
　健康づくり係　　948-2350　　948-2354問合せ

　終戦直後の横浜市の衛生状態は市街地の多くを焼失し、伝染病がま
ん延するなど悲惨な状態でした。1948（昭和23）年12月「横浜市衛生
奉仕員」として市民の自衛組織制度を発足させ、消毒薬の配布など衛生
活動を行ったのが始まりです。

　自治会町内会から推薦され、横浜市長から委嘱を受けて活動しています。
興味のある人は、お気軽に健康づくり係までご相談ください♪

　健康は1日にしてならず。健康づくりの取組には継続が必要です。
一人ひとりが頑張るだけでなく、地域で取り組んでいくことが大切です。

吐いた息でタバコの影響を測定中 血管年齢測定

ウォーキングイベン
トの開催

体脂肪率や体内年齢チェック

立ち上がりテスト

自分ら
しい

生活

7月号のヘルスメイトに
引きつづき、

保活さんを紹介します！

定期的に
運動しよう！

禁煙に
チャレンジ！

がん検診・
特定健診を
受けよう

ストローを使った慢
性閉塞性肺疾患

（ＣＯＰＤ）体験

健康づくりのために
呼びかけを
行っています！

　1953（昭和28）年に名称を「保健指導員」と
改め、2001（平成13）年に現在の「保健活動推
進員」へと改めました。最近は生活習慣病対策
を行うなど、“地域における健康づくりサポー
ター”として活動しています。

　区役所主催の健康に関する研修を受講し、最新の情報を学び、
地域で発信しています。イベント時に健康チェックを行い、生活習
慣を見直してもらったり、健診受診や受動喫煙防止などの啓発を
行ったりしています。

私たち、保健活動推進員は、通称「保活」と呼ばれ地域の中で　　　　　　　　           を担っています。健康づくりサポーター役

健康づくりの

取組を
応援します！

た ち
わ た し

“保健
活動推進員”です！

 都筑区健康づくりサポーターの

◆ 区の人口・・・・・・211,234人（前月比27人増）
◆ 区の世帯数・・・82,145世帯（前月比61世帯増）
※2018年7月１日現在
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948-2323
土曜開庁日   8月11日・25日 、9月8日  時間:９時～12時
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　平成28年度から始まった「商店街からのラブレ
ター事業」。参加店舗に置いてあるはがきにスタン
プを3つ集めてポストに投函すると、2か月に１回、
プロスポーツチームのグッズや商店街からの特別
ギフトが抽選で当たります。

　今年度、一般社団法人横浜市商店街総連合会主催の『ガチチャーハン！』にエントリーし、大人気だった都筑区のチャーハンをご紹介します。
暑い夏を吹き飛ばすほどのおいしさを楽しんでください。いろいろな味を体験してあなたのお好みのチャーハンを見つけてみませんか。

　地域振興係 　　948-2231　　948-2239問合せ

応募の詳細・参加店舗は
二次元コードで

確認してください

Edamame COFFEE
え だ ま め こ ー ひ ー あ す た か ふ ぇ わ こ こ ろ だ い に ん ぐ え に し いちようけん

珈琲屋さんのぱーこーちゃーはん（972円）
「２５穀米のチャーハン！コーヒーと相性のいいカレー
味のお肉、ぜひ食べてみてください」とすてきな店長
が自信を持ってお薦めする珈琲屋さんのぱーこー
ちゃーはん。カレー味のお肉とシンプルなレタスと卵
のチャーハンとの組み合わせが絶妙！です。

荏田南五丁目8-1 一友ビル102
11時～20時　　火曜
090-5391-5072
市営バス「荏田南」バス停下車徒歩5分

えだ
きん

商店
会

　都筑区には、３３８店舗の会員で構成している商店街
連合会があります。
　各会員と区民の皆さまとの架け橋になりながら都筑
区が安心・安全で住み続けたい町となるよう企画・
活動してまいります。ぜひ、「商店街からのラブレター」

店頭販売からアレンジメ
ント教室も行っていま
す。キッズアレンジメン
ト教室も好評です。お花
のことなら何でもご相
談ください。

都筑区の商店街には魅力がいっぱい。この夏、商店街の魅力を発見しに行きませんか？

都筑区商店街連合会からのラブレター

Asuta Café

辛うまごはん（680円）
ジャズの流れる店内は緑があり、ゆったりくつろげる空間
が広がります。昨年度、障害のある人たちによる全国パ
ン・菓子コンテスト「第8回 チャレンジドカップ」で銀賞に選
ばれた皆さんが作る「辛うまごはん」。キムチだけでなく青
唐辛子が“辛うま”を引き立てます。半熟卵で辛いものが
苦手な人にも楽しんでいただけます。

荏田南五丁目7-9 アスタ荏田
10時～17時　　木・日曜、祝日
942-9600
市営バス「荏田南」バス停下車徒歩5分

えだ
きん

商店
会 いち「一陽軒」

※金額はすべて税込

スープチャーハン（850円）

写真左：店長 伊達 仁志 さん
だ て ひとし

「優しい味わいのスープチャーハンを皆さんに食べて
ほしい」と熱く語る店長。飽きのこないあっさりした優
しい味わいのスープチャーハンです。あつあつの湯
気がおいしさを引き立てます。毎日地元の養鶏場か
ら届く卵がどんぶりいっぱいのスープの中にひろが
り、深い味わいを出しています。

川和町963-3
11時30分～14時／18時～21時
木曜　　933-5656
市営地下鉄川和町駅徒歩5分

川和

商店
街和 cocoro dining eni-si

黒毛和牛スジチャーハン（880円）

マネージャー 山中 将之 さん
やまなか まさゆき

口に入れた途端おいしい牛肉の香りが口いっぱいに
広がります。甘めのお肉とつやつやのご飯、しゃきしゃ
きのレタスが牛の脂と一緒においしさを奏でます。か
みしめるとご飯からも肉のうまみが染み出てくるほど
のおいしさ。セットのスープはチャーハンにぴったり
のあっさり味。

北山田二丁目5-7 プロスベアーコーポ1階
11時30分～15時／17時～24時（日曜、祝日：17時～22時）　
ランチ 無休／ディナー 火曜　　620-5889
市営地下鉄北山田駅徒歩1分

北山
田

商業
振興
会

参加店舗を3店舗利用して
お店に置いてあるこのはがき

にスタンプを3つ集めよう

利用した店舗への
メッセージを記入して

ポストに投函

抽選ですてきな景品を
GET!

