
区民活動係 　　948-2238　　948-2239問合せ

　10月19日に横浜国際プールで開催された『都筑区応援
DAY』。「横浜音祭り2019」パートナー事業として、区内の
早渕中学校と中川西中学校の吹奏楽部が、ビーコルのチーム
イメージとなっている「海賊」にちなんだ曲を演奏しました。両校
のエールを受け、ビーコルは島根スサノオマジックと手に汗
握る激闘を繰り広げました！

＃２１ 田渡 凌
身長：180cm

＃４６ 生原 秀将
身長：180cm

12月14日（土）
12月15日（日）
12月25日（水）
12月28日（土）
12月29日（日）

15時5分
14時5分
19時5分
15時5分
14時5分

アルバルク東京
アルバルク東京
三遠ネオフェニックス
シーホース三河
シーホース三河

開催日 試合開始 対戦チーム

大　人：2800円　   1900円
中高生：1800円　   900円
小学生：1300円　   400円

アッパーデッキ（２階）自由席

　8月1日に区内中学生向けに東山
田中学校体育館でバスケットボール
教室を開催。

　9月25日から10月1日まで都筑区役所にてビーコルを応援 　ご来庁の皆さんが健康づくりに取り組めるよ
う、ビーコルが企画・監修した「座ってできるスト
レッチ」を保険年金課待合スペースにて放映。

たわたり　 りょう いくはら　 しゅうすけ

バスケットボールの競技経験やイベント運営などの経験は問いません。
登録はビーコルWEBサイトもしくはメール、電話で受け付けています。
区そしてバスケットボールを盛り上げたい人のご応募をお待ちしています。

2019年4月１日時点で、満16歳以上の人
https://b-corsairs.com/crew/
crew@b-corsairs.com 507-4544　

参加資格

出港式での選手とB-ROSEの記念写真選手等身大パネルを展示 選手バージョン▶

▲B-ROSEバージョン

ⓒB-CORSAIRS

ⓒB-CORSAIRS

ⓒB-CORSAIRS

するパネル展を実施。
　9月27日には都筑公会堂で
ビーコル出港式を開催。

応援横断幕も新たに制作しました！

　都筑区をホームタウンと
する『ビーコル』こと、横浜
ビー・コルセアーズ。
　男子プロバスケットボール
リーグ「B.LEAGUE」に所属
するビーコルの区内での活動
を紹介します。

ビーコル 検索詳しくは

当日券特別価格

席種

特別割引のご注意
※１組当たりの制限枚数はありませんが、お席がなくなり次第終了と
なります。あらかじめご了承ください。また、割引の適用は１日１回限りと
させていただきます。 ※５試合すべて割引を適用させていただきます。

※当日券売場にて年齢が確認できる身分証明書
　もしくは敬老特別乗車証などをご持参ください。

65歳以上の皆さんは無料！

◆ 区の人口・・・・・・212,549人（前月比112人増）
◆ 区の世帯数・・・83,798世帯（前月比106世帯増）
※2019年11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
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都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  12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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　私たちヘルスメイト（食生活等改善推進員）
は、「私たちの健康は　私たちの手で」をスロー
ガンに食を通した健康づくりの活動をしてい
ます。活動をもっと知っていただくために、
仲間をもっと増やしたいです。
　今後はオーラルフレイル（口腔機能の低下）
の予防のために「噛むこと」の大切さを伝える
ことや、保健活動推進員さんとも連携して地
域の健康づくりに取り組んでいきたいです。

　さまざまなデータ・調査から見えてくる区の現状や、今後予測される課題について、いく
つかご紹介します。また、都筑区地域福祉保健計画の推進に取り組んでいる地域の人や、
関係者・関係団体として関わってきた皆さんに、「これまでの取組を通して感じていること」

「これからの取組・計画（第４期都筑区地域福祉保健計画）に期待すること」などを伺いました。

　都筑区は、高齢の人も子育て中の人も、他から転
入されてくる人が多いと感じています。慣れない土地
で顔見知りもいないため、外出がおっくうになり、引
きこもりがちになる人もいます。そのため、相当困っ
た状態になるまで周りに助けを求められない人にも
出会います。
　これからは、引きこもらせない・孤立させない取組
を進め、困っている人を早めに見つけて、手を差し伸
べられるようにしていきたいです。

　子育て支援センター ポポラがスタートして13年、
子育てを応援してくださる地域の皆さんのおかげ
で、子育て支援の輪が広がり、地域の皆さんとのつ
ながりができました。子育て中の皆さんが、応援して
くださる誰かとつながる入口に、ポポラがなれれば
と思います。
　今は働く女性も増え地域との接点が少なくなりが
ちです。今後は、子どもが生まれる前の妊娠期からの
つながりづくりも大切にしていきたいと思います。
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都筑区子育て支援センター ポポラ

鳴海 由紀子 センター長

　自分の地域の活動に関わるようになってから、
個々に取り組まれていた活動をつなげることで、
地域の中に活動を広げ、地域の人のつながりを
つくってきました。
　今後の地域活動については、これまでの取組を
地道に継続させつつも、「地域の皆さんにとって
いいと思うもの」に変化させていくことが必要だ
と思います。活動をマンネリ化させないための刺
激にもなると思います。

