
　区制２５周年を迎える都筑区では、国際交流が年々
盛んになっています。特に2008年の「第4回アフリ
カ開発会議」横浜開催を契機にアフリカとの交流も
開始され、ノースポート・モールにある都筑多文化・
青少年交流プラザ（愛称：つづきMYプラザ）が中心
となり、さまざまな取組を実現しています！

　「第７回アフリカ開発会議(TICAD７）」がこの夏
8月28日（水）～30日（金）にパシフィコ横浜にて開
催されます！アフリカ開発会議は、日本が主催する
アフリカの開発をテーマとする国際会議で、アフリカ
50か国以上の国々や国際機関などが集います。
　区でも、区民の皆さんや地元企業の協力をいただ
きながら、TICAD7横浜開催推進事業を展開しています！

　2008年「第４回アフリカ開発会議」横浜開催の際、アフリ
カ各国を市内小中学校で紹介する一校一国運動で、茅ケ崎
小学校がボツワナ共和国を担当したことで交流がスタート。

都筑区民まつりでの出店。
特製ビーフシチューはすぐ売り
切れになる大人気商品です。

昨年日本で開催された女子ソフト
ボール世界大会にボツワナチー
ムが出場！みんなで応援に駆け付
けました。

▲区内の高校にて、サカタのタネとFAO（国際連合食糧
農業機関）よりアフリカの食料事情を知る講演を実施。

▼ノースポート・モールにて動物フィ
ギュア「アニア」と区内企業製作のジオ
ラマでサバンナを再現。

▲区内の子どもたちが集う施設に、タカラトミー社
より動物フィギュア「アニア」を寄贈いただきました。

▲つづきＭＹプラザにて、講座「食を通し
て知るアフリカ」を実施。アフリカの郷土
料理の試食体験も！

▲都筑区民まつりオープニングステージで、アフリ
カンテイスト溢れるダンスを披露する子どもたち。

2014年から茅ケ崎小学校とボツワナのベン・
テマ小学校の3年生の児童が、お互い伝えた
いことを絵にして両国で展示会を実施。ボツ
ワナ大使が小学校に訪問するなど交流が深
まり、今年も6回目の開催に向け準備中です。

　「第４回アフリカ開発会議」横浜開催の
際、アフリカ各国を市営地下鉄各駅で紹
介する一駅一国運動で、センター北駅が
アンゴラ共和国を担当したことで交流が
スタート。両国の友好・親善の証として、ア
ンゴラ政府文化庁
から派遣された画
家にセンター北駅
構内にて壁画を製
作、寄贈していた
だきました。

948-2238　　948-2239区民活動係問合せ

第7回

アフリカ
開発会議

（TICA
D7）

横浜開催
！

都筑・ボツワナ交流児童画展

動物フィギュア「アニア」でPR

東京2020オリンピック・パラリンピック ボツワナ共和国のホストタウンに横浜が登録されました！

ⓒ2019 Disney Enterprises, Inc. 
All Rights Reserved.

8月10日（土）～12日（月・休）
イオンシネマ港北ニュー
タウンにて、話題の映画と

イベントを実施！
詳しくは8ページへ▶

◆ 区の人口・・・・・・212,255人（前月比6人増）
◆ 区の世帯数・・・83,491世帯（前月比46世帯増）
※2019年7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.262

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  8月10日・24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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　皆さんが毎日のように利用する道路や公園、下水道といった公共施設。
その管理を担っているのが土木事務所です。
　地域の皆さんの力もお借りしながら「都筑区を安全・安心で緑豊かな
まちに」と取り組んでいる、土木事務所の仕事をご紹介します。

　　 筑区は、道路の長さは18区中５位、広さは同３位
と、道路の多い区です。また、自動車やバイクが進入し
ない「自転車歩行者専用道路」も約41kmと断トツの
トップ。自転車利用が盛んですが、それに伴うトラブル
なども起きています。道路の安全と安心を守るため、
さまざまな取組を行っています。

　　 筑区は、緑道の長さが約15kmと18区中１位、
公園の面積も同３位です。道路の街路樹も非常に多く、
市で有数の緑あふれる区です。
　豊かな緑をきめ細かく維持・管理していくために、
多くの地域ボランティアの皆さんにご活躍いただいて
います。また、こうした人々のスキルアップを目的に多
年草を中心としたナチュラルガーデンの技術講座を
開いています。維持管理が容易で、景観に優れた植栽
手法を学ぶことで、「都筑
区らしい」植栽づくりに
生かしていただければと
思います。

　　 本的な交通安全対策が必要とされている通学路に
ついて、交差点などの道路改良事業として歩道の設置・
拡幅を行い、安全性の向上を目指して取り組んでいます。

　現地はバスも通る交通量の多いＳ字カーブであり、歩道が狭く、車
道との境界に設置された車止めもたびたび損傷するなど、歩行者の
安全性確保が地域の積年の課題でした。隣接する土地所有者のご
理解・ご協力により歩道拡幅工事に着手、今年３月に竣工しました。

　土木事務所では、道路パトロール車や徒歩により道路点検を
行っており、路面の穴や傷んだカーブミラーなどの道路施設を
発見次第、速やかに修繕しています。もし、そうした異常を発見
したら、土木事務所までご連絡ください。

