
都筑区ふるさとづくり委員会（事務局：地域振興係　　９４８-２２３１　　948-2239）主催・問合せ

※当日８時からは、横浜市コールセンター （    ６６４-２５２５）にお問い合わせください。
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●開会式　 ●ステージ（すきっぷ広場）
●お囃子　 ●ＰＲコーナー/模擬店
●ふれあい朝市
●福祉保健コーナー
●福祉バザー  など

●ステージ　 ●PRコーナー　●フリーマーケット  など ●ステージ（噴水広場）　●お囃子
●ＰＲコーナー/模擬店  など

　記載の実施内容は変更となる場合があります。詳しくは
10月下旬に区役所、市営地下鉄センター南駅、センター北駅
などで配布する「都筑区民まつりプログラム」をご覧ください

（区役所ホームページでも掲載いたします。）。

※当日は交通渋滞が予想されます。会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
また、会場内での自転車の走行はご遠慮ください。 ※出演、出店の募集は終了しました。キャンセル待ち
はありません。 ※区民まつり当日は区役所職員・スタッフが写真撮影を行います。撮影した写真はホーム
ページや広報紙などに使用する可能性がありますのでご了承ください。 ※区民まつりで排出されるごみ
と資源物については、区環境事業推進委員のご支援のもと、会場内のごみ分別
回収エリアにおいて分別回収を行っております。また、レジ袋などの使い捨て
プラスチック削減のためにマイバッグを持参するなど、環境に配慮した行動へ
のご協力もお願いいたします。

　小雨決行、荒天中止。開催の可否については当日７時から、
区役所ホームページでお知らせいたします。

注意事項・その他お知らせご案内

当日開催のお知らせ

エリア▶すきっぷ広場周辺・区総合庁舎前 エリア▶みなきたウォーク エリア▶芝生広場周辺・噴水広場

おいしい飲食ブースがたくさん！センター南会場 さまざまな体験ブースもあります

掘り出し物がいっぱい！フリーマーケット

ボツワナや英国ブースもあり国際色豊かですすてきなメロディー！センター北会場

迫力のみなきた会場

都筑

は や し

は や し

◆ 区の人口・・・・・・212,298人（前月比29人増）
◆ 区の世帯数・・・83,611世帯（前月比74世帯増）
※2019年9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.264

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  10月12日・26日、11月9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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電話案内センター 　 　222-0022　　211-1251
国際局政策総務課 　 　671-4718　　664-7145

都筑区制25周年記念イベント

都筑区制25周年記念式典

都筑公会堂自主企画 歴史講演会
都筑区の歴史「3万年の時空旅行」

つづきウォーク＆フェスタ

～新・福祉農園イベント～
障害者と地域の共生フェスタ

横浜市センター南パスポートセンター 子育て支援センター ポポラサテライト

市立小学校における
25周年特別給食

過去の広報よこはま（都筑区版）の表紙
を集めた記録集を作成します！区役所
などで、数量限定で配布予定です。

　都筑区は、新しい街でありながら、大塚・歳勝土遺跡など古くから人々が暮らしていたという歴史があります。
この度、区制25周年を迎える2019年11月に、古くから都筑と呼ばれていた区域の歴史を、総合的・通史的に
まとめた『図説  都筑の歴史』を刊行します。ぜひお手にとってご覧ください。

　センター南駅直結のパスポートセンターが10月31日（木）に
いよいよオープンします。

　都筑区の誕生から現在のにぎわいまで、長年まちづくりにご尽力
いただいた皆さんの表彰などを行います。

●記念式典に先立って、リニューアルした市営地下鉄センター南駅前にて
　サクラの記念植樹のセレモニーを行います。（13時～）
　
●区総合庁舎1階区民ホールにて、「つづき みどりと花の名所25選」の
　結果を発表します。（13時～17時）

　区制25周年を記念して、地元ゆかりのフレンチシェフ監修による、都筑
野菜で彩った１日限りの特別メニューを提供します。
　地元の新鮮な食材をたくさん取り入れた給食を食べて、
節目の年をお祝いしよう！

　障害者週間に、リオ・パラリンピック（視覚障害）柔道銀メダリスト 廣瀬 
誠氏による講演会、障害者スポーツ「ボッチャ」の体験会を開催します。
　当日は特別企画として、フォトグラファー 後藤 京子氏による障害のある
子と家族のための記念撮影会も開催されます。

月～金曜 9時～16時45分
月・木・金・日曜 9時～16時45分／火・水曜 9時～18時30分
申請日から8営業日目以降
市営地下鉄センター南駅1階

　区の子育て支援の施設「子育て支援センターポポラ」（市営地下鉄
センター北駅徒歩2分）に準じた機能を持つ「ポポラサテライト」を、
10月末にららぽーと横浜に開設します。ぜひお気軽にご利用ください。
　また、区制25周年の節目の年の開設に際し、都筑区ふるさとづく
り委員会から備品の寄贈をいただきます。

10時～16時（日・月曜を除く）
ららぽーと横浜3階
子育て支援センターポポラ
　 912-5135
　 912-5160

　『図説  都筑の歴史』の刊行に向けて、これまで編さん委員などの専門家の
皆さんを講師とした講演会と、都筑図書館でのパネル展を開催してきました。
多くの皆さんに足を運んでいただきました。ありがとうございました！

　編さん委員の井上 攻氏（横浜市歴史博物館 
副館長）を講師に開催します。

25周年記念講演の動画放映会、開催決定！
　都筑区制25周年記念式典の第2部で実施する記念講演では、（公財）横浜市ふるさと
歴史財団理事長の五味 文彦氏をお招きして講演会を開催します（詳細は右ページ）。
残念ながら記念式典にご参加いただけなかった人は、ぜひ放映会にご参加ください。

2016年から取り組んできた『図説  都筑の歴史』が、
いよいよお披露目の時を迎えようとしています。原始・
古代から現代までの都筑の歴史がまとめられた書籍は、
本書が初めてとなります。ぜひ皆さんにご一読いただき、
ふるさと都筑への思いを深めていただければと思います。

