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区民活動係　　９４８-２２３8　　948-2239問合せ

アーティストによる
個性的な

アートクリスマスツリーの
展示も!

さまざまなツリーを
お楽しみいただけます。
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仕置き
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うお話

が有名
です。

※写真はすべて昨年度の様子です。

※小雨決行・荒天中止　※詳しくは区ホームページをご覧ください。

　

都筑区は東京横浜独逸学園
やドイツに本社のある企業が

7社あり、市内でドイツ国籍の人が
最も多く暮らしています。

日独交流150周年をきっかけに平成23年度
から区とドイツの交流事業がスタート。本場ドイツ
のクリスマスの雰囲気を、この街で味わえる
よう始めたクリスマスマーケットは、
今年で８回目を迎えます。

一足早いクリスマス気分をどうぞ
お楽しみください！

他にもさまざまなステージプログラムが行われます！

※当日のスケジュールは進行状況により変更する場合があります。

12時～12時20分

12月7日（土）
オープニング・開催のあいさつ

東京横浜独逸学園
子どもたちのコーラス&教員バンド演奏

BOSCHの聖ニコラウス（クリスマス劇）

12時30分～13時10分

13時20分～13時50分
ボッシュ

　独自の技術で躍進する地元企業、区内を拠点としてグローバ
ルに活躍するドイツ系企業など、市内でも有数の製造業集積地
が形成されている都筑区。より多くの皆さんに、この卓越した技
術・優れた製品を知っていただくため、オーナメントを作るワーク
ショップを開催します。区が誇る技術に触れることができますよ。
　作ったオーナメントは会場のツリーに飾って、特製クリスマス
ツリーで会場を盛り上げます！

※ヴァイナハツマルクトはドイツ語で
　「クリスマスマーケット」の意味です。

今年も会場内のアンケート記入にご協力いただくと
抽選ですてきなドイツ景品が当たります♪

◆ 区の人口・・・・・・212,437人（前月比139人増）
◆ 区の世帯数・・・83,692世帯（前月比81世帯増）
※2019年10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.265

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  11月9日・23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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問合せ 都筑消防署 ・　 945-0119

受傷後はすぐに水道水などの
清潔な流水で10分以上冷却します。

応急手当を行う場合、血液感染の防止に努める。
ゴム手袋がない場合、ビニール袋で代用も可能。
頭部の出血は清潔なガーゼなどで押さえるか、
包帯を巻いて圧迫止血する。
しばらく体を横にして様子をみる。
おう吐する場合は、首に負荷がかからないように横向きにする。
反応・呼吸がないと判断した場合は、直ちに心肺蘇生法を開始する。

傷病者を後ろから抱える
ように腕を回します。

片手で握りこぶしを作り、
その親指側を傷病者のへ
そより上で、みぞおちより
下に当てます。

その手をもう一方の手で
包むように握り、すばやく
手前上方に向かって圧迫
するように突き上げます。

※明らかに妊娠していると思われる女性や高度な肥満者、
　乳児には腹部突き上げは行いません。

背中をたたきやすいよう
に傷病者の横に回ります。
※傷病者が立っている場
合や、座っている場合は傷
病者の後ろに回ります。

手の付け根で肩甲骨の間
を力強く、何度も連続して
たたきます。

電話から

救急相談センター

判定結果により、次のことが分かります。

パソコンやスマートフォンから緊急性や
受診の必要性を確認できます。

❶番を選択

そのとき受診可能な
病院・診療所の案内

症状に基づく緊急性や受診の
必要性についてアドバイス

医療機関案内 救急電話相談
❷番を選択

救急受診ガイド
パソコン・スマートフォンから

腹部突き上げ法※

傷病者が咳をすることが可能であれば、できるだけ咳を続けさせます。
咳ができれば、それが異物の除去に最も効果的です。

※衣類の上からのやけどは、患部に接して
いる衣類は脱がせないようにし、まずは衣類
を着たまま10分以上流水で冷却します。
ただし、過度な冷却は避けましょう。

1

2

3

1

2

胸が激しく痛む 突然の激しい頭痛

意識がない
交通事故

（強い衝撃を受けた）

こんな時は迷わず119番

冬になると電気ストーブなどの暖房
器具などで火を扱う機会が増えます。
火の元には十分注意しましょう。

火の用心！

!

または
232-7119

受診できる病院・
診療所を知りたい

・ 今すぐに受診するべきか？
・ 何科を受診するべきか？
・ 救急車を呼ぶべきか？ 救急車を呼ぶべきか

今すぐに受診するべきか
何科を受診するべきか

受診ガイドに従い、
該当する病気やけがの症状を選択

（受診する科が決まっている）

http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/qq/jushinguide/

医療機関案内のみ

FAXから（聴覚障害者専用）

242-3808

音声案内が流れ始めたら

7  1  1  9シャープ

年中無休・24時間対応

応急手当を行っている時に反応がなくなった場合には、直ちに心肺蘇生法を開始してください。

こんな症状が１つでも当てはまったら、
一刻も早く119番通報！

背部叩打法
こ う だ ほ う

傷病者の状態が分かる人が、
救急車に同乗していただける
と情報収集が速やかになり、
迅速な搬送ができます。

傷病者を病院に搬送した後は、
次の救急出動に備えるため、
自宅までの送迎は行っていま
せん。

救急車を呼んだら、用意してください。

救急隊にこのようなことを伝えてください。

保険証や診察券
現金　　  靴
普段飲んでいる薬

（おくすり手帳）

事故や具合が悪くなった時の状況　　 
行った応急手当の内容　　  持病　　
かかりつけの病院やクリニック

横浜消防マスコット
キャラクター
ハマくん

おくすり手帳

家の中ではどんな事故が起きているの?

