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皆さんに分かりやすく
お伝えできるよう、私
たちキャラバン・メイト
も勉強しながら、頑
張っています。
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認知症サポーター
キャラバンロゴマーク
「ロバ隊長」

　講座を受講すると、認知
症の人やその家族を応援
する「目印」として、オレン
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◆ 区の人口・・・・・・212,789人（前月比147人増）
◆ 区の世帯数・・・84,010世帯（前月比85世帯増）
※2020年2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.269

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  3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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2020年４月25日（土）で都筑図書館は25歳の誕生日を迎えます。
これからも市民の皆さんのご来館を心よりお待ちしております。

特 集

都筑区読書活動推進目標って何？

４月25日に都筑図書館開館
定例おはなし会がスタート

都筑区制５周年記念シンポジウムを開催

市立図書館全館で月曜開館開始

市民グループ「都筑図書館ファン倶楽部」正式発足

都筑区制10周年・都筑図書館開館10周年記念事業を開催

市立図書館全館でインターネットの予約・貸出延長サービス開始

都筑区制15周年記念事業都筑図書館誕生祭開催
都筑図書館キャラクター「みゃーご」と「ちゅーず」誕生

総合案内カウンターの開設
「つづきっこ読書応援団」誕生

「丘のヨコハマ写真館」を図書館ホームページに開設
（※2019年３月31日に閉鎖）
「都筑図書館から未来を描く協働の会」発足

つどおうJiJiBaBa隊が都筑図書館で読み聞かせ
「絵本を読んであげますよ～」初開催

全区に先駆けて、区が読書活動推進目標を策定
都筑図書館開館20周年記念プレイベント開催

　都筑区の地域性に合わせた読書活動を
推進するために定めた目標です。第1期で
は「読書を通じて子どもも大人もみんなが
輝く」、第2期では「本の力でみんな輝く」
をスローガンに、地域全体で読書活動を
進めます。

令和元年度に都筑区読書活動推進目標を改定！
　2014年10月に全区に先駆けて読書
活動推進目標を策定してから5年がた
ち、第2期で改定されました。この改定
では、2015年国連サミットで採択され
たＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点
を踏まえ、「17のゴール」との関連付け
がされています。

