
「WOMEN’S MEET UP 
FES in 都筑」はそれぞれ
の目標を見つけ活動して

いる女性たちが集い、
学び、発表し、交流する場

をつくります。

区民活動係　　948-2238　　948-2239問合せ

　女性たちが経験や才能、スキルをいか
して、できること、やりたいことを見つけ、
今よりもっと地域の中でキラキラと活躍
すれば、女性だけでなく、多くの人たちに
たくさんの笑顔が広がっていくはず…。
そんなすてきな未来のために、都筑区は
輝く都筑ウーマンを応援しています。
　今年の「WOMEN’S MEET UP FES 
in 都筑」では、3つのイベントが開催され
ます。ぜひお越しください。

1975年神奈川県生まれ。1998年京都大学卒。富士通、ライブドアなどを経て、2007年株式会
社 旅と平和を創立。世界初のパクチー料理専門店・パクチーハウス東京をオープン。連日満員の
なか、開店10周年直後に閉店を電撃発表（現在、無店舗営業中）。東京初のコワーキングスペー
ス・PAX Coworkingやシャルソン（人と人、まちと人がつながるランニングイベント）創始者。
最新著書／「ありえない」をブームにするつながりの仕事術

　都筑の街をグループで楽しくウォ－キング！4か所で小さなトキメキ体験を
しながら、すてきな一日を一緒に過ごしましょう！

　これまでの「輝く女
性応援プロジェクト」の
軌跡をご紹介します。

　　　　　　のイベントについての問合せ、申込みは2月22日
までに電話か窓口、または氏名・住所・電話番号を明記しメール

３月１日（金）10時～12時
ウォーク範囲：市営地下鉄センター南駅周辺　
集合：区民活動センター
・フラワーYUUさんによる
 ミニハーバリウム作り

・自分の夢を叫ぼう！ ほか
50人（20代～50代の女性 
           ※小さなお子さま連れも可）
500円（材料費）

佐谷 恭さん（パクチーハウス創業者・株式会社 旅と平和 代表取締役社長）

２月21日（木）12時～27日（水）13時
区総合庁舎１階区民ホール

講 師

日 時
会 場

トキメキ
体験

日 時
会 場

定 員

参加費

２月25日（月）10時～12時
区役所６階会議室
100人（男女・年齢問わず先着順）
保育あり〈２歳以上／定員10人／先着順〉
無料

日 時
会 場
定 員

参加費

要事前申込み

要事前申込み

要事前申込み

申込先 区民活動センター
tz-katsudo@city.yokohama.jp948-2237

さたに きょう

佐谷さんに会うと
こんな変化が
起こるかも…

こちらからも
簡単に申込みできます

思い込みの
壁がなくなる

自然と何かを
やりたくなる

気がついたら夢
に近づいている

◆ 区の人口・・・・・・211,550人（前月比28人減）
◆ 区の世帯数・・・82,504世帯（前月比4世帯減）
※2019年1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　／ 　　　　　　　 2019（平成31）年 2 月号　●5
広報よこはま都筑区版

No.256
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  2月9日・23日、3月9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）2月号

2019年
（平成31年）
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特
集

　お住まいの地域では、「つづき あい」（都筑区地域福祉保健計画）の推進につながる、福祉や保健に関するさまざまな
活動が行われています。これらの活動に携わっている人々は日々、いろいろな思いを抱いて活動をしています。
　今回は活動の担い手さんに、やりがいや始めたきっかけ、活動を通じて感じたこと、今後への思いなどをインタビュー
し、計画の取組分野ごとに、活動の一部をご紹介します。これを読んだあなたも、地域活動に一歩踏み出してみませんか？

仲良くなっていく子どもたちや笑顔のお母さまが増えていくの
がとてもうれしく幸せに思います。子どもたちの成長を見守り、
お母さまたちの不安な気持ちやうれしい気持ちに寄り添うこと
に喜びを感じてくれる人が増えたら良いなと思っています。

勝田茅ケ崎地区 主任児童委員
梶山 令子さん

勝田茅ケ崎わいわい子育てサロン

主任児童委員が中心となり開催しています。
近くの人が集まってきて手伝ってくれる人も出てきました。個々
に遊んでいた親子が、次第に砂場に集まって一緒に遊ぶように
なってきました。つながりができていることを実感します。

主任児童委員
（左）秋元 聖子さん

（右）髙橋 久美子さん

ぎんなん公園であそぼう！
(佐江戸加賀原地区)

障害者の人々が活動
している場所や作っ
た製品を知って、活
用してほしいです。

作業所のことを知ってほし
いので、この冊子ができて
うれしいです！

NPO法人 アスタ荏田の皆さん

都筑区連合町内会自治会
福祉保健部会長

中山 敏明さん

はっぴいハンドメイドブック
（作業所製品紹介リーフレット）が
できました！

発達障害をテーマとしたフォーラムを地域で開催したことがきっ
かけで生まれた、おしゃべりの場です。話すこと、聞くことで気持
ちが少し楽になり、理解が深まる場になればいいなと思います。

