
“ヘルスメイト”です！
 都筑区健康づくりサポーターの

　子どもから妊婦、高齢者まで幅広い年代の皆さんを対象

に食育を推進しています。

　健康づくり係　　948-2350　　948-2354問合せ

男性の料
理教室

子育て支援拠点での活動風景

来月号は 同じく健康づくりサポーターの
“保健活動推進員”を紹介します！

親子の食育講座風景

　区役所主催の養成講座を受講し、規定の課程を修了する必要があります。　講座では、「栄養」「運動」「休養」を中心とした健康づくりや地域でのボランティア活動などについて学びます。　養成講座の詳しい内容は12ページへ！

昨年度の講座後、
新たに20人が
ヘルスメイトに
なりました。

ヘルスメイトオリジナル
バランスチェックシート

楽しく活動中のヘルスメイトの皆さん

グループ発表会
「運動実技と講話」の受講風

景

　ヘルスメイトとは、『食生活等改善推進員』の愛称です。
　食を中心とした健康づくりを地域に広めるボランティア団体で、
都筑区では、75人（男性3人を含む）のヘルスメイトが楽しく活動しています。

た ち
わ た し

◆ 区の人口・・・・・・211,207人（前月比52人増）
◆ 区の世帯数・・・82,084世帯（前月比57世帯増）
※2018年6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 7 月号　●5
広報よこはま都筑区版
No.249

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   7月14日・28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）7月号

2018年
（平成30年）



6●　　　　　　　　2018（平成30）年 7 月号　／　都筑区版6 都筑区版　／ 　　　　　　　 2018（平成30）年 7 月号　●7

すべての小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる場所として、『放課後キッズクラブ（キッズ）』『はまっ子ふれあい
スクール（はまっ子）』『放課後児童クラブ』があります。

　青少年支援・学校地域連携担当　　948-2471　　948-2309問合せ

東山田駅

北山田駅

すみれが丘すみれが丘
北山田北山田

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

東
急
田
園
都
市
線

市が尾駅

江田駅

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

役割 遊びの場+生活の場
市立小学校内

（市立小学校には、必ずキッズ・はまっ子のどちらかがあります。）
市立小学校内

（市立小学校には、必ずキッズ・はまっ子のどちらかがあります。）

放課後～17時

日曜、祝日、年末年始

無料

障害見舞金制度負担金　500円／年 障害見舞金制度負担金　500円／年

無料
5000円／月

（800円／回）
おやつ代（実費）

日曜、祝日、年末年始
土曜は各はまっ子によって異なります。

直接お問い合わせください。

日曜、祝日、年末年始
土曜は各放課後児童クラブによって異なります。

直接お問い合わせください。

8時30分～17時 8時30分～19時 9時～18時

放課後～19時 放課後～19時
各クラブによって異なります。
直接お問い合わせください。

各クラブによって異なります。
直接お問い合わせください。

都筑区では月額2万円前後が多いです。

放課後～18時

マンションの一室や一軒家など、
民間施設内

生活の場

勝田学童保育所

一時的に預かってもらいたい、送迎をお願いしたいときは…

横浜子育てサポートシステム 都筑区 子ども・家庭支援相談

赤ちゃんから思春期までのお子さんについて相談したいときは…

【 日 時 】

【 会 場 】
【 対 象 】

【 定 員 】

【問合せ】

【申込み】

勝田町368 591-7273

川和放課後児童クラブ 川和町1715-52 福祉会館内 943-8402
ちがさきちびっこくらぶ 茅ケ崎南五丁目1-53 オークツダ202 943-1545
かもいけこどもクラブ 見花山14-10-101 941-5665
荏田東こどもクラブ 荏田南五丁目7-13 943-1041

中川西こどもくらぶ 牛久保西四丁目19-1 鈴木テラスハウス２号 913-7004

北山田こどもクラブ 北山田四丁目8-19 クレスト石原201号 911-9153

山田こどもくらぶ 東山田二丁目4-12
サンクレストカワダⅢ202号 593-8585

仲町台ちびっこくらぶ 茅ケ崎南三丁目1-72 エルムビル202号室 941-8038
センター北すずらんクラブ 中川中央一丁目28-11 平本ビル201 911-8814
あっとほーむクラブ 牛久保西三丁目2-7 911-9502

学童クラブ　クオーレ 北山田一丁目12-10
プーロ・ア・プロフィット1F 595-1108

ベイキッズ 
南山田学童クラブ

北山田三丁目17-19
セントハイツC棟103号室 548-5252

もあなのいえ 中川中央一丁目39-11 482-3966
コズミックジュニア 中川中央一丁目27-6 イストアール２階 482-7883

遊びの場

放課後キッズクラブ
（区内18か所）

はまっ子ふれあいスクール
（区内4か所）

放課後児童クラブ
（いわゆる「学童保育」、区内15か所）

場所

閉所日

参加料など

時間
平日

土曜日
長期休暇

キッズ・はまっ子は
体育館や校庭でも遊べますキッズ・はまっ子のお部屋、

放課後児童クラブの建物に移動

放課後児童クラブは
延長保育をしている
こともあります

お弁当の
用意を

放課後児童クラブは、
公園で遊んだり、

映画館やプールなどに
出かけることもあります

キッズは
17時ごろ宿題の時間を

設けている
施設もあります

※平成31年度末までに、すべての小学校の「はまっ子」を「キッズ」に転換する予定です。
※障害のあるお子さんは、上記の3つの居場所に加え「障害児通所支援事業」も利用できる場合があります。利用については、障害支援担当（区役所２階21番窓口     948-2316      948-2490）にご相談ください。

※7ページに一覧表があります。

※実際の活動内容は各施設で異なります。時間や活動内容は一例です。

※時間の設定は各学校で異なります。

　4月当初は給食がなく、子どもたちはお昼で下校します。下校時間
は、学校だよりや時間割でお知らせがあります。１～２年生は授業時
間数が少ないので、放課後の時間がたっぷりあります。

勝田小学校はまっ子ふれあいスクール

591-6749
912-7118
594-4859
593-9162

912-2094

913-5234

942-8124

931-2281
942-8834
593-8230
592-3705

荏田小学校放課後キッズクラブ
荏田東第一小学校放課後キッズクラブ
荏田南小学校放課後キッズクラブ
折本小学校放課後キッズクラブ

北山田小学校放課後キッズクラブ
すみれが丘小学校放課後キッズクラブ
茅ケ崎小学校放課後キッズクラブ
茅ケ崎東小学校放課後キッズクラブ
都田小学校放課後キッズクラブ