区制25周年を記念し、マンホールやベンチが区総
合庁舎や市営地下鉄センター南駅周辺に設置さ
れています。探してみてね！

郵便局と連携して
郵便切手を作成します。

販売開始日

販売価格

販売場所

2019年11月９日（土）

11月24日（日）14時～16時 12月15日（日）10時30分～12時
都筑公会堂

区役所6階大会議室

2000円+税
区総合庁舎１階売店
ほか区内書店

詳細については、都筑公会堂（　 948-2400）に
お問い合わせください。

10月25日から代表者名、参加者全員の氏名、連絡先を明記し
往復はがきかEメール（tz-zusetsu@city.yokohama.jp）

（件名を「25周年放映会」とする） 先着100人 

『図説  都筑の歴史』
編さん委員会

村田 輝雄委員長
むらた 　 てるお

「原始・古代の都筑」 講師：編さん委員 坂本 彰氏

「見て・感じて・考える  都筑の中世」 講師：編さん委員 中西 望介氏

「江戸時代の都筑  お江・村絵図・相給村落」 講師：編さん委員 井上 攻氏

「明治維新以後の都筑」 講師：編さん委員 相澤 雅雄氏

「港北ニュータウンの成り立ちから見た現在」 講師：東京都市大学教授 室田 昌子氏

第1弾　 2016年11月

第2弾　 2017年11月

第3弾　 2018年２月

第4弾　 2018年９月

第5弾　 2019年２月

庶務係　　 948-2211　　948-2208
9時～15時
すきっぷ広場
区民活動係
　 948-2236　　948-2239

区内市立小学校
企画調整係　 
　 948-2227　　948-2399

10時～
都筑公会堂、
区総合庁舎１階区民ホール
都筑区社会福祉協議会
　 943-4058
　 943-1863

　都筑区ならではの緑道や公園を歩く
「ウォーク」と、中高生による吹奏楽演奏と
ダンスなどのパフォーマンスを行う「フェ
スタ」が融合したイベントです。
　区制25周年を記念して、すきっぷ広場
にオリンピック応援トリックアートパネル
が登場！フォトコンテストも開催します！
詳細や申込みは9ページをご覧ください。

日 時

会 場 申込
方法

日 時 会 場

　　　　 式典・表彰
　　　　 記念講演「日本史のなかの横浜～『図説  都筑の歴史』刊行に触れ～」

【講師】五味 文彦氏 （公財）横浜市ふるさと歴史財団理事長　
※参加申込みは締切りました。

申請受付
営業時間受取受付

受取までの日数
場所

場所

対象

申請に関する問合せ
設置に関する問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

時間
会場

問合せ

時間
会場

問合せ

第2部
第1部

　都筑区は、港北区と緑区の再編により、青葉区とともに1994年11月６日に
誕生しました。令和元年の今年、都筑区は25周年を迎えます。区と一緒に歩んで
きた皆さんに感謝し、地域の皆さんとともにさまざまな取組を行います。

　パスポートの申請はこれまでどおり産業貿易センターでも可能ですが、
より身近なところで申請ができるようになります。ぜひご活用ください。

半世紀前に野菜畑や雑木林
で土器や石器を拾った学生
時代、土ぼこりや雨そして雪の
中で、懸命に住居跡や貝塚を
発掘した港北ニュータウン遺
跡群のことを思い出しました。

都筑の歴史に詳しい専門家や日頃から区政に関わる
区民団体の代表の皆さんから成る『図説 都筑の歴史』
編さん委員会を発足。掲載内容などを検討しました。

最新の原稿や本の見本を見ながら最終確認。

旧制中学１年生の２学期から学徒
動員の勤労奉仕で、戦争と平和の
狭間に生きた経験を生かし、第５章
の「戦時下の都筑区」を執筆しまし
た。また、吉川 トメさん、男全 冨雄さ
んに取材をし、戦争を知らない世代
の人たちに、今、平和な時代に伝え
ておかなければならないという思いで
起稿しました。ぜひご一読ください。

2016年 掲載内容の検討

編さん委員
坂本 彰氏

編さん委員
籔本 隆氏

さかもと あきら

2017年 調査・史料収集・執筆

2018年 執筆・史料収集・校正 2019年 校正・印刷製本

やぶもと たかし

さかもと あきら

なかにし もちゆき

いのうえ おさむ

いのうえ   おさむ ご　み　 ふみひこ

あいざわ  まさお

むろた　 まさこ

よしかわ おまた　  とみお

都筑土木事務所　　 942-0606　　942-0809

企画調整係　　 948-2226　　948-2399

【参考】ポポラの様子

ごとう　きょうこ

ひろせ

まこと

『図説 都筑の歴史』に関する問合せ 区民活動係　　 948-2236　　948-2239

ご　み　 ふみひこ

※イメージです。

※イメージです。

問合せ 企画調整係
948-2227　　948-2399

※画像は刊行前のものです。
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「明治維新以後の都筑」 講師：編さん委員 相澤 雅雄氏

「港北ニュータウンの成り立ちから見た現在」 講師：東京都市大学教授 室田 昌子氏

第1弾　 2016年11月

第2弾　 2017年11月

第3弾　 2018年２月

第4弾　 2018年９月

第5弾　 2019年２月

庶務係　　 948-2211　　948-2208
9時～15時
すきっぷ広場
区民活動係
　 948-2236　　948-2239

区内市立小学校
企画調整係　 
　 948-2227　　948-2399

10時～
都筑公会堂、
区総合庁舎１階区民ホール
都筑区社会福祉協議会
　 943-4058
　 943-1863

　都筑区ならではの緑道や公園を歩く
「ウォーク」と、中高生による吹奏楽演奏と
ダンスなどのパフォーマンスを行う「フェ
スタ」が融合したイベントです。
　区制25周年を記念して、すきっぷ広場
にオリンピック応援トリックアートパネル
が登場！フォトコンテストも開催します！
詳細や申込みは9ページをご覧ください。

日 時

会 場 申込
方法

日 時 会 場

　　　　 式典・表彰
　　　　 記念講演「日本史のなかの横浜～『図説  都筑の歴史』刊行に触れ～」

【講師】五味 文彦氏 （公財）横浜市ふるさと歴史財団理事長　
※参加申込みは締切りました。

申請受付
営業時間受取受付

受取までの日数
場所

場所

対象

申請に関する問合せ
設置に関する問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

時間
会場

問合せ

時間
会場

問合せ

第2部
第1部

　都筑区は、港北区と緑区の再編により、青葉区とともに1994年11月６日に
誕生しました。令和元年の今年、都筑区は25周年を迎えます。区と一緒に歩んで
きた皆さんに感謝し、地域の皆さんとともにさまざまな取組を行います。