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

あざみ野駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄
グリーンライン

(有)大丸電機 大棚店

ＦＬＯＷＥＲ ＧＩＦＴ ＳＨＯＰ yuu

ジョイキッズワールド あんふぁにぃ
パティスリー シュクレ

いち「一陽軒」

和 cocoro 
dining eni-si

Asuta Café

Edamame COFFEE

マインマート都筑中央店 Ｂyrd’s Grill&Bar

食事処 つくし

（資）中村屋城所相治商店

パン工房 Ｊｕｎｅ ｂｅｒｒｙ

住所       営業時間       定休日       問合せ（電話番号）       アクセス

都筑区商店街連合会の活動は
こちらをチェック

ＦＬＯＷＥＲ ＧＩＦＴ ＳＨＯＰ yuu
し ょ っ ぷ ゆ う

創業は1912（大正元）年。酒・食品・燃料を販売し
て１０0年以上の歴史があります。地名にちなんだ
特醸酒「川和」の販売やイベントなどで使用できる
生ビールサーバーの無料貸出を行っています。

（資）中村屋城所相治商店

for

you

事業

Facebook   https://www.facebook.com/tuzukiku/
Twitter   https://twitter.com/shourentsuzuki
Instagram   https://www.instagram.com/tsuzukishouren/

フ ェ イ ス ブ ッ ク

ツ イ ッ タ ー

イ ン ス タ グ ラ ム

店長 東野 洋介 さん
とうや ようすけ

写真右：店長 羽藤 皓児 さん
はとう こうじ

荏田南五丁目8-1 一友ビル103　　
 ９時30分～19時（土・日曜、祝日：9時～18時）
水曜
５０７-５７１７
市営地下鉄センター南駅徒歩15分

川和町1236-1　   9時～21時　   日曜　   
９３１-１０１８　   市営地下鉄川和町駅徒歩１分

重いビール、お酒、お水、お任せください。有料で
17時から19時の間で配達いたします。

（配達地域についてはお問い合わせください。）
茅ケ崎中央５９-２　   10時～22時
年中無休　   ９４１-２０１１
市営地下鉄センター南駅徒歩８分

150種類以上ある商品の中でも夏の大人気商品
は、まるでシューアイスのようなひんやり「冷やしメ
ロンパン」♡

中川一丁目17-22 ガーデンプラザ宮台101　   
７時～18時30分（日曜：７時～17時）　   月曜・第3火曜
３０８-６７２７　   市営地下鉄中川駅徒歩３分

家電製品のことはもちろん、住まいのお困りごと
なんでもご相談いただけるお店を目指しています！

大棚町428-6　   
9時30分～19時30分　   木曜
５９１-５４８１　   
市営地下鉄センター南駅徒歩15分

季節感あふれる彩り豊かなケーキ、焼き菓子も種
類豊富に取りそろえております。ぜひ遊びにいらし
てください。

仲町台一丁目30-13 ノースヒルズ仲町台102　   
10時～19時　   水曜　   
９４３-１６０８　   市営地下鉄仲町台駅徒歩5分

70年代のアメリカを再現したスポーツバー＆レス
トランです。こだわりの味と雰囲気を心から感じて
ください。

中川中央一丁目1-6　   11時～23時30分
火曜　   ５１５-２９４０
市営地下鉄センター北駅を出てすぐ

港北 ＴＯＫＹＵ Ｓ.Ｃ.内にある親子で遊べるプレイラ
ンドです。外国人スタッフが常駐しているので一緒
に遊びながら楽しく英語も身につきます。

茅ケ崎中央5-1 港北 ＴＯＫＹＵ Ｓ.Ｃ. Ｂ館６階　   
10時～19時（最終受付18時30分）　   1月1日
９４４-６３９０　   市営地下鉄センター南駅徒歩１分

閑静な住宅街の中、ゆったりした時間がながれる
空間で、おいしい食事をお楽しみください。

東山田三丁目6-20　   
ランチ 11時30分～14時30分／ディナー 要予約
水曜　   ５９２-０５００
市営地下鉄北山田駅徒歩８分

食事処 つくし

マインマート都筑中央店 Ｂyrd’s Grill&Bar ジョイキッズワールド あんふぁにぃ

パン工房 Ｊｕｎｅ ｂｅｒｒｙ (有)大丸電機 大棚店 パティスリー シュクレ

凡 例

商店街からの
ラブレター事業
参加店舗

『ガチチャーハン』
エントリー店舗

・・・

・・・

をきっかけとしてお気に入りの
お店を見つけてください。

木伏 慎治・長瀬 苗子・長嶋 和美
きぶせ　しんじ　　ながせ　なえこ　 ながしま　かずみ

開業50周年時にお客様に配られた手ぬぐい

えだきん商店会 川和商店街 北山田商業振興会

港北ＮＴ中央商業振興会 センター北商業振興会 センター南商業地区振興会

中川駅前商業地区振興会 中川商店連合会 仲町台商業振興会

ふ ら わ ー な か む ら や

ば ー ず ぐ り る あ ん ど ば ー

き ど こ ろ あ い じ しょうてんぎ ふ と

じ ゅ ー ん べ り ー だ い ま る で ん き
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のあっさり味。
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食事処 つくし

（資）中村屋城所相治商店

パン工房 Ｊｕｎｅ ｂｅｒｒｙ

住所       営業時間       定休日       問合せ（電話番号）       アクセス

都筑区商店街連合会の活動は
こちらをチェック

ＦＬＯＷＥＲ ＧＩＦＴ ＳＨＯＰ yuu
し ょ っ ぷ ゆ う

創業は1912（大正元）年。酒・食品・燃料を販売し
て１０0年以上の歴史があります。地名にちなんだ
特醸酒「川和」の販売やイベントなどで使用できる
生ビールサーバーの無料貸出を行っています。