都筑区社会福祉協議会
地区社協分科会

岩嶋 伸幸 会長

　地域の活動は、自分の地域を大切に思い、
住みよいまちにする活動だと思います。こう
いう気持ちを育むために、子どもの頃に社会
や地域の中で、人とつながって生きていく知
恵を授かるといいなと思います。活動する
側・される側、お互いに感謝する…これから
の地域活動の場がそういった気持ちを育
み、地域の人がつながるきっかけになるとい
いと思います。

都筑区連合町内会自治会

村田 輝雄 会長

　健康づくりは年齢・性別に関係な
く、どなたでも取り組めます。私たち
保健活動推進員の活動の趣旨は、地
域の皆さんが健康づくりに取り組む
きっかけづくり・提供だと思います。
　今後は心の健康づくりも大切で
す。心の健康づくりを通して、人との
つながりの輪がさらに広がるといい
と思います。

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、人と人との「であい・ささえあい・わかちあい」を基本理念として2006年に都筑区地域
福祉保健計画を策定し、地域の皆さんと関係団体・事業者などと区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザが協働して取り組んでい
ます。区全体の計画（区計画）と、連合自治会町内会・地区社会福祉協議会エリアごとの計画（地区別計画）があります。

区では、人と人とがつながるきっかけである「であい」
をつくり、そのうえに「ささえあい わかちあい」ができ
るような人のつながりを広げていくという考え方から、
人と人との「であい ささえあい わかちあい」を基本理
念としました。

　今期（第3期計画期間）は、健康づくりや高齢者の見守り、多世代交流など地域の特徴や状況に応じた多様な活動が行われ、顔の見える関係
づくりが進みました。また、区役所や区社会福祉協議会の補助金を活用し、新たな取組だけでなく、今ある活動をさらに活性化・主体化した取
組が増えました。
　地域で取り組んできた皆さんの声やこれまでの取組から見えてきた今後の課題を踏まえ、統計データ・調査結果から見える地域の特徴や兆
候、市の第4期地域福祉計画（2019年３月策定）も参考にしながら、これから区では第４期都筑区地域福祉保健計画策定に取り組んでいきます。

詳しくはこちら
つづき 3期 検索

地域の課題に対して地域の人が主体
となって進める取組です。
連合自治会町内会や地区社会福祉協議会
が主体となって作った地域の計画です。

区役所・区社会福祉協議会・
地域ケアプラザが主体となっ
て、ともに進める取組です。

◆地域の福祉保健の取組推進イベントつづき あいフォーラム
　今年３月に策定された市の第４期地域福祉保健計
画のポイントの１つに、「より身近な地域での基盤づ
くり、体制づくりの推進」があります。　
　今後も、身近な地域で、きめ細かく地域福祉保健
の取組を進めることは、地域のつながりをさらに深
めることにつながると思います。

2020年２月15日（土）13時30分～ 都筑公会堂
第1部：都筑区社会福祉大会（社会福祉功労者の表彰式典）
第２部：地域福祉保健計画活動発表会
　　　（地域の取組発表、第４期都筑区地域福祉保健計画について）

日 時 会 場

2020年２月13日（木）～19日（水）
福祉保健の取組を紹介します。

区総合庁舎１階 区民ホール日 時 会 場

内 容

◆パネル展

都筑区地域福祉保健計画推進委員会

法政大学  名和田 是彦 教授

区計画

　計画期間は5年間で、現在の第３
期計画は2021年３月までです。
2021年４月から2026年3月までを
期間とする第４期計画については、
これから策定を進めていきます。

地区別計画

「であいが広まり、お互いにささえあい、
地域がもつ力をわかちあえる地域づくり」
を目指していきます。

都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」は
区計画と地区別計画で構成されています

基本理念

いわしま  のぶゆき むらた 　  てるお

な わ た 　   よしひこ

な る み 　 　 ゆ きこ
都筑区民生委員児童委員協議会

杉田 文江 会長
す ぎ た 　  ふ み え

都筑区食生活等改善推進員会

豊田 富士子 会長
とよた 　  　 ふじこ

都筑区保健活動推進員会

大野 和子 会長
お お の 　  か ずこ

問合せ 948-2344 948-2354事業企画担当

イベント開催のお知らせ

特 集

60

65

70

75

80

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

（％）

都筑区

男性

女性

16.0%

12.2%

66.2%

63.0%

17.4%

24.2%横浜市

自治会・町内会加入率横浜市の平均寿命と健康寿命

健康寿命…健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

年齢3区分別割合の比較都筑区の人口の推移（年齢3区分別人口）

出典：2018(平成30)年度改訂版都筑区統計要覧出典：横浜市将来人口推計 出典：2016年 国民生活基礎調査を基礎データとして横浜市が算出 出典：横浜市統計ポータルサイト

15歳未満
※不明分があるため、合計値は100％になりません。
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減少傾向