　自転車・歩行者の安全を確保して快適で安心して暮らせるまちづくりを進める
ため、「グリーンマトリックスをいかした自転車・歩行者安全事業」に取り組んでい
ます。 

942-0606 942-0809
都筑土木事務所問合せ

◆グリーンマトリックス※を生かした
　自転車・歩行者安全事業

自転車専用通行帯の整備
（新羽荏田線）

（リーフレット『自転車と歩行者が安全に
暮らせるまちにするには』より）

　公園や緑道、水辺の清掃や草刈り、花
植え、堆肥づくり、利用マナー啓発など、
さまざまな取組をしています。

◆公園愛護会・水辺愛護会

　「まずはひとりでできる範囲で、まちづくりにつながるボランティア活動
をしてみたい」という人のために、土木事務所では「案内カード」をご用意
しました。活動する際の留意点や受けられる支援の内容、問合せ先などを
まとめた、携帯しやすい名刺大のカードです。
　土木事務所でお渡しできるほか、ホームページでも内容を紹介してい
ます。

　緑道の再整備は長期間にわたります。そこで、再整備についての基本的な考え方や具体的な整備手法をまと
めるため、技術指針である都筑区緑道再整備ガイドラインを2019年４月に策定しました。
　策定にあたっては、土木事務所にこれまで寄せられたご意見・ご要望の解析や現地踏査、区民活動団体への
ヒアリング調査に始まり、素案の公開と意見募集、意見交換会の開催、実際に行われた再整備工事の検証会な
どを行うなど、利用者の皆さんと共通認識を持つためのプロセスを経つつ、多様なニーズを反映できるように
努めました。
　土木事務所（区役所4階41番窓口）で閲覧できます。また、ホームページでも見られます。

都筑区緑道再整備ガイドライン

　全長15㎞の緑道は区の大きな魅力ですが、整備から年数が経
ち、舗装など施設の老朽化や樹木が大きくなりすぎて暗くなって
いるなどの課題も生じています。土木事務所では、意見交換会な
どを通じて区民・利用者の皆さんのさまざまなご意見を反映しな
がら再整備を進めています。

◆緑道再整備

　道路の清掃・美化活動に携わっています。植栽の手入れや花壇づくりなど、緑を
はぐくむ活動を手がける団体も数多くあります。

◆ハマロード・サポーター

◆東方町源東院前歩道拡幅工事
ひがしがたちょう げん とう い ん まえ

さん のう まえ

まち した ばし

◆山王前交差点改良工事

◆待下橋の歩道拡幅

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/
kurashi/machizukuri_kankyo/jimusho/card.html

自転車歩行者専用道路では、
歩行者優先でゆっくり通行
車道を走るときは逆走しない
緑道では原則として
自転車から降りて押し歩き　など

活動の様子 こわれた水車を直していただきました！
（浄念寺せせらぎ緑道）

（完成イメージ図）

路面の穴 道路パトロール車

拡幅前 拡幅後

公園愛護会のキャラクター
「あいごぽん」

活動の様子 道路わきの花壇

現地検証会の様子 再整備した緑道（せきれいのみち）

技術講座の様子▶

都

抜

都

※緑道や自転車歩行者専用道路を
　中心とした緑のネットワーク

都筑区緑道再整備ガイドライン 検索
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●区総合庁舎1階区民ホールの催し情報　※時間の記載がない場合…初日：12時～17時、最終日：8時45分～13時、その他：8時45分～17時
日 時※ 催 し 問 合 せ 電 話 Ｆ Ａ Ｘ

8月19日（月）9時～21日（水）17時 習字作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
8月23日（金）～27日（火） 夏の３R夢週間パネル展 資源化推進担当 948-2241 948-2239
8月29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
8月30日（金）9時 ～ 9月5日（木）17時 地震防災展　 都筑消防署 945-0119 945-01199月1日（日）10時～13時 都筑区防災・救急フェア2019
9月2日（月）10時～5日（木）16時 認知症パネル展　 高齢支援担当 948-2306 948-2490
9月6日（金）9時～12日（木）17時 水彩画パネル展 予算調整係 948-2213 948-22089月6日（金）9時～12日（木）17時 花の風景写真展 

 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。

8月10日（土）～12日（月・休）
イオンシネマ港北ニュータウン　

ノースポート・モール7Ｆ
（市営地下鉄センター北駅より徒歩3分）  

区民活動係
948-2238　 948-2239

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 8月13日(火)

■�特別展示「児童書が伝える戦争の本」
本を通して歴史を振り返る。戦争や平和
に関する資料を展示します。

8月6日（火）～27日（火）／

若年性認知症よこはま北部のつどい
64歳以下で発症した認知症を「若年性認
知症」と言います。本人や介護をしてい
る家族が日々の思いや介護について話を
して交流をする場です。

9月15日（日）11時～15時
中山地域ケアプラザ
認知症の人と家族の会神奈川県支部

へ か （ ・ 044-522-6801） 
※月・水・金曜  10時～16時

高齢支援担当
948-2306　 948-2490

体操ボランティア育成講座
高齢者向け健康づくり体操を地域で指導
するボランティア育成講座です。介護予
防やロコモティブシンドロームの予防に
ついて学び、体操ボランティアとして活躍
することでご自身のやりがいや健康にも
つながります！
講師：健康運動指導士　黒