（資）中村屋城所相治商店

for

you

事業

Facebook   https://www.facebook.com/tuzukiku/
Twitter   https://twitter.com/shourentsuzuki
Instagram   https://www.instagram.com/tsuzukishouren/

フ ェ イ ス ブ ッ ク

ツ イ ッ タ ー

イ ン ス タ グ ラ ム

店長 東野 洋介 さん
とうや ようすけ

写真右：店長 羽藤 皓児 さん
はとう こうじ

荏田南五丁目8-1 一友ビル103　　
 ９時30分～19時（土・日曜、祝日：9時～18時）
水曜
５０７-５７１７
市営地下鉄センター南駅徒歩15分

川和町1236-1　   9時～21時　   日曜　   
９３１-１０１８　   市営地下鉄川和町駅徒歩１分

重いビール、お酒、お水、お任せください。有料で
17時から19時の間で配達いたします。

（配達地域についてはお問い合わせください。）
茅ケ崎中央５９-２　   10時～22時
年中無休　   ９４１-２０１１
市営地下鉄センター南駅徒歩８分

150種類以上ある商品の中でも夏の大人気商品
は、まるでシューアイスのようなひんやり「冷やしメ
ロンパン」♡

中川一丁目17-22 ガーデンプラザ宮台101　   
７時～18時30分（日曜：７時～17時）　   月曜・第3火曜
３０８-６７２７　   市営地下鉄中川駅徒歩３分

家電製品のことはもちろん、住まいのお困りごと
なんでもご相談いただけるお店を目指しています！

大棚町428-6　   
9時30分～19時30分　   木曜
５９１-５４８１　   
市営地下鉄センター南駅徒歩15分

季節感あふれる彩り豊かなケーキ、焼き菓子も種
類豊富に取りそろえております。ぜひ遊びにいらし
てください。

仲町台一丁目30-13 ノースヒルズ仲町台102　   
10時～19時　   水曜　   
９４３-１６０８　   市営地下鉄仲町台駅徒歩5分

70年代のアメリカを再現したスポーツバー＆レス
トランです。こだわりの味と雰囲気を心から感じて
ください。

中川中央一丁目1-6　   11時～23時30分
火曜　   ５１５-２９４０
市営地下鉄センター北駅を出てすぐ

港北 ＴＯＫＹＵ Ｓ.Ｃ.内にある親子で遊べるプレイラ
ンドです。外国人スタッフが常駐しているので一緒
に遊びながら楽しく英語も身につきます。

茅ケ崎中央5-1 港北 ＴＯＫＹＵ Ｓ.Ｃ. Ｂ館６階　   
10時～19時（最終受付18時30分）　   1月1日
９４４-６３９０　   市営地下鉄センター南駅徒歩１分

閑静な住宅街の中、ゆったりした時間がながれる
空間で、おいしい食事をお楽しみください。

東山田三丁目6-20　   
ランチ 11時30分～14時30分／ディナー 要予約
水曜　   ５９２-０５００
市営地下鉄北山田駅徒歩８分

食事処 つくし

マインマート都筑中央店 Ｂyrd’s Grill&Bar ジョイキッズワールド あんふぁにぃ

パン工房 Ｊｕｎｅ ｂｅｒｒｙ (有)大丸電機 大棚店 パティスリー シュクレ

凡 例

商店街からの
ラブレター事業
参加店舗

『ガチチャーハン』
エントリー店舗

・・・

・・・

をきっかけとしてお気に入りの
お店を見つけてください。

木伏 慎治・長瀬 苗子・長嶋 和美
きぶせ　しんじ　　ながせ　なえこ　 ながしま　かずみ

開業50周年時にお客様に配られた手ぬぐい

えだきん商店会 川和商店街 北山田商業振興会

港北ＮＴ中央商業振興会 センター北商業振興会 センター南商業地区振興会

中川駅前商業地区振興会 中川商店連合会 仲町台商業振興会

ふ ら わ ー な か む ら や

ば ー ず ぐ り る あ ん ど ば ー

き ど こ ろ あ い じ しょうてんぎ ふ と

じ ゅ ー ん べ り ー だ い ま る で ん き
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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

�8月17日・31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 8月20日（月）

■�郷土講演会「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
『図説�都筑の歴史』刊行プレイベント
第4弾�講師:相

あいざわ

澤�雅
まさ

雄
お

氏（郷土史家）�
9月29日（土）10時～12時
横浜市歴史博物館　
170人
8月29日から か か を明記

し か
■�都筑図書館朗読会�朗読�『ふた子の星』
　～宮沢賢治の作品を楽しむ～
8月12日（日）15時30分～16時30分
20人 ／

■�特別展示「認知症を知ろう!」
認知症とはどんな病気なのか、家族や周
囲は本人とどのように接すればいいのか…。
認知症への理解を深めるための展示です。
8月30日（木）～9月17日（祝）／

区民活動センターから
休館日 8月11日（祝）・20日（月）

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

■�地域活動デビュー講座「夜編」
　地元でハタラク、一生かかわる
　「マイ・サード・プレイス」をつくろう！
①ジモティのススメ
トークゲスト：佐

さ さ き

々木�秀
ひ で お

夫�さん（会社員、
ＮＰＯ法人都筑ハーベストの会理事長）
②企画会議に参加しよう
地元でやってみたい企画のアイデアを一
緒に考えましょう。
①８月16日（木）18時30分～20時30分�

②９月20日（木）18時30分～20時30分�
区民活動センター
各20人
各回前日までにシェアリーカフェに
306-9004

夏の節電対策に電気の見える化！　
電力使用量測定器を貸し出します
測定器をコンセントと家電機器のプラグ

の間につなぐと、電気料金、使用電力量
などを簡単に計測することができます。
区内在住で使用後に簡単なアンケート

にご協力いただける人
貸出台数・期間▶
1世帯につき1台・1週間まで
事前に
本人確認できるもの

（運転免許証、保険証など）
企画調整係
948-2226　 948-2399　
tz-plan@city.yokohama.jp

みんなで支える認知症  パネル展
認知症の人や家族が安心して暮らせるよう、
認知症を理解し、一人ひとりができること
を考えるきっかけとなるよう、認知症に関
するパネルやリーフレットを展示します。
8月30日（木）～9月5日（水）
区総合庁舎1階区民ホール
高齢支援担当　
948-2306　 948-2490

