
　2017年に都筑区、横浜
ビー・コルセアーズ、都筑区連
合町内会自治会の３者で『ホー
ムタウン活動の協力に関する
基本協定』を締結しました。

都筑区と
横浜ビー・コルセアーズ

　バスケットボールの競技経験やイベント運営などの経験は問いま
せん。登録はビーコルＷEBサイトもしくはメール、電話で受け付けて
おります。都筑区そしてバスケットボールを盛り上げて行きたい人！
応募お待ちしております！

ボランティアを始めたきっかけは？
会場設営の臨時ボランティアへ参加したことが最初のきっかけです。家も近いですし、プロスポーツ
の裏側を見てみたいと思い軽い気持ちで始めました。
ボランティアクルーに参加して良かったことは？
週末に体を動かす機会がなかったので、生活にメリハリができました。いろいろな世代の人との作業で、
今までにない経験ができるようになりました。また、私生活でも仲間とバスケットボールを始めました。
これからボランティアを始めたい人に一言
女性も男性も、年齢にかかわらず気軽に始めることができます。会場設営はこれから試合が始ま
る期待感でワクワクします！一度体験して自分なりの魅力を探してみてください。ビーコルスタッフ
もとても親切に教えてくれます。楽しくやりましょう！

横浜ビー・コルセアーズ
ボランティアクルーの一日に密着！

9時 横浜国際プールに集合・全体ミーティング
タイムスケジュール（1日フル参加の場合）

１３時３０分 最終ミーティング
１３時３５分 会場の最終チェック
１６時 チケットの受付対応

２０時３０分 会場のごみ拾いなどの作業

２０時３５分 解散

９時５分 担当ごとにチームに分かれて会場設営

１１時 休憩
１２時 会場設営

１２時１５分 休憩（昼食）

　北山田にある横浜国際プールで開催される、
横浜ビー・コルセアーズのホームゲームは多く
のボランティアクルーに支えられています。
　横浜ビー・コルセアーズのボランティア活
動から地域のボランティア活動に目覚めた人
も多くいます。身近なプロスポーツの現場か
らボランティアを始めてみませんか。

ボランティアクルー

18時5分 試合開始
20時 試合終了

ホームゲームでいつも快適にプレーができるの
はボランティアクルーの皆さんのおかげです。選
手一同本当に感謝しています。勝利という結果
でしっかり恩返しができるよう、より一層頑張りま
す。ボランティアクルーの皆さんもビーコルファミ
リーです。皆で一緒に良い航海をしましょう‼

区民活動係　　948-2235　　948-2239問合せ

ボ ラ ン テ ィ ア ク ル ー 募 集 ！

設営のみ（朝～14時30分ごろ）や運営から
（14時30分～20時30分ごろ）などの参加も大歓迎です！

　　　　  2018年4月1日時点で、満16歳以上の人
　 https://b-corsairs.com/crew/　　 507-4544
　 crew@b-corsairs.com（横浜ビー・コルセアーズ 福永宛）

ふくなが

参加資格

横浜ビー・コルセアーズ
ボランティア担当
斎藤さん（右）
福永さん（左）

さいとう

田中 茂雄さん
（会社員 東山田在住）

たなか　 しげお

＃２５ 竹田 謙 選手
たけだ けん

ホームアリーナ横浜国際プールで
活動中のボランティアクルーの皆さま

横浜ビー・コルセア
ーズ

ホームタウン都筑
！

◆ 区の人口・・・・・・211,583人（前月比33人増）
◆ 区の世帯数・・・82,544世帯（前月比40世帯増）
※2019年2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 3 月号　●5
広報よこはま都筑区版

No.257
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  3月9日・23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）3月号

2019年
（平成31年）
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　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
ピックという2つの国際的なスポーツ大会が横浜でも開催されます。
区では大会を盛り上げるため、つづきMYプラザをはじめ区内の各施
設と連携し、昨年度からさまざまな取組を続けています。
　ここでは、今年度行われた取組を紹介します。これらの取組は
2020年まで継続する予定です。イベントのお知らせは広報よこはま
区版に掲載しますので、興味を持たれた人は、ぜひご参加ください！

　英国オリンピック・パラリンピック代表チームによる事前キャンプが、横浜市、
川崎市、慶應義塾大学で実施されます。横浜国際プールでは水泳競技の事前
キャンプが行われます。これを契機として、英国との交流を深め、スポーツをはじ
め文化・芸術、経済、教育などさまざまな分野において幅広く交流していきます。

　区では日本と英国、両国で盛んな『自然を生かす』文化をテーマ
としたイベントを開催しました。2018年10月19日に都筑民家園で
開催されたイベントにはドイツ、スペイン、インドなどの外国人も参
加し、交流が行われました。

　英国のコッツウォルズ地方で採れる石を台座に
した苔玉づくりを体験しました。苔玉の扱いに戸惑
う姿も見られましたが、講師の説明を受けて皆さ
ん上手に作っていました。会場にはコッツウォルズ
地方の石を使った、ドライストーンウォーリングと
呼ばれる英国式伝統工法によって作製された石積
みも展示されました。

　ボランティアのポイントは笑顔。相手を気に掛け
る優しさが重要です。ボランティアの笑顔で救われ
ることもあるので、笑顔で対応しましょう。

9月20日（金）～
　11月2日（土）

●“GO GB 2020”階段装飾を設置！

第32回オリンピック競技大会

英国代表チームが都筑区にやって来る！

日本とイギリス 文化の融合
コッツウォルズストーンと苔玉づくり

苔玉づくり
　主屋ではボタニカルアートの展示が行われまし
た。植物の構造を正確に捉え、余計なデザインを
加えず写実的に描くことがポイントという、平井さ
んの説明を熱心に聞いていました。写生のデモン
ストレーションも行われ、参加者は真剣に見入って
いました。

ボタニカルアート（植物画）
　茶室 輪亭では茶の湯を通じて参加者同士が交流
を深めました。秋を感じる茶室での「茶の世界は季
節を大切にする。その考えは茶器にも生かされてい
る。」という横山さんの言葉が印象的でした。正座に
慣れていない参加者も、本格的な茶の湯を体験し
ました。

