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都筑消防署　　・　 945-0119問合せ

分団 受持区域

第五分団

第四分団

第三分団

第二分団

第一分団 池辺町、川和町、川和台、見花山、富士見が丘、葛が谷、高山、
二の丸、佐江戸町、加賀原一丁目～二丁目

東方町、長坂、平台、桜並木、大熊町、仲町台一丁目～五丁目、
川向町、折本町

中川一丁目～八丁目、あゆみが丘、中川中央一丁目～二丁目、
牛久保町、牛久保一丁目～三丁目、牛久保西一丁目～四丁目、
牛久保東一丁目～三丁目、大棚町、大棚西

南山田町、南山田一丁目～三丁目、北山田一丁目～七丁目、すみれが丘、
東山田町、東山田一丁目～四丁目、早渕一丁目～三丁目、新栄町

勝田町、勝田南一丁目～二丁目、茅ケ崎町、茅ケ崎南一丁目～
五丁目、茅ケ崎中央、茅ケ崎東一丁目～五丁目、荏田東町、荏
田東一丁目～四丁目、大丸、荏田南町、荏田南一丁目～五丁目

※電子申請でも入団希望を受け付けています。
　二次元コードよりお申込みください。
※市消防局のホームページも併せて
　ご覧ください。

都筑消防署 庶務課 消防団係 945-0119
入団に関するお問合せ先

消防団は地域に根差した組織で、地域の皆さんのご協力の
もと、災害対応や防災指導、地域活動などを行っています。
都筑消防団では、受持区域を５つの分団に分け、地域に密着
したさまざまな活動を行っています。
地域住民でもある消防団員の活躍をご紹介します。

都筑消防団長　佐野さん
さ  の

地域イベントでの子ども消防士体験です

第二分団

第一分団

地域の運動会で、水消火器による消火リレーなどを行います

風水害を想定した訓練で土のうを作成しています

第三分団

どんど焼きの飛び火警戒も消防団が担っています

第四分団

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

川和町駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄
グリーンライン

第二分団第一分団

第三分団

第四分団

第五分団

救急教室で心肺蘇生法とＡＥＤの取り扱いを指導しています

第五分団

都筑消防団は
積載車17台、
ポンプ車１台を
区内に配置しています

都筑消防団
受持区域

都筑消防団では消防団員を大募集しています。都筑区に在住・在勤・在学している18歳以上の人なら入団可能！

◆ 区の人口・・・・・・212,269人（前月比14人増）
◆ 区の世帯数・・・83,537世帯（前月比46世帯増）
※2019年8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.263

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  9月14日・28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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948-2212 948-2208庶務係問合せ

各地域防災拠点の訓練日程は決まり次第、ホームページで順次公開しています。
　 https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/kyotenkunren.html

市内で１か所でも震度５強以上の地震が発生した際は、市内すべての地域防災拠点を開設します。
区内では２７か所の小・中学校が指定されています。

大規模地震に備えて

すみれが丘小学校

茅ケ崎中学校

東山田町、東山田三丁目、東山田四丁目

東山田一丁目、東山田二丁目
北山田七丁目の一部（ララヒルズ）

南山田町の一部、南山田一丁目、南山田二丁目、南山田三丁目

北山田一丁目、北山田二丁目、北山田三丁目、北山田四丁目、
北山田五丁目、北山田六丁目、北山田七丁目の一部（ララヒルズ除く）

すみれが丘

牛久保町、牛久保一丁目、牛久保二丁目、牛久保三丁目

南山田町の一部、大棚町の一部

大棚町の一部、大棚西、牛久保東一丁目、
牛久保東二丁目、牛久保東三丁目、茅ケ崎町
中川五丁目、中川六丁目、中川七丁目、中川八丁目、
中川中央一丁目、中川中央二丁目、牛久保西一丁目、
牛久保西二丁目、牛久保西三丁目、牛久保西四丁目

中川一丁目の一部（港北ガーデンヒルズ）

中川一丁目の一部（港北ガーデンヒルズ除く）、
中川二丁目、中川三丁目、中川四丁目、あゆみが丘
茅ケ崎南一丁目の一部（港北ファミールハイツ、
シティテラス横濱仲町台弐番館除く）、茅ケ崎南二丁目、
茅ケ崎南三丁目、桜並木
茅ケ崎東一丁目の一部（港北ニュータウン・イオ除く）、
茅ケ崎東二丁目、茅ケ崎東三丁目、
茅ケ崎東四丁目、茅ケ崎東五丁目、茅ケ崎中央

茅ケ崎南一丁目の一部（港北ファミールハイツ、シティテラス
横濱仲町台弐番館）、茅ケ崎東一丁目の一部（港北ニュー
タウン・イオ）、仲町台五丁目の一部（プロムナード仲町台）

長坂、平台、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目

勝田町、勝田南一丁目、勝田南二丁目、早渕一丁目、
早渕二丁目、早渕三丁目、新栄町
折本町、大熊町、川向町の一部、仲町台一丁目、
仲町台二丁目、仲町台三丁目、仲町台四丁目、
仲町台五丁目の一部（プロムナード仲町台除く）

東方町、池辺町の一部、川向町の一部

池辺町の一部

池辺町の一部、佐江戸町

川和町

富士見が丘、二の丸、高山、葛が谷、見花山

加賀原一丁目、加賀原二丁目、川和台

荏田南一丁目、荏田南二丁目、荏田南三丁目、大丸

荏田南町、荏田東町、青葉区荏田町の一部

荏田東三丁目、荏田南四丁目、荏田南五丁目

荏田東一丁目、荏田東二丁目、荏田東四丁目

学校名 所在地 対象区域（町名）

北山田小学校

南山田小学校

東山田小学校

東山田三丁目29-1

茅ケ崎東小学校

茅ケ崎小学校

中川西中学校

中川西小学校

都筑小学校

中川小学校

中川中学校

牛久保小学校

山田小学校

茅ケ崎台小学校

勝田小学校

折本小学校

都田小学校

都田中学校

都田西小学校

川和小学校

川和東小学校

川和中学校

荏田南小学校

荏田小学校

荏田東第一小学校

つづきの丘小学校

すみれが丘34

茅ケ崎南一丁目10-1

北山田五丁目14-1

南山田二丁目27-1

東山田一丁目4-1

茅ケ崎東二丁目11-1

茅ケ崎南一丁目11-1

中川二丁目1-1

中川一丁目3-1

中川六丁目2-1

牛久保東二丁目21-1

大棚町240

牛久保一丁目23-1

長坂13-1

勝田町266

折本町1321

池辺町2831

池辺町2818

池辺町2452-1

川和町1463

富士見が丘21-2

荏田南二丁目5-2

富士見が丘21-1

荏田南町694

荏田東三丁目5-1

荏田東一丁目22-1

組立式トイレ

投光機
発電機

防災備蓄庫（食料・水など）

リヤカー

通信機器 エンジンカッター
ガスかまどセット
（中学校）

移動式炊飯器など
（小学校）

災害時給水所

緊急給水栓
（飲料水）

災害用地下給水タンク
（飲料水）

※緊急給水栓、災害用地下給水タンクは
　一部の地域防災拠点に設置されています。

避難場所（体育館など）

近所の広場、小さな公園など

　一時的に避難して様子を見るための場所
です。
　隣近所の安否確認の場、次の避難場所へ
移動するまでの中継地点となる場所です。
あらかじめ、地域や隣近所でどこをいっとき
避難場所にするか決めておきましょう。