中川小学校放課後キッズクラブ
中川西小学校放課後キッズクラブ
東山田小学校放課後キッズクラブ
南山田小学校放課後キッズクラブ

牛久保小学校放課後キッズクラブ

都筑小学校放課後キッズクラブ

川和東小学校放課後キッズクラブ

川和小学校はまっ子ふれあいスクール
茅ケ崎台小学校はまっ子ふれあいスクール（2019年からは放課後キッズクラブ）

都田西小学校放課後キッズクラブ

つづきの丘小学校放課後キッズクラブ

山田小学校はまっ子ふれあいスクール（2019年からは放課後キッズクラブ）

911-8407
941-7464
941-2185
942-6423

592-1771
592-1139
941-6586
942-3363
941-2139
933-7690

944-3861

　子どもが小学校に入学すると、生
活が大きく変化します。その時に起こ
る、主に共働きの保護者が直面する
課題のことです。

７月11日９時から    か
二次元バーコードから申込フォームにアクセスできます。

９月１日（土）13時30分～15時（13時15分開場）
入学予定の小学校：すみれが丘、中川西、都田、川和、都田西、川和東、茅ケ崎台
９月８日（土）13時30分～15時（13時15分開場）
入学予定の小学校：山田、荏田、荏田南、北山田、都筑、南山田、東山田、牛久保
９月15日（土）13時30分～15時（13時15分開場）
入学予定の小学校：中川、勝田、茅ケ崎、折本、荏田東第一、つづきの丘、茅ケ崎東

区役所１階福祉保健センター多目的室

※入学予定の学校の回にお申し込みください。

各回70人

（平成27年度 「子供と家族・若者応援団表彰」
内閣府特命担当大臣表彰  受賞）

働きながら（働く予定で）、来年小学校に入学するお子さんを子育て中の保護者

青少年支援・学校地域連携担当
   948-2471　   948-2309 　  tz-gakkourenkei@city.yokohama.jp 今秋、放課後児童クラブの合同説明会を開催予定です。

詳細が決まり次第、区ホームページなどでお知らせします。

都筑区 子育てサポートシステム 検索

都筑区 講演会 小１の壁 検索

認定NPO法人あっとほーむ 代表
小栗 ショウコさん
お ぐ り

　ご近所で子どもを預けたり預かったりすることで、人と人とのつながりを広げ、地域ぐるみの
子育てを応援する会員制の有償のささえあい活動です。まずは入会説明会にご参加ください。

横浜子育てサポートシステム都筑区支部事務局（都筑区子育て支援センター ポポラ内）
   912-5157（子育てサポートシステム専用）

こども家庭支援担当（区役所２階24番窓口）     948-2349（専用）
相談日　月曜～金曜（祝日を除く）
時間　8時45分～17時（12時～13時を除く）　※面接相談は予約制です（無料）。

　保健師・保育士・教育相談員・学校カウンセラーが一緒に考えます。お気軽にご相談
ください。

講 師

講演会＆情報交換会 参加者募集

東山田東山田

牛久保牛久保

南山田南山田

山田山田

勝田勝田

折本折本

都田都田都田西都田西

川和東川和東川和川和

荏田南荏田南

荏田東第一荏田東第一

つづきの丘つづきの丘

茅ケ崎茅ケ崎

茅ケ崎台茅ケ崎台

茅ケ崎東茅ケ崎東

中川中川

都筑都筑荏田荏田

中川西中川西

特  集 

詳細は

託児あり ※託児人数に限りがあります。託児希望の場合は、必ず事前に注意事項を確認のうえ、
申込時にお知らせください。

…小学校

子どもを預かる「提供会員」も募集中です。★

申込み・問合せ 申込み・問合せ

※平成31年度末までに、すべての小学校の「はまっ子」を「キッズ」に転換する予定です。
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すべての小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる場所として、『放課後キッズクラブ（キッズ）』『はまっ子ふれあい
スクール（はまっ子）』『放課後児童クラブ』があります。

　青少年支援・学校地域連携担当　　948-2471　　948-2309問合せ

東山田駅

北山田駅

すみれが丘すみれが丘
北山田北山田

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

東
急
田
園
都
市
線

市が尾駅

江田駅

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

役割 遊びの場+生活の場
市立小学校内

（市立小学校には、必ずキッズ・はまっ子のどちらかがあります。）
市立小学校内

（市立小学校には、必ずキッズ・はまっ子のどちらかがあります。）

放課後～17時

日曜、祝日、年末年始

無料

障害見舞金制度負担金　500円／年 障害見舞金制度負担金　500円／年

無料
5000円／月

（800円／回）
おやつ代（実費）

日曜、祝日、年末年始
土曜は各はまっ子によって異なります。

直接お問い合わせください。

日曜、祝日、年末年始
土曜は各放課後児童クラブによって異なります。

直接お問い合わせください。

8時30分～17時 8時30分～19時 9時～18時

放課後～19時 放課後～19時
各クラブによって異なります。
直接お問い合わせください。

各クラブによって異なります。
直接お問い合わせください。

都筑区では月額2万円前後が多いです。

放課後～18時

マンションの一室や一軒家など、
民間施設内

生活の場

勝田学童保育所

一時的に預かってもらいたい、送迎をお願いしたいときは…

横浜子育てサポートシステム 都筑区 子ども・家庭支援相談

赤ちゃんから思春期までのお子さんについて相談したいときは…

【 日 時 】

【 会 場 】
【 対 象 】

【 定 員 】

【問合せ】

【申込み】

勝田町368 591-7273

川和放課後児童クラブ 川和町1715-52 福祉会館内 943-8402
ちがさきちびっこくらぶ 茅ケ崎南五丁目1-53 オークツダ202 943-1545
かもいけこどもクラブ 見花山14-10-101 941-5665
荏田東こどもクラブ 荏田南五丁目7-13 943-1041

中川西こどもくらぶ 牛久保西四丁目19-1 鈴木テラスハウス２号 913-7004

北山田こどもクラブ 北山田四丁目8-19 クレスト石原201号 911-9153

山田こどもくらぶ 東山田二丁目4-12
サンクレストカワダⅢ202号 593-8585

仲町台ちびっこくらぶ 茅ケ崎南三丁目1-72 エルムビル202号室 941-8038
センター北すずらんクラブ 中川中央一丁目28-11 平本ビル201 911-8814
あっとほーむクラブ 牛久保西三丁目2-7 911-9502

学童クラブ　クオーレ 北山田一丁目12-10
プーロ・ア・プロフィット1F 595-1108

ベイキッズ 
南山田学童クラブ

北山田三丁目17-19
セントハイツC棟103号室 548-5252

もあなのいえ 中川中央一丁目39-11 482-3966
コズミックジュニア 中川中央一丁目27-6 イストアール２階 482-7883

遊びの場

放課後キッズクラブ
（区内18か所）

はまっ子ふれあいスクール
（区内4か所）

放課後児童クラブ
（いわゆる「学童保育」、区内15か所）

場所

閉所日

参加料など

時間
平日

土曜日
長期休暇

キッズ・はまっ子は
体育館や校庭でも遊べますキッズ・はまっ子のお部屋、

放課後児童クラブの建物に移動

放課後児童クラブは
延長保育をしている
こともあります

お弁当の
用意を

放課後児童クラブは、
公園で遊んだり、

映画館やプールなどに
出かけることもあります

キッズは
17時ごろ宿題の時間を

設けている
施設もあります

※平成31年度末までに、すべての小学校の「はまっ子」を「キッズ」に転換する予定です。
※障害のあるお子さんは、上記の3つの居場所に加え「障害児通所支援事業」も利用できる場合があります。利用については、障害支援担当（区役所２階21番窓口     948-2316      948-2490）にご相談ください。