　横浜では、決勝戦に加え、準決勝２試合、プール戦４試合の計７試合が
開催されることになりました！全世界注目の激闘が繰り広げられます。

　英国オリンピック代表チーム（Team GB）、英国パラリンピック代
表チーム（ParalympicsGB）をお迎えするため、市営地下鉄グリー
ンライン北山田駅から横浜国際プールへと向かう大階段に、英国を
応援するメッセージ“GO GB”（がんばれ、英国）を設置しました。

◀ボランティア体験！

パ ラリンピックの魅力を知る

　横浜シーサイドトライアスロン大会のボランティア活動に参加しました。台風が近
づくなか、ボランティア経験のない参加者も多く、集合時には不安な表情を浮かべ
ていましたが、活動が始まるとチームワーク良く、工夫しながら作業を進めていまし
た。大会終了時には晴れ間も見え、最後は明るい笑顔で終えることができました。

　「パラスポーツは楽しい」と思ってもらう講座
を目標にしました。障害の程度や種別にもより
ますが、基本的にできることは自分でやっても
らうことというスタンスが良いと思います。もし活動中に障害のある人と対
面した時、何をしたらよいか分からなかった場合は、直接本人に聞いてみ
てください。助けが必要なら必要と言ってくれると思います。こうした経験を
重ねることで障害のある人との距離感が分かってくると思います。

参 加する喜びを知る

　座談会を通じて、「三者三様の話が聞けて
良かった。ボランティアにはさまざまな形がある
ことが理解できた。」といった感想から、「一歩
踏み出して、自分からボランティアに関わって
いく場を考えていきたい。」、「ボランティア経
験の差は笑顔で埋めていきたい。」といった積
極的な意見が聞かれました。具体的なボラン
ティアのイメージを共有し、参加された皆さん
のモチベーションもさらに高まったようでした。

ス ポーツボランティアを知る

　日本でスポーツを文化として根付かせるに
は、まだまだ多くの努力が必要です。文化とし
てのスポーツを発展させるには、選手だけでな
く、ボランティア活動もボランティアの活動環
境を整えることも大変重要です。私自身も伴
走ボランティアなどで、ゴールの感動を選手と
分かち合うこともあります。この感動は何物にも代え難いものです。ぜ
ひボランティアに参加してスポーツ文化の発展に協力してください。

本 物の笑顔を知る

　「ボランティアwithスマイル」と題された講
義では笑顔の作り方、本物の笑顔のための
気持ちの作り方などを学びました。口角を上
げることを意識した笑顔のペアワークは皆さ
んとても熱心に取り組まれていました。あご
の角度で目線が変わり、それが表情に影響するという気付きもありました。

バレーボールのブラジル代表としてオリンピックに２回出場し、
３年間日本のチームでも活躍しました。

講座参加者による検討会も継続しています！▶
　昨年度の講座後に発足した事後会も２年目を迎えました。
次年度の開催に向け企画案を検討しています。

●区民まつりで英国ホストタウンをＰＲ！
　都筑区民まつりに、英国代表チームの事前キャンプ
地となる慶應義塾大学のKEIO 2020 projectの学生
に協力をいただきPRブースを出展しました。英国の紅
茶や紹介パネルなどでホストタウンをＰＲしました。

●ラグビーワールドカップPRブース出展
　日本代表対ジョージア代表戦のパブリックビューイン
グが区内で開催されました。区もラグビーワールドカッ
プへの取組を紹介したビデオの上映、ラグビーの歴史
やクイズを紹介したパネル展示を行いました。

●ボツワナ共和国のホストタウンに登録！
　2018年８月31日に区とゆかりの深いボツワナ共和
国の東京2020大会ホストタウンとして横浜市が登録さ
れました。東京2020大会では、ボツワナ代表選手の活
躍にも注目しましょう！

市での実施競技：野球・ソフトボール競技（横浜スタジアム）、
　　　　　　　  サッカー競技（横浜国際総合競技場）

茶の湯

主催：つづきＭＹプラザ・都筑区役所　協力：都筑民家園

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～
　国際的なスポーツ大会で重要な役割を担うボランティアについて、2018年8
月7日～9日の３日間にわたりさまざまなテーマで講義が行われました。主体的
に活躍できるボランティアを目指し、パラスポーツや笑顔のおもてなし、ボラン
ティア経験者を交えた座談会など、多様な視点で学べる講座を開催しました。
主催：つづきＭＹプラザ・都筑区役所

日本スポーツボランティア・アソシエーション
宇佐美 彰朗 理事長

東京2020大会 日本男子ビーチバレー
マリア・イザベル　テクニカルディレクター

イメージアップコンサルタント　小笹 陽子さん

桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部
田中 暢子 教授

英国伝統石積認定資格取得者
岸 聡志さん

植物画家　平井 尚子さん 表千家 教授　横山 見さん

国際スケート連盟審判員　山田 登美子さん
長野五輪通訳ボランティア　杉浦 美佳さん
相模原市オリンピック事前キャンプボランティア経験者
根本 ケイコさん（ブラジル国籍）らを招いた座談会

プール戦
プール戦
プール戦
プール戦
準決勝1
準決勝2

決勝

9月21日（土）
9月22日（日）

10月12日（土）
10月13日（日）
10月26日（土）
10月27日（日）
11月2日（土）

18時45分
16時45分
17時15分
19時45分

17時
18時
18時

ニュージーランド v 南アフリカ
アイルランド v スコットランド
イングランド v フランス

            日本 v スコットランド
準々決勝１勝者 v 準々決勝２勝者
準々決勝３勝者 v 準々決勝４勝者

決勝
※プール戦…決勝トーナメント進出をかけたグループ（プール）内での対戦

TM©Rugby World Cup
Limited2015

カテゴリー
●横浜国際総合競技場での試合スケジュール

日付 キックオフ 対戦カード

2020年7月24日（金）～8月9日（日）の17日間

東京2020パラリンピック競技大会
2020年8月25日（火）～9月6日（日）の13日間

季節の考えを取り入れた茶器

第16回世界女子ソフトボール選手権で
来日されたボツワナチームと応援の皆さん

石積みの展示

948-2235 948-2239区民活動係問合せ

きし さ と し

ひ ら い な お こ よこやま まみゆ

たなか の ぶこ う  さ  み あきお

こささ ようこ

やまだ

すぎうら

ねもと

み  か

と  み  こ

特集

取組❶

取組❷

横浜国際プールでの英国代表チームとの交流の様子
英国代表チーム応援サイト「GO GB 2020」では、

事前キャンプの情報を随時発信中！

文化交流講座と国際理解講座の取
組を紹介したビデオはYouTube
横浜市公式チャンネル「Ci t y -
OfYokohama」で公開中です。

文化交流講座

国際理解講座

山田さん

杉浦さん

根本さんとの座談会

りんてい

ゴー   ジービー 
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を目標にしました。障害の程度や種別にもより
ますが、基本的にできることは自分でやっても
らうことというスタンスが良いと思います。もし活動中に障害のある人と対
面した時、何をしたらよいか分からなかった場合は、直接本人に聞いてみ
てください。助けが必要なら必要と言ってくれると思います。こうした経験を
重ねることで障害のある人との距離感が分かってくると思います。

