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都筑区ふるさとづくり委員会（事務局：地域振興係　　９４８-２２３１　　948-2239）主催・問合せ

※当日８時からは、横浜市コールセンター （    ６６４-２５２５）にお問い合わせください。

●開会式　 ●ステージ（すきっぷ広場）
●お囃子　 ●ＰＲコーナー/模擬店
●ふれあい朝市
●福祉保健コーナー
●福祉バザー  など

●ステージ　 ●PRコーナー
●フリーマーケット  など

●ステージ（噴水広場）
●お囃子
●ＰＲコーナー/模擬店  など

みなきた会場 センター北会場センター南会場

　記載の実施内容は変更となる場合があります。
詳しくは10月下旬に市営地下鉄センター南駅・
センター北駅などで配布する「都筑区民まつりプ
ログラム」をご覧ください。

※当日は交通渋滞が予想されます。会場には駐車場がありませんので、公共交通
　機関をご利用ください。また、会場内での自転車の走行はご遠慮ください。
※出演、出店の募集は終了しました。キャンセル待ちはありません。
※区民まつり当日は区役所職員・スタッフが写真撮影を行います。撮影した写真は
　ホームページや広報紙などに使用する可能性がありますのでご了承ください。

　小雨決行、荒天中止。開催の可否については
当日７時から、都筑区役所ホームページでお知
らせいたします。

注意事項・その他お知らせご案内 当日開催のお知らせ

エリア   すきっぷ広場周辺・区総合庁舎前 エリア   みなきたウォーク エリア   芝生広場周辺・噴水広場

は や しは や し

◆ 区の人口・・・・・・211,413人（前月比100人増）
◆ 区の世帯数・・・82,300世帯（前月比78世帯増）
※2018年9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

都筑区版　／ 　　　　　　　 2018（平成30）年 10 月号　●5
広報よこはま都筑区版

No.252
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  10月13日・27日、11月10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）10月号
2018年
（平成30年）
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　都筑区は、市内で最も年少人口（0～14歳までの人口）の割合が高く、平均年齢も若いまちです。
　近年の調査によると、居場所であると感じている場の数が多い青少年ほど、生活の自立や社会への貢献、対人関係などについて前向きな将来像を
描く傾向があり、多様な人とのつながりの中で交流を深めることが重要です。
　また、青少年期に地域活動やボランティア活動などの社会体験の機会が多い人ほど、コミュニケーション能力や、挑戦意欲が高いという調査結果が
出ており、地域の人々とふれあいながらさまざまな体験をすることが青少年の健やかな成長に役立ちます。
※出典：平成29年版『子供・若者白書』（内閣府）、『平成29年度　青少年期の体験活動・社会活動に関する実態調査』（公益財団法人よこはまユース）

　中高生が、夏休み期間中のボランティア体験を通じて、普段関わる機会が少ない年代の人、地域の人と交流し、学びのきっかけとするた
めに、「はぁとdeボランティア～中高生のための夏休みボランティア体験～」を実施しています。平成28年度から、小学５・６年生向けプレ
コースもスタート。今年度は、7月20日～8月25日に実施し、過去最多の324人の小中高生が、地域で活躍しました。

　15連合各地区の青少年指導員連絡協議会それぞれで、レクリエーションやスポーツ活動、講座の開催など、
さまざまな活動を展開しています。詳細は、右の二次元コードからご覧ください。

　当日は、区内の中学生も運営ボランティアとして活動しています。
各チェックポイントでスタンプを押したり、公園の魅力をご紹介した
り、参加者の皆さんに楽しんでいただけるよう、おもてなしします！

●今まで、ちょっとしたイベントや清掃活動を何度かしたことがあって、
今回も久しぶりにこういった行事に参加できて良かったです。これか
らも積極的にボランティア活動に参加したいです。

　「はぁとdeボランティア」の参加者が、その体験をいかして、次年度の「はぁとdeボランティア」の体験プログ
ラムを企画・実施するプログラムです。毎月１回程度ミーティングを開催し、次年度に向けて準備しています。

さまざまな学年・
学校の人や、地
域の大人と一緒
に、「ボランティ
ア」をテーマに意
見交換をし、活
動の心構えを確
認します。

　青少年の地域活動拠点では、中高生世代を中心とした青少年が気軽に集い、自由に活動する場の提供や仲間や異世代と交流する機会の提供、地域
資源を活用した社会参加・職業体験プログラムなどを実施しています。つづきMYプラザでは、国際交流ラウンジ機能もあり、外国人やボランティア、
中高生世代が、活動したり相談したり、気軽に立ち寄ることができる、多文化と多世代が行き交う「居場所」となっています。

　地域では、自治会町内会から推薦を受け、市や県から委嘱された青少年指導員の皆さんが、青少年健全育成活動の中心的な存在として、青少年に
望ましい地域づくりのためのパトロールや社会環境調査、あいさつ運動などを行っています。その他、地域の実情に応じてさまざまな体験活動を企
画・実施しています（詳細は右ページ）。

　仲間や地域の大人と
の交流・体験、青少年に
よる企画運営のサポー
ト、音楽・ダンススタジ
オ・ラウンジなど気軽に
集える場の提供などを
行っています。

「あなたにとってMYプラザとは？」
●人とつながれる場所　●秘密基地
●自分を成長させてくれる場所
●パワーをもらえる所

　大人のための日本語
教室や外国につながる子
どものための学習補習
教室、多言語による生活
情報の提供・相談、国際
理解・交流イベントの開
催などを行っています。

　青少年の地域活動拠点には「活動できるスペース」
だけでなく、「活動するきっかけ」があります。中高生は
そこから地域活動を体験し、世代を超えた関わりを経験
します。大人にとっても新鮮な中高生との関わりは、私
たちにパワーとつながる大切さを教えてくれます。

　学校も学年も違うメンバー
や、地域の大人と1つの目標に
向かって話し合ううちに、人見知
りの私も積極的になることがで
きていました。これからも人のた
めに、自分のために、活動を続け
ていきたいと思います。

　子どもや思春期の子どもを抱える保護者に向けて講座を考えています。子どもたち自身
が自らの力で思春期の課題を乗り越えていくためには、保護者だけではなく、学校、地域と
周りの大人たちが子どもたちを取り巻く環境を理解し、一緒に考え、支援していくことが大
切です。そのためにも、学校、PTA、青少年指導員と協力し合い企画を進めています。

