
　民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。　「民生委員」と呼ばれることが多いですが、児童福祉法に基づき「児童委員」も兼ねているため、「民生委員・児童委員」という名称が正式名になります。また、民生委員・児童委員のうち、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する委員を「主任児童委員」といいます。

民生委員・児童委員を知っていますか？

　高齢者や障害者がいる世帯への訪問や登
下校時の子どもたちへの声かけなど、地域で
の見守り活動を行っています。
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に支援を必要とする人の把握に努め、顔の見
える関係づくりを進めています。

　主任児童委員を中心に、子
育て家庭の相談支援や虐待
防止の啓発などに取り組ん
でいます。公園遊びの企画、
子育てサロンや赤ちゃん会
の運営なども行っています。

　「身近な福祉の相談役」として、生活する上での
さまざまな心配事を抱える人と、行政や各種サー
ビス実施機関との「つなぎ役」となっています。

　市では、民生委員・児童委員、地域ケアプラザ、区役所が連携し、支援を必要とする
ひとり暮らし高齢者の状況を把握することで、日常の相談支援や地域における見守り
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９４８-２３４１　　９４８-２３５４運営企画係問合せ

　高齢者や障害者、子育て家庭が地
域の中で孤立することがないよう、
居場所づくりや交流の場づくりに取
り組んでいます。

※昨年訪問済みの人や介護保険の認定を受けケアマネジャーと契約している人などは対象外となります。

地域での声かけ・訪問活動

福祉に関する
相談役・つなぎ役

子育て支援

民生委員・児童委員が
７５歳以上のひとり暮らし高齢者のお宅を訪問します！
～ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業～

9月
11月

実施期間

地域の交流の場づくり

◆ 区の人口・・・・・・211,313人（前月比79人増）
◆ 区の世帯数・・・82,222世帯（前月比77世帯増）
※2018年8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
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　地域の自治会町内会をはじめ、数多くのボランティアが、道路や公園・緑道、水辺・親水施設の
清掃・美化活動などに取り組んでくださっています。

　延長15㎞におよぶ緑道網は、都筑区の大きな魅力の一つです。
整備から30年が経過し、木々が成長し風格を増す一方、暗がりが
増えて間伐が必要な場所や、大規模な補修が必要な場所も増え
ています。

　そこで、土木事務所では緑道の再整備に取り組んでいます。
緑道の魅力である石畳やせせらぎを大切にしながら、誰もが安心
して利用できるよう改修を進めています。再整備は長期に及ぶこ
とから、皆さまから寄せられたご意見をもとに基本方針となる「（仮
称）緑道再整備ガイドライン」の策定についても並行して進めてい
ます。

　区では、自転車・歩行者の安全を確保して快適で安心して暮らせ
るまちづくりを進めるため、「グリーンマトリックス※をいかした自
転車・歩行者安全事業」に取り組んでいます。駅周辺の重点地区で
の自転車歩行者専用道路や緑道の安全対策にご協力ください。

自転車歩行者
専用道路では…
　自転車は歩行者優先を
前提にゆっくり通行
してください。

緑道では…
　自転車から降りて押し歩きしてくだ
さい。迂回路がなく、緑道通行が避け
られない区間は、歩行者優先を前提と
して、通路を拡幅するなどの安全対策
をした上で、自転車通行可能な推奨
ルートに設定します。安全対策が終
わった場所は、自転車通行が可能にな
ります。

自転車はマークのある
ところをゆっくりと通行
してください。
歩行者はマークのない
ところを歩いてください。

自転車から降りて
押し歩きをしてく
ださい。

　大雨警報が発令されると、直ちに配備体制に入りま
す。必要な緊急対応を行うため、事務所に詰めた職員
は区内のパトロールや災害の情報収集を実施します。
　また、なるべく被害を軽減できるよう、通常時から次
のような取組を行っています。