ひきこもり等の
若者支援セミナー・相談会

前半は不登校・ひきこもりなどの若者の
現状、若者支援機関の取組の現状など、
若者への理解を深めるセミナーを実施し、
後半は、若者や家族に対する相談会を実
施します。若者・家族への理解を深めた
い地域の皆さんもご参加ください。
9月8日（土）14時～16時30分（13時

45分から受付）
都筑公会堂第一会議室
50人 ／
よこはま北部ユースプラザ　
・ 948-5505　 mail@kitapla.jp

水道局からのお知らせ
「地下漏水調査」

調査会社に委託して地下漏水調査を実施
します。調査は、道路下およびお客さま
の水道メーターから道路側の水道管を対
象としています。調査の際は、宅地内に
設置してある水道メーターで漏水音の確
認も行いますので、ご協力をお願いしま
す。なお、不在の場合は、宅地内には入
らず道路上で調査を行います。また、こ
の調査に伴う費用は無料です。
※調査員は水道局が発行した身分証明
書を携帯していますが、ご不明な点があ
りましたらお問い合わせください。
9月上旬～12月下旬までの平日
水道局配水課漏水管理係　
331-1838　 332-1442

募集
新治恵みの里

新米体験教室（全3回）
新治町の農家と一緒に、稲刈り・脱穀・精
米を体験してみませんか？最後にかまど
で炊いた新米を味わいます。
①9月29日（土）：稲刈り　②10月13日

（土）：脱穀　③10月28日（日）：精米・新
米のかまど炊き　いずれも10時30分～
12時30分�※作物の生育・天候状況によ
る日時変更あり
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組程度
※①に必ず参加できる人
1組7000円（収穫した玄米15㎏のお
土産付き、保険代込み）
8月15日から新治恵みの里 （http://

www.niiharu.link）の申し込みフォーム

に沿ってお申し込み下さい。
北部農政事務所農業振興担当　
948-2480　 948-2488

都筑区歯科医師会による
口腔がん検診

「口腔がん」は口の中にできるがんの総
称です。この機会に口腔がん検診を受け
てみませんか。
9月30日（日）13時～16時
区役所1階福祉保健センター
区内在住で口の中に異常や違和感の

ある人30人
9月10日必着で ・口の中の気に

なっている所・この検診を何で知ったかを
明記し （〒224-0003�中川中央一丁目
39-7　マイキャッスルセンター北Ⅱ　
すが歯科医院「口腔がん検診」応募係）
都筑区歯科医師会（すが歯科医院）　
913-8856　 913-8857

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

● 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

８月17日（金）～22日（水） 活動紹介パネル展 予算調整係 948-2213 948-2208
８月23日（木）～27日（月） はぁとdeボランティア活動紹介パネル展 区民活動係 948-2236 948-2239
８月24日（金）～28日（火） 趣味の作品展（書道、絵画、写真、手芸など） 予算調整係 948-2213 948-2208
８月28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
８月30日（木）～９月５日（水） 地震防災展 都筑消防署 945-0119 945-0119
８月30日（木）～９月５日（水） みんなで支える認知症 パネル展 高齢支援担当 948-2306 948-2490
９月６日（木）～12日（水） 写真展

予算調整係 948-2213 948-2208
９月６日（木）13時～12日（水）12時 活動写真展「自然の中で子どもが育つ 地域の中で子どもと育つ」

体長2～3㎝の白いひも状の寄生虫です。主に魚の内臓付近に寄生しています。
人間の体内に入ると激しい腹痛、吐き気を引き起こすことがあります。

サバ、カツオ、サンマ、アジ、イカなどの刺身が感染源になることが多いです。

家庭での食中毒予防のお問い合わせは、食品衛生係まで

酢やわさびでは死にません。冷凍または加熱処理が必要です。

自宅で刺身やしめさばを調理する際は、冷凍処理された魚を用いましょう。 
購入時や調理中、食べる前にアニサキスが付いていないかよく確認しましょう。 
丸ごと一匹で購入する際は、新鮮な魚を選び、早めに内臓を取り除きましょう。

アニサキスってどんな生き物？

どんな魚についている？

酢やわさびを付ければ大丈夫？

感染を予防するには？

　昨年度横浜市で起きた食中毒のうち、原因として2
番目に多かったのはアニサキスでした。家庭で調理し
た生の魚介類からの感染がたびたび起こっています。 丸い模様のように

見えるのが
アニサキスです。

防災・救急フェアへ行こう

アニサキスに要注意！
～家庭での感染を予防するために～

都筑消防署予防課　 ・ 945-0119

食品衛生係　 948-2356　 948-2354

　防災フェアは、地震・煙体験など親子そろって体験できます。救急フェアは、
医療情報満載で医師による健康相談や健康づくり講演、心臓マッサージなど
救命士の仕事体験、各出展ブースなど盛りだくさんです。
子ども向けプログラムも充実。防災・救急フェアへＧＯ！！
９月２日（日）�10時～13時（予定）
区総合庁舎１階区民ホール・福祉保健センターほか／

　過去に発生した震災のパネルなどを展示します。
８月30日(木)～９月５日（水）　 区総合庁舎１階区民ホール／

防災・救急医療週間「都筑区 防災・救急フェア」

防災週間「地震防災（パネル）展」

都筑消防署 検索

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
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　地域の課題を解決し、地域の魅力アップにつながる
アイデアの実現を目指す講座です。　【共催】ｓｔｕｄｉｏ-Ｌ

　区の動物愛護週間イベントにて、ご応募いただいた長寿ペットの写真をパ
ネルにして展示し、飼い主さんに表彰状を贈呈します。

つづきつながりカレッジ （全６回） 

長寿犬、長寿猫の写真募集

地域力推進担当　 948-2474　 948-2239

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

①9月29日�②10月13日�③11月10日�④12月8日
⑤2019年１月26日�⑥2月23日の土曜
①13時30分～17時30分�②～⑤13時～17時�⑥14時～16時30分

