
　老人クラブに加入する魅力は何よりもまず、仲間づくりができることです。仲間同士集まり、地域のクラブや連合会が開催するグラウンド・ゴルフ、ウォーキング、ダンスなどの健康増進活動やカラオケ、合唱、俳句会、手芸講座、囲碁、将棋などの活動、旅行会、見学会、各種大会に参加しています。

　老人クラブのモットーである「健康、友愛、奉仕」の生きがい

を標題に、これまでの知識や経験を生かして仲間づくりを進

め、豊かな地域社会と明るい長寿社会、保健福祉の向上に努

める団体です。小学生の登下校の見守り活動や、地域の公園・

道路の清掃、防犯活動など地域にも貢献できます。

　老人クラブは、地域を基盤とする高齢
者の自主組織です。区には64クラブあり、
約4300人の会員がいます。地域の仲間と
趣味やスポーツを楽しんだり、活動を通じ
て地域で活躍してみませんか？

　映画会や敬老会の開催、グラウ
ンド・ゴルフなどでの体力づくり
や、月２回「喜楽会」を開催し、20
人ほどの参加者でお茶会や手料
理を楽しんでいます。
　男性陣お手製の手打ちうどんを
皆さんにごちそうする、年に一度
の「うどんの会」も行っています。

市内在住のおおむね60歳以上の人を対象に、日常に役立つテーマや健康、福祉、医療などさまざまな講座
を開講しています。全13回の講座を2000円で受講できます。お気軽にお問い合わせください。

　高齢者に外出の機会を増や
していただくことを目標に、歩
いて行ける場所で開催し、茶菓
子でおしゃべり、健康マージャ
ン、坊主めくりや輪投げなど自
由に楽しく集える場にしていま
す。参加者の都合のつく時間に
来て、帰ることもできます。

高齢障害介護事務係　　948-2301　　948-2490問合せ

地域で
活躍！

　　　　 ６月7日（金）から10月4日（金）まで（８月を除く）
　　  つづき緑寿荘　　　　50人（申込多数の場合抽選）

老人クラブや横浜シニア大学の問合せ：都筑区老人クラブ連合会　  ・　９４４-１８２６ ※問合せは平日の9時30分から16時30分にお願いします。

見睦会（見花山地区） すみれ会（すみれが丘地区）

各地域のクラブでは工夫を凝らしたさまざまな活動をしています！

開講期間
会場 定員

そんな熱い思いを語る都筑区
老人クラブ連合会の桑原  正盈
会長に老人クラブの活動や魅力
について伺いました。

くわはら まさみつ

け ん   も く  か い

き  らくか い

◆ 区の人口・・・・・・211,797人（前月比214人増）
◆ 区の世帯数・・・82,719世帯（前月比175世帯増）
※2019年3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
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広報よこはま都筑区版

No.258
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  4月13日・27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）4月号

2019年
（平成31年）



6●　　　　　　　　2019（平成31）年 4 月号　／　都筑区版6 都筑区版　／ 　　　　　　　 2019（平成31）年 4 月号　●7

　都筑区では、「つながり」「活力と魅力」「安心」を実感できるまちの実現を目指し、５つの柱に
基づき編成しました。
　区民の皆さまが「日々を心豊かに過ごし、ずっと住み続けたい」と愛着を持てるよう、地域・
団体・企業の皆さまとふるさとづくりに取り組んでまいります。

 地域防災拠点運営委員向けの研修会およ
び防災・減災講演会などを開催するととも
に、「災害時要援護者支援事業（つづき そな
え）」により自助・共助の取組を推進し、地域
防災力の向上を図ります。

　環境創造局と連携し、区内の貴重な緑地の保全や農地の活用を進めます。
　さらに、「都筑区花いっぱい運動」に取り組むとともに、区内の花と緑
の名所を募集・選定・ＰＲすることで、引き続き花や緑を大切にする心を
醸成します。
　また、「都筑区水と緑の散策マップ」を活用し、区の環境資源の魅力を
伝えるとともに、今後のマップの更新および利用者の増加に向けたＰＲ
を行います。

　地域の課題を地域で解決できるよう、自治会町内会をはじめ
とした地域・団体・企業の交流の場をつくるなど、地域の力やつ
ながりを育みます。また、第３期都筑区地域福祉保健計画「つづ
き あい」を推進し、人と人とのつながりが実感でき、互いに支え
合える地域づくりを地域の多様な主体と協働して進めます。
　併せて、共感と信頼の区役所づくりを進め、つながりづくりを
支えます。

平成31年度に都筑区内で実施される道路・防災・交通などの主な事業については、６月号特集面で紹介します。
「平成31年度 都筑区個性ある区づくり推進費」予算の資料は、区役所５階53番窓口やホームページでご案内しています。

区役所が地域の身近な課題に応じて
取組を行ったり、区庁舎・区民利用施設
の運営などに使うための経費です。

948-2213 948-2208予算調整係問合せ

　住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるまちを目指し、自
助・共助による防災の取組や地域の自主防犯組織による防犯活
動への支援などを行います。
　また、日本各地で発生している地震や豪雨災害により区民の
防災・減災への関心が高まっていることを受け、地域や関係機
関・団体と連携して震災や風水害に対するさらなる取組を進め
ます。

　効果的に暑さ対策を行うため、新しい暑さ対策技術である「フラクタル日除け」
などを区内市立保育所2園に設置します。また、市立保育所の園庭開放などを活用
し、子育て世代と子どもたちを対象とした温暖化対策の啓発を行います。