都筑区読書関連施設マップ完成
都筑図書館開館20周年事業実施
みゃーごとちゅーずが
図書館キャラクター・グランプリで入賞

市立図書館初、文部科学大臣表彰を受賞

郷土講演会「都筑の歴史」開催
（『図説 都筑の歴史』刊行プレイベント第１弾）

修理ボランティア養成講座を開催

毎月のおはなし会で0・1歳向けおはなし会を開始
川和中学校が文部科学大臣表彰を受賞

「つづきっこ読書応援団」が
文部科学大臣表彰を受賞

「認知症・介護予防」の取組み強化

公衆無線LANサービス提供開始
「走らせよう！つづきブックカフェ」を開始
『図説 都筑の歴史』刊行に伴い展示を開催
都筑図書館公式Twitter開設

※目標は区ホームページで閲覧できるほか、
　都筑図書館などで配布しています。

区が策定した「都筑区読書活動推進目標」に合わせて、都筑図書館の取組をご紹介します。

都筑図書館25年の歴史を年表で振り返ります。 市立図書館全体の出来事 都筑図書館との関係団体主体の出来事横 関

都筑図書館 　　948-2424　　948-2432問合せ

@LibTsuzuki

1995（平成7）年

2000（平成12）年

2001（平成13）年

2003（平成15）年

2004（平成16）年

2005（平成17）年

2010（平成22）年

2011（平成23）年

2012（平成24）年

2013（平成25）年

2014（平成26）年

2015（平成27）年

2016（平成28）年

2017（平成29）年

2018（平成30）年

2019（令和元）年

横

横

関

関

関

関

関

関

関

「かたらんらん」と「つどおうJiJiBaBa隊」の2つの読み聞か
せグループが、絵本や紙芝居などの読み聞かせをします。

特別おはなし会

ライブラリーナイト

時間 14時～16時
場所 都筑図書館対面朗読室

閉館後の図書館で、音楽と読書に親しみませんか。
時間 17時30分～18時30分
場所 都筑図書館

「都筑図書館から未来を描く協働の会（TMEK）」

代表  若杉 隆志さん

都筑図書館と関わりのあるグループさんからメッセージをいただきました！

わかすぎ  たかし

じ じ ば ば

「つづきっこ読書応援団（TDO＝つどおう）」

代表  三田 律子さん
みた　　りつこ

「走らせよう！つづきブックカフェ実行委員会」

代表  江幡 千代子さん
えばた　　 ちよこ

子どもが読書に親しむ機会を
広げます

　図書館内のおはなし会だけではなく、子育て支援施設などと協力
して積極的に展開しています。学校では、児童生徒を対象にブック
トークなどを実施しました。

　家庭での読書習慣の定着と、子ども・乳幼児に加えて、高校生
の読書に関する活動への支援に力を入れます。

Popolaパパ向けおはなし会の様子 中高生POP展

おとなの読書活動を推進し、
担い手を支援します

　学校図書館で活躍する図書ボランティアの研修や、保育士に向け
て絵本の読み聞かせ講座などを行っています。

　幅広い世代への読書活動を推進することを明文化し、読み
聞かせや図書修理を行う読書活動を支援するボランティアの
拡大・支援についても言及しました。

学校図書館ボランティア大交流会の様子 いきいき音読教室の様子

読書をより身近なものにします

　「本のあるまちつづきブックマップ」を作成し、読書関連施設の情報
を提供しています。

　従来のブックマップを改定し、目標と一体となった「あなたと
本の架け橋つづきブックマップ」を作成しました。地域資料・
郷土資料の充実、SNSやICTの活用、障害のある人への対応
などについても考えています。

データでみる都筑図書館
貸出利用者数▶計34万1041人
貸 出 冊 数 ▶計99万4816冊
…ともに市立図書館内で１位！

入 館 者 数 ▶計82万679人
…市立図書館内で２位！

※平成30年度の横浜市立図書館の利用データより

地域、団体、関係機関等が
協働して読書活動を推進します

　都筑図書館と協働している団体には、「都筑図書館から未来を描く
協働の会」、「走らせよう！つづきブックカフェ実行委員会」、認知症
カフェなどがあり、読書活動事業を協働で行っています。地区センター
や区役所などとも協働しています。

　本と人との出会いの場であり、世代間のつながりがさけばれる
中、場づくりとしての図書館のありかたを再確認しました。

ライブラリーナイト  ビブリオバトルの様子 読み聞かせグループ「かたらんらん」
おはなし会の様子
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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

3月12日（木）～18日（水） 自治会町内会パネル展 地域振興係 948-2231 948-2239
3月12日（木）～18日（水） 第４回WOMEN'S MEET UP FES in 都筑 区民活動係 948-2238 948-2239
３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
3月25日（水）11時30分～30日（月）14時 つづき人交流フェスタ 区民活動係 948-2238 948-2239
４月4日（土）～５日（日） ミニヨコハマシティ2020 区民活動係 948-2236 948-2239

 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。

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
3月16日(月)休館日

■図書館はあなたを守りたい
自殺予防に関するパネルと関連資料を展
示します。

３月11日（水）～25日（水）／

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

3月20日（祝）、4月3日（金）
10時～10時40分

東山田地域ケアプラザ

　農家に教わるトウモロコシの栽培体験。最後に採りたての甘いトウモ
ロコシの釜ゆでを味わいます。

第1回「種まき」 ４月２５日(土)10時30分～12時30分
　 第2回「追肥・土寄せ」 ５月16日(土)10時30分～12時30分
　 第3回「花粉付け・電気柵張り」 ６月１３日(土)10時30分～12時30分
　 第4回「収穫・釜ゆで」 ７月１１日(土)9時～11時
　※作物の生育状況、天候などによる日時変更あり

にいはる里山交流センター
　（緑区新治町887、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）20組
　※１回目に必ず参加できる人

１組3600円（収穫するトウモロコシ８本付き、保険代含む）
３月15日から新治恵みの里 （http://www.niiharu.link）の

　「申込フォーム」から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

新治恵みの里 トウモロコシ作り教室(全４回)

資源化推進担当　 948-2241　 948-2239

　都筑区では、市民活動団体「つづ
きっこ読書応援団（ＴＤＯ＝つどおう）」
と協働で子ども向け図書の寄付を募
り、市立小学校や保育園などに無償
で配付する活動を行っています。

「読みたい」×「もったいない」
リユース図書の募集

ご家庭で不要になった子ども
向け図書の募集を行います。
今年度は約９４０冊の図書を

3月2９日（日）10時～15時
区総合庁舎1階図書館入口／

１７小学校へ配布
しました！

環境衛生係　 948-2358　 948-2388

犬の登録と予防注射はお済みですか？

◆必要な物

〈注意事項〉

　生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防
法に基づき、飼い犬を登録（生涯1回）し、年1回
狂犬病予防注射を受けさせて、毎回届け出る
義務があります。
　お近くの動物病院または下記出張会場で狂
犬病予防注射を受け、注射済票の交付手続き
を行ってください。