地域で事前に取り決め

地域防災拠点 イメージ図

いっとき避難場所

　地震に伴う大火災が発生し、延焼拡大した
ときに、熱や煙から逃れるための場所です。

　地域防災拠点での避難生活に特別な配慮を必要と
する要援護者のうち、自宅や地域防災拠点での生活
が難しい人のための避難所です。発災直後から必ず
開設されるものではなく、施設数に限りがあるため、
専門職などの判断を元に優先度を付け、区役所が誰
をどの施設で受け入れるかを決定します。

勝田団地 　川和高校・都田公園一帯
かしの木台ハイツ一帯 　横浜国際プール一帯
山崎公園一帯 　葛ケ谷公園一帯 　茅ケ崎公園一帯

区内広域避難場所

大火災を避ける
広域避難場所

高齢・障害などにより特別な配慮が必要な場合
福祉避難所

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

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

第
三
京
浜
道
路

東
名
高
速
道
路

東
急
田
園
都
市
線

市が尾駅

江田駅

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
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鴨居駅

　地域の皆さんを中心とした地域防災拠点運営委員会が各地域防災拠点に
設置されており、日頃から会議や訓練を通して防災力の向上に努めています。
　発災時には、避難してきた人が協力しながらともに運営します。

　いつ起きてもおかしくない災害に備えて、各地域
においては、「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆
で守る。」という「自助・共助」の精神で、それぞれの
地域の実情に応じた防災力の強化が求められて
おります。発災時に地域の要となる「地域防災拠
点」の役割を知り、いざというときに備えましょう。

都筑区地域防災拠点運営委員会連絡協議会会長　岩嶋 伸幸さん

　自宅が無事な人も地域防災拠点に避難される
と、避難スペースがいっぱいになってしまいます。自
宅が無事だった人は自宅での生活を続けます。この
ような人を在宅被災生活者といいます。
　区役所からのさまざ
まな情報や物資など
は地域防災拠点に届
けられるので、これらは

「地域防災拠点の避
難者」と「在宅被災生
活者」で共有します。

在宅被災生活者と地域防災拠点

都筑区総務課 
危機管理・地域防災担当係長

石井 学

大規模な公園など 社会福祉施設など

●平成30年度 都筑区地域防災拠点訓練風景 ●ペット同行避難啓発

炊き出し訓練

　各地域防災拠点では毎年、地域の実情に応じた避難所開設・運営
訓練を企画、実施しています。避難所の安全確認から開設準備に始
まり、避難者の受付とスペースの割り振り、区役所と地域防災拠点
の情報受伝達や資機材の取り扱いにいたるまで、一連の流れを訓練
することで、発災時における円滑な避難所運営を目指しています。
※訓練内容は、各地域防災拠点によって年ごとに異なります。

　地域防災拠点の訓練に参加することで、日頃
自分と家族の身の安全を守るためにはどんな対策
を講じておくべきか、さらに発災時には自分達で何
ができるかを知る機会にしてもらえばと思います。

川和東小学校地域防災拠点運営委員長　神原 正明さん

仮設トイレ組立訓練 避難所受付訓練

　あらかじめ、自宅から当該地区の地域防
災拠点までどのように避難するか、避難経
路や家族との連絡手段などを確認してお
きましょう。
　各地域防災拠点などの避難場所が掲載
されている都筑区防災・生活マップは、区
役所で配布しているほか、区ホームページ
からもご覧いただけます。

※自宅が無事だった人は
　家に戻って生活します。

家族や知人の安否情報の確
認や区役所などとの情報受
伝達の拠点となるほか、区災
害ボランティアセンターとの
連絡調整などを行います。

防災備蓄庫に整備されている
ジャッキやエンジンカッター
などの防災資機材を用いて、
共助による救助・救護活動を
行います。

家屋の倒壊などにより自宅に
とどまれない人が一定期間
避難生活を送る場所です。

地域防災拠点の避難者
や在宅被災生活者に
備蓄食料、水、救援物資
などを配布します。

在宅被災生活者

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

❺❺
❻❻
❼❼

❽❽

❾❾



























いしい  まなぶ
いわしま のぶゆき

かんばら まさあき
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948-2212 948-2208庶務係問合せ

各地域防災拠点の訓練日程は決まり次第、ホームページで順次公開しています。
　 https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/kyotenkunren.html

市内で１か所でも震度５強以上の地震が発生した際は、市内すべての地域防災拠点を開設します。
区内では２７か所の小・中学校が指定されています。

大規模地震に備えて

すみれが丘小学校

茅ケ崎中学校

東山田町、東山田三丁目、東山田四丁目

東山田一丁目、東山田二丁目
北山田七丁目の一部（ララヒルズ）

南山田町の一部、南山田一丁目、南山田二丁目、南山田三丁目

北山田一丁目、北山田二丁目、北山田三丁目、北山田四丁目、
北山田五丁目、北山田六丁目、北山田七丁目の一部（ララヒルズ除く）

すみれが丘

牛久保町、牛久保一丁目、牛久保二丁目、牛久保三丁目

南山田町の一部、大棚町の一部

大棚町の一部、大棚西、牛久保東一丁目、
牛久保東二丁目、牛久保東三丁目、茅ケ崎町
中川五丁目、中川六丁目、中川七丁目、中川八丁目、
中川中央一丁目、中川中央二丁目、牛久保西一丁目、
牛久保西二丁目、牛久保西三丁目、牛久保西四丁目

中川一丁目の一部（港北ガーデンヒルズ）

中川一丁目の一部（港北ガーデンヒルズ除く）、
中川二丁目、中川三丁目、中川四丁目、あゆみが丘
茅ケ崎南一丁目の一部（港北ファミールハイツ、
シティテラス横濱仲町台弐番館除く）、茅ケ崎南二丁目、
茅ケ崎南三丁目、桜並木
茅ケ崎東一丁目の一部（港北ニュータウン・イオ除く）、
茅ケ崎東二丁目、茅ケ崎東三丁目、
茅ケ崎東四丁目、茅ケ崎東五丁目、茅ケ崎中央

茅ケ崎南一丁目の一部（港北ファミールハイツ、シティテラス
横濱仲町台弐番館）、茅ケ崎東一丁目の一部（港北ニュー
タウン・イオ）、仲町台五丁目の一部（プロムナード仲町台）

長坂、平台、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目

勝田町、勝田南一丁目、勝田南二丁目、早渕一丁目、
早渕二丁目、早渕三丁目、新栄町
折本町、大熊町、川向町の一部、仲町台一丁目、
仲町台二丁目、仲町台三丁目、仲町台四丁目、
仲町台五丁目の一部（プロムナード仲町台除く）