温暖化対策プラス事業…区役所や地域における温暖化対策の取組を推進するための事業。
フラクタル日除け…樹木の葉の並びを人工的に再現した日除け。
　　　　　　　　 風をよく通し、熱をとどめにくい仕様となっています。

　記念式典の開催や、区のこれまでの軌跡を通史的にまとめた「図説 都筑の歴史」の発行
など、地域に対する愛着・ふるさと意識を醸成していただけるよう、区制25周年を区民の
皆さまと共にお祝いします。

　新たな中期４か年計画で示されている「ガーデンシティ横浜」
の推進を踏まえ、都筑区においても、花と緑にあふれるまちを
目指します。
　区の地域資源である公園や緑道などの安全対策に取り組み、
区内の魅力ある豊かな環境資源を広く発信していきます。
また、環境にやさしいまちを目指し、地球温暖化対策を進めます。

　人のつながりを実感し、安心して暮らせる地域
づくりを行うため、「自助」「共助」「公助」を組み合
わせ、総合的に取組を進めていきます。

都筑区地域福祉保健計画
「つづき あい」推進事業：338万円

災害にそなえる自助・共助の推進事業：329万円

 大雨や台風による土砂災害や河川の氾濫を想定した風水害対策訓
練、地震により負傷者が多数発生したことを想定した災害医療対策訓
練などを通じて、関係機関・団体との連携を図ります。これに加えて、区
災害対策本部運営訓練を実施し、区本部体制の強化を図ります。
　また、災害時に迅速かつ的確な情報発信・収集をするため、緊急時
情報伝達システムの運用を進めます。

危機管理対策推進事業：973万円

つづき水と緑の魅力アップ推進事業：264万円

　身近な道路や公園を清掃、維持
管理するボランティア団体や個人
に区の状況に応じた支援を行い、
活動の活性化を図ります。

ハマロード・サポーター、公園・緑道愛護会等
活動推進事業：423万円

　市民活動・生涯学習支援における個人のきっかけづくりから、グルー
プ化を支援し、レベルに合った団体支援を行います。また、団体同士や
施設同士の情報の共有や連携が進むよう、ネットワーク作りに取り組
みます。

つづき“縁”ジン事業
（市民活動・生涯学習支援事業）：273万円

　地域･学校･関係団体と連携し、子育て支援のネットワークの充実、
育児不安を抱える養育者への支援、さまざまな課題を抱えた子どもたち
の居場所づくりなどに取り組みます。

　都筑区は年少人口の割合が18区で最も高く、平均年齢が最
も若いまちです。子育て世帯に選ばれるまちとして、さらなる
子ども・子育てへの支援を図ります。
　また、今後早いスピードで進む高齢化を見据え、住み慣れた
地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、地域包括ケア
システムの構築に向けた取組を進め、地域の参画による各世代
に応じた健康づくりを進めます。

妊娠期から学齢期までの切れ目のない
子育て支援事業：919万円

　区民の自主的な健康づくりを支援するため、「都筑区健康アクショ
ン!」に基づき庁内連携を進め、保健活動推進員、食生活等改善推進員

（ヘルスメイト）、民間企業などとの協働により生活習慣病およびがん
の予防、食育の推進を中心とした健康啓発を行います。

つづき健康づくりサポート事業：263万円

仕事をしている妊婦や夫
（パートナー）が参加しや
すいように土曜日に両親
教室を実施しています。

　ふるさと意識の向上や、異文化交流によるつながりづくりを目的とし
たイベントを開催することで、まちのにぎわいづくりを目指します。
　区制25周年をＰＲするとともに盛り上げていきます。
　また、商店街の魅力を地域に発信し、商店街活性化を図ります。

　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向け、機運醸成を図ります。
横浜国際プールが英国代表チームの事前キャンプ地となるため、「ホストタウ
ン」としての取組を通じ、スポーツはもとより、文化芸術や国際理解など幅広い
分野で、まちのにぎわいを創出します。

　地域のにぎわいづくりとふるさと意識の向上を図るため、地域や企業
などと協働して、区民まつりを開催します。また、都筑区ならではの都筑
野菜、優れた技術を持つ中小製造業、文化、スポーツや商業団体などの地
域資源を積極的に活用した取組を進めます。
　併せて、第７回アフリカ開発会議や東京2020オリンピック・パラリンピック
の機運醸成を図るなど、さらなるにぎわいづくりに取り組みます。

区民の皆さまの地域に対する
愛着やふるさと意識を醸成
していただけるよう「第25回
都筑区民まつり」を開催します。

避難所開設・運営
訓練で、避難者の
受付訓練をしてい
ます。

ハマロード・サポーター 公園愛護会

この特集では、都筑区が地域の特性を生かして取り組む主な事業を紹介します。

ハマロード・サポーターや公園
愛護会など、区民の皆さまの豊
かな環境づくりの活動を支援
し、一層活性化していきます。

第3期都筑区地域福祉保
健計画を推進することで、
福祉保健活動（高齢者サ
ロンなど）が進んでいます。

市立保育所における温暖化対策啓発事業：806万円

街のにぎわいづくり事業：621万円 未来につなぐオリンピック・パラリンピック事業：91万円

平成31年度 都筑区個性ある区づくり推進費 検索

これまでの広報よこはま都筑区版の記録集を今後発行します。
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　都筑区は年少人口の割合が18区で最も高く、平均年齢が最
も若いまちです。子育て世帯に選ばれるまちとして、さらなる
子ども・子育てへの支援を図ります。
　また、今後早いスピードで進む高齢化を見据え、住み慣れた
地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、地域包括ケア
システムの構築に向けた取組を進め、地域の参画による各世代
に応じた健康づくりを進めます。