担い手のひとり
舟木 公子さん

ぽこぺん（荏田南地区）

退職後、声をかけられて始めました。
参加してくださる人が開催日を楽しみにしてくれているのがうれ
しいです。サロンのお手伝いをすることが、自分のためにもなっ
ています。

代表
飯田 孝枝さん

サロンひだまり（かちだ地区高齢者サロン）

運営スタッフも利用者も、みんな仲良く気楽に集まれていることに
喜びを感じています。

代表
　磯川 金衛さん

ふれあい大棚カフェ

体を動かした後、お茶を飲みながら話をすると、人のぬくもりを
感じます。「またね。元気でね。」「次の日を楽しみにしています。」
という言葉がうれしいです。

代表
根岸 ミチ子さん

ワンステップサークル
（かちだ地区 介護予防の取組）

地区別計画の３つの目標ごとに分科会を設けて取り組んでいま
す。健康づくり分科会は保健活動推進員を中心に、健康チェッ
クを行ったり、食生活等改善推進員やJAと協働して食育の取組
も広めています。人と会うことで
心の健康にもつながっていると
感じます。みんながいてくれるか
ら活動できています。

都田地区健康づくり分科会
（左）リーダー 齋藤 隆夫さん
（右）保健活動推進員 大野 和子さん

都田地区 健康づくり分野の取組

ふれあいの丘地区
社会福祉協議会 会長

神原 正明さん定例会の様子
「ちょっと立ち寄れる場」の一つ
東山田三丁目の「3丁目カフェ」

ふれあいの丘ほっとボランティアの会
日常生活での困りごとを地域
で助け合う有償ボランティア
活動です。活動を始めてまだ
半年ですが、必要としている
人が少なくないことを実感し
ています。 東山田地区

社会福祉協議会 会長
佐藤 輝久男さん

東山田地区 ちょっと立ち寄れる場
（お茶を飲みながら語らえる場）

東山田地区連合町内会のすべ
ての町内会に「ちょっと立ち寄
れる場」が生まれました。これ
をどう続けていくか、地域全体
で話し合っています。スタッフ
一同、頑張っています。

　誰もが住みやすい地域になるように、さまざま
な人たちがいろいろな場面で活躍しています。
今回ご紹介できたのは、ほんの一部です。このよ
うな活動が広がることで、地域福祉保健計画が
推し進められています。

都筑区のマスコットキャラクター
「つづき あい」の

第3期計画バージョンです

　誰もが住みなれた地域で安心して暮らせるように、区民、自治会町内会をはじめとする地域の団体・企業・区役所が、
一緒に地域の課題解決に取り組み、人と人との「であい・ささえあい・わかちあい」を通じて地域をより良くしていく計
画です。区全体の計画（区計画）と連合町内会・地区社会福祉協議会エリアごとの計画（地区別計画）があります。

地区別計画

地域の課題に対して地域の人が主体となって進める
取組
連合自治会町内会や
地区社会福祉協議会
が主体となって作った
地域の計画です。

区計画

区・区社会福祉協議会・地域ケアプラザが
主体となってともに進める取組
●子ども・青少年分野　
●高齢者分野　
●障害者分野
●健康づくり分野
●計画推進の基盤づくり

948-2344 948-2354
※記事全般のお問い合わせは、
　事業企画担当

944-4640 944-4642加賀原地域ケアプラザ

592-5255 595-3321新栄地域ケアプラザ

592-5975 592-5913東山田地域ケアプラザ

943-5951 943-5961葛が谷地域ケアプラザ

500-9321 910-1513中川地域ケアプラザ

問合せ先
948-2344 948-2354事業企画担当

かじやま れいこ

あきもと せ いこ

たかはし く   み   こ

なかやま としあき

ふ なき きみこ

い い だ たかえ

ね ぎし こ

いそかわ きんえ

さいとう たか お

おおの かずこ

かんばら まさあき さとう き   く   お

(認知症予防カフェ／中川地区)

詳しくはこちら
つづき 3期 検索
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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

２月14日（木）13時～20日（水）12時 都筑区地域福祉保健計画パネル展 事業企画担当 948-2345 948-2354
２月21日（木）～27日（水） 都筑消防団活動写真展 都筑消防署 945-0119 945-0119
２月21日（木）～27日（水） WOMEN’S MEET UP FES in 都筑 区民活動係 948-2238 948-2239
２月28日（木）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
３月４日（月）13時～６日（水）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

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

「シニア楽農園」参加者募集
みんなで一緒に畑仕事！都筑野菜で仲間作りも健康増進も！

平成30年度都筑スポーツ・文化賞
受賞者のご紹介

【活動場所】東方公園南側農地（市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅
　　　　　下車徒歩約15分）

【 対 象 者 】平日の畑仕事に、時間・体力的に１年を通しての参加が可能な、
　　　　　区内在住の60歳以上の個人

【 期 間 】４月～2020年３月(月・木・金曜 午前中２時間程度)
【 参 加 費 】年間約8000円(活動費+傷害保険料)