 区役所６階大会議室・１階福祉保健センター多目的室
次の①②③④の条件を全て満たしている人30人

①区内在住・在勤・在学または区内で活動をしている人
②地域づくりに興味がある人、自分の住んでいる地域をよくしたいと思っている人
③原則全回出席でき、終了後区内で活動してみたい人
④メールでの連絡ができる人
９月7日までに件名を行事名にし ・ ・所属団体名（何か活動に参加さ
れている人のみ）・応募動機（50～100字程度）を明記し tz-chishin@city.
yokohama.jp
＊見守り保育（２歳～未就学児）を希望される人は、申込時にお伝えください。
（第1回は別室保育、その他は同室保育）

長寿犬▶区内で登録されている大型犬13歳以上、
　　　　　中小型犬は15歳以上
　長寿猫▶区内で飼育されている猫17歳以上
※年齢は、いずれも2018年9月20日現在
8月31日必着。応募方法は環境衛生係（区役所2階

25番窓口）までお問い合わせください。

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 8月20日（月）

■くまさんのおはなし会（9月）
9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
8月30日から か

■8月の定例おはなし会
8月15日（水）15時30分～16時／
一人でおはなしが聞ける子�

※保護者が付き添う場合にはご相談
ください

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赤ちゃんといっしょに楽しく遊びな
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
①9月3日（月）�②9月20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新栄地域ケアプラザ
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
8月13日10時から新栄地域ケアプ

ラザへ 592-5255
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

妊娠中から知っておこう！
保育園の活用術！

「生まれてくる赤ちゃんのお世話、どう
したらいいの？」「子育てについて相談
する人がいなくて不安」「保育園児の
一日の過ごし方を知りたい！」という妊
婦さん、保育士さんや保育コンシェル
ジュからお話を聞いてみませんか？ま
た、母子保健コーディネーターが妊娠
中のご相談や育児のワンポイントにつ
いてお話しします！
8月29日（水）14時～15時
区役所1階福祉保健センター多目

的室　
区内在住の妊婦さんとその家族
事前に か
こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

育児講座「離乳食」
離乳食のお悩み解決にぜひどうぞ！
9月10日（月）10時～11時
みどり保育園　
20組
8月31日から （10時～16時）
みどり保育園　
941-2800　 941-3768　

育児講座「わらべうた」
9月12日（水）10時～11時
茅ケ崎保育園　
20組
9月3日から （10時～16時）
茅ケ崎保育園　
941-2172　 941-2258

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

８月21日（火）午前・24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 ８月２１日、９月４日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 ８月３０日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 ８月２３日、９月６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１月頃出産予定の人
　→９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

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16組先着
9月22日(土)
１３時３０分～１５時３０分(１３時１５分受付開始)

【申込み】８月22日12時から
【会場・申込先】都筑区子育て支援センターポポラ　
912-5135

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

８月２９日（水） 乳幼児▶１３時３０分～１４時３０分
妊産婦▶１５時

９月１０日（月） 乳幼児▶１３時３０分～１４時３０分
妊産婦▶１５時

【対象】０歳児～就学前の子、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
●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

９月19日（水）午前→８月20日～９月10日に予約受付
※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

８月23日・30日、９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

８月24日（金）午後、９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

８月24日（金）午後、９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

9月14日（金）午前、10月19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
脳血管疾患等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。

 9月25日(火)13時～10月1日(月)15時　  区総合庁舎１階区民ホール
　　　　�◆ご長寿ペットパネル展��◆表彰��◆展示コーナー
◆相談コーナー（9月25日（火）～28日（金）13時～15時まで）：ペット健康相談
（区獣医師会）、飼育相談（トレーナーなど）

主な内容

都筑区動物愛護週間イベント

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

９月19日（水）午前→８月20日～９月10日に予約受付（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
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 8月28日（火）

行事は8月11日から か
は全て市内在住・在学・在勤者

■�おはなしのポケット
子育て支援ボランティアグループあっぷ
りけによる絵本の読みきかせ／8月22
日、9月19日の水曜①10時30分～�②
15時～／未就学児と保護者／
■�日々の暮らしに役立つ講座
　「大工道具の使い方～鉢植えカバー製作～」
9月1日（土）13時30分～15時30分／お
おむね50歳以上の人20人 �●
■�料理教室～都筑野菜を食べつくそう!～
（全4回）
初回は「暑気払い！カレー料理」。2回目
以降は要問合せ／9月～12月の第1木曜
10時～13時／12人 ／各1800円�
●
■はじめてのDIY講座（全4回）
9月8日～10月20日の隔週土曜10時～
12時／16人 ／2000円（全回分）�●
■�こどもアート教室（全4回）
9月9日、10月14日、11月18日、12月9
日の日曜10時～12時／小学生15人 ／
2200円（全回分）�●
■�おもちゃ病院
10月13日（土）10時～14時／幼児～小
学生とその保護者、おもちゃ36点
※大人のみの参加不可／部品交換は実費�
●
■�平成30年度後期趣味の教室（全8講座）
詳細は館内配布のチラシをご覧ください／
10月～2019年3月／60歳以上の人
（初参加優先）
8月31日までに と ・希望講座

を明記し

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 8月13日（月）、9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
■�Let’s�Enjoy!�チアリーディング!
　B-ROSEがやって来る!
1日チア体験／9月30日（日）9時30分～
11時30分／小学生30人 ／300円�
●
■�中国人に学ぶ本場の中国家庭料理
9月22日（土）9時30分～13時／20人
／1500円�●

■�おしゃれなショールを編みましょう
　（全2回）
9月19日、10月3日の水曜12時30分～
14時30分／16人 ／2000円（全回
分）�●
■�季節のドライフラワーで作るリース
9月27日（木）10時～12時／16人 ／
2500円（材料費含む）�●
■�ベビーマッサージとママのためのヨガ�
2期（全5回）