参 加する喜びを知る

　座談会を通じて、「三者三様の話が聞けて
良かった。ボランティアにはさまざまな形がある
ことが理解できた。」といった感想から、「一歩
踏み出して、自分からボランティアに関わって
いく場を考えていきたい。」、「ボランティア経
験の差は笑顔で埋めていきたい。」といった積
極的な意見が聞かれました。具体的なボラン
ティアのイメージを共有し、参加された皆さん
のモチベーションもさらに高まったようでした。

ス ポーツボランティアを知る

　日本でスポーツを文化として根付かせるに
は、まだまだ多くの努力が必要です。文化とし
てのスポーツを発展させるには、選手だけでな
く、ボランティア活動もボランティアの活動環
境を整えることも大変重要です。私自身も伴
走ボランティアなどで、ゴールの感動を選手と
分かち合うこともあります。この感動は何物にも代え難いものです。ぜ
ひボランティアに参加してスポーツ文化の発展に協力してください。

本 物の笑顔を知る

　「ボランティアwithスマイル」と題された講
義では笑顔の作り方、本物の笑顔のための
気持ちの作り方などを学びました。口角を上
げることを意識した笑顔のペアワークは皆さ
んとても熱心に取り組まれていました。あご
の角度で目線が変わり、それが表情に影響するという気付きもありました。

バレーボールのブラジル代表としてオリンピックに２回出場し、
３年間日本のチームでも活躍しました。

講座参加者による検討会も継続しています！▶
　昨年度の講座後に発足した事後会も２年目を迎えました。
次年度の開催に向け企画案を検討しています。

●区民まつりで英国ホストタウンをＰＲ！
　都筑区民まつりに、英国代表チームの事前キャンプ
地となる慶應義塾大学のKEIO 2020 projectの学生
に協力をいただきPRブースを出展しました。英国の紅
茶や紹介パネルなどでホストタウンをＰＲしました。

●ラグビーワールドカップPRブース出展
　日本代表対ジョージア代表戦のパブリックビューイン
グが区内で開催されました。区もラグビーワールドカッ
プへの取組を紹介したビデオの上映、ラグビーの歴史
やクイズを紹介したパネル展示を行いました。

●ボツワナ共和国のホストタウンに登録！
　2018年８月31日に区とゆかりの深いボツワナ共和
国の東京2020大会ホストタウンとして横浜市が登録さ
れました。東京2020大会では、ボツワナ代表選手の活
躍にも注目しましょう！

市での実施競技：野球・ソフトボール競技（横浜スタジアム）、
　　　　　　　  サッカー競技（横浜国際総合競技場）

茶の湯

主催：つづきＭＹプラザ・都筑区役所　協力：都筑民家園

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～
　国際的なスポーツ大会で重要な役割を担うボランティアについて、2018年8
月7日～9日の３日間にわたりさまざまなテーマで講義が行われました。主体的
に活躍できるボランティアを目指し、パラスポーツや笑顔のおもてなし、ボラン
ティア経験者を交えた座談会など、多様な視点で学べる講座を開催しました。
主催：つづきＭＹプラザ・都筑区役所

日本スポーツボランティア・アソシエーション
宇佐美 彰朗 理事長

東京2020大会 日本男子ビーチバレー
マリア・イザベル　テクニカルディレクター

イメージアップコンサルタント　小笹 陽子さん

桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部
田中 暢子 教授

英国伝統石積認定資格取得者
岸 聡志さん

植物画家　平井 尚子さん 表千家 教授　横山 見さん

国際スケート連盟審判員　山田 登美子さん
長野五輪通訳ボランティア　杉浦 美佳さん
相模原市オリンピック事前キャンプボランティア経験者
根本 ケイコさん（ブラジル国籍）らを招いた座談会

プール戦
プール戦
プール戦
プール戦
準決勝1
準決勝2

決勝

9月21日（土）
9月22日（日）

10月12日（土）
10月13日（日）
10月26日（土）
10月27日（日）
11月2日（土）

18時45分
16時45分
17時15分
19時45分

17時
18時
18時

ニュージーランド v 南アフリカ
アイルランド v スコットランド
イングランド v フランス

            日本 v スコットランド
準々決勝１勝者 v 準々決勝２勝者
準々決勝３勝者 v 準々決勝４勝者

決勝
※プール戦…決勝トーナメント進出をかけたグループ（プール）内での対戦

TM©Rugby World Cup
Limited2015

カテゴリー
●横浜国際総合競技場での試合スケジュール

日付 キックオフ 対戦カード

2020年7月24日（金）～8月9日（日）の17日間

東京2020パラリンピック競技大会
2020年8月25日（火）～9月6日（日）の13日間

季節の考えを取り入れた茶器

第16回世界女子ソフトボール選手権で
来日されたボツワナチームと応援の皆さん

石積みの展示

948-2235 948-2239区民活動係問合せ

きし さ と し

ひ ら い な お こ よこやま まみゆ

たなか の ぶこ う  さ  み あきお

こささ ようこ

やまだ

すぎうら

ねもと

み  か

と  み  こ

特集

取組❶

取組❷

横浜国際プールでの英国代表チームとの交流の様子
英国代表チーム応援サイト「GO GB 2020」では、

事前キャンプの情報を随時発信中！

文化交流講座と国際理解講座の取
組を紹介したビデオはYouTube
横浜市公式チャンネル「Ci t y -
OfYokohama」で公開中です。

文化交流講座

国際理解講座

山田さん

杉浦さん

根本さんとの座談会

りんてい

ゴー   ジービー 
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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

