
※オープン日につきましては４月１日（水）を予定しておりま　すが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴　い、変更になる場合があります。詳細につきましてはお問　い合わせください。ホームページでもお知らせします。　2020年1月に開館25周年を迎えた横浜市歴史博物館。これからも、皆さんに親しんでいただけるように、快適な空間づくりと魅力ある展示やイベントを開催していきます。ご来館、お待ちしております！

横浜市新市庁舎完成記念
企画展「明治・大正ハマの街
－新市庁舎建設地・洲干島遺跡」

横浜市新市庁舎の建設地＝洲干島
（しゅうかんじま）遺跡から出土した資
料から、横浜の街の近代について紹
介します。講演会、歴史散歩など、関
連イベントも多数開催！

4月1日（水）（予定）～7月5日（日）会 期

横浜市歴史博物館
キャラクター
「レックル」

キャッシュレス決済
チケット購入・ショップでのお支払いに、
クレジットカード、全国共通交通系IC
カードのご利用が可能になりました。

チケット販売カウンターの移設
展示室と同じ２階にチケット販売カウン
ターを移動しました。

トイレの洋式化
全館洋式トイレに改修しました。

外国からのお客さんにむけたサービス
多言語翻訳システムやセルフガイドタブレットを設置しました。

※1 詳細な調査結果に基づき、外壁の改修範囲を広げる
　　ことになったため、外部工事は4月以降も継続します。
　　ご来館の皆さんの安全や博物館の開館に支障のない
　　ように工事を行います。

エントランスホール天井の交換
災害時の帰宅困難者一時滞在施設にもなっている
博物館。安全性を考慮し膜天井に改修しました。

外壁タイルの落下防止工事
経年劣化による落下防止のため、外壁の
タイルを一部改修しました。※1

その他、横浜市歴史博物館ならではのワークショップや講演会など楽しいイベントも予定しています !

企画展「俳優緒形拳とその時代
－戦後大衆文化史の軌跡－」

10月3日（土）～12月6日（日）

特別展「横浜の仏像
－しられざるみほとけたち－」

2021年1月23日（土）～
3月21日（日）

企画展「Japanese Folk Textile　
日本の古布 －東北地方を中心に－」

7月23日（祝）～9月22日（祝）

横浜市指定・登録文化財展
12月16日（水）～
2021年1月11日（祝）

会 期

会 期

会 期

会 期

※展示タイトル・会期・内容は変更する場合があります。
　最新の情報はホームページなどでご確認ください。

ミュージアムショップにて
『図説 都筑の歴史』
販売中！ 価格：2200円（税込）

横浜市歴史博物館 　　912-7777　　912-7781問合せ 横浜市歴史博物館 検 索

見逃せない！

◆ 区の人口・・・・・・212,849人（前月比60人増）
◆ 区の世帯数・・・84,067世帯（前月比57世帯増）
※2020年3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.270

都筑区役所
（代表） 受付時間：平日８時45分～17時

土曜開庁日  4月11日・25日、5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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特 集

　都筑区では、「つながり」「活力と魅力」「安心」を実感できるまちの実現を目指し、５つの柱
に基づき予算を編成しました。
　区民の皆さんが「ずっと住み続けたい」と感じられるよう、地域・団体・企業の皆さんととも
に、ふるさとづくりに取り組んでいきます。

人と人とのつながりが実感でき、互いに支え合える地域づくり
を進めるため、地域支援の取組の充実を図ります。

共感と信頼の区役所づくりを進め、つながりづくり
を支えます。

区役所が地域の身近な課題に応じて取組
を行ったり、区庁舎・区民利用施設の運営
などに使うための経費です。

948-2213 948-2208 https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/uneihoshin-yosan/yosan/予算調整係問合せ

　地域の課題解決などを図るための検討や取組を進めます。また、
地域の実情に応じたきめ細やかなまちづくりの普及・啓発を進め、
区民主体のまちづくりを支援します。
●都筑区民文化センター（仮称）開館に向けたイベントの開催など

まちづくり調整

この特集では、都筑区が地域の特性を生かして取り組む主な事業を紹介します。

都筑野菜、優れた技術を持つ中小製造業、文化、スポーツや
商業団体などの地域資源を積極的に活用した取組を進めます。

東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に
あわせて、にぎわいづくりに取り組みます。

公園や緑道などの安全対策に取り組みます。
区内の魅力ある豊かな環境資源を広く発信します。
環境にやさしいまちを目指し、地球温暖化対策
を進めます。

子ども・子育てを支援します。　　 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進めます。
各世代に応じた健康づくりを進めます。