受付時間：午前▶10時～12時／ 午後▶13時30分～15時

動物病院で狂犬病予防注射を受ける場合の手続きは？
　市の委託を受けている登録動物病院の場合は、注射の際「交付申
請書」をお持ちいただくと、その場で注射済票の交付を受けられます。
※注射料金については各動物病院に直接お問い合わせください。
　その他の動物病院で注射を打ち、ご自身で手続きする場合は、動物
病院から発行される「狂犬病予防注射済証明書（原本）」と「交付申
請書」、手数料（1頭につき550円）を持って、環境衛生係（2階25番窓
口）で手続きを行ってください。
　なお、市の委託を受けている登録動物病院一覧は、お知らせに同封さ
れたリストもしくは動物愛護センター でご確認ください。
横浜市動物愛護センター 検索

● 狂犬病予防注射済票交付申請書（交付申請書）
 （登録済の犬のみ。３月中旬ごろ郵送の予防注射のお知らせに同封）
 ※注射当日に問診票部分を記入してからお越しください。
●1頭につき3650円
 （注射料金3100円＋注射済票交付手数料550円）の費用
 ※注射料金が変わりましたので、ご注意ください。
 ※未登録の犬の場合は、別途登録手数料（3000円）が必要です。

・事故防止のため、犬をしっかりと押さえられる人が連れてきてください。
・犬の状態によっては、獣医師の判断により注射ができない場合があります。
・荒天の場合は、出張会場での注射を中止することがあります。
・各会場には駐車場がありません（区総合庁舎を除く）。また、区総合庁舎駐車場 
 は、混雑する場合があります。時間に余裕をもって会場へお越しください。

●令和２年度　狂犬病予防注射出張会場日程
実施日 受付時間 会場名（所在地）

4月2日(木)
午前 山田富士公園〈北山田公民館の向かい〉（北山田一丁目4）
午後 東山田公民館（東山田町1300）

4月10日(金)
午前 池辺町杉山神社（池辺町2718）
午後 佐江戸会館　駐車場（佐江戸町2020）

4月13日(月)
午前 大熊町公民館（大熊町497）
午後 東方天満宮（東方町1275）

4月18日(土)
午前 区総合庁舎駐車場側（茅ケ崎中央32-1）　

※受付時間にご注意ください午後

4月22日(水)
午前 川和八幡神社（川和町2388）

午後 区総合庁舎駐車場側（茅ケ崎中央32-1）
※受付時間にご注意ください

　4月１日（水）より駐車場指定管理者がタイムズ24株式会社連合体
から日本パーキング株式会社へ変更となります。これに伴い、3月23日

（月）から４月中旬まで駐車場機器入替作業を行います。（駐車場は通常
どおりご利用いただけます。）
　また、料金が変更になります。

※区役所に手続きや相談で来庁された人などには、これまでどおり利用料金の減免を行います。

市民局 地域施設課　 671-2086　 664-5295
予算調整係　 948-2213　 948-2208

区総合庁舎駐車場のご案内 都筑区総合庁舎  駐車場 検索

区総合庁舎駐車場指定管理者変更のお知らせ

平日 土・日曜、祝日
8時〜22時 30分 200円

22時〜8時 60分 100円

最大料金 ⃝夜間（22時～8時）最大400円
⃝夜間（22時～8時）最大400円
⃝当日最大1100円（24時切替）

Q
A
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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

エイズ・梅毒検査
予約制

3月12日・19日・26日の木曜9時～9時30分
【受付】区役所1階福祉保健センター健診室内／
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

3月27日（金）午後
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

3月27日（金）午後
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

3月17日（火）午前・27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 3月17日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 3月26日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 3月12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8月ごろ出産予定の人
→4月3日・10日・17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

4月25日（土）13時30分～15時30分
都筑区子育て支援センターポポラ

【定員】16組
【申込み】3月25日12時から
【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

3月9日（月） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

3月23日（月） 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。 

区民活動センター　 948-2237　 943-1349

　市民活動・生涯学習団体・プログラムバンク登録者が活動内容を展示
します。

3月25日（水）11時30分～30日（月）14時
区総合庁舎１階区民ホール／

　令和元年度に都筑区市民活動事業を実施した団体が、成果発表を行
います。
　地域で活動している人や、これからグループを作って活動を始めたい

★今年度は「パネル展コンテスト」を開催！あなたの一票が
　区で活躍している市民団体への応援メッセージになります。

［投票日］3月28日（土）・29日（日）10時～16時（29日は15時まで）
［表彰式］3月30日（月）14時～

区民活動センターから

休館日 3月16日（月）・20日（祝）

■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。

3月21日（土）10時30分～12時／
■くまさんのおはなし会（4月）

4月9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
3月26日から か

■3月の定例おはなし会
3月18日（水）15時30分～16時／
1人でおはなしが聞ける子 

　※保護者の付き添いは事前にご相談ください。

都筑図書館からのお知らせ

都筑図書館　 948-2424　 948-2432
休館日 3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です。
気軽に参加してみませんか。