3月14日（木）～20日（水） 自治会町内会パネル展 地域振興係 948-2231 948-2239
3月14日（木）～20日（水） 消費生活推進員活動紹介パネル展 地域振興係 948-2234 948-2239
3月22日（金）～28日（木） つづき人交流フェスタ 区民活動係 948-2238 948-2239
3月29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

マーク
の説明

 日時・期間　  会場　  対象・定員　  費用　  持ち物　  保育　  申込み　  問合せ　  郵便番号・住所　  氏名（ふりがな）　  電話（番号）　  ファクス（番号）　
 年齢　  往復はがき（返信名明記）　  返信用はがき持参　  はがき　  Eメール（アドレス）　  ホームページ　  窓口　  当日直接　  先着　  抽選　  要予約　

●  とある場合は、行事名（イベント名）・〒住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記載。 ● 料金の記載のないものは無料。 ● 詳しい内容は各問合せ先へお問い合わせください。

区役所への郵便物は
〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1　都筑区役所○○係（担当）へ

区役所からのお 知 ら せ

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

３月15日・29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 3月18日(月)

■�図書館はあなたを守りたい
自殺予防に関するパネルと関連資料を展
示します。

3月8日(金)～22日(金)／

区民活動センターから
休館日 3月18日（月）・21日（祝）
 948-2237　  943-1349

■�平成30年度都筑区市民活動
　合同成果発表会
30年度に区で市民活動の資金援助を受
けた団体が、成果発表を行います。
地域で活動している人や、これからグルー
プを作って活動を始めたいと考えている
人、役立つ情報やヒントがきっと見つか
りますので、ぜひご参加ください。

3月23日（土）9時30分～12時
区役所6階大会議室A／

「読みたい」×「もったいない」
リユース図書の募集

～ご家庭で不要になった子ども向け
図書の募集を行います～

区では、市民活動団体「つづきっこ読書
応援団（ＴＤＯ）」と協働で子ども向け図書
の寄付を募り、市立小学校や保育園など
に無償で配布する活動を行っています。
今年度は約1200冊の図書を18小学校
へ配布しました！

3月24日（日）10時～15時
区総合庁舎１階図書館入口／
資源化推進担当　
948-2241　 948-2239

Ｙナース
（横浜市災害支援ナース）募集

市では､災害時の医療救護活動を支援し
ていただける看護職を募集しています｡

【Yナースって何？】
大震災発生時に、あらかじめ登録された
医師、薬剤師、市職員とともに、横浜市防
災計画に基づく「医療救護隊」として活動
する看護職のことです。主に負傷者の対
応やトリアージなどの医療救護活動を行
います。
●登録資格
市内在住または在勤の保健師・助産師・看
護師・准看護師の有資格者で、大震災な
どの災害が発生した時に、区内の仮設救
護所などで活動できる人。
※ただし、病院勤務などで災害時に職場
参集することになっている人は原則除き
ます。
●登録方法
登録申込票を窓口（２階23番）へ持参ま
たは郵送。
※登録申込票は からもダウンロードで
きます。

事業企画担当　
948-2344　 948-2354

新治恵みの里　
トウモロコシ作り教室(全４回)

農家に教わる栽培体験。最後に採りたて
の甘いトウモロコシの釜ゆでを味わいます。

4月27日：種まき、5月25日：追肥・土
寄せ、6月15日：花粉付け・電気柵張り、
7月13日：収穫・釜ゆで　
いずれも土曜10時30分～12時30分
※7月13日のみ9時～11時
※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）20組程度  ※１回目に必ず
参加できる人

１組3500円（収穫したトウモロコシ
８本付き、保険代含む）

3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  Yナース 検索

土地担当　 948-2265　 948-2277
　 家屋担当　 948-2270　 948-2277

「線引きの見直し」に係る
固定資産税・都市計画税の変更について
　2018年３月の都市計画変更「線引きの見直し」に伴い、市街化調整区域
から市街化区域に編入された固定資産（土地・家屋）については、平成31
年度から新たに都市計画税が課税されます。また、生産緑地以外の農地
は、市街化区域に所在する土地として評価が見直されます。変更後の税額
は、４月に発送する納税通知書でご確認いただけます。詳しくは下記担当
までお問い合わせください。
　なお、ご来庁いただく際は、運転免許証など所有者ご本人であることを
確認できるものと納税通知書をお持ちください。

環境衛生係　 948-2358　 948-2354

犬の登録と予防注射はお済みですか？
　生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、飼い犬の登録

（生涯1回）と、狂犬病予防注射（毎年1回）を犬に受けさせ届け出る義務
があります。
　お近くの動物病院または下記出張会場で狂犬病予防注射を受け、注射
済票の交付手続を行ってください。

受付時間  午前：10時～12時／午後：13時30分～15時

動物病院で狂犬病予防注射を受ける場合の手続きは？
　市の委託を受けている登録動物病院の場合は、注射の際「交付申請書」を
お持ちいただくと、その場で注射済票の交付を受けられます。
※注射料金については各動物病院に直接お問い合わせください。
　その他の動物病院で注射を打ち、ご自身で手続きする場合は、動物病院か
ら発行される「狂犬病予防注射済証明書（原本）」と「交付申請書」、手数料（1頭
につき550円）を持って、生活衛生課窓口（2階25番）で手続を行ってください。
　なお、市の委託を受けている登録動物病院一覧は、お知らせに同封された
リストもしくは動物愛護センター でご確認ください。

●狂犬病予防注射済票交付申請書（登録済の犬のみ。３月中旬ごろ郵送の予防
注射のお知らせに同封） ※注射当日に問診票部分を記入してからお越しください。
●1頭につき3600円（注射料金3050円＋注射済票交付手数料550円）の費用
※未登録の犬の場合は、別途登録手数料（3000円）が必要です。

・事故防止のため、犬をしっかりと押さえられる人が連れてきてください。
・犬の状態によっては、獣医師の判断により注射ができない場合があります。
・荒天の場合は、出張会場での注射を中止することがあります。
・各会場には駐車場がありません（区総合庁舎を除く）。また、区総合庁舎駐車場
は、混雑する場合があります。時間に余裕をもって会場へお越しください。