　区の製造業の持つ高度なものづくり技術や独創
的な製品、区内でとれた新鮮な都筑野菜などの

「メイドインつづき」をＰＲし、販路開拓や地産地消
を支援します。
●テクニカルショウヨコハマへの出展支援、
　都筑野菜朝市・都筑野菜料理教室の開催

メイドインつづきのＰＲ
　横浜国際プールが英国水泳代表チームの事前
キャンプ地です。「ホストタウン」としての取組を通
じて、まちのにぎわいの創出などに取り組みます。
●パブリックビューイングの開催、
　パラスポーツイベントの開催

オリンピック・パラリンピックの応援

　身近な道路や公園を清掃、維持管理するボランティア団体や
個人の活動を支援します。
●都筑緑花塾（技術講座）の開催

ハマロード・サポーター 、
公園・緑道愛護会等の活動推進

妊娠期から学齢期までの切れ目のない子育て支援

　生活習慣病およびがんの予防、
食育の推進などの啓発活動を行
います。
　健康づくりの一環である運動
習慣の定着を図るため、新たに運
動に関する講座およびイベントを
実施します。
●食育・健康フェアの開催、健康体操
　イベントの開催

つづき健康づくりサポート（都筑区健康アクション！）

　子育て支援のネットワークの充
実、育児不安を抱える養育者へ
の支援、さまざまな課題を抱えた
子ども達の居場所づくりなど、妊
娠期から学齢期までの切れ目の
ない子育て支援に取り組みます。
●両親教室の開催、マタニティさん 
　と赤ちゃんとの生活プチ体験

自助・共助による防災の取組を進めます。
地域の自主防犯組織による防犯活動を支援します。
地域や関係機関・団体と連携して震災や風水害
に対する取組を進めます。

　地域防災拠点運営委員向けの研修会および防災・減災講演
会などの開催や、「災害時要援護者支援事業（つづき そなえ）」の
補助金交付など、地域における支え合いの取組を支援し、自助・
共助の取組を進め、地域防災力の向上を図ります。
●地域防災拠点・訓練の支援、防災・減災講演会の開催

災害にそなえる自助・共助の推進

　地域課題の解決を支援し、地域運営の持続可能性を高めます。
●地区カレンダーの発行、グループウエアの導入支援など

地域支援の種（たね）

区民文化センター イメージ図
©ボッシュ株式会社 ©ボッシュ株式会社 ©ボッシュ株式会社

両親教室 食育・健康フェア

　福祉保健の取組への区民の参加を促し、地域づくり、
支え合いの仕組みづくりを進めます。
●第4期都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」の策定

都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」の推進

地域の要援護者支援につながるマップ作り 地域の多世代交流の場

テクニカルショウヨコハマ

地域防災拠点での
簡易トイレ組立訓練

都筑緑花塾

横浜国際プールでの英国水泳代表チームプレ事前キャンプ

都筑野菜朝市開催

令和２年度に区内で実施される道路・防災・交通などの主な事業については、６月号特集面で紹介します。
「令和２年度 都筑区個性ある区づくり推進費」予算の資料は、区役所５階53番窓口やホームページでご案内しています。
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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

４月10日（金）～16日（木） 絵画教室の作品展
予算調整係 948-2213 948-2208

４月17日（金）11時～23日（木） 写真展
４月24日（金）～30日（木） 都筑区協働の「地域づくり大学校」パネル展 地域力推進担当 948-2474 948-2239
５月１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
５月8日（金）～13日（水） 民生委員児童委員協議会パネル展 運営企画係 948-2341 948-2354
５月８日（金）～13日（水） 2020都筑mottoいきいき元気プロジェクトパネル展 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。

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

　広報よこはま都筑区版に掲載されている事業やイベントに
つきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に
伴い、中止・延期などになる場合があります。
　参加される際には、事前に開催状況を確認してください
ますようお願いいたします。

　美しい麦秋の中での麦刈り、脱穀、地粉を使った調理と試食などを楽
しみませんか？

第1回「麦刈り」 5月23日（土）10時30分～12時30分
　 第2回「脱穀」 6月13日（土）13時30分～15時30分
　 第3回「製粉体験と麦茶作り」 7月4日（土）13時30分～15時30分
　 第4回「地粉調理と試食」 7月18日（土）10時30分～12時30分
　※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、グループ（4人まで）15組程度
　※１回目に必ず参加できる人