　平日の昼間に大災害が発生すると、都心から帰宅できない大人たちにかわって頼りにな
るのは、地元の小中高生です。いざというときに慌てず地域のために行動できるように、防
災体制や備蓄品などの状況を知り体感してもらいました。

青少年指導員事業

中学生ボランティアが大活躍

学校と連携して講座を実施しています

川和地区青少年指導員
連絡協議会

佐藤 広光 会長

茅ケ崎南MGCRS地区
青少年指導員連絡協議会

坂本 文昭 会長

こちらから
アクセス

中高生と一緒に地域の防災について考えています

青少年の地域活動拠点「つづきMYプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）」

地域も居場所の１つです！ 「青少年指導員」

青少年の地域活動拠点機能 国際交流ラウンジ機能

オリエンテーション

ダンス練習に大人気 気軽にスタッフとおしゃべり
外国人のための生活情報

「ウェルカムキット」 学習補習教室の様子

区内の施設や団
体、企業の皆さ
んが、ボランティ
ア体験先となっ
てくださいます。
みんな一生懸命
活動しています。

ボランティア体験
この夏の体験・学
びを振り返る意
見交換を行いま
す。最後に一人
ひとりに修了証
が手渡されます。

振り返り

地図を見ながら、参加者それぞれのペースでウォーキングをします。コース上のチェック
ポイントを順に回り、スタンプを集めながら完歩を目指しましょう！

「フェスタ」は市営地下鉄センター南駅前すきっぷ広場で開催します。

つづきMYプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）
〒224-0003　中川中央一丁目25-1 ノースポート・モール５階
　 914-7171　  914-7172
開館時間:平日 10時～21時／土・日曜、祝日 10時～18時
　　　　第３月曜、年末年始

つづきウォーク＆フェスタ

はぁとdeボランティア～中高生のための夏休みボランティア体験～

青少年を応援します 外国人を支援します

休館日

　「つづきウォーク＆フェスタ」は、
青少年指導員やスポーツ推進委
員、子ども会、PTA、保健活動推
進員、食生活等改善推進員など
の代表から成る実行委員会が企
画・運営しています。ボランティア
として参加してくれる中学生は、地
域の大人や参加者の皆さんとの
交流を楽しみながら、自分にできる
事を考え、活動してくれています。

11月23日（祝）開催！
「ウォーク」の申込みは9ページ

中高生が大活躍！「STEP UP プログラム」

７-８月

11月

通年

　区民活動係　　948-2236　　948-2239問合せ

青少年期には、多様な人との交流やさまざまな体験の機会が重要です！

青少年指導員

企業

子ども会

自治会
町内会

学校

区民
利用施設

● 安心して気軽に集える場
● 異世代とのコミュニケーション

● 自然体験（収穫体験など）
● 社会体験（ボランティア活動など）
● 生活・文化体験（昔遊びなど）

社会性、協調性、
自己有用感などの向上

主体性、
コミュニケーション能力など

の向上

社会参画に向かう力を育む
区役所

つづきMYプラザ

区社会福祉協議会

青 少 年 を 育 む 地 域 づ く り

都筑区では、地域の皆さんと協力しながら青少年の「居場所」と「体験機会」を提供しています！

　区内の緑道などをめぐる「ウォーク」と、中高生が吹奏楽演奏、ダンスなど演技を披露する「フェスタ」を融合させたイベントです。都筑区
のすてきな景観など、まちの魅力の発見や地域との交流を通して、青少年を含む参加者の世代を越えたふれあいや健康増進を目的として
います。また、青少年に対して創造性や自主性、個性を表現する場を提供することで青少年健全育成も推進しています。

つづきMYプラザ

林田 育美 館長
はやしだ  いくみ

さとう  ひろみつ さかもと ふみあき

つづきウォーク＆フェスタ
実行委員会

志田 政明 実行委員長
し だ   まさあき

STEP UP プログラム　永井 佑奈 さん
ながい   ゆうな

ウォーク フェスタ

つづきMYプラザ 検索
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びを振り返る意
見交換を行いま
す。最後に一人
ひとりに修了証
が手渡されます。

振り返り

地図を見ながら、参加者それぞれのペースでウォーキングをします。コース上のチェック
ポイントを順に回り、スタンプを集めながら完歩を目指しましょう！

「フェスタ」は市営地下鉄センター南駅前すきっぷ広場で開催します。

つづきMYプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）
〒224-0003　中川中央一丁目25-1 ノースポート・モール５階
　 914-7171　  914-7172
開館時間:平日 10時～21時／土・日曜、祝日 10時～18時
　　　　第３月曜、年末年始

つづきウォーク＆フェスタ

はぁとdeボランティア～中高生のための夏休みボランティア体験～

青少年を応援します 外国人を支援します

休館日

　「つづきウォーク＆フェスタ」は、
青少年指導員やスポーツ推進委
員、子ども会、PTA、保健活動推
進員、食生活等改善推進員など
の代表から成る実行委員会が企
画・運営しています。ボランティア
として参加してくれる中学生は、地
域の大人や参加者の皆さんとの
交流を楽しみながら、自分にできる
事を考え、活動してくれています。

11月23日（祝）開催！
「ウォーク」の申込みは9ページ

中高生が大活躍！「STEP UP プログラム」

７-８月

11月

通年

　区民活動係　　948-2236　　948-2239問合せ

青少年期には、多様な人との交流やさまざまな体験の機会が重要です！

青少年指導員

企業

子ども会

自治会
町内会

学校

区民
利用施設

● 安心して気軽に集える場
● 異世代とのコミュニケーション

● 自然体験（収穫体験など）
● 社会体験（ボランティア活動など）
● 生活・文化体験（昔遊びなど）

社会性、協調性、
自己有用感などの向上

主体性、
コミュニケーション能力など

の向上

社会参画に向かう力を育む
区役所

つづきMYプラザ

区社会福祉協議会

青 少 年 を 育 む 地 域 づ く り

都筑区では、地域の皆さんと協力しながら青少年の「居場所」と「体験機会」を提供しています！

　区内の緑道などをめぐる「ウォーク」と、中高生が吹奏楽演奏、ダンスなど演技を披露する「フェスタ」を融合させたイベントです。都筑区
のすてきな景観など、まちの魅力の発見や地域との交流を通して、青少年を含む参加者の世代を越えたふれあいや健康増進を目的として
います。また、青少年に対して創造性や自主性、個性を表現する場を提供することで青少年健全育成も推進しています。