【受賞者の皆さま】（50音順敬称略）

知
ち ね ん

念 琉
る か

花（空手）、富
と が し

樫 莉
り さ こ

佐子（競歩）、伴
と も の

野 美
み ゆ

結（競歩）、中
な か が わ

川 由
ゆ

羅
ら

（テニス）、
V
バ イ オ レ ッ ト

iolet L
リ ン ク ス

ynx B
バ ー ク

ark A
エ ー ス

ce（チアダンス）、林
はやし

 美
み く

玖（競歩）、日
ひ だ か

髙 裕
ゆ き と

喜人（陸上）、
平
ひ ら お か

岡 昌
ま さ

敏
と し

（競歩）、府
ふ か わ

川 日
ひ

菜
な

多
た

（競歩）、松
ま つ ふ じ

藤 藍
あ の ん

夢（ボルダリング）、
山
や ま も と

本 聖
せ い

華
は

（一輪車）、吉
よ し か わ

川 絢
け ん と

斗（競歩）
　平成30年度受賞者12人（個人・団体）および都筑スポーツ・文化賞の詳細に
ついては、区ホームページをご覧ください。

希望者は下記の①②いずれかの説明会にご参加ください。 
※事前申込不要

①２月15日(金)14時～15時　②２月19日(火)14時～15時
区役所６階大会議室／

（大雪などの場合の日程変更の有無については、お問い合わせください。）

※この事業は区民活動団体「シニア楽農園の会」と区役所の協働事業です。
　栽培作物・作業計画などは「シニア楽農園の会」が決定します。

　グループでの農作業やイベントを通じて仲間をつくり、親睦を深めてい
る「シニア楽農園」。新年度の参加者を募集します。

　平成31年都筑区新年賀詞交換会の中で「平成30年度都筑スポーツ・文
化賞受賞者」の表彰式を行いました。

企画調整係　 948-2226　 948-2399区民活動係　 948-2238　 948-2239

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

２月15日、３月1日の
金曜10時～10時40分

東山田地域ケアプラザ

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 2月12日(火)

■�郷土展示会「港北ニュータウンの
　成り立ちから見た現在」
昨年に引き続き、2019年刊行企画、区史

「図説 都筑の歴史」第5弾。
2月21日(木)～3月7日(木)／

■�つづき�あい展
「つづき あいフォーラム(都筑区地域福
祉保健計画活動発表会)」に合わせて、ボ
ランティア活動・健康づくりに関する資料
を紹介します。

2月6日(水)～20日(水)／

３月１日～８日は
『女性の健康週間』です

女性の体は、生涯を通してホルモンのバ
ランスが大きく変動し更年期障害など女
性特有の健康課題が現れます。また、妊
娠中の喫煙・受動喫煙は胎児へも大きく
影響します。この機会に改めて自分の体
と向き合ってみましょう。

■�女性の健康週間パネル展
３月１日（金）～８日（金）
区役所２階PRスペース

■�『女性の健康週間特別企画～見守り
　保育付き胃がん・肺がん検診～』

３月18日（月）午前
区役所１階福祉保健センター健診室
胃がん・肺がん検診については9ペー

ジ参照
見守り保育については2月18日から

健康づくり係
948-2350　 948-2354

医療費控除の還付申告
２月１８日（月）～３月１５日（金）

（土・日曜除く）
午前の受付：９時～１１時３０分
午後の受付：１３時～１６時

区役所３階第６会議室・研修室
2019年１月１日現在、区内在住で給与

所得者（年末調整済み）の医療費控除の
還付申告のみ
※寄付金控除など医療費控除以外の還
付申告は、緑税務署での受付となります。
※給与所得者の源泉徴収票、医療費控除
の明細書、印鑑、本人名義の金融機関口座
番号の分かるものおよびマイナンバーに係
る本人確認書類の写しをお持ちください。
※区総合庁舎の駐車場は有料です。

市民税担当
948-2261　 948-2277

説
明
会

平成31年都筑区新年賀詞交換会での表彰式の様子

区民活動センターからのお知らせ

　区民活動センターに登録している団体やプログラムバンク登録者が、
日頃の活動を紹介します。誰もが参加できる１日体験や交流カフェが楽し
める、内容盛りだくさんのイベントです。さまざまな活動を見て、聞いて、
体験する機会です。
※窓口でパンフレット配布、詳細は

第22回つづき人交流フェスタ開催！

区民活動センター　 948-2237　 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

休館日 2月11日（祝）・18日（月）

市民活動、生涯学習団体が、活動内容を展示します。
3月22日（金）11時30分～28日（木）14時
区総合庁舎1階区民ホール

■パネル展 事前申込み不要

室内スポーツの体験、竹細工、ハンドマッサージ、紙芝居など子どもから大
人まで楽しめるワークショップ。

3月23日（土）・24日（日）10時～16時30分（予定）
区総合庁舎1階区民ホール

■ワークショップ 事前申込み不要

期間中に区内で開催される市民活動、生涯学習、サークル活動に、区民の
皆さんが一日体験参加することができます！福祉、音楽、子育て、スポーツ、
健康などいろいろな分野の活動をぜひこの機会にお試しください！