①４月24日（金） ②５月８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栄養相談室
　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
3月24日10時から

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赤ちゃんといっしょに楽しく遊びながらの体操

 第23回つづき人交流フェスタパネル展

令和元年度都筑区市民活動事業  合同成果発表会

　市では､災害時の医療救護活動を支援していただける看護職を募集
しています｡

事業企画担当　 948-2344　 948-2354

Ｙナース（横浜市災害支援ナース）募集

　大震災発生時に、あらかじめ登録された医師、薬剤師、
市職員とともに、横浜市防災計画に基づく「医療救護隊」と
して活動する看護職のことです。主に負傷者の対応やトリ
アージなどの医療救護活動を行います。

　市内在住または在勤の保健師・助産師・看護師・准看護師の有資格者
で、大震災などの災害が発生した時に、区内の仮設救護所などで活動で
きる人。 
※ただし、病院勤務などで災害時に職場参集することに
　なっている人は原則除きます。

　登録申込票を事業企画担当（2階23番窓口）へ持参
または郵送。 ※登録申込票は からもダウンロード
できます。 都筑区 Yナース 検索

◆登録資格

◆登録方法

Yナース
って何？

と考えている人、役立つ情報や
ヒントがきっと見つかりますので、
ぜひご参加ください。

3月14日（土）9時30分～12時
区役所6階大会議室／
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 3月31日（火）

はすべて市内在住・在勤者
■おはなしのポケット
子育て支援グループあっぷりけによるお
話会／3月18日（水）①10時30分～ 
②15時～／未就学児と保護者／
■子育てサロン
3月11日・25日の水曜10時～12時／未
就学児と保護者／
■おもちゃ図書館
3月13日（金）10時30分～14時30分／
■つづき緑寿荘　カラオケ サロン
4月～9月の毎月第4水曜13時30分～15
時／

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 3月9日（月）

行事は講座開催日の1か月前（申込
開始日が休館日の場合はその翌日）から

か （申込初日の は10時から）
■みんなの卓球教室（前）（全10回）
４月17日～10月16日の金曜13時～14時
45分／16人 ／6000円（全回分） ●
■街の寺子屋前期（全6回）
地域の人による科学や卓球、料理、遊び
などの体験学習プログラム／４月25日

（土）、５月23日（土）、6月20日（土）、８月
30日（日）、９月26日（土）：10時～12時、
８月１日（土）：17時45分～／小学３～６年
生16人 ／1000円（全回分） ●
■心を伝える親子クッキング講座
　①ママの日サンドイッチ
“ありがとう”を届けよう／5月10日（日）9
時30分～12時30分／幼稚園年長～小学
生の親子12組 ／1組1200円 ●
■わんぱく将棋教室
ルールを教わりながら対戦を楽しみましょ
う／4月11日～2021年3月13日の第2土
曜（8・11月を除く）13時～14時45分／小
学生／1回200円／
■学習教室「葦の会」
4月15日から毎週水曜15時～16時30
分／4月11日（土）13時30分から行われ
る説明会に保護者同伴で参加できる小
学生12人  ●
■おはなし広場
読み聞かせやパネルシアター／3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 3月9日（月）

行事は開催日の前日までに か
■スワッグで春を束ねる
春の花を束ねて、お部屋を春らしく演出／
3月23日（月）10時～11時30分／16人

／2000円 ●
■パワーヨガ1期（全10回）
5月12日～7月14日の火曜 Ａ：9時15
分～10時15分、Ｂ：10時30分～11時
30分／各60人 ／4000円（全回分）

4月7日までに か、 ・ と希望
クラスを明記し
■親子体操1期（全10回）
5月8日～7月17日の金曜 Ａ：9時30分～
10時30分、Ｂ：10時40分～11時40分／

4月19日（日）9時～12時／12人 ／
1000円 ●
■手打ちそばを食べよう
4月18日（土）12時集合／50人 ／一人
前500円 ●
■楽しく着物を着ましょう
4月8日（水）13時～15時／女性15人

／1800円 ●
■いろりばたおはなし会
3月16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 3月5日（木）・19日（木）、4月2日（木）

