
商店街などでのイベント案内

　横浜の商店街No.1メニューを決める大好評企画「ガチ！」
シリーズ。第9弾は“ハンバーグ”をテーマに開催します。
その名も「ガチハンバーグ！」。市内39商店街47店舗が
エントリーしている中、区からは3店舗がエントリー。
お店に食べに行き、投票して応援しましょう！

日程 イベント名

9月18日（水）・19日（木）

8月21日（水）
7月27日（土）・28日（日）

9月14日（土）

9月（日程未定）
10月5日（土）・6日（日）（予定）
10月26日（土）
10月31日（木）
11月3日（日）
11月22日（金）～ （予定）
12月（予定）
12月1日（日）～21日（土）

乾杯フェスタ 呑みコン！仲町台！

えだきん夜店市
グルメフェスタin仲町台の夏祭り 仲町台商業振興会

センター南の秋まつり

都筑区制25周年映画会
秋のグルメ＆パフォーマンスフェスタ
仲町台ハロウィンウォークラリー
えだきんハロウィン大仮装大会
都筑区民まつり
イルミネーションｉｎセンター南
ドイツクリスマスマーケット
謝恩大売出し

仲町台商業振興会

えだきん商店会
センター南商業地区振興会

センター南商業地区振興会
北山田商業振興会
仲町台商業振興会
えだきん商店会
都筑区商店街連合会ブース出店予定
センター南商業地区振興会
センター北商業振興会
川和商店街

主催

９４８-２231　　９４８-２239地域振興係問合せ

　    　値段　   住所　   営業時間　   
定休日　   電話番号　   アクセス

凡例

STEP
STEP

STEP

　店舗へのメッセージ、イベントの感想などを専用の応募はがきにご記
入いただき、郵送していただくものです。応募いただいた人の中から抽選
で、プレゼント（プロスポーツチームグッズや商店街ギフト）や商店街のお
得な情報などをお送りします。　応募はがきは区内にある９商店街がイベント開催時に配布しています。

Asuta Cafe
自家製バジルソースを加えた特製煮込みハンバーグ

C

　ほのかにバジルの香りがする「自家製バジルソースを加えた特製煮込みハンバーグ」。きのこや野菜をたくさん入れてふっくらとやわらかい仕上げになっています。家庭的であるけれど本格的な味わい！女性やお子さんにぜひ召し上がっていただきたい、店長いちおしの一品です。

店長　羽藤 皓児 さん
はとう こうじ

1080円（税込） ※セット料金荏田南五丁目7-9  アスタ荏田　　１０時～１７時
木・日曜、祝日
942-9600
市営バス「荏田南」バス停徒歩5分

センター南駅

市営地下鉄
ブルーライン

荏田南バス停

もう！うまい！！ハンバーグの店

オリジナルハンバーグ
（200g)

　ハンバーグのお店だと一目でわかり、アートな

外観も目を引きます。「オリジナルハンバーグ」

は、牛肉１００％を使用し、注文を受けてから成型し

焼き上げます。肉厚のハンバーグに箸を入れる

と、中から溢れんばかりの肉汁が。和洋７種類の特

製ソースからお好みで２種類選べます。

店長　篠崎 智也 さん
しのざきともや

1058円（税込） ※ハンバーグのみ

仲町台一丁目31-6  2階　　
11時30分～15時（月～土曜）／17時～24時（月～土

曜、祝前日、祝日）※日曜は11時～15時／17時～22時

なし　　  482-7467
市営地下鉄ブルーライン仲町台駅徒歩4分

A

仲町台駅 市営地下鉄ブルーライン
東急ストア

レストラン  ミーイング
MMIMG

オリジナルハンバーグ（150g）

B

　「毎食食べたくなるようなハンバーグを」と熱い
思いで作られたこのハンバーグは、100％国産牛
を使用し、つなぎにパン粉を使わず卵・香辛料のみ
で成型をするこだわり。４種類の挽き方で挽いてい
る肉の食感も楽しめます。グレイビー（肉汁）とデ
ミグラスソースを混ぜたソースも相性抜群です。

店長　千葉 秀樹 さん
ちば ひでき

８６４円（税込） ※ハンバーグのみ（ランチタイム価格）
仲町台一丁目2-20  フロンティアビル２Ｆ　　
11時30分～14時／18時～25時
なし
943-9095
市営地下鉄ブルーライン仲町台駅徒歩1分

仲町台駅

市営地下鉄ブルーライン

東急ストア

ガチハンバーグ！ 検索

投票 7月31日（水
）まで

のお店があるのは

テレビドラマのロケ地にも使用され、ついつい散歩したくなるような
オシャレな街並みの仲町台にふらっと立ち寄ってみませんか？

仲町台商業振興会A B のお店があるのは

一歩足を踏み入れると、季節の鮮やかな花々が出迎えて
くれる地域の憩いの場所。一度足を運んでみませんか？

えだきん商店会C

詳しくは

◆ 区の人口・・・・・・212,249人（前月比85人増）
◆ 区の世帯数・・・83,445世帯（前月比125世帯増）
※2019年6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.261

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  7月13日・27日、8月10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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お父さんと保育園に行く弟と仕事に行く
お母さんに「いってらっしゃい」をする。

小学校の校門で「いってらっしゃい」。

Aくんと2人で過ごす。虫の本を見て、虫の絵を描く。
外に出て飼っているカブト虫を観察したり、見せて
くれたりする。

家の戸締り確認。
カバンについている鍵で玄関の鍵をかける。

四季折々の遊びを体験することで、
自ら遊びを発掘し、楽しみ、発展させ
ていく、自然が大好きな子どもに育ち
ました。一番大変な時に一緒に育て
てもらい、生きる力を育む保育をして
いただいたと感じています。