3月1日（金）～28日（木）
区内各所
２月10日から か か、 を明記し

■公開活動 要事前申込み 一部有料

コーヒーボランティアがハンドドリップで入れたコーヒーや、軽食をご用意
しています。おいしいコーヒーを飲みながら、パネル展やワークショップを
ゆっくりお楽しみください。

3月23日（土）・24日（日）10時30分～15時（予定） ※なくなり次第終了。
区総合庁舎１階区民ホール

■交流カフェ 有料

都筑スポーツ・文化賞 検索

つづき人交流フェスタ 検索
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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

３月18日（月）午前
→２月18日（月）～３月11日（月）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

２月14日・21日・28日、３月７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

２月22日（金）午後、３月５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

２月22日（金）午後、３月５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

３月８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／健康づくり係　 ９４８-２３５０　 ９４８-２３５４

子どもの
食生活相談

予約制

2月19日（火）午前・22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 ２月１９日、３月５日の火曜12時～13時30分受付

1歳6か月児 ２月２１日、３月７日の木曜12時～13時30分受付

3歳児 ２月１４日・２８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7月ごろ出産予定の人
→3月1日・8日・15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
３月23日(土)
１３時３０分～１５時３０分(１３時１５分受付開始)

【申込み】2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

２月１２日（火） 乳幼児▶９時３０分～１０時３０分
妊産婦▶9時10分

２月２７日（水） 乳幼児▶１３時３０分～１４時３０分
妊産婦▶1５時

【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。　●すべて無料です。

両親教室、女性と子どもの相談・健診

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 2月12日(火)

■よんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊の皆さんが絵本
コーナーで読み聞かせをします。おす
すめの絵本も紹介します。

2月16日(土)
10時30分～12時／
■くまさんのおはなし会（3月）

3月14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

2月28日から か
■都筑図書館�2月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。

2月20日(水)
15時30分～16時／

1人でお話が聞ける子 ※保護者の
付き添いは事前にご相談ください。

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
のお役立ち講座です。気軽に参加し
てみませんか。
①赤ちゃんと一緒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

①3月4日（月） 

②３月14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
を過ぎたころの子と親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

２月12日10時から葛が谷地域ケア
プラザへ 943-5951

健康づくり係　
948-2350　 948-2354

子育て支援センターポポラでの
子育てプチ体験会のお知らせ

「生まれてくる赤ちゃんのお世話、どう
したらいいの？」「おむつ替えうまくで
きるかな」「子育てについて相談する
人がいなくて不安」という妊婦さん、
母子保健コーディネーターが赤ちゃん
の着替えや抱っこの仕方についてお話
します！また妊娠中の相談にもお答え
します。

3月１２日（火）
１４時30分～15時30分

都筑区子育て支援センターポポラ
区内在住の妊婦と家族／
こども家庭支援担当
９４８－２３１８　 ９４８－２３０９

都筑区は今年で25歳になります

春の全国火災予防運動と住宅用火災
警報器点検強化キャンペーンについて

　都筑区は本年11月6日に25歳を迎えます。今年開
催される地域のイベントなどのチラシや看板にロゴ
マークをつけて、都筑区誕生25年を一緒にお祝いし
ませんか。ロゴマークをお使いになりたい場合は下
記までお問い合わせください。

〈ロゴマーク〉

　キャンペーンは市内全域で「住宅用火災警報器の点検と適切な維持管
理」について実施します。

住宅用火災警報器が
大切な「命」「財産」を守ります

　住宅用火災警報器を乾いた布などで拭き掃除した
後、点検ボタンを押すなどして点検してください。
　一斉点検日に実施できなかったときはキャンペーン
期間中に実施してください。
　詳細は市消防局ホームページ

3月1日（金）～7日（木）

地域振興係　 948-2231　 948-2239

都筑消防署予防係　 ・ 945-0119

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

３月18日（月）午前
→２月18日（月）～３月11日（月）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

実施期間

生活安心情報 検索

!

3月1日は住宅用火災警報器
「市内一斉点検の日」です。
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 2月26日（火）

は記載のないものは市内在住・在勤者
■�おはなしのポケット

「子育て支援グループあっぷりけ」によるお
話会／2月20日（水） ①10時30分～ ②
15時～／未就学児と保護者／
■�つづき緑寿荘�平成31年度前期
　趣味の教室受講者募集!
全8講座実施予定。詳しくは館内配架の
チラシを参照／4月～9月／市内在住の
60歳以上の人  ※当該講座の初参加
の人優先／日程詳細・募集定員・参加費
は各講座により異なる

2月28日までに と ・希望講座
名を明記し
■�介護予防講座
管理栄養士などの専門家から栄養・運動・
口腔のお話／2月21日（木）13時30分～
16時／40人

事前に か

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 2月12日（火）、3月11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
■�春のロビーコンサート「うたの宅配便」
２月26日（火）11時～／
■�おはなし広場
読み聞かせやパネルシアター／２月28日

