
生きる上での基本であって、知育、徳育および体育
の基礎となるべきもの。
さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を
選択する力を習得し、健全な食生活を実践すること
ができる人間を育てること。

1

2

「食育基本法」で次のように説明されています。

ニラックス株式会社 イオスガーデン店
料理長　中塩 義明氏による

『からだに優しい料理～旬の野菜に元気をもらおう！～』

９４８-２３50　　９４８-２３５４
健康づくり係問合せ

＊講座に参加した人、各回先着40人に試食があります！

㈱伊藤園、オハヨー乳業㈱、神奈川東部ヤクル
ト販売㈱、ＪＡ横浜、生活協同組合パルシステム
神奈川ゆめコープ、生活協同組合ユーコープ、
生活クラブ生活協同組合センター南デポー、都
筑区公立中学校・小学校、都筑区歯科医師会、
都筑区食生活等改善推進員会（ヘルスメイト）、
都筑区保健活動推進員会、都筑区幼稚園・保育
施設、都筑消防署、都筑図書館、東京ガス㈱横
浜支店、東京都市大学、横浜川崎ふるさとの生
活技術指導士の会、横浜市水道局（５０音順）

協賛企業・団体一覧

日程

区内保育園、小学校、中学校の取組の様子や、
食や歯にかかわるさまざまな情報を展示します。

①10時30分～
②11時30分～
区総合庁舎１階  一般相談室
３歳～小学生（保護者同伴可）

時間

場所
対象
問合せ 都筑図書館（　 948-2424）

◆講座「五感で味わう野菜の力」
都筑野菜を使った料理の試食もあります！

◆体験コーナー
●座ってできるストレッチ
●箸の長さ診断と豆つまみゲーム
●「エコ・クッキング」ってなんだろう？
●子ども茶屋  
●横浜の農業を見てみよう！
その他、楽しいゲームやクイズなど 
※数に限りがあるものもあります

＊アンケートに答えてプレゼントをもらおう

区総合庁舎１階 区民ホール ほか

入場無料 参加自由 当日直接会場へお越しください

＊9時30分から都筑野菜朝市も開催（売り切れ次第終了）

土

場所

日時

６月は「食育月間」と「歯と口の健康週間」です。
親子で楽しみながら、食育と歯をはじめとする

健康について考えてみませんか？

なかしお　よしあき

　「食育」というと子どものことと思われがちですが、すべての世代に
とって大切なことです。心もからだも健康に、豊かでいきいきとした
生活を送るために「食べること」についてしっかり考えてみませんか？ 

まずは、
朝ごはんを

食べることから
始めましょう！

詳しい内容は、
食育冊子やホー
ムページに掲載
しています。

すっきり
お目覚め

勉強（仕事）も
運動も

効率アップ
排便習慣で
腸もすっきり

太りにくい
からだに

６月14日（金）～20日（木）

時間 ①10時50分～ ②11時35分～ ③12時20分～

◆ 区の人口・・・・・・212,164人（前月比414人増）
◆ 区の世帯数・・・83,320世帯（前月比268世帯増）
※2019年5月１日現在

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

広報よこはま都筑区版 No.260

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  6月8日・22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）
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　令和元年10月から、３～５歳児および市民税非課税世帯の０～２歳児を対
象に、幼児教育・保育の無償化を実施します。詳細は、今後発行される広報
よこはまなどでお知らせします。

　令和元年10月に、センター南駅構内１階に新たに市のパスポートセンターを
設置します。また、新店舗の誘致と１階およびエスカレーター周辺などをリ
ニューアルし、駅の新たなにぎわい創出を図ります。

消費税率引上げに伴い、所得の少ない人・子育て世帯を対象に、プレミアム
付商品券を発行します。詳細は、今後発行される広報よこはまなどでお知ら
せします。

　平成31年４月から、通院助成の対象を「小学６年生まで」から「中学３年生ま
で」に拡大し、中学１～３年生の本人負担を現行の３割負担から通院１回の上限
額500円に軽減します（※現行制度と同様の所得制限があります）。院外薬局

（薬代）および保護者の市民税が非課税の場合は全額助成します。

　都田地区センター・地域ケアプラザ（仮称）の新設整備に向けて、実施設計を
行います。

①地震や風水害などに関する緊急情報を屋内外へ向けて発報する防災スピー
　カーを整備します。令和元年度は、区総合庁舎、北山田消防出張所、南山田
　小学校に整備します。
②鶴見川流域の浸水想定区域への広報を強化するため、避難情報を伝達する
　防災スピーカーを佐江戸公園に１基整備します。

　高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について、整備効果、延伸区
間の費用対効果および採算性が認められることから、事業化することとしまし
た。今後、事業許可に向けて、国や関係者との協議・調整を進め、早期の事業着
手を目指します。

　市営地下鉄では、快適な駅空間を提供するため、全駅の冷房化を目指してい
ます。令和元年度は、北山田駅で冷房付き待合所の設置を進めます。（令和２年
度供用開始予定）

特集

　川和町駅周辺西地区と港北ジャンクション周辺の川向町南耕地地区につい
て、都市基盤施設の工事や地区計画などの都市計画手続を進めます。
　東山田駅周辺地区については、地元の意向や周辺地域の状況を踏まえ、まち
づくりの方向性について検討を始めます。

　グリーンラインは、特に平日の朝ラッシュ時間帯における混雑が著しく、快適
性向上のためにも混雑緩和が喫緊の課題となっているため、令和元年度から６
か年でグリーンラインの６両編成化に取り組みます。
　令和元年度は、駅や車両基地などに関する実施設計などを行います。

都市整備局

都市整備局

区政推進課

区政推進課

区政推進課

健康福祉局 地域振興課 福祉保健課

土木事務所環境創造局 資源循環局

道路局

道路局

国際局 交通局

交通局

交通局

交通局

市民局

総務課

総務課

総務局

区政推進課

地域振興課

地域振興課

土木事務所環境創造局

健康福祉局 こども青少年局

こども青少年局

こども家庭支援課教育委員会事務局

国際局

市民局

経済局

　都田・池辺地区の住民による「都田・池辺
地区ボランティアバス」の実証運行支援を
引き続き行い、本格運行に向けた検討を
進めます。

　歩行者と自転車が安全に通行できるよう、幹
線道路の市道新羽荏田線で自転車専用通行帯
の整備を進めます。
　また、緑道や自転車歩行者専用道路において、
自転車通行・押し歩き位置の路面標示を設置し
ます。

　安全に通学できるよう、通学路に歩道がないまたは狭い箇所について、道路
改良を行います。
　区内では、柚の木交差点、山王前交差点、薮根交差点、東方町内などで進め
ていきます。

 道路を利用する市民の安全と交通機能を確保するための対策工事を進めて
います。区内では、池辺町内で実施します。

　発災後、水洗トイレが使用できない場合でも、衛生的に利用できる仮設トイ
レとして災害用ハマッコトイレを整備します。令和元年度は、中川小学校、茅ケ
崎小学校、川和小学校の着工とともに、都田西小学校、荏田南小学校、茅ケ崎
台小学校、川和東小学校の設計を行います。