※7ページに一覧表があります。

※実際の活動内容は各施設で異なります。時間や活動内容は一例です。

※時間の設定は各学校で異なります。

　4月当初は給食がなく、子どもたちはお昼で下校します。下校時間
は、学校だよりや時間割でお知らせがあります。１～２年生は授業時
間数が少ないので、放課後の時間がたっぷりあります。

勝田小学校はまっ子ふれあいスクール

591-6749
912-7118
594-4859
593-9162

912-2094

913-5234

942-8124

931-2281
942-8834
593-8230
592-3705

荏田小学校放課後キッズクラブ
荏田東第一小学校放課後キッズクラブ
荏田南小学校放課後キッズクラブ
折本小学校放課後キッズクラブ

北山田小学校放課後キッズクラブ
すみれが丘小学校放課後キッズクラブ
茅ケ崎小学校放課後キッズクラブ
茅ケ崎東小学校放課後キッズクラブ
都田小学校放課後キッズクラブ

中川小学校放課後キッズクラブ
中川西小学校放課後キッズクラブ
東山田小学校放課後キッズクラブ
南山田小学校放課後キッズクラブ

牛久保小学校放課後キッズクラブ

都筑小学校放課後キッズクラブ

川和東小学校放課後キッズクラブ

川和小学校はまっ子ふれあいスクール
茅ケ崎台小学校はまっ子ふれあいスクール（2019年からは放課後キッズクラブ）

都田西小学校放課後キッズクラブ

つづきの丘小学校放課後キッズクラブ

山田小学校はまっ子ふれあいスクール（2019年からは放課後キッズクラブ）

911-8407
941-7464
941-2185
942-6423

592-1771
592-1139
941-6586
942-3363
941-2139
933-7690

944-3861

　子どもが小学校に入学すると、生
活が大きく変化します。その時に起こ
る、主に共働きの保護者が直面する
課題のことです。

７月11日９時から    か
二次元バーコードから申込フォームにアクセスできます。

９月１日（土）13時30分～15時（13時15分開場）
入学予定の小学校：すみれが丘、中川西、都田、川和、都田西、川和東、茅ケ崎台
９月８日（土）13時30分～15時（13時15分開場）
入学予定の小学校：山田、荏田、荏田南、北山田、都筑、南山田、東山田、牛久保
９月15日（土）13時30分～15時（13時15分開場）
入学予定の小学校：中川、勝田、茅ケ崎、折本、荏田東第一、つづきの丘、茅ケ崎東

区役所１階福祉保健センター多目的室

※入学予定の学校の回にお申し込みください。

各回70人

（平成27年度 「子供と家族・若者応援団表彰」
内閣府特命担当大臣表彰  受賞）

働きながら（働く予定で）、来年小学校に入学するお子さんを子育て中の保護者

青少年支援・学校地域連携担当
   948-2471　   948-2309 　  tz-gakkourenkei@city.yokohama.jp 今秋、放課後児童クラブの合同説明会を開催予定です。

詳細が決まり次第、区ホームページなどでお知らせします。

都筑区 子育てサポートシステム 検索

都筑区 講演会 小１の壁 検索

認定NPO法人あっとほーむ 代表
小栗 ショウコさん
お ぐ り

　ご近所で子どもを預けたり預かったりすることで、人と人とのつながりを広げ、地域ぐるみの
子育てを応援する会員制の有償のささえあい活動です。まずは入会説明会にご参加ください。

横浜子育てサポートシステム都筑区支部事務局（都筑区子育て支援センター ポポラ内）
   912-5157（子育てサポートシステム専用）

こども家庭支援担当（区役所２階24番窓口）     948-2349（専用）
相談日　月曜～金曜（祝日を除く）
時間　8時45分～17時（12時～13時を除く）　※面接相談は予約制です（無料）。

　保健師・保育士・教育相談員・学校カウンセラーが一緒に考えます。お気軽にご相談
ください。

講 師

講演会＆情報交換会 参加者募集

東山田東山田

牛久保牛久保

南山田南山田

山田山田

勝田勝田

折本折本

都田都田都田西都田西

川和東川和東川和川和

荏田南荏田南

荏田東第一荏田東第一

つづきの丘つづきの丘

茅ケ崎茅ケ崎

茅ケ崎台茅ケ崎台

茅ケ崎東茅ケ崎東

中川中川

都筑都筑荏田荏田

中川西中川西

特  集 

詳細は

託児あり ※託児人数に限りがあります。託児希望の場合は、必ず事前に注意事項を確認のうえ、
申込時にお知らせください。

…小学校

子どもを預かる「提供会員」も募集中です。★

申込み・問合せ 申込み・問合せ

※平成31年度末までに、すべての小学校の「はまっ子」を「キッズ」に転換する予定です。
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移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

�７月20日、８月３日の
金曜10時～10時40分
東山田地域ケアプラザ

区民活動センターから
休館日 ７月16日（祝）

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

■�大人の学級「50歳以上の女性のため
の講座『これからのわたしを支える５
つのＳ（エス）』」

①スタイル：40・50代から仕事や趣味・活
動を始めた人の話を聞く�②スマイル：気
持ちを上げる笑顔の作り方を知りたい�③
スキル：ありのままの自分でいたい�④シー
ド：新しい趣味や仲間を見つけたい�⑤ス
タート：自分の未来を考えてみよう
①８月27日（月）・②28日（火）、③９月３

日（月）・④４日（火）・⑤10日（月）
①③⑤10時～12時、②④17時～19時
①③⑤区役所3階会議室、②④区民活

動センター　 20人
7月11日から か か を明記し

自由研究のヒントを見つけに行こう！
「夏休み！つづき・ものづくり体験！」
地元企業の皆さんと一緒に、ものづくり
にチャレンジしてみよう！
【ものづくり体験メニュー（予定）】
★打刻体験�★金属やバネで風鈴作り
★企業の「廃材」を使った自由工作�など
７月28日（土）13時～16時
※材料がなくなり次第終了
区総合庁舎１階区民ホール／
主に小学生�※小さいお子さんや中・

高・大学生も参加可
企画調整係　 948-2227　 948-2399

夏休み 都筑区「はたらく車大集合」
＆道の日2018

8月に「はたらく車」を集めたイベントと「道
の日2018」イベントを同時開催します。
消防車、道路パトカーなど「はたらく車」
展示、ご当地ヒーローショー、パネル展示、
かき氷無料配布（先着200食）、消防音楽
隊演奏ほか
８月５日（日）10時～13時（雨天中止）