　パスポートの申請はこれまでどおり産業貿易センターでも可能ですが、
より身近なところで申請ができるようになります。ぜひご活用ください。

半世紀前に野菜畑や雑木林
で土器や石器を拾った学生
時代、土ぼこりや雨そして雪の
中で、懸命に住居跡や貝塚を
発掘した港北ニュータウン遺
跡群のことを思い出しました。

都筑の歴史に詳しい専門家や日頃から区政に関わる
区民団体の代表の皆さんから成る『図説 都筑の歴史』
編さん委員会を発足。掲載内容などを検討しました。

最新の原稿や本の見本を見ながら最終確認。

旧制中学１年生の２学期から学徒
動員の勤労奉仕で、戦争と平和の
狭間に生きた経験を生かし、第５章
の「戦時下の都筑区」を執筆しまし
た。また、吉川 トメさん、男全 冨雄さ
んに取材をし、戦争を知らない世代
の人たちに、今、平和な時代に伝え
ておかなければならないという思いで
起稿しました。ぜひご一読ください。

2016年 掲載内容の検討

編さん委員
坂本 彰氏

編さん委員
籔本 隆氏

さかもと あきら

2017年 調査・史料収集・執筆

2018年 執筆・史料収集・校正 2019年 校正・印刷製本

やぶもと たかし

さかもと あきら

なかにし もちゆき

いのうえ おさむ

いのうえ   おさむ ご　み　 ふみひこ

あいざわ  まさお

むろた　 まさこ

よしかわ おまた　  とみお

都筑土木事務所　　 942-0606　　942-0809

企画調整係　　 948-2226　　948-2399

【参考】ポポラの様子

ごとう　きょうこ

ひろせ

まこと

『図説 都筑の歴史』に関する問合せ 区民活動係　　 948-2236　　948-2239

ご　み　 ふみひこ

※イメージです。

※イメージです。

問合せ 企画調整係
948-2227　　948-2399

※画像は刊行前のものです。
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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

10月16日（水）～18日（金） 趣味の作品展 予算調整係 948-2213 948-220810月17日（木）～23日（水） 絵手紙作品展 
10月23日（水）11時～28日（月）15時 防火防災ポスター展 都筑消防署 945-0119 945-0119
10月24日（木）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
10月25日（金）13時～31日（木）15時 「つづき みどりと花の名所25選」候補地紹介展示・投票 企画調整係 948-2226 948-2399
10月29日（火）8時45分～11月5日（火）15時 感染症パネル展 健康づくり係 948-2350 948-2354
11月1日（金）11時～8日（金）15時 児童虐待防止パネル展 こども家庭支援担当 948-2318 948-2309
11月6日（水）8時30分～8日（金）13時 秋季「浜友さつき会」展示会・農業振興関係展示 北部農政事務所農業振興担当 948-2480 948-2488
11月９日（土）13時～17時 「つづき みどりと花の名所25選」区民ホールでの結果発表 企画調整係 948-2226 948-2399
11月9日（土）8時45分～12日（火）17時 2019年フォトコンテスト「都筑の風景」 企画調整係 948-2227 948-2399

 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。

分 ②13時30分～16時（受付：13時～、
用紙配布）

都筑公会堂 ※お車での来場はご遠慮
ください。公会堂の駐車場は有料です。

緑税務署　 972-7771（代表）

令和元年度 食品衛生責任者
講習会のご案内

11月13日（水）または12月11日（水）
14時～15時30分

区役所1階福祉保健センター 多目的室
1か月前から または

都筑区食品衛生講習会 検索

食品衛生責任者証（顔写真付きの緑色
のカード）、筆記用具

食品衛生係
948-2356　 948-2388

新治恵みの里
里山の散策と里芋料理教室

11月2日（土）10時～13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

まで）15組
1組1800円（市民の森散策案内、1株

掘り体験、試食、里芋2㎏のお土産付き、
保険料含む）

10月15日から新治恵みの里
（http://www.niiharu.link）の申込み
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

国重要文化財「関家住宅」
特別公開

11月30日（土）10時～16時 （資料配
布・説明付き）

勝田町（市営地下鉄仲町台駅下車徒歩
20分）

中学生以上200人
11月10日（消印有効）までに①行事名 

②午前･午後の希望 ③全員の と  
④代表者の を明記し （〒231-0017 
中区港町1-1）

教育委員会事務局生涯学習文化財課
671-3238　 224-5863

障害のある人を支援する
ボランティア講座

10月18日（金）：視覚障害について・精神
障害について、10月30日（水）：肢体不自由
について・知的障害について 各日13時30
分～ ※どちらか1日のみの参加も可能。

横浜あゆみ荘

【都市計画の手続に関する問合せおよ
び公述申出先】
建築局都市計画課　 671-2657　

550-4913　〒231-0012 中区相生
町3丁目56-1 ＫＤＸ横浜関内ビル14階　

【都市計画の内容に関する問合せ】
都市整備局市街地整備推進課

671-2678　 664-7694

11月9日（土）～15日（金）
秋の全国火災予防運動

「ひとつずつ　いいね！ で
確認　火の用心」

★住宅用火災警報器について
未設置の人は設置し、設置している人は
清掃・点検し、10年たったら交換しましょう。

（特に高齢者）
★こんろ火災防止について
調理中はこんろから離れず、こんろの周
りは整理整頓し、安全装置（SIセンサー）
付こんろに取り換えましょう。
★放火を防ぐために
一人ひとりが放火されないよう心掛け、
地域で連携して取り組みましょう。

都筑消防署予防係　 ・ 945-0119

948-2226　 948-2399
tz-plan@city.yokohama.jp

企画調整係から

■都筑野菜を使った料理教室
11月21日（木）・28日（木）、12月8日

（日） ※詳細は
■「つづき みどりと花の名所25選」を
　選定します！
2019年１月～９月にかけて募集した、区
内の“お気に入りの場所”について、区民
まつりなどへの来場者による投票を行い
ます。候補地は、区 から
ご確認いただけます。
ぜひ、投票にお越しください。

区民ホールでの投票：10月25日（金）13
時～31日（木）15時　区民まつりでの投票：
11月３日（祝）10時～15時　区民ホールで
の結果発表：11月９日（土）13時～17時、
12月５日（木）15時～11日（水）15時
■「第２回  つづき みどりと花のまち巡り」
市営地下鉄仲町台駅・センター南駅周辺
を散策しながら、みどりや花についてガイ
ドが解説！