預ける前は「子どもが慣れるかな？かわ
いそうかな？」と不安でしたが、利用して
みたら楽しそうで安心しました。親も預け
ることで気持ちに余裕ができ、子どもも
子どもの中で遊びながら成長していてう
れしいです。

上の子の学校行事や、習い事
の日に利用しています。季節の
行事ごとにイベントや製作をし
てくれ、下の子も保育園の日を
楽しみにしています。先生は皆
さん優しくて、実家のように安心
して預けています。手作りの給
食が食べられるのも魅力です。

明るくきれいな保育室で、先
生たちも優しく、娘は保育園
が大好き！ 特に、公園での外
遊びやお歌が好きで、覚えた
お歌を楽しそうに歌っていま
す。季節の行事や、工夫を凝
らした製作、手作り給食も楽
しみにしています。

一時保育に預ける理由で1番多いのがリフレッシュです。お母
さん、1人で頑張らなくて大丈夫。子育ての不安に寄り添い、成
長を一緒に喜べる存在でありたいなと思っています。いつでも
無料で親子体験ができます。（まずは、お電話を）

近くの小学校に向かう。
横断歩道を渡るとき、左右を確認するよう声をかける。

　市が補助している認可外保育施設が行うものです。用事
を済ませたい、「自分の時間」をつくってリフレッシュしたい、
急に仕事が入った…など、子育て中には誰かの手を借りて子
どもをみてもらうことが必要なときもあります。
そんなとき、理由を問わずにお子さんをお預かりします。

　区内のおよそ30の保育園で、保護者のパート就労や病気、入院などにより一時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の
リフレッシュのための一時保育を実施しています。
　また、病気の子どもを仕事や冠婚葬祭などの都合で預けたいときに利用できる病児保育（事前登録必要）の制度もあります。
※利用の詳細、申込みは直接各園またはこども家庭支援担当にお問い合わせください。

　小学校入学から1人で登校することに慣れるまでのサポート。Aくんのお父
さん、お母さんが仕事で7時15分に家を出るため、利用会員宅で登校前の時
間をAくんと2人で過ごし、8時になったら小学校まで送っていく。（週2回）

事務局
（ポポラ内）

利用会員宅 到着 学校へ行く準備

中川中央一丁目３９-１１
ライフ＆シニアハウス港北１階
914-6272　
9時～17時

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

912-5157　 912-5160

荏田南五丁目８-１３　みずきフード１階
532-9960　
9時～17時

仲町台一丁目３-７　ヤマヒョウビルB館１階
500-9775　
7時30分～18時30分

月～金曜(祝日および年末年始を除く） ※時間は施設により異なります
市内在住の生後57日～小学校入学前の子ども
1時間あたり300円以下(施設によってはこのほかに、おやつ代などの
実費相当額を負担していただく場合があります）
子ども１人につき、月120時間まで（ただし、月に15日まで）
直接各施設に申込み

広場には毎日のように通っているので、スタッ
フさんともコミュニケーションはばっちり！
下の子だけを預けて、上の子と過ごしました。

「ママと２人で楽しかった。また遊ぼうね」って。
3歳にして我慢していたんだなって泣けちゃい
ました。またお願いします。

姉弟2人同時に預かってもらうのが他では難しい
中、調整してもらい預けてます。
預けることにちょっぴり後ろめたさもあったけど、自
分の時間が取れて心も体もリフレッシュできました。
みんなに利用してもらいたいです。

仲町台一丁目20-11　ヒルサイド303
944-3554
市内在住の生後６か月以上3歳以下で広場の利用経験のある子ども
1時間400円
月～木曜　9時45分～15時45分
子ども１人につき300円

（広場登録とは別に、一時預かりのための登録が必要です。）
※利用の詳細、申込みは広場にお問い合わせください。

上の子でも利用し、下の子が生まれてからは
上の子の幼稚園行事やママ会などで利用す
ることが多いです。親と離れてお友達やスタッ
フの人と思い切り遊んで満足そうな子どもの
顔を見ると、利用して良かったなと思います。

病院とリフレッシュのために利用しました。泣い
てしまうと思ったのですが、担当のスタッフさん
に楽しく遊んでいただき、ずっとご機嫌だった様
子。最初は不安でしたが、自分も余裕ができ子
どもの成長も感じられ、利用してよかったです！

佐江戸町1829
516-9117
市内在住の生後６か月以上3歳以下で広場の利用経験のある子ども
1時間300円
月～金曜　10時～15時
子ども１人につき200円

（広場登録とは別に、一時預かりのための登録が必要です。）
※利用の詳細、申込みは広場にお問い合わせください。

地域の中で子どもを預けたり、預かったりすることで、人と人のつながりを広げ、地域ぐるみの子育て支援を目指しています。

住所　　 電話番号　　 利用期間　　 利用対象　　 利用料金　　 利用限度　　 申込先　　 登録料凡例

948-2318 948-2309こども家庭支援担当問合せ

保育室
の声

子どもを預かってくれる

提供会員さん、募集中！

提供会員は有償ボランティアです。

子どもを安全に預かることのできる満20歳以上の健康

な人でしたら、特別な資格は必要ありません。

活動をするには…

入会説明会
参加

3日間の研修
※子育て中にも

　　役立つ研修です
登録

1 2 3

中川中央一丁目1-3あいたい5F

子どもを預かって欲しい人
利用会員

子どもを預かる人
提供会員

提供会員さん
ポポラのボランティアをしていて、
横浜子育てサポートシステムの
活動を知り入会

利用会員さん
6歳（小学1年生）Aくんと
3歳の男の子のママ

7：15 8：00

特集

子どもを預かってほしい人（利用会員）と
子どもを預かる人（提供会員）
それぞれ会員登録していただき、
条件の合う人の出会いをサポートします。

横浜子育てサポートシステムは会員制です。

ポポラ開催
7月24日（水）、8月10日（土）・28日（水）、9月14日（土）
出張開催
つづき地域活動ホームくさぶえ ９月６日（金）
加賀原地域ケアプラザ ９月７日（土）