妊娠期から学齢期までの切れ目のない
子育て支援事業：919万円

　区民の自主的な健康づくりを支援するため、「都筑区健康アクショ
ン!」に基づき庁内連携を進め、保健活動推進員、食生活等改善推進員

（ヘルスメイト）、民間企業などとの協働により生活習慣病およびがん
の予防、食育の推進を中心とした健康啓発を行います。

つづき健康づくりサポート事業：263万円

仕事をしている妊婦や夫
（パートナー）が参加しや
すいように土曜日に両親
教室を実施しています。

　ふるさと意識の向上や、異文化交流によるつながりづくりを目的とし
たイベントを開催することで、まちのにぎわいづくりを目指します。
　区制25周年をＰＲするとともに盛り上げていきます。
　また、商店街の魅力を地域に発信し、商店街活性化を図ります。

　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向け、機運醸成を図ります。
横浜国際プールが英国代表チームの事前キャンプ地となるため、「ホストタウ
ン」としての取組を通じ、スポーツはもとより、文化芸術や国際理解など幅広い
分野で、まちのにぎわいを創出します。

　地域のにぎわいづくりとふるさと意識の向上を図るため、地域や企業
などと協働して、区民まつりを開催します。また、都筑区ならではの都筑
野菜、優れた技術を持つ中小製造業、文化、スポーツや商業団体などの地
域資源を積極的に活用した取組を進めます。
　併せて、第７回アフリカ開発会議や東京2020オリンピック・パラリンピック
の機運醸成を図るなど、さらなるにぎわいづくりに取り組みます。

区民の皆さまの地域に対する
愛着やふるさと意識を醸成
していただけるよう「第25回
都筑区民まつり」を開催します。

避難所開設・運営
訓練で、避難者の
受付訓練をしてい
ます。

ハマロード・サポーター 公園愛護会

この特集では、都筑区が地域の特性を生かして取り組む主な事業を紹介します。

ハマロード・サポーターや公園
愛護会など、区民の皆さまの豊
かな環境づくりの活動を支援
し、一層活性化していきます。

第3期都筑区地域福祉保
健計画を推進することで、
福祉保健活動（高齢者サ
ロンなど）が進んでいます。

市立保育所における温暖化対策啓発事業：806万円

街のにぎわいづくり事業：621万円 未来につなぐオリンピック・パラリンピック事業：91万円

平成31年度 都筑区個性ある区づくり推進費 検索

これまでの広報よこはま都筑区版の記録集を今後発行します。
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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
4月12日（金）～18日（木） 花の写真展

予算調整係 948-2213 948-2208
4月19日（金）～25日（木） 絵画作品展
4月26日（金）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
5月8日（水）～13日（月） ２０１９年都筑mottoいきいき元気プロジェクトパネル展示 企画調整係 948-2227 948-2399
5月8日（水）～13日（月） 民生委員・児童委員パネル展 運営企画係 948-2341 948-2354

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

都筑図書館から休館日のお知らせ

 948-2424　  948-2432
休館日 ４月15日(月)

区民活動センターから
休館日 4月15日（月）・29日（祝）・

30日（祝）
 948-2237　  943-1349

■�区民活動補助金申請団体募集
地域課題の解決を目指す、公益性の高
い事業の事業費を補助します。申請回数
に応じて、補助額が変わります。詳しくは
区民活動センター をご覧ください。

５月10日までに区民活動係（区役所５
階54番窓口）へ申請書を提出。

新治恵みの里　
小麦体験教室(全４回)

麦刈り、脱穀体験、新治産小麦粉を使っ

た調理と試食など。
5月25日（土）13時30分～15時30分：

麦刈り、6月8日（土）10時30分～12時
30分：脱穀、7月6日（土）10時30分～12
時30分：製粉体験と麦茶作り、7月20日

（土）10時30分～13時：調理と試食 ※作
物の生育・天候状況などによる日時変更
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6000円（新治産小麦粉のお土産
付き、保険代含む）

4月15日から新治恵みの里 （http://
www.niiharu.link）の「申し込みフォー
ム」に沿ってお申込みください。

北部農政事務所農業振興担当
948-2480　 948-2488

都筑区民活動センター 検索

①②とも区内在住・在勤・在学者、または区内で活動している人
4月30日までに ・①は参加したい部門（事務局・展示・舞台）、

②はキャッチフレーズを明記し、 （ 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　「都筑区民文化祭実行委員会事務
局」）か （tzbunkasai@webyoko.com）

区民活動係　 948-2236　 948-2239

第24回 都筑区民文化祭
❶ボランティアスタッフ ❷キャッチフレーズ 募集！！
　2020年１～２月に開催予定の都筑区民文化祭は、多くの区民が参加して
文化活動を発表する場です。詳しくは （https://webyoko.com/bunkasai/）

・事務局（文化祭全体の企画、広報、各種イベントなど）
・展示部門（写真や絵画など）　・舞台部門（ダンスや演奏など）

（参考）第23回「都筑の未来へ 七色のかけ橋」
　　　第22回「笑顔の花咲く都筑の文化」

❶区民文化祭の企画から参加してみませんか。
　ボランティアスタッフ募集

❷「わ（輪、和など）」をテーマにしたキャッチフレーズを募集します。
　＊採用者には記念品を差し上げます。

地域力推進担当　 948-2474　 948-2239

第七回 都筑区自治会町内会
川柳コンクール受賞作品決定
　区内の自治会町内会の活動をＰＲするため、都筑区連合町内会自治会で
は「都筑区自治会町内会 川柳コンクール」を実施いたしました。全185
応募作品の中から、受賞作品を下記のとおり決定いたしました。多数のご
応募、ありがとうございました。

