な親子はいませんか？親も1人でつらい思いを抱えているこ
とがあります。身近な生活の中で声をかけてもらうことや、思いを
少し聞いてもらうことだけでも心強いものです。

区役所・児童相談所が協力してパネル
展を開催します。

※オレンジリボンには
子ども虐待を防止する
というメッセージが込
められています。

「しつけ」と「虐待」って
どう違うの？

子どもが傷ついていれば「虐
待」です。虐待かどうかは、する
側の基準ではなく、される側
（子ども）がどう感じ、傷つくか
という「子ども」の立場から判
断されるのです。

虐待は子どもに
どのような影響があるの？

心と体に大きな傷を残します。
自分を大事にしなかったり、
他人との信頼関係を上手に作
れないなど心身の成長や人格
形成に重大な影響を与えます。
また、虐待の影響により、脳が
萎縮することもあると言われ
ています。

子育てについて相談でき
る人がいないときは、誰
に相談すればいいの？
区役所には、乳幼児から思春期
までのあらゆる子育ての相談窓
口として「子ども・家庭支援相
談」があります。学校カウンセ
ラー、教育相談員、保育士、保健
師などのスタッフが相談に乗り
ます！詳しくは7ページをご覧く
ださい。

2歳児の子育て講座

よこはま子ども虐待ホットライン

児童虐待防止パネル展の
ご案内あなたの周りに心配な親子はいませんか？

～振り回されない子育てのススメ～

ぜひご参加ください！

まずは親が落ち着いて、子どもに大切なことを伝えましょう！

あいまいな表現は、子どもには伝わりにくい
です。

「ダメ」という禁止の言葉より「～しようね」
という期待を子どもに伝えましょう。

一方的に叱らないようにしましょう。できたら
ほめてプラスのメッセージを伝えましょう。

子どもの目や耳に刺激があると伝わりません！
環境を整えた後に伝えることも大切です。

日時

会場

日時

会場

対象

申込方法

問合せ先

講師12月19日（水）
10時～11時30分

11月12日～12月12日の間に電話でお申し込みください。

11月19日（月）～26日（月）
区総合庁舎1階区民ホール

区役所6階大会議室

土谷 みち子 氏（関東学院大学教育学部 こども発達学科 教授）

区内在住の2歳児の保護者 先着50人

こども家庭支援担当      948-2318     948-2309

定員あり
要予約

2歳以上
保育あり

（平日8時45分～17時）948-2441北部児童相談所

！ ！

！ ！

具体的に分かりやすく伝える 肯定的な表現を使う

共感的表現を使う 子どもに伝わる環境をつくる 地域の皆さまへ

　こども家庭支援担当問合せ
948-2318　　948-2309

こんなことで相談してもいいのかなと思わ
ずに、どんなことでもご相談ください。
抱えこまずに話すことが大切です。

一人で悩まずに一緒に
考えていきましょう！
話すことで気持ちも楽
になりますよ。

子育て中は、いろいろな悩みを抱える
ことがあります。子育てのこと、家庭
のこと、自分自身のこと…。そんな時
は私たちと一緒に考えてみませんか？

学校カウンセラー、教育相談員、保育士、保健師が
ご相談に乗ります！

都筑区子ども・家庭支援相談   　948-2349  平日8時45分～17時（12時～13時は除く）

そんな時は…

学校カウンセラー・教育相談員 保育士 保健師

11月は児童虐待防止月間です

特 集

子育てに関する &

　また、あなたの声が、児童虐待の早期発見やつらい
思いをしている親子への支援につながるかもしれませ
ん。気付くことがあったら、迷わずご連絡ください。

つちや こ

（24時間365日受付）0120-805-240
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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

11月13日（火）10時～15日（木）15時 絵手紙、折り紙などの展示と体験 予算調整係 948-2213 948-2208
11月15日（木）～18日（日） 都筑図書館フェスタ2018 都筑図書館 948-2424 948-2432
11月16日（金）～26日（月） 子ども・若者育成支援強調月間パネル展 区民活動係 948-2236 948-2239
11月19日（月）～26日（月） 児童虐待防止パネル展 こども家庭支援担当 948-2318 948-2309
11月27日（火）10時～16時 石巻進化躍進応援バザールうんめぇもん市 ＮＰＯ法人ヒューマンフェローシップ 762-1435 751-9460
11月28日（水）～12月4日（火） ささえ愛福祉週間 都筑区社会福祉協議会 943-4058 943-1863
12月5日（水）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
12月5日（水）～12日（水） 税の作文等展示 税務課 948-2263 948-2277
12月6日（木）～12日（水） 緑のカーテン 栽培結果展示会 企画調整係 948-2226 948-2399

地域力推進担当　 948-2474　 948-2239

第７回 都筑区自治会町内会 川柳コンクール
自治会町内会川柳を募集します！

賞について（予定）

　自治会町内会の存在や活動を身近に感じる機会として、どなたでも参
加ができる「都筑区自治会町内会 川柳コンクール」を実施します。

最優秀作品賞　１点
優秀作品賞、佳作、特別賞　など

※表彰式は、
2019年２月下旬を
予定しています。

11月１日（木）～2019年１月11日（金）
※区 や自治会町内会などの掲示板に募集案内を掲示します。

区内在住、在勤、在学または区内で活動している人
川柳作品、 、学生は学校名・学年を明記し、
か （tz-chishin@city.yokohama.jp）か

毎
朝
の

　
　
元
気
確
認

　
　
　
　
見
守
り
隊

　自治会町内会活動での出来事や、近隣住民との交流
などを表現した川柳作品を募集します。

第６回都筑区
自治会町内会

川柳コンクール
最優秀作品賞

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

１２月１日は世界エイズデーです
～UPDATE！エイズ治療のこと。HIV検査のこと～

エイズの
治療 検査

ウイルスが、性行為・血液・母子感染などにより体内に入り込み免疫細胞を破
壊します。治療せずに放置しておくと、免疫力が低下しさまざまな病気になり
やすい状態になります。これをエイズ『後天性免疫不全症候群』といいます。