※実施時間はいずれも10時30分～11時30分
まずは入会説明会（要予約）に参加してください。

申込み
・

問合せ
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フの人と思い切り遊んで満足そうな子どもの
顔を見ると、利用して良かったなと思います。

病院とリフレッシュのために利用しました。泣い
てしまうと思ったのですが、担当のスタッフさん
に楽しく遊んでいただき、ずっとご機嫌だった様
子。最初は不安でしたが、自分も余裕ができ子
どもの成長も感じられ、利用してよかったです！

佐江戸町1829
516-9117
市内在住の生後６か月以上3歳以下で広場の利用経験のある子ども
1時間300円
月～金曜　10時～15時
子ども１人につき200円

（広場登録とは別に、一時預かりのための登録が必要です。）
※利用の詳細、申込みは広場にお問い合わせください。

地域の中で子どもを預けたり、預かったりすることで、人と人のつながりを広げ、地域ぐるみの子育て支援を目指しています。

住所　　 電話番号　　 利用期間　　 利用対象　　 利用料金　　 利用限度　　 申込先　　 登録料凡例

948-2318 948-2309こども家庭支援担当問合せ

保育室
の声

子どもを預かってくれる

提供会員さん、募集中！

提供会員は有償ボランティアです。

子どもを安全に預かることのできる満20歳以上の健康

な人でしたら、特別な資格は必要ありません。

活動をするには…

入会説明会
参加

3日間の研修
※子育て中にも

　　役立つ研修です
登録

1 2 3

中川中央一丁目1-3あいたい5F

子どもを預かって欲しい人
利用会員

子どもを預かる人
提供会員

提供会員さん
ポポラのボランティアをしていて、
横浜子育てサポートシステムの
活動を知り入会

利用会員さん
6歳（小学1年生）Aくんと
3歳の男の子のママ

7：15 8：00

特集

子どもを預かってほしい人（利用会員）と
子どもを預かる人（提供会員）
それぞれ会員登録していただき、
条件の合う人の出会いをサポートします。

横浜子育てサポートシステムは会員制です。

ポポラ開催
7月24日（水）、8月10日（土）・28日（水）、9月14日（土）
出張開催
つづき地域活動ホームくさぶえ ９月６日（金）
加賀原地域ケアプラザ ９月７日（土）

※実施時間はいずれも10時30分～11時30分
まずは入会説明会（要予約）に参加してください。

申込み
・

問合せ
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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

7月17日（水）13時～19日（金）13時 水道について考えよう！パネル展 水道局総務課 633-0110 664-6774
7月18日（木）9時～24日（水）17時 商店街パネル展 地域振興係 948-2231 948-2239
7月22日（月）9時～26日（金）17時 ラグビーワールドカップ2019TM／オリンピック・パラリンピックパネル展 区民活動係 948-2235 948-2239
7月25日（木）13時～8月1日（木）17時 メイドインつづき事業ＰＲ展示 企画調整係 948-2227 948-2399
7月29日（月）10時～16時 石巻進化躍進応援バザールうんめぇもん市 ＮＰＯ法人ヒューマンフェローシップ 762-1435 751-9460
7月30日（火）9時～8月5日（月）17時 子育て支援イベント 子育て事務係 948-2472 948-2309
8月2日（金）9時～8日（木）17時 都筑消防団活動写真展 都筑消防署 945-0119 945-0119
8月6日（火）9時～7日（水）17時 中学校写真部写真展 予算調整係 948-2213 948-22088月9日（金）9時～15日（木）15時 原水爆パネル展

 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。

go.jp/keihin/keihin_index052.html）
7月31日（水）9時30分～16時40分 

※9時15分JR横浜線淵野辺駅前南口広
場集合、JR横浜線新横浜駅解散（雨天決
行、荒天時は8月2日（金）に延期）

小学3年生以上の子と保護者45人
7月19日までに と申込者全員の
、 を明記し か
鶴見川流域水協議会 申込窓口 アジア

航測（株）　 044-967-6270
044-965-0040
mizumasu.tsurumi@ajiko.co.jp

ラグビーワールドカップ２０１９™、
東京2020オリンピック・

パラリンピック
グローバル人材と人間力　

～ボランティアレガシーを残すために～
ボランティアや国際交流に興味がある人！
①ボランティアレガシーを残すためにでき
ること：㋐講師 NPO法人スローレーベル理
事長　栗

く り す

栖 良
よ し え

依さん、㋑公益財団法人 横
浜市国際交流協会理事長　岡

お か だ

田 輝
てるひこ

彦さん
②ボランティア経験を通じて、個人のライフ
キャリアにレガシーを：講師 リクルートワー
クス研究所主任研究員　中

なかむら

村 天
あ き え

江さん
①8月7日（水）㋐14時～15時

　　　　　  　 ㋑15時～16時
　②8月8日（木）14時～16時

つづきＭＹプラザ
原則2日間参加できる人40人
7月22日までに か か ・応募

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

長寿犬、長寿猫の写真募集
区の動物愛護週間イベントにて、長寿ペットの
写真を展示し、飼い主に表彰状を贈呈します。

長寿犬： 区内で登録されている大型犬
13歳以上、中小型犬は15歳以上／長寿
猫： 区内で飼育されている猫17歳以上 
※年齢は、いずれも2019年9月20日時点。

8月16日必着。応募方法は環境衛生係
（区役所2階25番窓口）まで。
●都筑区動物愛護週間イベント

9月24日（火）13時～30日（月）15時
区総合庁舎1階区民ホール
環境衛生係
948-2358　 948-2388

第20回都筑区チャリティー
ゴルフ大会参加者募集

区の地域福祉発展と地域福祉保健計画
推進を目的としたゴルフ大会。

年を明記し、区民活動係へ か郵送（〒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」あて）

区民活動係　 948-2238　 948-
2239　 tzbunkasai@webyoko.com
都筑区民文化祭 検索

新治恵みの里
冬野菜作り教室(全４回)