１組6000円（新治産地粉のお土産付き、保険代含む）
4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 小麦体験教室（全４回）

city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/
form.do?acs=tsuzukilibohanashi）

区民活動センターから

 948-2237　  943-1349
休館日 4月20日（月）・29日（祝）

■�転勤妻のおしゃべりサロン
転勤で都筑に来た妻の皆さんが、世代を
超えて気軽にお話しできるサロンです。
まだよく知らない都筑の情報や、転勤妻
ならではのあれこれをおしゃべりしましょう。
お子さん連れでも大丈夫です（託児はあ
りませんが、お子さんが遊べるスペース
があります）。

毎月第3金曜10時～12時／

都筑図書館から

 948-2424　  948-2432
4月20日（月）休館日

■子どもと物語をつなぐことばの力
松
まつおか

岡 享
きょうこ

子さん（東京子ども図書館名誉理
事長）をお迎えし、お話の実演とお話の持
つ力を語っていただきます。

5月17日（日）14時～15時30分（13時
30分開場）

区役所６階大会議室
70人 （区内在住、または区内でおは

なし会などの活動をしている人優先）
4月22日必着で ・活動場所を明

記し か電子申請（https://www.e-shinsei.

10時～10時40分　 東山田地域ケアプラザ／

中央図書館サービス課　 262-0050　 231-8299

移動図書館「はまかぜ号」が都筑区に！

2020年

４月 ３日・17日
５月 １日・15日・29日
６月 12日・26日
７月 10日・24日
８月 ７日・21日
９月 ４日・18日

2020年
10月 ２日・16日・30日
11月 13日・27日
12月 11日・25日

2021年
１月 15日・29日
２月 12日・26日
３月 12日・26日

●令和2年度スケジュール ※いずれも金曜

　マイナンバーカードに搭載されている電子証明
書の機能は、原則としてカード発行から５回目の

※４月以降に事前の予約なしで手続きにお越しの人は、長時間お待ちいただく場合があります。
　(予約している人が優先)
※電子証明書の更新手続きには、マイナンバーカードを受け取った際に設定した暗証番号(６桁
　以上16桁以下の英数混在のもの、数字４桁のもの)の入力が必要ですので、ご用意ください。

登録担当　 948-2255　 948-2259

マイナンバーカードの電子証明書の
更新手続きは事前予約制です

専用ダイヤル (0120-769-706)または、インターネットから予約できます

誕生日が有効期限です。引き続きこの機能を利用する場合は、区役所で
更新の手続きが必要になります。
　更新手続きについて、区民の皆さんをできるだけお待たせしないよう
にするために、４月から事前の予約制となります。
　詳細は、区役所から届く更新のお知らせ(白い封筒)に予約の案内があ
りますので、必ずご確認ください。

広報相談係　 948-2221～2223　 948-2228

日々の暮らしのお悩みは
区役所の無料特別相談へ

　「突然、相続手続きをすることになったけれど知識が無くて不安…」
「貸したお金を返してもらえない」など、お困りのことはありませんか。
　区役所では、８つの分野の専門家が無料で相談をお受けします。相
談内容はもちろん、相談したこと自体も守秘義務により守られますの
で、安心してご利用ください。 都筑区役所 特別相談 検索

種類／予約方法 相談日※1 相談できる内容（例）
法律相談※2

予約は1週間前の9時から
か10時から

火曜 債務整理や離婚、相続、労働などの法
律問題全般を弁護士に相談できます

司法書士相談※2

予約は1週間前の9時から
か10時から

第2金曜
土地・建物の登記、140万円以下の金
銭の貸し借りなどを司法書士に相談で
きます。

税務相談※2

予約は1週間前の9時から
か10時から

第2水曜
（2・3月は

休み）
所得税や相続税、贈与税、税控除、確
定申告などを税理士に相談できます。

行政書士相談
随時予約受付

第1・3
金曜

役所への申請･届出や会社設立、相続、
各種契約書の作成などを行政書士に
相談できます。

民事調停手続相談
随時予約受付

偶数月の
第1水曜

お隣さんとの騒音や境界の問題など、
当事者間で解決しにくい問題を調停委
員に相談できます。

公証相談
随時予約受付 第2木曜

遺言や任意後見、慰謝料の支払いなど
に関する書類の書き方を公証人に相談
できます。

交通事故相談
予約不要 第4水曜

交通事故の示談の方法、保険金の請
求、賠償金の計算などを経験豊富な相
談員がアドバイスします。

行政相談
予約不要 第4金曜

行政相談委員が、中立の立場で行政な
どへの意見や要望をお聞きし、行政の
制度や運営の改善に生かします。

●市役所でも 無料特別相談  を行っています。
　 詳しくは、市民相談室へ （671-2306） 市民相談室  横浜市 検索

※1 相談時間は13時～16時、原則1人30分（交通事故相談のみ9時～12時も相談可）
※2 予約開始日が休庁日（祝日など）の場合は、前開庁日から受け付けます。
　　相談当日のキャンセルは、原則、同年度内のご利用をお断りします。