◆公園等の再整備 《新栄早渕、都田、佐江戸加賀原、渋沢》

◆防災スピーカーの整備 ❾
　 《①山田、勝田茅ケ崎、②佐江戸加賀原》

◆災害時下水直結式仮設トイレ(災害用ハマッコトイレ)の整備 ❽
　 《中川、勝田茅ケ崎、都田、池辺町、川和、荏田南、ふれあいの丘》

◆道路がけの防災対策 ❼《池辺町》

◆通学路の安全対策 ❻《都田、池辺町、佐江戸加賀原、柚木荏田南》

◆自転車通行空間の整備 ❺《勝田茅ケ崎、新栄早渕》◆横浜環状北西線および関連街路等の整備 ❶
　 《都田、池辺町、佐江戸加賀原、川和》

◆グリーンラインの混雑緩和策

◆地下鉄駅待合所の設置 《山田》

高速鉄道３号線の延伸

◆駅周辺等の整備・まちづくりの検討 ❷
　 《東山田、都田、川和》

◆パスポートセンターの設置およびセンター南駅の
　リニューアル ❸《勝田茅ケ崎》

◆都田地区センター・地域ケアプラザ(仮称)の
　整備 ❹《都田》

◆地域交通サポート事業
　(地域共助による移動手段確保の取組）《都田、池辺町》

　せきれいのみち、江川せせらぎ緑道の改良工事を実施します。
　また、ささぶねのみちの再整備に向けた基本設計を行います。

　横浜環状北西線（東名高速道路横浜青葉イン
ターチェンジ・ジャンクション～第三京浜道路横浜
港北ジャンクション）は、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックまでの開通を目指し、共同事業者であ
る首都高速道路株式会社と連携しながら、トンネル
内の防災設備工事や調整池工事などを進めます。
　また、本線と一般道路を結ぶ川向線などの関連
街路の工事を進めます。

❶

パスポートセンターの設置および
センター南駅のリニューアル

❷



❻

❽

❺

❼

❾

❸
都田地区センター・
地域ケアプラザ(仮称)の整備

❹

公園等の再整備
市立学校の建替え
都筑区民文化センター(仮称)の整備

防災スピーカーの整備

道路がけの防災対策
災害時下水直結式仮設トイレ
(災害用ハマッコトイレ)の整備

駅周辺等の整備・まちづくりの検討

通学路の安全対策
自転車通行空間の整備

横浜環状北西線および関連街路等の整備

地下鉄駅待合所の設置

◆都筑区地域子育て支援拠点サテライトの整備
　令和元年10月を目途に、地域子育て支援拠点Ｐｏｐｏｌａ（ポポラ）に準じた機
能を持つ拠点サテライトを新たに設置します。サテライトでは、就学前の子ど
もとその保護者が遊び、交流するスペースの提供、子育て相談、子育て情報
の提供などを行います。

幼児教育・保育の無償化

◆放課後キッズクラブへの転換《東山田、都田》
　子どもたちに豊かな放課後を過ごせる場所と機会を提供するため、令和元
年度末までに全小学校の「はまっ子ふれあいスクール」を「放課後キッズクラ
ブ」に転換します。平成31年3月は新たに、山田小学校、茅ケ崎台小学校の２か
所を「放課後キッズクラブ」に転換しました。

小児医療費助成の対象の拡大

◆市立学校の建替え 《勝田茅ケ崎、かちだ、新栄早淵》
　平成30年度に建替対象校に選定された勝田小学校について、建替えに向
けた基本設計などを進めます。

大腸がん検診の自己負担額の無料化
　本市において、がん罹患者数が１位の大腸がんについて、大腸がん検診受
診者全員に対して３年間を目途に自己負担額の無料化を実施し、受診率の向
上を図ります。

◆都筑区民文化センター(仮称)の整備 
　身近に文化芸術に接し、個性豊かな文化芸術活動を活発に行うための拠点
となる区民文化センターの新設整備に向けて、設計協議などを行います。

◆第７回アフリカ開発会議(TICAD７)
　横浜開催に向けた機運醸成

プレミアム付商品券の発行 　令和元年８月28日～30日に第７回アフリカ開発会議が横浜で開催されま
す。都筑区では、ボツワナ共和国やアンゴラ共和国などとの交流実績を生か
して、区内での開催機運を高めます。

◆東京2020オリンピック・パラリンピック
　英国事前キャンプ・ホストタウンの
　取組を通じた機運醸成
　大会開催の前年度にあたる令和元年度は、７月に横浜国際プールで行われ
る英国水泳代表チームのプレ事前キャンプにおける英国チーム歓迎のため
の取組や、横浜国際プール周辺での階段装飾などを通じたＰＲ活動を実施し、
まちのにぎわいを創出するとともに、大会開催に向けた機運醸成を図ります。

※施設整備や工事などの局事業を中心に掲載しています。　※《　　》内は、整備場所などがある連合自治会町内会の略称です。　
※　　　 内は、各事業の担当局または都筑区役所の担当課・土木事務所です。　

【各項目の記号について】 ◆：区内での整備場所などが決定している取組　◇：区外を含むエリアまたは全市で実施する取組

土木事務所道路局

土木事務所道路局

こども青少年局 こども家庭支援課

こども青少年局 こども家庭支援課
健康福祉局

健康福祉局

区政推進課文化観光局

局と区が連携して各種事業に取り組みます

土木事務所道路局

横浜港北ジャンクション付近（川向町） 県道川崎町田線（東方町 交差点付近） せきれいのみち 江川せせらぎ緑道

自転車専用通行帯

都田・池辺地区
ボランティアバス

トンネル内の防災設備
設置イメージ

横浜港北ジャンクション

車道部

道路下安全空間

東山田駅

北山田駅
中川駅

センター北駅

センター南駅

都筑ふれあいの丘駅
仲町台駅

新羽荏田線

横浜環状北西線

都筑 I.C

横浜港北 JCT
港北 I.C

鶴見川

大熊川

早淵川

川和町駅

鴨居駅

横浜北線（K7)
（平成29年3月開通）

第
三
京
浜
道
路

あざみ野駅

JR横浜線

中山駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄
グリーンライン

川向町南耕地地区
区画整理

地区センター・
地域ケアプラザの整備

勝田小学校の
建替えに向けた設計

東山田駅周辺地区
まちづくりの検討

川和町駅周辺西地区
区画整理

ささぶねのみちの
再整備に向けた設計

パスポートセンターの設置

通学路の安全対策

防災スピーカーの設置

道路がけの防災対策

区民文化センターの整備

せきれいのみちの改良工事

自転車通行空間の整備

災害用ハマッコトイレの整備

江川せせらぎ緑道の改良工事

北山田駅待合所の設置

❶

❷

❷

❷



❻

❻❻

❻

❽

❽
❽

❽

❽

❽
❽

❺

❼

❼

❾
❾

❾

❾ ❸

❹











948-2227　　948-2399企画調整係問合せ
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　令和元年10月から、３～５歳児および市民税非課税世帯の０～２歳児を対
象に、幼児教育・保育の無償化を実施します。詳細は、今後発行される広報
よこはまなどでお知らせします。