※音楽隊演奏のみ13時～15時（雨天決行）
区総合庁舎・都筑警察署駐車場／

※音楽隊演奏は都筑公会堂／
都筑消防署　 ・ 945-0119／都筑

土木事務所　 942-0606　 942-0809

都筑水再生センター＆
川和車両基地の見学会

８月１日（水）10時～15時�※９時50分市
営地下鉄中山駅改札前に集合、川和車両基
地解散（途中移動は貸切バス）�※昼食持参
市内在住・在勤・在学の人40人 �

※小学生以下は保護者同伴
７月18日から �※平日９時～12時、

13時～16時
都筑水再生センター　
932-2321　 931-8919

体操ボランティア育成講座
講師：健康運動指導士�黒

く ろ だ

田�恵
え み こ

美子�氏。
高齢者向けの簡単な体操を地域で指導
できるボランティアになるための講座。
8月2日・9日・23日・30日の木曜14時～

16時（13時30分受付開始）
都筑公会堂（23日のみ区役所６階大会議室）　
区内で体操ボランティアとして活動し

ていただける人30人
７月25日までに か か を明記し
高齢支援担当　
948‐2306　 948‐2490

ラグビーワールドカップ２０１９™、
東京2020 オリンピック・パラリンピック

グローバル人材と人間力
～信頼されるボランティアを目指して～
ボランティアや国際交流に興味がある人！
どなたでも大歓迎な講座です。希望者を
対象に9月30日（日）の横浜シーサイドト
ライアスロンでボランティアを行います。
①パラリンピックの魅力を知る：講師�桐
蔭横浜大学�田

た な か

中�暢
の ぶ こ

子�教授
②スポーツボランティアを知る：講師�元
五輪選手�宇

う さ み

佐美�彰
あ き お

朗�氏
③本物の笑顔を知る：講師�イメージアッ
プコンサルタント�小

こ さ さ

笹�陽
よ う こ

子�氏
④参加する喜びを知る：講師�ボランティ
ア経験者、外国籍市民
①８月７日（火）13時～16時15分�②８日（水）

13時～16時15分�③９日（木）13時～14時30
分�④９日（木）14時45分～16時45分
つづきＭＹプラザ
原則３日間参加できる人30人
７月20日までに か か ・応

募動機を明記し か
つづきＭＹプラザ　
914-7171　 914-7172　
my-plaza@tsuzuki-koryu.org

夏休み親子でワクワク
鶴見川探検バスツアー

源流保水の森の散策や治水施設の見学など

８月８日（水）９時～15時50分�※８時
45分JR横浜線淵野辺駅前南口広場集
合、JR横浜線新横浜駅解散（雨天決行、
荒天時は８月10日（金）に延期）
小学３年生以上の子と保護者45人
７月20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

新治恵みの里
冬野菜作り教室（全４回）

冬野菜作りと収穫を楽しみませんか？
９月８日（土）10時30分～12時30分：

種まき、白菜植付け／29日（土）13時30
分～15時30分：間引き、追肥／11月10

日（土）10時30分～12時30分：大根収
穫／12月１日（土）10時30分～12時30
分：ジャガイモ掘り
※作物の生育・天候状況による日時変更あり
緑区新治町�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回目に必ず参
加できる人
１組4000円（収穫した冬野菜のお土産
付き、保険代含む）
７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ください。
北部農政事務所農業振興担当　
948-2480　 948-2488

昨年の様子

● 区総合庁舎１階区民ホールの催し情報　※時間の記載がない催し…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

７月11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
７月12日（木）～18日（水） 絵画作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
７月19日（木）17時～24日（火） 中学校体育祭応援団旗展示 中川中学校 592-3701 593-5942
７月19日（木）～25日（水） 都筑区商店街紹介パネル展 地域振興係 948-2231 948-2239
７月26日（木）～８月２日（木） メイドインつづき企業紹介パネル展 企画調整係 948-2227 948-2399
７月31日（火）～８月６日（月） 幼稚園協会パネル展 子育て事務係 948-2472 948-2309
８月３日（金）～９日（木）15時 都筑消防団活動写真展 都筑消防署 945-0119 945-0119
８月７日（火）9時30分～８日（水）16時30分 中学校写真部写真展

予算調整係 948-2213 948-2208
８月10日（金）10時～16日（木）15時 原爆パネル展

◆区民まつり全般・フリーマーケット・PRコーナー関係
地域振興課　区民まつり担当　 948-2231　 948-2239
tz-chishin@city.yokohama.jp

◆ステージ関係詳細　 都筑クラブ　山
や ま だ

田�美
み ち こ

千子　 080-3270-4649
◆ステージの抽選方法・演技スペース、協賛などの詳細は にて

ステージ 大きさ 募集数 出演料
センター南駅前すきっぷ広場 約15ｍ×約９ｍ 7組（予定） 5000円
センター北駅前噴水広場（※） 約8ｍ×約7ｍ 15組（予定） 5000円
みなきたウォーク内 約4.5ｍ×約10ｍ 15組（予定） 3000円

◆都筑区民まつり　 11月３日（祝）10時～15時 ※小雨決行

申込時の注意事項【共通】

 ステージ 出演者募集

PRコーナー 出店者募集

フリーマーケット 出店者募集

第24回都筑区民まつり 出演・出店者募集

同一人（団体）の複数申込みは無効です。 必要な機材などは、出演・出店者
でご用意ください。 出演・出店者用の駐車場はありません。　
※このほか、出演・出店にあたって注意事項があります。必ず をご確認ください。

※ドラムセット、ギターアンプ２台、ベースアンプ１台設置

出演者抽選会兼説明会（８月４日（土）開催予定）に参加できる次のいずれかの
要件を満たす団体
①出演団体の主な活動拠点が区にある。
②出演者のうち、過半数が区在住のメンバーである。
③区で開催されるイベントで協力するなど、区に貢献してきた実績がある。
7月20日までに

区内の団体、企業など
センター南駅・センター北駅周辺、みなきたウォークの一部

出店内容▶活動ＰＲ、物販ほか
出 店 料▶１テントにつき3万円（コンセント使用１口につき＋2000円）
※雨天などにより中止となった場合でも返金できません。ご了承ください。
※応募多数の場合は抽選を行います。
7月27日までに

区内在住者、区内の団体・企業（販売業者の出店はできません）
みなきたウォークの一部

募集区画▶80区画（予定）　出店料▶2000円 ※申込み時に持参
8月20日（月）9時30分から区役所5階第1会議室にて申込用紙の配布と受付
�※20日12時以降は地域振興係（5階54番窓口）
身分証明書（運転免許証など）

都筑区 区民まつり 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合せください。

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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　蚊はデング熱をはじめとしたさまざまな感染症を媒介することがあります。
日頃から蚊に刺されない・蚊を増やさないための環境づくりをしましょう。