治療の進歩によりエイ
ズの発症を予防し、遅
らせることが可能です。

匿名・無料で受けること
ができます。
※詳しくは９ページ「検診・教
室など」をご覧ください。

HIV/エイズって何？ HIVは『ヒト免疫不全ウイルス』のこと。

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

 11月23日、12月7日
の金曜10時～10時40分

東山田地域ケアプラザ

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 11月11日(日)・19日(月)

■�つづきブックフェスタ2018
11月15日（木）～18日（日）：読書に関

するパネル展 
11月18日（日）：おはなし会、紙芝居など
9時30分～：つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊
10時10分～：ハッピーマーチ♪
10時50分～：おはなしネットワークかた
らんらん
11時30分～：わいわい横丁

区総合庁舎1階区民ホール／
■�世界を知ろう!外国のクリスマスって
どんなだろう?

外国に住んでいた日本人がお話をしてく
れます。クリスマスの工作付き!

12月2日（日）10時30分～11時15分
区役所6階大会議室
小学生30人  ※保護者同伴可
11月13日から か

■�みんなでつくろう「福袋」
2019年1月に開催する「本の福袋」の中
身を募集します。紹介したい本3冊の題
名を書いて、図書館の受付箱に入れてく
ださい。 ※福袋になるのは、応募してい
ただいたものの一部です。

11月9日（金）～12月3日（月）

区民活動センターから
休館日 11月3日（祝）・11日（日）・

19日（月）・23日（祝）
 948-2237　  943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

■�縁ジンミーティング2018　
　第4回縁ジニア交流会
市民活動のイマを見に来ませんか？
コメンテーター：廣

ひ ろ せ

瀬 隆
たかひと

人 氏（一般財団
法人 とちぎ市民協働研究会代表理事）

12月17日（月）13時～16時
区役所6階会議室
50人
事前に か か、 ・ を明記し

平成31年
都筑区新年賀詞交換会

2019年1月6日（日）17時～18時30分
新横浜プリンスホテル（ＪＲ新横浜駅、市

営地下鉄新横浜駅（3番出口）から徒歩約
2分） ※公共交通機関でご来場ください。

区内在住・在勤・在学の人

5000円
11月30日までに、庶務係（区役所5階

53番窓口）で配布する｢払込取扱票｣ に
必要事項を記入し、会費をゆうちょ銀行
または郵便局の窓口で払込み。

庶務係
948-2211　 948-2208

秋冬に急増！
ノロウイルス食中毒を防ぐために

次の3つのポイントに気を付けて、ノロウ
イルスから身を守りましょう。
❶石けんでよく手を洗う
調理前、調理中手が汚れた時、食事の前、
トイレの後などに手を洗いましょう。
❷食品をしっかり加熱する。
ノロウイルスは85℃、90秒以上の加熱
で死滅します。特に加熱調理用の二枚貝

（カキなど）は、中心部まで十分に加熱し
ましょう。
❸塩素系漂白剤で消毒をする。
ノロウイルスの消毒には塩素系漂白剤（次
亜塩素酸ナトリウム）が有効です。汚物が
付いた場所やノロウイルスに感染した人
が使用したトイレ、ドアノブなどは必ず消
毒するようにしましょう。
※アルコールではノロウイルスに対して
十分な消毒効果が期待できません。
家庭での食中毒予防のお問い合わせは、
食品衛生係まで。

食品衛生係　
948-2356　 948-2354

知ってあんしん！
脳卒中と再発予防

脳梗塞などの脳卒中は突然発症し、日常
生活に支障を来す病気です。また日本人
の死因第3位（平成29年 厚生労働省統計
情報より）で、要介護状態になる原因の第
1位です。病気への理解を深めましょう！ 
講師：横浜新都市脳神経外科病院　森

もりもと

本 
将
まさふみ

史 院長
12月20日（木）14時～16時（受付13

時30分）
区役所6階大会議室
区在住の人80人
11月21日から12月13日までに か
か、 を明記し
高齢支援担当
948‐2306　 948‐2490

介護者支援講演会
「認知症の理解と介護のヒント」
講師：川崎幸クリニック　杉

すぎやま

山 孝
たか

博
ひろ

 院長
12月10日（月）14時～16時
区役所6階大会議室
認知症の人を介護するご家族、認知症

ケアに関心のある区民 100人

11月12日から か か、 を明
記し

高齢支援担当
948‐2306　 948‐2490

緑税務署からの重要なお知らせ
2019年1月4日から「スマホで確定申告」
ができます！～税務署窓口で事前にＩＤと
パスワードを発行します！～
※運転免許証などの本人確認のできる
書類をお持ちください。
このＩＤとパスワードは、どこの税務署でも
申請・取得できますが、12月末までに申請
してください。特に、昨年まで『確定申告書
等作成コーナー』を利用していた人は、ＩＤ
とパスワードを使い、スマホで確定申告す
ることで、申告書を郵送または持参する必
要がなくなります。ぜひ、ご利用ください。