　令和元年10月に、センター南駅構内１階に新たに市のパスポートセンターを
設置します。また、新店舗の誘致と１階およびエスカレーター周辺などをリ
ニューアルし、駅の新たなにぎわい創出を図ります。

消費税率引上げに伴い、所得の少ない人・子育て世帯を対象に、プレミアム
付商品券を発行します。詳細は、今後発行される広報よこはまなどでお知ら
せします。

　平成31年４月から、通院助成の対象を「小学６年生まで」から「中学３年生ま
で」に拡大し、中学１～３年生の本人負担を現行の３割負担から通院１回の上限
額500円に軽減します（※現行制度と同様の所得制限があります）。院外薬局

（薬代）および保護者の市民税が非課税の場合は全額助成します。

　都田地区センター・地域ケアプラザ（仮称）の新設整備に向けて、実施設計を
行います。

①地震や風水害などに関する緊急情報を屋内外へ向けて発報する防災スピー
　カーを整備します。令和元年度は、区総合庁舎、北山田消防出張所、南山田
　小学校に整備します。
②鶴見川流域の浸水想定区域への広報を強化するため、避難情報を伝達する
　防災スピーカーを佐江戸公園に１基整備します。

　高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について、整備効果、延伸区
間の費用対効果および採算性が認められることから、事業化することとしまし
た。今後、事業許可に向けて、国や関係者との協議・調整を進め、早期の事業着
手を目指します。

　市営地下鉄では、快適な駅空間を提供するため、全駅の冷房化を目指してい
ます。令和元年度は、北山田駅で冷房付き待合所の設置を進めます。（令和２年
度供用開始予定）

特集

　川和町駅周辺西地区と港北ジャンクション周辺の川向町南耕地地区につい
て、都市基盤施設の工事や地区計画などの都市計画手続を進めます。
　東山田駅周辺地区については、地元の意向や周辺地域の状況を踏まえ、まち
づくりの方向性について検討を始めます。

　グリーンラインは、特に平日の朝ラッシュ時間帯における混雑が著しく、快適
性向上のためにも混雑緩和が喫緊の課題となっているため、令和元年度から６
か年でグリーンラインの６両編成化に取り組みます。
　令和元年度は、駅や車両基地などに関する実施設計などを行います。

都市整備局

都市整備局

区政推進課

区政推進課

区政推進課

健康福祉局 地域振興課 福祉保健課

土木事務所環境創造局 資源循環局

道路局

道路局

国際局 交通局

交通局

交通局

交通局

市民局

総務課

総務課

総務局

区政推進課

地域振興課

地域振興課

土木事務所環境創造局

健康福祉局 こども青少年局

こども青少年局

こども家庭支援課教育委員会事務局

国際局

市民局

経済局

　都田・池辺地区の住民による「都田・池辺
地区ボランティアバス」の実証運行支援を
引き続き行い、本格運行に向けた検討を
進めます。

　歩行者と自転車が安全に通行できるよう、幹
線道路の市道新羽荏田線で自転車専用通行帯
の整備を進めます。
　また、緑道や自転車歩行者専用道路において、
自転車通行・押し歩き位置の路面標示を設置し
ます。

　安全に通学できるよう、通学路に歩道がないまたは狭い箇所について、道路
改良を行います。
　区内では、柚の木交差点、山王前交差点、薮根交差点、東方町内などで進め
ていきます。

 道路を利用する市民の安全と交通機能を確保するための対策工事を進めて
います。区内では、池辺町内で実施します。

　発災後、水洗トイレが使用できない場合でも、衛生的に利用できる仮設トイ
レとして災害用ハマッコトイレを整備します。令和元年度は、中川小学校、茅ケ
崎小学校、川和小学校の着工とともに、都田西小学校、荏田南小学校、茅ケ崎
台小学校、川和東小学校の設計を行います。

◆公園等の再整備 《新栄早渕、都田、佐江戸加賀原、渋沢》

◆防災スピーカーの整備 ❾
　 《①山田、勝田茅ケ崎、②佐江戸加賀原》

◆災害時下水直結式仮設トイレ(災害用ハマッコトイレ)の整備 ❽
　 《中川、勝田茅ケ崎、都田、池辺町、川和、荏田南、ふれあいの丘》

◆道路がけの防災対策 ❼《池辺町》

◆通学路の安全対策 ❻《都田、池辺町、佐江戸加賀原、柚木荏田南》

◆自転車通行空間の整備 ❺《勝田茅ケ崎、新栄早渕》◆横浜環状北西線および関連街路等の整備 ❶
　 《都田、池辺町、佐江戸加賀原、川和》

◆グリーンラインの混雑緩和策

◆地下鉄駅待合所の設置 《山田》

高速鉄道３号線の延伸

◆駅周辺等の整備・まちづくりの検討 ❷
　 《東山田、都田、川和》

◆パスポートセンターの設置およびセンター南駅の
　リニューアル ❸《勝田茅ケ崎》

◆都田地区センター・地域ケアプラザ(仮称)の
　整備 ❹《都田》

◆地域交通サポート事業
　(地域共助による移動手段確保の取組）《都田、池辺町》

　せきれいのみち、江川せせらぎ緑道の改良工事を実施します。
　また、ささぶねのみちの再整備に向けた基本設計を行います。

　横浜環状北西線（東名高速道路横浜青葉イン
ターチェンジ・ジャンクション～第三京浜道路横浜
港北ジャンクション）は、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックまでの開通を目指し、共同事業者であ
る首都高速道路株式会社と連携しながら、トンネル
内の防災設備工事や調整池工事などを進めます。
　また、本線と一般道路を結ぶ川向線などの関連
街路の工事を進めます。

❶

パスポートセンターの設置および
センター南駅のリニューアル

❷



❻

❽

❺

❼

❾

❸
都田地区センター・
地域ケアプラザ(仮称)の整備

❹

公園等の再整備
市立学校の建替え
都筑区民文化センター(仮称)の整備

防災スピーカーの整備

道路がけの防災対策
災害時下水直結式仮設トイレ
(災害用ハマッコトイレ)の整備

駅周辺等の整備・まちづくりの検討

通学路の安全対策
自転車通行空間の整備

横浜環状北西線および関連街路等の整備

地下鉄駅待合所の設置

◆都筑区地域子育て支援拠点サテライトの整備
　令和元年10月を目途に、地域子育て支援拠点Ｐｏｐｏｌａ（ポポラ）に準じた機
能を持つ拠点サテライトを新たに設置します。サテライトでは、就学前の子ど
もとその保護者が遊び、交流するスペースの提供、子育て相談、子育て情報
の提供などを行います。

幼児教育・保育の無償化

◆放課後キッズクラブへの転換《東山田、都田》
　子どもたちに豊かな放課後を過ごせる場所と機会を提供するため、令和元
年度末までに全小学校の「はまっ子ふれあいスクール」を「放課後キッズクラ
ブ」に転換します。平成31年3月は新たに、山田小学校、茅ケ崎台小学校の２か
所を「放課後キッズクラブ」に転換しました。