つづきMYプラザ

林田 育美 館長
はやしだ  いくみ

さとう  ひろみつ さかもと ふみあき

つづきウォーク＆フェスタ
実行委員会

志田 政明 実行委員長
し だ   まさあき

STEP UP プログラム　永井 佑奈 さん
ながい   ゆうな

ウォーク フェスタ

つづきMYプラザ 検索
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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

● 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

10月18日（木）～19日（金） 合同作品展（書道・手芸など） 予算調整係 948-2213 948-220810月22日（月）～24日（水） 折り紙、ちぎり絵の展示と体験
10月25日（木）～28日（日） つづき国際交流Café 区民活動係 948-2235 948-2239
10月29日（月）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
10月31日（水）13時～11月２日（金）12時 水道について考えよう！パネル展～横浜の水道の今とこれから～ 水道局総務課 633-0110 664-6774
10月31日（水）～11月７日（水） 生活習慣病予防パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354
11月3日（祝）※雨天の場合のみ なつかしの街頭紙芝居「かみしばいがはじまるよ」 都筑図書館 948-2424 948-2432
11月4日（日） 横浜市生活交通バス路線ＰＲ展示（小学生制作ポスター） 企画調整係 948-2227 948-2399
11月5日（月）～7日（水） 平成30年度防火防災ポスター展 都筑消防署 945-0119 945-0119
11月8日（木）～12日（月）※11日（日）は休館日 水彩画の展示 予算調整係 948-2213 948-220811月8日（木）～14日（水）※11日（日）は休館日 花・風景写真展、自由作品発表会

都筑区 平成30年度 地域防災拠点訓練 検索

11月11日（日）は
都筑区総合庁舎臨時休館日です

電気設備点検のため、11月11日（日）は
都筑図書館・都筑公会堂・都筑区民活動
センターを休館します。終日、庁舎への
立ち入りおよび駐輪場・地下駐車場の利
用はできませんのでご注意ください。

予算調整係　 948-2213　 948-
2208／都筑図書館　 948-2424／
都筑公会堂　 948-2400／
都筑区民活動センター　 948-2237

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

 10月12日・26日、11月9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
 ky-libgyoji14@city.yokohama.jp

休館日 10月9日（火）、11月11日（日）

■�つづきブックフェスタ2018
11月18日（日）13時～16時15分：

①参加団体によるショートスピーチ 
②講演「子どもと本～子どもを通して見
た絵本～」、【講師】笠

か さ は ら

原 由
ゆ き こ

紀子さん（元
横浜市立図書館司書） 
③パネルディスカッション「都筑の読書
活動の今と未来」

区役所6階大会議室
60人
10月11日から か か、 を明

記し か
■なつかしの街頭紙芝居
　「かみしばいがはじまるよ」
出演：岸

きしもと

本 茂
し げ き

樹さん（紙芝居なつかし亭）。
11月3日（祝）①10時30分～11時 

②11時30分～12時／
区役所郵便局側入口横（雨天時は区総

合庁舎１階区民ホール）
■�川和高校POP展
生徒が作成した本の紹介POPを展示。

10月10日(水)～24日(水)／
■�第8回�都筑区�
　学校図書館ボランティア大交流会
紹介したい資料をお持ちください。

10月23日(火)10時～12時20分
区役所6階大会議室
学校図書館でボランティアをしている

人、関心がある人50人
10月12日までに ・所属学校名・希

望グループ(読み聞かせ=A、環境整備=B、
どちらでも可=C)を明記し か

区民活動センターから
休館日 10月8日（祝）・15日（月）

 948-2237　  943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

■�大人の学級「そうだ！地域デビュー
　プランナーになろう！」（全６回）
まもなく定年を迎える架空のモデル「都
筑まもる」さんのセカンドライフについ
てプランナーになって考えてみましょう！
地域活動の多様な可能性を学びます。

11月17日・24日、12月1日・8日・15
日、2019年1月19日の土曜13時～15時

区役所会議室ほか
区内在住・在勤の40～60代の人20人
10月10日から か か を明

記し

「地域防災拠点訓練」に
ご参加ください！

区内では、27か所の小・中学校が地域防
災拠点に指定されています。地域防災拠
点（避難所）をどのように開設・運営し、避
難生活を送るのかを確認する機会として、
お住まいの地域が該当する拠点の訓練
にぜひご参加ください。※各拠点の訓練
日などの詳細は に順次掲載します。
〈地域防災拠点の主な役割とは？〉
①横浜市内で震度５強以上の地震が発生
した場合に開設される。
②自宅が倒壊や焼失して住めなくなった
ときなどに、避難生活を送ることができる。
③最低限の水と食料などを備蓄している。
④安否情報、被害情報や救援物資情報の
収集・伝達を行う。

庶務係　 948-2212　 948-2208

10月は都筑区自治会町内会
加入推進月間です

お住まいの地域の自治会町内会役員が
加入についてお願いするため、訪問する
場合があります。活動内容をご確認の上、
前向きなご検討をよろしくお願いいたし
ます。地域振興課もお住まいの地域の自
治会町内会へお取り次ぎいたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

都筑区連合町内会自治会（事務局：地域
振興係）　 948-2231　 948-2239

tz-suishin@city.yokohama.jp

ガーデンネックレス横浜2018
×

都筑区花いっぱい運動
みどりの魅力を再発見！「都筑区内

公園とみどり（植物）の楽しみ方」講演会
講師：神

じ ん ぼ

保 賢
けん

一
い ち ろ

路 氏（緑地環境プロデュー

サー）。①区内の公園、緑道などの楽しみ
方 ②中川駅周辺の緑の観察。

11月17日（土）10時～13時
※天候により中止または講演内容を変更
する場合があります。

①ハウスクエア横浜（市営地下鉄「中
川駅」徒歩約2分） ②区内緑地など（市営
地下鉄「中川駅」徒歩約15分圏内）

区内在住または区内で公園などの愛
護活動に参加している人60人  
※参加の可否は11月9日ころまでに連絡

10月31日必着で （「都筑区内公園と
みどり（植物）の楽しみ方」で検索）の申し
込み専用フォームか と参加希望人
数（1組4人まで）・ を明記し

企画調整係　
948-2226　 948-2399

第24回 『福祉農園』
障害のある人もない人も一緒に芋ほりを
やりましょう。 ※詳細は か か区

10月21日（日）10時～14時 ※雨天時
は28日（日）に延期

ＪＡ横浜きた総合センターグラウンド・
隣接農地

都筑区社会福祉協議会　 943-4058　
943-1863／障害支援担当　 948-

2316　 948-2490

11月９日（金）～15日（木）　
秋の全国火災予防運動

「忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認」
（平成30年度全国統一防火標語）

★放火火災に注意しましょう！ 家の周り
は整理整頓し燃えやすいものを置かない。
…昨年の放火火災(区内)は、22件発生
し区内火災件数の40％を占めています。
★住宅用火災警報器は定期的に点検し
ましょう！ 10年たったら取り換える
…すべての住宅に設置義務がある住宅
用火災警報器は、本体や内蔵電池に寿命
があります。
★安全装置（SIセンサー）付きのコンロを
使用しましょう！ 消し忘れ過熱などに対応
…昨年のコンロ火災(市内住宅)は、65
件発生し市内住宅火災件数の原因１位で
す。また、65件のうち56％が消し忘れと
過熱によるものです。
★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