部屋を明るく
行動するときは
部屋を明るく
しましょう。

整理整頓
部屋の整理整頓を
心がけましょう。

バランスの悪いもの
には上らない
椅子の上に立つとバランス
を崩しやすいので上らない
ようにしましょう。

ゆっくりと行動する
姿勢を変える時などは
慌てずにゆっくりと
行動しましょう。

手すりの設置 階段に手すりを設置しましょう。

滑らない対策

主な症状

主な原因

手すりを設置しましょう。また、スリッパや
靴下は滑りにくいものを履きましょう。

初　期：

屋内での火鉢や木炭コンロなどの使用
換気の悪い場所でのガス湯沸かし器、石油ストーブなどの使用
自動車のマフラーが雪に埋もれた状態などでエンジンをかける

頭痛、吐き気、めまい、けいれん など
後遺症：慢性的な頭痛、学習記憶障害

転倒は、高齢者にとって入院するような大けがになることもあります。
普段から部屋の整理整頓などを心がけ、事故防止に努めましょう。

おぼれる

その他

1.1％

13.3％

81.6％

転倒・転落

ものが
つまる
3.9％

救急搬送された高齢者のけがの内訳

　１人でも多くの区民の皆さんに応急
手当の知識と技術を身につけていただ
くため、いくつかの講習を用意していま
す。ぜひ一度、ご自分にあった講習を受
講してみてください。受講したことがあ
る人も、時間がたてば忘れてしまうもの
です。また、心肺蘇生の方法はよりよい
ものとなるよう定期的に見直されてい
ます。３年に１度は受講しましょう！

口や喉などに異物（食べ物など）が詰まっている場合に異物を取り除く方法は、次のとおりです。

　区内では、高齢化などにより救急出場件数が増
加しています。これに伴い、防げる救急事故とし
て転倒などのけがの予防を「予防救急」として推
進しています。特にけがにより搬送された高齢者
のうち、およそ80％の人が「転倒・転落」となって
おり、発生場所は自宅の居室が多い状況です。
救急搬送された高齢者のおよそ40％の人が入院
となり、重症の場合は介護が必要となる可能性も
あります。健康に過ごすためにも、日頃からけが
に気をつけましょう。

もっとも
多いのが
転倒・転落

!

頭のけがの場合

やけどの場合 食べ物が詰まった場合

呼びかけに反応がない
吐き気・おう吐がある
左右の瞳孔の大きさが違う
耳・鼻・口からの出血や体液の流出
手足のまひ

横浜市応急手当 検索

横浜市救急受診ガイド 検索

圧迫止血

階段での転倒！
ベッドからの転落！

床に置いていた

洗濯物で転倒！

救急隊からのお願い

仕事場 その他0.7％ 3.0％

54.1％

自宅

公衆の
出入りする

場所
25.4％

道路
16.8％

区内在住の高齢者のけがの発生場所（2018年）

約半数が
自宅での
けが

※グラフのデータはいずれも都筑消防署調べ
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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

11月18日（月）9時～20日（水）16時 絵手紙作品等展示・体験会 予算調整係 948-2213 948-2208
11月21日（木）8時45分～24日（日）17時 都筑ブックフェスタ2019パネル展 都筑図書館 948-2424 948-2432
11月21日（木）～28日（木） 「子ども・若者育成支援強調月間」パネル展 区民活動係 948-2236 948-2239
11月25日（月）～28日（木）
12月2日（月）～4日（水） 障害者週間  パネル展示 都筑区社会福祉協議会 943-4058 943-1863

11月29日（金）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
12月1日（日）10時～14時 障害者と地域の共生フェスタ 都筑区社会福祉協議会 943-4058 943-1863
12月4日（水）8時45分～11日（水）17時 税の作文などの展示 税務課 948-2281 948-2277
12月5日（木）12時～11日（水）17時 緑のカーテン栽培結果報告・展示会 企画調整係 948-2226 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。

でも申請・取得できますが、1月以降大
変混雑しますので、12月末までに申請し
てください。 ※運転免許証などの本人
確認のできる書類をお持ちください。
特に、昨年まで「確定申告書等作成コー
ナー」を利用していた人は、ＩＤとパスワード
を使って申告書を送信することで、申告書
を郵送または持参する必要がなくなります。