●平成31年度　狂犬病予防注射出張会場日程
実施日 受付時間 会場名（所在地）

4月9日(火)
午前 山田富士公園〈北山田公民館の向かい〉（北山田一丁目4）
午後 東山田公民館（東山田町1300）

4月10日(水) 午前 川和八幡神社（川和町2388）

4月18日(木)
午前 池辺町杉山神社（池辺町2718）
午後 佐江戸会館　駐車場（佐江戸町2020）

4月20日(土)
午前 区総合庁舎駐車場側（茅ケ崎中央32-1）　

※受付時間にご注意ください午後

4月22日(月)
午前 大熊町公民館（大熊町497）
午後 東方天満宮（東方町1275）

4月26日(金)
午前 区総合庁舎駐車場側（茅ケ崎中央32-1）

※受付時間にご注意ください午後

※注意事項※

Q
A

横浜市動物愛護センター 検索

必要な物
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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

エイズ・梅毒検査
予約制

3月28日（木）9時～9時30分
【受付】区役所1階健診室内7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

3月22日（金）午後
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

3月22日（金）午後
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。

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

3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 3月19日、4月9日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 3月28日（木）12時～13時30分受付
3歳児 3月14日、4月4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8月ごろ出産予定の人
→4月5日・12日・19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

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

3月11日（月） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

3月27日（水） 乳幼児▶9時30分～10時30分
妊産婦▶9時10分

【対象】０歳児～未就学児、妊婦、産後1年未満の女性
【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 3月18日(月)

■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。

3月16日(土)
10時30分～12時／
■くまさんのおはなし会（4月）

4月11日(木) ①10時～10時25
分 ②10時45分～11時10分

①0・1歳児と保護者 ②2・3歳児と
保護者 各10組

3月28日から か
■3月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。

3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。

都筑区選挙管理委員会　 948-2215・2216　 948-2209
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/soumu/toukei/top.html

4月7日（日）は統一地方選挙が
行われます（市会・県会・知事）

「投票のご案内」を世帯ごとに、ひとつの封筒に同封して郵送しますので、
ご自分の「投票のご案内」をお持ちください。窓口での受付が早くなります。

　投票日に仕事やレジャーなどの用事で、投票所に行けないと見込まれる人
は、期日前投票制度をご利用ください。「投票のご案内」が届きましたら、裏面
に「請求書兼宣誓書」（期日前投票の際に必要）を印刷していますので、ご記入
の上、お持ちいただきますとスムーズに受付ができます。（「請求書兼宣誓書」
の用紙は期日前投票所にも用意しています。）
　区内の2か所で期日前投票ができます。投票期間・時間が異なりますので
ご注意ください。

　今回の統一地方選挙では、前回の衆議院選挙から区内６か所の投票所が変
更となり、従来の投票所に戻ります。
　投票日当日は投票所をお間違えのないよう、よろしくお願いいたします。

　公職選挙法の改正により、投票所内に入ることができる子どもの範囲が拡
大され、18歳未満のお子さまを連れたままでも投票所内に入れるようになり
ました。

※3月22日（金）～29日（金）までは神奈川県知事選挙のみの投票が可能です。

期日前投票所 投票期間 投票時間
区役所６階大会議室
茅ケ崎中央32-１

（市営地下鉄センター南駅徒歩６分）
3月22日（金）～
4月6日（土）※

8時30分～
20時

横浜農業協同組合（JA横浜）都筑中川支店
中川中央一丁目26-6

（市営地下鉄センター北駅徒歩１分）

3月30日（土）～
４月6日（土）

9時30分～
20時

投票区 前回（平成29年衆院選）の投票所
６ 東山田公民館
12 大熊スポーツ会館
20 ハウスクエア横浜
24 ショッピングタウンあいたい
29 東山田中学校
30 都筑区総合庁舎

今回の投票所
山田小学校
折本小学校

中川西小学校
都筑小学校

東山田小学校
茅ケ崎東小学校

「投票のご案内」をお持ちください

◆期日前投票

◆投票所の変更

横浜農業協同組合　都筑中川支店

◆お子さま連れの人へ

〒

モザイクモール
港北
都筑阪急

センター北駅広場

センター北駅西側 センター北駅東

JA横浜 都筑中川支店
2階支店会議室

★
バスターミナル

センター北駅

ノースポート・
モール

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン

ブ
ル
ー
ラ
イ
ン

横
浜
市
営
地
下
鉄

投票時間7時～20時

緊急速報メールの配信に関すること： 総務局緊急対策課
　　　　　　　　　　　　　　　  671-2064　 641-1677
浸水想定区域に関すること： 庶務係　 948-2212　 948-2208

鶴見川、多摩川における洪水情報の
「緊急速報メール」配信について

　５月１日から鶴見川および多摩川が氾濫するおそれがある場合などに、
国土交通省より洪水情報が「緊急速報メール」にて配信されます。
　また、国土交通省からのメールの後に、市からも浸水想定区域に対し避難
勧告を発令し、下記の配信対象区に対して「緊急速報メール」を配信します。

・鶴見川…鶴見区、港北区、都筑区　・多摩川…鶴見区

・鶴見川および多摩川の浸水想定区域

　対象エリア内のスマートフォン・携帯電話あてに各事業者が一斉配信するサー
ビスであり、受信時には、ポップアップ表示や警告音などでお知らせします。

◆緊急速報メールの配信対象区

◆避難勧告の発令区域

緊急速報メールとは

堤防

避難所

河川敷
ふだんの水位

水防団待機水位

氾濫注意水位

避難判断水位
氾濫危険水位

氾濫の
発生！！

川から水があふれそうな場合、もしくは、川の水が
あふれた場合に、緊急速報メールにて対象区域の
皆さまへ情報が伝達されます！

?
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 3月26日（火）

はすべて市内在住・在勤者
■子育てサロン

「子育て支援グループあっぷりけ」による
子育て中のお母さん達の交流の場／3月
6日・13日・27日の水曜10時～12時／未
就学児と保護者／
■�介護予防講座
運動・口腔・栄養のお話／3月12日（火）
13時30分～16時／40人

事前に か
■�福祉体験講座
視覚障害について学びます／3月21日（祝）
14時～15時30分／小学生20人 ／
200円

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 3月11日（月）、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
３月14日（木）10時30分～11時／
■�中高生学習サポートの会
ボランティアによる学習サポート／４月６
日～毎月第１・３土曜（理数）、第２・４土曜