緑税務署　 972-7771（代表）
個人課税第1部門（内線214、215、216）

緑のカーテン 栽培結果展示会
区内公立小中学校11校で、ゴーヤ・ヘチ
マなどのつる性植物を苗から育て、緑の
カーテン作りに取り組みました。下記区
民ホールの催し情報に掲載の日程で緑の
カーテンの効果などを紹介するパネル展
を開催。

企画調整係
948-2226　 948-2399

新治恵みの里 コンニャク作り教室
12月2日（日）13時30分～15時
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）
市内在住の個人・家族・グループ（2人

程度まで）15組
1組1500円（体験、試食、材料セットの

お土産付き、保険代込み）
11月15日から （http://www.niiharu.

link）の申し込みフォームで申込み
北部農政事務所農業振興担当　
948-2480　 948-2488

国重要文化財「関家住宅」
特別公開

関家住宅は南関東で現存する最古級の
民家で、面積1万平方メートルもの敷地
内には約400年前に建てられた主屋のほ
かに書院・表門・土蔵などがあります。

12月1日（土）10時～16時（資料配布・
説明付き）

勝田町（市営地下鉄仲町台駅下車徒歩
20分）

中学生以上 200人
11月19日必着で①行事名 ②午前･

午後の希望 ③全員の と を明記し
（〒231-0017 中区港町1-1）
教育委員会事務局生涯学習文化財課
671-3238　 224-5863

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 茅ケ崎中央32-1  都筑区役所○○係（担当）へ

区役所からのお 知 ら せ
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●特に記載のないものは、区役所１階福祉保健センター健診室で行います。
予約・問合せ／健康づくり係　 ９４８-２３５０　 ９４８-２３５４

肺がん検診
有料

予約制

12月14日（金）午前→11月14日（水）～12月４日（火）に予約受付
※検診当日の受付時間は予約時にお伝えします。また、同日
の胃がん検診も希望される人は、胃がん検診予約後に肺が
ん検診の予約をお取りください。

【対象】市内在住の40歳以上の人（1年度に1回）　　
【定員】50人　【料金】胸部エックス線撮影680円

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診、PSA検査（前
立腺がん）を実施しています。医療機関に直接お申し込みください。

エイズ・梅毒
検査

予約制

11月15日・22日・29日、12月6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

11月30日（金）午後、12月4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

11月30日（金）午後、12月4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

12月14日（金）午前、2019年1月11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

12月14日（金）午前→11月14日（水）～12月4日（火）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

のお役立ち講座。①食生活について
の話と２回食を目安にした離乳食の試
食 ②赤ちゃんと一緒に体操

①12月14日（金） ②2019年1月10
日（木）いずれも10時30分～11時30分

①中川地域ケアプラザ ②区役所１
階福祉保健センター多目的室

区内在住で離乳食を始めて2か月
を過ぎた頃の子と親25組

①普段使っている離乳食用のスプー
ン、飲み物 ②バスタオル、飲み物

11月14日10時から中川地域ケア
プラザへ 500-9321

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

子育て支援拠点ポポラでの
子育てプチ体験会のお知らせ

子育てに不安がある妊婦さん、母子保
健コーディネーターがお答えします。

12月4日（火）14時30分～15時30分
子育て支援センターポポラ
区内在住の妊婦と家族／
こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

育児講座「積木あそび」
11月14日(水)10時～11時
茅ケ崎南保育園
15組
事前に
茅ケ崎南保育園
943-1285　 943-1228

ほいくえん広場
11月15日(木)10時30分～12時
仲町台地区センター／
大熊保育園
942-9884　 942-9891

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

11月20日（火）午前・30日（金）午後 （所要時間：30分程度）
【対象】区内在住の人（乳幼児～思春期ごろのお子さんの相談）
【内容】栄養士による食生活についての個別相談

予約・問合せ／こども家庭支援担当　 ９４８-２３１８　 ９４８-２３０９
乳幼児
健康
診査

4か月児 11月20日、12月4日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 11月22日、12月6日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 11月15日・29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4月ごろ出産予定の人
→12月7日・14日・21日の金曜
各回13時15分～13時30分受付／13時30分から教室開始

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

11月12日（月） 乳幼児▶13時30分～14時30分
   妊産婦▶15時

11月27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
休館日 11月11日（日）・19日（月）

■絵本をよんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊による読み聞かせ。
11月17日(土)10時30分～12時／

■くまさんのおはなし会（12月）
12月13日(木) ①10時～10時25

分 ②10時45分～11時10分
①0・1歳児と保護者 ②2・3歳児と

保護者 各10組
11月29日から か

■都筑図書館�11月の定例おはなし会
11月21日(水)15時30分～16時／
一人でおはなしが聞ける子 

※保護者の付き添いは要相談
■展示　子育てに絵本を!�
　「STOPこども虐待」
家族の絆をテーマに絵本や子育て支
援に関する本などを展示します。

11月20日(火)～12月4日(火)／

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

庶務係  948-2212  948-2208

平成30年度 都筑区人権啓発講演会
そのまんまで素敵だよ～障害のある方々の人権を守るために～

　大
お お は し

橋 恵
け い こ

子さんによる“真の人権尊重”についての講演会。『障害のあ
る方々の自立した生活とは？』『そのために家庭や学校が果たす役割は？』

『理想的な雇用現場とは？』について、障害のある人を交えて、ご講演い
ただきます。大橋さんは、2017年８月まで横浜駅西口にある老舗百貨店
にて障害のある社員が働くワーキングチームのジョブコーチとして勤務。
現在はグループホームを運営する新たな法人を立ち上げ、“暮らす”をサ
ポートし障害者の活動の枠を広げるためにご尽力されています。