12月８日（日）受付：9時～9時30分（受
付順にスタート） ※小雨決行、荒天中止

集合：仲町台駅　解散：センター南駅
【コース（予定）】約7㎞、3時間程度を予
定。 ※坂道・段差・階段などが含まれます。

80人（申込み多数の場合 ）
11月15日必着で、区 の申込み専用

フォーム（「つづき みどりと花のまち巡り」
で検索）か、 と参加希望人数、参加
希望者全員の ・ を明記し、  ※参
加の可否については、抽選の有無に関わ
らず11月22日ごろまでに連絡予定です。
手話通訳・要約筆記などが必要な人は申
込み時に併記してください。

区役所への
郵便物は

〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1
都筑区役所○○係（担当）へ

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

10月11日・25日、11月8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 10月14日（祝）・21日（月）・22日（祝）

■ つながりカフェ
10月のテーマ：ふるさと都筑を語ろう

10月23日（水）10時～12時／
50円（カフェ代）

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
ky-libgyoji14@city.yokohama.jp

休館日 10月15日(火)

■ つづきブックフェスタ2019
11月24日（日） ※詳細はチラシまたは  

横浜市都筑図書館 検索

①講演会「高齢者と図書館～いきいきと輝く～」
60人

②ワークショップ「作ってみよう絵本の表紙」
10人
10月24日から か か、 を明

記し か
■ 第９回都筑区学校図書館
　ボランティア大交流会

10月29日（火）10時～12時20分
区役所6階大会議室
60人
チラシまたは

■ なつかしの街頭紙芝居
　「かみしばいがはじまるよ !」
出演：岸

きしもと

本 茂
し げ き

樹さん（紙芝居なつかし亭）
11月3日（祝）10時30分～12時／
区総合庁舎図書館側入り口前

10月は都筑区自治会町内会
加入促進月間です

自治会町内会役員が加入についてお願
いするため、訪問する場合があります。
前向きなご検討をお願いします。

都筑区連合町内会自治会（事務局：地
域振興課）

948-2231　 948-2239
tz-suishin@city.yokohama.jp

緑税務署からの説明会のお知らせ
①消費税軽減税率制度説明会 ②令和元
年分 年末調整等説明会

11月8日（金）①10時30分～11時40

各20人程度
開催日2日前までに か、 ・年代・参

加希望回・連絡先を明記し か
都筑区社会福祉協議会　
943-4058（代表）　 943-1863
info@tuzuki-shakyo.jp

948-2350　 948-2354
健康づくり係から

■10月はピンクリボン月間です
ピンクリボンとは、乳がんに関す
る正しい知識を広める活動や、乳
がん検診受診の普及啓発活動のシンボル
です。検診を受けることで早期発見が可
能なので、この機会に検診を受けましょう！
■がん検診を受けよう！
今年度は大腸がん検診が無料です！対象
者や費用など詳しくは「横浜市けんしん
専用ダイヤル」（ 664-2606）へお問い
合わせいただくか、 をご覧ください。
横浜市がん検診 検索

948-2241　 948-2239
tz-chishin@city.yokohama.jp

資源化推進担当から

■減らそう！食品ロス
市の家庭系燃やすごみに含まれる食品ロス
発生量は年間約10万5000ｔ。これは1人当
たり約28㎏、約2万2000円に相当します。

【食品ロスを減らす工夫3ポイント！】
①冷蔵庫の食品の消費期限をチェック！
②買い物メモを作って、ばら売りなども活用！
③食べ切れる量を作ろう！
■「柿の実」で土壌混合法を実践！
完熟した柿の実を微生物の力で土壌に変える。

10月26日（土）13時30分～ ※雨天の
場合は、27日（日）13時30分に順延

牛久保公園の頂上広場（牛久保一丁目24）
20人 （スターターキット進呈）

を明記し、 または
【開催当日の実施可否の問合せ】

横浜市コールセンター　 664-2525

川向町南耕地地区における都市
計画決定および変更について

①市素案説明会　
10月11日（金）19時～／
都筑公会堂講堂

②市素案縦覧（閲覧）
10月15日（火）～29日（火） ※土・日曜を除く
縦覧場所：建築局都市計画課

閲覧場所：企画調整係（5階51番窓口）
③公聴会における公述の申出

上記「市素案縦覧（閲覧）」期間と同じ
10人 ※定員を超えた場合
10月29日17時15分までに市 から

電子申請か公述申出書（市 、縦覧（閲
覧）場所で入手）を郵送または持参
④公聴会（公述の申出があった場合に開催、
開催の有無については10月31日（木）以降
に市 または建築局都市計画課に ）

11月21日（木）19時～／
都筑公会堂講堂
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※スタート・ゴールはいずれも すきっぷ広場 
※一部階段や起伏があります。

500円（保険料が含まれます。当日受付でお支払いください。）
11月8日必着で つづきウォーク＆フェスタ 検索 か参加人数・参加者全員の

を明記し
※当日のご案内を11月15日までにご連絡します。
※申込みについて知り得た個人情報については、ウォークラリー事務処理に関しての
み取り扱います。
※主催者が撮影する記録写真は、広報などに使用する場合があります。

●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

11月12日（火）午前→10月17日～11月１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

10月10日・17日・24日、11月７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

10月18日（金）午後、11月５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

10月18日（金）午後、11月５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 10月15日(火)

■くまさんのおはなし会（11月）
11月14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
10月31日から か