東方町、池辺町の一部、川向町の一部

池辺町の一部

池辺町の一部、佐江戸町

川和町

富士見が丘、二の丸、高山、葛が谷、見花山

加賀原一丁目、加賀原二丁目、川和台

荏田南一丁目、荏田南二丁目、荏田南三丁目、大丸

荏田南町、荏田東町、青葉区荏田町の一部

荏田東三丁目、荏田南四丁目、荏田南五丁目

荏田東一丁目、荏田東二丁目、荏田東四丁目

学校名 所在地 対象区域（町名）

北山田小学校

南山田小学校

東山田小学校

東山田三丁目29-1

茅ケ崎東小学校

茅ケ崎小学校

中川西中学校

中川西小学校

都筑小学校

中川小学校

中川中学校

牛久保小学校

山田小学校

茅ケ崎台小学校

勝田小学校

折本小学校

都田小学校

都田中学校

都田西小学校

川和小学校

川和東小学校

川和中学校

荏田南小学校

荏田小学校

荏田東第一小学校

つづきの丘小学校

すみれが丘34

茅ケ崎南一丁目10-1

北山田五丁目14-1

南山田二丁目27-1

東山田一丁目4-1

茅ケ崎東二丁目11-1

茅ケ崎南一丁目11-1

中川二丁目1-1

中川一丁目3-1

中川六丁目2-1

牛久保東二丁目21-1

大棚町240

牛久保一丁目23-1

長坂13-1

勝田町266

折本町1321

池辺町2831

池辺町2818

池辺町2452-1

川和町1463

富士見が丘21-2

荏田南二丁目5-2

富士見が丘21-1

荏田南町694

荏田東三丁目5-1

荏田東一丁目22-1

組立式トイレ

投光機
発電機

防災備蓄庫（食料・水など）

リヤカー

通信機器 エンジンカッター
ガスかまどセット
（中学校）

移動式炊飯器など
（小学校）

災害時給水所

緊急給水栓
（飲料水）

災害用地下給水タンク
（飲料水）

※緊急給水栓、災害用地下給水タンクは
　一部の地域防災拠点に設置されています。

避難場所（体育館など）

近所の広場、小さな公園など

　一時的に避難して様子を見るための場所
です。
　隣近所の安否確認の場、次の避難場所へ
移動するまでの中継地点となる場所です。
あらかじめ、地域や隣近所でどこをいっとき
避難場所にするか決めておきましょう。

地域で事前に取り決め

地域防災拠点 イメージ図

いっとき避難場所

　地震に伴う大火災が発生し、延焼拡大した
ときに、熱や煙から逃れるための場所です。

　地域防災拠点での避難生活に特別な配慮を必要と
する要援護者のうち、自宅や地域防災拠点での生活
が難しい人のための避難所です。発災直後から必ず
開設されるものではなく、施設数に限りがあるため、
専門職などの判断を元に優先度を付け、区役所が誰
をどの施設で受け入れるかを決定します。

勝田団地 　川和高校・都田公園一帯
かしの木台ハイツ一帯 　横浜国際プール一帯
山崎公園一帯 　葛ケ谷公園一帯 　茅ケ崎公園一帯

区内広域避難場所

大火災を避ける
広域避難場所

高齢・障害などにより特別な配慮が必要な場合
福祉避難所

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

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

第
三
京
浜
道
路

東
名
高
速
道
路

東
急
田
園
都
市
線

市が尾駅

江田駅

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

❶

❷

❸

❹❺

❻

❼❽

❾




























鴨居駅

　地域の皆さんを中心とした地域防災拠点運営委員会が各地域防災拠点に
設置されており、日頃から会議や訓練を通して防災力の向上に努めています。
　発災時には、避難してきた人が協力しながらともに運営します。

　いつ起きてもおかしくない災害に備えて、各地域
においては、「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆
で守る。」という「自助・共助」の精神で、それぞれの
地域の実情に応じた防災力の強化が求められて
おります。発災時に地域の要となる「地域防災拠
点」の役割を知り、いざというときに備えましょう。

都筑区地域防災拠点運営委員会連絡協議会会長　岩嶋 伸幸さん

　自宅が無事な人も地域防災拠点に避難される
と、避難スペースがいっぱいになってしまいます。自
宅が無事だった人は自宅での生活を続けます。この
ような人を在宅被災生活者といいます。
　区役所からのさまざ
まな情報や物資など
は地域防災拠点に届
けられるので、これらは

「地域防災拠点の避
難者」と「在宅被災生
活者」で共有します。

在宅被災生活者と地域防災拠点

都筑区総務課 
危機管理・地域防災担当係長

石井 学

大規模な公園など 社会福祉施設など

●平成30年度 都筑区地域防災拠点訓練風景 ●ペット同行避難啓発

炊き出し訓練

　各地域防災拠点では毎年、地域の実情に応じた避難所開設・運営
訓練を企画、実施しています。避難所の安全確認から開設準備に始
まり、避難者の受付とスペースの割り振り、区役所と地域防災拠点
の情報受伝達や資機材の取り扱いにいたるまで、一連の流れを訓練
することで、発災時における円滑な避難所運営を目指しています。
※訓練内容は、各地域防災拠点によって年ごとに異なります。

　地域防災拠点の訓練に参加することで、日頃
自分と家族の身の安全を守るためにはどんな対策
を講じておくべきか、さらに発災時には自分達で何
ができるかを知る機会にしてもらえばと思います。

川和東小学校地域防災拠点運営委員長　神原 正明さん

仮設トイレ組立訓練 避難所受付訓練

　あらかじめ、自宅から当該地区の地域防
災拠点までどのように避難するか、避難経
路や家族との連絡手段などを確認してお
きましょう。
　各地域防災拠点などの避難場所が掲載
されている都筑区防災・生活マップは、区
役所で配布しているほか、区ホームページ
からもご覧いただけます。

※自宅が無事だった人は
　家に戻って生活します。

家族や知人の安否情報の確
認や区役所などとの情報受
伝達の拠点となるほか、区災
害ボランティアセンターとの
連絡調整などを行います。

防災備蓄庫に整備されている
ジャッキやエンジンカッター
などの防災資機材を用いて、
共助による救助・救護活動を
行います。

家屋の倒壊などにより自宅に
とどまれない人が一定期間
避難生活を送る場所です。

地域防災拠点の避難者
や在宅被災生活者に
備蓄食料、水、救援物資
などを配布します。

在宅被災生活者

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

❺❺
❻❻
❼❼

❽❽

❾❾
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いわしま のぶゆき

かんばら まさあき
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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

9月13日（金）11時～19日（木）9時 「キッズ」「はまっ子」「学童」の作品展 青少年支援・学校地域連携担当 948-2471 948-2309
9月20日（金）10時～21日（土）12時 保育所積木イベント 子育て事務係 948-2472 948-2309
9月24日（火）13時～30日（月）15時 都筑区動物愛護週間イベント　 環境衛生係 948-2358 948-2388
9月24日（火）9時～17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
9月25日（水）9時～10月1日（火）17時 横浜ビー・コルセアーズ応援パネル展 区民活動係 948-2238 948-223910月2日（水）～6日（日）15時 第17回つづき国際交流カフェ
10月8日（火）10時～14日（祝）15時 都筑区子育て支援センター  ポポラ  写真展 都筑区子育て支援センターポポラ 912-5135 912-5160
10月7日（月）8時45分～15日（火）17時 生活習慣病パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354