9月14日～11月9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）�●
■�親子体操�2期（全8回）
9月25日～11月27日（10月9日・30日を
除く）の火曜11時～11時45分／かけっ
こができる頃～未就園児と親30組 ／
3200円（全回分）�●

9月22日（土）12時集合／50人 ／
500円�●
■�第27回わびさび塾
「中秋の茶会」の道具立てとセミナー。濃

こいちゃ

茶・
薄
うすちゃ

茶付き／9月23日（祝）13時30分～15時
30分／15人 ／2000円�●
■�はぎれ草履講習会
9月16日（日）9時～12時／12人 ／
800円�●
■�楽しく着物を着ましょう
9月26日（水）13時～15時／女性15人
／1500円�●

■�土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時～11時30分／
■�体験!南京玉すだれ
8月25日（土）14時～16時／

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 8月16日（木）、9月6日（木）

要問合せ／雨天中止
■�ノルディックウォーキング体験教室
9月8日（土）10時～11時30分／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
9月7日までに か

■犬のしつけ教室
犬を連れての参加／9月8日（土）10時～／
太鼓橋竹林前／

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
■�虫の声鑑賞会
8月25日（土）18時～21時／レストハウ
ス集合／300円�●
■�秋のキノコ観察会
9月8日（土）9時～12時30分／レストハ
ウス集合／300円�●
■�藍染め体験
9月16日（日）10時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所／30人 ／500円�●
■�里山保全体験
竹細工体験／9月1日（土）9時～12時　
●
■�田畑作業体験（サトイモの栽培体験）
9月1日（土）13時～16時�●
■�ネイチャークラフト作り
8月26日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで）�※雨天中止／500円／
■�炭焼き体験（宮谷戸窯）
9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�※雨天決行／1人1000
円（昼をはさむ活動日は昼食付き）�●

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

8月20日（月）休館日

■�夏工作「昆虫クラフト」
８月21日（火）～24日（金）10時30分～
16時／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

8月20日（月）休館日

■��外国につながる子どもたちの学習支援
ボランティア入門講座（全2回）
①9月1日（土）13時30分～15時30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 8月13日（月）、9月10日（月）

行事は8月11日9時から か10時
から
■�ままくらぶ「ハロウィンスイーツ作り」
9月20日（木）10時～11時40分／1歳～
未就園児の母15人 �※ あり�●
■�園芸講座「花壇デザイン」（全2回）
①9月29日�②11月3日の土曜10時～
12時／①はサカタのタネ／16人 ／
2000円（全回分）�●
■�カラオケ講座2期（全3回）
9月27日～10月11日の木曜13時～15
時／10人 ／2100円（全回分）�●
■�将棋入門講座後期（全5回）
10月14日、11月25日、12月16日、2019
年1月27日、2月24日の日曜9時30分～
11時30分／小学生以上10人 ／4000円
（全回分）�●
■�ハロウィンプリザーブドフラワーアレンジ
10月14日（日）10時～11時30分／小学
生以上16人 �※小学3年生以下は保護
者同伴／1000円�●
■�仲町台カフェ
8月22日、9月19日、10月17日の水曜10
時～13時／15人程度 ／150円（コー
ヒー・手作りおかし代）�●
■�放課後イベント秋のワークショップ
9月12日（水）15時～17時／
■�おもちゃの病院
9月8日（土）10時～14時／18点 �●

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 8月13日（月）、9月10日（月）

■�コンディショニング・ヨガ�秋（全5回）
10月～12月3日の第1・3月曜9時15分～
10時5分／40人 ／2000円（全回分）
9月1日までに と を明記し

■�秋の寄せ植えハンギングバスケット
10月4日（木）10時～11時30分／16人
�※子ども同伴不可／2500円
9月4日から か

■�おやこヨガ（全4回）
10月5日～11月16日の隔週金曜①10
時～10時50分�②11時～11時50分／
①首がすわった子～歩き始めの子と親�
②1歳3か月～3歳未満の子と親�各10組
／2000円（全回分）
9月5日までに ・ を明記し

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 8月13日（月）・27日（月）、9月10日（月）

行事は8月12日から か
要問合せ

■�お月見ライブ「切り絵アート&
　シルクロード民族楽器」
9月24日（祝）17時30分～19時（16時
30分受付開始）／小学生以上100人
／1000円（お月見団子付き、8月12

日からチケット発売）�●
■�菊節句のしつらえとお話し
①9月8日（土）11時～13時：しつらえと
お話、菊節句行事食�②9日（日）10時～
16時：展示／①20人 ／①1500円�
● （②は ）
■�手打ちそばを食べよう

講師�林
はやしだ

田�育
い く み

美（つづきMYプラザ館長）�
②9月2日（日）13時～14時30分、14時
45分～16時15分：講師�頼

よ り た

田�敦
あ つ こ

子（横浜
市教育委員会日本語教師�NPO�日本語・
教科学習支援ネット副理事）／原則2日間
参加できる人20人 ／500円（全回分）
8月11日から か か とボラ

ンティア経験の有無・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（バルーンアート）
8月24日（金）10時30分～12時／親子
20組 ／300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

行事は前日までに か
■�やさしい石けん作り（マルセイユ石けん）
9月26日（水）10時～12時／10人 ／
500円�●
■�英語で遊ぼう!（全6回）
9月26日～12月5日の隔週水曜�①15時
40分～16時20分�②16時30分～17時
10分／①小学1・2年生12人 �②年中・
年長児と親12組 ／各2000円（全回
分）�●
■�産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
10月10日～12月5日の隔週水曜／①10
時～10時45分�②11時～11時45分／
①3か月～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）�●
■�おはなし会
9月29日（土）10時30分～11時／20人
�●

■�囲碁教室
初心者から指導／9月22日（土）13時30
分～14時30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8月11日から か
■�効果的なラジオ体操講習会
8月18日（土）10時～11時30分／
■�インストラクターに習う親子体操
9月8日（土）10時～10時40分／1歳7か
月～3歳児と親12組 ／300円�●
■�相互保育でママヨガ（全7回）
9月12日以降の水曜（月2回）11時20
分～12時50分（40分ずつヨガ）／0～1
歳児と保護者12組 ／3500円（全回
分）�●
■�オリンピック・パラリンピックに向けて
「英語」に挑戦（全10回）
9月5日以降の水曜（月2回）①15時～16
時10分：初級�②16時20分～17時30
分：中級／各10人 ／各7000円（全回
分）�●