「あいさつと　笑顔のリレー　回覧板」
最優秀賞　都筑区連合町内会自治会長賞

優秀賞　都筑区長賞

特別賞

「見守り隊　あっと言うまに　見守られ」

「登下校　はじける笑顔に　あすを見る」
「ゴミ拾い　見知らぬ人に　礼言われ」
「自治会です　間違えないで　ジジ会と」

（男
お ま た

全 昇
のぼる

さん）

（小
こ や ま

山 茂
しげる

さん）

（川
か わ く ぼ

久保 静
し ず お

夫さん）

（河
か わ の

野 みち子
こ

さん）

（長
ながしま

嶋 和
か ず み

美さん）

都筑区版エンディングノート
「わたしのみちしるべ」が完成しました

　エンディングノートとは、これまでの人生を振り返り、ご自身の思いをま
とめ、今後のライフプランを考えるためのノートです。ご自身の未来を考
えるきっかけに、エンディングノートをご活用ください。

4月1日（月）～配布
●高齢・障害支援課（区役所２階２１番窓口）　●区内地域ケアプラザ

　　 ●都筑区社会福祉協議会　　※使い方やポイントを説明してお渡しします。

5月14日（火）14時～16時
区役所6階大会議室
100人
4月11日9時から

 ■「わたしのみちしるべ」書き方講座を開催します

高齢支援担当　 948-2306　 948-2490

高齢障害介護事務係　 948-2301　 948-2490
　 こども家庭支援担当 　 948-2321　 948-2309
　 子育て事務係         　 948-2320　 948-2309

4月1日（月）から受付窓口が変わります

高齢･障害支援課 に変更こども家庭支援課

●愛の手帳 ●身体障害者手帳 ●補装具 ●日常生活用具

●有料道路通行料金の割引 ●福祉特別乗車券 
●福祉タクシー利用券の受付･交付

●特別児童扶養手当 ●障害児福祉手当 
●神奈川県在宅重度障害者等手当

●障害があるお子さんの相談･手当やサービスの申請

こども家庭支援担当(２階24番)

子育て事務係(２階24番)

18歳未満

18歳未満

20歳未満

都筑区休日急患診療所（内科・小児科）
911-0088

10時～16時 ※9時30分～15時45分受付
牛久保西一丁目23-4（市営地下鉄センター北駅 徒歩8分）

ゴールデンウィーク中の急病時は…

診療時間
所在地

４月28日（日）～５月６日（祝）
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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

４月23日（火）午前・26日（金）午後
（所要時間：30分程度）
【対象】区内在住の人（乳幼児～思春期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 ４月２３日（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 ４月１１日・１８日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 ４月２５日、５月９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9月ごろ出産予定の人
→５月１７日・２４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夫（パートナー）50組先着
５月25日(土)
９時３０分～１１時３０分(９時１５分受付開始)

【申込み】４月25日８時45分から

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

４月１６日（火） 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●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

５月21日（火）午前→４月１6日～５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。

【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

４月１１日・１８日・２５日、５月９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

４月26日（金）午後、５月14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

４月26日（金）午後、５月14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

原則毎月第２金曜午前
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。

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 ４月15日(月)

■よんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊のみなさんが絵
本コーナーで読み聞かせをします。

4月20日(土)10時30分～12時／
■くまさんのおはなし会(5月)

5月9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

4月25日から か
■4月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。

4月17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。
■新学期、読んでみようこんな本
市立図書館がおすすめする子どもの
本を展示。

4月19日(金)～5月19日(日)／

ママ・パパと赤ちゃんのための
健康講座（2日間で1コース）

ママ・パパ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

①5月10日（金）・②21日（火）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加賀原地域ケアプラザ

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

４月11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

おひさま広場
保育園の園庭で遊びましょう！初回無
料、予約不要です。
４月８日(月)～／
　みどり保育園：10時～15時
　茅ケ崎南保育園：
　　10時30分～15時30分　
５月７日(火)～／
　大熊保育園：10時30分～12時30分
　中川西保育園：10時～12時
　茅ケ崎保育園：10時～12時

こども家庭支援担当　
948-2472　 948-2309

中央図書館サービス課　 262-0050　 231-8299

移動図書館「はまかぜ号」が都筑区に！

2019 年

４月 12日・26日
５月 10日・24日
６月 ７日・21日
７月 ５日・19日
８月 ２日・16日・30日
９月 13日・27日

2019 年
10月 11日・25日
11月 ８日・22日
12月 ６日・20日

2020 年
１月 10日・24日
２月 ７日・21日
３月 ６日・20日

10時～10時40分
東山田地域ケアプラザ／

●平成31年度スケジュール ※いずれも金曜

広報相談係　 948-2221～2223　 948-2228

日々の暮らしのお悩みは
区役所の無料特別相談へ
　「突然、相続手続をすることになったけれど知識が無くて不安」「貸した
お金を返してもらえない」など、お困りのことはありませんか。
　区役所では、８つの分野の専門家が無料で相談をお受けします。相談内
容はもちろん、相談したこと自体も守秘義務により守られますので、安心
してご利用ください。