 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。

9月14日（土）～30日（月）／

障害普及啓発講演会（全２回）
10月13日（日）：「知的障害の理解」・20日

（日）：「精神障害の理解」いずれも15時～
16時30分 ※1回だけの参加も可能

葛が谷地域ケアプラザ
事前に か
障害支援担当
948-2348　 948-2490

新治恵みの里
サツマイモ収穫体験

10月20日（日）13時30分～15時 
※予備日10月27日（日）13時30分～15時

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

1組1800円（収穫したサツマイモ８株
のお土産付き、保険料込み）

9月15日から新治恵みの里 （http://
www.niiharu.link）の申込フォームで申込み

北部農政事務所農業振興担当
948-2480　 948-2488

親子で楽しく環境アドベンチャー
らんま先生（eco実験パフォーマー）によ
る講演会、体験型ワークショップなどで環
境について楽しく学びましょう！

9月29日（日）13時～16時 ※受付12
時30分～

948-2350　 948-2354

都筑区食生活等改善推進員会・
都筑区保健活動推進員会

発足25周年記念合同健康講演会
「木久蔵流　笑うが一番」

落語家 林
はやしや

家 木
き く ぞ う

久蔵氏をお迎えし、笑い
の素晴らしさを通じて、心と身体の健康
づくりの大切さについて講演と落語を披
露いただきます。

10月９日（水）14時～15時30分（開場
13時30分）

都筑公会堂
350人 ／

手話通訳希望の場合は、９月25日までに
を明記し

健康づくり係
948-2350　 948-2354

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

9月13日・27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 9月16日（祝）・23日（祝）

■�つながりカフェ
興味関心のあるテーマについてゲストス
ピーカーを交えて自由に話し合います。
9月のテーマ：聞きたい、話したい都筑の
イベント

9月28日（土）10時～12時／
50円（カフェ代）

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 9月17日(火)

■�学校図書館ボランティア講座〈第3回〉
本の修理スキルアップ編（一折中綴じ）

9月27日（金）10時～12時
区役所5階第1会議室
市内の学校図書館でボランティア活動

をしている人、これから始める人 20人
9月11日から か

■�展示「都筑の歴史」
　郷土展示会（2016-2019）を振り返る

区役所6階大会議室
130人程度 ／

※詳しくは  つづき　エコ活 検索

企画調整係
948-2226　 948-2399

シニア結核予防健診のお知らせ
結核は過去の病気ではなく、今でも１日に
５人が結核で亡くなっています。市内で
も高齢者の結核が増えています。これを
機会に健診を受けてみませんか？

10月25日（金）午前（受付時間は予約
時にお伝えします）

区役所１階健診室
１年以上胸部レントゲン検査を受診し

ていない65歳以上の区民 ※昨年度この
健診を受けた人はご遠慮ください。

９月11日８時45分から
健康づくり係

都筑民家園　 594-1723　 http://www.tminkaen.org/
区民活動係　 948-2238　 948-2239

期間中の土・日曜、祝日の10時～16時を中心に開催。詳細は都筑民家園
大塚・歳勝土遺跡公園、横浜市歴史博物館、都筑民家園

【主催】よこはま地域文化遺産デビュー・活用事業実行委員会、NPO法人都筑
民家園管理運営委員会　

【共催】横浜市歴史博物館、都筑区役所、横浜アーツフェスティバル実行委員会

※入場無料、一部有料・要予約

　大塚・歳勝土遺跡公園を舞台に６年間継続した「コミュニティアート」は、
昨年度から「都筑 アート＆ヒストリー」となりました。横浜市歴史博物館が文
化庁助成を得て、地域の歴史や文化遺産を活用し、内容も充実しています。

都筑 アート＆ヒストリー 2019
9月～11月は都筑の秋を彩る遺跡公園アートイベントに出かけよう！

9月14日（土）▶お月見ライブ：神秘的な雅楽・笙
しょう

の魅力
9月28日（土）・29日（日）▶五節句「菊節句」
10月14日（祝）▶伝承あそび+木のおもちゃで遊ぼう
10月26日（土）▶アーツ＆クラフツガーデン（手作り市）
11月2日（土）～4日（月・休）▶花あそび　粕

か す や

谷尚
なお

弘
ひろ

いけばな展
11月9日（土）▶つながるマルシェin港北みなも
11月16日（土）▶遺跡フェスタ（オーガニックマルシェ・江戸市・弥生美レッジ）など　

イ
ベ
ン
ト
予
定

庶務係　 948-2212　 948-2208

区民活動係　 948-2235　 948-2239

11月９日（土）14時～16時25分
都筑公会堂
区内在住・在勤・在学の人50人
9月27日までに と希望人数（４人まで）を明記し  ※手話通訳、車

椅子スペース利用希望者はその旨記載ください

9月22日（日）
東京都市大学横浜キャンパス(牛久保西三丁目３-１）
詳細や申込みは （https://ntjinentaku.wixsite.com/ntjin-entaku）

式典では、都筑区のまちづくりに長年ご尽力いただいた皆さんを表彰し
ます。また、横浜市ふるさと歴史財団理事長　
五
ご み

味 文
ふみひこ

彦氏をお迎えし、記念講演会を開催します。
【主催】都筑区ふるさとづくり委員会、都筑区役所

都筑区制25周年記念事業
◆都筑区制25周年記念式典

◆都筑区制25周年記念 ニュータウン人・縁卓会議 in 港北ニュータウン　
　「ニュータウンの魅力を次世代につなげる
　  －ニュータウンの新たな役割を考える」

『図説都筑の歴史』
刊行プレイベント

つづきMYプラザ　 914-7171　 my-plaza@tsuzuki-koryu.org

【講師】e-food.jp 代表　青
あ お き

木 ゆり子さん
　　　 TANBO NO WA　馬

ば ば
場 寛

ひろ
明
あき

さん
10月６日(日)13時30分～16時
都筑民家園（市営地下鉄「センター北」駅下車 徒歩８分）
中学生以上30人
9月21日までに か か、 、応募動機、何歳代かを明記し

　横浜国際プールが東京２０２０大会英国水泳代表チームの事前キャン
プ地になることにちなみ、食材を活かした素朴な料理を大切にする日本
とイギリスの食文化に焦点を当てて、文化交流講座を実施します。

東京2020参画プログラム 国際交流イベント
日本とイギリス 文化の融合
～素朴な食にこそ豊かさがある～

プログラム内容
・英国の食にまつわるおはなし
・日本の食にまつわるおはなし
・おにぎりとデザートづくり＆交流会

昨年度の
様子
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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