都筑消防署予防課　 ･ 945-0119

緑税務署からの説明会のお知らせ
11月7日（水）10時30分～11時40分：

消費税軽減税率制度説明会
13時30分～16時（13時受付開始）：
2018（平成30）年分  年末調整等説明会

都筑公会堂 ※公会堂の駐車場は有料
緑税務署　 972-7771（代表）

新治恵みの里  里芋料理教室
11月4日(日)10時～13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（4人
程度まで）20人

1組1700円（収穫体験、試食、里芋２
kgのお土産付き、保険代込み）

10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

川和町駅周辺西地区における
都市計画決定および変更について

●市素案説明会
10月12日(金)19時～／
都筑公会堂講堂

●市素案縦覧(閲覧)
10月15日(月)～29日(月)8時45分～

17時15分 ※土・日曜を除く
縦覧場所：建築局都市計画課
閲覧場所：企画調整係(区役所51番窓口)
●公聴会における公述の申出

上記「市素案縦覧(閲覧)」期間と同じ
建築局都市計画課
10人
10月29日17時15分までに都市計画

課 から電子申請か公述申出書（都市計
画課 、縦覧（閲覧）場所で入手）を郵送
または持参
●公聴会 (公述の申出があった場合に開
催、開催の有無は10月31日以降に ま
たは都市計画課 にて)

11月12日(月)19時～／
都筑公会堂講堂

【都市計画の手続きに関する問合せお
よび公述申出先】建築局都市計画課　

671-2657　  664-7707
〒231-0012 中区相生町三丁目56－1

ＪＮビル14階
【都市計画の内容に関するお問合せ】
都市整備局市街地整備推進課　

671-3513　 664-7694

横浜環状北西線 東名高速と第三京浜を
つなぐ高速道路を建設中です

11月3日(祝)区民まつりで毎年大好評
の北西線PRブース（模型・パネル展示）を
出展します！ぜひご来場ください！

道路局横浜環状北西線建設課　
671-3630　 651-3269

鶴見川流域とふれあい、
治水を学ぶバスツアー

治水施設の見学、生物調査体験など。
※詳細は （http://www.ktr.mlit.go.jp/
keihin/keihin_index052.html）

11月17日（土）9時～15時40分 ※雨
天決行、荒天時は11月23日（祝）に延期

小学３年生以上の人45人  ※小中学
生は保護者同伴

10月31日までに と申込者全員
の ・ を明記し か

鶴見川流域水協議会窓口  アジア航測（株）　
044-967-6270　 044-965-0040
mizumasu.tsurumi@ajiko.co.jp
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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

11月19日（月）午前→10月19日（金）～11月8日（木）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
10月11日・18日・25日、11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　【料金】無料
食と生活の健康相談

予約制
10月26日（金）午後、11月5日（月）午前
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

10月26日（金）午後、11月5日（月）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

11月9日（金）午前、12月14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

11月19日（月）午前→10月19日（金）～11月8日（木）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

●認可保育所  ●認定こども園（保育所部分） ●家庭的保育事業
●小規模保育事業  ●事業所内保育事業（地域枠）
の利用を希望される人は、お住まいの区の区役所に申請してください。

配布場所：区役所、行政サービスコーナー、子育て支援センターポポラ
※区ホームページからもダウンロードできます。
※申請用の就業（予定）証明書は、10月1日（月）から区役所・ホーム
ページで配布・配信します。

※障害のあるお子さん、出生前のお子さんの利用を希望する人、市外の保育所に申
請したい人は、申請方法が異なります。詳しくは利用案内をご確認ください。

横浜保育室、認可外保育所、幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）は直接施設に
お申し込みください。

※郵送でお申し込みください。 ※現在、保留になっていて、平成31年
度の利用を希望する人は改めて申請が必要です。

10月12日（金）��利用案内配布開始

11月9日（金）（消印有効）��区内在住の人の申請締切

2019年1月下旬��結果通知発送予定

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 10月9日（火）、11月11日（日）

■くまさんのおはなし会（11月）
11月8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
10月25日から か

■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。
10月20日（土）10時30分～12時／

■都筑図書館�10月の定例おはなし会
10月17日(水)15時30分～16時／
一人でお話が聞ける子 

※保護者の付き添いは要相談

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

おやこで楽しむおいしい
おはなしの会

読み聞かせとお話に出てきたものを
使った料理の試食（アレルギーのある
人は申込時にご相談ください）。

11月28日（水）15時～15時50分
（14時45分受付開始）

区役所１階福祉保健センター保健相談室
区内在住・在園の３歳～未就学児と

親20組
手ふきタオル
10月11日から か
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

プレママ・パパのための
健康講座

歯科医師やヘルスメイトによる話など。
11月22日（木）10時～11時30分
区役所１階福祉保健センター多目的室
区内在住の妊婦とその家族30人
2歳以上20人  ※申込時にお知

らせください。
10月11日から
こども家庭支援担当　
9４８-２３１８　 9４８-２３０９

グループトーク
「みんなで話そう！横浜での子育て」
次期「横浜市子ども・子育て支援事業
計画」の策定にいかします。

10月26日（金）10時～12時
区役所１階福祉保健センター多目的室

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
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