緑税務署　 972-7771（代表）
個人課税第1部門（内線214、215、216）

新治恵みの里  コンニャク作り教室
掘りたてのコンニャク芋を使って生コン
ニャクを作ります。

12月1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（1組

2人まで）15組程度
1組1600円（コンニャク作り体験、試

食、コンニャク作り材料セットのお土産付
き、保険料込み）

11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

脳卒中についての講演会
理学療法士による脳卒中の発症や再発
の予防に関する講演会。

11月20日（水）13時30分～15時30分
区役所6階大会議室
50人
11月18日までに か を明記し
高齢支援担当
948-2307　 948-2490

～新・福祉農園イベント～
障害者と地域の共生フェスタ

①パネル展 ②講演会 リオ・パラリンピック
（視覚障害）柔道銀メダリスト　廣

ひ ろ せ

瀬 誠
まこと

 
氏 ③障害団体によるステージ発表 ほか。

①11月25日（月）～28日（木）、12月
1日（日）～4日（水） ②③12月1日（日）
10時～14時／

①区総合庁舎1階区民ホール 
　②都筑公会堂

都筑区社会福祉協議会
943-4058　 943-1863

緑のカーテン栽培
結果報告・展示会

区内市立小中学校9校で、緑のカーテン
づくりに取り組みました。栽培の様子や
緑のカーテンの効果などを紹介します。

mlit.go.jp/keihin/keihin_index052.html）
11月24日（日） 9時30分～15時50分

（予定） ※雨天決行、荒天時は12月1日
（日）へ延期

小学3年生以上の人45人  ※小中学
生は保護者同伴

11月18日17時までに と申込者
全員の ・ を明記し か

鶴見川流域水協議会窓口 アジア航測（株）
044-967-6270　 044-965-0040
mizumasu.tsurumi@ajiko.co.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

11月30日（土）は区総合庁舎
臨時休館日です

電気設備点検のため、11月30日（土）は
都筑図書館・都筑公会堂・都筑区民活動
センターを休館にします。終日、庁舎へ
の立ち入りおよび駐輪場・地下駐車場の
利用はできませんのでご注意ください。

予算調整係　 948-2213　 948-
2208／ 都筑図書館　 948-2424／
都筑公会堂　 948-2400／都筑区民
活動センター　 948-2237

移動図書館「はまかぜ号」
中央図書館サービス課

 262-0050　  231-8299

11月22日、12月6日の金曜
10時～10時40分

東山田地域ケアプラザ

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
休館日 11月５日(火)・30日(土)

記載のないものは都筑図書館で行います。
■つづきブックフェスタ2019
①パフォーマンス ②秋のライブラリー
ナイト ③展示「ひとハコ図書館」

11月24日(日)①9時50分～12時40
分 ②17時30分～18時30分 ③11月9日

（土）～29日（金）
①区総合庁舎1階区民ホール／
②30人

■みんなでつくろう「福袋」
2020年1月開催「本の福袋」中身募集。

11月8日（金）～12月3日（火） 
■�中高生POP展

12月3日(火)～28日（土） ※12月16
日（月）は休館日

都筑区新年賀詞交換会
2020年1月6日（月）17時～18時30分
新横浜プリンスホテル（港北区新横浜

三丁目4） ※公共交通機関でご来場くだ
さい。

区内在住・在勤・在学の人
5000円
11月30日までに庶務係（5階53番窓

口）で配布する｢払込取扱票｣に を
記入し、会費をゆうちょ銀行または郵便
局の窓口で払い込み。

庶務係
948-2211　 948-2208

緑税務署からの重要なお知らせ
「スマホで確定申告」ができます！そのた
めに必要なＩＤとパスワードはどの税務署

12月5日（木）～11日（水）
区総合庁舎1階区民ホール
企画調整係
948-2226　 948-2399

「鶴見川流域ふれあいバスツアー」
～鶴見川直轄事業80周年・

流域の今を知ろう～
市民・市民団体・企業・行政の連携による鶴見
川流域水マスタープラン（水マス）の取組を
体験しよう。 ※詳細は （http://www.ktr.

区民活動センター　 948-2237　 943-1349

　人生100年時代、定年後も人生はまだまだ続く。これから何をして、どう生
きるか地域活動・市民活動・ソーシャルビジネスを軸にセカンドライフの選
択肢について考えましょう。

40代～60代の人 20人
区役所および区内各所

か か、 を明記し

　ボランティアに興味がある人や始めたい人のための入門サロン。
毎月第4金曜15時～17時
区内在住・在勤・在学の人
事前に か   当日参加可

　17時以降も利用できるように開館時間を試行延長します。学校帰りや仕
事帰りにお立ち寄りください。市民活動や生涯学習に触れて新しい何かを始
めましょう。

11月～2020年３月の毎週金曜17時～20時 ※祝日は休館

区民活動センターからのお知らせ
◆10年先は何してるかな?と思い立った今から準備を!
　地域デビュー講座「セカンドライフをどう生きるか?」

◆ボランティアベースつづき

◆夜間開館の実施

第１回 11月16日（土） 14時～17時 セカンドライフをどう過ごす？
第2回

12月７日（土）
13時～15時 都筑の活動と出会う

第3回 15時30分～17時 都筑の魅力発見
第4回 2020年

１月25日（土）
13時～15時 人生100年時代をどう生きるか

第5回 15時30分～17時 60歳から始める新たな仕事
第6回 ２月１日（土） 14時～17時 都筑で暮らすセカンドライフ

休館日 11月18日（月）・23日（祝）・30日（土）

地域力推進担当　 948-2474　 948-2239

　自治会町内会活動での出来事や近隣住民との交流などを表現した
川柳作品を募集します。

第7回  都筑区自治会町内会 川柳コンクール　最優秀作品賞
「あいさつと　笑顔のリレー　回覧板」

第8回 都筑区自治会町内会 
川柳コンクール 作品募集

11月１日(金)～2020年１月10日（金） 
※自治会町内会などの掲示板に募集案内を掲示します。

区内在住・在勤・在学または区内で活動している人
、川柳作品、学生は学校名・学年を明記し か (tz-chishin@

city.yokohama.jp)か  ※１人10作品まで

賞について（予定） 最優秀作品賞 １点、優秀作品賞、特別賞、佳作
表彰式▶2020年３月中旬

　　　 コーヒーボランティア養成講座
12月8日（日）14時～15時30分

特別編
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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