12月5日（水）14時～15時30分／
都筑公会堂　 600人

＊一時保育（2～６歳までの未就学児）、手話通訳、車椅子スペースの
　ご利用は要事前申込

11月21日必着で、 と希望種別（一時保育の利用をご希望の人
は、お子さんの ・ ）を明記し、 か か （tz-somuboshu@city.
yokohama.jp）／希望者多数の場合  ※利用の可否について、11月
28日までにご連絡します。

講師 大橋 恵子 氏（一般社団法人ル・ミストラル代表理事）

平成30年度 都筑区人権啓発講演会 検索

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

ネズミにチュ～意!!

❶エサを与えない

❸侵入口をふさぐ

ネズミ捕獲用のカゴ（捕そカゴ）の無料貸し出し

❷巣の材料を与えない
対  策

　秋や冬は、ネズミが屋内に侵入しやすい季節です。ネズミは、食品や家
具などをかじったり、感染症を媒介して人の健康を害することがあります。
天井から物音がしたり、黒い塊（フン）が落ちていたりする場合は、家に侵
入しているかもしれません。普段からネズミ対策をしておきましょう。

ペットのエサや生ごみなど、ネズミのエ
サとなるものは置きっぱなしにしない。
食品は、ふた付きの容器や扉のつい

た棚、冷蔵庫内にしまう。

ネズミは、1cm程度の隙間から侵入することがあるた
め、隙間（通気口の周囲など）は、金網や金属たわし、不
燃性のパテなどでふさぐ。
家にいるネズミの侵入口や通り道は、ラットサイン（ネ

ズミのかじり跡・活動音・フン・黒光りする足跡や体のこす
り跡など）を手掛かりに探してふさぐ。 写真提供:日本環境衛生

センター環境生物部

　侵入したネズミの駆除には、粘着シートや捕そカゴ、殺
そ剤などの薬剤を使う方法があります。環境衛生係（２階
25番窓口）では、捕そカゴを無料で貸し出しています。

巣の材料となる布類･紙類･ビニー
ルなどは収納するか、不要であれば
処分する。
天井裏、押入れ、引き出しなど室内

の整理整頓をする。

最も重要なのは、ネズミを住み着かせないことです！

! ご自分で駆除することが難しい場合、専門業者へ相談することをお勧めします。

黒光りした
こすり跡
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 11月27日（火）

【臨時休館のお知らせ】
都筑センター、横浜あゆみ荘、都筑
プールは施設点検のため、2019年1
月23日（水）～2月2日（土）を臨時休館
とさせていただきます。

行事は11月12日から か
はすべて市内在住・在勤者

■�都筑ふれあいの丘まつり2018
11月11日（日）10時～15時（葛が谷地域
ケアプラザは14時まで）／資源循環局都
筑工場、都筑センター、葛が谷地域ケア
プラザ、横浜市北部地域療育センターほ
か／一部有料／
■クリスマススワッグ
壁飾りを作ります／11月29日（木）10時～
12時／24人 ／2000円 ●
■木のクラフト（�アウトドア用ミニ机）
12月8日（土）10時～12時／10人 ／
2200円 ●
■健康うたごえ広場
講師：廣

ひ ろ せ

瀬 めぐみさん。歌を使った脳ト
レや体操も／12月1日（土）14時～15時
30分／60歳以上の人120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 11月12日（月）、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
■�催事に合わせた菓子作り（1）
クリスマスシュトレン／12月11日（火）9時
30分～13時／12人 ／1800円 ●
■�クリスマスのお菓子を作ろう!
12月22日（土）9時30分～13時／小学3～
6年生16人 ／800円 ●
■�紳士の健康麻雀（全6回）
2019年1月7日～3月18日の月曜12時
30分 ～14時30分 ／ 男性30人 ／
3000円 ●
■�みんなで書初めします!
2019年1月5日（土）13時～15時／小学
生10人 ／500円 ●
■�親子体操�3期（全8回）
2019年1月8日～3月12日の火曜11時～
11時45分／未就園児（走れる子）と親30
組 ／3200円（全回分） ●
■中川歴史散歩～港北区の七福神めぐり
2019年1月5日（土）9時30分～12時30
分／20人 ／300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 11月12日（月）、12月10日（月）

行事は11月11日から か
■�くみひも細工
12月21日、2019年1月18日の金曜10時～
11時30分／各16人 ／各1000円 ●
■�テーブル茶道（全2回）
12月17日、2019年1月21日の月曜13
時～14時30分／16人 ／1200円（全
回分） ●
■�スマホの使い方講座
12月5日（水）13時～15時／20人 ／
200円 ●
■�パワーヨガ3期（全9回）

■�サツマイモ掘り
11月24日（土）9時30分市営地下鉄仲町
台駅前に集合 ※雨天時は翌日に順延／
20口 ／ 要問合せ／1口3株500円

11月11日から か
■�親子のおはなし会
11月20日（火）10時30分～／未就学児
と親10組程度／
■�手打ちそばを食べませんか
11月23日（祝）11時30分～ ※雨天時は中
止／40食 ／運営協力費1食500円／
■�創作「語りびと」
語りと朗読 「みちゆきさん」／11月24日