小児医療費助成の対象の拡大

◆市立学校の建替え 《勝田茅ケ崎、かちだ、新栄早淵》
　平成30年度に建替対象校に選定された勝田小学校について、建替えに向
けた基本設計などを進めます。

大腸がん検診の自己負担額の無料化
　本市において、がん罹患者数が１位の大腸がんについて、大腸がん検診受
診者全員に対して３年間を目途に自己負担額の無料化を実施し、受診率の向
上を図ります。

◆都筑区民文化センター(仮称)の整備 
　身近に文化芸術に接し、個性豊かな文化芸術活動を活発に行うための拠点
となる区民文化センターの新設整備に向けて、設計協議などを行います。

◆第７回アフリカ開発会議(TICAD７)
　横浜開催に向けた機運醸成

プレミアム付商品券の発行 　令和元年８月28日～30日に第７回アフリカ開発会議が横浜で開催されま
す。都筑区では、ボツワナ共和国やアンゴラ共和国などとの交流実績を生か
して、区内での開催機運を高めます。

◆東京2020オリンピック・パラリンピック
　英国事前キャンプ・ホストタウンの
　取組を通じた機運醸成
　大会開催の前年度にあたる令和元年度は、７月に横浜国際プールで行われ
る英国水泳代表チームのプレ事前キャンプにおける英国チーム歓迎のため
の取組や、横浜国際プール周辺での階段装飾などを通じたＰＲ活動を実施し、
まちのにぎわいを創出するとともに、大会開催に向けた機運醸成を図ります。

※施設整備や工事などの局事業を中心に掲載しています。　※《　　》内は、整備場所などがある連合自治会町内会の略称です。　
※　　　 内は、各事業の担当局または都筑区役所の担当課・土木事務所です。　

【各項目の記号について】 ◆：区内での整備場所などが決定している取組　◇：区外を含むエリアまたは全市で実施する取組

土木事務所道路局

土木事務所道路局

こども青少年局 こども家庭支援課

こども青少年局 こども家庭支援課
健康福祉局

健康福祉局

区政推進課文化観光局

局と区が連携して各種事業に取り組みます

土木事務所道路局

横浜港北ジャンクション付近（川向町） 県道川崎町田線（東方町 交差点付近） せきれいのみち 江川せせらぎ緑道

自転車専用通行帯

都田・池辺地区
ボランティアバス

トンネル内の防災設備
設置イメージ

横浜港北ジャンクション

車道部

道路下安全空間

東山田駅

北山田駅
中川駅

センター北駅

センター南駅

都筑ふれあいの丘駅
仲町台駅

新羽荏田線

横浜環状北西線

都筑 I.C

横浜港北 JCT
港北 I.C

鶴見川

大熊川

早淵川

川和町駅

鴨居駅

横浜北線（K7)
（平成29年3月開通）

第
三
京
浜
道
路

あざみ野駅

JR横浜線

中山駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄
グリーンライン

川向町南耕地地区
区画整理

地区センター・
地域ケアプラザの整備

勝田小学校の
建替えに向けた設計

東山田駅周辺地区
まちづくりの検討

川和町駅周辺西地区
区画整理

ささぶねのみちの
再整備に向けた設計

パスポートセンターの設置

通学路の安全対策

防災スピーカーの設置

道路がけの防災対策

区民文化センターの整備

せきれいのみちの改良工事

自転車通行空間の整備

災害用ハマッコトイレの整備

江川せせらぎ緑道の改良工事

北山田駅待合所の設置

❶

❷

❷

❷



❻

❻❻

❻

❽

❽
❽

❽

❽

❽
❽

❺

❼

❼

❾
❾

❾

❾ ❸

❹
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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

6月12日（水）11時～13日（木）14時 作品展示（書道、絵画等） 予算調整係 948-2213 948-2208
6月14日（金）～20日（木） 食育・健康パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354
6月24日（月）10時～26日（水）14時30分 折り紙、ちぎり絵などの展示と体験 予算調整係 948-2213 948-2208
6月24日（月）～27日（木） 介護予防普及啓発関係のパネル展示等 高齢支援担当 948-2306 948-2490
6月27日（木） 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
6月30日（日）9時～17時 つづきっこまつり 青少年支援・学校地域連携担当 948-2471 948-2309
7月2日（火）～9日（火） 都筑区公園愛護会・ハマロード・サポーターパネル展 都筑土木事務所 942-0606 942-0809
7月11日（木）～16日（火） 体育祭応援旗展示　中川中学校 予算調整係 948-2213 948-2208

 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。

948-2480　 948-2488

港北水再生センター＆新羽車
両基地の見学会

港北水再生センター施設見学 昼食（各
自持参） 市営地下鉄新羽車両基地施設
見学 市営地下鉄新横浜駅または港北水
再生センター解散（途中移動は貸切バス）

7月26日（金）10時～15時ころ
市内在住・在勤・在学の人50人
6月28日必着で 、 （参加者全

員）、参加人数を明記し、港北
水再生センター （右記2次
元コードより申請）か

（〒222-0037　
港北区大倉山七丁目40-1）

港北水再生センター見学担当
542-3031　 545-6564

区民活動センターから

 948-2237　  943-1349
休館日 ６月17日（月）

■�市民ライター養成講座始まります
当センターの広報誌「縁ジン」の9月号・
3月号の記事を書いてくださる市民ライ
ターを養成します。

6月20日・27日、7月4日・18日の木曜
10時～12時

区近郊在住10人
（2歳以上は あり。6人 ）

区民活動センター
6月18日までに か か、 を明記

し （tz-katsudo@city.yokohama.jp）

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

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 6月17日（月）

■�教科書展示会
横浜市立小・中学校、義務教育学校およ
び特別支援学校（小・中学部）用教科書を
展示します。

6月25日（火）～7月8日（月）
火～金曜：10時～12時、13時～18時
30分　土～月曜：10時～12時、13時～
17時／
■�特別展示�健康を考える
5月から6月にかけては、世界禁煙デー（5
月31日）、食育月間（6月）、歯の衛生週間

（6月4日～10日）など健康に関するキャ
ンペーンが多い時期です。この機会に健
康について考えてみませんか?