　大きな地震の発生に備え、地域防災
拠点を中心に災害用トイレ（ハマッコ
トイレ）を整備しています。地震発生
後には以下の対応を行います。

　幹線道路や駅前などの除雪
作業を行います。

　公園や緑道の清掃や草刈り、花植え、堆
肥つくり、利用マナー啓発など、さまざま
な取組をしています。

　江川や浄念寺川のせせらぎ緑道など、身
近な水辺・親水施設の日々の清掃や草刈
り、サクラやチューリップなどを育てること
で、訪れた人々の目を楽しませています。

　道路の清掃・美化活動に携わっていま
す。区でよく見られる、駅へと続く道に置か
れた花いっぱいの花壇の多くも、ハマロー
ド・サポーターの手によるものです。

942-0606　　942-0809
　都筑土木事務所 　　問合せ

緑道再整備事業 自転車と歩行者が安全に暮らせる
まちにするために

特 集

公園愛護会 水辺愛護会 ハマロード・サポーター

公園愛護会のキャラクター
「あいごぽん」

20年で木々が茂った緑道（仲町台駅周辺）

小学校（右）との一体的な景観に配慮した緑道の再整備

1995年

公園や道路などで見か
ける、黄緑色のビブスや
帽子を身に着けて活動
している人たちは、きっと
愛護会やハマロード・
サポーターの人々です！

街路樹の越境枝

2016年

舗装後舗装前

災害用ハマッコトイレ（災害時下水直結式仮設トイレ）

除雪作業の様子

除雪作業に使うホイールローダー

こん な マ ークを 見 か け たら…

道路に穴

道路の穴うめ

スクリーン清掃の様子

枝の剪定

担当職員が
直接現場を確認

状況に応じて
施工

都筑区 自転車 推奨ルート 検索

　土木事務所では、道路や街路樹、公園や緑道、水路や下水道など、さまざまな公共施設や
構造物を管理しています。今回の特集では、そんな土木事務所の業務を紹介します。

遊具の定期点検（砂場からの異物除去など）道路パトロール車

「道路に穴が開いている」
「街路樹の枝が私有地にはみ出している」
「公園や緑道の照明が消えている」 など

パトロール車や徒歩による道路点検
公園内の樹木や遊具の定期点検

下水道や水路の維持管理
通学路の安全施設の補修　など

   現地の住所（公園名）や詳しい状況のほか、
   お名前やご連絡先を伺います。

151団体 3団体 47団体

　「樹木が枯れている」「枝
が落ちてきそう」「樹木を腐
らせるキノコ（ベッコウダ
ケ、コフキタケ）が生えてい
る」「遊具が故障している」
などを発見したら、ご連絡
ください。

ベッコウダケ コフキタケ

※グリーンマトリックス…公園や自転車歩行者専用道路、民有の保存緑地などに
よる緑地のネットワーク。歩車分離による安全なまちづ
くりや、景観・生物生息環境として役立っています。

❶道路の集水ます（降った雨を集めて下水に流す施設）、
　水路のスクリーン（水路のごみを集める施設）の清掃
❷雨水調整池・遊水地などの維持管理

❶区内へ救助活動人員や物資などの
　緊急輸送を円滑かつ確実に行う
　ため、幹線道路などを優先的に復旧
❷下水道管の点検、復旧
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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

９月13日（木）～19日（水） 「キッズ」「はまっ子」「学童」の作品展 青少年支援・学校地域連携担当 948-2471 948-2309
９月21日（金）～22日（土） 保育所積木イベント 子育て事務係 948-2472 948-2309
９月25日（火）13時～10月１日（月）15時 動物愛護週間イベント 環境衛生係 948-2358 948-2354
９月25日（火）～10月１日（月） 横浜ビー・コルセアーズ応援パネル展 区民活動係 948-2235 948-2239
10月２日（火）～３日（水） 書道作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
10月3日（水）～９日（火） 感染症パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354
10月5日（金）～9日（火） 秋の3R夢週間イベント 資源化推進担当 948-2241 948-2239

9月8日（土）五節句「菊節句」
9月24日（祝）お月見ライブ：民族楽器のおとづれ
10月6日（土）伝承あそび+木のおもちゃであそぼう
10月8日（祝）アーツ＆クラフツガーデン（手作り市）

11月10日（土）つながるマルシェ ＊
11月17日（土）遺跡フェスタ（オーガニックマルシェ・江戸市・弥生美レッジ） ＊
11月25日（日）日本を知ろう「乙女文楽」　など
期間中の土・日曜、祝日の10時～16時を中心に開催。詳細は都筑民家園
大塚・歳勝土遺跡公園、横浜市歴史博物館、＊以外は都筑民家園

【主催】よこはま地域文化遺産デビュー・活用事業実行委員会、NPO法人都筑
民家園管理運営委員会　【共催】横浜市歴史博物館、都筑区

　都筑民家園で大塚・歳勝土遺跡公園を中心に６年間継続した「アート月間」は、
今年度から横浜市歴史博物館が新たな文化庁助成を得て、地域の歴史や文化
遺産の魅力を伝える「都筑アート＆ヒストリー」にバージョンアップしました。

〈イベント予定〉※入場無料、一部有料・要予約

都筑アート＆ヒストリー（第１回）
都筑の秋を彩る遺跡公園・都筑民家園アートイベントに出かけよう！

都筑民家園　 594-1723　 http://www.tminkaen.org/
区民活動係　 948-2236　 948-2239

横浜市がん検診 検索
　開催期間は2019年１月19日（土）～２月３日（日）。日頃の活動の成果を発表
してみませんか。詳しくは９月10日から配布する募集要項をご覧ください。

区民活動センター、区役所総合案内、区内の各駅・各地区センター・各コ
ミュニティハウスのＰＲボックス ※ホームページにも募集要項（申込書）を
掲載します。また活動報告ページもご覧下さい。
都筑区民文化祭実行委員会事務局
〒224-0006 荏田東四丁目10-3 都筑区社会福祉協議会（かけはし都筑）Ｍ-24　

tzbunkasai@yahoo.co.jp　 http://webyoko.com/bunkasai/

区内在住・在勤・在学、都筑区を拠点として文化芸術活動をしている人または団体
10月20日までに募集要項内の申込書に記入し、事務局宛てに郵送。申込書

と同項目の記載があれば も可（件名を「文化祭参加申込○○部門」と記載）。

写真、工芸（バードカービング・ステンドグラス・陶芸・刺繍など）、
書道、絵画、花、文芸など　 区総合庁舎１階区民ホール
クラシック、邦楽、ダンス、バレエ、舞踊、マジック、ジャズやポップ
スなどのバンド演奏など　 都筑公会堂

第23回 都筑区民文化祭 参加者募集 

区民活動係　 948-2236　 948-2239

展示部門

募集要項（申込書）の配布場所

舞台部門

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

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

 9月14日・28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 9月18日（火）、10月9日（火）

■�つづきブックフェスタ2018
　参加グループ・施設募集
読書活動を行っている市民グループや読
書施設が一堂に会し、その活動を広く知っ
ていただくイベントを開催します。