①11月１日（木） ②11月15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葛が谷地域ケアプラザ

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

10月11日10時から葛が谷地域ケ
アプラザへ 943-5951

子育て中の人など30人
10月19日までにこども青少年局企

画調整課
こども青少年局企画調整課　
671-4281　 663-8061

ママのためのママたちによる
イベント「未就園児とママの

ほっこりプレハロウィン」
工作コーナーやリトミックなど親子で
参加できるイベントが盛りだくさん。

10月30日（火）10時～12時
ショッピングタウンあいたい3階
未就学児と親／
都筑区子育て支援センターポポラ
912-5135　 912-5160

育児講座「積木あそび」
11月10日（土）10時～11時
みどり保育園／
みどり保育園
941-2800　 941-3768

おひさま♥まつり
①10月19日（金） ②11月７日（水）いず

れも10時30分～11時30分 ※雨天中止
①茅ケ崎保育園 ②大熊保育園／
茅ケ崎保育園　 941-2172　

941-2258／大熊保育園　 942-
9884　 942-9891

ほいくえん広場
11月１日（木）10時30分～12時
都筑地区センター／
みどり保育園
941-2800　 941-3768

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

10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／こども家庭支援担当　 ９４８-２３１８　 ９４８-２３０９

乳幼児
健康
診査

4か月児 10月23日、11月6日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 10月11日・25日、11月8日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 10月18日、11月1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3月ごろ出産予定の人→11月2日・9日の金曜
各回13時15分～受付／13時30分教室開始

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

10月15日(月) 乳幼児▶13時30分～14時30分
   妊産婦▶15時

10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

保育運営担当　 948-2463　 948-2309

！

2019年4月から認可保育所などの利用を希望される人へ
利用案内配布日と申請締切日のお知らせ

11月23日（祝）９時～15時 ※雨天中止 
ウォークラリー  ※「よこはま健康スタンプラリー」対象事業です。

市営地下鉄センター南駅前すきっぷ広場で９時～10時受付。
受付後、順次スタート。 ※一部階段や起伏があります。

500円（当日受付でお支払いください。）
11月９日必着で （「つづきウォーク＆フェスタ」で検索）か参加人数・参加者

全員の を明記し
※受付番号を11月16日までにご連絡します。
※知り得た個人情報については、ウォークラリー事務処理に関してのみ取り扱います。
※主催者が撮影する記録写真は、広報などに使用する場合があります。
フェスタ

ゴール地点のすきっぷ広場では、中高生による吹奏楽演奏と
ダンス・バトンによるパフォーマンスを行います。ぜひご覧ください！
※Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018パートナー事業です。

ウォークラリー参加者募集！
つづきウォーク＆フェスタ

地域振興課「ウォークラリー申込み」係　
948-2236　 948-2239

スタート▶牛久保公園▶横浜国際プール▶徳生公園▶都筑民家園▶
横浜市歴史博物館▶ゴール ※スタートとゴールはすきっぷ広場

コース
（約７km）
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 10月30日（火）

行事は10月11日から か
はすべて市内在住・在勤者

■�こども茶道教室
10月27日（土）10時～11時30分／小学
生10人 ／300円 ●
■�まが玉づくり
10月28日（日）①9時30分～11時45分 
②13時30分～15時45分／各30人 ／
各550円 ●
■�ビーズのアクセサリづくり
コットンパールのネックレス／11月2日（金）
10時～13時／10人 ／2200円 ●
■�コーヒー講座（秋）
珈琲鑑定士による豆の選び方など／11
月7日（ 水 ）14時 ～16時 ／10人 ／
1000円 ●
■�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） ※10時：オープ
ニングセレモニー 10時30分：各ブース
スタート／資源循環局都筑工場、都筑セ
ンター、横浜あゆみ荘、都筑プール、葛
が谷地域ケアプラザ、横浜北部地域療育
センター／ブースにより有料／

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 10月9日（火）

行事は開催日１か月前の９時から
か10時から
■�地区センターまつり
11月6日（火）～11日（日）：展示、11日

（日）9時～16時：発表・体験・販売／
■�おはなし広場
10月25日（木）10時30分～11時／
■育メン講座「パパと遊ぼう！」
11月３日（祝）11時～11時45分／未就園
児（走れる子）と父30組 ／300円 ●
■省エネ講座
　「これはびっくり！江戸時代はエコ時代」
11月15日（木）10時30分～11時30分／
30人  ●
■�みんなの卓球教室（全8回）
11月16日～2019年３月15日の金曜13
時～15時／16人 ／4800円（全回分） 
●
■和布で作る干支人形（全2回）
11月21日・28日の水曜９時30分～12時／
20人 ／1500円（全回分） ●
■�手作り中華まん教室
11月29日（木）９時30分～13時／12人

／1500円 ●
■�本場の韓国家庭料理
12月１日（土）10時30分～12時30分／
20人 ／1500円 ●
■�クリスマスリースを作りましょう
12月６日（木）10時～12時30分／16人

／2500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 10月9日（火）

行事は10月11日9時から か10
時から
■�プロに習う卓球スクール3期（全8回）
12月3日～2019年3月18日の月曜12

10月20日13時から 、21日から か
■�手打ちそば講習会
11月24日（土）9時30分～13時／高校
生以上28人 ／1000円 ●
■�楽しく着物を着ましょう
11月28日（水）13時～15時／女性15人

／1500円 ●
■�オモヤカフェ
11月3日（祝）～4日（日）10時～16時／
300円～／
■�いろりばたおはなし会
協力：おはなしネットワーク「かたらんらん」／
10月15日（月）11時～11時30分／
■�体験!南京玉すだれ
10月27日（土）14時～16時／
■乙

お と め

女文
ぶんらく

楽「義
よしつね

経千
せんぼんざくら

本桜」＆
　人形ふれあい体験
11月25日（日）13時30分～14時30分／
50人 ／小学生以上1000円 ●

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 10月4日（木）・18（木）、11月1日（木）

要問合せ
■�ノルディックウォーキング体験教室
10月13日、11月10日の土曜10時～11時
30分（毎月第2土曜開催） ※雨天中止／15
人 ／運営協力費500円（保険料込み） 
※別途レンタルポール代500円

前日までに か
■�犬のしつけ教室
犬を連れての参加／10月13日、11月
10日の土曜10時～ ※雨天中止／太鼓
橋竹林前／
■手打ちそばを食べませんか
10月26日（金）11時30分～ ※雨天中止／
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」／10月27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
■�里山まつり2018
コンサート、餅つき、竹細工体験や模擬店
など／10月21日（日）11時～15時（コン
サートは12時30分～） ※雨天中止／
■�サツマイモ掘り体験
11月17日（土）10時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／30人 ／1人300円 ●
■�秋の植物観察会・紅葉
11月18日（日）9時～12時／レストハウ
ス集合／300円 ●
■�森の素材にトールペイント
11月18日（日）13時～15時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／30人 ／1人500円 ●
■�炭焼き体験（宮谷戸窯）
11月10日（土）9時～12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 
※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