横浜市全体
よりも

割合が多い！約4人に1人が
高齢者に！

健康寿命を
平均寿命に
近づける取組が
重要です！ 都筑区

横浜市
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2020年２月15日（土）13時30分～ 都筑公会堂
第1部：都筑区社会福祉大会（社会福祉功労者の表彰式典）
第２部：地域福祉保健計画活動発表会
　　　（地域の取組発表、第４期都筑区地域福祉保健計画について）

日 時 会 場

2020年２月13日（木）～19日（水）
福祉保健の取組を紹介します。

区総合庁舎１階 区民ホール日 時 会 場

内 容

◆パネル展

都筑区地域福祉保健計画推進委員会

法政大学  名和田 是彦 教授

区計画

　計画期間は5年間で、現在の第３
期計画は2021年３月までです。
2021年４月から2026年3月までを
期間とする第４期計画については、
これから策定を進めていきます。

地区別計画

「であいが広まり、お互いにささえあい、
地域がもつ力をわかちあえる地域づくり」
を目指していきます。

都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」は
区計画と地区別計画で構成されています

基本理念

いわしま  のぶゆき むらた 　  てるお

な わ た 　   よしひこ

な る み 　 　 ゆ きこ
都筑区民生委員児童委員協議会

杉田 文江 会長
す ぎ た 　  ふ み え

都筑区食生活等改善推進員会

豊田 富士子 会長
とよた 　  　 ふじこ

都筑区保健活動推進員会

大野 和子 会長
お お の 　  か ずこ

問合せ 948-2344 948-2354事業企画担当

イベント開催のお知らせ

特 集

60

65

70
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80

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

（％）

都筑区

男性

女性

16.0%

12.2%

66.2%

63.0%

17.4%

24.2%横浜市

自治会・町内会加入率横浜市の平均寿命と健康寿命

健康寿命…健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

年齢3区分別割合の比較都筑区の人口の推移（年齢3区分別人口）

出典：2018(平成30)年度改訂版都筑区統計要覧出典：横浜市将来人口推計 出典：2016年 国民生活基礎調査を基礎データとして横浜市が算出 出典：横浜市統計ポータルサイト

15歳未満
※不明分があるため、合計値は100％になりません。

15～64歳 65歳以上

2018年1月1日現在

平均寿命

健康寿命

平均寿命

健康寿命

60 65 70 75 80

81.37

日常生活が制限される期間
9.85年71.52

87.04

74.48

85 90

日常生活が制限される期間
12.56年

77.2%

63.2%
64.6% 65.1% 65.5% 65.2% 64.4%

63.5% 63.0%

77.0% 76.6% 76.1% 75.5%
74.8% 74.1% 73.4%

0

10万

20万

30万
（人）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
0

10

20

30
（％）

年少人口（0～14歳） 高齢化率生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

16.3%
17.9%

19.7%

23.1%
27.3%

減少傾向

横浜市全体
よりも

割合が多い！約4人に1人が
高齢者に！

健康寿命を
平均寿命に
近づける取組が
重要です！ 都筑区

横浜市
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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

12月12日（木）13時～18日（水）16時 地域福祉作品展 予算調整係 948-2213 948-2208
12月19日（木）8時45分～26日（木）15時 第6回都筑・ボツワナ交流児童画展 区民活動係 948-2238 948-2239
12月27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
2020年1月9日（木）10時～15日（水）14時 書初め展示 

予算調整係 948-2213 948-2208
2020年1月10日（金）13時～14日（火）10時 こどもの書道・ポスター展示 

 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。

します。個数は、児童・大人向け各20セッ
ト。なくなり次第終了。

2020年1月6日（月）～13日（祝）（6日
は9時30分から展示します）／

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。

2020年１月17日（金）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

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

12月20日、2020年1月10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
年末年始以外の休館日 12月16日(月)

■年明け最初のお楽しみ企画!
　「本の福袋」
皆さんから募集した本と、図書館員が選
んだ本の子ども向け福袋・大人向け福袋
を用意します。どんな本が入っているか
は、借りてみてからのお楽しみ。すべて
貸し出されたら、中身の種明かし展示を

都筑区休日急患診療所（内科・小児科）
911-0088

10時～16時 ※9時30分～15時45分受付
牛久保西一丁目23-4

（市営地下鉄センター北駅 徒歩8分）

施設名 休館日

都筑区役所
12月28日（土）～2020年1月5日（日）
※12月28日（土）9時～12時は土曜開庁（戸
籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部
の業務）を行います。

都筑土木事務所
北部農政事務所
北部児童相談所
都筑公会堂 12月28日（土）～2020年1月3日（金）
都筑図書館 12月29日（日）～2020年1月3日（金）
都筑区民活動センター 12月28日（土）～2020年1月4日（土）
※12月29日（日）～2020年１月３日（金）は地下駐車場を使用できません。
　地上駐車場は通常どおり使用できます。