《つづきブックフェスタ》
11月15日（木）～18日（日） 
区総合庁舎１階区民ホールなど

【募集内容】パネル展、パフォーマンス（11
月18日（日）午前のみ）、11月・12月に開
催する読書イベントのチラシ（10月中旬
以降配布予定）への掲載。

９月20日までに図書館や区内読書関連
施設などで配布する申込書（図書館 にも
掲載）に記入し または か ／

《参加希望者への説明会》
９月11日（火）14時～15時 
都筑図書館対面朗読室／

※説明会への出席は必須ではありません。
■�学校図書館ボランティア講座
本の修理 スキルアップ編（一折中綴じ）。

9月27日(木)10時～12時
区役所5階第1会議室
市内の学校図書館でボランティア活動

をしている人、これから始める人(活動場
所が決まっている人優先)20人

9月11日から か
■�郷土展示会「明治維新以後の都筑」�郡役所
と村役場・川和の菊・農業・横浜市編入
9月19日(水)～10月8日(祝)／

高齢者結核予防検診・
感染症予防啓発のお知らせ

結核に感染しても発病せずにいた人が、
高齢となって体力などが低下し、発病す
ることがあります。早期発見のため検診
をご利用ください。下記区民ホールの催
し情報に掲載の日程で感染症理解のた
めのパネル展も開催。

10月26日（金）午前（受付時間は予約
時にお伝えします）

区役所１階福祉保健センター健診室
1年以上胸部エックス線検査を受診し

ていない65歳以上の市民40人
9月11日から か
健康づくり係　
948－2350　 948-2354

区民活動センターから
休館日 9月17日（祝）・23日（祝）・24日（祝）
 948-2237　  943-1349
 tz-katsudo@city.yokohama.jp

■�本の修理ボランティア養成講座
　ステップアップ編（全3回）
昨年度実施した修理ボランティア養成講
座のステップアップ講座です。

9月27日、10月4日・11日の木曜
13時30分～16時 

区役所6階会議室
本の修理経験のある人で全回参加で

きる人20人
9月11日から か か ・ ・ を

明記し

明日につなげる３
ス リ

Ｒ夢
ム

なつづき
秋の3R夢週間に3R夢を体験しよう！10
月5日（金）～9日（火）に区民ホールで食
品ロス削減やまるごと旬野菜使い切りレ
シピなどを紹介するパネル展を開催。

10月6日（土）／
10時～15時：リユース図書募集、分別ゲー
ム、フードドライブ（未開封の食品（缶詰）の
寄付を募り、福祉団体などに寄贈）  13時～：
リユース家具大抽選会（10時～12時受付）

資源化推進担当
948-2241　
948-2239

横浜市がん検診のお知らせ
がんの早期発見のために各種検診を実施し
ています。肺がん・胃がん・乳がん・子宮が
ん・大腸がん・前立腺がん（PAS検査）検診が、
がん検診実施医療機関で受けられます。検
査部位によって対象年齢、受診間隔や費用
が異なりますのでお問い合わせください。
横浜市けんしん専用ダイヤル

664-2606　 664-2828
また、ホームページでもご覧いただけます。

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

糖尿病を知る！基礎講座
糖尿病の基礎知識と効果的な運動。

10月2日（火）13時30分～15時30分
※13時15分受付開始

区役所６階大会議室
区内在住の糖尿病予備軍・治療中の人

（透析中の人は除く）、家族や身近な人
が糖尿病の人20人

タオル、飲み物、最近の血液検査データ
※注意事項※動きやすい靴・服装で参加。
糖尿病治療中の人は主治医に運動を行っ
ても良いか確認してください。

9月11日から か
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

若年性認知症よこはま北部のつどい
9月28日（金）11時～15時
中山地域ケアプラザ（緑区中山町413-4）
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

昭和大学横浜市北部病院　
市民公開講座「暮らしと健康」

講師：薬剤部 縄
な わ た

田 修
しゅういち

一 講師、放射線技
術部 野

の だ

田 主
ち か ら

税 部長。化学療法、放射線
治療について分かりやすく解説します。

10月13日（土）13時30分～15時10分 
※13時受付開始

昭和大学横浜市北部病院 西棟4階講堂
120人程度  ※10月5日までに連絡

がなければ全員聴講可。

10月4日までに を明記し か
か院内回収BOXへ
昭和大学横浜市北部病院管理課公開

講座担当　
949-7000（代表）　 949-7117
nhkoukai@ofc.showa-u.ac.jp

新治恵みの里
サツマイモ収穫体験

10月21日 ( 日 )13時30分 ～15時　
※予備日10月27日（土）

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）15組

1組1800円（収穫したサツマイモ８株
のお土産付き、保険代込み）

9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
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10月14日(日)13時～15時30分　 都筑民家園　 中学生以上30人
９月30日までに か か ・応募動機・年代を明記し

　横浜国際プールが東京２０２０オリンピック・パラリンピック
英国代表チームの事前キャンプ地になることから、日本と英
国の「自然を活かす」文化に焦点をあて、さまざまな国の人と
ともに両国の文化の融合を楽しみます。

●コッツウォルズストーンを使った苔玉づくり
●ボタニカルアートのお話　●茶の湯で交流会

東京2020オリンピック・パラリンピック関連 国際交流イベント
日本とイギリス 文化の融合
～コッツウォルズストーンと苔玉づくり～

つづきMYプラザ　 914-7171　 my-plaza@tsuzuki-koryu.org

●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。
●予約制で、特に記載のないものは、１か月前から受け付けています。

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

10月24日（水）午前→９月21日（金）～10月11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

エイズ・梅毒
検査

予約制

9月13日・20日・27日、10月4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

9月21日（金）午後、10月9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

9月21日（金）午後、10月9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

10月19日（金）午前、11月９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

10月24日（水）午前→９月21日（金）～10月11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

昨年の様子は
こちらのビデオを

ご覧ください。

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 9月18日（火）、10月9日（火）

■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。
9月15日（土）10時30分～12時／

■くまさんのおはなし会（10月）
10月11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
9月27日から か