6月4日（火）～24日（月）／

新治恵みの里  お盆料理教室
横浜の農家に伝わるお盆料理を作って、
郷里の文化を見直してみませんか？

8月4日（日）10時～13時
10歳以上の市内在住の個人・家族・グ

ループ（2人程度）20人
1人900円（お盆料理作り体験、試食、

保険代含む）
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）
6月15日から新治恵みの里 （http://

www.niiharu.link）の申込フォームにて
お申し込みください。

北部農政事務所農業振興担当

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

　今いるところ、これから行くところの天気や気温を知ることで、適切な準備が
できます。日傘や帽子を使う、扇風機やエアコンを上手に使うなどが効果的です。

　のどが渇いていなくても、こまめな水分補給を心がけましょう。

　直射日光の下で長時間にわたる活動は避け、涼しい場所で休息をとりましょう。
運動する時は30分に１回の休憩を。

　食欲がなくなる時ほど要注意。規則正しい食事をしましょう。

　家庭で発生する熱中症が最も多く報告されています。
家族やご近所で「ちょっと休憩しよう」など声かけを。

熱中症予防の５箇条
気温をチェック！！1

飲み物を持ち歩こう！2

休息をとろう！3

栄養をとろう！4

声をかけ合おう！！5

庶務係　 948-2211　 948-2208　 tz-bousai@city.yokohama.jp

　昨年の「平成30年7月豪雨（西日本豪雨）」をはじめ、近年大雨による大
規模な災害が全国で発生しています。
　自分の身を守るために、日頃から安全な場所への避難経路を確認し、
発災時にはテレビ、ラジオ、インターネット、横浜市防災情報Ｅメールなど
で最新の気象情報や区役所からの避難情報を確認しましょう。

　身近な場所の危険箇
所や大雨への備えにつ
いて日頃から確認してお
きましょう。区役所で配布
しているほか、区 でも
確認できます。

地震に関する情報に加え、
風水害に関する情報を
掲載したもの

洪水浸水想定区域（浸水が想定
される区域や深さ）を示したもの

土砂災害警戒区域などの位置を
示したもの

●防災・生活マップ、ハザードマップを確認しましょう

大雨に備えましょう

都筑区防災・生活マップ

洪水ハザードマップ 土砂災害ハザードマップ

都筑区 防災・生活マップ 検索

横浜市 洪水ハザードマップ 検索 横浜市 土砂災害ハザードマップ 検索

環境衛生係　 948-2358　 948-2388

　アシナガバチやスズメバチは、毎年５月ごろから女王バチが１匹で巣作
りを始めます。秋頃まではハチの巣ができていないか定期的に家の周り
を点検し、巣が小さいうちに早期対応を心がけましょう。

　区役所では、ハチの種類の推定、駆除方法のご案内、高所用殺虫剤噴霧器
（専用殺虫剤は区役所売店で販売）や防護服の貸し出しを行っています。
　なお、区役所職員によるハチおよび巣の駆除は、行っていません。

ハチの巣をみつけたら・・・

●主なハチの巣の特徴

ハチの巣の早期発見・早期対応を!!

アシナガバチ スズメバチ

形

お椀
わん

型（逆さ吊
づ

り）

外被が無く、巣穴が露出

ボール型

外被で全体が覆われている
（マーブル模様）

穴 複数 １か所

できやすい
場所

雨風を防げる場所（軒下、樹
木の枝、室外機の裏や換気
扇のフードなど）

アシナガバチの巣ができや
すい場所、閉鎖空間（木の洞、
屋根裏、壁の中、土中など）

※人が近づく場所でなければ、必ずしも駆除は必要ではありません。

企画調整係　 948-2227　 948-2399

　今年は都筑区制25周年の節目の年です。基本目標の実現に向け、地
域・団体・企業の皆さんと共に、ずっと都筑に住み続けたいと感じていた
だけるよう、ふるさとづくりに取り組みます。
　詳細は、区 をご覧ください。 都筑区  運営方針 検索

「つながり」「活力と魅力」「安心」を実感できるまち、
ふるさと都筑～区民の皆様と一緒に築く、都筑区～

基本
目標

令和元年度 都筑区運営方針を策定しました
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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

7月24日（水）午前→6月25日～7月12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。

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

6月13日・20日・27日、7月4日の木曜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

６月28日（金）午後、７月９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

６月28日（金）午後、７月９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。

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 6月17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。

6月15日(土)10時30分～12時／
■くまさんのおはなし会（7月）

７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

６月27日から か
■都筑図書館�6月の定例おはなし会

目的室 ②東山田地域ケアプラザ
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
６月11日10時から東山田地域ケア

プラザへ （592-5975）
健康づくり係　
948-2350　 948-2354

プレママ・プレパパのための
　健康講座

子どもだけで聞くおはなし会です。
６月19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・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。気軽に参加し
てみませんか。①赤ちゃんと一緒に
楽しく体操 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

①７月５日（金） ②７月26日（金）
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

歯科医師による「お口の健康について」
の話、ヘルスメイトによる食事バランス
の話（試食あり）、母子保健コーディネー
ターによる「妊娠中気を付けたいこと」。

７月１１日（木）１０時～１１時３０分
区役所１階福祉保健センター多目的室
区内在住の妊婦とその家族30人
２歳以上20人  ※申込時にお知

らせください。
６月11から
こども家庭支援担当
948-2318　 948-2309

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

6月18日（火）午前・28日（金）午後（所要時間：30分程度）
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 ６月１８日、７月９日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 ６月１３日・２７日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 ６月２０日、７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・不妊などの相談
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11月ごろ出産予定の人
→７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

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
2019年７月27日(土)
１３時３０分～１５時３０分(１３時１５分受付開始)

【申込み】６月27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

６月１１日（火） 乳幼児▶９時３０分～１０時３０分
妊産婦▶9時10分

６月２６日（水） 乳幼児▶１３時３０分～１４時３０分
妊産婦▶１５時

0歳～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。 

　子どもの成長の道すじを知り、イヤイヤ期を乗り越えるヒントに
しませんか？

関東学院大学教育学部 こども発達学科教授　土
つ ち や

谷 みち子 氏
7月24日(水)10時～11時30分(９時45分開場)

※12月にも同内容の講座を開催予定です。
区役所6階大会議室
２歳児の保護者５０人 （２歳以上は あり

＊兄弟児が０・１歳児の場合は、保護者が抱っこでお話を聞いてください。）
６月２４日から

目からウロコ!!2歳児の子育て講座
～振り回されない 子育てのススメ～

講師

こども家庭支援担当　 948-2318　 948-2309

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

　身近な子育て支援者会場（区内13会場）
に、区役所から栄養士が伺います（年３回）。

子どもの食事に関することなら何でもご相談ください。
詳しい日時・会場は、区 や「つづき・育ナビ」をご覧ください。

・少食、偏食、むら食いが心配…
・離乳食や幼児期の食事のすすめ方がわからない
・メニューがワンパターンになってしまう
・子どもの肥満が心配になってきた　　など

気軽に相談
『出張・子どもの食生活相談』予約不要

つづきＭＹプラザ　 914-7171　 914-7172　
my-plaza@tsuzuki-koryu.org　※６月17日（月）は休館日です。

　新しい自分との出会いや発見ができるチャンス！
　この夏、区内のいろいろな活動から自分にぴったりのボランティア活
動を見つけて体験してみませんか。

中高生のための
夏休みボランティア体験

【主催】つづきＭＹプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）、都筑区社会福祉
協議会、都筑区青少年指導員連絡協議会　【共催】都筑区役所