く ろ だ

田 恵
え み こ

美子 氏
10月10日（木）・17日（木）・24日（木）、

11月7日（木）いずれも14時～16時30分
（受付13時30分から）

都筑公会堂 ※10月24日のみ区役所
6階大会議室

区内で体操ボランティアとして活動で
き、4回すべて参加できる人　30人

8月15日から9月30日17時までに
か か、 を明記し か電子申請

（二次元バーコードから申込フォームにア
クセスできます）。

高齢支援担当
948‐2306
948‐2490

夏の節電対策に電気の見える化！
電力使用量測定器を貸し出します

測定器をコンセントと家電機器のプラグ
の間につなぐと、電気料金、使用電力量
などを簡単に計測することができます。

区内在住で使用後に簡単なアンケート

険証など）
企画調整係　
948-2227　 948-2399
tz-plan@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

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

8月16日・30日の
金曜10時～10時40分

東山田地域ケアプラザ

区民活動センターから

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

休館日 8月11日（祝）・
12日（月・休）・19日（月）

■�ボランティアベースつづきを
　開催しています！
ボランティアを始めたい人も探している
人も気軽にご参加ください。
8月のテーマ：こどもに関わるボランティア

月1回　第4金曜　15時~17時
区民活動センター
事前に か

横浜の遺跡展「縄文人とおとし穴－
緑区霧ヶ丘遺跡の発掘」

霧ヶ丘遺跡から発掘された土器や石器の
展示に加え、写真やイラストによる復元
などから縄文時代の落とし穴猟を紹介し
ます。

①8月1日（木）～9月29日（日）9時～21
時：展示 ※日曜・祝日は17時まで
②9月14日（土）13時30分～14時30分：
講演会 13時開場

長津田地区センター
②50人
②500円（資料代）
②8月28日までに と広報よこは

まを見たと明記し （〒247-0024　栄
区野七里二丁目3-1）

埋蔵文化財センター　
890-1155　 891-1551

今年の夏は、イオンシネマ港北
ニュータウンでアフリカにふれよう！

今夏公開「ライオン・キング」鑑賞の人へ、
先着でTICAD7のグッズをプレゼントし
ます。上映前には、公募した「わたしとア
フリカ」動画を放映。ロビーでは動物フィ
ギュア「アニア」でアフリカサバンナを再
現します。
※8月28日（水）～30日（金）にパシフィコ
横浜で開催される第7回アフリカ開発会議

（TICAD7）推進事業です。

　　

©2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

にご協力いただける人
貸出台数・期間▶1世帯につき1台・1週間まで

事前に
本人確認できるもの（運転免許証、保

資源循環局都筑工場　煙突風景写真コンテスト担当　
941-7911　 941-7912

北部農政事務所農業振興担当　 948-2480　 948-2488

市内在住・在勤・在学の人（その家族含む）
9月30日まで　

※持込みの場合：日曜を除く9時～12時、13時～16時

①9月28日（土）：稲刈り ②10月12日（土）：脱穀 ③10月26日（土）：精米・新
米のかまど炊き　いずれも10時30分～12時30分 
※作物の生育状況、天候などによる日時変更あり

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に必ず参加できる人
1組7000円（収穫した玄米15㎏のお土産付き）
8月15日から新治恵みの里 （http://www.niiharu.link）の「申し込み

フォーム」に沿ってお申し込みください。

　都筑工場の煙突を題材とした写真のコンテストを行います。
応募の詳細は （https://www.city.yokohama.lg.jp/
kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/shokai/
shokyaku/kojo-tsuz/tsuzukik.html）をご覧ください。

　新治町の農家と一緒に、稲刈り・脱穀・精米の各作業を体験してみませ
んか？最終回にかまどで炊いた新米を味わいます。

都筑工場煙突風景写真コンテスト

新治恵みの里 新米体験教室(全３回)

体長2～3㎝の白いひも状の寄生虫です。主に魚の内臓付近に寄生して
おり、人間の体内に入ると激しい腹痛、吐き気を引き起こします。

サバ、カツオ、サンマ、アジ、イカなどに多くついています。

酢やわさびでは死にません。冷凍または加熱処理が必要です。

家庭での食中毒予防のお問い合わせは、食品衛生係まで

● 自宅で刺身やしめさばを調理する際は、
冷凍処理された魚を用いましょう。
● 購入時や調理中、食べる前にアニサキス
がついていないかよく確認しましょう。
● 丸ごと一匹で購入する際は、新鮮な魚を
選び、早めに内臓を取り除きましょう。

お刺身の寄生虫に要注意！
～アニサキス食中毒を予防するために～

食品衛生係　 948-2356　 948-2388

　昨年度市内で起きた食中毒のうち、原因として2番目に多かったのは
生の魚に寄生するアニサキスでした。

丸い模様のように
見えるのが
アニサキスです

申込フォーム▶
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●特に記載のないものは、区役所1階福祉保健
　センター健診室で行います。

予約・問合せ／健康づくり係　 948-2350　 948-2354

肺がん検診
有料

予約制

9月18日（水）午前→8月20日～9月６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

8月22日・29日、9月５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

8月23日（金）午後、9月3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

8月23日（金）午後、9月3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 8月13日(火)