10月16日（水）午前→９月19日～10月４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

９月12日・19日・26日、10月３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

９月20日（金）午後、10月８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

９月20日（金）午後、10月８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。

区民活動係　 948-2238　 948-2239

区内在住・在学、都筑区を拠点として文化芸術活動をしている人または団体
10月19日までに募集要項内の申込書に記入し、事務局宛てに郵送。申込書

同項目の記載があれば も可（件名を「文化祭参加申込○○部門」と記載）。
【募集要項（申込書）の配布場所】
区民活動センター、区役所総合案内、区内の各駅・各地区センター・各コミュニ
ティハウスのＰＲボックス ※ にも募集要項（申込書）を掲載します。また活動
報告ページもご覧ください。
　都筑区民文化祭実行委員会事務局
　〒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

tzbunkasai@webyoko.com　 http://webyoko.com/bunkasai/

写真、工芸（バードカービング・ステンドグラス・陶芸・刺繍など）、
書道、絵画、花、文芸など　 区総合庁舎１階区民ホール
クラシック、邦楽、ダンス、バレエ、舞踊、マジック、ジャズやポップス
などのバンド演奏など　 都筑公会堂

　開催期間は2020年１月１８日（土）～２月２日（日）。日頃の活動の成果を発
表してみませんか。詳しくは９月初旬から配布する募集要項をご覧ください。

第２４回 都筑区民文化祭 参加者募集

展示部門

舞台部門

都筑図書館から

948-2424 948-2432
休館日 9月17日(火)

■くまさんのおはなし会（10月）
10月10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
9月26日から か

■9月の定例おはなし会
9月18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）

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

①10月18日（金） ②11月7日（木）
いずれも10時30分～11時30分

①加賀原地域ケアプラザ 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

９月18日10時から加賀原地域ケア
プラザへ （944-4641）

健康づくり係
948-2350 948-2354

ママと赤ちゃんの
ニコニコ歯みがき

10月11日（金）10時30分～11時
30分（受付：10時15分）

区役所１階福祉保健センター多目的室
区内在住、2018年12月～2019

年6月生まれの子と保護者35組
※お子さんの歯がまだ生えていなく
ても参加いただけます。

手鏡、保護者用の歯ブラシ
９月11日から
健康づくり係
948-2350　 948-2354

育児講座「積木であそぼう！」

10月9日(水)10時～11時／
茅ケ崎南保育園
9月26日から
茅ケ崎南保育園
943-1285　 943-1228

「おひさま♥まつり」
10月11日(金)10時30分～11時

30分／
中川西保育園

中川西保育園
913-2060　 913-2072

育児講座「運動あそび
（１・２歳児対象）」

10月17日(木)10時～11時
大熊保育園
9月2日から
大熊保育園
942-9884 942-9891

会 場 日 時
東⼭⽥地域ケアプラザ「遊びのおもちゃランド」
東山田町270　 592-5975

9月6日（金）
10時～12時

つづきの丘小コミュニティハウス「子育てサロン はぐはぐ」
荏田東一丁目22-1　 945-2949

9月9日（月）
10時～12時

都⽥地区子育てサロン 　川向町公民館　
川向町150　 943-5951（葛が谷地域ケアプラザ）

9月19日（木）
10時～11時30分

親と子のつどいの広場 つづき
南山田三丁目14-19　 593-4011

10月2日(水）
10時30分～12時

新栄地域ケアプラザ「つくしんぼサロン」
新栄町19-19　 592-5255

10月4日（金）
10時～12時

親と子のつどいの広場 すくすくサロン
佐江⼾町1829　 516-9117

10月7日（月）
10時～12時

川和あそびの広場「かわわ☆わ〜い」
川和町1463 川和小学校コミュニティハウス

090-4007-3327
10月10日（木）
10時30分～12時

中川地域ケアプラザ「親子でたのしむおはなしタンポポ」
中川一丁目1-1　 500-9321

10月15日（火）
10時30分～11時30分

茅ケ崎南保育園
茅ケ崎南五丁目11-3　 943-1285

10月16日(水)
10時～11時

都筑区子育て支援センターポポラ 　中川中央一丁目
1-3 ショッピングタウンあいたい5Ｆ　 912-5135

10月17日（木）・18日（金）
10時30分～11時30分

葛が⾕地域ケアプラザ「子育てサロン きらきら」
葛が谷16-3　 943-5951

10月18日（金）
10時～11時30分

（みどり保育園おひさま広場）

おやこの広場『ぷらっとカフェ』
仲町台一丁目20-11 ヒルサイド303　 944-3554

11月1日(金）
10時30分～12時

鴨池公園こどもログハウス「かもっこくらぶ」
荏田東三丁目2　 942-1569

11月19日（火）
10時30分～11時30分

加賀原地域ケアプラザ 「すくすくプラザ」
加賀原一丁目22-32　 944-4640

11月28日（木）
10時～11時30分

令和元年度秋の部 あつまれ～都筑のニューフェイス！
転入された親子向けにイベントを開催します。転入してからの期間は問いません。

都筑区子育て支援センターポポラ　 912-5135 912-5160

※ がついている会場については、事前予約が必要です。
詳しくは、各会場にお問い合わせください。

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

９月17日（火）午前・20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 9月17日、10月8日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 9月12日・26日、10月10日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 9月19日、10月3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

2020年2月ごろ出産予定の人
→10月4日・11日・18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50組
11月9日（土）９時３０分～１１時３０分
(９時１５分受付開始)

【申込み】10月9日８時45分から

幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

9月9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。 



112019（令和元）年 9 月号 ／ 都筑区版10 2019（令和元）年 9 月号 ／ 都筑区版

都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 9月24日（火）

※ 行事は9月11日から か
※ はすべて市内在住・在学・在勤者
■子育てサロン
子育て中のお母さんたちの楽しい交流
の場です／9月4日・11日・25日の水曜
10時～12時／未就学児と保護者／
■こども作品展
9月10日（火）～10月14日（祝） 平日と土曜：
9時～21時、日曜と祝日：9時～17時／
■幼児安全法を学ぼう!
10月2日（水）10時30分～11時30分／
3歳未満の子と保護者15組  ●
■わんぱくホリデーおもしろ科学たんけん
　工房�「ICラジオを作って電波をキャッチ」
10月5日（土）13時30分～16時30分／
小学4年生～中学2年生32人 ／1000円

9月21日までに か、 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 たんけん工房 検索

■ビーズのアクセサリづくり
10月18日（金）10時～12時／10人 ／
2100円 ●
■池辺杉山神社例大祭まで歩こう!

「都筑をガイドする会」の案内で約6キロ
散策／9月23日（祝）9時30分～12時30
分／60歳以上20人 ／400円 ●
■楽しさ実感!みんなでウォーキング
10月9日（水）：老馬鍛冶山不動尊、11月
17日（日）：都筑中央公園 いずれも9時
20分～14時／50歳以上の人 各20人

／各200円 ●

中川西地区センター

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

休館日 9月9日（月）

行事は開催日の1か月前の9時から
か10時から

■体験してみよう!
　ノルディックウォーキング（全3回）
10月17日・24日の木曜9時30分～11時
45分、31日（木）9時20分～12時／20人

／1000円（全回分） ●
■街の寺子屋後期（全6回）
10月26日、11月16日、12月21日、1月25
日、2月22日、3月14日の土曜10時～12
時（月により日時変更あり）／小学3～6年
生16人 ／1000円（全回分） ●
■手作り衣装でハロウィンパレード
10月25日（金）9時～12時／未就学児と
親30組 ／300円 ●
■みんなで作る�今日の手作りばんごはん
10月25日（金）15時30分～17時30分／
20人 ／1000円 ●
■親子で楽しいパン作り（2）
　ハロウィンのパン
10月27日（日）9時30分～12時30分／年
長～小学生と親12組 ／1200円 ●
■和室deフィットネス後期（全10回）
11月1日～3月13日の金曜①経絡ヨガ
後期：9時30分～10時30分 ②ピルビス
ワーク後期：10時45分～11時45分／
各15人 ／2500円（全回分） ●
■和布で作る干支人形
11月6日（水）9時30分～12時／10人