※雨天中止
■�野の花ウォッチング
10月27日（土）10時～11時30分／15
人 ／300円

前日までに か を明記し か

時30分～14時30分／16歳以上50人
／6000円（全回分） ●

■�ジュニア体操後期（全8回）
12月4日～2019年2月26日の火曜15
時30分～17時／3歳以上の未就学児30
人 ／4000円（全回分） ●
■�まちライブラリーの作り方講座
講師：礒

いそ

井
い

 純
よしみつ

充 氏／11月24日（土）14
時～16時／20人 ／1000円 ●
■�男性セカンドライフ講座（全5回）
①11月28日 ②12月19日 ③2019年1
月30日 ④2月27日 ⑤3月27日の水曜
①②④15時 ～17時 ③⑤10時 ～12
時30分／60歳以上の男性20人 ／
3000円（全回分） ●
■�薬膳料理入門講座Ⅱ
11月30日（金）9時30分～12時30分／
16人 ／1200円 ●
■�親子スタンプラリー!�（全8回）
11月21日（水）・28日（水）、12月6日（木）・18
日（火）、2019年1月16日（水）、2月4日（月）・
27日（水）、3月13日（水）いずれも10時～12
時／未就園児と保護者20組  ●
■�やさしい絵本で街づくり講座（全6回）
12月1日～2019年2月16日の土曜13
時～15時／10人 ／3200円（全回分） 
●
■�クリスマス・お正月2wayスワッグ
12月3日（月）10時～11時30分／16人

／2000円（材料費込み） ●
■�ままくらぶ「クリスマススイーツ作り」
12月13日（木）10時～11時40分／未就園
児の母15人  ※ あり／800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 10月9日（火）

行事は開催日の1か月前から か
■�北山田地区センターまつり
10月27日（土）：プレイベント／展示
・「親子人形劇」
14時～15時／100人 ／100円
・「末

すえおか

岡聡
そういちろう

一郎イブニングコンサート」
17時～18時30分／100人 ／500円

10月11日から か
10月28日（日）９時30分～15時：作品展
示、活動発表、ゲームコーナー、地区セン
マルシェ、カラオケのど自慢大会、模擬店
など／一部有料
■�スマホ超初心者講座
11月20日（火）9時30分～11時30分／15
人 ／500円／ スマートフォン ●
■�クリスマススワッグ
もみの木を使った壁飾り作り／11月28日

（水）10時～11時30分／16人  ※子
の同伴不可／2500円 ●
■�親子クリスマス・クッキング
12月2日（日）9時30分～13時／小学生
と親9組 ／1500円 ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 10月9日（火）・22日（月）

行事は10月11日から か
要問合せ

■�七五三着物を着て自撮りをしましょう
11月11日（日）10時～15時／7（女）・5

（男）・3（女）歳の子15人 ／3500円（着
付け、レンタル、ヘアメイク含む） ※申込
時に支払い、母の着付けも有料であり

■�里山保全
10月20日（土）・28日（日）いずれも10時～
12時30分／ 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

10月15日（月）休館日

■�親子の広場�「かもっこくらぶ」
リース作り、秋の山散策／12月3日（月）
10時30分～11時30分／未就学児と親
15組 ／1組200円

11月3日から か
■�落ち葉ひろい
11月7日（水）15時30分～16時30分 
※雨天中止／幼児は保護者同伴／
■�ログけん玉部
プロプレーヤーが教えるけん玉教室／毎
月1回土曜10時30分～11時30分 ※日
程は ／幼児～中学生 ※未就学児は保
護者同伴／

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

■�第13回�都田小コミハウまつり
各団体による作品展示、ステージ発表、模
擬店など／11月11日（日）9時～15時／
■�みんなで遊ぼう（親子英語）
10月26日（金）10時30分～12時／親子
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

■�勝田小学校コミュニティハウス�文化祭
10月14日（日）9時～16時 ※雨天実施／
勝田小学校コミュニティハウス、勝田小学
校校庭・体育館／
■こどもアート教室（全5回）
講師：柏

かしわざき

崎 久
ひさ

恵
え

／11月3日、12月15日、
2019年1月12日、2月9日、3月16日の
土曜10時～12時（11月3日のみ13時30
分～15時30分）／幼児・小学生18人  
※幼児は保護者同伴／1500円（全回分）、
材料費1回300円／ 要問合せ

10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

行事は前日までに か か
を明記し
■第6回�川和健康フェスタ
骨密度、体脂肪などの測定、健康講話／10
月24日（水）13時30分～15時30分／
■知っておきたい終活教室
10月27日（土）10時30分～12時：セミ
ナー「自分と家族を守る遺言・後見」 12時
20分～15時：個別相談／40人  ●
■川和町茶室庭園の清掃活動・薄茶体験
11月18日（日）10時～12時30分／10人

 ※小学生は保護者同伴／500円（薄茶
体験）／ 作業用手袋、はき替え用靴下

11月15日までに か か と
成人・学生（小、中、高）を明記し
■男の健康体操教室Ⅱ（全5回）
10月31日、11月7日・21日、12月5日・
19日の水曜10時～11時15分／20人

／1500円（全回分）、1回400円
事前に か か を明記し

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

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10月11日～11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※

■コミュニティ・フェスタ2018
活動サークルの実演・人形劇・マジック
ショー、模擬店など／11月10日（土）10
時～14時／一部有料／
■クリスマスの飾りを作ろう！
12月1日（土）10時～12時／小学生15
人 ／300円 ●
■アロマ体験�
　作って実践うっとりハンドトリートメント
11月28日（水）10時～12時／15人 ／
700円／ 飲み物、フェイスタオル