■くまさんのおはなし会（9月）
9月12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
8月29日から か

■8月の定例おはなし会
子どもだけで聞くお話会です。

8月21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

9月4日（水）10時～11時／
茅ケ崎保育園
親子30組
8月26日から
茅ケ崎保育園
941-2172　 941-2258

育児講座「離乳食」
9月9日（月）10時～11時／
みどり保育園
親子20組
8月30日から
みどり保育園
941-2800　 941-3768

ほいくえん広場
保育士によるお楽しみイベントです。

9月12日（木）10時30分～12時／
仲町台地区センター

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

①9月6日（金） ②9月20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
目的室 ②新栄地域ケアプラザ

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

8月13日10時から新栄地域ケアプ
ラザへ （592-5255）

健康づくり係
948-2350　 948-2354

育児講座「ぱぴプレ音楽
工房の人形劇」（無料）

大熊保育園
942-9884　 942-9891

育児講座「積木であそぼう！」
9月21日（土）10時～11時30分／
区総合庁舎1階区民ホール
9月2日から
みどり保育園
941-2800　 941-3768

子育てプチ体験会のお知らせ
子育てに不安がある妊婦さん、母子保
健コーディネーターがお答えします。

9月10日（火）10時30分～11時
30分

都筑区子育て支援センターポポラ
区在住の妊婦さんと家族／
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

８月20日（火）午前・23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 8月20日、9月3日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 8月29日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 8月22日、9月5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

12月～2020年1月ごろ出産予定の人
→9月6日・13日・20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先着16組
9月28日(土)13時30分～15時30分(13時15分
受付開始)

【申込み】8月28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

8月19日（月） 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。 

地域力推進担当　 948-2474　 948-2239

①９月21日（土）9時30分～16時30分　②10月19日（土）13時～17時30分
　③11月16日（土）13時～17時30分　④１月18日（土）13時～17時30分

区役所会議室、区内活動拠点など
以下①～④すべてに該当する人

①区内在住・在勤・在学、または区内で活動している人
②地域づくりに興味がある人、都筑のまちをより良くしたいと思っている人
③メールで連絡ができる人
④全４回の講座に出席し、修了後も区内で活動する意欲をお持ちの人

８月30日までに、件名：【つづきくらし研究所】、
・年代・所属団体名（活動に参加している人の

み）・応募動機（100字程度）・希望するフィールドワーク
先（①文化 ②自然 ③つながり ※第3希望まで）を明記
し （tz-chishin@city.yokohama.jp）

　「つづき くらし 研究所」は、皆さんが暮らす“つづき”の魅力を再発見
し、皆さんの思いや理想を“つづき”で実現するための講座です。まちに
出かけ、受講生同士でまちについて語り合い、オリジナル研究レポートを
つくります。まずは、人と場所のつながりを発見する、地域のフィールド
ワークに出かけてみませんか？

【共催】issue+design

つづき くらし 研究所（全４回）

明日につなげる３
ス

Ｒ
リ

夢
ム

なつづき
８月23日（金）～８月27日（火）は
つづき３Ｒ夢週間です

資源化推進担当　 948-2241　 948-2239

楽しみながら、ごみの分け方を学ぼう！

ご家庭で不要になった子ども
向け図書を募集します。
リユース図書は、小学校などの
図書館に配られます。

各家庭で余った食品を持ちより、必
要とする人々に寄付する活動です。
未開封で賞味期限2か月以上ある
缶詰のみの寄付をお願いします。

13時～ （受付：１０時～１２時）
当選した人は、当日お持ち帰りください。

◆分別ゲーム

◆パネル展

◆リユース図書募集

◆フードドライブ

◆リユース家具大抽選会

８月24日（土）10時～15時
区総合庁舎１階区民ホール

８月23日（金）～８月27日（火）
区総合庁舎１階区民ホール

「プラスチック対策ほか」を紹介します。

イベント開催
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 8月27日（火）

※ 行事は8月11日から か
※ はすべて市内在住・在学・在勤者
■はじめてのヨガ教室（全8回）
ヨガで心と身体をリフレッシュ／9月2日か
ら11月18日の月曜（祝日を除く）10時～
12時／60歳未満の人20人 ／1000円

（全回分） ●
■こどもアート教室（全4回）
いろいろな材料と方法でアートを楽しみ
ます／9月8日、10月20日、11月17日、
12月8日の日曜10時～12時／小学生
15人 ／2200円（全回分）

開催日前日までに か
■クラシックギター教室（全7回）
初心者向け／9月14日・28日、10月19
日・26日、11月9日・23日、12月14日の
土曜10時30分～12時／クラシックギ
ターを持参でき、楽譜の読める高校生以
上10人 ／3000円（全回分） ●
■日々の暮らしに役立つ講座
　「包丁の研ぎ方」
砥
と い し

石を使って本格的な研ぎ方を身に付け
よう／9月14日（土）13時30分～15時30
分／おおむね50歳以上の人16人  ●
■はじめてのこども将棋教室�秋コース
　（全5回）
9月14日～11月23日の隔週土曜（11月
9日を除く）13時30分～15時／小学生
18人 ／200円（全回分）