■都筑図書館10月の定例おはなし会
10月16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。

健康づくり係から
 948-2350　  948-2354

■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

①11月7日（木） ②11月22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葛が谷地域ケアプラザ

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
10月11日10時から葛が谷地域ケ

アプラザへ （943-5951）
■おやこで楽しむ
　おいしいおはなしの会
絵本の読み聞かせと試食があります。

12月４日（水）15時～15時50分 
※14時45分受付開始

区役所1階福祉保健センター保健
相談室

区内在住・在園の３歳～未就学児と
親20組  ※アレルギーのある人は
申込時にご相談ください。

10月11日から
■親子でニコニコピカピカ
　歯みがき教室

11月14日（木）10時～11時30分
※9時45分受付開始

区役所１階福祉保健センター多目
的室

区内在住、歯が生え始めた子と保
護者35組  ※２歳児未満は同室保
育あり

保護者用歯ブラシと子どもの仕上
げ用ナイロン歯ブラシ、タオル

10月15日から

ほいくえん広場
①10月30日（水）10時30分～12時 

②11月13日（水）10時～11時30分／

①都筑地区センター ②北山田地
区センター

①みどり保育園
941-2800　 941-3768

②中川西保育園
913-2060　 913-2072

育児講座「離乳食」
11月１日（金）10時～11時
中川西保育園
親子10組
10月21日から
中川西保育園
913-2060　 913-2072

「おひさま♥まつり」
11月６日( 水 )10時30分～11時

30分／
・ 大熊保育園
942-9884　 942-9891

出産体験を話そう！
聞いてみよう！

10月29日（火）10時～11時30分
区役所１階福祉保健センター多目的室
区内在住産後４か月までの産婦さ

ん、妊婦さんとその家族
10月11日から または
こども家庭支援担当
948-2318　 948-2309

区民活動係　 948-2236　 948-2239

ウォークラリー参加者募集！
つづきウォーク＆フェスタ

スタート▶鴨池公園▶川和富士公園▶葛ケ谷公園▶
茅ケ崎公園自然生態園▶ゴール
スタート▶せせらぎ公園・古民家、関家住宅、正覚寺、
茅ケ崎城址公園など10か所▶ゴール

緑道コース
（約７㎞）

区制25周年記念
ガイド付コース

【先着80人】（協力：都筑をガイドする会） 詳しくは二次元コード
をご覧ください。

11月23日（祝）９時～15時 ※雨天中止
緑道コースはすきっぷ広場で９時～10時受付。区制25周年記念ガイド付
コースは市営地下鉄仲町台駅前で9時～9時30分受付。

フェスタ
ゴール地点のすきっぷ広場では、中高生による吹奏楽演奏と
ダンス・バトンによるパフォーマンスを行います。ぜひご覧ください！

【主催】つづきウォーク＆フェスタ実行委員会、都筑区役所
【主管】都筑区青少年指導員連絡協議会

ウォークラリー

令和２年4月から認可保育所などの利用を希望される人へ
利用案内配布日と申請締切日のお知らせ

保育運営担当　 948-2463　 948-2309

●認可保育所  ●認定こども園（保育所利用） ●家庭的保育事業
●小規模保育事業  ●事業所内保育事業（地域枠）
の利用を希望される人は、お住まいの区の区役所に申請してください。

配布場所：区役所、行政サービスコーナー、子育て支援センターポポラ
※区 からもダウンロードできます
※申請用の就労（予定）証明書は、10月1日（火）から
区役所または で配布・配信します

※申請される保育所は、事前にお子さんを連れてご見学ください。
※障害をお持ちのお子さん、出生前のお子さんの利用を希望する人、市外の保育
所に申請したい人は、申請方法が異なります。詳しくは利用案内をご確認ください。

横浜保育室、認可外保育所、幼稚園、認定こども園（幼稚園利用）は直接施設に
お申し込みください

※郵送でお申し込みください ※現在、保留になっていて、令和２年度
の利用を希望する人は改めて申請が必要です

10月11日（金）  利用案内配布開始

11月１日（金）（消印有効）  区内在住の人の申請締切

令和２年２月上旬  結果通知 発送予定

！

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

10月18日（金）午後・29日（火）午前（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 10月29日、11月5日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 10月24日、11月7日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 10月17日・31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3月ごろ出産予定の人→11月1日・8日の金曜
各回13時30分～ ※13時15分受付開始

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

10月15日（火） 乳幼児▶１３時３０分～１４時３０分
妊産婦▶15時

10月30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。 
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 10月29日（火）

※ 行事は10月11日から か
※ はすべて市内在住・在学・在勤者
■おはなしのポケット
10月16日（水）10時30分～、15時～／未
就学児と保護者／
■まが玉づくり
10月22日（祝）9時30分～11時45分、
13時30分～15時45分／小学生 各回
30人 ／各回600円  ●
■マイブレンドコーヒー講座
自分だけのコーヒー作り／11月6日（水）
14時～16時／10人 ／1500円 ●
■都筑ふれあいの丘まつり2019
11月10日（日）10時～15時／資源循環
局都筑工場、都筑センター、横浜あゆみ
荘、都筑プール／
■オリジナルハーバリウム作り
クリスマスの作品づくり／11月19日（火）
10時～11時／20人 ／1200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 10月15日（火）

行事は講座開催日の1か月前から
か （申込み初日の は10時から）

■知って応援!オリンピック・パラリンピック
　スポーツクライミング一日体験
11月13日（水）10時～12時／クライミ
ングバム横浜（中川中央一丁目25-1 ノー
スポートモール地下1階）／15人 ／
1200円 ●
■体験型運動教室
　「老化に負けるな！転倒予防」
11月22日（金）13時30分～14時30
分／65歳以上40人 ／500円 ●
■ベビーマッサージ2期・
　ベビーサイン2期（各全5回）
11月25日～2020年3月16日の毎月1回
月曜 ※開催日時は要問合せ／首がすわっ
た子～ハイハイ前の子と親12組 ／
2000円（各全回分） ●
■ワールドキッチン（3）
　チュニジア家庭料理
11月21日（木）10時～13時／15人 ／
2000円 ●
■ワールドキッチン（4）イタリア
手作りニョッキ／12月3日・10日の火曜
10時～13時30分／各回16人 ／
2000円 ●
■クリスマスモスツリーを作りましょう
11月28日（木）13時～14時30分／18人

／2500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 10月15日（火）

行事は10月11日9時から か10時
から
■地区センターまつり
JAZZライブやカラオケ大会など：10月
26日（土）10時～19時・参加型の体験プ
ログラム：27日（日）10時～15時／
■百人一首講座（全3回）
11月30日～12月14日の土曜9時30分～
11時30分／小学4年生以上20人 ／
1500円（全回分） ●
■地区セン食堂　小松菜尽くし料理

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 10月3日（木）・17日（木）、11月7日（木）

■うどん打ち教室
10月26日（土）9時30分～12時30分 
※雨天決行／5組 （1組2人以内） ／
1組1000円／ 要問合せ

10月25日までに か、 を明記し
■手打ちそばを食べませんか
10月27日（日）11時30分～12時30分 
※雨天中止／50食 ／1食500円／
■親子のおはなし会
10月15日（火）10時30分～12時／10
組 ／
■犬のしつけ教室
10月12日（土）10時～11時 
※雨天中止／