（土）15時～／

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人 都筑里山倶楽部）

・  941-0987
〒224-0032　茅ケ崎中央57-8

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

月曜（祝日の場合は翌日）休館日

行事は開催日10日前までに か、
と申込者全員の ・ を明記し

か  ※記載のないものは小雨決行・荒
天中止
■�落ち葉かきと焼き芋
12月22日（土）13時～16時／ばじょうじ
谷戸休憩所集合／30人 ／300円 ●
■�里山の素材でリース作り
12月9日（日）10時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／20人 ／800円 ●
■�ネイチャークラフト作り
11月25日（日）10時～15時（受付は14
時30分まで） ※雨天中止／500円／
■�里山保全体験
間伐した竹を使って竹細工体験／12月1
日（土）9時～12時 ●
■�炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
12月8日（土）9時～12時：炭材作りと窯詰め・
15日（土）8時～17時：炭焼き・22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

■�野の花ウォッチング
11月24日（土）10時～11時30分 
※雨天中止／15人 ／300円

11月23日までに か、 を明記
し か
■�里山保全
11月17日（土）・25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／

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

11月19日（月）休館日

■�ログのクリスマス会
人形劇、腹話術、茅ケ崎中学校合唱部の
合唱など。子どもにはプレゼントあり／12
月8日（土）11時～12時15分／150人  
※未就学児は保護者同伴／200円／
■秋の工作・木工クラフト
オリジナルマグネット作り／11月20日

（火）～22日（木）いずれも10時30分～
16時／幼児～中学生200人  ※未就
学児は保護者同伴／
■�親子の広場�「かもっこくらぶ」
あつまれ～都筑のニューフェイス!保育
相談／11月20日（火）10時30分～11時
30分／未就学児親子／

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

2019年1月22日～3月26日の火曜 ①9時
30分～10時30分　②10時40分～11時
40分／各60人 ／各3800円（全回分）

12月11日までに か、 と ・
希望クラスを明記し か
■�親子体操3期（全9回）
2019年1月25日～3月22日の金曜 ①9
時30分～10時30分 ②10時40分～11
時40分／1歳8か月児と保護者 各40組

／各4000円（全回分）
12月14日までに か、 と ・希望

クラス・子の ・性別・月齢を明記し か
■�朝活!ビューティコアトレーニング
　後期（全6回）
2019年1月16日～3月27日の水曜9時
30分～10時30分／20人 ／3500円

（全回分） ●

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 11月12日（月）、12月10日（月）

行事は開催日の1か月前から か
■�子どものアート／クリスマス企画
12月15日（土）9時30分～11時30分／
30人  ※未就学児は保護者同伴 ／
500円 ●
■�子ども手芸教室
干支のマスコット作り／12月22日（土）
13時～14時30分／小学生20人 ／
200円 ●
■�ミニ門松でお正月
竹で門松作り／12月24日（祝）10時～
12時／16人 ／2000円 ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 11月12日（月）・26日（月）、12月10日（月）

行事は11月13日から か
要問合せ

■�遺跡フェスタ2018
遺跡オーガニックマルシェ・弥

や よ い

生美
び

レッジ・
江

え ど

戸市
いち

を開催／11月17日（土）10時～
16時 ※雨天決行（荒天時は翌日）／大塚
歳勝土遺跡公園／
■�家庭用鏡餅を作ろう
12月9日（日）10時～12時／10人 ／
1000円（お雑煮付き） ●
■�チョット昔のお正月遊び
百人一首など。昼食付き／2019年1月
13日（日）10時30分～14時／小学生15
人 ／1000円 ●
■�みそ講座（寒仕込み）
実際のみそ作りは各家庭で／12月12日

（水）13時～15時／50人 ／3700円
（材料費含む） ●
■�クリスマスジャズライブin歴博
軽食（有料）あり／12月16日（日）18時～
20時（開場17時）／横浜市歴史博物館エ
ントランス／80人 ／1000円 ●
■�茶室利用申込み
2019年1月～4月の茶室利用募集 ●
■�ミニ門松作り
12月22日（土）9時30分～11時30分／
10人 ／1個500円 ●
■�都筑民家園�いろりばたおはなし会
11月19日（月）11時～11時30分／

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 11月1日（木）・15日（木）、12月6日（木）

■�みんなで遊ぼう（親子ビクス）
11月30日（金）10時30分～12時／20
組 ／300円

事前に か か、 ・ を明記し

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

行事は11月11日から か
要問合せ

■�ちょっと区外へ遠出、秋の市民の森へ
昼食持参／11月10日（土）9時30分～
14時30分 ※雨天中止／新治市民の森 
※市営地下鉄仲町台駅集合、JR横浜線
十日市場駅解散／15人 ／200円（保
険代含む） ※往復の交通費は自己負担

事前に か
■�フラワーアレンジメント教室
　（クリスマスリースを作ろう）
講師:井

い の う え

上 英
え

理
り こ

子。4作品の中から1つ
選択／12月1日（土）10時～12時／16
人  ※大人、親子の参加可／1つ1500
円、1セット2500円 ●
■�フラワーアレンジメント教室
　（お正月飾りを作ろう）
講師:井