都筑区総合庁舎 年末年始のお休み ※都筑消防署を除く

年末年始の急病時は…

診療時間
所在地

12月29日（日）～2020年1月3日（金）

食品衛生係　 948-2356　 948-2388

石けんをよく泡立てて、手の汚れとともに
ばい菌を洗い流します。
特に作業前とトイレ使用後は念入りに。
二度洗いをお勧めします。

お腹の調子が悪い時、便の中に大量の食中毒菌やウイルスが出て
いる場合があります。
家族が体調不良の時も、餅つき作業から外れた方が安心です。

手の汚れた人が餅に触らないように、
餅を扱う人をあらかじめ決めておきます。

　さらに、使い捨て手袋の適切な使用、手返し
用のお湯のこまめな交換、ついた餅は早めに
食べるか加熱して食べることも重要です。
　餅つきの季節はノロウイルスの季節でもあり
ます。衛生管理を徹底しましょう。

　餅つきには手作業が多く、食中毒の原因となる細菌やウイルスなどの
ばい菌が、汚れた手から餅に付いてしまう恐れがあります。安全に餅つき
を楽しむためのポイントを紹介します。

餅つき行事での食中毒を撃退

石けんでしっかり手を洗う

体調の悪い人は餅に触らない

手返し、成形、味付けをする人を限定する

1

2

3

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

■�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、
交流するカフェです。 12月のテーマ：現役世代の男性も地域で活躍

12月7日（土）13時30分～15時30分／
区民活動センター
50円（カフェ代）

区民活動センターから

年末年始以外の休館日 12月16日（月）

都筑消防署庶務係　 ・ 945-0119

都筑区消防出初式
2020年１月６日（月）13時30分～15時20分

【主催】都筑区消防出初式実行委員会

式典（都筑公会堂）
古式消防演技、
東山田中学校吹奏楽部演奏（都筑公会堂）
消防演技、一斉放水（区総合庁舎中庭）

※会場へは、公共交通機関をご利用ください。 
※荒天の場合、中止となることがあります。

第一部
第二部

第三部

実施内容・会場
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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

2020年1月24日（金）午前
→12月17日～2020年1月10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

12月12日、2020年1月9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
※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

12月20日（金）午後、2020年1月7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

12月20日（金）午後、2020年１月７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。

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

12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 12月17日、2020年1月７日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 12月19日、2020年1月9日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 12月12日・26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5月ごろ出産予定の人
→2020年1月10日・17日・24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
予約制

2020年1月25日（土）13時30分～15時30分
【会場】子育て支援センター ポポラ
【申込み】12月25日12時から 　16組
【問合せ・申込先】 912-5135

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

12月10日（火） 乳幼児▶９時３０分～１０時３０分　
妊産婦▶９時１０分

12月25日（水） 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。 

2020年1月15日（水）10時～11時／
茅ケ崎南保育園
15組
12月23日から

育児講座「積木であそぼう」

茅ケ崎南保育園　 943-1285　 943-1228

■12月の定例おはなし会
子どもだけで聞くおはなし会です。

12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。
■よんであげますよ～
つどおうJiJiBaBa(じじばば)隊の皆さんが絵本コーナーで読み聞かせ
をします。おすすめの絵本も紹介します。赤いバンダナをした人に声を
かけてください。

12月21日(土)10時30分～12時／

都筑図書館からのお知らせ

都筑図書館　 948-2424　 948-2432
休館日 12月16日(月)

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。気軽
に参加してみせんか。

①2020年1月10日（金）
　②31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東山田地域ケアプラザ

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
12月11日10時から東山田地域ケアプラザへ （592-5975）

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）

健康づくり係　 948-2350　 948-2354

①赤ちゃんといっしょに楽しく遊びながらの体操
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

区民活動係スポーツ担当　 948-2235　 948-2239
tz-sports@city.yokohama.jp

都筑ふれあい健康マラソン大会エントリーセンター
048-778-5880 （平日10時～17時） ※12月28日～１月５日除く

　第26回都筑ふれあい健康マラソ
ン大会を開催します。皆さんでお誘
い合わせのうえ、区の自然あふれる
緑道を楽しみながら、走ってみませ
んか？

2020年３月１日（日）
葛ケ谷公園（スタート・ゴール）と周辺緑道

12月５日～12日までに郵便振替か、12月12日～2020年1月10日まで
に か  ※締切日前であっても、各種目定員になり次第締め切ります。
詳しくは、12月から配布する募集チラシ（配布場所：区役所１階区民活動セン
ター、総合案内、区内市営地下鉄駅や地区センターなどに設置されている
PRボックスなど）または大会 をご覧ください。

第26回都筑ふれあい健康マラソン大会

【大会に関する問合せ】

【申込みに関する問合せ】

対象 コース 参加料
ファミリー 1.5キロメートル 1組2500円

小学生 1.5キロメートル 1000円
中学生 3キロメートル 1000円

高校生
5キロメートル 2000円
10キロメートル 2500円

一般
5キロメートル 2500円
10キロメートル 3000円

大会ホームページ▶



112019（令和元）年 12 月号 ／ 都筑区版10 2019（令和元）年 12 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 12月24日（火）

行事は12月11日から か
はすべて市内在住・在学・在勤者

■新春書初め会
2020年1月5日（日）10時～12時／小学
3～6年生10人 ／300円 ●
■手作り味噌をつくろう
2020年1月11日（土）10時～12時／小学
生と保護者16組32人 ／2300円 ●
■おもちゃ病院
2020年2月22日（土）10時～14時／幼児
から小学生と保護者（大人のみの参加は不
可）／36点 ／部品交換は実費負担 ●