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
■里山まつり2019
10月27日（日）11時～15時 ※コンサー
トは12時30分～14時30分／ステージ
広場 ／ 模擬店・体験コー ナー：100～
500円／
■サツマイモ掘り体験
11月16日（土）10時～12時／ばじょうじ
谷戸休憩所／30人 ／300円 ●
■森の素材にトールペイント
11月17日（日）13時～15時／ばじょうじ
谷戸休憩所／30人 ／500円 ●
■炭焼き体験（宮谷戸窯）
炭材作りと窯詰め：11月9日9時～12時・
炭焼き：16日8時～17時・窯出しと炭材
作り：23日9時～12時いずれも土曜、雨
天決行／宮谷戸炭焼施設 ●
■生物多様性勉強会（全5回）
11月10日、12月8日、2020年1月19日、
2月9日、3月15日の日曜13時30分～16
時／レストハウス ●

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

10月21日（月）休館日

■親子の広場 「かもっこくらぶ」
①おはなし会：11月7日（木）10時30分～
11時、②リース作り：12月2日（月）10時
30分～11時30分／未就園児と親 ※②
のみ15組 ／②のみ親子1組300円

11月2日から か
■ログのハロウィン
10月15日（火）～31日（木）10時～16
時／幼児・小学生 ※未就学児は保護者
同伴／
■落ち葉ひろい
11月6日（水）15時30分～16時30分 
※雨天中止／幼児は保護者同伴／

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

行事は事前に か
■ ベビーヨガ・ラフターヨガ2（全5回）
10月7日・28日、11月11日・25日、12月
9日の月曜13時30分～14時30分／3～
9か月児と母8組 ／1500円（全回分） 
●
■ 声のアンチエイジング（全2回）
10月5日・12日の土曜10時～11時30

11月12日（火）／15人 ／600円 ●
■気功太極拳入門講座
11月29日、12月6日いずれも金曜10時～
11時30分／16人 ／1200円 ●
■メイクアップ講座
アイメイクとチークを学ぶ／11月7日

（木）／女性16人 ／200円 ●
■終活講座「どうなる我が家の相続？」
11月21日（木）、12月14日（土）いずれも
10時～11時30分／20人  ●
■プロに習う卓球教室（全8回）
12月～3月の第1・第3月曜12時30分～
14時30分／53人 ／6000円（全回
分） ●
■ジュニア体操後期（全8回）
12月3日・10日・17日、2020年1月21
日・28日、2月4日・18日・25日の火曜15
時30分～17時／3歳以上の未就学児30
人 ／4000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 10月15日（火）

行事は開催日の1か月前から か
■好きな香りでシアバター
　ハンドクリーム作り〜アロマレッスン〜
11月12日（火）10時～11時30分／16
人 ／1000円 ●
■司法書士のやさしい相続教室
11月23日（祝）セミナー：10時30分～
12時 個別相談：12時20分～15時／20
人  ●
■生涯骨太クッキング教室
11月28日（木）10時～13時／おおむね
55歳以上の人16人 ／800円 ●
■プロに学ぶ初めての離乳食
11月30日（土）10時～12時／妊婦さん、産
婦さんとその家族22人 ／700円 ●
■クリスマスアドベントカレンダー作り
11月30日（土）9時30分～11時30分／10
人  ※中学生以下不可／1500円 ●
■地区センターまつり
10月27日（日）10時～15時／

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org

休館日 10月15日（火）・28（月）

行事は10月11日から か
要問合せ

■アーツ＆クラフツガーデン
手作り品など販売／10月26日（土）11
時～15時／
■伝承あそびと木のおもちゃであそぼう
お抹茶体験もあります／10月14日（祝）
11時～15時／
■手打ちそば講習会
11月30日（土）9時30分～13時／高校
生以上28人 ／1000円 ●
■楽しく着物を着ましょう
11月13日（水）13時～15時／女性15人

／1500円 ●
■第28回わびさび塾
濃茶・薄茶付き／12月1日（日）13時30分～
15時30分／15人 ／2000円 ●
■いろりばたおはなし会
10月21日（月）11時～11時30分／
■体験！南京玉すだれ
10月19日（土）14時～16時／

分／20人 ／800円 ※1回の参加の
場合は500円 ●
■ うたごえ広場
10月19日（土）13時30分～15時／300
円／
■ 健康フェスタ
10月30日（水）13時30分～15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

■ 勝田小学校コミュニティハウス文化祭
作品展、競技発表、演技発表、フリーマー
ケット／10月20日（日）9時～16時 ※雨
天決行／勝田小学校コミュニティハウス・
校庭・体育館／

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
■コミュニティ・フェスタ2019
11月10日（日）10時～14時／
■わくわくアロマ　せっけんをつくろう！
11月30日（土）10時～12時／15人  
※未就学児は保護者同伴／500円 ●
■香りのお守り 
　フルーツポマンダー作り（全2回）
11月8日、12月13日の金曜10時～12
時／10人 ／1000円（全回分） ●
■和布で作る干支「ねずみ」飾り
11月20日（水）9時30分～12時／10人

 ※子ども同伴不可／1000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

行事は事前に か か、 ・
を明記し
■第14回 都田小コミハウまつり
各団体の作品展示、ステージ発表、模擬店
など、子どもから大人まで楽しめます。落語
もあり！／11月10日（日）9時～15時／
■エンディングノートの書き方講座
ライフプランを考えてみませんか／10月19
日（土）14時～15時30分／40人  ●

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

行事は事前に か
■子どもアート教室（後期）（全6回）
10月21日、11月18日、12月16日、2020
年1月20日、2月17日、3月16日の月曜15
時45分～17時15分／小学生20人 ／
5400円（全回分、材料費含む） ●
■おはなし会
10 月 28 日、11 月 25 日、12 月 16 日、
2020年1月27日、2月17日、3月23日
の月曜11時～11時30分／
■心と体のゆったり体操（後期）（全6回）
10 月 28 日、11 月 25 日、12 月 23 日、
2020年1月27日、2月24日、3月23日
の月曜10時～11時30分／12人 ／1
回500円 ●

中川中学校コミュニティハウス

・  591-3131
〒224-0027　大棚町240

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

休館日 火・金曜

■なか中コミハ文化祭
サークル活動の作品展示、演技発表／
11月2日（土）10時～15時30分／

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

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10月11日～11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※