（英語）16時～18時 ※第５土曜は休み／
中高生／
■�わんぱく将棋教室
初心者～中級／毎月第２土曜13時～14
時45分 ※８・11月を除く／小学生／１回
200円／
■学習教室「葦の会」
学習習慣と考える力を育てます／４月17日～
毎週水曜15時～16時30分／小学１～６年生
12人  ※４月10日（水）15時30分からの説
明会に保護者同伴で参加できる人 ●
■�街の寺子屋前期（全６回）
４月27日、５月25日、６月22日、７月20日、
８月10日、９月28日の土曜10時～12時

（７～９月は時間変更あり）／小学３～６年
生16人 ／1000円（全回分） ●
■親子体操前期（全８回）
５月７日～６月25日の火曜11時～11時
45分／走り回れるころの子～未就園児と
親30組 ／3200円（全回分） ●
■和室deフィットネス前期（全10回）

【５月10日～10月18日の金曜（月2回）】
①経絡ヨガ前期：９時30分～10時30分　
②ピルビスワークス（骨盤呼吸体操）前期：
10時45分～11時45分／各15人 ／各
2500円（全回分） ●

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 3月11日（月）、4月8日（月）

行事は3月12日9時から か10時
から
■�パワーヨガ1期（全10回）
5月14日～7月16日の火曜 ①9時15分～
10時15分 ②10時30分～11時30分／各
60人 ／各3800円（全回分）

4月9日までに か、 と ・希望
クラスを明記し

■�楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎／4月10日（水）13時～15時／
女性15人 ／1500円 ●
■�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」／
3月18日（月）11時～11時30分／
■�体験!南京玉すだれ
3月16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／
■�お茶室カフェ
3月30日（土）・31日（日）10時～16時／
300円～／

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 3月7日（木）・22日（金）、4月4日（木）

■親子のおはなし会
3月19日（火）10時30分～／10組程度

／
■手打ちそばを食べませんか
3月22日（金）11時30分～ ※雨天中止／
40食 ／運営協力費1食500円／

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人 都筑里山倶楽部）

・  941-0987
〒224-0032　茅ケ崎中央57-8

 http://www1.tmtv.ne.jp/~satoyama/　
 tsuzuki-park@tmtv.ne.jp

月曜（祝日の場合は翌日）休館日

行事は開催日10日前までに 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
■春の植物観察会
4月7日（日）9時～12時／レストハウス集
合／300円 ●
■春の昆虫観察会
4月14日（日）9時～12時／レストハウス
集合／300円 ●
■里山保全体験
間伐した竹を使って竹細工体験／ばじょ
うじ谷戸休憩所集合／4月6日（土）9時～
12時 ●
■田畑作業体験
サトイモの植付け体験／ばじょうじ谷戸
休憩所集合／4月6日（土）13時～16時
●
■炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
4月13日（土）9時～12時：炭材作りと窯
詰め・20日（土）8時～17時：炭焼き・27日

（土）9時～12時：窯出しと炭材作り 
※雨天決行／1人1000円（昼をはさむ活
動日は昼食付き）

3月27日までに か、 と申込者
全員の ・ を明記し か
■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／
3月24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

■�里山保全
ササ刈り、低木伐栽／3月16日（土）10時～
12時30分 ※雨天中止／ 汚れてもよい
服装、帽子、軍手、飲み物／

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

・  942-1569　
〒224-0006　荏田東三丁目2

3月18日（月）休館日

■�ログデビュー応援!
　ポイントカードをつくろう
小学生のログハウスデビューを応援／4
月1日（月）～／

■�親子体操1期（全10回）
5月10日・17日・24日、6月7日・14日・21
日・28日、7月5日・12日・19日の金曜 
①9時30分～10時30分 ②10時40分～
11時40分／1歳8か月～未就園児と保
護者各40組 ／各4000円（全回分）

4月12日までに か、 と ・子
どもの ・性別・月齢を明記し
■�みんなでうたおう前期（全5回）
5月18日、6月15日、7月20日、9月21日、
10月19日の土曜10時～11時30分／50
人 ／2600円（全回分） ●
■�仲町台カフェ（男楽々会）
コーヒーと手作り菓子とまちライブラリー／
4月17日、5月15日、6月19日の水曜10時～
13時／20人程度 ／150円／
■プロに習う卓球スクール1期（全8回）
4月15日・22日、5月20日・27日、6月3
日・17日・24日、7月1日の月曜12時30
分～14時30分／16歳以上50人 ／
6000円（全回分） ●
■おはなしかい
3月28日：とんことり、4月18日：おはな
しのはなたば いずれも木曜11時～11時
30分／未就園児と保護者各20組程度

／
■�うたって脳活♪健康体操（全8回）
4月25日～8月8日の毎月第2・4木曜10
時～11時30分／30人 ／4400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 3月11日（月）、4月8日（月）

行事は開催日の1か月前から か
か、 を明記し

■世界のDining（3）
ライサ先生に学ぶウズベキスタン料理／
4月16日（火）10時～13時／16人 ／
1500円

3月16日から か
■これから始めるヨガ入門（全8回）
4月15日・22日、5月20日・27日、6月3日・
17日・24日、7月1日の月曜9時30分～
10時20分／40人 ／3500円（全回分） 
●
■スキルアップ卓球講座（全6回）
4月24日～7月10日の第2・4水曜18時
45分～20時45分／20人  ●
■春のラベンダースワッグ
4月17日（水）10時～11時30分／16人

／2500円
3月17日から か

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 3月11日（月）・25日（月）、4月8日（月）

行事は3月12日から か
要問合せ

■�楽しい竹林講座
竹林整備を行います／4月7日（日）10時～
11時30分／小学3年生以上30人 ／
500円 ●
■�はぎれ草履講習会
4月21日（日）9時～12時／12人 ／
800円 ●
■�手打ちそばを食べよう
4月20日（土）12時集合／50人 ／1人
前500円 ●

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

■都筑の公園と緑道の桜の観察散歩
せせらぎ公園集合～せせらぎ公園～せ
きれいの道～茅ヶ崎城址公園～早淵川
親水広場～都筑中央公園～センター南
駅解散／3月30日（土）9時45分～12
時30分 ※雨天中止／20人 ／200円