開催日前日までに か
■おもちゃ病院
10月12日（土）10時～14時／おもちゃ
36点まで ／部品交換は実費負担 ●
■らくらく健康体操（3B体操）
9月7日（土）10時30分～11時45分／
60歳以上の人30人  ●
■つづき緑寿荘�後期（10月～3月）
　趣味の教室�受講者募集!
新しい趣味を通じて生きがいづくり・仲間づ
くりをお手伝いする講座（全8講座予定）／
10月から2020年3月／60歳以上の人

（初参加の人優先） ※詳細は館内のチラシ
参照

8月31日までに

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 8月13日（火）、9月9日（月）

講座開催日の1か月前の9時から か
10時から
■シニアのためのPC講座「Excel・
　Wordを使いこなそう！」（全6回）
9月23日～10月28日の月曜9時30分～
11時30分／ご自身のパソコン（Excel・
Wordがインストールされているもの）
を持ち込めるシニア20人 ／3600円

（全回分）
■�おもてなしにぴったりの
　ごちそうサンドイッチ
季節のフルーツサンドと手作り鶏レバー
パテのオープンサンドを作る／9月30日

（月）9時40分～12時30分／12人 ／
1500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 8月13日（火）、9月9日（月）

継ぎをする初心者向け講座／9月26日
（木）9時30分～11時30分／12人 ／
2500円 ●
■テーブルで戴くお抹茶
気軽に抹茶体験／10月2日（水）10時～
11時30分／10人 ／1000円 ●
■スキルアップ卓球Ⅱ（全6回）
指導者は都筑区卓球協会／10月9日（水）～
12月18日（水）の18時45分～20時45分／
中学生以上20人（中学生は要お迎え） ／
3600円（全回分）

9月10日から か か、 ・ を
明記し

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org

休館日 8月13日（火）・26日（月）、9月9日（月）

行事は8月12日から か
要問合せ

■菊節句（重陽の節句）の展示とお話
①9月29日（日）11時～13時：お話「重陽
の節句と後

のち

の雛」（節句料理の試食会付
き） ②9月28日（土）・29日（日）10時～16
時：展示（菊づくしの調度品とちりめん細
工など）／①18人 ／①1500円 ●
■第7回都筑民家園「紅葉茶会」
薄茶、濃茶、香煎茶、点心席／10月13日

（日）10時～15時／50人 ／3500円
9月1日13時から にてチケット販売

開始
■�手打ちそばを食べよう
9月21日（ 土 ）12時集合 ／50人 ／
500円 ●
■�はぎれ草履講習会
9月15日（日）9時～12時／12人 ／
800円 ●
■楽しく着物を着ましょう
9月11日（水）13時～15時／女性15人

／1500円 ●
■「アートの考古学vol.2」作品展
8月1日（木）～9月5日（木）10時～16時／
■「地元小学校�個別支援級
　手作りおもちゃ講座」のパネル展
8月1日（木）～9月1日（日）10時～16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
■虫の声鑑賞会
8月24日（土）18時～21時／レストハウ
ス集合 ●
■秋のキノコ観察会
9月14日（土）9時～12時30分／レストハ
ウス集合 ●
■ネイチャークラフト作り
8月25日（日）10時～15時、受付は14時
30分まで／雨天中止／円形広場／500
円／
■藍染め体験
9月15日（日）10時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／30人 ／500円 ●
■里山保全体験
間伐した竹を使って竹細工品を作る／8月
25日（日）、9月7日（土） 9時～12時／ば
じょうじ谷戸休憩所 ●
■田畑作業体験
サトイモの追肥、土寄せを体験／9月7日

（土）13時～16時／ばじょうじ谷戸休憩
所 ●
■炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
①9月14日（土）9時～12時：炭材作りと
窯詰め、②9月21日（土）8時～17時：炭
焼き、③9月28日（土）9時～12時：窯出し

行事は8月11日9時から か10時
から
■俳句入門講座（全2回）
9月20日、10月18日の金曜10時～11時
30分／20人 ／1200円（全回分） ●
■刺し子入門講座（全2回）
9月30日、10月7日の月曜13時～14時
30分／16人 ／1400円（全回分） ●
■将棋入門講座（全5回）
10月13日、11月24日、12月22日、
2020年1月26日、2月23日の日曜9時30
分～11時／小学生以上10人 ／4000円

（全回分） ●
■おもちゃの病院
9月7日（土）10時～15時／幼児と保護
者18組  ●
■ままくらぶ�ハロウィンのスイーツづくり
10月3日（木）10時～12時／1歳～未就
園児と保護者15人 ／保育付き／
1200円（保育代含む） ●
■カラオケ講座2期（全3回）
10月3日～17日の木曜13時～15時／
10人 ／2100円（全回分） ●
■うたって脳活♪健康体操（全8回）
10月10日・24日、11月14日・28日、12月
5日・19日、2020年1月9日・23日の木曜
10時～11時30分／おおむね60歳以上の
人30人 ／4400円（全回分） ●
■朝活!ビューティコアトレーニング
　（全6回）
9月4日～11月20日の毎月第1・第3水曜
9時30分～10時30分／20人 ／
3600円（全回分） ●
■地区セン食堂
小松菜尽くしの料理を味わう／9月24日