種類／予約方法 相談日※1 相談できる内容（例）

法律相談※2
予約は1週間前の9時から

か10時から
火曜 債務整理や離婚、相続、労働などの法

律問題全般を弁護士に相談できます。

司法書士相談※2
予約は1週間前の9時から

か10時から
第2金曜

土地・建物の登記、140万円以下の金
銭の貸し借りなどを司法書士に相談で
きます。

税務相談※2
予約は1週間前の9時から

か10時から

第2水曜
（2・3月
は休み）

所得税や相続税、贈与税、税控除、確
定申告などを税理士に相談できます。

行政書士相談
随時予約受付

第1・3
金曜

役所への申請･届出や会社設立、相続、
各種契約書の作成などを行政書士に
相談できます。

民事調停相談
随時予約受付

偶数月の
第1水曜

お隣さんとの騒音や境界の問題など、
当事者間で解決しにくい問題を調停委
員に相談できます。

公証相談
随時予約受付 第2木曜

遺言や任意後見、慰謝料の支払いなど
に関する書類の書き方を公証人に相談
できます。

交通事故相談
予約不要 第4水曜

交通事故の示談の方法、保険金の請
求、賠償金の計算などを経験豊富な相
談員がアドバイスします。

行政相談
予約不要 第4金曜

行政相談委員が、中立の立場で行政な
どへの意見や要望をお聞きし、行政の
制度や運営の改善に生かします。

※1 相談時間は13時～16時、原則1人30分（交通事故相談のみ9時～12時も相談可）
※2 予約開始日が休庁日（祝日など）の場合は、前開庁日から受け付けます。
　　相談当日のキャンセルは、原則、同年度内のご利用をお断りします。

●市役所でも無料特別相談を行っています。
　詳しくは、市民相談室へ （671-2306）

都筑区 特別相談 検索

横浜市 無料相談 検索
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 4月30日（祝）

行事は4月11日から か
※ はすべて市内在住・在勤・在学者
■初めての草木染め講座（全3回）
身近な植物で染め物体験／5月9日、6月
13日、7月25日の木曜10時～12時／
10人 ／各回2100円 ●
■花育講座
　「ハーブのハンギングバスケット」
季節の花材をハンギングバスケットに植
えてみよう!／5月11日（土）14時～15
時30分 ／ 小学3～6年生10人 ／
1800円 ●
■�わんぱくホリデー�おもしろ科学たん
けん工房「地震はなぜ起こるのだろう
か？」

実験と工作を通して楽しく科学を学びま
す／5月11日（土）13時30分～16時30
分／小学4年生～中学2年生32人 ／
700円

4月20日までに と ・ ・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 久

く ぼ た

保田へ （941-
2362）か （http://www.tankenkobo.
com/）
■はじめてのヨガ教室（全8回）
ヨガで心と体をリフレッシュしましょう!／
5月13日～7月1日の月曜10時～11時
30分／60歳未満の人20人 ／1000円

（全回分） ●
■おもちゃ病院
6月8日（土）10時～14時／幼児～小学
生と保護者、おおむね小学生以下の子が
使うおもちゃ36点  ※大人のみの参加
は不可／部品交換は実費負担

4月11日9時から か （市外の人は
4月12日から か ）
■楽しさ実感！みんなでウォーキング
5月10日（金）：崎陽軒工場見学含む、6月
20日（木）：サカタのタネ見学含む いず
れも9時20分～14時／50歳以上の人各
20人  ※どちらか1回の参加も可／各
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 4月8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
■�おはなし広場
読み聞かせやパネルシアター／4月25日

（木）10時30分～11時／
■�韓国語入門�（全4回）
5月16日・30日、6月6日・20日の木曜13
時～14時45分／20人 ／2000円（全
回分） ●
■�ワールドキッチン（1）韓国（参

さむ げ た ん

鶏湯）
韓国の家庭料理を韓国人から学び、地元
ではどのように食するのかなどの話を聞
く／6月8日（土）①10時～13時30分 ②
14時～17時30分（各回同一内容）／各
20人 ／各2200円 ●
■�つづき小麦の学校
都筑区産小麦を知ってもらう講座
①つづき小麦で作る初夏の青麦リース：
5月23日（木）10時～11時30分／10人

／1200円 ●  ②つづき小麦を食べ
よう！（小麦を使った料理）：6月9日（日）9

■�茶室利用申込み
5月～12月の茶室利用募集 ※詳細は事
前にお問い合わせください ●
■�楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎／5月8日（水）13時～15時／
女性15人 ／1500円 ●
■�親子でおにぎりを作ろう
4月28日（日）10時～13時／4歳以上の
子と親10組  ※1人の親に子ども2人
まで／1人500円（みそ汁付き） ●
■�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」／
4月15日（月）11時～11時30分／
■�体験！南京玉すだれ
4月20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／

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
■初夏の野鳥観察会
5月5日（祝）8時～11時／レストハウス集
合／300円 ●
■ゴールデンウィークの昆虫観察会
5月4日（祝）9時～12時／レストハウス集
合／300円 ●
■晩春の植物観察会
4月28日（日）9時～12時／レストハウス
集合／300円 ●
■里山保全体験
バラ花壇の手入れ／5月4日（祝）9時～
12時／ばじょうじ谷戸休憩所集合 ●
■田畑作業体験
ジャガイモ畑で追肥と土寄せを体験／5
月4日（祝）13時～16時／ばじょうじ谷戸
休憩所集合 ●
■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／
4月28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（ばじょうじ谷戸窯）
5月11日（土）9時～12時：炭材作りと窯
詰め・18日（土）8時～17時：炭焼き・25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） ●

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

4月15日（月）休館日

■�親子の広場�「かもっこくらぶ」
①5月23日（木）10時30分～11時30分：
親子体操 ②6月3日（月）10時30分～11
時30分：小麦粘土で遊ぼう、パン焼き／
未就園児と親各15組 ／各1組300円