10月28日から か
■パソコン相談会
11月17日（土）10時～11時30分／4人

／ ノートパソコン ●
■囲碁教室
初心者から／11月24日（土）13時30分～
14時30分／小学生以上／

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

■健康フェア
10月27日（ 土 ）10時 ～12時 ※①10
時～：健康体操、②10時45分～：健康
チェック／①20人 ／ ①は要問合せ

①は事前に か 、②は

加賀原地域ケアプラザ
 944-4640　  944-4642

〒224-0055　加賀原一丁目22-32

■すくすくプラザ
人形劇／10月25日（木）10時～11時30
分／未就園児と保護者

前日までに か
■障がい児・者余暇支援
ケアプラザの文化祭にむけての作品作り／
11月11日（日）10時～12時

事前に か
■第5回�ボランティアによる文化祭
演芸や作品発表、喫茶コーナーなど／
11月18日（日）10時～14時／

葛が谷地域ケアプラザ
 943-5951　  943-5961

〒224-0062　葛が谷16-3

■認知症ミニフォーラム
　～認知症ケアの最前線～
講師：昭和大学横浜市北部病院 認知症
看護認定看護師　佐

さ と う

藤 啓
けい

 氏／10月25
日（木）10時～12時／40人

前日までに か

新栄地域ケアプラザ
 592-5255　  595-3321

〒224-0035　新栄町19-19

■精神保健福祉講座
統合失調症について／11月4日（日）10
時～12時／30人

10月11日から か

中川地域ケアプラザ
 500-9321　  910-1513

〒224-0001　中川一丁目1-1

東山田スポーツ会館

・  593－4682
〒224-0024　東山田町105-2

休館日 10月15日（月）

■東山田スポーツ会館まつり
演技披露、模擬店、フリマ開催。参加者募
集中／11月11日（日）10時～14時／

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/

■�球技タイム開催中
ゲームが中心のプログラムです。当日集
まった仲間とゲームを楽しみましょう。開
催日など詳細は か ／

【球技タイム】（料金の記載のないものは
520円）
月曜▶中・高生限定バスケットボール／19
時20分～20時10分、バスケットボールタ
イム／20時15分～21時30分、Playバス
ケ／21時30分～22時30分／500円
水曜▶バレーボールタイム／20時15分～
21時30分、テニスタイム／13時30分～
15時30分／1030円
木曜▶個人ミニサッカー／20時15分～
21時30分
土曜▶フットサルタイム／17時30分～
19時30分、早朝テニスタイム／7時30
分~9時30分／1030円

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
10月27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」
常設展示観覧料 : 一般400円、大学生
200円、高校生以下無料

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 10月22日（月）

（登録制、1歳6か月～未就学児）は有
料、申込みは 910-5724

■�アートフォーラムフェスティバル
　2018�開催!
市民グループによる手作りショップやラ
ンチ販売、親子イベントなど／10月21
日（日）10時～16時／  ※ あり

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
10月14日・21日の日曜12時～12時
40分／

■1日サークル体験シリーズ�陰ヨガ
　～自然治癒力を高める～
11月29日（木）10時～11時30分／女性
12人  ※シニア歓迎

10月29日10時から か
■大人の発達障害
講師：PDDサポートセンター グリーン
フォーレスト浮

うき

貝
かい

 明
あきのり

典 氏／12月1日（土）
10時～12時／30人

10月30日10時から か

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

■ほっと茶屋
10月23日（火）13時～14時30分（毎月
第4火曜開催）／介護者または介護を終
えた人15人 ／100円

事前に か
■けあぷらデー
高齢者に関する相談を専門職が伺いま
す／10月15日（月）10時～16時／すみ
れが丘会館（すみれが丘37）／

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

■ハイキングウォーキング
11月18日（日）9時～16時 ※くさぶえ集
合、解散／こどもの国／障害のある高校
生・成人10人 ／1000円

11月4日までに 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 10月22日（月）

■�姿勢測定会
体の歪みをチェック！ ※詳細は ／11月
15日（木）10時30分～12時30分／20
人 ／1000円

10月15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（エアロキックボク
シングは15分前）。15歳以上（中学生不
可）。 動きやすい服装、室内シューズ（ヨ
ガは不要）、タオル。＊印は託児あり（事
前申込制、有料）。

フィットネスタイム
（1回500円。終了時間の記載のないも
のは50分間、参加定員40人）

【火曜 10月16日～11月6日】
①ソフトエアロ／12時20分～

【水曜 10月10日～11月7日】
②＊エアロキックボクシング／9時～
③＊水曜ズンバ／10時5分～10時50分

【金曜 10月12日～11月9日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 10月13日～27日】
⑤エアロビクスボクシング／10時～
⑥アロマヒーリングヨガ／11時～／15人
⑦アロマパワーヨガ／12時～／15人

■�アーティストトーク
10月13日（土）13時30分～16時30分：
西
にしむら

村 有
ゆう

、今
い ま い

井 智
とも

己
き

・14日（日）15時～
16時30分: 山

やましろ

城 知
ち

佳
か こ

子／各80人  
※ あり

事前に か かワークショップ名・
・ ・ を明記して

■�アトリエのメガネ屋さん
おもしろメガネ作り。当日はアートフォー
ラムフェスティバルを開催／10月21日

（日）14時～16時／

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 10月23日（火）・30日（火）、
11月6日（火）

ズーラシア 検索

※入園料はすべて別途
■ズーラシアハロウィン
ハロウィンをテーマに園内を装飾／10月
1日（月）～31日（水）／
■�秋の大運動会
動物たちの 能力に挑戦！／10月13日

（土）・14日（日）13時～16時／ころころ
広場／
■�ハロウィン特別ガイド
飼育員がカボチャなどを動物にプレゼン
ト／10月27日（土）・28日（日）／

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
■なるほどトーク
相談員のミニ講座&フリートーク／11月
10日（土）10時30分～11時45分／2～3
歳児と保護者6組  ●
■秋のおはなし会
11月27日（火）①10時15分～10時40
分 ②11時10分～11時35分／0～1歳
児と親各12組  ●
■マタニティさんのおしゃべり会
夫婦での参加も大歓迎／11月7日（水）
10時30分～11時30分／区内在住の妊
婦10人  ●
■横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
①11月10日（土）・②21日（水）・③30日

（金）いずれも10時30分～11時30分／
③地域活動ホームくさぶえ／①②各10
組  ③15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／
①11月10日（土）・②17日（土）・③24日

（土）13時～、14時～、15時～（②③は
10時～、11時～もあり。各回50分）／未
就学児とその家族  ●
■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／10月20日（土）10時～
16時／未就学児とその家族／

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

男女共同参画センター横浜北

 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
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ベーコンは短冊切り、タマネギは薄切りにする。
小松菜はゆでて、２㎝に切る。

たっぷりの湯に塩（分量外）を加え、スパゲティを
ゆでる。
ゆでている間に、フライパンにオリーブ油・ニン
ニク・トウガラシを入れ弱火で炒め、香りが出て
きたら、ベーコンを加える。
中火にし、タマネギを炒め、次に汁を切ってほぐし
たさばを入れ、酒・Aを入れてさらに炒める。
5にゆでたスパゲティ・小松菜を入れ、混ぜ合わ
せ完成。 ※きざみのりを入れてもおいしいです。