■犬のしつけ教室
3月14日（土）10時～11時 
※雨天中止／
その他にもさまざまな催しを開催してい
ますので、詳しくはお問い合わせください。

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

 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
と申込者全員の ・ を明記し か
※記載のない場合小雨決行・荒天中止
■春の植物観察会
スミレが咲き春たけなわ、春の公園で草
花を愛でながら歩く／4月5日（日）9時～
12時／レストハウス集合 ●
■春の昆虫観察会
春を代表する里山の蝶ツマキチョウ、春
に発生して消えてしまうスプリングエフェ
メラルも観察しましょう／4月12日（日）9
時～12時／レストハウス集合 ●
■里山保全体験
間伐した竹を使って竹細工体験／4月4日

（土） 9時～12時／ばじょうじ谷戸休憩所
集合 ●
■田畑作業体験
サトイモの植付け体験／4月4日（土）13時～
16時／ばじょうじ谷戸休憩所集合 ●
■炭焼き体験（宮谷戸窯）
4月11日（土）9時～12時：炭材作りと窯
詰め・18日（土）8時～17時：炭焼きと体
験プログラム・25日（土）9時～12時：窯
出しと炭材作り ※雨天決行 ●
■ネイチャークラフト作り
自然の材料を使ってクラフトを楽しもう／
3月22日（日）10時～15時（受付は14時
30分まで） ※雨天中止／500円／

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

3月16日（月）休館日

■小学生のログデビュー応援！
　春はログでおもいっきり遊ぼう！
たくさん遊んで、ポイントをあつめて景品
をゲットしよう／4月中9時～17時／

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

■春の緑道・公園の自然観察会
桜を観察しながらのんびり散策／4月4日

（土）9時50分～12時30分／せせらぎ公
園古民家前掲示板集合～茅ケ崎公園～
自然生態園～正覚寺～茅ヶ崎城址～セン
ター南駅解散 ※雨天中止／20人 ／
200円（保険代含む）

4月3日までに か

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

各40組 ／4200円（全回分） ●
■うたって脳活♪健康体操（前期）（全10回）
4月9日・23日、5月7日・14日・28日、6月
11日・25日、7月9日、9月10日・24日の
木曜10時～11時30分／おおむね60歳
以上30人 ／5500円（全回分） ●
■プロに習う卓球スクール1期（全10回）
4月6日・20日・27日、5月18日・25日、6
月1日・15日・29日、7月6日・20日の月曜
12時30分 ～14時30分 ／54人 ／
7500円（全回分） ●
■みんなでうたおう前期（全5回）
5月16日～10月17日の毎月第3土曜（8
月を除く）10時～11時30分／60人 ／
2700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 3月9日（月）

行事は開催日の1か月前から か
か、 ・ を明記し
■スポーツキッズフェスタ
パラスポーツを体験しよう！／3月15日（日）
10時～12時／100人 ／300円／
■ヨガ入門Ⅰ（全9回）
ヨガ初心者クラス／4月20日・27日、5月
18日・25日、6月1日・15日・22日・29日、
7月6日の月曜9時30分～10時20分／
35人 ／3600円（全回分） ●
■アクティブヨガⅠ（全9回）
運動量の多い中級クラス／4月20日・27
日、5月18日・25日、6月1日・15日・22日・
29日、7月6日の月曜10時35分～11時
25分／35人 ／3600円（全回分） ●
■アロマを楽しむラベンダースワッグ
4月15日（水）10時～11時30分／24人

／2500円 ●
■世界のパン（JAPAN桜あんぱん）
4月17日（金）9時30分～13時／16人

／1500円 ●
■やさしい金継ぎ教室
新うるしを使用し、気軽にできる金継ぎ
教室／4月23日（木）10時～11時30分／
12人 ／3000円 ●
■うつわの座学 ～陶芸の世界を学ぶ～
　（全4回）
5月9日・23日、6月13日・27日の土曜10
時～11時30分／24人 ／2000円（全
回分） ●
■シニア元気アップクラス（全17回）
認知症予防に向けた脳と身体のトレーニ
ング／4月14日～9月29日の火曜12時
30分～13時20分（ゴールデンウィーク
および8月を除く）／20人 ／8500円

（全回分） ●
■メアリー先生のキッズ英語（全14回）
4月14日～9月29日の火曜 ①幼稚園児：
15時20分～16時、②小学1・2年生：16
時10分～16時50分、③小学3・4年生：
17時～17時40分／各回10人 ／
8400円（全回分） ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 3月9日（月）・23日（月）