①9月7日（土）：種まき、白菜植付け ②9
月28日（土）：間引き、追肥 ③11月9日（土）：
大根収穫 ④11月30日（土）：ジャガイモ掘り 
①③④は10時30分～12時30分
②は13時30分～15時30分 
※作物の生育・天候状況による日時変更あり。

緑区新治町 にいはる里山交流センター
（JR横浜線十日市場駅徒歩約15分）

市内在住の個人・家族・グループ（4人程度ま
で）15組程度  ※1回目に必ず参加できる人

1組4000円（収穫した冬野菜のお土産
付き、保険代含む）

7月15日から新治恵みの里 （http://
www.niiharu.link）の申込フォームに
沿ってお申し込みください。

北部農政事務所農業振興担当
948-2480　 948-2488

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

区民活動センターから

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

休館日 ７月15日（祝）

■�ボランティアベースつづきを
　開催しています！
7月のテーマ：福祉活動ボランティア入門講座

月1回　第4金曜　15時~17時
ボランティアを始めたい人、探している人
事前に か

自由研究のヒントを見つけに
行こう！「夏休み！つづき・

ものづくり体験！」
地元ものづくり企業の皆さんと一緒に、
ものづくりにチャレンジ！

【ものづくり体験メニュー（予定）】
★打刻体験やはんだ付けなどの工作ワー
クショップ  

7月27日（土）13時～16時 
※材料がなくなり次第、終了。

港北みなも3階特設会場／
主に小学生 ※小さいお子さんや中・高・

大学生も参加可。
企画調整係　
948-2227　 948-2399

夏休み  都筑区「はたらく車
大集合」＆道の日2019

「道路ふれあい月間」の8月に、交通安全、道
路の役割などを紹介するイベント。消防車、
道路パトカーなどの展示、ご当地ヒーロー
ショー、かき氷無料配布（先着200食）ほか

8月3日（土）10時～13時（雨天中止）
区総合庁舎・都筑警察署駐車場／
都筑土木事務所
942-0606　 942-0809
都筑消防署　 ・ 945-0119

都筑水再生センター＆
川和車両基地の見学会

8月22日（木）10時～15時 ※9時50分市
営地下鉄中山駅改札前に集合、川和車両基
地解散（途中移動は貸切バス） ※昼食持参

市内在住・在勤・在学の人40人
※小学生以下は保護者同伴

7月31日から  
※平日9時～12時、13時～16時

都筑水再生センター
932-2321　 931-8919

夏休み親子でワクワク
鶴見川探検バスツアー

源流保水の森の散策や治水施設の見学
など ※詳細は （http://www.ktr.mlit.

9月5日（木）
姉ヶ崎カントリー倶楽部（千葉県市原市）

※現地集合・現地解散
参加費：7000円  プレー費：1万6020円
7月31日までに参加費を持参し

（プレー費は大会当日に支払）
都筑区社会福祉協議会
943-4058　 943-1863

第24回　都筑区民文化祭
ポスターデザイン画募集

『広げよう令和の文化を都筑から』をキャッチ
フレーズに、2020年1月18日～2月2日に開
催される「第24回都筑区民文化祭」のポスター
デザイン画を募集します。採用者には記念品
を贈呈。採用作品は、ポスターやパンフレット
などに編集の上、区内各所に掲示されます。

〈作品規定〉
①Ｂ4サイズ・カラー未発表作品（PC作成可）
②デザイン画の中に文字を入れないこと
※文字のデザインとレイアウトは別に行
います。作成時にデザイン画のレイアウ
トなどを変更することがあります。

区内在住・在勤・在学、または都筑区を
拠点として活動している個人

9月6日必着で、作品裏面に と返却
希望の有無、学生・生徒の場合は学校名と学

昨年の
様子

※投票日は、参議院選挙の公示後に郵送する「投票のご案内」、
ポスター掲示板や国・県で実施するテレビ・ラジオ・新聞・イン
ターネットなどの広報でご確認ください。

　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。

　出張先・旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票ができます。また、
身体に重度の障害のある人や要介護５の人で「郵便等投票証明書」をお持ちの
人は、郵便による不在者投票ができます。
　詳しくは、区選挙管理委員会にお問い合わせください。

今年の夏は参議院議員選挙が行われます

「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。

「投票のご案内」をお持ちください

◆期日前投票

◆不在者投票

横浜農業協同組合(ＪＡ横浜)
都筑中川支店　２階支店会議室　

投票時間7時～20時

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

●期日前投票所：区役所６階大会議室
投票期間：公示日の翌日～投票日の前日
投票時間：8時30分から20時まで

●期日前投票所：横浜農業協同組合（JA横浜）
都筑中川支店　２階支店会議室
中川中央一丁目26-6

（市営地下鉄センター北駅徒歩１分／右図）
投票期間：投票日の８日前～投票日の前日
投票時間：9時30分から20時まで

〒

モザイクモール
港北
都筑阪急

★
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
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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

麻しん風しん
（ＭＲ）
予防接種の
ご案内

麻しん風しん（ＭＲ）２期の予防接種は、2020年４月に小学１
年生になるお子さんが対象です。予診票は個別に送付して
いますので、利用されていない場合は、お早めにお願いします。
※予診票が見当たらない、小学生だがまだ接種していない
などの場合は、ご相談ください。

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診、PSA検査（前
立腺がん）を実施しています。医療機関に直接お申し込みください。

エイズ・梅毒検査
予約制

7月11日・18日・25日、８月１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

７月26日（金）午後、８月６日（火）午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師や
栄養士による個別相談です。