（火）12時15分～／15人 ／600円 ●
■おはなしかい
8月22日『とんことり』、8月29日『はじめ
のいっぽ』いずれも木曜11時～11時30
分／20人程度／

北山田地区センター

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

休館日 8月13日（火）、9月9日（月）

行事は開催日の1か月前から か
■初めてのピラティスⅡ（全10回）
9月11日～12月18日の水曜9時30分～
10時20分／30人 ／3000円（全回分）

8月11日から か か、 ・ を
明記し
■体幹・体軸ピラティスⅡ（全10回）
9月11日～12月18日の水曜10時45分～
11時35分／30人 ／3000円（全回分）

8月11日から か か、 ・ を
明記し
■赤ちゃんと絵本で遊ぼ（全3回）
9月18日、10月2日・16日の水曜10時30
分～11時30分／0～2歳未満の子と親10
組 ／1500円（全回分） ●
■メアリー先生の英会話講座（全14回）
初級者と中級者に分かれてレッスン／9月
17日（火）～2020年3月24日（火）／①初
級者クラス：9時40分～10時30分 ②中
級者クラス：10時40分～11時30分／各
クラス12人 ／9800円（全回分） ●
■お絵かき�そぼろごはん
チャレンジクッキング！／9月22日（日）10
時～13時／小学生以上16人 ／1000
円 ●
■初めての金継ぎ体験
欠けた食器を2個持参していただき、金

と炭材作り／ばじょうじ谷戸炭焼施設／
雨天決行 ●
■アメリカザリガニ駆除
8月25日、9月8日・29日の日曜いずれも
9時～12時／レストハウス集合 ●

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

8月19日（月）休館日

■親子の広場�「かもっこくらぶ」
①9月5日（木）おはなし会、②9月9日（月）
保育相談、③9月26日（木）絵本とリズム
遊び、④10月1日（火）おさるんリトミック、
⑤10月7日（月）木の実で遊ぼう・焼き芋、
⑥10月10日（木）ベビーマッサージ、①
10時30分～11時、②～⑥10時30分～
11時30分／未就園児と親 ※⑥は生後2
か月～お座り期まで／③～⑤各15組 、
⑥7組 ／③～⑥は親子1組300円

③～⑥は開催日の1か月前10時から
か  ①②は

■夏の木工クラフト
オリジナルキーホルダー作り／8月21日

（水）～23日（金）10時30分～16時／幼
児・小学生・中学生 ※未就学児は保護者
同伴／

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

8月19日（月）休館日

■�外国につながる子どもたちの
　学習支援ボランティア入門講座
①9月7日（土）13時30分～15時30分:
講師 林

はやしだいく

田育美
み

（つづきMYプラザ館長）、
②9月8日（日）13時～14時30分、14時
45分～16時15分:講師 頼

より

田
た

敦
あ つ こ

子（横浜
市教育委員会日本語教師、NPO日本語・
教科学習支援ネット副理事）／区内また
は近隣区に在住・在学・在勤、原則2日間
参加できる人10人 ／500円（全回分）

8月11日から か か、 ・ボラ
ンティア経験の有無・応募の動機を明記
し 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

■はじめてのブレイクダンス（全3回）
9月22日～10月6日の日曜17時～18時
30分 講師:大

おおはし

橋敏
とし

幸
ゆき

（ブレイクダンス世
界大会優勝経験あり）／20人 ／500円

（全回分）／ 要問合せ
8月11日から か

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
■�夏休み子ども科学教室
液体窒素の実験とアイスクリーム作り／
8月21日（水）13時30分～15時30分／
30人 ／500円（材料費）

8月19日までに か か、 と
学校名・学年を明記し

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

行事は事前に か
要問合せ

■英語で遊ぼう!秋（全6回）
9月25日～12月4日の隔週水曜①15時
40分～16時20分 ②16時30分～17時

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8月11日～9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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10分／①小学1～3年生 ②年中・年長児 
各12人 ／2000円（各全回分） ●
■産後ママと赤ちゃんのヨガ�秋（全6回）
9月25日、10月9日・23日、11月6日・20
日、12月4日の水曜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 ／1800円（全回分） ●
■楽しいきりえ（全2回）
9月13日、11月22日の金曜10時～12
時／15人 子どもの同伴不可／
1500円（全回分） ●
■おはなし会
9月28日（土）10時30分～11時／20人

未就学児は保護者同伴 ●
■わくわくクラフト�
　ハロウィンの飾りを作ろう！
9月29日（日）10時～12時／幼児～小学
生15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

■みんなで遊ぼう（バルーンアート）
8月23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

■夏休みラジオ体操講習会
8月17日（土）10時～11時30分／つづ
きの丘小学校 アリーナ／
■外国からのお客様へのおもてなし
　「英語」に挑戦（全10回）
9月4日～2020年1月22日の毎月第1・第
3水曜（ただし、10月第4・第5水曜、1月第
2・第4水曜） ①15時～16時10分 ②16時
20分～17時30分／各10人 ／7000円