行事は開催日前日までに か
■百歳までの健康ストレッチ（全6回）
9月25日、10月30日、11月27日、2020
年1月29日、2月26日、3月25日の水曜19
時～20時／20人 ／1回500円 ●
■サロンコンサート
10月14日（祝）14時～15時／
■健康フェア
10月26日（土）体操：10時～10時30分、
健康チェック：10時30分～11時30分、講
話：11時30分～12時30分／
■音楽を楽しもう！ （全5回）
10月27日、11月10日・24日、12月8日・
15日の日曜10時～11時30分／小学生
以上20人 ／2500円（全回分） ●
■ブックカフェ with TSUZUKIBLUE
本を読んだり、バッチを作ったり染めたりし
よう／10月28日（月）11時～14時／バッ
チを染める場合は1個100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
■加賀原地域ケアプラザ文化祭
日頃のサークル活動の成果を発表／11
月16日（土）／
■障がい児・者余暇支援
　 「いもほりを楽しもう」
10月19日（土）13時～15時 ※雨天時は
内容変更／10人 ／500円 ●
■すくすくプラザ「親子リトミック」
10月24日（木）10時～11時30分／未就
園児と保護者20人 ／300円 ●

葛が谷地域ケアプラザ
 943-5951　  943-5961

〒224-0062　葛が谷16-3

行事は事前に か
■認知症ミニフォーラム
講師：岩

いわなり

成 秀
ひ で お

夫氏（市総合保健医療セン
ター院長）／11月14日（木）14時～16時／
30人  ●
■エンディングノート講座
講師：眞

ま し も

下 修
おさむ

氏（行政書士）／10月31日
（木）10時～12時／30人  ●

中川地域ケアプラザ
 500-9321　  910-1513

〒224-0001　中川一丁目1-1

■高齢期の健康〜栄養編〜
講師：（株）明治 池

い け だ

田 裕
ひろ

信
のぶ

氏／11月16日（土）
13時30分～14時30分／20人

事前に か
■大人の工作　ビー玉万華鏡
11月18日（月）10時～11時30分／20
人 ／100円

10月21日10時から か
■知って安心講座〜エンディングノート編〜
講師:行政書士 横

よ こ お

尾 佳
よ し こ

子氏、山
やました

下 慶
けい

華
か

氏／11月23日（祝）13時30分～15時／
30人

10月15日10時から か

【火曜 10月1日～29日】
①ソフトエアロ／12時25分～

【水曜 10月2日～30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 10月4日～25日】
④金曜ズンバ＊／10時35分～11時20分

【土曜 10月5日～26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620円、
定員50人）

【火曜 10月1日～29日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 10月2日～30日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
510円／24人

【金曜 10月4日～25日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 10月5日～10月26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～

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/

詳しくは か
■スポーツレクリエーションフェスティバル
無料のイベントも／10月13日（日）／
■球技タイム／
①中・高生限定バスケットボール：月曜19
時20分～20時10分
②バスケットボール：月曜20時15分～
21時30分
③Playバスケ：月曜21時30分～22時30分
④バレーボール：水曜20時15分～21時30分
⑤個人ミニサッカー：木曜20時15分～
21時30分
⑥フットサル：土曜17時30分～19時30分
⑦テニス：水曜13時30分～15時30分
⑧早朝テニス：土曜7時30分～9時30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 10月28日（月）

■アートフォーラムフェスティバル
　2019 開催!
手作りショップ、ランチ販売、親子イベント
など／10月27日（日）10時～16時／

■ アートフォーラムあざみ野 
　Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート

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

■みんなでからだをうごかそう!
11月17日（日）13時30分～15時 ※13
時15分受付開始／小学生以上約15人

 ※学生は保護者同伴／中川地域ケア
プラザ／100円

11月3日までに か
■おはなし会
10月24日（木）11時30分～12時／未就
学児と保護者／

大熊スポーツ会館

・  941-9880
〒224-0042　大熊町310

休館日 10月7日(月)、11月5日（火）

■大熊スポーツ会館まつり
模擬店、ミニゲーム、発表会など／11月
23日（祝）10時～14時／

東山田スポーツ会館

・  593-4682
〒224-0024　東山田町105-2

休館日 10月21日(月)

■東山田スポーツ会館まつり
模擬店、フリマ、演技披露、ブレイクダン
ス世界大会元優勝者登場／11月10日

（日）10時～14時／

横浜市歴史博物館

※施設改修工事のため休館中
 912-7777　  912-7781

〒224-0003　中川中央一丁目18-1

大塚・歳勝土遺跡公園

休館日 ～2020年3月31日（火）

休園日 月曜（祝日の場合は翌日）

博物館は閉館していますが、大塚・歳
勝土遺跡公園は通常通り開園し、遺跡
ガイドや、公園内工房でモノづくりワー
クショップ「れきし工房」を開催してい
ます（休館日を除く）。詳しくは博物館
までお問い合わせください。

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 10月28日（月）

■ スポーツ・レクリエーション
　フェスティバル2019
10月22日（祝）9時～17時／詳しくは
か  ※事前申込制のプログラムあり（10
月7日から か ）
■ 秋の定期教室開催中（10〜12月）
詳しくは か 、申込みは か
■ ワンデープログラム／
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／＊印は託児あり（事前申
込制、有料）／

フィットネスタイム
（1回510円。終了時間の記載のないも
のは50分間、参加定員40人）

10月13日 ・27日、11月10日の日曜
12時～12時40分 ※27日のみ11～
11時40分／
■あざみ野コンテンポラリー vol.10 　
　しかくのなかのリアリティ
10月12日（土）～11月4日（月・休）10時～
18時 ※10月28日（月）は休館／
■子どものためのプログラム
　アトリエの時計屋さん
10月27日（日）14時～16時（材料がな
くなり次第終了）／
■あざみ野アートワゴン＆マルシェ
10月27日（日）10時～商品がなくなる
まで／

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 10月23日（水）・29日(火)、
11月５日(火)

ズーラシア 検索

※入園料はすべて別途
■開園20周年記念シンポジウム
ズーラシア開園までとオカピ、インドゾウ
の歩みのお話／10月12日（土）／
■ハロウィン特別ガイド
10月26日（土）・27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
■ポポラサテライトオープン記念 写真展
10月8日（火）～14日（祝）10時～16時 
※最終日は15時まで／区総合庁舎1階
区民ホール／
■親子で楽しむ「秋のおはなし会」
11月19日（火）①10時15分～10時40
分 ②11時10分～11時35分／０・１歳児
と親12組  ●
■横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
①11月9日（土）・②22日（金）・③27日