開催日の1か月前の10時から か

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

行事は4月12日から か
要問合せ

■母の日フラワーアレンジメント教室
講師：井

いのうえ

上 英
え

理
り こ

子。4作品の中から1つ選
択／5月4日（祝）10時～12時／16人  
※大人、親子の参加可／各1500円 ●
■こどもアート教室（全５回）
講師：柏

かしわざき

崎 久
ひ さ

恵
え

／５月18日、６月22日、
７月20日、８月10日、９月21日の土曜10
時～12時（7月20日は13時～15時）／
幼児～小学生16人  ※未就学児は保

時30分～11時30分／16人  ※子ど
ものみの参加は小学3年生以上／大人
800円、子ども400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 4月8日（月）

行事は4月11日9時から か10時
から
■�朝活!ビューティコアトレーニング1期
（全6回）

5月15日～6月19日の水曜9時30分～
10時30分／女性20人 ／3600円（全
回分） ●
■�かわりばんこ保育でママが楽しむ
　陰ヨガ前期（全8回）
5月22日、6月5日・19日、7月3日、9月
11日・25日、10月9日・30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 ／1組4200円

（全回分） ●
■�おもちゃの病院
5月11日（土）10時～14時／幼児と保護
者、おもちゃ18点  ●
■�将棋入門講座前期（全5回）
5月26日～9月22日の毎月第4日曜9時30
分～11時30分／小学生以上10人 ／
4000円（全回分） ●
■�ジュニア体操前期（全8回）
6月18日～7月16日、9月3日～17日の
火曜15時30分～17時／3歳～未就学
児30人 ／4000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
 kitayamata@tsuzuki-koryu.org

休館日 4月8日（月）

行事は開催日の1か月前から か
■世界のDining（4）
皮がパリッ!簡単ベーコンエピ作り／5月
24日（金）9時30分～13時／16人 ／
1500円 ●
■お父さんとチャレンジ・クッキング
6月2日（日）9時30分～13時／小学生と
父9組（18人） ／1組1500円（兄弟参
加の場合750円追加） ●
■骨盤体操&ストレッチ（全6回）
5月17日・31日、6月7日・21日、7月5日・
19日の金曜10時～11時15分／20人

／3000円（全回分）
4月17日から か か、 ・ を

明記し

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 4月8日（月）・22日（月）

行事は4月11日から か
要問合せ

■�イキイキこどもデー
竹細工、ゲームなど／5月5日（祝）11時～
14時（①10時～：子どもそば打ち ②11
時～、13時～：子どもお茶会）／①小中学
生32人  ②5歳～中学生各15人 ／
①500円 ②各500円 ●
■�古典芸能に親しもう
謡曲・仕舞などの見学／5月6日（祝）13
時～16時／
■�はぎれ草履講習会
5月19日（日）9時～12時／12人 ／
800円 ●

護者同伴／1500円（全回分）、材料費１回
300円 ●

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

■�川和さんぽと本格的茶室体験
八
はちまん

幡神社を散策後、「山
さんめい

鳴庵
あん

」で薄茶体験／
4月29日（祝）9時～12時30分／10人 ／
800円（茶室体験）　 

前日までに か か、 を明記し
■�ベビーヨガ&ラフターヨガ（全5回）
5月13日～7月8日の隔週月曜13時30分～
14時30分／3～9か月くらいまでの子と親
8組 ／1組1500円（全回分）

前日までに か か、 と子の
・月齢を明記し
■�男の健康体操教室（全5回）
5月15日～7月10日の隔週水曜10時～
11時15分／20人 ／1500円（全回分）、
1回400円

前日までに 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

行事は講座開催日の1か月前から
か ／ 要問合せ

■初めてのリトミック（全4回）
5月13日～6月24日の隔週月曜 ①10時～
10時45分 ②11時～11時45分／①6か月～
1歳6か月児と親 ②1歳6か月～3歳未満児と
親各10組 ／各1組1200円（全回分） ●
■健康アップ！エクササイズ（全5回）
5月17日・31日、6月7日・21日、7月5日
の金曜14時～15時／15人 ／1500円

（全回分） ●
■英語で遊ぼう!�（全6回）
5月8日～7月17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1～3年生12人  ②幼稚
園年中・年長児12人 ／各2000円（全
回分） ●
■産後ママと赤ちゃんのヨガ（全5回）
5月8日～7月3日の隔週水曜 ①10時～
10時45分 ②11時～11時45分／①3～
9か月児と母10組  ②10か月～1歳6か
月児と母8組 ／各1組1500円（全回分） 
●

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（3B体操）
首がすわったら参加できます／4月26日

（金）10時30分～12時／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

■たまりばフェスタ
模擬店、ゲーム、クラフト、パフォーマン
スなど／5月19日（日）10時～14時／
一部有料／
■おはなし会
ママと一緒にほっこりタイム／4月22日（月）
11時～11時30分／親子20組 ／

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

■おやこであそぼう!（全6回）
講師：田

た く ら

倉 薫
かおる

氏（表現バレエスタジオ主
宰）／5月16日・30日、6月6日・20日、7
月4日・18日の木曜10時30分～11時30
分 ※4月18日（木）は体験日／おおむね

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4月11日～5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。