／1000円 ●

10月9日（水）13時～15時／女性限定
15人 ／1500円 ●
■はぎれ草履講習会
10月27日（日）9時～12時／12人 ／
800円 ●
■七五三着物を着て自撮りをしましょう
11月10日（日）10時～15時／7（女）・5

（男）・3（女）歳の子15人 ／3500円（着
付け、レンタル含む） ※申込時に支払い、
母の着付けも有料であり

9月21日14時から
■花あそび・粕

か す や

谷尚
なおひろ

弘いけばな展�
　「悠久と華の間�Part3」
11月2日（土）～4日（月・休）①10時～16
時：展示、②3日（祝）17時30分～19時
30分：「花×バイオリン演奏」、③4日（月・
休）10時30分～12時、13時～14時30分：

「竹の器に花をいけよう」／① ②30人
③各6人 ／②③1000円 ●
■いろりばたおはなし会
9月16日（祝）11時～11時30分／

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 9月5日（木）・19日（木）、10月3日（木）

■うどん打ち教室
講師：全日本麺協会認定者／9月28日（土）
9時30分～12時30分（雨天決行）／5組（1
組2人） ／1組1000円／ 要問合せ

9月27日までに か、 を明記し

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
■里山の稲刈り体験
10月6日（日）13時～16時／ばじょうじ谷
⼾休憩所集合／60人  ●
■サトイモ掘り体験
10月12日（土）10時～12時／ばじょうじ
谷⼾休憩所集合／30人  ●
■ネイチャークラフト作り
9月22日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで） ※雨天中止／500円／
■初秋の植物観察会
9月22日（日）9時～12時／レストハウス
集合 ●
■秋の野鳥観察会
10月6日（日）8時～11時／レストハウス
集合 ●
■炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
①10月12日（土）9時～12時：炭材作り
と窯詰め、②10月19日（土）8時～17時：
炭焼き（当日は体験プログラムも実施）、
③10月26日（土）9時～12時：窯出しと
炭材作り（都合のつく時間だけの参加も
歓迎）／都筑中央公園ばじょうじ谷⼾炭
焼施設／雨天決行 ●
■秋の昆虫観察会
10月20日（日）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

 http://www.tsuzuki-koryu.org/loghouse/

9月17日（火）休館日

■親子の広場�「かもっこくらぶ」
①10月3日（木）おはなし会、②10月24日

（木）ミニ運動会、③11月5日（火）おさるん
リトミック、①10時30分～11時、②～③10
時30分～11時30分／未就園児と親／②
15組 ③20組 ／②③親子1組300円

②③は開催日1か月前の10時から

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 9月9日（月）

行事は9月11日9時から か10時
から
■産後ママのリラックスタイム♪
　かわりばんこ保育でママが楽しむ
　陰ヨガ（全8回）
10月30日、11月13日・27日、12月11
日、1月8日・22日、2月12日、3月4日の
水曜9時50分～11時20分／首がすわっ
た1歳未満の子と母16組 ／4200円

（全回分） ●
■健康麻雀大会
10月31日（木）9時～15時／36人 ／
1000円 ●
■職人に習う秋シュトレン教室
10月7日・21日の月曜10時～12時30分／
各20人 ／各1700円 ●
■はじめての男のパン作り～カフェ
　メニューに挑戦しよう!～（全3回）
①10月23日 ②11月27日 ③12月25日
の水曜10時～13時／①あんぱん ②フォ
カッチャ ③チーズパン（全回スープ、サラ
ダ付き）／男性16人 ／3600円（全回
分） ●
■みんなでうたおう後期（全5回）
11月16日～3月21日の毎月第3土曜／
10時～11時30分／60人 ／2600円

（全回分） ●
■仲町台カフェ
毎月第3水曜10時～13時／20人程度 ／
コーヒー（お菓子付き）150円／
■月に一度の読書カフェ
毎月第3水曜10時～11時30分／

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 9月9日（月）

行事は開催日の1か月前から か
■世界のDining（6）「韓国料理」
スンドゥブチゲなどの家庭料理を韓国の
先生から学ぶ／10月12日（土）①10時
30分～13時30分 ②14時～17時／各
20人 ／各2000円 ●
■親子でハロウィンデコロール
　作っちゃおう
10月13日（日）9時30分～12時／小学
生と親9組 ／1500円 ●
■雪印メグミルク
　「骨・カルシウムセミナー」
シニア向け講座／10月31日（木）10時～
11時／おおむね60歳以上の人20人

10月1日から か
■手打ちそば教室（全2回）
11月6日・20日の水曜①9時30分～13
時か②13時～16時／①②各9人  ※子
ども連れ不可／2500円（全回分） ●
■はいから「秋のアコースティック・ライブ」
9月21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 9月24日（火）

行事は9月11日から か
要問合せ

■新そばを食べよう
10月19日（土）12時集合／50人 ／
一人前500円 ●
■楽しく着物を着ましょう

か 、①は
■「ハッピーひろば」バルーンで
　一緒に遊ぼう!
9月30日（月）10時～12時／未就学児と
親／
■ログけん玉部
プロプレーヤーが教える／毎月1回土曜
10時30分～11時30分 ※日程は に
て／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

9月17日（火）休館日

■�日本語ボランティア入門講座～地域の日
本語ボランティア・ゼロからのスタート～

10月16日（水）～18日（金）いずれも10
時30分～12時30分／16日（水）：日本語
ボランティアを始める前に 17日（木）：日
本語の教え方（1） 18日（金）：日本語の教
え方（2）／都筑区または近隣区に在住・
在勤・在学で活動を始めて半年程度の人
20人 ／1000円（全回分）

9月11日から か か、 ・応募
動機を明記し 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

■�男の健康体操（全5回）
9月18日、10月2日・16日・30日、11月6
日の水曜10時～11時15分／健康や体
操に関心のある人20人 ／1500円（全
回分）（1回400円）

事前に か か、 を明記し
■うたごえ広場
中
なかがわ

川ともゆきさんと歌う／10月19日（土）
13時30分～15時／300円／

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
■アロマ体験�しっとりぷるぷる
　スキンジェルローション
10月23日（水）10時～12時／10人 ／
1000円 ●
■「もしも」の時に備えて簡単災害食を
　知ろう!
10月25日（金）10時～11時30分／シニ
ア世代 20人  ●
■わくわくサイエンス（全3回）
かんたん科学工作／10月30日、12月11
日、2月12日の水曜15時45分～17時／
小学生10人 ／900円（全回分） ●
■初めてのリトミック�秋（全4回）
おやこdeリズムあそび／10月28日～
12月9日の隔週月曜①9時40分～10時
20分、②10時35分～11時15分、③11
時30分～12時10分／①0歳時（はいは
い～たっち）、②10か月くらい～1歳児（歩
き始め）、③1歳半以上（歩ける子）各10
組 ／1200円（全回分） ●