行事は3月11日から か
■楽しい竹林講座
4月11日（土）10時～11時30分／小学3
年生以上30人 ／500円 ●
■はぎれ草履講習会（鼻緒付き）

■和布で作るこいのぼり童子（全2回）
和布でかわいらしい童子の人形を作り
ます／4月15日・22日の水曜9時30分～
11時30分／8人 ／1000円（全回分）

3月15日から4月13日までに か
■囲碁教室
初心者からちょっとできる人まで、丁寧に
指導します／3月28日（土）13時30分～
14時30分／
■パソコン相談会（全12回）
初心者向けパソコンのお悩みにお答えし
ます。パソコン持参／4月11日～2021
年3月13日の毎月第2・4土曜10時～11
時30分／4人

3月11日から か

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（アロマリラクゼーション）
アロマでママもリフレッシュ！日頃の肩こ
りやむくみ、便秘などに効果が期待でき
る、ゆったりとしたストレッチ／3月27日

（金）10時30分～／親子20組 ／300円
前日までに 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

行事は事前に か
■おもしろ算数教室（全5回）
数字、図形、計算の仕組みを使って学ぶ／
4月6日、5月11日、6月1日、7月6日、9月
7日の月曜16時～17時15分／小学1～
4年生 15人  ※1年生は保護者同伴／
3000円（全回分） ●
■親子リズム遊び（全10回）
音楽に合わせて体を動かそう／4月10日・
24日、5月8日・22日、6月12日・26日、7
月10日・31日、9月11日・18日の金曜10
時～11時／1歳6か月児～3歳児と保護
者20組 ／3000円（全回分） ●
■子どもアート教室（全5回）
子どもの感性を育むアート／4月20日、
5月18日、6月15日、7月13日、9月14
日の月曜15時45分～17時15分／小学
生20人 ／4500円（全回分、材料費含
む） ●
■外国からのお客様へのおもてなし
　「英語」に挑戦（全10回）
英語通訳・ガイドボランティアに興味のあ
る人は一緒に勉強しませんか／3月4日・
18日、4月1日・15日、5月13日・20日、6
月3日・17日、7月1日・15日の水曜 ①初
級：15時～16時10分、②中級：16時20
分～17時30分／各10人 ／7000円

（全回分） ●
■おはなしのこみち 春休みスペシャル
はじめての楽しいお話がいっぱい。ママ
と一緒に楽しいひと時を／3月23日（月）
14時30分～15時10分／
■心と体のゆったり体操
簡単な動きで、普段使わない所もしっかり
刺激／4月27日、5月25日、6月29日、7月
27日、8月31日、9月28日の月曜10時～
11時30分／12人 ／1回500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

■すくすくプラザ「積み木あそび」
親子で自由に遊んで交流を持つサロン／
3月26日（木）10時～11時30分／未就園
児と保護者

3月26日までに か

新栄地域ケアプラザ
 592-5255　  595-3321

〒224-0035　新栄町19-19

■「よこはまシニアボランティアポイント」
　ボランティア登録研修会

都筑区イベント情報配信中 https://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/tsuzuki/
●このページでは、原則3月11日～4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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介護施設などでボランティア活動を行う
と、ポイントが貯まり、換金または寄附を
受けることができる制度の研修会を行い
ます／3月13日（金）10時30分～12時
30分／市内在住の65歳以上30人 ／

介護保険被保険者証
前日までに か か、 ・ ・性

別・介護保険被保険者証番号を明記し

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

■くさぶえのみちウォーク
車椅子や、ゆっくりペースで歩行を希望
する人対象／4月26日（日）10時～15時 
※雨天時はくさぶえでレクリエーション／
主に身体障害のある高校生、成人6人 ／
100円

3月15日から4月12日までに
■おはなし会
絵本とわらべ歌を親子で楽しみましょう／
3月26日（木）11時30分～12時／未就学
児と保護者／

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 3月23日（月）

■春の定期スポーツ教室追加募集中
　（4月～6月）

2月26日から か
付き教室あり（事前申込制、有料）。

■ワンデープログラム
＊印は託児あり

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）

【火曜 3月3日～3月31日】
①ソフトエアロ／12時25分～

【水曜 3月4日～3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

【金曜 3月6日～3月27日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 3月7日～3月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

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 3月3日～3月31日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 3月4日～3月25日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
24人／510円

【金曜 3月6日～3月27日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 3月7日～3月28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～
■トレーニング室 個人利用のご案内
月・水・金・土曜：9時～23時、火・木曜：9

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

■都筑区ふれあい助成金のお知らせ
令和2年度中に行われる福祉ボランティ
ア活動や障害当事者活動などへの助成を

「都筑区ふれあい助成金」として行いま
す。詳しくは、3月下旬より都筑区社会福
祉協議会、区内地域ケアプラザ、都筑区
民活動センターにて配布する申請の手引
き・申請書をご覧ください。