12月18日（水）午前→11月19日～12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

11月14日・28日、12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

11月22日（金）午後、12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

11月22日（金）午後、12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 11月5日(火)・30日(土)

■くまさんのおはなし会（12月）
12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
11月28日から か

■都筑図書館11月の定例おはなし会

子どもだけで聞くおはなし会です。
11月20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JiJiBaBa（じじばば）隊によ
る読み聞かせ。

11月16日（土）10時30分～12時／

ママ・パパと赤ちゃんのため
の健康講座（２日間で１コース）

ママ・パパの毎日に元気をプラスする
ためのお役立ち講座。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
く遊びながらの体操

①12月20日（金） ②2020年1月10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

11月20日10時から中川地域ケア
プラザへ （500-9321）

健康づくり係
948-2350　 948-2354

プレママ・プレパパのための
健康講座

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

12月12日（木）10時～11時30分
区総合庁舎１階福祉保健センター

多目的室
区内在住の妊婦さんとその家族

30人
2歳以上20人
11月11日から
こども家庭支援担当　
948-2318　 948-2309

子育て支援拠点ポポラでの
子育てプチ体験会のお知らせ

母子保健コーディネーターが赤ちゃ
んの着替えや抱っこの仕方について
お話しします。妊娠中の相談も。

12月10日（火）14時～15時
都筑区子育て支援センターポポラ
区内在住の妊婦さんとその家族／
こども家庭支援担当
948-2318　 948-2309

届けてください あなたの声
～11月は児童虐待防止月間です～

あなたの周りに心配な家庭や子どもは
いませんか？「もしかして虐待かな…？」
と気になっている人、子育てに悩んで
いる人、匿名でも相談できます。
●都筑区子ども・家庭支援相談

９４８-２３４９（月～金曜 8時45分～

17時 ※12時～13時を除く）
●横浜市北部児童相談所

９４８-２４４１（月～金曜 8時45分～
17時15分）
●よこはま子ども虐待ホットライン

０１２０-８０５-２４０（24時間フリーダ
イヤル）
◆「児童虐待防止パネル展」

11月１日（金）11時～８日（金）15時
区総合庁舎１階区民ホール
こども家庭支援担当
９４８-２３１８　 ９４８-２３０９

目からウロコ!!
2歳児の子育て講座　

～振り回されない 子育てのススメ～
子どもの成長の道筋を知り、イヤイ
ヤ期を乗り越えるヒントにしませんか？
講師：関東学院大学教育学部　こど
も発達学科教授　土

つ ち や

谷 み
　 　 こ

ち子氏
12月11日（水）10時～11時30分

（開場：９時45分）
区総合庁舎6階大会議室
区内で２歳前後のお子さんがいる

保護者40人 （２歳以上は別室保育
あり ） ※0・１歳児は保護者が
抱っこでお話を聞いてください。

11月20日9時から
こども家庭支援担当　
9４８-２３１８　 ９４８-２３０９

育児講座「積木あそび」
11月16日（土）10時～11時30分／
みどり保育園
みどり保育園
941-2800　 941-3768

育児講座「親子講座」
11月21日（木）10時～11時30分
みどり保育園
親子20組
11月11日から
みどり保育園
941-2800　 941-3768

育児講座「手作りおもちゃと
わらべうたあそび」

12月11日(水)10時～11時
茅ケ崎南保育園
親子15組
11月25日から
茅ケ崎南保育園
943-1285　 943-1228

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

11月19日（火）午前・22日（金）午後（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 11月19日、12月3日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 11月21日、12月5日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 11月14日・28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4月ごろ出産予定の人
→12月6日・13日・20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

11月11日（月） 乳幼児▶１３時３０分～１４時３０分
妊産婦▶15時

11月27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。 

区民活動係　 948-2238　 948-2239

　茅ケ崎小学校とボツワナのベン・テマ小学校の交流を通して2つの文化
の共通点や違いをお楽しみください。

第６回  都筑・ボツワナ交流児童画展

① 12月19日（木）～26日（木）
　 区総合庁舎1階区民ホール
② 2020年2月4日（火）～3月１日（日）
　　 10時～18時
　 JICA横浜（中区新港二丁目3-1）　
　　 ※２階回廊、３階展示室にも
　　　展示します。