（木）10時30分～11時／
■�和布でつくる梅花てまり（全２回）
２回で１個を作ります／４月10日・24日の
水曜９時30分～12時／８人 ／1500
円 ●
■�みんなの卓球教室前期（全８回）
４月５日～６月28日の金曜13時～15時／
16人 ／4800円 ●
■�ひらり健康体操前期（全12回）
４月9日～６月25日の火曜９時15分～10
時45分／100人 ／1500円（全回分、
保険代含む）

３月５日までに 持参で か、
と を明記し
■フィットネス前期（全４講座）

【月曜 ４月15日～６月24日】
①やさしいヨガ前期：12時15分～13時
25分 ②やさしいパワーYOGA前期：13
時35分～14時45分／①②各50人 ／
各1500円（全８回、保険代含む）

２月18日から
【水曜 ４月10日～６月26日】
③中高年のためのストレッチ前期：９時
15分～10時15分 ④らくらくエアロビク
ス前期：10時30分～11時30分／③中
高年80人 ④70人 ／③④各2200円

（全11回、保険代含む）　
２月13日から

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 2月12日（火）、3月11日（月）

行事は2月11日9時から か10時
から
■�顔ヨガワークショップ
3月22日（金）13時～14時30分／12人

／1000円 ●

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 2月7日（木）・21日（木）、3月7日（木）

■吊るし雛・段飾り
つるし雛や段飾りの展示／2月16日（土）～
3月3日（日）（2月21日（木）を除く） ※雨天
時、強風時は戸を閉めていることがありま
す／
■�ノルディックウォーキング体験教室
古民家を起点に2kmくらいのコースを
歩きます。毎月第2土曜開催／3月9日

（土）10時～11時30分 ※雨天中止／15
人 ／500円（保険料込み） ※別途レン
タルポール代500円／ 要問合せ

事前に か
■�犬のしつけ教室
犬を連れての参加／3月9日（土）10時～
※雨天中止／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
■シイタケの植菌
里山で間伐したクヌギやコナラにシイタ
ケを植え付けます。植え付けたホダ木を
家に持ち帰ってシイタケを育てます／3
月3日（日）13時～16時／レストハウス集
合／30人 ／ホダ木1本500円 ●
■カブトムシの越冬幼虫観察会
3月3日（日）9時～12時／レストハウス集
合／30人 ／300円 ●
■炭焼き体験（宮谷戸窯）
3月9日（土）9時～12時：炭材作りと窯
詰め・16日（土）8時～17時：炭焼き・23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／
2月24日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで） ※雨天中止／500円／
■里山保全体験
間伐した竹を使って竹細工体験／3月2日

（土）9時～12時 ●
■田畑作業体験
ジャガイモの植付け体験／3月2日（土）
13時～16時／ばじょうじ谷戸休憩所集合 
●

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

■�親子自然あそび�たき火で焼き芋♪
２月20日（水）10時30分～12時 ※雨天
時は27日（水）／親子７組 ／1組（親子
2人）500円／ 要問合せ

２月17日までに か、 ・ ・ を明
記し 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

2月18日（月）休館日

■�親子の広場�「かもっこくらぶ」
①3月7日（木）10時30分～11時：
おはなし会 
②3月11日（月）10時30分～11時30分：
おやこリズム
未就学児と親各15組 ／②は1組200円

2月11日から か

■�2019年健康体操（全40回）
4月10日～2020年3月18日の水曜 
①9時10分～10時20分 ②10時30分～
11時40分／60才以上各100人 ／各
4800円（全回分）

3月6日までに か、 と ・希望
コース・緊急連絡先を明記し
■�仲町台ミモザフェスト
人と本と音楽に出会う時間／3月16日

（土）11時～14時／ミモザ広場（仲町台
駅近く）／
■�放課後イベント地域防災
煙体験、消火器の使い方など／3月14日

（木）15時30分～／
■�ハンドメイドクラフトバンド（全2回）
3月13日・20日の水曜13時～15時／16
人 ／1800円（全回分） ●
■地区セン食堂
3月22日（金）12時15分～／10人 ／
600円 ●
■おはなしかい（おはなしのはなたば）
2月21日（木）11時～11時30分／未就
園児と保護者20組程度 ／

北山田地区センター

 593-8200　  593-8201
〒224-0021　北山田二丁目25-1
 kitayamata@tsuzuki-koryu.org

休館日 2月12日（火）、3月11日（月）

行事は3月10日から か か、
を明記し

■初めてのピラティス（全11回）
ボールほぐしを入れた初心者向けピラティ
ス／4月10日・17日・24日、5月15日・22
日・29日、6月12日・19日・26日、7月10
日・17日の水曜9時30分～10時30分／
30人 ／3500円（全回分） ●
■�体幹・体軸ピラティス（全11回）
姿勢改善、腰痛軽減、ケガ防止が期待で
きます／4月10日・17日・24日、5月15日・
22日・29日、6月12日・19日・26日、7月
10日・17日の水曜10時45分～11時35
分／30人 ／3500円（全回分） ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 2月12日（火）・25日（月）、3月11日（月）