都田小学校コミュニティハウス

・  941-9522
〒224-0053　池辺町2831

休館日 火・木曜

■みんなで遊ぼう（3B体操）
9月27日（金）10時30分～12時／親子（首が
すわったら参加可）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

行事は9月11日から か
■おもしろ算数教室（全6回）

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9月11日～10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※

数字、図形、計算のしくみを使って学ぶ／
10月7日～3月2日の毎月第1月曜16時～
17時15分／小学1～4年生（1年生は保護
者同伴）15人 ／3600円（全回分）  ●
■親子リズム遊び（後期）（全12回）
10月11日・25日、11月8日・22日、12月6
日・20日、1月10日・24日、2月14日・28日、
3月6日・13日の金曜《1部》10時～11時、

《2部》11時～12時／1歳半～3歳児と保護
者／各20組 ／3600円（全回分） ●

中川中学校コミュニティハウス

・  591-3131
〒224-0027　大棚町240

 ch-nakagawa@tsuzuki-koryu.org

休館日 火・金曜

■やさしい相続教室（お金と自宅のお話）
9月29日（日）①10時30分～12時：セミ
ナー、②12時20分～15時：個別相談／
各30人

9月29日までに 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

■おやこであそぼう!（全6回）
9月5日～12月5日の毎月第1・3木曜10
時30分～11時30分／20組 ／3000円

（全回分） ※9月5日は別に参加費500円
9月19日までに か

■お月見JAZZコンサート
9月28日（土）18時30分～19時45分 
※雨天の場合は室内演奏／

加賀原地域ケアプラザ
 944-4640　  944-4642

〒224-0055　加賀原一丁目22-32

■高齢者サロン�和楽路
9月9日(月)10時～12時／100円(お茶
代)／
■障がいのある方のお話を通して
　「誰もが私らしく暮らせるまち」を考える
①9月14日：知的障害・②28日：精神障
害、③10月12日：助け合うということ～見
守り支援と暮らしやすい地域～ いずれも
土曜13時30分～15時30分／各30人

事前に か か、 ・年代を明記
し
■すくすくプラザ「いざという時の!
　こどもの救命救急法」
9月26日(木)10時～11時30分／20人

事前に か

中川地域ケアプラザ
 500-9321　  910-1513

〒224-0001　中川一丁目1-1

行事は事前に か
■中川地区�認知症ミニフォーラム
　こころとからだの変化～運転編～
10月19日（土）13時30分～15時30分／
講師:認知症看護認定看護師 
岩
いわもと

本 由
ゆ み こ

美子さんほか／30人  ●
■1日3食しっかり食べよう!
10月23日（水）10時～11時30分／

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 9月3日〜17日】
①ソフトエアロ／12時25分～

【水曜 9月4日〜25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 9月6日〜27日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 9月7日〜28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

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 9月24日(火)

■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～、楽楽
体操／12時20分～
水曜▶ピラティス／9時45分～、チャレ
ンジエアロ／10時00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～

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 9月23日（祝）

■�あざみ野サロン～映画上映
　『日

にちにち

日是
これ

好
こうじつ

日』
10月27日（日）13時30分～15時20分

（開場：13時10分）／180人 ／1000
円／ あり

9月11日から （910-5723）か
か

■�アートフォーラムあざみ野
　Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
出演：土

つ ち だ

田晴
はる

信
のぶ

オルガンデュオ　土田 晴

要問合せ／親子20組  ●

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
■体も喜ぶスマイルエクササイズ（全8回）
9月7日～12月21日の毎月第1・3土曜
10時～11時30分（10月5日：口腔ケア
講話・19日：栄養講話は10時～12時）／
北山田小学校コミュニティハウス／区内
在住おおむね65歳以上の人20人 ／

要問合せ
事前に 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（介護技術講座）
9月24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

9月24日までに か

大熊スポーツ会館

・  941-9880
〒224-0042　大熊町310

休館日 9月2日(月)

■第16回真
まっさお

青同盟杯アームレスリング
　選手権大会
10月13日（日）／250人 ／事前エント
リー：2000円、当日エントリー：3000円 
※車いす・女子・子ども:無料

10月13日までに （http://massao.jp/）
■卓球教室2期（全6回）
10月17日～11月21日の木曜9時30分～
11時30分／20人 ／3500円（全回分）

10月13日までに か か、 を
明記し

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 9月17日(火)

■ペタンク大会
参加チーム募集／10月6日（日）8時30
分～14時30分／1チーム3人（会館周辺
在住者）／500円

9月30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 9月24日（火）

■�姿勢測定会
詳細は ／9月26日（木）13時～15時／
20人 ／1000円

事前に か
■�秋の定期教室追加募集中
10月～12月に開催の秋の定期スポーツ
教室の追加申込みを受付中。空き状況
は でご確認ください。

事前に 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

信さん（オルガン）、小
こ ぐ れ

暮 哲
て つ や

也さん（ギター）
9月22日（日）12時～12時40分／
■フェローアートギャラリー
　長

な が せ

瀬明
あ き よ

代展
障害のあるアーティストたちの表現を
紹介／7月27日（土）～10月27日（日）
9時～21時／
■ギャラリーインザロビー　記念カメラ
歴史的記念日にちなんで作られたカメ
ラを展示／10月2日（水）～27日（日）9
時～21時／
■あざみ野カレッジ　
　北欧ノルウェーの美しき民族楽器
　ハーディングフェーレ　-唯一の
　日本人職人に聞くその魅力と調べ
講師: 原

はら

 圭
けい

佑
すけ

さん（弦楽器職人）／9月
21日（土）14時～16時／高校生以上
40人 ／500円／ あり

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 9月3日(火)・10日(火)

ズーラシア 検索

※入園料はすべて別途
■ズーラシアフェス！
動物雑貨の出店とパネル展示／9月21日

（土）～23日（祝）／
■秋の大運動会
カンガルーのジャンプ力など動物の能力を
体感できる／10月5日（土）・6日（日）／

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

日・月曜、祝日休館日

行事は前開館日までに か
■なるほどトーク「ことばの始まり」
10月12日（土）14時15分～15時30分／
1・2歳児と保護者10組  ●
■小児科の先生に聞いてみよう！
予防接種のお話／10月2日（水）10時30
分～11時30分／区内在住の妊婦、未就
学児とその家族12組  ●
■あつまれ～都筑のニューフェイス！
10月17日（木）・18日（金）10時30分～
11時30分／区外から引っ越してきた未
就学児と家族12組  ●
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
①10月12日（土）・②15日（火）・③23日

（水）・④30日（水）いずれも10時30分～
11時30分／①③ポポラ ②親と子のつど
いの広場 すくすくサロン ④東山田地域
ケアプラザ／各10組  ●
■じっくり相談
専門相談員による子育て相談／10月5日

（土）・19日（土）10時～16時、12日（土）
10時～12時／未就学児と家族  ●
■ちょっと気になる子の日
　ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障害のある子と家
族のポポラ体験／9月21日（土）10時～
16時／未就学児と家族／