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 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時から）

■友チョコ★ファクトリー
2020年2月9日（日）9時30分～12時30分／
小学3年生以上16人 ／800円 ●
■淑女の囲碁入門講座（全6回）
2020年1月11日～3月28日の毎月第
2・4土曜12時30分～14時30分／10人

／3000円（全回分） ●
■健康麻雀入門講座（全6回）
2020年1月15日～3月25日の隔週水曜
12時30分 ～14時30分 ／30人 ／
3000円（全回分） ●
■みんなの卓球教室（後）（全8回）
2020年1月17日～3月13日の金曜（2月
21日は除く）13時～15時／16人 ／
4800円（全回分） ●
■手作り味噌講習会

■親子体操3期（全9回）
2020年1月24日～3月27日の金曜（3月
20日は除く）①9時30分～10時30分 ②
10時40分～11時40分／1歳8か月以上
の未就園児と保護者 各40組 ／4000
円（全回分） ●
■おもちゃの病院
2020年1月11日（土）10時～15時／幼
児と保護者18組  ●
■おはなしかい
12月19日（木）11時～11時30分／20人
程度の親子 ／

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 12月9日（月）

行事は開催日の1か月前から か
■一眼レフ・ミラーレスカメラ基礎講座
　（全6回）
2020年1月11日～3月28日の毎月第2・
4土曜12時30分～14時30分／20人

／4800円（全回分） ●
■クラフトforキッズ
2020年1月11日（土）①9時30分～11時 ②
11時15分～12時45分／各7人  ※4歳
児～未就学児は保護者同伴／500円 ●
■子どものアートⅢ（全3回）
2020年1月26日、2月16日、3月15日
の日曜9時30分～11時30分／3歳から
小学生まで（未就学児は保護者同伴）30
人 ／1500円（全回分） ●
■骨盤体操（全６回）
2020年１月17日・31日、２月７日・21日、
３月６日・27日の金曜10時～11時30分／
20人 ／3000円（全回分）

開催日１か月前から か か、
を明記し
■クリスマスのおはなし会
12月21日（土）10時30分～11時30分／

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

 http://tminkaen.org

休館日 12月9日（月）・23（月）

行事は2か月前から か
要問合せ

■七草粥とお蔵開き
七草粥の販売／2020年1月7日（火）11
時～12時／100人 ／100円／
■鬼は外!福は内!
豆まきをする年男・年女（子

ね ど し

年生まれ）の
人募集／2020年2月3日（月）①11時 ②
11時30分／各4人

12月11日から か
■体験!南京玉すだれ
12月15日（日）14時～16時／
■初めての茶道講座
①12月7日：表千家（男性講師） ②14
日：表千家 ③21日：大日本茶道学会 ④
28日：裏千家　いずれも土曜10時～
12時30分／高校生以上 各10人 ／
各2000円 ●
■親子・子ども茶道講座
12月14日：表千家・21日：大日本茶道学
会・28日：裏千家　いずれも土曜13時30
分～16時／5歳～中学生の子と親 各10人

／親各2000円、子ども各1000円 ●

せせらぎ公園古民家

592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 12月5日（木）・19日（木）

要問合せ
■手打ちうどんを食べませんか
12月15日（日）11時30分～12時30分
※雨天中止／30食 ／1食500円／
■もちつき
12月22日（日）11時～餅つき、11時30
分～販売 ※雨天決行／100パック ／
1パック 200円／

2020年1月21日（火）①9時～12時30
分 ②12時30分～15時30分／各8人  
※子ども同伴不可／4000円 ●
■おはなし広場
12月19日（木）10時30分～11時／

仲町台地区センター

943-9191 943-9131
〒224-0041　仲町台二丁目7-2

休館日 12月9日（月）

行事は12月11日9時から か10
時から
■男性セカンドライフ講座（全5回）
①2020年1月18日（土）10時～12時30
分 ②2月8日（土）10時～12時 ③2月22日

（土）9時～12時 ④3月14日（土）10時～
13時 ⑤3月28日（土）10時～13時／①
仲町台地区センター ②新栄地域ケアプ
ラザ ③仲町台駅集合 ④仲町台地区セン
ター ⑤仲町台地区センター集合／男性
セカンドライフを考える女性の参加も可／
20人 ／2500円（全回分） ●
■大人のピアノ教室（全4回）
2020年1月23日～2月13日の木曜①13
時～14時30分 ②14時40分～16時10
分／各5人 ／3800円（全回分） ●
■百人一首大会
2020年2月15日（土）9時30分～／小学
4年生以上20人 ／800円 ●
■かきぞめ講座
2020年1月5日（日）9時30分～11時30
分／小学生以上20人 ／800円 ●
■大人の折り紙
2020年2月1日（土）10時～11時30分／
20人 ／500円 ●
■朝活!ビューティコアトレーニング
　（全6回）
2020年1月15日・29日、2月5日・19日、3
月4日・25日の水曜9時30分～10時30分／
女性のみ22人 ／3600円（全回分） ●