（水）いずれも10時30分～11時30分／
①③ポポラ、②北山田地区センター／入
会希望の人 各10組  ●
■じっくり相談
専門相談員による子育て相談／11月2日

（土）・9日（土）・30日（土）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
10月19日（土）10時30分～11時30分／
未就学児とその家族5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／10月19日（土）10
時～16時／未就学児とその家族／
■公園であそぼう!
10月24日（木）10時30分～12時 ※雨
天時は10月31日（木）／ききょう公園（中
川5-10）／

 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
 https://www.women.city.yokohama.jp/

男女共同参画センター横浜北
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都筑野菜を使用したすてきな商品やメニューを紹介します！
第１回は、「PizzaHouseつくるよ」の甘くてほくほく「かぼちゃリゾット」です。

　７月19日（金）～８月24日（土）に、今
年も小中高校生を対象とした夏休みボ
ランティア体験「はぁとdeボランティア」
を実施しました。今年度は269人の子ど
もたちが、136のプログラムからボラン
ティアに挑戦しました。
　初日のオリエンテーションでは、異な
る学校・学年の参加者たちに緊張して

　これらの路線は、生活交通の確保のため、生活交通バス路線として
市民の皆さんの税金で赤字を補てんして運行されています。
　しかし、①利用者が極端に少ない、または②収支が極端に悪い場合、
路線再編や収支改善（減便など）の対象となります。
　路線を存続させていくため、また、赤字補てん額を減らすために、
皆さんのより一層のご利用をお願いいたします。

市営73系統（中山駅前～センター南駅）・市営80系統（中
山駅北口～センター南駅）・市営300系統（新横浜駅前～
仲町台駅）・市営302系統（仲町台駅～センター南駅）・
市営318系統（センター南駅～仲町台駅）

　「PizzaHouseつくるよ」では、美味しい採れたて新鮮野菜を楽しんでいただきたいという思いから、都
筑野菜を使っています。新鮮なカボチャは、その甘みの深さが全く違うとのこと。地元で採れた野菜なら
ではの甘くてホクホクな「かぼちゃリゾット」を是非味わってください。
　また、都筑や横浜を応援したいという思いから、食材はなるべく地
元から仕入れています。小松菜、キャベツ、お米など、さまざまな地場
の食材がありますので、こちらもあわせてお楽しみください！

企画調整係　　948-2227 　  948-2399

都筑野菜
※

※地元で採れた農畜産物
PizzaHouseつくるよ

11時～14時30分
18時～22時
火曜（その他臨時休業あり）
葛が谷14-7 クレール関1-C
479-1201

かぼちゃリゾット

いた子どもたち。夏のボランティア体験を経て、最終日の振り返りのワー
クショップの時には、積極的に発言をするまで成長していました。多くの人
との出会いや体験は、これからの人生の糧になることと思います。来年の
参加もお待ちしています。

横浜市生活交通バス路線　利用状況 検索

生活交通バス路線の制度に関すること▶　 道路局企画課　　671-3800
ダイヤなど運行に関すること▶　 交通局路線計画課　　326-3865

詳しくは

◆TSUZUKI　リフレッシュコンサート
ハロウィンをテーマに仮装コンテストやダ
ンス・バンドも加わり、みんなでリフレッ
シュ！／10月19日（土）13時～16時40
分／都筑公会堂／

文化交流サロン～For Our Tsuzuki～　
金
か ね こ

子　 045-943-5257
◆都筑オーケストラ  第35回定期演奏会
曲目：ブラームス　悲劇的序曲、チャイコフ
スキー　弦楽セレナーデ、交響曲第4番　
指揮：久

く せ

世 武
た け し

志／10月27日（日）14時開
演／都筑公会堂／600人 ／

都筑オーケストラ　 941-4453
◆第22回都筑区三曲協会演奏会　
　箏・三絃・尺八のしらべ
和のひびきでやすらぎのひとときを。秋の
一日、伝統の和楽器の音色をお楽しみくだ

1500円（1組3000円） ※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。

10月27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

◆「都筑南部で活躍した人たち」
　ガイドと共につづきを歩こう　№51
10月26日（土）受付9時～9時30分　市
営地下鉄都筑ふれあいの丘駅集合 ※雨
天決行／約7㎞（約3時間）歩ける人80人

 ※坂道・階段などあり／500円
10月19日までに参加者全員の ・
・この催しを何で知ったかを明記し

（http://tzkgd.com）か （〒224-0029　
南山田二丁目24-6-717「都筑をガイド
する会」№51  広報係）か （tsuzuki-
guide@hotmail.co.jp）

さい／11月3日（祝）11時30分開演／都
筑公会堂／

都筑区三曲協会　増
ますくら

倉 弓
ゆ み こ

子
473-1368

◆シニア楽農園農作業体験者募集
同世代の仲間と一緒に野菜作りを体験し
ませんか？シニア楽農園は区役所と共働
で実施しています／10月25日（金）・28日

（月）・31日（木）／東方公園近くの農園／
区内在住の60歳以上の人各日5～6人

か、 ・携帯番号を明記し
（hiroshi-y@s02.itscom.net）

シニア楽農園　𠮷
よし

川
かわ

090-3960-0131
◆区民ダブルスバドミントン大会（年齢別）
11月10日（日）8時～／都筑スポーツセン
ター／高校生以上320人（160組） ／

都筑をガイドする会　大
おおはし

橋
090-9088-0286

◆ムジカ・パストラーレ　
　第20回  定期演奏会
曲目：メンデルスゾーン　ヴァイオリン協
奏曲、シューベルト交響曲「ザ・グレート」
ほか 指揮：直

な お い

井 大
だいすけ

輔　ヴァイオリン独奏：
飯
いいづか

塚 歩
あ ゆ む

夢／11月10日（日）13時30分開場、
14時開演／都筑公会堂／600人 ※未就
学児不可／500円／

島
し ま だ

田　 090-5990-6740
◆フラワーボランティア養成講座  説明会
花をコミュニケーションツールに対話をし
ながら、自由な創作活動を楽しみます／
11月5日（火）12時30分～14時30分／
中川地域ケアプラザ／10人 ／1650円

（花材代）
事前に か、 を明記し
NPO法人フラワーセラピー研究会
03-6457-4276　 03-6457-4591

●

●

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※