※申込方法は、つづきＭＹプラザ （https://tsuzuki-myplaza.net/newhome/）をご覧ください。

オリエンテーション
ボランティアの心構えや活動の注意事項を知ろう！

７月19日（金）～７月22日（月）
ボランティア体験
区内の施設や団体・ボランティアグループで活動をしよう！

７月24日（水）～８月23日（金）
振り返り・修了証授与
活動で学んだことを次のステップにつなげよう！

8月24日（土）

STEP１

STEP2

STEP3

コース 対象 申込期間

中高生コース 区在住、在学、つづきＭＹプラザを
利用している中学生と高校生

７月10日（水）
20時まで

小学５・６年生向け
プレコース 区在住、在学の小学５・６年生 ７月５日（金）

20時まで

小学５・６年生向けプレコースも同時開催します！
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 6月25日（火）

※ はすべて市内在住・在学・在勤者
■日々の暮らしに役立つ講座
　「水廻りのお手入れ」
パッキンの交換などを習います／7月13
日（土）13時30分～15時30分／おおむ
ね50歳以上の人20人

6月11日9時から か
■わんぱくホリデー�おもしろ科学
　たんけん工房「音のふしぎを調べて
　ギターを作ろう」
実験と工作を通して楽しく科学を学びま
す／7月20日（土）13時30分～16時30
分／小学4年生～中学2年生32人 ／
800円

7月6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/）

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 6月10日（月）、7月8日（月）

講座開催日の1か月前の9時から か
10時から
■�夏休み初めてのプログラミング体験
7月21日（日）10時～11時30分／小学3～
6年生12人 ／800円 ●
■�わくわく科学実験室�夏
　「作って遊ぼう！ポンポン船」
7月25日（木）10時～11時30分／小学生
20人  ※小学1・2年生は保護者同伴／
700円 ●
■�地域の職人さんに教わる木工教室
7月28日（日）9時30分～12時／小学生
15人  ※低学年は保護者同伴／1200
円 ●
■�離乳食教室
3回食のレパートリーを増やそう／7月
17日（水）9時30分～11時／離乳食後期
の子の親12人 ／1000円 ●
■�そうめん流しに挑戦!
竹を使った流しそうめんを楽しもう／8月
4日（日）11時～14時／小学生50人 ／
300円

事前に か
■�おはなし広場
読み聞かせやパネルシアター／6月27日

（木）10時30分～11時／

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 6月10日（月）、7月8日（月）

行事は6月11日9時から か10時
から
■�こどもまつり
プログラミング体験、模擬店など／7月6
日（土）10時～14時／
■�親子パン教室
7月29日（月）10時～13時／小学生と保
護者10組 ／1600円 ●
■子ども卓球教室（全5回）
7月28日（日）～8月1日（木）9時30分～
11時30分／50人 ／2100円（全回
分） ●
■プロに習う卓球スクール（全8回）
8月5日・19日、9月2日・30日、10月7日・

時～15時／
■�手打ちそばを食べよう
7月20日（土）12時集合／50人 ／1人
前500円 ●
■はぎれ草履講習会
7月21日（日）9時～12時／12人 ／
800円 ●
■�いろりばたおはなし会
協力：おはなしネットワーク「かたらんらん」／
6月17日（月）11時～11時30分／
■�体験！南京玉すだれ
6月15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  ※特に記載のないものは小雨
決行・荒天中止
■ジャガイモ堀りと料理
7月6日（土）10時～12時：ジャガイモ掘
り、12時～14時：ジャガイモ料理 ※雨天
中止／ばじょうじ谷戸休憩所集合／30人

／500円 ●
■夏のキノコ観察会
7月7日（日）9時～12時30分／レストハ
ウス集合 ●
■昆虫博士養成講座（全2回）
昆虫の分類、採取、標本作製など／7月14
日（日）・15日（祝）いずれも9時～15時／レ
ストハウス集合／1000円（資料代）

7月5日までに か、 と申込者
全員の ・ を明記し か
■大池の生き物観察会
ザリガニ釣りと生き物観察／7月21日

（日）9時～12時／レストハウス集合／
300円 ●
■ネイチャークラフト作り
里山の材料を使ってクラフトを楽しもう／
6月23日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで） ※雨天中止／500円／
■炭焼き体験（宮谷戸窯）
7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） ●

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

6月17日（月）休館日

■ログハウスまつり
楽しいゲームと模擬店／6月16日（日）
10時30分～14時／300人  ※幼児は
保護者同伴／300円 ※チケット販売対
象は中学生以下／
■親子の広場�「かもっこくらぶ」
6月11日（火）10時30分～11時30分：保
育相談、7月4日（木）10時30分～11時：
お話会／未就園児と保護者／
■ログの七夕イベント
短冊に願い事を書いて笹に飾ろう／6月
24日（月）～7月7日（日）10時～16時30
分／

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6月12日から か
要問合せ

■夏休み直前工作教室
　「振動モーター」で遊ぼう
講師:ひととゆめのネットワーク／7月13

21日、11月18日・25日の月曜12時30
分～14時30分／53人 ／6000円（全
回分） ●
■�職人に習う手作りパン後期
8月5日・26日の月曜10時～12時30分／
各16人 ／各1400円 ●
■こだわりのこども科学クラブ
7月27日、8月10日の土曜10時～11時
30分／小学生 各20人 ／各1000円　 
●
■仲町台カフェ
カフェ&読書会&ライブラリー／7月17
日、8月21日、9月18日の水曜10時～
13時／20人程度 ／150円（コーヒー
と手作り菓子）／
■�おはなしかい
大熊保育園保育士によるお話会／7月
18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

休館日 6月10日（月）、7月8日（月）

行事は開催日の1か月前から か
■夏休み子ども卓球教室（全5回）
7月23日（火）～27日（土）9時30分～11
時30分／小学生50人 ／2500円（全
回分）

7月1日から か
■自由研究応援プログラム

（1）プログラミングでゲームを作っちゃお
う：7月31日（水）①9時30分～11時30
分 ②12時30分～14時30分／①小学
1・2年生と保護者10組  ②小学3年生
以上の子と保護者10組 ／800円

7月1日から か
（2）森の木工教室：8月2日（金）9時30分～
11時30分／4歳以上20人（未就学児は保
護者同伴） ／800円 ●

（3）理科実験教室：8月6日（火）9時30分～
11時30分／小学生24人 ／800円 ●

（4）地区センで雪印工場見学：8月8日（木）
10時30分～11時15分／小学校低学年
30人 100円

7月9日から か
■親子でパン作り♪
カメロンパンに挑戦／7月29日（月）9時
30分～13時／小学生と保護者8組 ／
1600円 ●
■藍の生葉染めDAY
都筑区で育てた藍の葉を使って染色体験／
7月30日（火）10時～12時／15人 ／
2500円 ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 6月10日（月）・24日（月）、7月8日（月）

行事は6月11日から か
要問合せ

■�七夕まつり
短冊に願い事を書いて吊るします／6月22
日（土）～7月7日（日）9時～16時30分／
■�七夕親子折り紙講座
折り紙で作る七夕飾り（笹付き）／7月6日