（各全回分）
8月11日から 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

■もしものための災害食講座
8月29日（木）13時～15時／20人 ／
200円

8月28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

■シニア向け�スマホ・ケータイ安全講座
8月29日（木）13時～14時30分／20人

8月26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

㉒金曜バドミントン（中級）／9時～10時
45分
㉓モーニングヨガ／9時～
㉔カラダリメイクピラティス／11時30分～
㉕養生気功／12時40分～
㉖腰痛予防トレーニング＆ストレッチ／
13時50分～
㉗フラダンス／13時～
㉘骨盤底筋エクササイズ／13時30分～
14時20分
㉙筋膜リリース＆骨盤調整／14時15分～
㉚美尻・美脚エクササイズ／14時30分～
㉛バドミントンナイト／19時～20時45分

【土曜 10月5日～12月14日】
㉜ノルディックウォ―キング／10時～11
時30分

都筑プール
 941-8385

〒224-0062　葛が谷2-2
 http://www.tsudukipool-yps.com/

■水泳教室開催
令和元年度第2期水泳教室。開催期間、
申込方法などの詳細は 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/

■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▶シェイプアップヨガ／10時～、はじ
めてエアロ／11時10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～

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）

■�れきし工房「横浜の土偶」
9月8日（日）①9時～12時、②13時～16
時／大塚・歳勝土遺跡公園内工房／各
15人 ／1人700円 ※作品は10月5日
の野焼き以降にお渡し

8月21日までに （「れきし工房」検索）
か、 と ・申込人数（1家族まで）を
明記し

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 8月26日（月）

■知って安心講座�生前整理編
講師:（株）ネクストサービス、（株）ケアサー
ビス／9月21日（土）13時30分～15時／
30人

8月13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

■体も喜ぶ�スマイルエクササイズ
　（全8回）
9月～12月の第1・第3土曜10時～11時
30分（10月のみ10時～12時）／区内在
住おおむね65歳以上の人20人 ／
要問合せ

9月7日までに か か、北山田小学
校コミュニティハウスに （591-8444）
■ほっと茶屋
8月27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

8月27日までに 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 8月26日（月）

■�秋の定期スポーツ教室（10月～12月）
8月17日必着で各教室とも か か、

を明記し 。いずれも 。時間
表記のない教室はすべて60分。各教室
の参加料などの詳細は か にて。

大人向け教室
【火曜 10月1日～12月24日】
①火曜卓球モーニング／9時～10時45分
②火曜バドミントン（中級）／9時～10時
45分
③コアトレ／11時～11時50分
④シェイプアップ／11時10分～
⑤ベリーダンス／12時15分～
⑥らくらくトレーニング＆ストレッチ／13
時30分～
⑦姿勢デザイン／13時30分～
⑧ピラティス＆リラックス／14時40分～

【水曜 10月2日～12月18日】
⑨ビューティーアップ／10時35分～
⑩チャレンジトレーニング／11時50分～
12時40分
⑪すっきりボディメンテナンス／11時50
分～12時40分
⑫はじめてのフラメンコ／12時～12時
50分
⑬いきいき健康体操／13時5分～

【木曜 10月3日～12月19日】
⑭木曜卓球モーニング／9時～10時45分
⑮木曜ピラティス／9時30分～
⑯ヨガ／10時50分～
⑰おとなからはじめるバレエ／11時30分～
⑱パワーヨガ50／12時～12時50分
⑲太極拳／13時25分～14時45分
⑳バランスボールトレーニング／13時
40分～14時30分

【金曜 10月4日～12月20日】
㉑金曜バドミントン（初級）／9時～10時
45分

■�アラフィフ女性のためのライフ＆マネー
プランニング～老後の備えは大丈夫？～

9月12日（木）10時～12時／女性15人
／ あり
事前に か か

■�アートフォーラムあざみ野
　Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
8月11日・25日、9月8日の日曜 12時～
12時40分／
■�あざみ野カレッジ　現代美術探求ラボ�
vol.6　いま「限界芸術」を再考する

8月31日（土）14時～16時／高校生以
上40人程度  ※ あり／500円

事前に か か

よこはま動物園ズーラシア

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

休園日 火曜

ズーラシア 検索

※入園料はすべて別途
■ナイトズーラシア（全10回）
8月の土・日曜・12日（月・休）は開園時間
を20時30分まで延長（入園は19時まで）
■ズーラシア夜市（全10回）
開園20周年をお祝い。キッチンカーのグ
ルメやアニマル柄提

ちょうちん

灯で楽しい夜のひと
ときを／8月の土・日曜・12日（月・休）16
時～20時30分／ころころ広場

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
■おしゃべりカフェ
　「アラフォーママあつまれ～☆」
9月27日（金）10時30分～11時30分／
未就学児と親8組  ●
■パパのアトリエ
部屋中落書きしちゃおう! ／8月23日

（金）・24日（土）10時30分～16時／
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
①9月6日（金）・②７日（土）・③14日（土）・④
25日（水）いずれも10時30分～11時30
分／①つづき地域活動ホーム くさぶえ ②
加賀原地域ケアプラザ／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／8月17日（土）10時～
16時／未就学児とその家族／
■じっくり相談
専門相談員による子育て相談／9月7日・
21日・28日の土曜10時～16時／未就学
児とその家族 ●

 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
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編さん委員会だより『図説 都筑の歴史』第9回 区制25周年に向けて『図説 都筑の歴史』編さん中！！