●　　　　　　　　2019（平成31）年 4 月号　／　都筑区版10 都筑区版　／ 　　　　　　　 2019（平成31）年 4 月号　●11

※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※

1～3歳の子と親20組 ／1組3000円
（全回分）。体験日は別途1組500円

5月16日までに か
■おやこでオリエンテーリング
東山田の史跡めぐり／5月6日（祝）9時～
11時30分 ※雨天中止／小学生と保護
者20組 ／1人200円

4月21日までに ・性別・ ・子の
学年を明記し

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
ダンボールで遊ぼう／4月25日（木）10
時～11時30分／未就園児と保護者／
■童謡からポップスまで～みんなで歌おう～
4月26日（金）10時～11時30分／35人

／500円 ●
■「男

だ ん き

気会」～ポールウォーキング講座～
4月22日（月）10時～12時 ※小雨決行／
おおむね65歳以上の男性20人 ／200
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

■�1日サークル体験シリーズ��シニアの
からだに優しい健康体操～笑って楽し
く自立した生活をいつまでも～

ストレッチを中心に脳トレ体操や軽い筋トレ
など／5月14日（火）13時30分～15時／
10人

4月15日から か

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

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

事前に か

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

■くさぶえ祭り
くさぶえ製品の販売や出店、簡単な工作
体験など。ステージ発表もあります／5
月19日（日）10時30分～14時30分 
※ステージ発表は12時30分～／  
※当日の駐車場利用はできません

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 4月22日（月）

■�ワンデープログラム
各プログラムとも当日受付。開始30分
前から必ず本人受付（エアロキックボクシ
ングは15分前）。15歳以上（中学生不
可）。 動きやすい服装、室内シューズ（ヨ
ガは不要）、タオル。＊印は託児あり（事

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

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
 http://www.tuzuki-shakyo.jp/

 info@tuzuki-shakyo.jp

■�都筑区ふれあい助成金のお知らせ
市内で行われる非営利な地域福祉推進事
業や障害福祉推進事業の支援を目的とし
て『都筑区ふれあい助成金』を助成します。
※助成金の手引きは、3月下旬から区社
協窓口、区内地域ケアプラザ、区民活動
センターにて配布いたします。4月から区
社協 からダウンロードできます。

4月16日から22日までに

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
　 （登録制、1歳6か月～未就学児）は有料、
　申込みは 910-5724

休館日 4月22日（月）

■パパといっしょのひろば
紙ねんどで作る壁に飾れるこいのぼり。
汚れてもよい服装でお越しください／
4月13日（土）10時30分～12時／未就
学児と親30組 ／1組300円、別途材
料費50円／

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
4月14日・28日の日曜12時～12時40
分／
■�こどもの日イベント
　「ふわふわ帽子をつくろう」
5月5日（祝）10時～15時／未就学児は

前申込制、有料）。
フィットネスタイム

（1回500円、50分間。記載のないもの
は定員40人）

【火曜 4月2日～23日】
①ソフトエアロ／12時25分～（4月から
時間変更）

【水曜 4月3日～24日】
②＊エアロキックボクシング／9時～

【土曜 4月6日～27日】
③エアロビクスボクシング／10時～
④アロマヒーリングヨガ／11時～／15人
⑤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 4月2日～23日】
⑥バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 4月3日～24日】
⑦バレーボールタイム／19時15分～／
500円／24人

【金曜 4月5日～26日】
⑧金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 4月13日～27日】
⑨バスケットボールクリニック／小学生／
9時15分～
⑩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

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 4月23日（火）

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

【球技タイム】（記載のないものは75分間、
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～、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～、
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～
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
4月27日（土）／
・「おもしろいぞ!紙芝居」

保護者同伴／
■�市民のためのプログラム
　陶芸－スリップウェア（全5回）
講師：並

な み き

木 朱
あ か ね

子（陶芸家）／5月24・31
日、6月14・21日、7月5日の金曜13時
30分～16時／中学生以上20人  
※ あり／1万3000円（全回分、材料
費、焼成代含む）

5月3日までに か、 ・ ・
を明記し か  ※締切後定員に満た
ない場合は先着順で か か

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
■親子で楽しむ「春のおはなし会」
4月26日（金）①10時15分～10時40分 
②11時10分～11時35分／0～1歳の子
と親 各12組  ●
■あつまれ～!2歳児&3歳児元気っ子♪
5月28日（火）10時～12時／2歳～未就
学児／
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
5月11日（土）・22日（水）いずれも10時
30分～11時30分／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
4月20日（土）10時30分～11時30分／
未就学児と家族5組  ●
■じっくり相談
専門相談員による子育て相談／5月11
日・18日・25日の土曜10時～16時／未
就学児と家族  ●
■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／4月20日（土）10時～
16時／未就学児と家族／
■公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎／4月25日（木）10時30
分～12時（10時10分ポポラ出発） ※雨天
中止／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

　1999年4月24日、よこはま動物園ズーラシアは「生命の共生・自然との調和」
をメインテーマに掲げ、「世界一周の動物旅行」ができる動物園として開園しまし
た。そして20周年を迎える今日、緑あふれる園内で世界中の野生動物と出会い
ながら、自然環境と人間との関係を楽しく学べる場となり、国際的にも高い評価
を得るまでに育ちました。これもひとえに、多くの来園者な
らびに関係者の皆さまのご支援とご協力のおかげであると
心より感謝しています。
　さらなる未来に向けて、ズーラシアが来園者にとっても動
物たちにとっても楽しく幸せな時間を過ごせる場となるよう
に、そして生物多様性と地球環境の保全に貢献できる場で
あり続けるように、スタッフ一同、努力を重ねていきます。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。