（保険代含む） ※交通費は自己負担／
要問合せ
3月29日までに か

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

要問合せ
■知って得する!�ヨーグルトのひみつ
ヨーグルトについての基礎知識や料理へ
の応用方法など。試食あり／3月15日

（金）13時30分～15時／20人
事前に か

■囲碁教室
初心者から少しできる人まで／3月23日

（土）13時30分～14時30分／
■パソコン相談会
初心者向け／4月13日（土）10時～11時
30分／4人

事前に 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
　（ベビーマッサージとママのヨガ）
3月22日（金）10時30分～11時30分／
親子20組 ／300円

3月22日までに 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3月11日から か
■子どもアート教室（全5回）
子どもの感性を育むアート／4月15日、
5月20日、6月17日、7月15日、9月9日
の月曜15時45分～17時15分／小学生
20人 ／4500円（全回分、材料費込み）　
●
■おもしろ算数（全5回）
数字、図形、計算の仕組みを作って学ぶ／
4月8日、5月6日、6月3日、7月1日、9月
2日の月曜15時45分～17時15分／小
学1～4年生15人 ／3000円（全回分） 
●
■相互保育でママヨガ（全8回）
4月10日・24日、5月8日・29日、6月12
日・26日、7月10日・31日の水曜11時20
分～12時50分（40分ずつヨガと保育）／
0～1歳児と保護者12組 ／4000円

（全回分） ●
■アイシングクッキー作り
3月27日（水）①13時30分～ ②15時～／
各30人  ※未就学児は保護者同伴／
5枚800円 ●
■親子リズムあそび（全10回）
4月12日以降の金曜（月2回）10時30分～
11時25分／1歳6か月～3歳児と保護者
20組 ／3000円（全回分） ●
■小・中学生将棋・囲碁教室
４月８日（月）～原則毎月第２月曜15時～
16時30分／
■春休みおはなし会
　ふしぎなふしぎな世界のお話
小さなお土産付き／３月25日（月）13時
30分～14時10分／

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3月11日～4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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※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※

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

■楽しい健康ボイストレーニング講座
　（全8回）
4月1日～7月15日の毎月第1・3月曜10
時～11時／20人 ／1回500円

4月1日までに か

新栄地域ケアプラザ
 592-5255　  595-3321

〒224-0035　新栄町19-19

■配食サービス試食会
高齢者を支える配食サービスについての
説明と試食会／3月23日（土）14時～15
時30分／30人

3月22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

■みんなのコーラス♪（全5回）
プロの指導を受けながら、コーラス曲を
完成。指導者と一緒にミニコンサートも開
催／4月3日（水）・10日（水）・18日（木）・24
日（水）、5月8日（水）のいずれも10時～
11時30分／20人 ／1回300円

3月11日10時から か
■女性のためのお助けスマホ講座
4月9日・23日の火曜10時～11時30分（各
回同一内容）／スマートフォンをお持ちの人
各12人 ／ スマートフォン、筆記用具

3月20日までに か、希望日を明記し

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

■プロに習おう!美しいラジオ体操
3月11日（月）10時～12時／地域で活動
中の人とおおむね65歳以上の人25人程
度 ／ 要問合せ

2月1日から3月8日までに か
■ほっと茶屋
3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
■けあぷらデー
　東山田地域ケアプラザ�出張相談会
高齢者に関する相談を専門職が伺いま
す／3月15日（金）10時～16時（毎月15
日開催）／すみれが丘会館（すみれが丘
37）／

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

■くさぶえのみちウォーク
くさぶえのみち（緑道）をウォーキング／
4月28日（日）10時～15時 ※雨天時は、
くさぶえでレクリエーション／主に身体
障害のある高校生・成人6人  ※車椅子
など、ゆっくりペースで歩行をご希望の

人 ／4500円（全回分）
3月12日から か

都筑プール

 941-8385　  941-8387
〒224-0062　葛が谷2-2

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

休館日 3月26日（火）

■�平成31年度第1期水泳教室
開催期間、申込方法など詳しくは 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/

■�春の定期教室（4月～7月）
　追加募集のご案内
3月13日から追加募集を行います。
※対象教室など詳しくは 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
3月30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 3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

■ニットカフェ＠あざみ野
編み物とお茶とおしゃべりと、自分の時間
を楽しもう／3月15日（金）10時～15時／
30人  ※ あり（2か月児～可）／700
円／

人対象／100円／ 要問合せ
3月15日から4月15日までに

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 3月25日（月）

■�春の定期教室追加募集
定員に空きがある教室は か で追加
申込みが可能です。空き状況については

か
■�ワンデープログラム
各プログラムとも当日受付。開始30分
前から必ず本人受付（エアロキックボクシ
ングは15分前）。15歳以上（中学生不
可）。 動きやすい服装、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 3月5日～3月26日】
①ソフトエアロ／12時20分～

【水曜 3月6日～3月27日】
②＊エアロキックボクシング／9時～
③＊水曜ズンバ／10時5分～10時50分

【金曜 3月1日～3月29日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 3月2日～3月30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 3月5日～3月19日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 3月6日～3月20日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
500円／24人

【金曜 3月1日～3月29日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 3月2日～3月30日】
⑪バスケットボールクリニック／9時15
分～／小学生対象
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 3月18日（月）

■新企画　平成31年度介護予防　
　椅子ヨガ（全10回）
4月9日（火）～ ※詳しくは か ／12

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
3月24日（日）12時～12時40分／
■�ギャラリーインザロビー
　キャラクターカメラ大集合！
市所蔵カメラ・写真コレクションを紹介／
3月2日（土）～24日（日）9時～21時／
■�フェローアートギャラリー　長

ながおか

岡�彩
あや

�展
障害のあるアーティストたちの作品を常
設展示するミニギャラリー／4月18日

（木）までの9時～21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 3月5日（火）・12日（火）・19日（火）

ズーラシア 検索

※入園料は別途
■ズーラシアガーデンパーティー
　～どうぶつ絵本の世界～
動物の絵本をテーマとしたイベント／3
月23日（土）～4月4日（木）／ころころ広
場、ころこロッジ／
■開園20周年記念特別企画展
　「知っている？気になる？
　ズーラシアヒストリー」
20年間の年表をパネル展示／3月20日