庶務係　人権啓発講演会担当　 948-2212　 948-2208
tz-somuboshu@city.yokohama.jp

　落語や華道、茶道などの日本文化に魅了されたダイアン 吉
きちじつ

日さんを
招き、今までに世界60か国を旅した経験や日本に来た時の驚き、文化の
違いなどをお話ししていただきます。英語落語の公演も行います。

都筑区人権啓発講演会
ダイアンから見た日本 ～笑いで世界をひとつに～

12月18日（水）14時～15時30分／
都筑公会堂
600人

【 （2～６歳までの未就学児）、手話通訳、車椅子スペースの 】
11月20日までに 、希望項目（ の利用希望の場合は
子の ・ ）を明記し か か郵送。 ※希望者多数の場合
は 。利用の可否は11月27日までに連絡します。

講師 バイリンガル落語家　ダイアン 吉
きちじつ

日 さん
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 11月26日（火）

行事は11月11日から か
はすべて市内在住・在学・在勤者

■都筑ふれあいの丘
　3施設臨時休館のお知らせ
都筑センター・横浜あゆみ荘・都筑プール
は、施設の大規模点検が入るため、休館
となります。／2020年1月22日（水）～
2月1日（土） ※横浜あゆみ荘・都筑プール
は23日（木）から
■クリスマス�モスツリーをつくりましょう!
11月28日（木）10時～12時／24人 ／
2600円 ●
■親子でつくるおうちパン講座
11月30日（土）10時～12時／小学生と
保護者8組（16人） ／500円 ●
■フライパンで簡単～おうちで燻製～
12月1日（日）11時～13時30分／16人

／2000円 ●
■ゆったりヨーガ
12月2日（月）10時30分～11時45分／
60歳以上30人  ●
■健康うたごえ広場
12月7日（土）14時～15時30分／60歳
以上120人 ／

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 11月11日（月）、12月9日（月）

行事は講座開催日の１か月前から
か （申込初日の は10時～）

■中川西地区センターまつり
11月５日（火）～10日（日）／一部有料／
■門松ワークショップ（お汁粉付き）
12月21日（土）13時～／20人 ／500
円 ●
■ひらり健康体操後期（全12回）
2020年１月７日～３月31日の火曜／100
人 ／1500円（全回分）

11月30日までに 持参で か、
と を明記し

■親子体操後期（全８回）
2020年１月７日～３月10日の火曜11時～
11時45分／かけっこができる子～未就園
児と親30組 ／3200円（全回分） ●
■フィットネス後期（全４講座）

①～④12月１日から
【月曜 2020年１月20日～３月30日】
①やさしいヨガ後期／12時15分～13時
25分 ②やさしいパワーYOGA後期／
13時35分～14時45分／各50人 ／
各1500円（全回分）

【水曜 2020年１月８日～３月25日】
③中高年のためのストレッチ後期／９時15
分～10時15分 ④らくらくエアロビクス後
期／10時30分～11時30分／③中高年
80人  ④70人 ／各2400円（全回分）

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 11月11日（月）、12月9日（月）

行事は11月11日9時から か10時
から
■スマホの使い方講座
12月4日（水）13時～15時／20人 ／
200円 ●
■ままくらぶ（2）

■茶室利用申込み
2020年1月～5月の茶室利用予約。詳
細は事前にお問い合わせください。 ●
■いろりばたおはなし会
11月18日（月）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 11月7日（木）・21日（木）、12月5日（木）

要問合せ
■うどん打ち教室
11月23日（祝）9時30分～12時30分 
※雨天決行／5組（1組2人以内） ／
1組1000円

前日までに か、 を明記し
■『手打ちそばを食べませんか』
11月24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
11月19日（火）10時30分～12時／10
組程度／
■犬のしつけ教室
11月9日（土）10時～11時 ※雨天中止／
太鼓橋竹林前／

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
■里山の素材でリース作り
12月8日（日）10時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所／20人 ／1000円 ●
■落ち葉かきと焼き芋
12月21日（土）10時～13時／ばじょうじ
谷戸休憩所／40人 ／300円 ●
■里山保全体験
12月7日（土）9時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所 ●
■ネイチャークラフト作り
11月24日（日）10時～15時 ※雨天中止／
都筑中央公園円形広場／500円／
■炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
12月7日（土）9時～12時:炭材作りと窯
詰め、12月14日（土）8時～17時:炭焼
き、12月21日（土）9時～12時:窯出しと
炭材作り ※雨天決行／ばじょうじ谷戸炭
焼施設 ●

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

11月18日（月）休館日

■ログのクリスマス会
12月7日（土）11時～12時15分／幼児・
小学生・中学生（幼児は保護者同伴）150
人 ／1人200円／
■親子の広場�「かもっこくらぶ保育相談」
11月19日（火）10時30分～11時30分／
未就園児とその親／
■秋の工作・木のマグネット作り
11月19日（火）～21日（木）10時30分～
16時／幼児・小学生・中学生（幼児は保護
者同伴）200人 ／
■竹のクリスマスリース・
　まつぼっくりのツリー作り
12月9日（月）10時30分～16時／幼児・
小学生・中学生（幼児は保護者同伴）各40
人 ／

勝田小学校コミュニティハウス

・  592-1877
〒224-0034　勝田町266

休館日 火・木曜

行事は11月11日から か

　保育付きクリスマスケーキ作り
12月12日（木）10時～11時40分／1歳～
未就園児と保護者15人 ／800円 
※ あり 400円 ●
■クリスマス・お正月2wayスワッグ
12月6日（金）10時～11時30分／16人