4月7日（火）～17日（金） ※日曜を除く

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、
　申込みは子どもの部屋 （910-5724）

休館日 3月23日（月）

■パパと一緒に作って遊ぼう
　毛糸でぐるぐる～かざりやおもちゃ
　をつくっちゃおう！
３月14日（土）10時30分～12時／未就
学児と親30組 ／

１歳６か月～未就学児
（４日前までに子どもの部屋へ ）

■Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
3月22日（日）12時～12時40分／
■フェローアートギャラリー　
　品

しながわ

川 太
たいせい

成 展
障害のあるアーティストたちの作品を
常設展示するミニギャラリー。たっぷり
のアクリル絵の具で大胆に描かれた、
品川 太成の絵画を紹介／1月29日

（水）～4月26日（日）9時～21時／

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 3月17日（火）・24日（火）

ズーラシア 検索

※入園料は別途

時～21時、日曜・祝日：7時30分～21時 
※最終受付は閉館1時間前／1回（3時
間以内）高校生以上300円、中学生以下
100円（中学生以下は利用できる器具に
制限あり）。

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/

■春の定期教室追加募集のお知らせ
3月23日から春の定期教室の追加募集
を行います。
■当日参加プログラム開催中
当日の申込みで参加できる各種教室を
開催中／530円～

【当日参加プログラム（一部）】
（記載のないものは50分間）
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～、骨盤矯
正ヨガ／11時10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～
■当日参加型アクアプログラムを
　増設しました
プールの中で気持ちよくカラダを動かし
てみませんか？当日参加型なので、気軽
に参加できます／1教室850円（2教室連
続参加の場合はプラス220円）

【当日参加型アクアプログラム】
（記載のないものは45分間）
月曜▶アクアビクス／13時30分～、ウォー
キング＆ジョギング／14時30分～15時
火曜▶やさしいアクア／11時～、アクア
＆エクササイズ／12時～、はじめてハイ
ドロ／13時30分～、はじめてアクア／
14時30分～15時
水曜▶アクアビクス／9時45分～、はじめ
てウォーキング／10時40分～11時10分、
はじめてハイドロ／11時20分～、アクア
ビクス／20時～
木曜▶アクアシェイプ／9時45分～、
ウォーク＆エクササイズ／10時40分～
金曜▶アクアビクス／12時15分～

横浜市歴史博物館
休館日 ～2020年3月31日（火）

休園日 月曜（祝日の場合は翌日）

※施設改修工事のため休館中
４月１日（水）リフレッシュオープン！

 912-7777　  912-7781
〒224-0003　中川中央一丁目18-1

大塚・歳勝土遺跡公園

■ 大塚・歳勝土遺跡公園で開催中
3月31日まで博物館は休館中ですが、大
塚・歳勝土遺跡公園は通常通り開園し、遺
跡公園ガイドやモノづくりワークショップ
を開催しています（休園日を除きます）。

■ズーラシアガーデンパーティー
3月28日（土）～4月5日（日）／ころころ広
場、ころこロッジ／

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
■青空フェスタ
４月14日（火）10時30分～15時／鴨池
公園まんまる広場 ※雨天時は４月21日

（火）に延期／
■親子で楽しむ「春のおはなし会」
４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
親各12組  ●
■じっくり相談
①４月４日（土）・②10日（金）・③11日

（土）・④18日（土）10時～16時／①③④
ポポラ ②ポポラサテライト（ららぽーと
横浜内）／未就学児とその家族  ●
■マタニティさんのおしゃべり会
　そうだ ポポラへいこう！
４月16日（木）10時30分～11時30分／
区内在住の妊婦10人  ●
■おしゃべりカフェ～双子ちゃん＆
　双子プレママ集まれ！～
４月23日（木）10時30分～11時30分／
未就学の双子と親・妊婦8組  ●
■横浜子育てサポートシステム入会説明会
4月11日（土）・22日（水）10時30分～11
時30分／入会希望の人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
3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／3月21日（土）10時～
16時／未就学児とその家族／
■パパといっしょに公園であそぼう!
4月4日（土）10時30分～12時 ※雨天中
止／ききょう公園（中川五丁目10）／
■公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎／3月26日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発）
※雨天時は4月2日（木）に延期／ききょう
公園（中川五丁目10）／

 910-5656　  910-5674
 https://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

　アカアシドゥクラングールは、ベトナムやラオス、カンボジアの熱帯雨
林に10頭ほどの群れを作って生活しています。ズーラシアでは2019年
9月21日にオスの赤ちゃんが誕生し、愛称は「モ
イ」に決まりました。これは生息地のベトナムの
言葉で「新しい」という意味があり、新しい元号と
なって最初に生まれたことから付けられました。
モイは群れの仲間に見守られながら元気にすくす
く成長しています。