 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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◆22ndバリアフリーwithコンサート�2019
7グループによるハートフルジョイントコ
ンサート、福祉作業所の手作り品販売な
ど／10月6日（日）11時～14時／都筑セ
ンター（体育室）／

Withネットワーク　ナガタ
・ 942-1355
◆つづき国際交流Café
10月2日（水）～5日（土）：パネル展、6日

（日）10時～15時：カフェ／区総合庁舎１
階区民ホール／

つづき国際交流カフェ実行委員会　馬
ば ん ば

塲
090-5496-0382

◆混声合唱団「夢のつづき」団員募集
毎月第2・第4日曜9時30分～12時30分／
つづきの丘小学校コミュニティハウス／
月2000円（別途入会金1000円）

を明記し （〒224-0032　
茅ケ崎中央23-16-704）か

混声合唱団「夢のつづき」　海
え び は ら

老原
482-9414

◆学童合同まつり
模擬店、ゲーム、PRタイム(13時30分～)、
相談ブースなど／10月6日（日）10時30
分～14時 ※雨天中止／市営地下鉄セン
ター南駅前すきっぷ広場／

北山田こどもクラブ　福
ふくもと

本
・ 911-9153（月～土曜 13時～19時）
◆女性コーラス会員募集
毎月１回土曜10時～13時 ※日時変更あ
り／つづきの丘小学校コミュニティハウ
ス／月1500円（別途年会費1000円）

事前に
女性コーラスY

ゆ い

UI　古
こ や ま

山
090-7813-6418

南山田二丁目24-6-717「都筑をガイドす
る会 」No.50　 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

◆大人のための英会話・韓国語入門講座
　（全８回）
9月25日（水）～毎週水曜 韓国語：13時30
分～14時30分 英語：15時～16時／都筑
公会堂／15人 ／各5000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 智
と も こ

子
090-6489-2803

◆都筑写真倶楽部　第22回写真展
9月24日（火）～30日（月）10時～17時

（初日13時から、最終日16時まで）／アー
トフォーラムあざみ野／

上
かみむら

村 久
ひさ

治
はる

　 ・ 941-7625
hkamimura@mub.biglobe.ne.jp

◆かがやきクラブ都筑　第25回ことぶき
　趣味の作品展　一般出品者募集
10月16日（水）～18日（金）／区総合庁舎
１階区民ホール／区在住のおおむね60
歳以上の人30作品

9月30日までに か か
都筑区老人クラブ連合会　内

う ち だ

田、田
た な か

中
・ 944-1826
tsuzuki-roren@clock.ocn.ne.jp

◆子供工作教室「本格的な竹コップ作り」
10月6日（日）10時～15時／大塚・歳勝
土遺跡公園／小学4年生以上30人

（弁当持参）／500円
9月11日から30日までに と学

年を明記し、 （〒224-0006　荏田東
三丁目1-13-401）か か

港北ニュータウン緑の会　永
な が た

田 和
かずひろ

宏
090-9845-9232　 941-7255
midorinokai3@gmail.com

◆「つづき五山を踏破しよう！」
　ガイドと共につづきを歩こう　No.50
9月28日（土）受付時間：9時～9時30分　
市営地下鉄センター南駅集合 ※雨天決
行／約７㎞（約3時間）歩ける人80人
※坂道・段差などあり／500円（中学生以
下は200円 ※保護者同伴に限る）

9月21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　

0725-23-1268（本部）
◆もしもの体験キャンプ
11月23日（祝）14時から・24日（日）13時
30分まで／くろがね青少年野外活動セ
ンター／12組50人 ／2歳以下500
円、3歳 ～ 未就学児2500円、小学生
5000円、中学生以上6000円

9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

●

●

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※

環境衛生係　 948-2358　 948-2388

区民活動センター　 948-2237　 943-1349
tz-katsudo@city.yokohama.jp

飼育場所は定期的に清掃し、衛生を保ちましょう。
犬のストレス発散のため、散歩に行きましょう。
首輪に鑑札、注射済票をつけましょう。また、迷子札やマイクロチップの
装着など、飼い主の明示をしましょう。
公園や道路などでリードをはずさないようにしましょう。
また、リードは犬を制御できるよう短めに持ちましょう。
鳴き声などで周囲に迷惑をかけないようにしましょう。特に早朝や深夜、
窓を開けることが多い春から秋にかけては気を付けましょう。
散歩前に家で排泄できるようにしつけましょう。散歩中に排泄してしまったら、
フンは必ず家に持ち帰り、尿はにおいが残らないよう水で十分流しましょう。

（１つでもチェックが入った）おおむね20～50代の女性20人
　※原則、全回参加できる人

区役所会議室
２歳以上6人  ※２歳未満は要相談

か か、 （ 希望の場合はお子さんの名前、性別、年齢）を明記し

　狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主は、
犬の登録（初回のみ）と狂犬病予防注射

（毎年１回）を行わなければいけません。 　“わたし”らしく生きていくために何かを始めたいと思っている女性の
“次の一歩”を応援します。今回の講座のテーマは「自分を知る」です。

今年もあなたの次の一歩を応援します！
「そろそろ本気の“わたし”2019」〜「好き」を大切に生きる♡〜

犬の飼い主さんへ 犬の登録と予防注射を忘れずに！ 輝く女性応援プロジェクト
秋の

連続講座

鑑札 注射済票

日程 タイトル・講師 内容
第1回
10月3日（木）

私と出会うワークショップ！
モヤ→キラ委員会

心をリラックスさせて
自分を見つめてみたい

第2回
10月10日（木）

自分の「好き」を見つけよう！
川
か わ だ

田 治
おさむ

 氏（女性起業家専門コーチ）
コーチングを知って
前向きな気持ちになりたい

第3回
10月17日（木）

身体を整えて「好き」なことをしよう！
栗
くりばやし

林 伸
の ぶ こ

子 氏
（健康コアトレーニング講師）

身体を整えて心も
スッキリさせたい

第4回
10月24日（木）

「好き」についてワイワイ話そう！
モヤ→キラ委員会

みんなで楽しく
語り合いたい

第5回
10月31日（木）

お金を「好き」になると未来がみえる
宮
みやがわ

川 真
ま ゆ み

由美 氏
（お金のマイコーチ＠銀座）

お金と自分の心の関係
について考えてみたい

第6回
11月7日（木）

「好き」が人生を動かす
小
お ぐ り

栗 ショウコ 氏（働く女性プロデューサー）
これからの自分を
描いてみたい

第7回
11月21日（木）

Tea＆Talk
モヤ→キラ委員会

みんなで未来を
語り合おう！

飼い方のマナー

企画・運営  モヤ→キラ委員会

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

正しく知って、正しく下げよう 血糖値セミナー（全２回）

①１０月２日（水）13時30分～16時 ②１０月３０日（水）13時30分～15時30分
　（受付はいずれも13時15分）

区役所６階大会議室
区内在住、おおむね65歳までの血糖値が高めといわれている人、治療中の人

　（透析中は除く）30人 （両日参加できる人優先）
タオル、飲み物、最近の血液検査データ

　※動きやすい靴・服装でお越しください。糖尿病治療中の人は主治医に運動
　を行っても良いか確認してからご参加ください。

９月11日９時から か