（土）①10時 ②11時／各10人 ／100
円 ●
■�第13回あそびフォーラム
　伝承あそびと木のおもちゃであそぼう
協力:かながわグッド・トイ、日本わらべうた
協会 お抹茶体験もあり／7月7日（日）11

日（土）10時～11時30分／小学生20人
 ※小学1年生は保護者同伴／300円　 

●
■�フラワーアレンジメント教室
　夏休み特別企画
講師:井

いのうえ

上 英
え

理
り こ

子 夏休みの宿題を作ろ
う。2作品の中から1つ選択／7月27日

（土）10時～12時／小学生以上 各6人
／各1200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

行事は前日までに か か、
を

■�うたごえ広場（第1回）
中
なかがわ

川 ともゆきさんのギターに合わせて
歌う／6月22日（土）13時30分～15時／
20人 ／300円（飲み物付き）／
■�川和小コミュニティフェスタ
地域の人や利用団体の作品展示や和太
鼓演奏、子ども体験コーナー、ステージ
発表など／6月8日（土）・9日（日）10時～
15時／

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

行事は事前に か
要問合せ

■わくわくアロマ～よい香りでリラックス～
香りうちわと虫よけスプレーを作ろう／6
月29日（土）10時～12時／15人  
※未就学児は保護者同伴／700円 ●
■オリジナルTシャツ作り・
　スマイルコレクション
無地のTシャツに自分の好きな絵を描い
て、山田富士公園前でお披露目／7月13日

（土）13時30分～17時／小学生、幼児と
保護者20人 ／1人300円 ●
■竹でおもちゃを作ろう
竹を使って、カブトムシや恐竜作り／7月
27日（土）9時30分～12時／幼児～小学
生30人  ※未就学児は保護者同伴／
200円 ●
■牛乳のひみつ
小学生向けの牛乳のお話／7月26日（金）
10時30分～11時30分／20人  ●
■わくわくサイエンス
　ビー玉であそぼう
カタカタ動くおもちゃを作ろう／7月31日

（水）10時30分～12時／小学1～3年生 
15人 ／200円 ●
■わくわくキッチン
簡単に作れる軽食／7月24日（水）10時
30分～12時／幼児～小学生20人
※未就学児は保護者同伴／300円 ●

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

■健康フェア
健康体操と健康チェック。年に1度は健
康チェックを！／7月6日（土）10時～12
時／
■みんなで遊ぼう（アロマヨガ）
子どもと一緒にご参加ください／6月28日

（金）10時30分～12時／親子20組 ／
300円

事前に か

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

■歌カフェ
ピアノに合わせて歌いましょう／6月29日

（土）13時30分～14時30分／30人
6月12日から か

■おとなのためのお話会

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6月11日～7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※

茶菓付き／7月1日（月）10時～11時／
20人 ／

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

■英国フェアイン東山田
6月16日（日）13時30分～14時30分：「な
ないろ」によるサロンコンサート、16時～
18時30分：映画上映会／30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

■�夏にぴったり!さっぱり!
　赤紫蘇ジュース作り
7月11日（木）10時～12時／20人 ／1
リットル500円（材料費）／ 要問合せ

6月11日から か

中川地域ケアプラザ
 500-9321　  910-1513

〒224-0001　中川一丁目1-1

■�知って安心講座
　～家族信託と成年後見制度編～
講師：（一社）民事信託相談センター／7月
27日（土）13時30分～15時／30人

6月11日10時から か

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

■ボールを使った運動講座
7月～11月の第1・第3火曜10時～11時
30分／おおむね65歳以上の人20人

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 6月24日（月）

■夏の定期教室追加募集中
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 。
■�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
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 6月4日～25日】
①ソフトエアロ／12時25分～

【水曜 6月5日～26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 6月7日～28日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 6月8日～29日】
⑤エアロビクスボクシング／10時～

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
6月29日（土）／
①「おもしろいぞ!紙芝居」 ②「火起こし
体験」 ③「スポーツ土器パズル」 ④「学芸
員トーク」／①は12時～、13時30分～、
15時～、④は14時～
③④は常設展示観覧料:一般400円、大
学生200円、高校生以下無料

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 6月24日（月）

■アートフォーラムフェスティバル
　2019�出展グループ募集
10月27日（日）に開催する『アートフォー
ラムフェスティバル2019』に出展する
グループの募集／市内在住・在勤・在学
の人を主としたグループ40組程度 ／
1000円～2000円

6月11日から かチラシまたは の
申込用紙に記載し郵送
■手編みでつながるニットカフェ
　@あざみ野
思い思いの材料を持ち寄り、編み物や
おしゃべりを楽しむ／6月21日（金）10
時～15時／30人  ※ あり／700
円／

■�アートフォーラムあざみ野
　Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
6月23日（日）12時～12時40分／
■�フェローアートギャラリー
　伊藤�有里・いとうゆり展
障害のあるアーティストたちの表現を
紹介するミニギャラリー／7月21日（日）
までの9時～21時／
■�あざみ野アートワゴン＆マルシェ
アーティストや福祉団体のオリジナル
グッズが買える「あざみ野アートワゴン」
と、新鮮でおいしい食べ物に出会える「あ
ざみ野マルシェ」を同時開催／7月7日

（日）10時～ ※商品がなくなり次第終
了／

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

行事は7月6日までに （必着） 
※詳細は ／入園料はすべて別途

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 6月4日～25日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 6月5日～26日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
500円／24人

【金曜 6月7日～28日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 6月8日～29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

休館日 6月17日（月）

■椅子ヨガ�（2期目募集）（全10回）
誰でも簡単! 瞑想・呼吸法も体験。詳細は
お問い合わせください／7月2日・9日、9
月10日・17日・24日、10月1日・8日・15
日、11月5日・12日の火曜10時～11時
30分／14人 ／4500円（全回分）

6月11日から 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/

休館日 6月25日（火）

■夏期特別教室募集中！
スポーツ教室やカルチャー教室、プール
教室などの夏期特別教室を開催します。
夏休み限定の絵画造形教室は毎年大人
気です。締め切りは6月22日。詳細は
か館内にある冊子をご覧ください。
■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）】
（50分間、520円）
月曜▶ズンバ／11時15分～、ヨガ／12
時20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▶骨盤矯正ヨガ／11時10分～、姿
勢調整＆ピラティス／19時30分～
木曜▶ファイティングキック／10時～、
ステップデトックス／11時10分～
金曜▶ピラティス／10時～、ボディケア
ストレッチ／12時20分～
土曜▶みんなでエアロ／11時10分～、
ヨガ／12時20分～