蚊を減らして快適な暮らしを

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

肌の露出を避ける。
 虫よけ剤は、使用上の注意をよく
確認して使う。 
 雑草の茂った場所など蚊のいる
場所は避ける。
 窓に網戸を設置したり、ドアの開閉
を少なくして、蚊を家に入れない。

週に１度は、
じょうろ、植木鉢の
受け皿などに
たまった水をひっくり返す。
 家の敷地内にある雨水がたまりそ
うなものは片付ける。
 草刈りや木の剪

せんてい

定をまめに行う。

　食中毒予防に関するパネルの展示、クイズ、衛生グッズの配布、和太鼓の
演奏、大道芸など、大人も子どもも楽しめるイベントを行います。

 7月25日（水）14時30分～15時30分
 モザイクモール港北（正面入口横と4階広場）／

❶手洗いをしっかりと
❷肉や魚は中まで十分に加熱する
❸野菜はよく洗う
❹トングや箸は調理用・食事用で使い分ける
❺食材は低温保管し、できた料理は早めに食べる

食品衛生係　 948-2356　 948-2354

　野外で調理・飲食する機会の増える夏がやって来ます。細菌が増えやすい
季節なので、次のポイントに気を付けて、食中毒を予防しましょう。

家庭での食中毒予防、地
域行事における食中毒
対策などのお問い合わ
せは、食品衛生係まで。

キャンプやバーベキューを楽しもう！
～野外調理での食中毒対策について～

みんなで防ごう食中毒！　食中毒予防キャンペーン

蚊に刺されない 蚊を増やさない
1 1
2

2
3

3
4

　『都筑の未来へ�七色のかけ橋』を
キャッチフレーズに、2019年1月19日
（土）～2月3日（日）に開催される「第
23回都筑区民文化祭」のポスターデザ
イン画を募集します。採用者には記念
品を贈呈。採用作品は、ポスターやパン
フレットなどに編集の上、区内各所に掲
示されます。

第２３回 都筑区民文化祭 ポスターデザイン画募集

区民活動係　 948-2236　 948-2239

　チアダンスでビーコルを応援しよう！チアワークショップ参加者募集。ダンス
を覚えて応援イベントに参加してくれる人には、キラキラポンポンプレゼント！�
※詳細は または区役所などで配布の募集チラシをご覧ください。

 ①８月4日（土）・②25日（土）ほか　  ①地域の夏祭り　②港北みなも�ほか
区内在住・在勤・在学、または都筑区を拠点として活動している個人

 ７月31日必着で （tzbunkasai@yahoo.co.jp）か応募用紙を区民活動係へ か郵送

区内在住・在勤・在学、または都筑区を拠点として活動している個人
 ９月７日必着で作品裏面に と返却希望の有無、学生・生徒の場合は学
校名と学年を明記し区民活動係へ か郵送

同時
募集

Dance Dance Dance ＠YOKOHAMA ２０１８  区連携事業
チアダンスワークショップ参加者募集 

※�文字デザイン・レイアウトは別に行
います。作成時にレイアウトなどを
変更することがあります。

① Ｂ４サイズ・カラー未発表作品
（PC作成可）
②ポスターの中に文字を入れないこと

都筑区民文化祭 検索

作品規定

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 ７月３日（火）～５日（木）・17日（火）

■図書館たんけん隊
7月27日(金)①9時40分～11時

40分②14時10分～16時10分�※各
回同一内容
区在住の小学3・4年生�各回15人
7月11日から か

■横浜みどりアップ�森の中のプレイパーク
7月31日（火）9時30分～12時30分
区役所6階大会議室A、都筑中央公園
市内在住の小学4～6年生�20人
7月13日から か

■絵本を読んであげますよ〜
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊による読み聞かせ。
７月21日(土)10時30分～12時／

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
①８月24日（金）�②９月３日（月）

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
７月24日10時から会場の中川地域
ケアプラザへ 500-9321
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

ほいくえん広場
保育士によるお楽しみイベント。
７月18日(水)10時～11時30分
都筑公会堂　 300組 ／
茅ケ崎南保育園　
943-1285　 943-1228

保育サービスミニ説明会
2019年4月から保育園などを利用し
たい人や復職をお考えの人に保育サー
ビスの紹介と申込方法をご案内。
①7月11日（水）②９月10日（月）③9

月19日（水）�①13時30分～14時、15
時30分～16時②③10時～10時30分、
11時～11時30分�※各回同一内容
①区役所１階福祉保健センター多

目的室　②③区役所６階会議室
区内在住の人各30人 �※子ども

同伴可、 なし
事前に か か、件名を行事名にし と

子の ・生年月日を明記し
保育運営担当係　
948-2463　
948-2309　
tz-hoiku@city.yokohama.jp

３R夢マスター教室
ごみ収集車の体験乗車やリサイクル
学習、焼却工場の見学など。
7月25日～8月23日の水曜、木曜

いずれも9時30分～11時30分
資源循環局都筑事務所（平台27-2）　
市内在住の小学生以下の子各10人
資源循環局都筑事務所　
941-7914　 941-8409

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

７月24日（火）午前・27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 ７月１０日・２４日、８月７日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 ７月１２日・２６日、８月９日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 ７月１９日、８月２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・更年期及び避妊・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

2018年１２月頃出産予定の人→８月１０日・２４日の金曜
各回13時15分～13時30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

７月２３日（月） 乳幼児▶９時30分～１０時30分
妊産婦▶９時10分

【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

麻しん風しん（ＭＲ）
予防接種のご案内

麻しん風しん（ＭＲ）２期の予防接種は、2019年４月に小学１
年生になるお子さんが対象になります。予診票は個別に送
付していますので、まだ利用されていない場合は、お早めの
接種をお願いします。
※予診票が見当たらない、小学生だがまだ接種していないな
どの場合は、ご相談ください。

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

７月12日・19日・26日、８月２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

７月27日（金）午後、８月７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

７月27日（金）午後、８月７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

8月10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。

！
ポイント
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 ７月31日（火）

行事は7月11日から か
は全て市内在住・在勤者

■�子育てサロン
7月11日・25日、8月1日・8日・29日の水
曜10時～12時／未就学児と保護者／
■�カラフルタイルのコースターを作ろう!
7月26日（木）10時～12時／小学生20
人 ／850円�●
■�親子木工教室
　「アクロバットアニマルをつくろう!」
7月29日（日）10時～12時30分／小学
生とその保護者15組30人 �※兄弟児
の同伴不可／1000円�●
■�草木染め講座�藍の葉っぱで生葉染め
をしよう〜TSUDUKI�BLUE!〜
7月30日（月）10時～12時／10人 ／
2000円�●
■�将棋の日
8月2日（木）13時30分～15時／30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 ７月９日（月）