生後2か月、顔つきもしっかりしてきました▶
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区商店街連合会をバックアップ

　港北ニュータウンのこれからの街づくりと商業振興を
担う有志が集まり、港北ニュータウン中央商業振興会が
発足しました。60社近くあったという同振興会の会員
は、駅近くなどに分散し、それぞれが商店街や振興会とし
て独立していきました。
　区が誕生してから20年以上がたち、目まぐるしい発展
を遂げた今、大きな目で見て区全体の商業振興を支え
ていくため、さまざまな情報を区商店街連合会にフィー
ドバックしていきたいと思います。

おしゃれでグルメな街　仲町台

　駅前エリアは洋風の建物とおしゃれな石畳が敷かれ、
いろいろなテレビドラマのロケ地としても登場します。
　街中は個人経営の飲食店が多く、個性あふれるグルメ
エリアとしても人気を集めています。
　ぜひお越しください！

地域振興係　　948-2231 　  948-2239

◆「松
まつしたじょうけい

下常慶ゆかりの地と江川せせらぎ　
　緑道のサクラ」 ガイドと共につづきを
　歩こう　№53
①３月29日（日）、②４月２日（木）いずれも
9時～9時15分受付　市営地下鉄仲町台
駅前集合 ※雨天決行／約６キロメートル

（約３時間）歩ける人各50人 ／500円
（保護者同伴の中学生以下の人200円）

３月23日までに参加者全員の ・
・この催しを何で知ったか・①か②の

希望を明記し （http://tzkgd.com/）
か、 （〒224-0029　南山田二丁目24-
6-717「都筑をガイドする会」№53  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

◆竹灯籠まつり
横浜国際プールの竹林に竹灯籠を灯し

◆YSAシャフルボード無料講習会（全３回）
陸のカーリング、適度な運動量がシニア
世代にぴったり。男女共に楽しめます／
４月11日・18日・25日の土曜9時30分～
12時／葛ケ谷公園／成人

4月5日までに か
横浜シャフルボード協会　白

しらいし

石 寿
と し こ

子
941-6895
toto@tmtv.ne.jp

◆家族でテントA・B・C
A：5月2日（土）～3日（祝） B：5月3日（祝）～
4日（祝） C：5月4日（祝）～5日（祝） いず
れも14時～翌日11時／くろがね青少年
野外活動センター／小学生とその家族8
組 ／1組1万3000円 ※テント持ち込
みの場合は1万1000円

3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

◆「2020都筑mottoいきいき元気
　プロジェクト」グループ募集
都筑区が魅力的で元気のあるまちとなる
活動に対し、活動費用の一部を支援しま
す（上限10万円）／プレゼンテーション・
審査：4月19日（日） ※対象の活動期間は
５月～2021年３月／区内で活動するグ

ます。詳しくは ／４月４日（土）18時～
20時（入場は19時30分まで） ※雨天の
場合は翌日に順延／横浜国際プール林
浴の庭／高校生以上500円／

NPO法人日本の竹ファンクラブ
・ 306-9993
http://takefan.jp

◆都筑ミックスオープンバドミントン大会
一般1～3部、40代、50代、60代、70歳
以上の7種目／4月12日（日）8時～／都
筑スポーツセンター／高校生以上150
組 ／1組3000円

3月22日までに （contact@tsuzuki-
badminton.org）。詳しくは区民活動セ
ンター、区役所、都筑スポーツセンター
などで配布する大会要項または
都筑区バドミントン協会 検索

都筑区バドミントン協会　持
もちます

増
090-2677-3760

ループ
3月23日必着。詳細は事前に か
事務局（（株）横浜都市みらい内）
943-2470

　（平日9時30分～17時30分）
http://www.mytsuzuki.com

◆童謡・愛唱歌を楽しく歌いましょう！
健康に良い腹式呼吸、発声、歌い方など
を教えます。初心者可／毎月２回木曜13
時30分～15時10分／都筑公会堂リハー
サル室／成人20人 ／体験1000円

事前に か、 ・ を明記し
童謡・愛唱歌の会　渡

わたなべ

辺　
・ 563-8692

◆田園都市トーストマスターズクラブ
　会員募集
英語クラブで英語を楽しくおしゃべりしま
しょう／毎月第２・４土曜14時～16時／青
葉台地域ケアプラザ（青葉区青葉台二丁
目8-22）、青葉台コミュニティハウス本の
家（青葉区青葉台二丁目25-4）ほか／
月1300円 ※見学は無料／

田園都市トーストマスターズクラブ
城
き ど

戸 康
こう

平
へい

　
・ 972-6816

●

●

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※