■七夕かざり
七夕飾りを設置。ころこロッジでは、短冊
に願い事を書いて飾れます（短冊の枚数に
は限りがあります）／6月26日（水）～7月8
日（月）／正門入口、ころこロッジ内／
■夏休み宿題教室
　「ズーラシア・アドベンチャー」
クイズやゲームを通して動物について学
ぶ／7月31日（水）、8月1日（木）13時～
15時／小学1～3年生 各20人 ／200
円 ●
■夏休み宿題教室「動物のヒミツ発見！」
動物の体の秘密について、観察をしなが
ら学ぶ／7月28日（日）・29日（月）9時30
分～12時／小学4～6年生20人 ／
200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

 http://www.popola.org/

日・月曜、祝日休館日

行事は前開館日までに か
■パパと楽しむ夏のおはなし会
パパのための絵本の選び方や読み聞かせの
コツを紹介／7月6日（土）10時30分～11時
15分／1～3歳児とパパ12組  ●
■じっくり相談
専門相談員による子育て相談／7月13
日・20日・27日の土曜10時～16時／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
6月15日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5組  ●
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
①7月5日（金）・②13日（土）・③24日（水）
いずれも10時30分～11時30分／①おや
この広場『ぷらっとカフェ』 ②③ポポラ／
入会希望の人 各10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／6月15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／6月27日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発）
※雨天時は7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
 http://www.women.city.yokohama.jp/

男女共同参画センター横浜北 大型のヤギの仲間です。2月22日、
ズーラシアでオスの赤ちゃんが生ま
れました。
誕生当日に「はやぶさ2」が小惑星
リュウグウに着陸成功したので、ハ
ヤブサ属の学名か
ら『ファルコ』と名
付けられました。
ファルコの成長を見
にお越しください。

母親のメイとファルコ
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　原始から現代にかけて全6章で構成される『図説 都筑の歴史』の第2章～第4章の見どころ、読みどころをご紹介します。
今年11月の刊行を楽しみにしていてください。

編さん委員会だより『図説 都筑の歴史』第8回 区制25周年に向けて『図説 都筑の歴史』編さん中！！

都筑には有力な武将がいないのはなぜでしょうか。古代国家
が成立すると、この地域は武蔵国都筑郡に編成されました。古
代末期の開発を主導した武士たちは都筑・中山などを名乗り

地域支配に乗り出して、武家政権を築く原動力となりました。鎌倉幕府が開かれる
と、この地域は鎌倉の後背地として、将軍家や北条氏などの所領になり生え抜きの
武士たちは政争に敗れて姿を消しました。
室町時代には鎌倉公方や関東管領の勢力
が地域におよび抗争を繰り返したので有
力武将が育ちませんでした。しかし、その事
が幸いして戦国期には村を基盤とする地
侍や農民の成長を促しました。地域に伝わ
る古文書・石造物・杉山神社や寺院の棟札
に彼らの姿を探っていきます。

（編さん委員　中西 望介 氏）

江戸時代、都筑の人々の多くは農業で暮らしていました。農業
を中心に生活サイクルが回っていたことは日記資料から、農
業に適した村落空間を作り上げていたことは村絵図からうか

がえます。一方、人々は農業の合
間に豊かな信仰生活、文化生活
を送っていました。祭りをはじめ
とする年中行事、富士山や大山
への参詣や霊場めぐり、俳諧な
どの文芸活動、寺子屋での教育
活動などは現代のライフスタイ
ルの原型となっています。

（編さん委員　井上 攻 氏）

『小田原衆所領役帳』小机衆の冒頭部分

『江戸名所図会』に掲載する淡島神社

区民活動係　　948-2２３6 　  948-2２３９

いのうえ  おさむ

なかにし  もちゆき

ありよし

林文子市長が「モヤ→キラ委員会」の皆さんと意見交換を行いました

　「モヤ→キラ委員会」は、都筑区事業「輝く女性応援プロジェクト」の講座に
参加した、30～40代女性による団体です。女性が人生における転機に左右
されず、家庭も自分のことも諦めずに「わたしらしく」生きることを応援するた
め、都筑区役所から委託を受け、女性のための講座や講演会の企画運営をし
ています。
　会場は区総合庁舎内の区民活動センター。代表の有好さんは「小さな一歩
でも、踏み出せば人生が動き始める面白さを伝えたい」と話します。参加者の
皆さんからは「寂しい思いをしていたけれども一歩外に出てみてつながりの
大切さが分かった」「講演会の内容に影響されて、その日から行動が変わっ
た」といった話がありました。また、開催したイベントで自分の夢を叫ぶ企画が
あり、メンバーからの要望を受けて市長自らが夢を叫ぶ場面もありました。
　市長からは「ネーミングが今の女性たちにぴったりで素晴らしい。お話を
伺って、本当に楽しく、ワクワクしました。女性が夢を実現していく素晴らし
いチームだと思いました」との感想をお伝えしました。

◆都筑オーケストラ��第34回定期演奏会
　－シベリウス・プログラム－
曲目：シベリウス　「カレリア」序曲・組曲、
交響曲第５番　指揮：横

よこしま

島 勝
か つ と

人／6月16
日（日）14時開演／都筑公会堂／600人

／
都筑オーケストラ　加

か と う

藤 清
き よ み

美
941-4453

◆初夏のバロック・コンサート�in�歴博
6月22日（土）開場13時30分　開演14
時／横浜市歴史博物館エントランスホー
ル／100人 ／

横浜歴博もりあげ隊事務局
080-4896-4677

◆都筑区民ダブルスバドミントン大会
6月30日（日）8時～／都筑スポーツセン
ター／中学生以上の区内在住・在勤・在
学者160組  ※男女とも1～3部／有
料 ※詳細は都筑区民活動センター、都
筑スポーツセンターおよび区内地区セン
ターで配布する申込書をご覧ください。

6月16日までに （contact@tsuzuki-
badminton.org）

都筑区バドミントン協会　持
もちます

増
090-2677-3760

◆第24回つづきっこまつり
こども模擬店、ふれあいパフォーマンスな
どワクワクがいっぱいです／6月30日（日）
10時30分～15時／区総合庁舎１階区民
ホールおよび地上駐車場横通路

つづきっこまつり運営委員会　早
はやかわ

川

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

◆着物を美しく着る会　会員募集
手結び／月2回土曜10時～12時、月1
回月曜13時～15時／北山田小コミュニ
ティハウス／20人 ／1回1500円

事前に か

090-5504-9812　 471-9923
◆スポーツする子の力を伸ばす！
　実習つき�お野菜講座
調理実習と試食／7月12日（金）10時30
分～13時／みんなのキッチン（茅ケ崎中
央36-5エルドラード横浜2階）／スポー
ツする子の保護者15人 ／1500円

7月9日までに か か
NPO法人ロクマル
944-1714　 944-1399
minna@dassama.com

◆第67回��区民ジュニアテニストーナメント
7月25日（木）・26日（金）・29日（月）・30日

（火）／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

6月11日から20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/）
◆そうめん台づくりと流しそうめん
8月13日（火）10時～13時30分／くろが
ね青少年野外活動センター／小学生と
家族8組 ／1家族6000円

6月1日から20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.

着物を美しく着る会　小
こばやし

林
090-5411-8391　 044-866-2652

◆英語で歌おう！　会員募集
毎月第1・3水曜13時15分～14時45分／
港北ガーデンヒルズ音響室／月2000円

Groovy　津
つ だ

田
592-4809　 592-4809
qqtq7hwu9@wing.ocn.ne.jp

●

●

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※