いのうえ

上 英
え

理
り こ

子。2作品の中から1つ選
択／12月22日（土）10時～12時／16人

 ※大人、親子の参加可／1300円 ●

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

■�うたごえ広場（第2回）
中川 ともゆきさんのギターに合わせて歌
う／11月24日（土）13時30分～15時／
20人／300円（飲み物付き）／

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

行事は開催日の1か月前から か
／ 要問合せ

■足利銘仙で作る干支飾り（全2回）
12月12日・19日の水曜9時30分～12時／8人

 ※子の同伴不可／1000円（全回分） ●
■骨を元気に！骨・カルシウムセミナー
12月14日（金）10時30分～11時30分／
30人  ●
■英語で遊ぼう!（全6回）
12月19日、2019年1月9日・23日、2月6
日・20日、3月6日の水曜 ①15時40分～
16時20分 ②16時30分～17時10分／①
小学1～2年生10人  ②幼稚園年中・年長
児と親10組 ／各2000円（全回分） ●
■産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
2019年1月9日・23日、2月6日・20日、3
月6日の水曜 ①10時～10時45分 ②11
時～11時45分／①3～9か月児と母10組

 ②10か月～1歳6か月児と母8組 ／
各1500円（全回分） ●

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

行事は11月11日から か
■クリスマスソングをご一緒に♪
聞いて歌って。茶菓付き／12月8日（土）
14時30分～15時45分 ●
■災害時のサバイバル講演
新しい年を安心して迎えるために／12月
9日（日）10時～11時30分 ●

中川中学校コミュニティハウス

・  591-3131
〒224-0027　大棚町240

 ch-nakagawa@tsuzuki-koryu.org

休館日 火・金曜

■Xmasこどもが楽しむお遊び会
12月2日（日）10時～：クリスマスにちな
んだ紙工作、10時30分～：人形劇、バイ

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

このページでは、原則11月11日～12月10日のお知らせを掲載しています。
マークの説明については、8ページを参照してください。料金の記載のないお知 

らせは無料です。 詳細は各施設へお問い合わせください。

施設からの お 知 ら せ
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※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※

オリン演奏ほか／20人  ※小学2年生
以下は保護者同伴

11月11日から か、 ・年代を明
記し 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

■東山田�今と昔
郷土資料館館長 栗

くりはら

原 満
みつなお

直 氏による講座。
第一部:八王子千人同心、頭 旗本と山田
村 第二部:武田信玄と栗原家／11月19日

（月）13時30分～15時30分／東山田町公
民館（東山田町1300）／50人 ／300円

事前に  ※東山田地域ケアプラザで
も にて申込受付

加賀原地域ケアプラザ
 944-4640　  944-4642

〒224-0055　加賀原一丁目22-32

行事は事前に か
■すくすくプラザ
　集まれ!都筑のニューフェース
　～保育士さんと遊ぼう～
11月22日（木）10時～11時30分 ●
■ヘルスメイト共催健康料理講習会
12月10日（月）10時～14時／20人 ／

要問合せ ●

葛が谷地域ケアプラザ
 943-5951　  943-5961

〒224-0062　葛が谷16-3

■�「定年後の楽しみを見つける講座」（全6回）
陶芸、フィットネスなど／12月1日・15日、
2019年1月5日・19日、2月2日・16日の
土曜9時30分～11時30分／50～60歳
代の男性15人 ／500円（全回分、そ
の他材料費負担あり）

事前に か

新栄地域ケアプラザ
 592-5255　  595-3321

〒224-0035　新栄町19-19

■新栄地域ケアプラザ祭り2018
早渕中学校の吹奏楽部演奏や近隣保育
園児による絵画展、模擬店など ※駐車場
はありません／11月18日（日）10時～
14時／
■新栄ステージ発表会・作品展示会
新栄地域ケアプラザを利用している団体に
よる発表会／11月11日（日）10時～／

中川地域ケアプラザ
 500-9321　  910-1513

〒224-0001　中川一丁目1-1

■国際的なスポーツ大会をその歴史
　から見てみよう!
　～オリンピック・パラリンピック競技
　大会あれこれ～
12月2日（日）10時～11時30分／40人

11月12日10時から か
■精神疾患を持つ方への訪問看護とは？
講師：みよみよ看護代表 松

ま つ だ

田 栄
え い こ

子 氏／
12月20日（木）10時～12時／30人

11月21日10時から か

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
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
11月24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

都筑区社会福祉協議会
 943-4058　  943-1863

〒224-0006　荏田東四丁目10-3
港北ニュータウンまちづくり館内

■�つづき防災セミナー（災害ボランティア
　コーディネーター養成講座）
講演：「災害ボランティアを受け入れるた
めに必要なこと～東日本大震災の活動か
ら学ぶ～」（講師：平

ひ ら の

野 友
とも

康
やす

 氏（横浜創英
大学））、西日本豪雨災害の報告など／
12月9日（日）14時～16時／30人

11月11日から か
■�第23回都筑区社会福祉大会
子どもの居場所をテーマとした講演会（講師：
牧
まきおか

岡 英
ひ で お

夫 氏（共育ひろば主宰））と社会福
祉功労者に対する顕彰／12月1日（土）13
時30分～15時30分／都筑公会堂／
■�ささえ愛福祉週間
区社協会員によるパネル展示など／11
月28日（水）～12月4日（火）10時～16時 
※12月1日（土）：つみっくで遊ぼう！／区
総合庁舎1階区民ホール／
■�障害者週間キャンペーン
障害者福祉施設の出店や啓発物品の配
布など／12月5日（水）～7日（金）／市営
地下鉄センター南駅コンコース／