講座開催日の1か月前の9時から か
10時から
■�わくわく科学実験室
スーパーボールロケットと紙飛行機どこ
まで飛ぶかな？／8月21日（火）10時～
11時30分／小学生30人 �※小学1・2
年生は保護者同伴／700円�●
■�シニアのためのPC講座（全6回）
9月4日・11日・18日、10月2日・16日・23
日の火曜9時30分～11時30分／20人
／3600円（全回分）�●

■�家具職人から習う木工教室
8月19日（日）9時30分～12時／小学生15人
�※低学年は保護者同伴／1000円�●

■�つづき「小麦」の学校
都筑区産小麦を使ったお菓子と工作／8
月24日（金）9時30分～12時30分／小
学生18人 ／1000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 ７月９日（月）

行事は7月11日から か10時から
■�カラオケ講座1期（全3回）
8月30日～9月13日の木曜13時～15時／
10人 ／2100円（全回分）�●
■�パワーヨガ2期（全10回）
9月18日～12月4日（10月9日・30日は除
く）の火曜　①9時15分～10時15分　②
10時30分～11時30分／各60人 ／各
3800円（全回分）
8月7日までに か と ・希望

クラスを明記し
■�親子体操2期（全10回）
9月21日～11月30日（11月23日は除く）の
金曜　①9時30分～10時30分　②10時
40分～11時40分／1歳8か月以上の未就
園児と保護者各40組 ／4000円（全回分）
8月10日までに か と ・希望

クラス、子の ・ を明記し
■�新栄セミナー
①8月3日（英会話）・②24日（音楽・美術）の
金曜9時30分～11時30分／①仲町台地
区センター�②県立新栄高等学校／各20

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
■�七夕・ソーメン流し
竹のそばちょこ作りも体験／8月5日（日）
11時～14時／レストハウス／80人 ／
300円�●
■�夜の昆虫観察会
7月28日（土）18時～21時�※雨天中止／
レストハウス集合／300円�●
■�大池の生き物観察会
ザリガニ釣りも／7月22日（日）9時～12
時／レストハウス集合／300円�●
■�夏の昆虫観察会
8月5日（日）9時～12時／レストハウス集
合／300円�●
■�親子里山体験
竹の間伐などを通して体験／8月19日（日）
10時～15時�※雨天中止／ばじょうじ谷戸休
憩所集合／親子40人 ／1人500円�●
■�ネイチャークラフト作り
7月29日（日）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

■�昆虫標本づくり
8月4日（土）9時～14時�※雨天時は翌日／小
学生以上15人 ／1000円／ 詳細は
事前に か か

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

７月17日（火）休館日

■親子の広場�「かもっこくらぶ」
①9月4日（火）10時30分～11時30分：
リトミック・②6日（木）10時30分～11時：
おはなし会／未就学児と親　①は15組
／①は1組200円
8月4日から か

■ログハウスなぞとき探検!?
ログでなぞとき探検をしよう／7月26日
（木）～27日（金）／

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

７月17日（火）休館日

■��平成30年度�多文化共生セミナー
外国につながる子どもの自己肯定感を育む
ために〜未来に向けて、大人ができること〜
講師:矢

や の

野�デイビットさん／8月3日（金）
14時～16時／60人
7月11日から 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（ぱぴプレリズム・コンサート）
親子で楽しく遊んだり人形劇を見る／7月
27日（金）10時30分～／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

人 �●
■�朝活!ビューティコアトレーニング
　前期（全6回）
9月～11月の第1・3水曜9時30分～10時30
分／女性25人 ／3500円（全回分）�●
■�地区セン食堂
8月1日（水）12時15分～／10人 ／
600円�●
■�放課後イベント夏休みワークショップ
8月1日（水）15時～17時／
■�カクテル入門講座（全3回）
8月～10月の最終水曜16時30分～18時／
10人 ／3000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 ７月９日（月）

行事は事前に か
■�ロビーコンサート「ハープのソロ演奏」
7月7日（土）13時30分～14時30分／
■�おはなしだいすき!
絵本の読み聞かせと紙芝居／8月22日
（水）①10時35分～10時55分　②11
時～11時20分／各25人 �※未就学児
は保護者同伴�●
■�ゆかたを着てみよう!
7月25日（水）・26日（木）いずれも9時30
分～11時30分、8月4日（土）・5日（日）い
ずれも15時30分～16時30分／ ゆか
た一式／各20人 �●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 ７月９日（月）・23日（月）

行事は開催日の2か月前から か
／ 要問合せ

■�夏休み父と子の茶道体験
8月18日（土）／13時～14時30分／5歳
以上の子と親5組 ／1人500円
7月11日から25日までに か

■�いろりばたおはなし会
7月16日（祝）�11時～11時30分／
■�体験！南京玉すだれ
7月21日（土）14時～16時／
■�土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／
■�親子・子ども茶道講座
9月1日：大日本茶道学会・8日：表千家・
29日：裏千家�いずれも土曜13時30分～
16時／親子各10人 ／親各1500円、
子ども各1000円�●
■�初めての茶道講座
9月1日：大日本茶道学会・8日：表千家・
15日：表千家（男性講師）・29日：裏千家�
いずれも土曜10時～12時30分／高校
生以上各10人 ／1500円�●

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 ７月19日（木）、８月２日（木）

■�おはなし会�『影絵』上映会
市立みなと総合高等学校の生徒による影
絵話3作品／7月21日（土）18時30分～
20時、2回上映�※雨天時は翌日／
■�犬のしつけ教室
犬を連れてご参加ください／7月14日（土）
10時～�※雨天中止／太鼓橋竹林前／
■�親子のおはなし会
7月17日（火）10時30分～／親子10組
程度 ／

要問合せ
■「磁石コマ」を作ろう
講師:ひととゆめのネットワーク／7月14
日（土）10時～11時30分／小学生16人
�※1年生は保護者同伴／300円
前日までに か

■フラワーアレンジメント教室�
　夏休み特別企画
2作品の中から選択。講師:井

いのうえ

上�英
え り こ

理子／
7月28日（土）10時～12時／小学生以上�
各作品5人 ／1000円
7月21日までに 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

■�夏休み子ども工作教室
ガムテープと新聞紙で動物や恐竜を作ろ
う／7月25日（水）13時30分～15時30
分／10人 ／500円（材料費）
7月23日までに か か ・学校

名・学年を明記し
■�夏休み子ども将棋教室（全2回）
将棋のルールを学んで対戦／7月29日（日）～
30日（月）いずれも10時～12時／20人
7月28日までに か か ・学校

名・学年を明記し

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

■�子どものアート「動物や恐竜を作ろう」
8月1日（水）13時30分～15時30分／小
学生10人 ／500円
事前に か

■�囲碁教室
初心者から丁寧に指導／8月25日（土）13
時30分～14時30分／小学生以上／
■わくわくサイエンス
電池磁石のおもちゃ作り／8月22日（水）
10時～11時30分／小学生15人 ／
300円�●
■�助産師さんと一緒に赤ちゃんの
　ふれあい遊び
9月5日（水）13時30分～14時30分／首
がすわった頃～10か月の子と母10組 ／
500円�●