■犬のしつけ教室
12月14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
■お正月飾り作り
12月22日（日）10時～12時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／20人 ／1000円 ●
■お正月遊びと餅つき
2020年1月19日（日）10時～12時／レ
ストハウス集合／50人 ／500円 ●
■里山保全体験
2020年1月11日（土）9時～12時／ば
じょうじ谷戸休憩所集合 ●
■炭焼き体験（宮谷戸窯）
2020年1月11日（土）9時～16時：炭材
作りと窯詰め・18日（土）8時～17時：炭
焼き・25日（土）9時～12時：窯出しと炭
材作り ※雨天決行 ●

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

12月16日（月）休館日

行事は開催日の1か月前10時から
か

■親子の広場�「かもっこくらぶ」
①2020年1月14日（火） ②2月4日（火）：
おさるんリトミック ③1月23日（木）：元気
になるカラーセラピー　いずれも10時30
分～11時30分／未就園児と親／①②20
組  ③15組 ／各1組300円 ●
■親子でDIY!「鳥の巣箱作り」
2020年2月2日（日）10時～12時 ※雨
天中止／中学生以下の子と保護者15組

／1組300円 ●

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

■�正月用生け花教室
12月27日（金）14時～16時／10人 ／
大人3000円・15歳以下2000円（花代）

12月20日までに か
■勝田ふれあい寄席
2020年1月18日（土）10時30分～11時
30分／大人40人 ／100円

12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

行事は事前に か
■囲碁の時間
毎月第2・4木曜13時～17時（指導は15
時～）／
■楽しいかきぞめ教室
12月28日（土）10時～12時／小学生20
人 ／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
■はつらつ健康フェア
　（かんたんエクササイズと健康チェック）
2020年1月18日（土）10時～12時／
■英語で遊ぼう!冬（全5回）
2020年1月15日・29日、2月5日・19日、

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12月11日～2020年1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。

施設名 休館（休園）日

◆つづき地域活動ホームくさぶえ（緊急時のみ対応） 12月28日（土）～
2020年1月3日（金）

◆都筑センター（都筑地区センター・横浜市つづき緑寿荘）
◆地区センター（中川西・仲町台・北山田）
◆スポーツ会館（大熊・東山田）
◆横浜市歴史博物館工房（ワークショップ・ガイド）
◆大塚・歳勝土遺跡

12月28日（土）～
2020年1月4日（土）

◆よこはま動物園ズーラシア 12月29日（日）～
2020年1月1日（祝）

◆コミュニティハウス
（川和小・東山田中・勝田小・つづきの丘小・都田小・北山田小・中川中）

◆障害者研修保養センター「横浜あゆみ荘」
※12月27日（金）に宿泊の場合は28日（土）の退室時まで対応

◆都筑民家園　◆都筑中央公園（レストハウス・休憩所）
◆鴨池公園こどもログハウス　◆つづきＭＹプラザ
◆地域ケアプラザ（加賀原・葛が谷・新栄・中川・東山田）
◆都筑プール　◆都田公園　◆区社会福祉協議会「かけはし都筑」
◆アートフォーラムあざみ野
　（男女共同参画センター横浜北・横浜市民ギャラリーあざみ野）
◆せせらぎ公園古民家
◆都筑スポーツセンター

※12月28日（土）は9時～17時、2020年1月4日（土）は13時～21時開館
◆茅ケ崎公園自然生態園

12月29日（日）～
2020年1月3日（金）

◆都筑区子育て支援センターポポラ・ポポラサテライト 12月29日（日）～
2020年1月6日（月）

◆横浜国際プール ※12月30日（月）は13時30分まで開館 12月30日（月）～
2020年1月3日（金）

年末年始のお休み
※年末年始以外のお休みは、各施設の欄をご覧ください。掲載がない施設は該当施
設にお問い合わせください。
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3月4日の水曜①15時40分～16時20分 
②16時30分～17時10分／①小学1～
3年 ②幼稚園年中・年長 各10人 ／
1700円（全回分） ●
■産後ママと赤ちゃんのヨガ�冬（全5回）
2020年1月15日・29日、2月5日・19日、
3月4日の水曜 ①10時～10時45分 ②
11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 ／1500円（全回分） ●
■初めてのリトミック�冬（全3回）
2020年1月27日、2月10日、3月9日の
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歳児（はいはい～たっち） ②1
歳児（歩き始め） ③1歳半以上（歩ける子） 
各10組 ／900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（クリスマス会）
12月20日（金）10時30分～12時／乳幼
児と親20組 ／300円

事前に か か、 ・ を明記し

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

■ペーパークラフト（クリスマス）
12月7日（土）10時～12時／小学生（2年生
以下は保護者同伴）10人 ／100円 ●
■2019クリスマスコンサート
12月21日（土）14時～16時／
■今日から始める!
夫婦のための「エンディングノート」

2020年1月18日（土）①10時30分～：セ
ミナー ②12時20分～15時：個別相談
会／30人  ●

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12月11日10時から か
■1日サークル体験シリーズ�
英会話サークル“ソネット”