■9月の定例おはなし会
9月19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

「親子で楽しむ環境講座」
日本の森林に関するお話、環境につい
て楽しく考える映像作品の上映、ソー
ラーキット制作などの体験型ワーク
ショップを実施。

9月22日（土）13時～16時 ※12時
30分受付開始

区役所6階大会議室

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
9月18日10時から加賀原地域ケア

プラザへ 944-4641
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

外遊び講演会
～遊びが生きる力を育む～

講師：天
あ ま の

野 秀
ひ で あ き

昭 氏（NPO法人 日本
冒険遊び場づくり協会）。

10月12日(金)10時～11時30分
(９時45分開場)

区役所6階大会議室
区在住の保護者、講座の内容に興

味のある人100人 （２歳児以上は
あり30人  ※０・１歳児は保護者
が抱っこでお話を聞いてください。）

9月10日9時から か
こども家庭支援担当　

130人程度  ※定員に達した場合入
場を制限する可能性があります。／
※詳しくは

企画調整係　
948-2226　 948-2399

ママと赤ちゃんのニコニコはみがき
10月22日（月）10時30分～11時

30分 ※10時15分受付開始
区役所１階福祉保健センター多目的室
区内在住で2017年12月～2018年

６月生まれの子（歯が生えてなくても可）
と保護者35組  ※見守り保育付き

要問合せ　
9月11日から
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

ママと赤ちゃんのための
健康講座（2日間で1コース）

ママに元気をプラスするための講座。
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

①10月18日（木） ②11月１日（木）
いずれも10時30分～11時30分

①加賀原地域ケアプラザ ②区役所

9４８-２３１８　 9４８-２３０９

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。

9月28日（金）14時30分～15時30分
子育て支援センターポポラ
区在住の妊婦さんと家族／
こども家庭支援担当　
9４８-２３１８　 9４８-２３０９

放課後児童クラブ合同説明会
区内の放課後児童クラブ（一部）によ
る説明、放課後の居場所の概要説明。

10月13日（土）14時～15時
区役所１階福祉保健センター多目的室
未就学児の保護者60人
9月11日9時から か申込フォーム
青少年支援・学校地域連携担当　
948-2471　 948-2309

都筑区 放課後児童クラブ合同説明会 検索

つづき エコ活 検索

プログラム内容

会 場 日 時
親と⼦のつどいの広場 すくすくサロン
佐江⼾町1829  516-9117

10月18日（木）
１０時～１２時

おやこの広場『ぷらっとカフェ』
仲町台一丁目20-11 ヒルサイド303  944-3554

10月5日（金）
１０時３０分～１２時

親と⼦のつどいの広場 つづき
南山田三丁目14-19  593-4011

10月24日（水）
１０時３０分～１２時

加賀原地域ケアプラザ「すくすくプラザ」
加賀原一丁目２２-３２  ９４４-４６４１

11月22日（木）
１０時～１１時３０分

葛が⾕地域ケアプラザ「⼦育てサロン きらきら」
葛が⾕16-3  943-5951

9月21日（金）
１０時～１１時３０分

新栄地域ケアプラザ「つくしんぼサロン」
新栄町19-19  ５９２-５２５５

10月5日（金）
１０時～１２時

中川地域ケアプラザ「親⼦で楽しむおはなしタンポポ」　　
中川一丁目1-1  500-9321

１０月１６日（火）
１０時３０分～１１時３０分

東⼭⽥地域ケアプラザ「遊びのおもちゃランド」
東山田町270  592-5975  200円

10月5日（金）
１０時～１２時

川和あそびの広場「かわわ★わーい」  川和町１４６３ 川和
小学校コミュニティハウス内  090-4007-3327（木村）

10月11日（木）
１０時３０分～１２時

鴨池公園こどもログハウス「かもっこくらぶ」
荏田東三丁目２  ９４２-１５６９

１1月20日（火）
１０時３０分～１１時３０分

つづきの丘小学校コミュニティハウス「⼦育てサロン 
はぐはぐ」 　荏田東一丁目２２-１  ９４５-29４９

9月10日（月）
１０時～１２時

茅ケ崎南保育園 
茅ケ崎南五丁目11-3  943-1285

１0月16日（火）
１０時～１１時

都⽥地区⼦育てサロン 　川向町１５０ 川向町公民館  
９４３-５９５１（葛が⾕地域ケアプラザ）

9月20日（木）
１０時～１１時３０分

都筑区⼦育て支援センターポポラ 　中川中央一丁
目１-３ ショッピングタウンあいたい５Ｆ　 912-5135

10月18日（木）・19日（金）
１０時３０分～１１時３０分

転入された親子向けにイベントを開催します。転入してからの期間は特に問いません。
【平成30年度 秋の部】 あつまれ～都筑のニューフェイス!