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7月11日から か
■歌カフェ
ギター・ウクレレに合わせて歌おう／8月
10日（金）10時～11時30分／50人 �
●
■�夏休みアート教室
動物・恐竜を作ろう／8月3日（金）10時～
12時／小学生15人 ／500円�●
■�食べ物科学〜色変わり焼きそばなど〜
8月1日（水）13時～15時／小学生25人
／600円�●

■�夏休みおはなし会〜こわい話スペシャル〜
お土産付き／7月23日（月）15時30分～
16時10分／20人 ／
■�アイシングクッキー作り
7月30日（月）①14時～�②15時30分～／
各30人 �※未就学児は保護者同伴／各
700円�●

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

■�夏休み子ども科学教室
①7月26日（木）：ポンポン船作り・②29日
（日）：小学生アート教室　③8月23日（木）：

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7月11日～8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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電磁石で回るコマ　いずれも10時～11時
30分／小学生以下各20人 �※小学2年
生以下は保護者同伴／ 要問合せ／①③
300円�②500円
開催日前日までに か か ・ ・

①の場合は何でこのイベントを知ったかを
明記し （②③は も可）

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 ／ 要問合せ
■夏休み小学生絵てがみ教室
7月26日（木）13時30分～15時／小学
生25人 ／100円�●
■�夏休み小学生「ケアプラザってなあに？
備蓄米でカレーを食べてみよう」
7月30日（月）11時～13時（受付10時30
分～）／小学生30人 ／100円�●

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

■けあぷらデー
高齢者に関する相談を専門職が伺いま
す／7月15日（日）10時～16時／すみれ
が丘会館（すみれが丘37）／
■ほっと茶屋
7月24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

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 ７月23日（月）

■姿勢測定会
体の歪みをチェック！�※詳細は ／8月29
日（水）11時～13時／20人 ／1000円
7月29日から か

■ワンデープログラム
当日受付で気軽に参加できるエクササイ
ズ系・スポーツ系のワンデープログラム
を全12教室開催しています！託児が利用
できるプログラムもあります（事前申込制・
有料）。詳細は か 。
■トレーニング室�個人利用のご案内
�※詳しくは か ／月・水・金・土曜：
9時～23時、火・木曜：9時～21時、日曜、
祝日：7時30分～21時�※最終受付は閉
館1時間前／1回（3時間以内）高校生以
上300円、中学生以下100円�※中学生
以下は利用できる器具に制限あり

都筑プール

 941-8385　  941-8387
〒224-0062　葛が谷2-2

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

7・8月は無休

★夏季期間中（７月20日（金）～８月31日（金）、　
　期間中無休）の営業時間は９時～20時
　※日曜は17時まで

■�パパと遊ぼう〜オムツっ子も水あそび♪
7月28日（土）10時30分～11時45分　
※雨天時は「ママも喜ぶ!パパ力UPの
親子で室内あそび」／1歳6か月までの
子と父17組 ／1組900円／ 要問
合せ�※ あり
7月11日から 910-5724（子ども

の部屋：9時～17時）

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
7月22日（日）12時～12時40分／
■あざみ野こどもぎゃらりぃ�2018
アーティスト伊

い と う

東�純
じゅんこ

子による展示や、子ど
もたちが撮影した写真の展示など／7月27
日（金）～8月5日（日）10時～17時／
■あざみ野アートワゴン＆マルシェ
7月29日（日）：アートワゴン、8月1日
（水）：アートワゴン、マルシェ�いずれも
10時～15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 火曜

ズーラシア 検索

※入園料はすべて別途
■�ズーラシアスクール
野生動物や自然環境の多様な状況につ
いて学ぶ／9月～2019年3月までの毎
月第3土曜　13時～15時／小学4～6年
生30人 ／ については
7月20日から受付�※応募についての

詳細は

■�水泳教室開催
平成30年度第2期水泳教室と平成30年
度夏季短期水泳教室。開催期間、申込方
法など詳細は 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/

７・８月は無休

■�当日参加プログラム開催中
ヨガやエアロなど多くの教室を開催中。
500円から。詳細は か 。

【当日参加プログラム（一部）】
（1回50分、520円）
月曜▶ビューティーコンディショニング／
10時～、Lifeヨガ／19時30分～
火曜▶はじめてエアロ／11時10分～、
楽楽体操／12時20分～
水曜▶チャレンジエアロ／10時～、パ
ワーヨガ／11時10分～
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
7月28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
■�印

いんにゅうほういん

融法印500回忌記念講演会
　印融―その生涯と学問―
講師：相

あいざわ

澤�雅
まさ

雄
お

�氏（郷土史家、『図説�都
筑の歴史』編さん委員）、西

にしおか

岡�芳
よし

文
ふみ

�氏（上
智大学特任教授）／7月21日（土）13時～
16時15分（12時30分開場）�※真言宗僧
侶によるパフォーマンスは15時50分～
16時10分／175人 ／

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

■第19回都筑区チャリティーゴルフ
　大会参加者募集
区の地域福祉の発展と推進を目的としたゴ
ルフ大会／9月6日（木）／姉ケ崎カントリー
倶楽部（千葉県市原市）�※現地集合・現地
解散／大会の主旨に賛同いただける人／
参加費7000円、プレー費1万5480円
7月31日までに参加費を持参し �

※プレー費は大会当日支払

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 ７月23日（月）

■�クールビＺＯＯ
ドライミストで涼しく楽しもう！／7月1日
（日）～9月30日（日）／
■�海の生き物ＳＯＳ！展
6月6日（水）～9月3日（月）／ホッキョクグ
マ水中観覧ビュー／

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
■パパといっしょに公園であそぼう!
8月4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
①8月4日（土）・②22日（水）・③31日（金）
いずれも10時30分～11時30分／③は
加賀原地域ケアプラザ／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など一緒に考えましょう／
8月3日（金）・4日（土）・25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 �●
■�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
7月21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／7月21日（土）10時～
16時／未就学児とその家族／
■公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎／7月26日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発）�
※雨天時は8月2日（木）／ききょう公園
（中川五丁目10）／

 910-5656　  910-5674
http://artazamino.jp/

横浜市民ギャラリーあざみ野横浜市民ギャラリーあざみ野

 910-5700　  910-5755
男女共同参画センター横浜北

夏は プールで 涼しく
健康的に過ごしませんか！

区内の市営公園プール〈茅ケ崎・山崎〉

　水着・水泳帽子の着用やオムツの取れていない子どもの入場などについて
は各施設により取り扱いが異なりますので、各施設へお問い合わせください。

夏季のみ営業（７月14日（土）～９月２日（日）、期間中無休）：９時～18時 
※子ども用プールは16時まで ※水浴は10分前まで ※水温・気温が低
い場合は営業しないことがあります。