（水）～9月2日（月）／ホッキョクグマ水中
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 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
■あつまれ～2歳児3歳児元気っ子♪
4月3日（水）13時～16時／2歳～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
4月13日（土）・24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
3月16日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組  ●
■じっくり相談
専門相談員による子育て相談／4月6日・
13日・27日の土曜10時～16時／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／3月16日（土）10時～
16時／未就学児とその家族／
■公園であそぼう!
3月28日（木）10時30分～12時（10時10
分ポポラ出発） ※雨天時は4月4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
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つづきの丘小学校コミュニティハウス（〒224-0006 荏田東一丁目22-1）

高橋 登茂美 館長
たかはし と　も　み

地域活動、趣味、学び、仲間作り、特技の活用、
ボランティアなど利用法はあなた次第！
　平日・休日ともにサークル活動が
盛んです。研修室、和室は予約が必
要ですが、広いロビーは予約なしで
利用できます。コーヒーを飲みなが
ら、ミーティング、読書、おしゃべり
などはいかがですか。さまざまな年
代向けのイベント情報は　 でご覧
ください。

また行こう！
そう思っていただ
ける元気な施設を
目指しています。

945-2949・ 東山田中学校コミュニティハウス（〒224-0023 東山田二丁目9-1）

きくち りょういち

菊池 亮一 館長

地域の皆さまから愛されている
コミュニティハウスです。
　研修室２（小、大）、サロン、図書
コーナーがあり、サロンおよび図書
コーナーはいつでもどなたでも利
用できます。ダンス、コーラス、手芸
などさまざまなサークルに利用さ
れています。子育て支援にも力を
いれています。

中学校の中庭に
面した明るいサロン
が特徴です。

591-7240・

第3回
コミュニティハウスは、地域の人が誰でも利用できる施設です。都筑区には学校施設を活用したコミュニティハウスが７館あります。

つづきの丘小学校コミュニティハウス 東山田中学校コミュニティハウス９時～21時
火・木曜、年末年始

開館時間
休 館 日

9時～21時
火・金曜、年末年始

開館時間
休 館 日

　1月号でご紹介のとおり、2月2日・3日に横浜
市歴史博物館では感謝デーを開催しました。

山田
小学校

★
北山田駅 グリーンライン

横浜
国際プール

東山田
小学校

東山田
中学校北山田

城山

★

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン

ブ
ル
ー
ラ
イ
ン

荏田東

中村

心行寺入口

まちづくり館前

都筑区役所
警察署

都筑区役所

センター南駅

つづきの丘
小学校

昭和大学横浜市
北部病院

つづきの丘小コミハ 検索

　大道芸や街頭紙芝居、ワークショ
ップのほか、今回人気があったのは
新企画「クイズラリー 博物館でまち
がいさがし！？」。常設展示室に隠され
た間違いを探していただくクイズラ
リーです。3日には節分ということで
鬼も登場！スポーツ土器パズル大会
もさらに盛り上がりました。

◆シャフルボード無料講習会（全３回）
カーリングに似た軽いスポーツ、初心者も
高齢者も男女ともに楽しめます／４月13日・
20日・27日の土曜9時30分～12時／葛ケ
谷公園内シャフルボードコート／成人

4月10日までに か （ も可）
横浜シャフルボード協会　白

しらいし

石
941-6895　 toto@tmtv.ne.jp

◆童謡・愛唱歌を楽しく歌いましょう！
健康に良い腹式呼吸、歌い方などを教え
ます。初心者可／毎月２回木曜13時30
分～15時10分／都筑公会堂リハーサル
室／成人20人 ／体験1000円

事前に か、 ・ を明記し
童謡・愛唱歌の会　渡

わたなべ

辺
・ 563-8692
◆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
講師と学習／3月28日（木）以降毎週木
曜18時～19時：英語　19時30分～20
時30分：韓国語／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　 090-
6489-2803　 0725-23-1268（本部）

◆たたら製鉄で鉄をつくろう
たたら製鉄を1日で行います。残り火で
焼きいもやバウムクーヘン作りも／3月
31日（日）9時～17時／大塚・歳勝土遺跡
公園／小学４年生以上15人 ／1000円

3月11日から ・ ・ を明記し
か か
港北ニュータウン緑の会　永

な が た

田 和
かずひろ

宏　
224-0006 荏田東三丁目1-13-401
941-7255
nagata-kr05@d08.itscom.net

◆都筑ミックスオープンバドミントン大会
一般1～3部、40代、50代、60代、65歳
以上の7種目／4月21日（日）8時～／都
筑スポーツセンター／高校生以上150
組 ／1組3000円

3月31日までに （contact@tsuzuki-
badminton.org）。詳しくは区役所、都筑

◆「2019都筑mottoいきいき元気
　プロジェクト」グループ募集
都筑区が魅力的で元気のあるまちとなる
活動に対し、活動費用の一部を支援します

（上限10万円）／プレゼンテーション・審査：
4月14日（日） ※対象の活動期間は５月～
2020年３月／区内で活動するグループ

3月22日必着。詳細は事前に か
事務局（（株）横浜都市みらい内）
943-2470（平日9時30分～17時30分）
http://www.ytmirai.co.jp/

◆「松
まつしたじょうけい

下常慶と江川せせらぎ緑道」
　ガイドと共につづきを歩こう　№47
３月30日（土）９時～９時30分受付　市営
地下鉄仲町台駅前集合 ※雨天決行／約
6㎞（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）

3月23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」№47　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

スポーツセンターなどで配布する大会要
項または

都筑区バドミントン協会　持
もちます

増　
090-2677-3760

◆第24回�都筑区民陸上競技大会
種目：トラック100ｍ～、砲丸投げ、高跳
び、幅跳び／5月12日（日）8時受付開始 
※雨天決行／三ツ沢競技場（神奈川区三
ツ沢西町3-1）／小学4年生以上の区内
在住・在学・在勤者または主催者の承認
者／小中学生500円、高校生600円、一
般1000円

4月17日までに都筑区民活動センター
配架の申込書を記入し送付

渡
わ た べ

部 恭
やすひさ

久　 777-2676　
224-0021 北山田六丁目46-10
yasuhisa-watabe@v08.itscom.net

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。

都筑区バドミントン協会 検索

※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※