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

9月18日（火）午前・21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 ９月１８日、１０月９日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 ９月１３日・２７日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 ９月２０日、１０月４日の木曜12時～13時30分受付

両親教室
予約不要

2019年2月頃出産予定の人→１０月５日・１２日・１９日の金曜
各回13時15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
11月10日(土)９時３０分～１１時３０分(９時15分受付開始)

【申込み】10月10日８時45分から
幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

９月２６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

●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
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 9月25日（火）

行事は9月11日から か
はすべて市内在住・在勤者

■�子ども作品展～ぼくのわたしのゆめ～
9月11日（火）～10月14日（日） 平日と土曜：
9時～21時、日曜と祝日：9時～17時／
■�はじめてのヨガ教室（秋）（全8回）
10月1日～11月26日（10月8日を除く）
の月曜10時～11時30分／60歳未満の
人20人 ／1000円（全回分） ●
■�わんぱくホリデー
　おもしろ科学たんけん工房
　「転がれ、進め、ジェットコースター !」
10月6日（土）13時30分～16時30分／小
学4年生～中学2年生32人 ／1000円

9月22日までに ・ ・ ・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 平

ひ ら で

出へ （932-4670）か
（http://www.tankenkobo.com/）

■�ポーセラーツでつくるフォトフレーム
転写紙を切り貼りして絵柄を焼き付けま
す／10月24日（水）10時～13時／10人

／2000円 ●
■�はじめてのこども将棋教室�冬コース
（全5回）

10月27日、11月24日、12月8日・22日、
2019年1月12日の土曜13時30分～15
時／小学1～6年生18人 ／200円（全
回分） ●
■�健康ウォーキング講座（秋コース）
10月9日（火）、11月15日（木）いずれも
9時20分～14時／50歳以上の人 各30
人 ／各回200円 ●

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 9月10日（月）、10月9日（火）

行事は開催日の１か月前の９時から
か10時から （フィットネス後期①～

④は のみ）
■�はじめての終活教室（遺言・後見講座）
講座後個別相談あり／９月29日（土）10
時30分～12時／30人  ●
■�「和」の献立教室
10月11日（木）10時～13時／20人 ／
1500円 ●
■�街の寺子屋後期（全６回）
10月20日～2019年３月16日の原則毎
月第３土曜10時～12時／小学３～６年生
16人 ／1000円（全回分） ●
■�手作り仮装でハロウィンパレード♪
10月26日（金）９時～12時／未就学児と
親30組 ／300円 ●
■�フィットネス後期�

【月曜 11月５日～2019年３月25日】
（各全14回。各50人 、各3000円（全
回分、保険代含む））
①やさしいヨガ後期／12時15分～13時
25分 ②やさしいパワーYOGA後期／
13時35分～14時45分

【水曜 11月７日～2019年３月13日】
（各全17回。各3500円（全回分、保険代
含む））
③中高年のためのストレッチ・後期／９時
15分～10時15分／80人  ④らくらく
エアロビクス・後期／10時30分～11時
30分／70人

【金曜 11月２日～2019年３月22日】

9月16日（日）・17日（祝）いずれも10時～
16時／300円～／
■�楽しく着物を着ましょう
10月24日（水）13時～15時／女性15人

／1500円 ●
■�クラシックコンサートinREKIHAKU
チェロとピアノのひととき／9月22日（土）
14時～ ※開場13時30分／横浜市歴史
博物館エントランス／100人／
■�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」／
9月17日（祝）11時～11時30分／
■�体験！南京玉すだれ
9月22日（土）14時～16時／
■�はぎれ草履講習会
10月28日（日）9時～12時／12人 ／
800円 ●

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 9月6日（木）・20日（木）、10月4日（木）

■�世界的に活躍�ダウン症の書道家
　『金

かなざわ

澤翔
しょうこ

子』書品展
9月21日（金）～27日（木）9時～17時 
※最終日は15時まで／
■和菓子作り教室（全２回）
10月13日、2019年３月９日の土曜10時～
12時／10人 ／運営協力費3000円

（全回分）／ 要問合せ
９月11日から か

■親子のおはなし会
9月18日（火）10時30分～／親子10組
程度 ／
■�手打ちそばを食べませんか
9月28日（金）11時30分～ ※雨天中止／
40食 ／運営協力費1食500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
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
■里山の稲刈り体験
10月6日（土）13時～16時／ばじょうじ⾕
⼾休憩所集合／50人  ●
■サトイモ掘り体験
10月13日（土）10時～12時／ばじょうじ
⾕⼾休憩所集合／40人 ／300円 ●
■秋の昆虫観察会
10月14日（日）9時～12時／レストハウ
ス集合／300円 ●
■初秋の植物観察会
9月23日（祝）9時～12時／レストハウス
集合／300円 ●
■秋の野鳥観察会
10月7日（日）8時～11時／レストハウス
集合／300円 ●
■炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
10月6日（土）9時～12時：炭材作りと窯
詰め・13日（土）8時～17時：炭焼き・27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） ●
■ネイチャークラフト作り
自然の材料を使ってクラフトを楽しもう／
9月23日（祝）10時～15時（受付は14時
30分まで） ※雨天中止／500円／

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

行事は前日までに か ・
を明記し か
■キノコワールド探検

（各全10回。各15人 、各2500円（全
回分、保険代含む））
⑤いすヨガ後期／９時30分～10時30分 
⑥ピルビスワーク（骨盤呼吸体操）後期／
10時45分～11時45分

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 9月10日（月）、10月9日（火）

行事は9月11日9時から か10時
から
■�みんなでうたおう後期（全5回）
11月～2019年3月の毎月第3土曜10時～
11時30分／50人 ／2500円（全回分） 
●
■�かわりばんこ保育でママが楽しむ
　陰ヨガ（全7回）
10月31日～2019年2月13日の水曜9
時50分～11時30分／1歳未満（首がす
わってから）の子と親16組 ／4000円

（全回分） ●
■�地区セン健康麻雀大会
10月30日（火）9時15分～15時15分／
36人 ／1000円 ●
■�骨格スタイル分析講座（全2回）
10月29日、11月5日の月曜10時～11時
30分／20人 ／1200円（全回分） ●
■�うたって脳活♪健康体操（全6回）
10月25日、11月8日・22日、12月6日・
20日、2019年1月10日の木曜10時～
11時30分／60歳以上20人 ／3300円