行事は2月11日から か
■�ひな祭りウィーク
明治～平成のお雛さま、つるし飾りなどを
展示／2月19日（火）～3月3日（日）10時～
16時30分（2月25日（月）を除く）／
■�ひな祭り煎茶カフェ
煎茶（お菓子付き）300円～／2月24日

（日）10時～15時 ※お菓子が無くなり次
第終了／70人 ／
■�楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎／3月27日（水）13時～15
時／女性15人 ／1500円／ 要問
合せ ●
■�わらべうた遊びと昔のおやつ
　「作って食べよう」
多世代でおやきを作って食べます／3月
9日（土）10時～13時／4歳以上の子と
親15組 ／1人500円／ 要問合せ　
●
■�いろりばたおはなし会
おはなしネットワーク「かたらんらん」／2
月18日（月）11時～11時30分／
■�土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／

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

2月18日（月）休館日

■�国際交流&青少年のための�第11回
プラザまつり～やさしさと感動を～

世界のお茶とクラフト、日本文化の体験、
アフリカを知る企画など／3月10日（日）
10時～15時／

川和小学校コミュニティハウス

・  934-8666
〒224-0057　川和町1463

休館日 火・金曜

■うたごえ広場（第3回）
中
なかがわ

川ともゆきさんのギター演奏に合わせて
歌う／2月23日（土）13時30分～15時／
20人 ／300円（飲み物付き）／

北山田小学校コミュニティハウス

・  591-8444
〒224-0021　北山田五丁目14-1

休館日 火・木曜

行事は講座開催日の1か月前から
か ／ 要問合せ

■わくわくサイエンス
　ゼンマイカーをつくろう
ばねの仕組みを学びながら、動くおもちゃ
を作る／3月23日（土）10時30分～12
時／小学生20人 ／100円 ●
■和布で作る“超”簡単ひな人形
2月20日（水）10時～11時／10人 ／
500円 ●
■囲碁教室
初心者から少しできる人まで／2月23日

（土）13時30分～14時30分／

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
　（人形劇、パネルシアター）
2月22日（金）10時30分～11時30分／親
子20組 ／1組300円

事前に か か、 を明記し

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２月11日から か
■歌カフェ
フルート、ピアノ、ギターとともに歌う／２
月24日（日）13時～14時／30人  ●
■みんなで歌おう！はずむリズム音楽会
フルート、ギター、ピアノで歌う／２月27
日（水）10時15分～10時45分／親子50
人 ／
■子ども将棋大会
賞品あり／３月24日（日）10時～13時／
小中学生20人  ●
■百人一首大会
３月２日（土）15時～17時／小中学生14
人  ●

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
■障がい児・者余暇支援
　保活さんとクッキング
3月10日（日）10時～13時／ 要問合
せ ●
■すくすくプラザ「リトミック」
3月28日（木）10時～11時30分／未就園
児と保護者20組 ／1組200円 ●

葛が谷地域ケアプラザ
 943-5951　  943-5961

〒224-0062　葛が谷16-3

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

施設からの お 知 ら せ
●このページでは、原則2月11日～3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。
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■大人のひきこもり
講師：ＮＰＯ法人遊

ゆう

悠
ゆう

楽
がくしゃ

舎代表理事 明
あ か し

石 紀
き

久
く お

男 氏／3月2日（土）10時～12時／30人
2月11日から か

新栄地域ケアプラザ
 592-5255　  595-3321

〒224-0035　新栄町19-19

■弁護士の無料相談会
相続・遺言・成年後見に関する相談／2月23
日（土）①13時30分～14時10分 ②14時
15分～14時55分 ③15時～15時40分 ④
15時45分～16時25分／8組 （各回2組）

前日までに か

中川地域ケアプラザ
 500-9321　  910-1513

〒224-0001　中川一丁目1-1

行事は2月11日から か
■花粉症をサポート
　～アロマスプレーを作ろう
3月4日（月）10時～12時／15人 ／
300円（材料費） ●
■1日サークル体験シリーズ
　つづきマジッククラブ
誰にでもできる簡単マジックを紹介／3
月6日（水）13時30分～14時30分／10
人  ●

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。
毎月15日開催／2月15日（金）10時～16
時／すみれが丘会館（すみれが丘37）／
■ほっと茶屋
2月26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 2月25日（月）

■�春の定期スポーツ教室事前申込み
　（4月～6月）

各教室とも2月16日までに か か、
・教室名・生年月日を明記し 。いず

れも 。全8～12回開催。 付き教室あり
（事前申込制、有料）。詳しくは、 か

大人向け教室（全31教室）
（15歳以上（中学生不可））
卓球やバドミントンの種目系教室、ヨガやピ
ラティス、筋膜リリース＆骨盤調整などのエ
クササイズ系教室、太極拳やいきいき健康
体操などの健康づくり系教室、ベリーダン
スやフラダンスなどのダンス系教室など。

親子・子ども向け教室（全21教室）
（2か月児～中学生）
ベビーマッサージやハッピー親子リズム、
親子体操などの親子向け教室や、子ども
向けのサッカー、バレエ、ヒップホップ、