作り方材料（2人分）
さば水煮缶・・・・・・１缶（固形量120g）
スパゲティ（乾）・・・・・・・・・・・・・・・160g
タマネギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中１個
小松菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２株
ベーコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１枚
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
ニンニク（みじん切り）・・・・小さじ１/２
輪トウガラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１

しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・小さじ２
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１/２
こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

（都田・仲町台地区ヘルスメイト）

さばと小松菜のスパゲティ
1人分 エネルギー／500kcal　塩分／3.4g

企画調整係　　948-2226 　  948-2399健康づくり係　　948-2350 　  948-2354

A

都筑野菜
都筑野菜を取り扱う商品やメニューを紹介します！
記念すべき第１回は、卵が自慢「ごぼうハウスのプリン」です。

　新鮮なものをお客さまに届けた
いという思いから、当店では、地元
都筑の平本養鶏場さんの新鮮でお
いしい卵を使用しています。卵と牛
乳とお砂糖のみで作った、素朴で

火・水曜（10時30分～14時30分）：区役所１階売店前
木曜（10時30分～14時30分）：センター南駅コンコース

ごぼうハウス都筑

懐かしのプリン

10時～17時
土・日曜、祝日
茅ケ崎東四丁目１３-２０
948-3474

甘さひかえめ、どこか懐かしい味のプリンです。
　区役所などでも数量限定で出張販売を行っていますので、ぜひ
お立ち寄りください！

水煮缶の汁は捨ててしまわ
ずに、水、調味料を加え加熱
し、ショウガ、ネギを入れる
と即席の汁ものになります。

出張販売

！

ひらもとようけいじょう

※

※地元で採れた農畜産物

◆第33回定期演奏会
10月21日（日）14時開演／都筑公会堂／
600人 ／500円／

都筑オーケストラ　加
か と う

藤 清
き よ み

美
941-4453

◆区民ダブルスバドミントン大会（年齢別）
11月４日（日）８時～／都筑スポーツセ
ンター／15歳以上（中学生不可）320人

（160組 ） ／1500円（１組3000円 ）　
※詳細は都筑区民活動センター、都筑ス
ポーツセンターおよび区内地区センター
で配布する申込書をご覧ください。

10月21日までに （contact@tsuzuki-
badminton.org）

都筑区バドミントン協会　持
もちます

増
090-2677-3760

◆�「川崎市境、青葉区境と高台からの眺望」
ガイドと共につづきを歩こう　№44

10月27日（土）受付時間9時～9時30分　
市営地下鉄中川駅集合 ※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

10月20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」№44　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

◆子どものための学習教室「学ぼう会」
ボランティア講師がマンツーマンで教え
ます／毎週日曜16時～18時／つづきの
丘小学校コミュニティハウス／小学４年
生～高校３年生（応相談）／月500円／

学ぼう会　柴
し ば た

田　 ・ 945-2949
◆シニアのための英会話・韓国語
　入門講座（全８回）
10月31日（水）～毎週水曜　英語：13時～
14時　韓国語：15時～16時／都筑公会
堂／各15人 ／各6000円（全回分）

事前に （平日10時～17時）
国際文化交流協会　前

ま え だ

田 智
と も こ

子
090-6489-2803　
0725-23-1268（本部）

◆�ムジカ・パストラーレ
　第19回　定期演奏会
指揮：直

な お い

井 大
だいすけ

輔、「新世界より」ほか／10
月28日（日）開演14時／都筑公会堂／
600人 ※未就学児不可／500円／

ムジカ・パストラーレ　森
もりしま

島
941-6229

◆�第16回つづき国際交流Café開催します！
パネル展：10月25日（木）～27日（土）、
Café：10月28日（日）10時～15時／区
総合庁舎１階区民ホール／

カフェ実行委員会　馬
ば ん ば

塲
k-bamba@mtg.biglobe.ne.jp

◆絵手紙無料体験教室
10月25日（木）13時～15時／都筑地区
センター

前日までに か、 ・ を明記し
古
ふるしょう

庄
・ 941-7662
◆�60歳からのお野菜講座（認知症・骨粗
しょう症予防�ランチ・レシピブック付き）

11月７日（水）・14日（水）／みんなのキッ
チン（茅ケ崎中央36-5エルドラード横浜
2階）／各40人 ／各900円

10月11日から11月13日までに
NPO法人ロクマル
944-1714　 944-1399

◆第68回M.L.T.杯
女子ダブルス／11月２日（金）：初中級

（トーナメント１～３回戦敗退者）、11月
16日（金）：中上級 いずれも９時～／長坂
谷公園／緑区・都筑区在住・在勤、緑区・都
筑区テニス協会加盟団体員（ペアいずれか）
各16組 ／１組5000円

10月12日～19日までに （988-0683）
ラケットショップ　オープンスクエア
988-0633

◆アロマ教室B（全２回）
11月27日、12月４日の火曜10時30分～12
時／くろがね青少年野外活動センター／
16歳以上10人 ／3500円（全回分） 
※１回参加の場合は2000円

10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

◆りんごの木　第11回定期演奏会
女声コーラス／11月11日（日）13時30分
開場、14時開演／フィリアホール（青葉区
青葉台2-1-1青葉台東急スクエア内）／

りんごの木　渡
わたなべ

辺　 911-3249
◆混声合唱団「夢のつづき」団員募集
毎月第２・４日曜9時30分～12時30分／
つづきの丘小学校コミュニティハウス／
月2000円（別途入会金1000円）

混声合唱団「夢のつづき」　坂
さかもと

本
・ 911-0250

❶咳やくしゃみが出ると
　きはマスクを着用する。
❷マスクが無いときは、
　ティッシュやハンカチ
　で口・鼻を覆う。
❸とっさの時には、肘で
　口・鼻を覆う。

　　正解は、「肘で受ける」です。
　咳やくしゃみをするとしぶきは２ｍほど飛びます。
風邪やインフルエンザのとき、手のひらで咳やく
しゃみを受けてしまうと、手のひらに多量の菌やウ
イルスが含まれたしぶきが付き、その後に触った物

（手すり、つり革、机、ドアノブ、お金など）を伝わっ
て他人に感染を広げてしまいます。
　手で受けた場合は、すぐに手洗いをしましょう。

インフルエンザ予防に！咳エチケット！！

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

手で受ける 肘で受けるとっさの咳の受け方、どっちが正解？ or

A.
Q●

●

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※