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

■�お月見JAZZコンサート
9月29日（土）18時30分～19時30分／

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～家族&親子のふれあい
マッサージ講座～

8月23日（木）10時～11時30分／未就
園児と保護者15組
前日までに 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8月11日～9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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新栄地域ケアプラザ
 592-5255　  595-3321

〒224-0035　新栄町19-19

■ちゅーりっぷファミリーコンサート
9月29日（土）13時～14時30分／
西公会堂／未就学児の家族10組
8月15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

■知って安心講座「住まいのはなし」
高齢期の住まいの講演と施設見学／9月
28日（金）13時30分～15時／SOMPO
ケア�ラヴィーレあざみ野（あゆみが丘
19-24）／30人
8月28日10時から か

■父親育児�はじめの一歩&
　体を使った遊び
9月29日（土）10時30分～12時／0歳～
未就園児とパパ15組
9月8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

■ペーパーウェイトを作ってお手紙しよう!
8月25日（土）9時30分～11時30分／区
内在住の人20人 �※小学生以下は保
護者同伴／1回�200円／ 筆記用具
前日までに か

■おさんぽカフェin東山田
障害児・者、家族、地域の人が集まる
カフェ。フレグランスボトルづくりなど／
①9月1日�②10月6日�③11月17日�④
12月15日�⑤2019年1月19日�⑥2月2
日の土曜10時～12時／①③④⑤⑥200
円�②1000円
各回前日までに か

■みんなが暮らしやすい地域って
　どんな地域だろう
9月15日（土）：精神障害について・29
日（土）：�知的障害について、10月14日
（日）：�助け合うということ、いずれも
10時～12時／30人
9月14日までに 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

■ハイキングウォーキング
9月16日（日）9時～16時／高校生以上
10人 ／500円
9月2日までに か

■おはなし会
8月23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 8月27日（月）

■スポーツ医事相談（整形外科）
9月22日（土）15時～17時（1人20分程

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】（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
8月25日（土）�（毎月最終土曜）／
・「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
■�チボリ兄弟舎紙芝居
8月18日（土）・19日（日）12時～、13時
30分～、15時～／

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 8月27日（月）

は有料、申込みは 910-5724

■�はじめての保育園in横浜
市の保育制度や入園手続きなどの説明／
9月30日（日）13時30分～15時50分／
保育園にはじめて子どもを預ける人60
人 ／1世帯500円
8月11日から「保育園を考える親の会」

の （hoikuoyanokai.com）か
と子ども同伴の有無・取り上げてほしい
内容（任意）を明記し （hoikudesk@
gmail.com）� ※ あり（9月26日まで
に ）

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
8月12日・26日、9月9日の日曜12時～
12時40分／
■�フェローアートギャラリー��十

そ が め

亀史
ふ み こ

子展
障害のあるアーティストたちの作品を
常設展示／7月14日（土）～10月11日
（木）9時～21時／
■�あざみ野サロン�vol.61　
　�バリ舞踊とガムラン公演
　～南の島バリ�ガムラン音楽と舞踊～
9月23日（祝）14時30分～（14時開
場）／190人 （3歳未満の子の入場・
同伴不可）／一般：1000円、3歳以上～

度）／6人
8月22日から か

■秋の定期スポーツ教室　10月～12月
8月18日必着で各教室とも か、
・教室名・生年月日を明記し か、

を持参し 。いずれも 。時間表記の
ない教室はすべて60分。年齢表記のな
いものはすべて15歳以上（中学生不可）。
＊印は託児あり（事前申込制、有料）。

大人向け教室
【火曜】（全12回）
①シェイプアップ／11時～／50人／
5160円
②ピラティス＆リラックス／14時40分～／
40人／5160円
【水曜】（全12回）
③おとなからはじめるバレエ／11時10
分～／女性25人／1万320円
④リフレッシュコンディショニング／11時
50分～12時40分／50人／6480円
【木曜】（全12回）
⑤歌謡曲でスマイルフィットネス／13時
40分～14時30分／40人／7680円
【金曜】（全11回）
⑥バドミントンモーニング／9時～10時
45分／66人／1万670円
⑦＊カラダリメイクピラティス／11時30
分～／50人／5940円
⑧頭と体のトータルレッスン／12時40
分～／50歳以上50人／5940円
【土曜】（全10回）
⑨ノルディックウォーキング／10時～11
時30分／20人／8100円

親子・子ども向け教室
【火曜】
⑩ベビーマッサージ＆ママのエクササイズ
（全12回）／9時30分～10時40分／2か
月～6か月児と保護者12組／1万320円
⑪ジュニアユースバドミントン（全10回）／19
時10分～20時40分／中学生30人／9700円
【土曜】（全11回）
⑫ハッピー親子リズム／9時30分～／
1歳6か月（ひとり歩きできる子）～未就学
児と保護者30組／9460円
この他にも、親子・子ども・大人向け教
室を全52教室開催しています。詳細
は か か館内チラシにて。

都筑プール

 941-8385　  941-8387
〒224-0062　葛が谷2-2

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

8月は無休

■�水泳教室開催
平成30年度第2期水泳教室。開催期間、
申込方法などの詳細は か 。

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/

8月は無休

■�球技タイム開催中

高校生：500円
事前に か 910-5723�※ あり

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
■�ナイトズーラシア（全8回）
8月の土・日曜は開園時間を20時30分ま
で延長（入園は19時まで）
■�ズーラシア夜市（全8回）
ベトナムのランタン祭りをテーマに装飾。
アジアングルメや雑貨も／8月の土・日曜　
16時～20時30分／ころころ広場

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

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
9月13日（木）10時30分～12時／未就
学児と保護者12組
当日までに か