禁煙相談
予約制

７月26日（金）午後、８月６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 7月16日(火)

■図書館たんけん隊
7月25日（木）①9時40分～11時

40分 ②14時10分～16時10分
※各回同一内容

区在住の小学3・4年生 各回15人
7月11日から か

■横浜みどりアップ
　森の中のプレイパーク

7月30日（火）9時15分～12時30分
区総合庁舎6階大会議室A・都筑中

央公園 ※近隣公園含む（雨天室内）
市内在住の小学3～6年生20人
7月12日から か

■「おはなし会」はたらく車大集合!
はたらく車の絵本の読み聞かせ。

8月3日（土）／
■読んでみようこんな本（展示）

7月17日（水）～8月29日（木）／
■都筑図書館 7月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。

7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。
■よんであげますよ～
つどおうJ

じ じ ば ば

iJiBaBa隊による読み聞かせ。
7月20日（土）10時30分～12時／

健康づくり係
948-2350　 948-2354

3
ス リ ム

Ｒ夢マスター教室
ごみ収集車体験乗車やリサイクル学
習、焼却工場見学（午後希望制）など。

7月24日～8月22日の水曜、木曜
いずれも9時30分～11時30分

資源循環局都筑事務所（平台27-2）
市内在住の小学生以下の子 各10人
資源循環局都筑事務所
941-7914　 941-8409

小学校入学前に知って
おきたい大切なこと

～今から備える「小１の壁」～
●小1の壁って？
子どもが小学校に上がる時、主に仕
事を抱えながら子育てをしている保

夏休みガールズデー
ドイツの会社で職場見学やワーク
ショップ。
ガールズデー：ドイツ政府が始めた女
子の技術進路への推進キャンペーン

8月22日（木）14時～17時
市内および近辺の小学5・6年生の

女子20人
テュフ ラインランド ジャパン株式

会社 テクノロジーセンター（GTAC）
（北山田四丁目25番2号）

8月9日まで
区民活動係
948-2238　 948-2239

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）

①食生活についての話と2回食を目
安にした離乳食の試食
②赤ちゃんと一緒に楽しく体操

①8月23日（金） ②9月6日（金）
いずれも10時30分～11時30分

①中川地域ケアプラザ ②区役所1
階福祉保健センター多目的室

区内在住で離乳食を始めて2か月
を過ぎたころの子と親25組

①普段使っている離乳食用のス
プーン、飲み物 ②バスタオル、飲み物

7月23日10時から中川地域ケアプ
ラザへ （500-9321）

護者が直面する問題です。
講師：認定 NPO 法人あっとほーむ　
小
お ぐ り

栗 ショウコ氏（平成27年度「子供と
家族・若者応援団表彰」内閣府特命担
当大臣表彰 受賞）

9月7日・14日・21日の土曜13時
30分～15時（入学予定校別に同内容
で3回開催）

区役所1階福祉保健センター多目的室
仕事をしている（これから仕事をする）

年長のお子さんがいる保護者 各回70人
あり
こども家庭支援課青少年支援・

学校地域連携担当　
948-2471　 948-2309　
tz-gakkourenkei@city.

yokohama.jp
都筑区 講演会 小１の壁 検索

予約・問合せ／健康づくり係　 948-2350　 948-2354
子どもの
食生活相談

予約制

７月23日（火）午前・26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 7月23日、8月6日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 7月11日・25日、8月1日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 7月18日、8月8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12月ごろ出産予定の人
→８月２日・９日の金曜日
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50組先着
8月10日（土）9時30分～11時30分（9時１５分受付開始）

【申込み】７月10日８時４５分から
【会場・申込先】都筑福祉保健センター（区役所１階）

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

７月１６日（火） 乳幼児▶１３時３０分～１４時３０分
妊産婦▶１５時

７月３１日（水） 乳幼児▶９時３０分～１０時３０分
妊産婦▶９時１０分

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。 

◆区民まつり全般・フリーマーケット・PRコーナー関係
　 地域振興課　区民まつり担当　 948-2231　 948-2239
　 tz-chishin@city.yokohama.jp
◆ステージ関係詳細　 都筑クラブ　山

や ま だ

田 美
み ち こ

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

ステージ 大きさ 募集数 出演料
センター南駅前すきっぷ広場 約15ｍ×約９ｍ 9組（予定） 5000円
センター北駅前噴水広場（※） 約8ｍ×約7ｍ 16組（予定） 5000円
みなきたウォーク内 約10ｍ×約4.5ｍ 14組（予定） 3000円

◆都筑区民まつり　 11月３日（祝）10時～15時 ※小雨決行

申込時の注意事項【共通】

 ステージ 出演者募集

PRコーナー 出店者募集

フリーマーケット 出店者募集

第25回都筑区民まつり 出演・出店者募集

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

※ドラムセット、ギターアンプ２台、ベースアンプ１台設置

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

19日までに にて

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

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

26日までに にて

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

募集区画▶70区画（予定）　出店料▶2000円 ※申込み時に持参
8月20日15時から区役所6階大会議室にて抽選会。14時30分開場

※21日以降は地域振興課（5階54番窓口）
身分証明書（運転免許証など）
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中川西地区センター

 912-6973　  912-6983
〒224-0001　中川二丁目8-1

休館日 7月8日（月）

行事は開催日の1か月前の9時から
か10時から

■�ベビーマッサージ1期（全5回）
9月4日～10月30日の隔週水曜9時15分～
10時15分／首すわり頃～ハイハイ前の子
と親12組 ／2000円（全回分） ●
■ベビーサイン1期（全5回）
9月4日～10月30日の隔週水曜10時30分～
11時30分／首すわり頃～ハイハイ前の子
と親12組 ／2000円（全回分） ●
■おはなし広場
読み聞かせやパネルシアター／7月18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 7月8日（月）