大切な
お知らせ
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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

4月21日（火）午前・24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 4月7日・21日の火曜12時～13時30分受付
1歳6か月児 4月9日・23日、5月7日の木曜12時～13時30分受付
3歳児 4月2日・16日・30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。

両親教室
予約不要

2020年9月ごろ出産予定の人
→5月15日・22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

5月23日（土）9時30分～11時30分
【定員】50組
【申込み】4月23日８時45分から

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

4月28日（火） 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。 

　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
などについてガイドが解説します！

5月17日（日）9時～12時30分（予定） 
※受付順（受付時間：9時～9時30分）にスタート、小雨決行、荒天中止

集合場所（仲町台駅）▶せきれいのみち▶茅ケ崎公園▶
　大原みねみち公園▶葛ケ谷公園▶ささぶねのみち▶御影橋▶
　鴨池公園▶えだきん商店街▶都筑中央公園▶解散場所（センター南駅）
※約7キロメートル（3時間程度）を予定。コースは、今後変更する場合があります。

80人
4月24日必着で申込み専用フォーム（ つづき みどりと花のまち巡り 検索 ）か、

と参加希望人数、参加者全員の ・ を明記し、
※参加の可否は、5月1日ごろまでに連絡する予定です。
　手話通訳・要約筆記などが必要な人は申し込み時にお知らせください。

企画調整係　 948-2226　 948-2399

第3回  つづき みどりと花のまち巡り

●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

5月22日（金）午前→4月21日～5月14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

4月16日・23日・30日の木曜９時～９時３０分
【受付】区役所1階健診室／結果は1週間後
※原則いずれも受検いただきます。

食と生活の健康相談
予約制

4月24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

4月24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

もの忘れ相談
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 4月20日（月）

■都筑図書館開館25周年記念
　特別おはなし会

「かたらんらん」と「つどおうJ
じ じ ば ば

iJiBaBa
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。

４月25日（土）①かたらんらん：14
時～14時30分／
②つどおうJiJiBaBa 隊：15時～15
時30分／
■都筑図書館開館25周年記念
　春のライブラリーナイト
　～25歳のお誕生日おめでとう～
区内で活躍しているK

か と ち ゃ ん

atochan姉妹
withみっちゃんによる音楽と絵本の
コラボレーション。閉館後の図書館
で、音楽と読書に親しみませんか。

4月25日（土）17時30分～18時
30分／

60人

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です。気軽に参
加してみませんか。
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
①５月８日（金） ②５月29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加賀原地域ケアプラザ
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　
4月13日10時から加賀原地域ケア

プラザへ （944-4640）
健康づくり係
948-2350　 948-2354

ポポラでマタニティさんの
赤ちゃんとの生活プチ体験

「生まれてくる赤ちゃんのお世話、どう
したらいいの？」「お風呂やおむつ替え
うまくできるかな」「子育てについて相
談する人がいなくて不安」という妊婦
さん、母子保健コーディネーターが赤
ちゃんのお風呂の入れ方や抱っこの
仕方についてお話します！また、妊娠
中の相談にもお答えします。

５月19日（火）10時30分～11時30分
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20人
4月18日から都筑区子育て支援セ

ンターポポラへ （912-5135）
こども家庭支援担当
948-2318　 948-2309

　保育園の園庭で遊びましょう！ 初回無料 ／

園庭開放「おひさま広場」が始まります

子育て事務係　 948-2472　 948-2309

日 時 場 所

４月13日（月）～
10時～15時 みどり保育園

10時30分～15時30分 茅ケ崎南保育園

５月１日（金）～
10時30分～12時30分 大熊保育園

10時～12時
中川西保育園

茅ケ崎保育園

　25回目を迎える2021年１～２月に開催予定の都筑区民文化祭は、
多くの区民が参加して文化活動を発表する場です。

①区民文化祭の企画から参加してみませんか。
　ボランティアスタッフ募集

事務局（文化祭全体の企画、広報、各種イベントなど）・展示部門
（写真や絵画など）、舞台部門（ダンスや演奏など）。

② 「未来」をテーマにしたキャッチフレーズを募集します。
採用者には記念品を差し上げます。

①②とも区内在住・在勤・在学者、または区内で活動している人
4月30日必着で と①の場合は参加したい部門（事務局・展示・舞台）、

②の場合はキャッチフレーズを明記し、 （〒224-0006  荏田東四丁目
10-3 都筑区社会福祉協議会（かけはし都筑）Ｍ－24　「都筑区民文化祭実
行委員会事務局」宛てか、 （tzbunkasai@webyoko.com）