円形プール・25ｍプール：小学2年生以上。小学1年生以下の児童は、水着着用の
保護者（18歳以上）１人につき1人利用できます。／子ども用プール：小学1年生以
下。未就学児は、水着着用の保護者(18歳以上）１人につき2人利用できます。

施設名・問合せ・交通機関 プールの種類 料金
◆茅ケ崎公園プール
　 941-2802（営業期間中）
茅ケ崎南一丁目４（向原バス停下車
徒歩５分または仲町台駅徒歩15分）

円形プール
子ども用プール

大人：１時間200円
小学生以下：１時間100円

◆山崎公園プール
　 912-6011（営業期間中）
中川四丁目19（中川駅徒歩７分）

25ｍプール
子ども用プール

25ｍプール：１時間100円
子ども用プール：１時間60円

指定管理者

営業期間

オーエンスグループ  　 03-3544-1551 　  03-3544-1560
※各種イベントあり！ 詳細は 横浜市公園プール 検索 ハマスポ 検索
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6月2日、横浜市歴史博物館では「横浜開港記念日 来館者
優待デー」を行いました。企画・常設展示が無料で観覧い
ただけるほか、エントランスでは巨大スクリーンを利用した

「レキコラ」や「あじろ編み」、常設展示室では「スポーツ土
器パズル」や横浜開港期を中心にした「展示解説」などのイ
ベントも開催。たくさんの人にご来館いただきました！

来館者優待デーを行いました

とし         ・    を明記し    か

小松菜は、サッとゆでて冷水にとり、
水気を絞って3～4cmの長さに切る。

　食を通したボランティア、食生活等改善推進員の養成講座です。「食」や「運動」
などの健康づくりを中心として、食育や生活習慣病予防、地域活動などについて
学びます。受講後はボランティア活動で、地域でのふれあいを深めましょう。

＊10回で１コースです　＊時間は各回 13時30分～16時

区役所１階福祉保健センター栄養相談室ほか
区内在住で８回以上出席できる人　30人

1188円予定（テキスト代）
７月11日から31日までに　 か件名を「食生活等改善推進員養成講座申込」

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

８月２９日（水）
９月１２日（水）
９月２６日（水）
１０月３１日（水）
１１月２１日（水）
１２月１２日（水）
2019年１月９日（水）
１月２３日（水）
２月１日（金）
２月２７日（水）

月日 主な内容

健康づくりと食生活     生活習慣病の基礎知識
健康づくりと身体活動（運動実技）
こころとからだの健康づくり
お口の健康
暮らしの中の食品衛生、環境衛生
ヘルスメイトの活動紹介
地域の健康づくりと仲間づくり
横浜市合同研修
ヘルスメイト活動事例報告会

厚揚げは、熱湯をかけ油抜きし、縦半
分に切ってから0.5～1cm幅に切る。

ニンジンは、千切りにする。

赤唐辛子は種をとり、小口切りにする。

ボールに、ごま油・ポン酢・赤唐辛子
を入れ、混ぜる。白いりごまを指先
でひねりつぶしながら加える。

5に1、2、3をあえる。

器に盛り、桜エビと焼きのりを刻ん
でのせる。

作り方材料（4人分）
小松菜・・・・・・・・・・・・小１把（300g）
厚揚げ・・・・・・・・・・・・・・１枚（220g）
ニンジン・・・・・・・・・・・・・3cm（35g）

白いりごま・・・・・・・・・・・・・大さじ2
赤唐辛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本
桜エビ（干し）・・・・・・・・・・・・・・・・・5g
焼きのり・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2枚
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
ポン酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

（勝田・早渕地区ヘルスメイト）

骨元気！小松菜ナムル

食生活等改善推進員（ヘルスメイト）養成講座
～食から学ぶ健康づくりセミナー～

1人分 エネルギー/158kcal　塩分/0.2g

※過去に養成講座を修了したことのある人はご遠慮ください。

など

回数

健康づくり係　　948-2350 　  948-2354　　tz-kenko@city.yokohama.jp

※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※

◆�カヤック＆そうめん
８月26日（日）／くろがね青少年野外活動
センター／カヤック：小・中学生と保護者
（２人１組）10組20人 、そうめん：カヤッ
ク参加者の家族／ は要問合せ
７月16日から30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

◆�大人のための英会話・韓国語入門講座（全8回）
基本的なあいさつから簡単な会話までを
外国人講師と学習します／７月24日（火）
以降毎週火曜　英語：18時～19時　韓
国語：19時30分～20時30分／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）

◆俳句メンバー募集
「明るく・強く・恥をかく」つもりで多作多捨
がモットーです／毎月１回第２金曜　12
時20分～16時／中川西地区センター／
月1000円
事前に か を明記し か
天頂都筑俳句の会　五

ごみょう

明
224-0015　牛久保西四丁目14-21
・ 911-0882

◆英会話サークルSEC仲間募集
ネイティブの先生とおしゃべりを楽しみま
しょう／毎月３回（土曜）16時30分～18
時／中川地域ケアプラザ／レベル初級の
中くらい　若干名／１回1000～1500円
事前にSEC�神

かみやま

山に 912-6405

　梅雨明けとともに気温が急に高くなると、熱中症が疑われる人の救急搬送
が多くなってきます。夏を涼しく過ごせるような工夫を心掛け、熱中症を防ぎ
ましょう。

熱中症にご注意を！

都筑消防署予防課予防係　 ・ 945-0119
健康づくり係　 948-2350　 948-2354

熱中症予防の
ポイント

高齢者の皆さま
・のどが渇いていなくても、意識してこまめに水分補給をしましょう。
・室内でも熱中症になります！！暑さに対する感覚機能が低下しているため、
部屋の温度をこまめに確認し、エアコンや扇風機などを上手に使いましょう。�

幼児の皆さま
・体温の調節機能が十分に発達していないので、熱のこもらない衣服を着
せたり、日射しや地面の熱に長時間さらされないよう注意しましょう。
・こまめに水分補給をさせましょう。

日頃の健康管理（３食きちんと食べ、しっかり睡眠をとる）
こまめな水分・塩分補給（経口補水液が最適）
涼しい服装、外出時は日傘や帽子の着用
部屋の温度の調整（室温28℃以下、湿度70％以下）

① 涼しい場所へ避難させましょう
② 衣服をゆるめ、保冷剤などで体

を冷やしましょう
③ 水分・塩分を同時に補給できる

経口補水液などを飲ませましょう

横浜市救急相談センター（24時間 
年中無休） ＃７１１９（携帯電話／ＰＨ
Ｓ・プッシュ回線）または ２２２-７１１９
※「意識がない」「呼びかけに反応し
ない」場合は、すぐに１１９番で救急車
を要請してください

横浜消防
マスコット

キャラクター
ハマくん

特
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

あれ？熱中症かな？ 救急車を呼ぶか迷ったら

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。