よこはま動物園ズーラシア 開園20周年を迎えるにあたって

よこはま動物園ズーラシア ５月７日（火） ※4月は無休
959-1000 959-1450 〒241-0001  旭区上白根町1175-1

よこはま動物園
ズーラシア園長

村田 浩一
むらた こういち

休園日
ズーラシア 検索
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小松菜は洗って、茎と葉を１ｃｍくら
いに切っておく。ボウルに卵を割り
入れ、塩と砂糖を入れて混ぜておく。

干桜えびはフライパンで乾煎りし、
小松菜は油で炒め、あら熱をとった
後卵のボウルに加えて混ぜる。

フライパンに油を熱し、　のボウル
の卵を1/3流し入れ、少し固まったら
丸め、残りの卵を入れて、完全に火
が通るように巻きながら焼く。形を
整えて冷めてから食べやすい大き
さに切る。

作り方材料（１本分）
小松菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１株
干桜えび・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ｇ
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３個
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１/３
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ２
油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

（荏田南・渋沢地区ヘルスメイト）

小松菜と桜えびの卵焼き
1本分 エネルギー／280kcal  塩分／2.6g  カルシウム／278mg

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

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３回は、手作り「大根のはりはり漬け」を紹介します。

　はりはり漬けとは、干した大根を刻ん
で酢としょうゆに漬けたものです。こちら
のはりはり漬けを作るのは、地域の人々
の健康づくりを支援したいという思いか
ら、農薬不使用の採れたて野菜を手作業
で丁寧にお客さまに提供する都筑ハー
ベストです。
　都筑ハーベストが作るはりはり漬けは、試食した人は皆さん購入するとい
う自慢の商品で、食卓の一品として毎日でも楽しんでもらえればとのこと。
　販売所では、はりはり漬けのほかに、ルッコラなどの野菜の直売やスイー
トポテトなどの販売も行っておりますので、こちらも是非お試しください！

毎日食べたい大根のはりはり漬け

毎週金曜10時～14時30分
945-7174

※

※地元で採れた農畜産物

桜エビの香りが立つくらいに
乾煎りしましょう！

　横浜ビー・コルセアーズの田渡選
手・ハンター選手が実演する「座って
できるストレッチ」を区役所２階保険
年金課待合スペースにおいて常時
放映しています。
　このストレッチに、地域のイベント
などさまざまな機会で取り組んでい
ただけるようＤＶＤを作成し、貸出を
行っています。

YouTubeでも
ご視聴いただけます

保険係 ９４８-２３３８ ９４８-２３39

都筑区役所、
センター南駅コンコースで
販売中

たわたり

◆第18回　花散歩フォトクラブ写真展
4月12日（金）～18日（木）10時～16時

（12日は11時～）／区総合庁舎１階区民
ホール／

花散歩フォトクラブ 野
の ぐ ち

口　 ・ 945-
2856　 nogutizu@cap.ocn.ne.jp
◆ムジカ・パストラーレ
　カジュアルコンサート2019
指揮：直

な お い

井 大
だいすけ

輔、ソプラノ：阿
あ べ

部 祥
しょうこ

子、テ
ノール：新

に い つ

津 耕
こう

平
へい

。オッフェンバック「天国
と地獄」より ほか／4月14日（日）14時～

（13時15分開場）／都筑公会堂／600人
 ※未就学児も可／
森
もりしま

島　 941-6229
◆第13回　都筑区詩吟発表会
4月20日（土）9時30分開場／横浜市歴
史博物館講堂／100人 ／

都筑区詩吟協会　馬
ば ば

場　
080-2036-0382　 941-8636

◆第48回　都筑囲碁大会
４クラス別に対戦、成績優秀者は市大会
に推薦／４月21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（女性と高校生以下は1000円）
※昼食付き／

間
ま ち

地　 050-5885-5349
◆くろがねキッチン～鉄板天国B～
6月9日（日）10時30分～14時／くろが
ね青少年野外活動センター／小学生と
その家族40人 ／ 要問合せ

4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

◆“トーンチャイム”を演奏してみませんか
毎月第1・3木曜10時～12時／中川駅周
辺 ※詳しくは要問合せ／月500円

都筑区囲碁連盟　曾
そ ぎ

木　 090-6943-
9310　 hsogi@m05.itscom.net
◆「横浜国際プールのツツジとベルリンの
　壁」ガイドと共につづきを歩こう　№48
4月27日（土）９時～９時30分受付　市営
地下鉄北山田駅前集合 ※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（保護者同伴の中
学生以下200円）

4月20日までに参加者全員の ・
・この催しを何で知ったかを明記し

（http://tzkgd.com/）か （ 〒224-
0029　南山田二丁目24-6-717「都筑
をガイドする会」№48　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

◆川和高校OB吹奏楽団
　第24回定期演奏会
曲目：交響曲第9番『新世界より』全楽章（ド
ヴォルザーク）、交響組曲『パイレーツ・オ
ブ・カリビアン』、ニューヨーク・ニューヨー
ク、ウィーアー、天国の島 ほか／5月2日

（祝）14時30分～（14時開場）／都筑公会
堂／

ハーモニーベル 寺
て ら だ

田　
090-1462-8649

◆着付けサークル会員募集
初心者向け／毎月２回（水曜）9時45分～
11時45分／都筑公会堂ほか／女性20
人 ／月1000円

着付けサークル「装
よそおい

」  松
まつくら

倉
944-0375

◆中国語サークル会員募集
ネイティブスピーカーの先生と一緒に中
国語の実践力をアップ／毎月第1・3日曜
10時～13時／つづきMYプラザ／10
人 ／月4000円

渡
わたなべ

辺　 090-5771-8504　
w.-.12-09.miao-@docomo.ne.jp

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※