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 11月26日（月）

（登録制、1歳6か月～未就学児）は有
料、申込みは 910-5724

■�パパといっしょのひろば
ペットボトルで雪だるまのランプを作る／
11月10日（土）10時30分～12時／親子
のひろば／未就学児と親30組  ※
あり／1世帯 300円／

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

■ポールウォーキング講座
11月23日・30日の金曜９時30分～12時／
南山田町内会館（南山田町4654-1）／区内
在住でおおむね65歳以上の人20人

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

■おはなし会
11月22日（木）11時30分～12時／未就
学児と保護者／
■クリスマスパーティー
12月9日（日）11時～15時／障害のある
高校生・成人10人 ／1000円

11月11日から か

都筑スポーツセンター

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

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

休館日 11月26日（月）

行事は11月17日までに か か、
・教室名・ を明記し

■�マリノスふれあいサッカー
マリノスのコーチによるサッカー教室／
12月20日（木）17時10分～18時40分／
小学1～3年生45人 ／1200円 ●
■�冬の定期スポーツ教室　1月～3月
大人向け教室：15歳以上（中学生不可）。
いずれも 。全8～12回。託児付き教
室もあり（事前申込制、有料）。
※詳しくは か  ●

大人向け教室（全30教室）
卓球やバドミントンの種目系教室、ヨガや
ピラティス、筋膜リリース＆骨盤調整など
のエクササイズ系教室、太極拳や頭と体
のトータルレッスンなどの健康づくり系
教室など。

親子・子ども向け教室（全21教室）
ベビーマッサージやハッピー親子リズム、
親子体操などの親子向け教室や、子ども
向けのサッカー、バレエ、ヒップホップ、
体操、かけっこ、小中学生対象のバドミン
トン教室など。

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 11月27日（火）

■冬の定期教室募集のご案内
10月22日から募集を行います。締め切
りは11月22日必着。※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／

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
11月11日・25日、12月9日の日曜12
時～12時40分／
■みんなでつくるあったかクリスマス
クリスマス飾り作り／12月1日（土）・2日

（日）11時～15時 ※材料がなくなり次
第終了／4歳以上 ※未就学児は保護者
同伴／材料費一部有料／
■�あざみ野寄席
　新春！金

きんげんてい

原亭馬
ば

玉
ぎょく

独演会
出演：金原亭馬玉、翁

おきなや

家和
わ す け

助（太神楽）／
2019年1月13日（日）14時開演／80人

 ※未就学児の入場・同伴不可、 あ
り／ 大人1500円、小学生 ～ 中学生
1000円／  ※チケット取扱い：総合受
付 910-5723

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

※入園料は別途
■秋のふれあい動物園
犬や小動物とのふれあいや展示。リスザ
ルなどとの写真撮影コーナーも／10月
20日（土）～11月25日（日）の土・日曜、祝
日／ころころロッジ／

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
■ポポ☆メイトさんと
　クリスマス工作を楽しもう
クリスマスリース作り／12月4日（火）10
時45分～11時45分／親子30組 ／
■子どもの食事あれこれ♪
ヘルスメイトさんおすすめレシピの紹介&
試食／12月11日（火）10時30分～11時
30分／1～2歳の子と親10組  ※アレ
ルギーのある人はご相談ください ●
■パパといっしょに公園であそぼう!
12月1日（土）10時30分～12時 ※雨天時
中止／ききょう公園（中川五丁目10）／
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
12月8日（土）・19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
11月17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／
12月1日（土）・8日（土）・15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がいのある子と
家族のポポラ体験／11月17日（土）10
時～16時／未就学児とその家族／

 910-5656　  910-5674
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 11 月号　／　都筑区版12 ここまでが都筑区版です。

　「都筑の現代」の一部については、区民団体代表の皆さんにより執筆されています。

港北ニュータウンまちづくりプランは、横浜市の六大事業計画から始まっています。
横浜市が掲げたまちづくりの理念は４つありました。
この大きな特徴を、読む人たちに分かりやすく伝わるように、多くの打ち合わせを重ね、進めています。

区民活動係　　948-2２３８ 　  948-2２３９

編さん委員だより

編さんにあたり、新たな写真を
撮影するとともに、地図などに
ついて分かりやすい表現をす
るよう努めています。

『図説 都筑の歴史』第6回 来年の区制25周年を記念して『図説 都筑の歴史』調査・執筆中！！

写真を見て、せせらぎを設計して
いた頃のことを思い出しました。

目標はテレビの取材を呼ぶこ
とです！取材されたときに何を
伝えるべきかを考えています。

港北ニュータウンというできあ
がった街に移り住み、都筑の素
晴らしいまちづくりを実感してい
るところです。

港北ニュータウンについて
改めて勉強する意義を感
じています。

50年以上前に、市民参加で理想的なまちをつくろうとしました。
深く知ることで、一層、都筑が好きになりました。

❶乱開発の防止　❷都市と農村が調和した都市農業の確立　❸住民参加のまちづくり　❹多機能複合都市　

　「都筑区水と緑のマップ」の編集や区内で歴史やまちづ
くりの市民活動に関わっている皆さんが編さん委員とし
て、原稿の作成を進めています。

　9月25日～10月1日に区総合庁舎１階区民ホールで動物愛護週間のイベントを開催し
ました。期間中は都筑区獣医師会の獣医師による健康相談、ドッグトレーナーによる飼育
相談、犬や猫の飼い方や防災などに関する展示など、
ペットに関するさまざまな企画を実施し、多くの区民の
皆さまにご来場いただきました。
　イベントでは、ご応募いただいたご長寿ペット106頭
のパネル展示を行いました。また、長寿ペットの中で犬
種、猫の品種ごとの最高齢ペットの表彰式も行いました。
　ご応募、ご来場いただきました皆さま、ご協力ありが
とうございました。