2020年1月11日（土）15時30分～16時
20分／5人  ●
■司法書士巡回相談会
2020年1月18日（土）13時～15時／1
組30分×4組  ●
■介護者のつどい�新春落語会
2020年1月31日（金）13時30分～15
時／30人

12月17日10時から 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
■ほっと茶屋（クリスマス会）
12月17日（火）13時～14時30分／介護者ま

【金曜 12月6日～12月27日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 12月7日～12月21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 12月3日～12月24日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 12月4日～12月25日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
510円／24人

【金曜 12月6日～12月27日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 12月7日～12月21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/

12月10日(火)休館日

■冬の定期教室追加募集
応募期間：12月11日（水）9時30分～
※対象教室は か
■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▶ズンバ／11時15分～、ヨガ／12
時20分～
火曜▶はじめてエアロ／11時10分～、
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～

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 12月23日（月）

■パパといっしょに作って遊ぼう
12月14日（土）10時30分～12時／
未就学児と親30組 ／

■�Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
12月22日（日）、2020年1月5日（日）
いずれも12時～12時40分／

たは介護を終えた人15人 ／500円 ●
■親子でふれあい体操�ころころぱんだ
全6回のうち残り4回の追加メンバー募
集中／12月13日、2020年1月10日、2
月14日、3月13日の金曜 いずれも①9
時30分～10時25分 ②10時40分～
11時35分／①2・3歳児 ②1歳児 各20
組 ／1600円（残り4回分） ●

地域活動ホーム くさぶえ
590-5778 590-5779

〒224-0014　牛久保東一丁目33-1

■プロから学ぶ庭つくり
～レンガを使って～（全3回）

2020年1月15日、2月5日、3月4日の水
曜10時30分～12時30分／全回参加可
能な人10人 ／2500円（全回分）

12月27日までに か を明記し
■クリスマスおはなし会
12月19日（木）11時30分～12時／未就
学児と保護者／

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）
■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
ガイドや公園内工房を会場にしてモノづ
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。／12
月1日（日）～27日（金）9時～17時／

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 12月23日（月）

■�姿勢測定会
12月17日（火）13時～15時／20人 ／
1020円

11月17日から か
■�冬の定期教室追加募集中
2020年1月～3月開催。詳しくは か

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
ングは15分前）。15歳以上（中学生不
可）。 　動きやすい服装、タオル、室内
シューズ（ヨガは不要）＊印は 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、定員40人）

【火曜 12月3日～12月24日】
①ソフトエアロ／12時25分～

【水曜 12月4日～12月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

■�ショーケースギャラリー　大
お お の

野綾
あ や こ

子展
2020年1月6日（月）～3月22日（日）
9時～21時／
■�フェローアートギャラリー　山

や ま の

野将
ま さ し

志展
10月30日（水）～2020年1月26日（日）
9時～21時／
■�市民のためのプログラム「手

て が き

描友
ゆうぜん

禅」
（全3回）

2020年2月7日・21日、3月27日いず
れも金曜14時～16時30分／中学生以
上15人 ／1万円（全回分、材料費込） 
※ あり

12月26日までに か、 ・ を
明記し

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 12月17日（火）・24日（火）、
2020年1月7日（火）

ズーラシア 検索

※入園料はすべて別途
■ハッピークリスマスinズーラシア
サンタクロースから特別なエサをプレゼ
ント／12月21日（土）・22日（日）／
■ズーラシアでお正月
2020年1月2日（木）・3日（金）：竹馬やこ
ま回し、4日（土）・5日（日）：鳥たちの運勢
占い／

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

 https://popola.org/

日・月曜、祝日休館日

行事は前開館日までに か
■親子で楽しむ「冬のおはなし会」
2020年1月24日（金）①10時15分～
10時40分 ②11時10分～11時35分／
0・1歳児と保護者12組  ●
■「出前」就職支援セミナー

「収入の壁」を考える／2020年1月16日
（木）10時30分～12時／未就学児と保
護者12組  ●
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
①2020年1月11日（土）・②22日（水）・③
29日（水）いずれも10時30分～11時30
分／①②ポポラ ③葛が谷地域ケアプラ
ザ／各10組  ●
■じっくり相談
専門相談員による子育て相談／2020年
1月11日（土）・18日（土）・25日（土）いず
れも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

12月21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／12月21日（土）10
時～16時／未就学児とその家族／
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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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自主事業も子ども
向けをはじめ随時
開催。気軽にご利用
ください。

都田小学校コミュニティハウス（〒224-0053 池辺町2831） 941-9522・ 鴨池公園こどもログハウス（〒224-0006 荏田東三丁目2）

いしかわ しゅういち

石川 秀一 館長

子どもたちが木のぬくもりを感じながら
自由に集い遊べる公園施設です。
遊具のある活発なスペース、
ネット階段、すのこ橋、吊り橋、
登り棒、らせん滑り台、鬼ごっこ
やかくれんぼができる展望台や
地下迷路などがあり、汗だくに
なるまで遊べます。絵本や幼児
遊具（積み木、幼児滑り台）があ
る静かなコーナーは、赤ちゃん
も安心して過ごせます。