（全回分） ●
■�仲町台地区センターまつり
10月27日（土）・28日（日）いずれも10時～
15時／
■�百人一首基礎講座（全3回）
11月17日、12月1日・8日の土曜9時30
分～11時30分／小学4年生以上16人

／1500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 9月10日（月）、10月9日（火）

行事は開催日の1か月前から か
■�キラトラ先生の本場タイ料理教室
10月23日（火）10時～13時／16人 ／
1500円 ●
■�どうなるわが家の相続?
相続税の基礎知識講座と個別無料相談／
10月20日（土）9時30分～11時30分／
40人  ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 9月10日（月）・25日（火）、10月9日（火）

行事は9月11日から か
要問合せ

■�アーツ&クラフツガーデン
　in都筑民家園
手作り品の販売など／10月8日（祝）11
時～15時／
■�第12回�わらべうたあそび＆
　木のおもちゃ広場
協力:かながわグッド・トイ、日本わらべう
た協会／10月6日（土）11時～15時／
■�新そばを食べよう
10月27日（土）12時集合／50人 ／
1人前500円 ●
■�お茶室カフェ

園内のキノコを採集。講師が解説します／
9月29日（土）10時～12時／小学生20
人  ※小学1・2年生は親子参加／1人
300円／ 要問合せ ●
■野の花ウォッチング
9月22日（土）10時～11時30分 ※雨天
中止／15人 ／300円 ●
■里山保全
9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

9月18日（火）休館日

■親子の広場�「かもっこくらぶ」
①９月27日（木） ②10月２日（火）・③４日

（木）・④25日（木） ⑤11月１日（木）・⑥５日
（月）①②④⑥10時30分～11時30分 ③
⑤10時30分～11時 ①リトミック ②おさ
るんリトミック ③⑤おはなし会はなたば 
④親子体操 ⑥木の実であそぼう、焼きい
も／①②④⑥未就学児と親各15組 ／
①②④⑥各１組200円／③⑤は

①②④⑥は開催日の１か月前の10時
から か
■ログのハロウィン
かぼちゃの紙にお絵描きしよう／10月1日

（月）～31日（水）10時～16時／幼児・小
学生 ※未就学児は保護者同伴／

つづきMYプラザ
（都筑多文化・青少年交流プラザ）

 914-7171　  914-7172
〒224-0003　中川中央一丁目25-1

ノースポート・モール5階
 my-plaza@tsuzuki-koryu.org

9月18日（火）休館日

■地域の日本語ボランティア・
　ゼロからのスタート（全3回）
外国人に日本語を教えるための基礎知
識／10月17日（水）～19日（金）いずれも
10時30分～12時30分／都筑区または
近隣区に在住・在勤・在学の人で活動を始
めて半年程度の人20人  ※原則として
3回とも参加できる人／1000円（全回分）

9月11日から か か ・応募
動機を明記し か

動機を明記し か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（3B体操）
首がすわったら参加できます／9月28日

（金）10時30分～12時／親子20組 ／
300円

9月28日までに か か を明
記し

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

■ベビーヨガ&ラフターヨガⅡ（全5回）
10月1日～11月26日の隔週月曜13時
30分～14時30分／3か月～9か月頃の
子と親10組 ／1500円（全回分）

9月30日までに か か ・子
の ・月齢を明記し

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
／ 要問合せ

■ちりめんで作る梅のつるしかざり（全2回）
10月17日・31日の水曜9時30分～12
時／8人  ※子ども同伴不可／1000円

（全回分、材料費込み） ●

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9月11日～10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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■ギターの伴奏でみんなで歌おう!
10月28日（日）14時～15時20分／20
人 ／200円（お茶代） ●
■�わくわくアロマ�
　ぷるぷるフレグランスボトル
10月27日（土）10時～11時30分／小学
生15人 ／400円

9月27日から か

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

■おもしろ算数教室（全6回）
10月～2019年3月の第1月曜15時45
分～17時15分／小学1～4年生15人

／3600円（全回分）
9月12日から か

■お月見を楽しむ折紙
十五夜の日に楽しもう／9月24日（祝）15
時～15時45分／20人  ※未就学児は
保護者同伴、大人だけも可／

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

■�夫婦・親子で知っておきたい
　お金と自宅のお話～介護・相続で
　もめない、損をしない～
司法書士事務所の専門家のセミナーな
ど／10月7日（日）10時30分～：セミナー 
12時20分～：個別相談会／30人

9月11日から か か ・年代を
明記し か

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「救急法を学ぼう!」
誤飲・怪我の対処法・AEDの操作など／
9月27日（木）10時～11時30分 ●
■�障がい児・者余暇支援
パン作り／10月14日（日）10時～13時／
300円／ 要問合せ ●

中川地域ケアプラザ
 500-9321　  910-1513

〒224-0001　中川一丁目1-1

■水まわり器具修理セミナー
簡単な修理・お手入れ方法を学ぶ／10月
3日（水）①10時～12時 ②14時～16時

（各回同一内容）／各15人  ※ケアプ
ラザの利用が少ない人優先　

9月12日10時から か
■生涯骨太クッキング講座
ヘルスメイトによる講義、調理実習／10
月24日（水）10時～12時30分／65歳以
上の人15人 ／300円／ 要問合せ

10月2日10時から か
■税理士巡回相談会
10月27日（土）①13時30分～14時30
分：講座「成年後見制度と相続」 ②14時
40分～16時30分：個別相談会／①30