　街中にあって、自然を感じられる大塚・歳勝土遺跡公園の秋は紅葉
に彩られます。11月中旬から紅葉そして落葉となり、春の桜とはまた
違った美しさを感じることができます。
　この公園を会場に、11月17日（土）
には遺跡フェスタを開催（荒天時は
翌日順延）。隣接する横浜市歴史博
物館では23日（祝）から「横浜市指
定・登録文化財展／神奈川の記憶」
展が開幕します。芸術の秋・文化の秋
を満喫しにぜひお越しください。

秋山 満 さん

川手 昭二 さん

川本 久美子 さん

写真左から
川本 久美子さん、小泉 一寿さん、
山岸 紀美江さん、秋山 満さん、木村 玲子さん、川手 昭二さん

木村 玲子 さん小泉 一寿 さん

山岸 紀美江 さん

「図説 都筑の歴史」は
写真、図版、統計表を多く用い、
理解しやすい記述となるように

努めています。

区民団体代表の皆さんのご紹介

かわもと く　み　こ こいずみ

やまぎし

あきやま

き む ら

か わ て しょうじ

れ い こ

みつる

き　み　え

かずとし

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。

◆水彩画サークル�さくら草�発表会
11月8日（木）～12日（月） ※11日（日）は
除く／区総合庁舎1階区民ホール／

水彩画サークル さくら草
・ 941-1826

◆JAZZ＠都筑公会堂
世界的ジャズミュージシャンと中高生が
夢の共演／11月10日（土）13時30分～

（13時開場）／都筑公会堂／中学生以上
600人 ／ 要問合せ

つづきジャズ協会　松山
090-2940-0180　 949-4007

◆�「都筑自慢の緑道で紅葉を楽しもう」
　ガイドと共につづきを歩こう　№45
12月2日（日）9時～9時30分受付　市営
地下鉄仲町台駅前集合 ※雨天決行／約
7㎞（約3時間）歩ける人100人  ※坂
道・階段などあり／300円

博物館講堂／170人 ／500円
11月24日までに ・どこで開催を

知ったかを明記し （〒231-0062 中区
桜木町一丁目1-56 みなとみらい21クリー
ンセンタービル5Ｆ　横浜市市民活動支援
センター「レターケースNo35　横浜歴博
もりあげ隊」）

横浜歴博もりあげ隊
080-4896-4677（9時～17時）

◆�新春！おもちつきと正月遊びを楽しもう！
2019年1月6日（日）10時～14時／くろ
がね青少年野外活動センター／幼児・小
学生と家族45人 ／ 要問合せ

11月20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

◆�ガイドボランティア講座
知的障害の特性を理解する講座／11月
30日（金）10時～12時／大丸デポー2階
集会室（大丸22-6）／30人

11月11日から か、 を明記し
か （sewayaki@tsuzuki-soudan.com）

11月25日までに参加者全員の ・
・この催しを何で知ったかを明記し

（http://tzkgd.com）か （〒224-0029　
南山田二丁目24-6-717「都筑をガイドする
会」№45　広報係）か （tsuzuki-guide@
hotmail.co.jp）

都筑をガイドする会　大
おおはし

橋
090-9088-0286

◆�らくらくピアノを楽しむ会会員募集
原則毎月第2・4土曜9時45分～11時15
分／都田小学校コミュニティハウス／月
2500円／ キーボード

らくらくピアノを楽しむ会　大
おおもり

森
934-8102

◆�歴史講演会「転換期の皇位継承�
　キサキからみた幼帝の登場」
講師：仁

に と う

藤 智
さ と こ

子 氏／12月8日（土）14時～
16時（13時30分受付開始）／横浜市歴史

都筑相談窓口　三
み か み

上 嘉
よ し こ

子
943-1266　 943-1051

◆�第24回都筑区硬式テニスシングルス大会
2019年1月13日（日）～ ※詳細は

11月11日から （http://gron3.sakura.
ne.jp/tudukit/）

都筑区テニス協会
090-2918-9891（10時～19時）　
tudukittennis@gmail.com

◆手話サークルせせらぎ会員募集
毎月第1・3・4金曜19時～20時45分／
仲町台地区センター

都筑区社会福祉協議会　
info@tuzuki-shakyo.jp　 943-1863

◆都筑ふれあいの丘駅周辺の木々に
　つける「樹名板」をつくろう
アクリル絵の具で樹名板に絵を描きます／
12月1日（土）10時～12時／都筑ふれあ
いの丘駅前広場 ※雨天時はエステ・スクエ
アふれあいの丘1階集会室（葛が谷7番）／
小学生以上30人

11月20日までに都筑ふれあいの丘ま
ちづくり協議会　福

ふくとみ

富 洋
よういちろう

一郎に
（532-9903）か、 を明記し
（532-9903）

※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※