自然の中に「木」
で組み立てられ
たハウス。憩いの
場、遊びの場に。

942-1569・

第4回

都田小学校コミュニティハウス 鴨池公園こどもログハウス９時～21時
火・木曜、年末年始

開館時間
休 館 日

９時～1７時
第３月曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始

開館時間
休 館 日

飯島 悦郎 館長
いいじま えつろう

研修室、和室、図書コーナー、サロ
ンがあり、個人利用・団体利用、乳
幼児からシニアまで、幅広く利用さ
れています。団体は、健康系・文化
系・子育て系などさまざまなサーク
ルが活動中。図書は、話題の新刊、
料理本・乳幼児向け絵本・コミック
など、さまざまなジャンルの本をそ
ろえてお待ちしています。

124年の歴史ある小学校の一角に生まれて24年、
「コミハウ」と呼ばれて親しまれています。

コミュニティハウスは、地域の人が誰でも利用できる施設です。
区内に学校施設を活用したコミュニティハウスが７館あります。

こどもログハウスは、小・中学生、保護者の付き添いがある幼児を対象と
した施設です。子どもたちが楽しく遊べる遊具がいろいろあります。

都田中学校
都田小学校

関東運輸局
神奈川

運輸支局
横浜池辺
郵便局

都田中学校
入口

池辺町

八所谷戸

★ 都筑区
総合庁舎

都筑警察署

つづきの丘
小学校

かもいけ
ランド

鴨池公園

都筑中央公園

中村

区役所通り

葛ケ谷公園西

★
センター南駅

◆X'masソングをご一緒に
指導：須

す す だ

々田 覚
さ と こ

子 氏 
美しいハーモニーを聞いて、歌って、楽し
いひとときを♬お茶菓子付き／12月21日

（土）15時～16時15分／つづきの丘小
学校コミュニティハウス

事前に か、 ・参加人数を明記し
※当日参加も歓迎

古
こ や ま

山　
090-7813-6418　 912-3726

◆国産大豆を使った手作りみそ教室
国産大豆と天日塩に無添加のこうじを混
ぜて作ります／2020年１月18日（土）・
25日（土）いずれも13時～15時／都筑
ハーベスト（茅ケ崎東五丁目6-5）／各20
人 ／1500円／エプロン、三角巾、ふ
た付き容器、大きめのジッパー付き保存袋

（数枚）（みそ1.5kg持ち帰り用）
2020年１月11日までに か、

と何度目の参加かを明記し
都筑ハーベスト　伊

い と う

藤、桑
くわはら

原

◆くろがねキッチン～PIZZA�天国～
2020年1月19日（日）10時30分～14
時／くろがね青少年野外活動センター／
小学生とその家族40人 ／2歳以下
100円、3歳～未就学児800円、小学生
1500円、中学生以上2000円

・ 945-7174（９時～17時） ※12月25
日から2020年１月６日および日・月曜はお問
い合わせできませんので、ご注意ください
◆書道・資源・防災ポスター作品
　「子ども展」
作品募集：区内在住・在学の小・中学生対
象／①書道：通常の半紙、楷書（中学生は
行書も可）で１人１点、折らずに提出。課
題：小学生は学年ごとに、１年「大」か「生」、
２年「花」か「正」、３年「ゆめ」か「元気」、４
年「太陽」か「新しい友」、５年「希望」か「信
じる心」、６年「航海」か「無限の力」、中
学生は「尊敬」か「将来展望」 ※学年・氏
名も審査対象／②資源または防災ポス
ター：八つ切り画用紙（横）で１人１点／①
②とも作品１点につき100円

2020年１月10日15時30分～16時に
区総合庁舎１階区民ホールへ作品と参加
費を持参 ※作品は返却しません

都筑区子ども会育成連絡協議会　早
はやかわ

川　
090-5504-9812　 471-9923

12月15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/）

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※

オ セ ロ
各施設で講習受講、予選で勝ち抜いた４人が
大会で競い、都筑のチャンピオンを決定！ 

※終了時間は目安です。 ※講習・予選会のご参加は1人１施設のみでお願いします。

2020年2月8日（土）10時～12時／川和小学校コミュニティハウス（川和町１４６３）

200円（大会参加費は無料） 12月18日各施設20人募集参加費 定員 申込開始

講習・予選会日程／会場
会場 講習・予選会日時 問合せ・申込み

勝田小学校コミュニティハウス 1月13日（祝）10時～12時 ・ 592-1877
東山田中学校コミュニティハウス 1月13日（祝）14時～16時 ・ 591-7240
川和小学校コミュニティハウス １月18日（土）10時～12時 ・ 934-8666
中川中学校コミュニティハウス １月18日（土）14時～16時 ・ 591-3131
つづきの丘小学校コミュニティハウス 1月25日（土）14時～16時 ・ 945-2949
北山田小学校コミュニティハウス １月26日（日）10時～12時 ・ 591-8444
都田小学校コミュニティハウス 1月26日（日）14時～16時 ・ 941-9522

都筑区コミュニティハウス7館連携事業

大会日程／会場

オセロ・Othelloは登録商標です　TM＆© Othello,Co. and MegaHouse
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