■なるほどトーク「うちの子どんな子?」
9月29日（土）10時30分～11時45分／
2歳～未就学児と保護者6組 �●
■ポポ☆メイトさんとつくってあそぼう♪
9月4日（火）10時45分～11時45分／
30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
8月25日（土）10時30分～12時／
■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／①9月1日（土）・②29日（土）13時～、
14時～、15時～（①は10時～、11時～
もあり。各回50分）／未就学児とその家
族 �●
■横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
①9月8日（土）・②26日（水）・③29日（土）
いずれも10時30分～11時30分／③は
つづきの丘小学校コミュニティハウス／
①②各10組 �③15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
8月18日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組 �●
■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／8月18日（土）10時～
16時／
■パパといっしょに公園であそぼう!
9月1日（土）10時30分～12時�※雨天時:
「お部屋でパパと遊ぼう!」10時30分～
11時30分／ききょう公園（中川五丁目
10）／
■公園であそぼう!
8月23日（木）10時30分～12時（10時
10分ポポラ出発）�※雨天時は8月30日
（木）／ききょう公園（中川五丁目10）／

 910-5700　  910-5755
男女共同参画センター横浜北

 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



●　　　　　　　　2018（平成30）年 8 月号　／　都筑区版12 ここまでが都筑区版です。

区民活動係　　948-2２３８ 　  948-2２３９

編さん委員だより

郷土史家 相澤 雅雄 氏
あ い ざ わ ま さ お

近代の村の歴史は、急激なる社
会変革が強行された時代でした。
都筑郡役所があった川和を中心
に都筑区域の村々がどのように
変わっていったのかは、各種資料
が私たちに語りかけてくれます。

　『図説 都筑の歴史』の近代分野は、各専門分野で調査・研究を進めている博物館・資料館の職員などを
中心に執筆しています。近代の都筑の歩みの中で、できるだけ新しい史実を盛り込み皆さまにお伝えした
いと考えています。例えば、明治期に区域からでた教諭・植物学者・俳人の松野重太郎、川和での養菊栽培
と菊園、養蚕・製糸業、地元の出版物などです。

『図説 都筑の歴史』

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

都筑の地方行政組織はどのように
変貌をとげたのか？

なぜ昭和１４年に都筑区域は、横浜
市に編入されたのか？

明治政府による近代教育や財政基
盤となった地租改正とは？

近代化の波のなかで都筑の農民が
取り組んだ近代農業とは？
都筑の人々が取り組んだ風雅の世
界(俳句)や養菊栽培とは？

第5回 区制25周年を記念して『図説 都筑の歴史』調査・執筆中！！

広報よこはま都筑区版2019（平成31）年1月号に、
2019年1月11日～5月10日に行われる区内イベント
を掲載します。掲載にはいくつか要件がありますの
で、掲載を希望する場合は、９月28日までに広報相
談係（    948-2223）へご連絡ください。

『図説 都筑の歴史』
刊行プレイベント第４弾

郷土講演会
「明治維新以後の都筑」

明治１９年荏田駅観世音
永代奉額句集(個人蔵)

明治39年の川和の菊園
「松林圃」(個人蔵)

募集については、８ページの都筑図書館
からのお知らせをご覧ください。

詳しくは

催　し
◆�活動写真展「自然の中で子どもが育つ、
地域の中で子どもと育つ」

身近な公園や海、山で育つ子どもたちの
活動写真展／９月６日（木）13時～12日（水）
12時／区総合庁舎１階区民ホール／
NPO法人�もあなキッズ自然楽校　
342-8389　 511-8222

◆��BBQ天国～ウェバーを使って楽しもう～
９月17日（祝）10時～13時30分／くろが
ね青少年野外活動センター／小学生と
その家族36人 ／小学生以上1500円、
３歳～未就学児500円、２歳以下100円
８月15日（消印有効）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

港北ニュータウン緑の会　永
な が た

田�和
かずひろ

宏
090-9845-9232　 941-7255

◆��行政書士による成年後見・遺言・相続
無料相談会

９月３日（月）10時～15時／区総合庁舎１
階区民ホール／
コスモス成年後見サポートセンター　

横
よ こ お

尾　 515-1810　 330-6025
◆��夏休み親子工作教室　～親子で作る
小物入れ付きマガジンラック～

大工さんに教えてもらって、ものづくりに
チャレンジ！／８月19日（日）13時～16
時／ハウスクエア横浜（中川一丁目４-１）／
親子40組 ／１個1500円（材料代）
８月18日までに （水曜を除く）
NPO法人横浜市住宅リフォーム促進

協議会　 912-7473
info@rifokyou.or.jp

◆��「小学校入学に向けての不安」なこと
　語り合ってみませんか？
支援学級や通級指導教室についてなど
色々聞いてみたいことを同じ子育て中の
ママとお話ししましょう／９月13日（木）
10時～11時30分／葛が谷地域ケアプ
ラザ／未就学児の親15人 ／100円
８月11日からハッピー☆ラボへメール
の件名を「201809お悩み茶活会」とし、
・ と子の ・学区を明記し
ハッピー☆ラボ
happylab201004@gmail.com
happylab10.exblog.jp

◆��夏休み子供教室「本格的な竹コップ作り」
本格的な竹細工を体験。竹の小枝パン作
りも体験／８月26日（日）10時～14時／
大塚・歳勝土遺跡公園�草地広場／小学4
年生以上30人 ／300円／ 弁当
８月22日必着で ・学年を明記し
（〒224-0006� 荏田東三丁目1-13-
401）か （midorinokai@919.ne.jp）

募　集
◆��女性コーラス会員募集
毎月１回土曜　10時～13時�※日時変更
あり／つづきの丘小学校コミュニティハ
ウス／月1500円（別途年会費1000円）
事前に女性コーラスYUI　古

こ や ま

山に
090-7813-6418

◆��保育ボランティアを募集しています
外国人のお父さん、お母さんが日本語
の勉強をしている間、子どもたちを預か
り一緒に遊んだりお世話をします／毎週
木曜　10時20分～12時10分／つづき
MYプラザ
事前につづき日本語サークル�山

や ま だ

田に
（080-3369-1609）か
（tsuzukinihongocircle@gmail.com）

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※