行事は7月11日9時から か10時
から
■�園芸講座『専門家に学ぶ花壇の手入れ』
（全2回）

①花壇管理の勘
かんどころ

所：8月3日（土）10時～12
時 ②球根を楽しむナチュラルガーデン：
10月12日（土）10時～12時／①サカタの
タネ グリーンプラザ研修室 ②仲町台地区
センター／16人 ／2000円 ●
■�新栄セミナー
新栄高校の先生から学ぶ／①音楽「合唱を
楽しむ」：8月7日（水）9時30分～11時30分 
②美術「革のストラップを作る」：8月20日

（火）9時30分～11時30分／①新栄高校 
②仲町台地区センター／各20人  ●
■�パワーヨガⅡ期（全10回）
9月17日～12月3日の火曜（10月15日・
22日を除く）①9時15分～10時15分 ②
10時30分～11時30分／各60人 ／
3800円（全回分）

8月12日までに か、 と ・希
望クラスを明記し
■親子体操Ⅱ期（全10回）
9月20日～11月22日の金曜①9時30分～
10時30分②10時40分～11時40分／1
歳8か月以上～未就園児と保護者 各40組

／4000円（全回分）
8月16日までに か、 と 、子

どもの ・性別・月齢を明記し
■カラオケ講座Ⅰ期（全3回）
8月29日～9月12日の木曜13時～15時／
10人 ／2100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 7月8日（月）

行事は開催日の1か月前から か
か を明記し
■これから始めるヨガ入門Ⅱ（全9回）
ヨガ初心者向けクラス／9月2日・30日、
10月7日・21日・28日、11月18日・25日、
12月2日・16日の月曜9時30分～10時20
分／各30人 ／3600円（全回分） ●
■燃焼系アクティブヨガⅡ（全9回）
上級者向けヨガクラス／9月2日・30日、10
月7日・21日・28日、11月18日・25日、12
月2日・16日の月曜10時35分～11時25
分／各30人 ／3600円（全回分） ●

8月4日（日）11時～14時／都筑中央公
園レストハウス／80人 ／300円 ●
■夜の昆虫観察会
7月27日（土）18時～21時／レストハウ
ス集合 ●
■夏の昆虫観察会
8月4日（日）9時～12時／レストハウス集合 
●
■ネイチャークラフト作り
7月28日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで）／都筑中央公園円形広場 
※雨天中止／500円
■里山保全体験
竹細工品をつくります／7月28日（日）9時～
12時／ばじょうじ谷戸休憩所集合 ●

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

・  942-1569　
〒224-0006　荏田東三丁目2

7月16日（火）休館日

行事は開催日の1か月前から か
■水と木のわくわくフェスタ
道志水源林の間伐材でオリジナル時計作
り。丸太切り体験も／7月27日（土）10時
30分～14時／中学生以下、幼児は保護
者同伴／時計作りのみ要予約 50人 ／
時計作りのみ400円 ●
■夏休みエコ工作
　「お部屋にかざるデコパネ作り」
廃材でファブリックパネルを作る／8月2日

（金）10時～12時／ 要問合せ／未就
学児は保護者同伴／20人  ●
■親子の広場�「かもっこくらぶ」
おさるんリトミック／9月3日（火）10時
30分～11時30分／未就園児親子20組

／1組300円 ●
■ログオリンピックミッション
ログミッションのオリンピックバージョンに
挑戦／7月1日（月）～オリンピック終了日
9時～16時30分／

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
 my-plaza@tsuzuki-koryu.org

7月16日（火）休館日

■�2019年度多文化共生セミナー
第1部：講演「外国につながる子どもたち
は、何に困るのか～乗り越えた先にある
希望～」 根

ね も と

本ミシェリ ケイコさん（横浜
国立大学大学院 教育研究科教育実践専
攻）、第2部：パネルディスカッション ／8
月21日（水）14時～16時／学校関係者、
外国人支援ボランティア、外国につなが
りを持つ人、学生など60人

事前に か か、 と所属を明
記し 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

行事は開催日の1か月前から か
要問合せ

■わくわくサイエンス��電池虫を作ろう
8月21日（水）10時30分～12時／小学4～
6年生10人 ／350円 ●
■藍の葉っぱでストールを染めよう！
8月31日（土）10時～12時／10人 ／
2000円 ●
■60歳からの初心者のための
　スマートフォン講座（全5回）
8月2日～9月6日の金曜（16日を除く）
10時～12時／60歳以上20人 ／
2000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

■産後リセット�マミーナ体操
　withベビー（全6回）
9月2日・30日、10月7日・28日、11月18
日・25日の月曜12時45分～13時45分／
3か月～12か月児と母10組20人 ／
4500円（全回分） ●
■助産師さんと0歳児の親子体操��秋
9月10日（火）13時～14時／4か月～10
か月児と母10組 ／500円 ●
■ぬいぐるみと一緒にロビコン
ぬいぐるみと一緒にロビーコンサート。
出演：NPO日本ぬいぐるみ協会ほか／7
月20日（土）13時30分～14時30分／

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 7月8日（月）・22日（月）

行事は開催日の2か月前から か
要問合せ

■�夏休み父と子の茶道体験
8月11日（祝）13時30分～15時／5歳以
上の子と父5組 ／1人500円

7月11日から8月2日までに か
■�いろりばたおはなし会
親子連れ歓迎 ※協力:おはなしネットワー
ク「かたらんらん」／7月15日（祝）11時～
11時30分／
■お月見ライブ

「神秘的な雅楽・笙
しょう

の魅力」／9月14日
（土）17時30分～19時15分（16時30分:
受付開始、16時30分～17時30分：お月
見団子とお茶、17時30分：開演）／5歳
以上100人（4歳以下入場不可 ） ／
1000円（お月見団子付き）