■�春の定期教室　募集のご案内
2月1日から募集を行います。申込みは
2月28日必着。※詳しくは か
■�当日参加プログラム開催中
当日参加できる各種教室を開催中。
※開催日など詳しくは か

【当日参加プログラム（一部）】（金額の記
載のないものは520円。終了時間の記
載のないものは50分間）
月曜▶ズンバ／11時15分～、Lifeヨガ／
19時30分～
火曜▶はじめてエアロ／11時10分～、楽
楽体操／12時20分～
水曜▶チャレンジエアロ／10時～、大人のバ
レエ（入門）／11時15分～12時45分／830円
木曜▶ステップデトックス／11時10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
2月23日（土）／
・「おもしろいぞ!紙芝居」
12時～、13時30分～、15時～
・「スポーツ土器パズル」、「学芸員トーク」
常設展示観覧料：一般400円、大学生
200円、高校生以下無料

1 アートフォーラムあざみ野

〒225-0012　青葉区あざみ野南一丁目17-3
休館日 2月25日（月）

（登録制、1歳6か月～未就学児）は有
料、申込みは 910-5724

■パパといっしょのひろば
　HAPPY�EASTER～牛乳パックで
　つくるひょっこりうさぎ
3月9日（土）10時30分～12時／未就
学児と親30組 ／300円／

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
2月24日、3月10日の日曜12時～12
時40分／
■�対談「言葉の力とその限界」
あざみ野フォト・アニュアル企画展関連イベ
ント。出演：長

ながしま

島 有
ゆ り

里枝
え

（出品作家／写真
家）、少年アヤ（エッセイスト）／2月23日（土）
15時～16時30分／80人  ※ あり

事前に か
■�対談 野

の む ら

村浩
ひろし

×大
おおもり

森克
か つ み

己
　「ティンタイプ、ライカ、スマートフォン
　 ～写真にうつらないものの変遷」
あざみ野フォト・アニュアルコレクション
展関連イベント。出演：野村 浩（ゲスト・

体操、かけっこ、バドミントン教室など。
■�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、タオル、室内
シューズ（ヨガは不要）。＊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。記載のないものは50分間、
定員40人）

【火曜 2月5日～3月5日】
①ソフトエアロ／12時20分～

【水曜 2月6日～3月6日】
②＊エアロキックボクシング／9時～
③＊水曜ズンバ（2月6日を除く）／10時5
分～10時50分

【金曜 2月1日～3月8日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 2月2日～3月9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

スポーツタイム
（90分間。記載のないものは1回600円、
定員50人）

【火曜 2月5日～3月5日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 2月6日～3月6日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
24人／500円

【金曜 2月1日～3月8日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 2月2日～3月9日】
⑪バスケットボールクリニック／小学生対
象／9時15分～
⑫土曜エンジョイフットサル／21時～
■�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

東山田スポーツ会館

・  593-4682
〒224-0024　東山田町105-2

    http://www.tsuzuki-koryu.org/
       higashiyamatasp/

休館日 2月18日（月）

■ママさんバレーボール大会
3月10日（日）／近隣在住で編成された
チーム／1チーム1000円

3月3日までに か
■平成31年度いきいき健康体操
詳しくは か にて／4月4日～2020
年3月19日の毎月第1・2・3木曜10時～
11時30分／70人 ／4200円（年間）

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 2月26日（火）・27日（水）

キュレーター、アーティスト）、大森 克己
（写真家）／2月24日（日） 14時～16時／
50人  ※ あり

事前に か

よこはま動物園ズーラシア

 959-1000　  959-1450
〒241-0001　旭区上白根町1175-1

休園日 火曜

ズーラシア 検索

※入園料は別途
■わくわく裏側ウォッチング
動物園の裏側見学や給餌体験／2月24日

（日）までの毎週日曜 ※動物の健康管理
などの理由で、変更・中止となる場合があ
ります／ヒガシクロサイ動物舎またはニ
ホンツキノワグマ&メガネグマ動物舎／
4歳以上各20人 ／1人300円／

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
■�プレパパ&ママ講座「新しい命をむか
える前に知っておきたい大切なこと」

ポポラの専門相談員とじっくりお話して
みませんか／3月30日（土）10時30分～
11時45分／区在住のプレパパ&ママ
8組

2月12日から か
■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
2月23日（土）10時30分～12時 ●
■パパといっしょに公園であそぼう!
3月2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）／
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
3月9日（土）・27日（水）いずれも10時30
分～11時30分／入会希望の人各10組

 ●
■障がいのある子を育てている
　先輩ママとのおしゃべり会
2月16日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組  ●
■専門相談員によるじっくり相談
ちょっと心配、お困りごと、子育てや家庭
のこと、一緒に考えましょう／①3月2日

（土）・②23日（土）・③30日（土）13時～、
14時～、15時～（①②は10時～、11時～
もあり。各回50分）／未就学児とその家
族  ●
■ちょっと気になる子の日
　ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障害のある子と家
族のポポラ体験／2月16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／2月28日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発） 
※雨天時は3月7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