■�横浜元気！！スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2018開催

無料で参加できるプログラムも。詳細は
か ／10月7日（日）／

■�球技タイム開催中
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】（終了時間の記載のないも
のは120分）
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▶バレーボールタイム／20時15分～
21時30分／520円、テニスタイム／13時
30分～／1030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～／
520円、早朝テニスタイム／7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
9月29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 9月24日（祝）

は有料、申込みは 910-5724

■�原作者トーク&朗読で愉しむ
　『日

にちにち

日是
これ

好
こうじつ

日』
原作者森

もりした

下 典
の り こ

子さん（エッセイスト）の
トークと朗読など／10月21日（日）14
時～15時15分／120人  ※ あり／
1000円

9月11日から （910-5723）か
か

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート特別
企画　ガムランの演奏と器楽体験～
竹の楽器の響き～バリの音楽を体験
してみよう～

出演：バリガムラン＆舞踊グループ マ
タハリ・トゥルビットほか／9月23日（祝）
12時～12時40分／

人  ②6組 （1組30分）
9月26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

■おさんぽカフェin東山田
ハーバリウム作り／10月6日（土）10時～
12時／12人 ／1000円

10月3日までに か
申込期日変更のお知らせ

上記について、広報よこはま都筑区版
8月号で申込みを前日までとしていま
したが、変更となりました。

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
お話とわらべ歌／9月27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 9月25日（火）

■�横浜元気！！スポーツ・レクリエーション
　フェスティバル2018
アトランタオリンピック出場の元バスケッ
トボール選手中

なかはら

原 貴
た か こ

子さんによるバス
ケットボール教室、さわやかスポーツ体
験、『竹の子会』のハンドボール体験会、
工作ひろばなど楽しめるイベントが盛り
だくさん！トレーニング室無料開放も。詳
細は9月24日以降に か ／10月14日

（日）9時～17時
事前申込制のプログラムは9月29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、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、50分間、参加定員40人）
【火曜 9月11日・18日、10月2日・9日】
①ソフトエアロ／12時20分～

【水曜 9月12日～10月3日】
②＊エアロキックボクシング／9時～

スポーツタイム
【水曜 9月12日～10月3日】
③バレーボールタイム／19時15分～20
時45分／500円／24人

【土曜 9月15日～10月6日】
④土曜エンジョイフットサル／21時～22
時30分／50人／600円

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 9月25日（火）

■�あざみ野コンテンポラリーvol.9
　今もゆれている
出品作家：西

にしむら

村 有
ゆう

、石
いしがき

垣 克
か つ こ

子、山
やましろ

城 知
ち

佳
か こ

子、露
つゆぐち

口 啓
け い じ

二、今
い ま い

井 智
とも

己
き

／9月29日
（土）～10月21日（日）10時～18時／
■�市民のためのプログラム
　人物デッサン（全7回）
講師：卯

う

野
の

 和
か ず ひ ろ

宏（画家）／10月5日･19
日、11月2日･16日･30日、12月7日･
21日の金曜13時30分～16時／中学
生以上の人20人  ※ あり／2万円

（全回分、材料費含む）
9月14日までに か か ・ ・
を明記して  ※締切後定員に満た

ない場合は か か で

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

※9月12日（水）～10月22日（月）は無休

※入園料は別途
■�ズーラシア　ネコフェス！
ネコ科8種をテーマにした特別ガイド、園長
と飼育員の講演会など／9月15日（土）～
17日（祝）・22日（土）～24日（祝）／

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

http://www.popola.org/

日・月曜、祝日休館日

 行事は前開館日までに か
■パパのアトリエ
10月5日（金）・6日（土）いずれも10時30
分～16時／
■なるほどトーク「言葉のはじまり」
10月25日（木）10時30分～11時45分／
1～2歳児と親10組

9月11日から か
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
①10月13日（土）・②16日（火）・③24日

（水）・④31日（水）いずれも10時30分～
11時30分／②親と子のつどいの広場す
くすくサロン（佐江⼾町1829番地）④東
山田地域ケアプラザ／各10組  ●
■アレルギーの子をもつ親と子どもの
　おしゃべり会♪アレポポ
10月27日（土）10時30分～12時／
■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
9月15日（土）10時30分～11時30分／
未就学児と家族5組  ●
■公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎／9月27日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発） 
※雨天時は10月4日（木）／ききょう公園

（中川5-10）／
■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／
①10月6日（土）・②13日（土）・③25日（木）
①②10時～、11時～、13時～、14時～、
15時～ ③13時～、14時～、15時～（各
回50分）／未就学児と家族  ●

 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

※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※



●　　　　　　　　2018（平成30）年 9 月号　／　都筑区版12 ここまでが都筑区版です。

中川中学校コミュニティハウス（〒２２４-００２７ 大棚町２４０）

大木 将彰 館長
お お き まさあき

丘の上にある絶景の
コミュニティハウスです。
　研修室１（小）、研修室２(大)、和室、
図書室があります。工芸、習字、英会
話、舞踊、ヨガ、太極拳、カラオケなど
幅広い利用が可能です。図書室の蔵
書は5000冊を超え、マンガから実用
書に至る幅広いジャンルをカバーして
います。また、子育て支援にも力を入
れています。

乳幼児から高齢者
まで幅広くご利用
いただいています。

５９１-３１３１・ 北山田小学校コミュニティハウス（〒224-0021北山田五丁目14-1）

くまがい ゆ  み  こ

熊谷 由美子 館長

コミュニティハウスは
「地域をつなぐ、憩いの場所」皆さまの施設です。
　研修室、和室、サロン、図書コーナー
があり、サロン、図書コーナーはどなた
でもいつでも利用できます。図書コー
ナーには6200冊の蔵書があります。
定期的に新刊本を購入しており、絵本
や児童書も充実しています。本の予約
もできます。また、サロンには100円で
おかわり自由のコーヒーもあります。