／2100円 ●
■パワーヨガ3期（全9回）
2020年1月21日～3月24日の火曜（2月
11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）

12月17日までに か、 と ・
希望回を明記し
■パソコンカフェ
11月26日、2020年1月21日、3月24日
の火曜13時～14時30分／各20人 ／
コーヒー100円／

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 11月11日（月）、12月9日（月）

行事は開催日の1か月前から か
■イタリアのクリスマス　パネトーネ
12月13日（金）9時30分～13時／16人

／1500円 ●
■子どものアート�クリスマス特別企画
12月14日（土）13時30分～15時30分／
3歳～小学生（未就学児は保護者同伴）
30人 ／500円 ●
■クラフトforキッズ（季節の工作）
12月14日（土）①9時30分～11時 ②11時
15分～12時45分／4歳～小学生（未就学児
は保護者同伴）各回7人 ／500円 ●
■ミニ門松作り
12月21日（土）10時～11時30分／16
人  ※子連れ不可／2600円 ●
■正月飾りの苔玉作り
12月11日（水）／24人 ／1700円

11月12日から か
■ロビーコンサート「ハッピーじゃむ」
11月16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

 http://tminkaen.org

休館日 11月11日（月）・25（月）、12月9日（月）

行事は11月12日から か
要問合せ

■遺跡フェスタ2019（遺跡オーガニック
　マルシェ・弥生美

び

レッジ・江戸市）
11月16日（土）10時～16時 ※雨天決行、
荒天時は翌日開催／大塚・歳勝土遺跡公
園、都筑民家園／
■家庭用鏡餅を作ろう
12月8日（日）10時～12時／高校生以上
10人 ／1000円（お雑煮付き） ●
■チョット昔のお正月遊び
2020年1月5日（日）10時30分～14時／
小学生15人 ／1000円（昼食付き） ●
■みそ講座（寒仕込み）
12月11日（水）13時30分～15時／50
人 ／3800円（材料費込み）

11月30日までに か
■ミニ門松作り
12月21日（土）9時30分～11時30分／
10人 ／1個500円 ●
■しめ縄づくり
12月21日（土）13時30分～15時30分／
小学4年生以上15人 ／1000円 ●

要問合せ
■�フラワーアレンジメント教室
　（クリスマスリースを作ろう）
11月30日（土）10時～12時／12人 ／
1500円 ●
■�フラワーアレンジメント教室
　（お正月飾りを作ろう）
12月21日（土）10時～12時／16人 ／
1500円 ●

川和小学校コミュニティハウス

・  934-8666
〒224-0057　川和町1463

休館日 火・金曜

行事は事前に か
■川和茶道体験
11月10日（日）9時45分～12時／小学生
以上（保護者同伴）10人 ／800円 ●
■やさしい相続教室
11月2日（土）10時30分～12時／30人

 ●

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

行事は講座開始1か月前から か
／ 要問合せ

■わくわくサイエンスショー
12月7日（土）10時30分～11時30分／
北山田小学校／小学生以上30人 ／
150円（工作代）家族は無料 ●
■みんなで楽しむクリスマスコンサート
12月14日（土）14時～14時45分／30人
／小学生200円、中学生以上500円 ●
■ミニ門松でお正月
12月25日（水）10時30分～12時／10
人 ／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

■みんなで遊ぼう《親子で楽しむリトミック♪》
11月22日（金）10時30分～／15組 ／
300円

事前に か

つづきの丘小学校コミュニティハウス

・  945-2949
〒224-0006　荏田東一丁目22-1

休館日 火・木曜

■歌カフェ（第2回）
ピアノに合わせて歌いましょう／11月30
日（土）13時30分～14時30分／30人

前日までに か
■折り紙教室
11月～2020年3月の第4月曜15時～
15時45分／10人 ／

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

■X'mas子どもたちの楽しいお遊び会
紙工作、人形劇、ハンドベル演奏／12月
1日（日）10時～11時／小学2年生くらい
まで保護者同伴30人

12月1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

行事は開催日前日までに か
要問合せ

■つるしびなをつくろう（全7回）
11月7日・28日、12月12日、2020年1
月16日・30日、2月13日・27日の木曜13
時30分～15時30分／5人 ／4500円

（全回分） ●
■和布を使って干支作り

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11月11日～12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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11月14日（木）13時30分～16時／8人
／1000円 ●

■人形劇「わらしべちょうじゃ」
11月16日（土）10時30分～11時／50
人  ●
■ぶらり都筑歴史散策
11月17日（日）9時～12時 ※小雨決行／
市営地下鉄北山田駅前集合／20人 ／
500円 ●
■東山田今と昔
11月18日（月）13時30分～15時30分／
東山田地域ケアプラザ／50人 ／300円

前日までに東山田中学校コミュニティ
ハウスへ か東山田地域ケアプラザへ

（592-5975）
■ファブリックパネルをつくろう!（クリスマス）
11月23日（祝）10時～12時／小学生（4
歳以上でも可）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
■親子でおいしく食べよう!
　X'mas試食会と紙芝居
12月12日（木）10時30分（受付）～12時
30分／未就園児と保護者15人  ●
■障がい児・者余暇支援
　「楽しい！クリスマスのパン作り」
12月8日（日）10時～13時／300円 ●
■「集まれ!つづきのニューフェイス」
11月28日（木）10時～11時30分／未就
園児と保護者 ●
■ちりめんで干支つくり
12月11日（水）13時～15時／10人 ／
300円 ●