7月15日から か
■�土曜しの笛コンサート
毎週土曜11時30分～12時／
■�初めての男性茶道講座（表千家）
9月7日（土）10時～12時30分／10人

／2000円 ●
■�初めての茶道講座
9月16日（祝）：表千家・21日（土）：大日本
茶道学会・28日（土）：裏千家 いずれも
10時 ～12時30分 ／ 各10人 ／ 各
2000円 ●
■�親子・子ども茶道講座
9月16日（祝）：表千家・21日（土）：大日本
茶道学会・28日（土）：裏千家 いずれも13
時30分～16時／親子、5歳以上中学生
以下の子ども 各10人 ／大人2000円、
子ども1000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  ※特に記載のないものは小雨
決行・荒天中止
■草木染め体験
7月21日（日）13時～16時／ばじょうじ谷戸
休憩所集合／40人 ／1人500円 ●
■親子里山体験
竹の間伐などを通して体験／8月18日

（日）10時～15時／ばじょうじ谷戸休憩所
集合／親子40人 ／1人500円 ●
■七夕・ソーメン流し

■みんなで遊ぼう
　（人形劇、パネルシアター）
7月26日（金）10時30分～12時／20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

■子ども手話教室
7月20日（土）10時～12時／小学2～6
年生30人

7月15日までに か
■子ども科学教室～液体チッソの実験と
　アイスクリーム作り～
8月2日（金）13時～15時／小学生25人

／600円
事前に か

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

行事は事前に か
要問合せ

■でんでんむしさんによる人形劇
　「とっしん�とっしん�とっしんだ！」
パネルシアター、ハンドベル・バイオリン
演奏も／7月20日（土）10時30分～11
時／50人  ●
■百歳までの健康ストレッチ
7月24日（水）19時～20時／ 飲み物、
タオル ※動きやすい服装で／20人 ／
500円 ●
■ファブリックパネルをつくろう!
　夏休み親子工作
7月27日（土）10時～12時／小学1～4
年生（4歳以上も可）と保護者20組 ／
1組200円 ●

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
■まるくてかわいい!ポーチをつくろう
7月24日（水）13時30分～15時30分／
小学生高学年から大人まで10人 ／
300円 ●
■すくすくプラザ
ビニールプールで遊ぼう／7月25日（木）
10時～11時30分／タオル、着替え、濡れ
てもいい服装（水着など）、水遊びのおも
ちゃ／未就園児と保護者／
■ー200℃液体窒素でアイスクリームを
　作ろう
7月26日（金）13時30分～15時30分／

要問合せ／小学生（低学年は保護者
同伴）20人 ／500円 ●

東山田地域ケアプラザ
 592-5975　  592-5913

〒224-0024　東山田町270

行事は事前に か
■ほっと茶屋
7月23日（火）13時～14時30分／介護
者および介護を終えた人15人 ／100
円 ●
■ボールを使った運動講座
7月16日、8月6日の火曜10時～11時
30分／おおむね65歳以上の高齢者20
人程度 ／ 要問合せ ●

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

■プールへGO!
8月11日（祝）9時～13時／小学生以上6
人（男女各3人） ／550円（年齢によっ
て料金が変わります）

7月28日まで か
■おはなし会
親子リズム体操も／7月25日（木）11時30

都筑区イベント情報配信中 http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/tsuzuki/
●このページでは、原則7月11日～8月10日のお知らせを掲載しています。 
●マークの説明については、8ページを参照してください。料金の記載のない
お知らせは無料です。 ●詳細は各施設へお問い合わせください。
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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※

分～12時／未就学の子どもと保護者／

都筑スポーツセンター

 941-2997　  949-0477
〒224-0053　池辺町2973-1

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

休館日 7月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
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 7月2日～30日】
①ソフトエアロ／12時25分～

【水曜 7月3日～31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 7月5日～26日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 7月6日～27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 7月2日～30日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 7月3日～31日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
500円／24人

【金曜 7月5日～26日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 7月6日～27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

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/

■秋の定期教室（9月～12月期）
　募集開始のお知らせ
応募期間：7月5日～31日 ※詳細は か
■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／

よこはま動物園ズーラシア

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

休園日 火曜

ズーラシア 検索

※入園料はすべて別途
■ズーラシアスクール（全7回）
野生動物や自然環境について学ぶ／9月～
2020年3月までの毎月第3土曜13時～15
時／小学4～6年生30人 ／1000円

7月16日から8月16日まで ※応募に
ついての詳細は
■クールビZOO
ドライミストで涼しく楽しもう！／7月1日

（月）～9月30日（月）／

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
■すぎのもりぶんこと中学生ボランティア
　の歌とあそびのパネルシアター
7月31日（水）①10時30分～11時 ②11
時15分～11時45分／①0・1歳児と親
10組 ②2・3歳児と親10組  ●

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）

■�休館のお知らせ　
　8月1日（木）～2020年3月31日（火）
施設改修工事のため休館します。展示室
や図書閲覧室、講堂や研修室など館内施
設は利用できません。大塚・歳勝土遺跡
公園は通常通り利用できます。（大塚遺
跡休園日:月曜（祝日の場合は翌日）・年
末年始（12月28日～1月4日）） 
■�ラストサタデープログラム
7月27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
■�葛西城戦士カツラギヒーローショー！
7月31日（水）／

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 7月22日（月）

■パパと遊ぼう～オムツっ子も水遊び
7月27日（土）10時30分～11時45分／
1歳6か月までの子と父20組 ／1組
900円 ※ あり

7月12日から 910-5724（子ども
の部屋：9時～17時）

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
7月14日・28日の日曜12時～12時40
分／
■あざみ野こどもぎゃらりぃ2019
　「さよならをいって、それからであう旅」
映像・アニメーション作家松