地域の皆さまの活動
の場、交流の場として、
お気軽にご利用くだ
さい。

591-8444・

第1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。

中川中学校コミュニティハウス 北山田小学校コミュニティハウス

すみれが丘公園

北山田
小学校入口

すみれが丘
入口

北山田

北山田小学校

正門

北門★

中川保育園

中川中学校

中川中学校前大棚郵便局

中原街道
牛久保東
なつみかん公園

★

9時～21時
（土・日曜は17時閉館）
火・金曜、年末年始

開館時間

休 館 日

9時～21時
火・木曜、年末年始

開館時間
休 館 日

◆第６回＜鳥
ちょうこうかい

好会展＞木彫りの鳥
　（バードカービング）
都筑センターを活動拠点とする「鳥好会」の
作品展示／10月９日（火）12時～16日（火）
15時／横浜そごう９階市民プラザ／

鳥好会　西
に し の

野　 ・ 591-3112　
◆��優しい気持ちになれる
　ストレスケア法実践講座
10月13日（土）①10時30分～12時 ②
13時30分～15時／都筑公会堂第一会
議室／各回30人 ／各回500円

前日までに
都筑公会堂
948-2400　 948-2402

◆��学童合同まつり
模擬店、フリマ、PRタイムなど／９月30日

（日）10時30分～14時 ※雨天中止／セ
ンター南駅前すきっぷ広場／

北山田こどもクラブ　福
ふくもと

本
・ 911-9153（ は日曜・祝日以外の

13時～18時）
◆��21st�バリアフリーWithコンサート2018
7グループによるハートフルジョイントコ
ンサート、福祉作業所の手作り品販売な
ど／10月７日（日）11時～14時：コンサー
ト、10時45分 ～13時30分：販売コ ー
ナー／都筑センター（体育室）／

Withネットワーク　ナガタ
・ 942-1355

◆��さいかち中世史講座
横浜市歴史博物館共催／10月27日（土）、
11月10日（土）・17（土）・18（日）・24（土）い
ずれも14時～15時30分／横浜市歴史博
物館講堂／各回150人 ／各回500円

９月11日から ・希望日を明記
し （〒232-0076 南区永田台2-12-
635 横浜さいかちの会事務局）か

（saikachikai@yahoo.co.jp）
横浜さいかちの会
080-8702-2146

◆横浜元気!!スポーツ・レクリエーション
　フェスティバル2018
10月８日（祝）／くろがね青少年野外活動セ
ンター／午前８組、午後８組 計16組 ／
飯ごう体験350円 ※当日参加イベントもあり

◆��第47回都筑区囲碁大会
成績優秀者は市大会に推薦／10月７日

（日）10時～16時（９時30分受付開始）／
中川西地区センター／1500円（女性・高
校生以下は1000円）昼食付き／

都筑区囲碁連盟　曾
そ ぎ

木 宏
ひろたか

隆
090-6943-9310　
hsogi@m05.itscom.net

◆��「お隣港北区の史跡と遊歩道・緑道をめぐる」
ガイドと共につづきを歩こう　No.43

9月29日（土）受付時間８時30分～９時　
市営地下鉄東山田駅集合 ※雨天決行／
約８㎞（約３時間半）歩ける人100人  
※坂道・階段などあり／300円

９月22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」No.43  広報係）か

（tsuzuki-guide@hotmail.co.jp）
都筑をガイドする会　大橋　
090-9088-0286

◆��ダブルケアカフェ　第１回
子育てや介護の悩みがある人同士で情報
交換／９月28日（金）10時30分～12時／
大丸デポー２階集会室（大丸22-6）／子育
てや介護などダブルケア当事者／

都筑相談窓口　吉
よ し の

野 歌
か よ こ

代子　
090-1857-3728　 532-9967

飯ごう体験のみ９月20日（消印有効）ま
でに ・生年月日を明記し か

くろがね青少年野外活動センター　
973-2701　 972-1093
〒225-0025 青葉区鉄町1380番地
http://www.yspc.or.jp/kurogane_

yc_ysa/category/top/
◆��2019年フォトコンテスト「都筑の風景」
写真作品募集。審査協力神奈川新聞社。
入賞作品には賞金などを用意。応募要項
は、区役所、PRボックスなどにあるチラ
シや ／9月～2019年７月末

山手総合計画研究所内フォトコンテス
ト事務局　⼾

と だ

田
341-0087　 261-3022

　誰もがかかる可能性のある脳の病気です。いろいろな原因で脳の
機能に障害が起こり、生活する上で支障がでている状態を指します。
　「認知症」は「老化によるもの忘れ」とは違います。

　まずは、かかりつけ医に相談しましょう。認
知症が心配されるときは、専門の医療機関
を受診しましょう。市のホームページにも市
内の医療機関の情報が掲載されています！

高齢支援担当（区役所2階21番
窓口）または区内地域包括支援
センターにご相談ください。

認知症が疑わしくなったら？ どこに相談する？

「９月２１日は世界アルツハイマーデーです」
～認知症かな？早めに気づいて相談しましょう～

高齢支援担当　 948-2306　 948-2490
横浜市 認知症 検索

老化によるもの忘れ 認知症によるもの忘れ
・体験や出来事の一部を忘れる
（食後、何を食べたかを忘れることもある）

・体験や出来事のすべてを忘れる
（食後、食べたこと自体を忘れてしまう）

・もの忘れをしている自覚がある
（自分で忘れていたことに気が付く）

・もの忘れをしている自覚がない
（忘れているということが分からない）

認知症
とは？

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※