葛が谷地域ケアプラザ
 943-5951　  943-5961

〒224-0062　葛が谷16-3

■税理士会による
　「相続税出張セミナー・相談会」
相続税の基礎講座（60分）、無料個別相
談会（1組30分×6組）／11月27日（水）
13時30分～16時20分／講座30人
個別相談6組

事前に か

新栄地域ケアプラザ
 592-5255　  595-3321

〒224-0035　新栄町19-19

■新栄地域ケアプラザ祭り2019
11月17日（日）10時～14時／
■精神保健福祉講座
おとなの引きこもりについて／11月22日

（金）14時～16時／25人
前日までに か

■薬膳料理講習�試食会
11月21日（木）10時～14時／15人 ／
700円

11月10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

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 11月25日（月）

■�冬の定期スポーツ教室（1～3月）
11月16日必着で各教室とも か

か、 を明記し 。いずれも 。
詳細は か 。

大人向け教室(全32教室)
卓球やバドミントンの種目系教室、ヨガや
ピラティス、筋膜リリース＆骨盤調整など
のエクササイズ系教室、太極拳やいきい
き健康体操などの健康づくり系教室、ベ
リーダンスやフラダンスなどのダンス系
教室など／15歳以上 ※中学生不可
親子・子ども向け教室(全21教室)

ベビーマッサージやハッピー親子リズム、
親子体操などの親子向け教室や、子ども
向けのサッカー、バレエ、ヒップホップ、
体操、かけっこ、バドミントン教室など／２
か月児～中学生

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/

11月26日(火)休館日

■冬の定期教室（1～3月期）募集開始
応募期間：11月22日（金）まで ※詳細は
■当日参加プログラム開催中
詳細は か

【当日参加プログラム（一部）】
（50分間、530円）
月曜▶ビューティーコンディショニング／
10時～、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～
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～

都筑区社会福祉協議会
943-4058　 943-1863

〒224-0006　荏田東四丁目10-3
港北ニュータウンまちづくり館内

info@tuzuki-shakyo.jp

■つづき防災セミナー（災害時、
　ボランティアをどう受け入れる？）
12月7日（土）13時30分～15時30分／
かけはし都筑／50人

事前に か、 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 11月25日（月）

■1日体験シリーズ�自
じきょう

彊術（健康体操）
12月4日（水）10時～11時30分／10人

11月11日から か
■税理士による講座と個別相談会
12月21日（土）①講演会：13時30分～14
時30分 ②個別相談会：14時40分～16
時10分／①30人  ②６組（１組30分）

11月12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

行事は事前に か
■♪わいわい楽しい♪�
　みんなでレクリエーション
11月24日（日）10時～12時／興味があ
る人、介護保険事業所職員など30人  
●
■ほっと茶屋
11月26日（火）13時～14時30分／介護
者、介護経験者15人 ／100円 ●

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

■クリスマスパーティー
12月15日（日）11時～15時／障害のあ
る小学生・中学生10人 ／1000円

12月1日まで か
■おはなし会
11月28日（木）11時30分～12時／未就
学児と保護者／

東山田スポーツ会館

・  593-4682
〒224-0024　東山田町105-2

休館日 11月18日(月)

■椅子ヨガ（3期目募集）（全10回）
12月3日・10日・17日、2020年2月4日・
18日・25日、3月3日・10日・17日・24日
の火曜10時～11時30分／14人 ／
4500円（全回分）

事前に か

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）
■れきし工房「和凧」
12月15日（日） ①9時～12時 ②13時～
16時／各10人 ／1000円

11月27日までに （「れきし工房」で
検索）か、 ・ ・申込人数（1通につき
1家族まで可）を明記し
■大塚・歳勝土遺跡公園で開催中
博物館は休館しておりますが、大塚・歳
勝土遺跡公園は通常通り開園し、遺跡公
園ガイドや工房を会場にして当日参加型
ワークショップ「れきし工房」を開催して
います（休園日を除きます）。詳しくは博
物館までお問い合せください。／11月1
日（金）～30日（土）10時～16時

■産後のセルフケア・ワークショップ
12月13日（金）10時～11時30分／産
後2か月以降の女性18人  ※産後
210日までの子どもは同伴可／820円

11月22日から

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
11月24日（日）、12月8日（日）いずれも
12時～12時40分／
■�みんなでつくるあったかクリスマス
11月30日（土）、12月1日（日）いずれも
11時～15時 ※材料がなくなり次第終
了／4歳以上、未就学児は保護者同伴／
一部の材料は有料／
■�あざみ野寄席2020
　新春！金

きんげんてい

原亭馬
ば

玉
ぎょく

独演会
2020年1月12日（日）開演14時／120
人  ※未就学児不可／大人1500円、
小学生～中学生1000円 ※ あり

事前に （910-5723）

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 11月12日（火）・19日（火）・
26日（火）、12月3日（火）・10日（火）