近代、川和は都筑郡役所がおかれ郡政の中
心地として発展していきました。都筑の
人々のほとんどが農業を営んでいました。

米・麦・タケノコ・イチゴ・野菜など農産物は多種類にお
よび、消費地である京浜方面の人々の食卓にあがって
いました。一方、俳句や植物・博物学に取り組む人々も
輩出しています。また、菊園の松林圃・虎渓園は「川和
の菊」として世に知られていました。近代における進取
の気性に富む都筑の人々の姿を紹介します。
(編さん委員　相澤 雅雄 氏)

港北ニュータウンの区域は、昭和40年ごろまで土地の９割が山林や田
畑の農村地帯でした。しかし、高度経済成長に伴う無秩序な開発を懸念
した市は、①乱開発の防止②都市農業の確立③住民参加のまちづくり

「都田組合」が使っていた苺のラベル

ふるさとの樹木とせせらぎのある緑道
（提供：編さん委員　秋山 満 氏）

区民活動係　　948-2２３6 　  948-2２３９

環境衛生係　　948-2358 　  948-2388

あきやま みつる

あいざわ    ま さ お

都筑区訪問理容・美容サービス事業
理容所・美容所へ行くことが困難な在宅の高齢者や障害のある人の
ご自宅に会員が訪問して調髪（カット）のみを行います。（有料）
●原則として椅子などに座ることが可能で、介助する人がいる場合に限ります。
●初回のみ環境衛生係を通してのお申し込みが必要となりますが、
　２回目からは担当理美容師に直接お申し込みいただけます。

④多機能複合都市という４つの基本
理念に基づき、ニュータウン建設事業
をスタートしました。この事業は、都市
と農業の共存や住民参加型として話
し合いの場を設け、全国に先駆けて申
し出換地を採用し成功した、わが国最
大の事業でした。その結果、多機能的
に融合した、美しく魅力溢れる私たち
のまちが誕生したのです。

（編さん委員　区民団体代表）

・ 自主的な衛生検査の実施
・ 衛生管理が優秀な店舗の表彰
・ 訪問サービス

活動の
一例

　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5章・第6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。

都筑区生活衛生協議会　会長

しょうりん ぽ こ け い え ん

◆仲町台レディース卓球大会
9月19日（木）／仲町台地区センター／区
内および近隣在住、16歳以上の女性90
人 ／600円

8月11日から18日までに ・希望
ランク（1部～4部）を明記し

都筑区卓球協会事務局　阿
あ べ

部 綾
あ や こ

子　
・ 593-9904
◆星空のコンサート
　～DREAM�of�CLASSIC～
星空の下、本格的なクラシックコンサート
を気楽に楽しめます／8月31日（土）18時
30分～／市営地下鉄センター南駅前す
きっぷ広場 ※雨天時は都筑公会堂／

星空のコンサート運営委員会　山
や ま だ

田　
080-3270-4649

◆フットサルクラブⅡ期
9月19日～11月21日の毎週木曜15時
15分～16時 ※予備日11月28日（木）／
くろがね青少年野外活動センター／8人

／6500円（全回分）
8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

月15日（日）　開場：13時30分　開演：
14時／都筑公会堂／600人 ／親子チ
ケット（大人1人＋子ども1人）1200円、大
人900円、子ども（4歳～中学生）500円

8月11日から ・チケットの内訳を明
記し

かなりあ少年少女合唱団
090-9098-3107
ticket@canariachor.com

◆ストレス・スッキリ！指ヨガ講座
いつでもどこでもできる指ヨガを体験し
よう／9月8日（日）10時30分～12時／

◆水彩画サークルさくら草　作品展
9月6日（金）～12日（木）9時～17時 
※最終日は16時まで／区総合庁舎１階
区民ホール／

水彩画サークル　さくら草　
渋
し ぶ や

谷 佐
さ わ こ

和子　 473-1655
◆夏休み親子工作教室
花台にもぴったり！タイル付きミニチェ
アー。大工さんに教えてもらって、もの
づくりにチャレンジ！／8月18日（日）13
時～16時／ハウスクエア横浜（中川一丁
目4-1）／親子40組 ／１個1000円（材
料代）

8月17日までに か、 ・ ・参加人数
を明記し （www.housquare.co.jp）

NPO法人横浜市住宅リフォーム促進
協議会　 912-7474　 912-4711
◆短歌「青

せいじょ

女」の会
短歌を一首持ち寄って相互批評、講師が
講評します。秀歌の鑑賞も／毎月第2・4金
曜13時～15時／中川地域ケアプラザ／
資料代1000円／

青女の会　鹿
か と り

取 未
み

放
ほ

・ 912-3433
◆ファミリーコンサート
　「にじいろの歌声10」
小さなお子さんから大人まで、そろって
お楽しみいただけるコンサートです／9

都筑公会堂／30人 ／500円
8月11日から か
都筑公会堂
948-2400　 948-2402

◆ワンコイン・コンサート
敬老の日に音楽のプレゼント／9月16日

（祝）　開場：15時　開演：15時30分／
都筑公会堂／604人 ／500円

8月11日から
都筑公会堂
948-2400　 948-2402

●

●

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※