●　　　　　　　　2019（平成31）年 2 月号　／　都筑区版12 ここまでが都筑区版です。

　12月８日（土）・９日（日）に
フォン・ヴェアテルン駐日ドイ
ツ大使を始め、多くの皆さま
にご来場いただきました。
　ソーセージやホットワイン、
サンタとの記念撮影やフェイ
スペインティング、ステージの
生演奏などクリスマスマー
ケットを彩るパフォーマンス
が盛りだくさんでした。

豆腐はしっかり水切りをする。

小松菜は塩ゆでにし、水気を絞って
３ｃｍの長さに切る。

ニンジンは３ｃｍの薄い短冊切りにし、
固めにゆでて、ざるに上げる。
シメジは、小房に分けてゆでて、水気
を絞る。

すり鉢で白ゴマをよくすり、Aの調味
料を加え、豆腐をちぎって少しずつ
加えてよく混ぜ、食べる直前に野菜
とジャコを加えてあえる。

作り方材料（6人分）
小松菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０g
ニンジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００g
木綿豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３００g
シメジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ｇ
ジャコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ２
白ゴマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ３

砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/3

（山田地区ヘルスメイト）

小松菜の白和え
1人分 エネルギー／83kcal　野菜量／58g　塩分／0.6g

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！
第２回は、シェアリーカフェの体にやさしい「日替わり野菜スープ」です。

　新鮮で安心な地野菜を季節に合わせて
お客さまに届けたいという思いから、地元
都筑の新鮮な野菜を顔の見える信頼でき
る関係で調達し、料理を提供しています。野
菜中心の健康的で温かいスープは、肌寒い
季節にピッタリのものになっています。
　こちらのスープはさまざまな都筑野菜を
楽しめるよう日替わりでご用意しています
ので、ぜひお試しください！

野菜たっぷりスープ

シェアリーカフェ
10時～18時
水曜（その他季節休業あり）
中川一丁目４－１
530-3990

※

※地元で採れた農畜産物

を開催しました！

あえ物はおいておくと
水が出るので食べる
直前にあえて！

！

催　し
◆「旧大

おおやまみち

山道を藤が丘まで辿る」
　ガイドと共につづきを歩こう　№46
2月16日（土）9時～9時30分受付　市営
地下鉄中川駅前集合 ※雨天決行／約7㎞

（約3時間）歩ける人80人  ※坂道・階
段などあり／500円

2月11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 」№46　 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

◆第66回
　区民ジュニアテニストーナメント
3月26日（火）・27日（水）・28日（木）・29日

（金）／長坂谷公園、都田公園／区内在
住・在学、都筑区テニス協会加盟団体員／
①男女シングルス18歳以下・16歳以下・
14歳以下・12歳以下 ②男女ダブルス18
歳以下・16歳以下・14歳以下／①2000
円 ②1組2500円

回近県の山登りを楽しんでいます／セン
ター北駅・すみれが丘・あざみ野駅から貸
切バスで往復／50代～70代ぐらいの男
女／実費5000円～7000円程度

横浜つづき山遊会　豊
と よ だ

田へ か
豊田　 090-8172-4892　
913-6255
h-toyoda@a05.itscom.net

◆第24回�都筑コーラスのつどい�
　参加団体募集
日頃の練習の成果を発表してみません
か？／6月23日（日）13時30分開演／都
筑公会堂／区内を中心に活動している
コーラスグループ／1人700円

2月28日までに か
都筑コーラス連絡会　野

の だ

田
050-5438-5818　

2月11日から17日までにテニスショッ
プLOOPへ ・ 532-8819（水曜を除
く）か （www.tennis-loop.net）

都筑区テニス協会　
http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/

◆都筑寄席
和室で楽しむ寄席の世界。古

こ

今
こん

亭
てい

 文
ぶん

菊
ぎく

・
林
はやしや

家 花
はな

／2月22日（金）開場18時、開演
18時30分（整理券配布17時予定）／都
筑公会堂／30人（座布団席） ／1000
円／

都筑公会堂　
948-2400　 948-2402

◆非常食の試食で減災を
いざという時おいしく食べるための知恵／
2月28日（木）10時～12時／大丸デポー

（大丸22-6）／30人
2月25日までに か
都筑相談窓口　岸

きし

（大丸デポー）
941-5631　 941-5639

募　集
◆横浜つづき山

さんゆうかい

遊会会員募集
創立18年。現在会員数約30人。毎月1

ysk.noda@gmail.com
◆ダンス＆パフォーマンス　
　TSU・ZU・KI�2019　参加団体募集
7月14日（日）13時開演予定／都筑公会
堂／区内と近隣で活動する団体 （15
分～：11人以上、20分～：15人以上、30
分：25人以上、40分：50人以上）／1人
900円

2月28日までに代表者の ・ ・
団体名・ジャンル・出演予定人数・希望演
技持ち時間（5～40分で5分単位）を明記
し か

都筑ダンス＆パフォーマンス実行委員会
・ 592-2543
tsuzuki.danceperformance@

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※