ズーラシア 検索

※入園料はすべて別途
■ふれあい動物園
11月24日（日）まで土日祝日開催／

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
■おしゃべりカフェ
　「これからのくらし・お金・しごと」
11月28日（木）10時30分～12時／未就
学児とその家族10組  ●
■じっくり相談
12月7日（土）・14（土）・27日（金）いずれ
も10時～16時／未就学児とその家族  
●
■横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
12月14日（土）・25日（水）いずれも10時
30分～11時30分／10組  ●
■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
11月16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／11月16日（土）10時～
16時／未就学児とその家族／

 910-5700　  910-5755
 https://www.women.city.yokohama.jp/

男女共同参画センター横浜北

 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
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　９月24日（火）～30日（月）に区総合庁舎１階区民ホールで動物
愛護週間のイベントを開催しました。期間中は都筑区獣医師会の
獣医師による健康相談、ドッグトレーナーによる飼育相談、犬や猫
の飼い方や防災などに関する展示など、ペットに関するさまざま
な企画を実施し、多くの区民の皆さんにご来場いただきました。
　イベントでは、7月初旬～8月中旬にご応募いただいたご長寿
ペット93頭のパネル展示を行いました。また、都筑区制25周年に
合わせて、各部門から年齢順に合計25頭を選んだ最長寿ペットの
表彰式も行いました。
　ご応募、ご来場いただきました皆さん、ご協力ありがとうござい
ました。

◆ご長寿ペットの応募数
ご長寿ペット

対象動物
区内在住の犬

区内在住の猫
大型犬 中小型犬

13歳以上

５ 68 20 93

２ 18 ５ 25

15歳以上 17歳以上

合計

年齢

応募数
最長寿受賞数
（年齢順）

◆都筑のまちを知る講座
都筑区の歴史3万年の時空旅行／11月
24日（日）14時～16時 ※開場13時30
分／都筑公会堂／604人 ／

都筑公会堂
948-2400　 948-2402

◆育児ミュージカル「ＩＫＵＭＩＮＳ４」
育児あるあるをテーマにしたミュージカル
と、子どもたちによるミニミュージカル「回
る寿司天国」を同時上演／11月24日（日）
①12時30分～ ②16時～／横浜ＹＴＪホール

（中川中央一丁目30-１）／各300人 ／

50歳以上の人 ２人 ／月2300円
らくらくピアノを楽しむ会　三

み む ら

村
941-4322

◆のしもちづくり
Ａ：12月21日（土）・Ｂ：22日（日）①10時
30分～12時 ②12時～13時30分／くろ
がね青少年野外活動センター／Ａ、Ｂいず
れも各回９組 ／3600円

11月20日までに ・生年月日を
明記し （〒225-0025　 青葉区鉄町
1380）か （http://www.yspc.or.jp/
kurogane_yc_ysa/category/top/）

チケット代：大人1500円、小中学生1000円、
小学生未満500円

11月23日までに ・ ・チケット必要
枚数・公演希望時間を明記し か

育児ミュージカル実行委員会　杉
すぎもと

本
・ 949-5622　
ikumins2015@gmail.com

◆らくらくピアノを楽しむ会　会員募集
中高年から始める初心者向けピアノ教室。
毎月２回、土曜９時45分～11時15分（見
学可）／都田小学校コミュニティハウス／
キーボード持参／区内在住のおおむね

くろがね青少年野外活動センター
973-2701　 972-1093

◆「都筑のいい景観」探索＆捕捉
　ウォーキング
11月16日（土）：９時 市営地下鉄都筑
ふれあいの丘駅前集合、12月14日（土）：
９時 市営地下鉄センター南駅改札口
集合／各日50人 ／各日500円／詳し
くは （https://tsuzuki-miryokuup-
kyougikai.jimdofree.com/）

都筑魅力アップ協議会　
miryokuup@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※

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

12月１日は世界エイズデーです

食品衛生係　 948-2356　 948-2388

石けんをよく泡立てることで、汚れと一緒に
ウイルスを洗い流すことができます。
調理前や調理中の手が汚れた時、食事の前、
トイレの後などに手を洗いましょう。

ノロウイルスは85℃、90秒以上の加熱で死滅します。
特にカキなどの二枚貝は、中心部まで十分に加熱しましょう。

ノロウイルスの消毒はアルコールではなく、塩素系漂白剤（次亜
塩素酸ナトリウム）を使いましょう。アルコールではノロウイルス
を十分に消毒できません。

　秋から冬にかけて、ノロウイルスによる食中毒や感染症がとても多く
発生します。次の3つのポイントに気を付けて感染を防ぎましょう。

秋冬に急増！ノロウイルスの感染を防ぐために

石けんでよく手を洗う

食品をしっかり加熱する

塩素系漂白剤で消毒をする

1

2

3

マスコット
キャラクター
コムちゃん

　2018年の１年間に新規報告された国内でのＨＩＶ・エイズ　
　感染者数は1317人で、２年連続で減少しています。
　HIVは予防が可能な感染症です。感染した場合には、
　治療を早期に開始し継続することで、エイズの発症を
　防ぐことができ、感染前と変わらない生活を送ること
　ができるようになりました。
　血液検査で早期発見ができます。区役所では、ＨＩＶの検査にあわせて
　梅毒の検査も実施していますので、お気軽にご相談ください。
　（検査無料、要予約、匿名制、詳しくは9ページ「検診・教室」へ）