まつもとちから

本力による
作品や、子どもたちが撮影した写真の
展示など／7月26日（金）～8月4日（日）
10時～17時（最終日は19時まで） ※会
期中無休／
■あざみ野アートワゴン＆マルシェ
7月31日（水）10時～ ※なくなり次第終
了／

■じっくり相談
専門相談員による子育て相談／8月3日・
24日・31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
7月20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
8月10日（土）・28日（水）10時30分～11
時30分／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／7月20日（土）10時～
16時／
■公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎／7月25日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発）
※雨天時は8月1日（木）／ききょう公園

（中川五丁目10）／

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

7月19日、8月2日の
金曜10時～10時40分

東山田地域ケアプラザ

 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

プールで 過ごしませんか？

区内の市営公園プール〈茅ケ崎・山崎〉

夏季のみ営業〈7月13日（土）～9月１日（日）、期間中無休〉：９時～18時
※子ども用プールは16時まで　※水浴は10分前まで 
※水温・気温が低い場合は営業しないことがあります。

円形プール・25ｍプール：小学2年生以上。小学1年生以下の児童は、水着
着用の保護者（18歳以上）１人につき1人利用できます。
子ども用プール：小学1年生以下。未就学児は、水着着用の保護者（18歳以
上）１人につき2人利用できます。 ※オムツが取れていない幼児は、水浴が
できません。幼児専用のビニールプールをご利用ください。

施設名・問合せ・交通機関 プールの種類 料金

茅ケ崎公園プール
　941-2802（営業期間中）
茅ケ崎南一丁目４（向原バス停
下車徒歩５分または仲町台駅
徒歩15分）

円形プール
子ども用プール

大人：１時間200円
小学生以下：１時間100円

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

25ｍプール
子ども用プール

25ｍプール：１時間100円
子ども用プール：１時間60円

指定管理者

対象

営業期間

オーエンスグループ  　 03-3544-1551 　  03-3544-1560

※お得な回数券をご利用ください。
※バイク・車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場がありません）

健康的に
涼しく
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蚊はデング熱などさまざまな感染症を媒介します。普段から蚊を増やさない・蚊に刺されないための環境づくりをしましょう。

　横浜開港記念日を祝して、6月2日は全館無料で楽しん
でいただける優待デーを開催しました。この日に会期最終
日を迎えた企画展示室は、開館直後からたくさんのご家族
連れで賑わいました！
　大人気の「スポーツ土器パズル～開港記念日大会」やものづくりのワークショッ
プ、開港期を中心とした展示解説、缶バッチ作りなどのイベントを行いました。

●蚊の発生源になる水たまりを減らす。
・じょうろ、植木鉢の皿などにたまった水は、
　週に１回は捨てる。
・家の敷地内にある雨水がたまりやすい物は
　片付ける。
●草むらは蚊のすみかになりやすいため、
　雑草の草刈りなどは定期的に行う。

●虫よけスプレーを使用する。
　（使用する際は、使用上の注意を確認する。）
●草むらなど蚊が多くいる場所に行くのは避ける。
●蚊が多くいる場所に行くときは、長袖・長ズボン
　などを着用して肌の露出を控える。
●網戸を設置して、蚊を家にいれないようにする。

　横浜市歴史博物館では6月2日まで開催して
いた企画展「君も今日から考古学者！横浜発掘
物語２０１９」関連イベントとして、発掘疑似体験
「遺跡を掘ろう！」を行いました。
　展示室内に設けた「発掘現場」から、考古学
者になったつもりで土器のカケラ（レプリカ）を
探し、見つけた場所や土器の形や色などの特
徴を観察して記録していきます。考古学の世界
を体験しに小学生をはじめたくさんの人にご参
加いただきました。

環境衛生係　　948-2358 　  948-2388

蚊対策！
蚊を増やさないために 蚊に刺されないために

～蚊を増やさない・蚊に刺されない～今日からできる

◆家族�de�テント泊
9月22日（日）～23日（祝）／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9000円 ※レンタル品など
別途追加料金あり

7月16日から30日までに ・生年
月日を明記し （〒225-0025　青葉区
鉄町1380番地）か （http://www.yspc.
or.jp/kurogane_yc_ysa/category/top/）

くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

◆楽に生きよう！お悩み女子会のお誘い
1人で悩まないで、一緒にお話しません
か？／毎週火曜10時30分～12時30分／
センター北・北山田周辺／女性6人

事前に か
おかもと　 080-1115-3318　
funandjoy4@gmail.com

●

●

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※

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

＊10回で１コース　＊時間は各回 13時30分～16時

区役所1階福祉保健センター栄養相談室ほか
区内在住で８回以上出席できる人 30人
テキスト代実費 1188円（予定）
７月31日まで か、件名：「食生活等改善

推進員養成講座申込」と を明記し か

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

回数 月日 主な内容
1 ８月21日（水） ●健康づくりと食生活

●生活習慣病の基礎知識
●健康づくりと身体活動（運動実技）
●こころとからだの健康づくり
●お口の健康
●暮らしの中の食品衛生、環境衛生
●ヘルスメイトの活動紹介
●地域の健康づくりと仲間づくり
●横浜市合同研修
●ヘルスメイト・保健活動推進員
  合同記念講演会
など

2 ９月11日（水）
3 ９月25日（水）
4 10月９日（水）
5 10月23日（水）
6 11月20日（水）
7 12月２日（月）
8 12月11日（水）
9 2020年１月15日（水）
10 ２月26日（水）

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

ヘルスメイト

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

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

※家庭や地域行事における食中毒対策などのお問い合わせは食品衛生係まで。

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

7月31日（水）14時～15時30分
モザイクモール港北（正面入口横と4階広場）／

●みんなで防ごう食中毒！�食中毒予防キャンペーン

野外調理での食中毒対策について
～キャンプやバーベキューを安全に楽しもう～

食品衛生係　 948-2356　 948-2388

ポイント