https://webyoko.com/bunkasai/

区民活動係　 948-2238　 948-2239

第25回 都筑区民文化祭
①ボランティアスタッフ ②キャッチフレーズ 大募集！
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都筑センター

 941-8380　  942-3979
〒224-0062　葛が谷2-1

休館日 4月28日（火）

はすべて市内在住・在勤・在学者
行事は4月11日から か

■自然を楽しむ草木染め講座（全3回）
身近な植物で染め物体験をしましょう／
5月7日、6月11日、7月16日の木曜10
時～12時／10人 ／各回2500円 ●
■わんぱくホリデー�おもしろ科学
　たんけん工房「にじ色の涙」
実験と工作を通して楽しく科学を学びます／
5月9日（土）13時30分～16時30分／小
学4～中学2年生24人 ／500円

4月25日までに （http://www.
tankenkobo.com/）
■はじめてのこども将棋教室�春コース
　（全5回）
5月9日・23日、6月13日・27日、7月11
日の土曜13時30分～15時／小学1～6
年生18人 ／500円（全回分） ●
■花育講座
　「ボックスフラワーアレンジメント」
5月9日（土）13時30分～15時／小学3～
6年生10人 ／1800円 ●
■はじめてのヨガ教室（全8回）
5月11日～6月29日の月曜10時～11
時30分／20人 ／2400円（全回分） 
●
■おもちゃ病院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃを修
理します／6月13日（土）10時～14時／
36点  ※大人のみの参加は不可／部
品交換は実費負担 ●
■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／60歳以上の人／
■「詐欺被害」と「高齢者の交通安全」
都筑警察による講座／4月20日（月）13
時30分～15時／60歳以上の人 ／
■横浜満喫ウォーキング
横浜ベイエリア・バラ園散策：5月13日

（水）、新治市民の森散策：6月18日（木）い
ずれも9時20分～14時／おおむね50歳
以上の人 各回20人 ／各回200円（当
日集金） ●

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 4月13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）
■おはなし広場
読み聞かせやパネルシアター／4月23日

（木）10時30分～11時／
■ベビーマッサージ1期（全5回）
5月18日、6月1日・15日、7月6日・20日
の月曜9時45分～10時30分／首がす
わった子～ハイハイ前の子と親8組 ／
2500円（全回分） ●
■ベビーサイン1期（全5回）
5月18日、6月1日・15日、7月6日・20日
の月曜10時45分～11時30分／腰がす
わった子と親12組 ／2500円（全回分） 
●
■和室deフィットネス・経絡ヨガ
　（全10回）
経絡を使って気を巡らせていくヨガ／5
月15日～10月30日の隔週金曜9時30
分～10時30分（7月17日～8月28日は

5000円（全回分） ●
■ペット防災減災の基本
横浜市動物愛護センターによるセミナー／
5月27日（水）10時～11時30分／30人

 ●
■若

わかみや

宮�正
ま さ こ

子�氏講演会
世界最高齢プログラマー 若宮 正子 氏
の講演会／5月30日（土）13時～14時
30分／50人 ／500円 ●
■おいしたのし韓国語入門（全4回）
ランチ＆お茶会の回あり／6月～7月の
第1・3水曜10時～11時40分（6月17日
のみ10時～12時30分）／20人 ／
4000円（全回分） ●
■1から始める健康麻雀（全6回）
6月～8月の第2・4水曜9時30分～11時
30分／麻雀講座に参加したことがない
人25人 ／3600円（全回分） ●

都筑民家園

 594-1723　  594-2019
〒224-0028　大棚西2

休館日 4月13日（月）・27日（月）

行事は4月11日から か
要問合せ

■イキイキこどもデー
5月5日（祝）10時30分～14時①子ども
そば打ち（小中学生）：10時集合 ②子ど
もお茶会（5歳～中学生）：11時の部と13
時の部あり ／①32人  ②各15人 ／
①②各500円 ●
■和菓子作りと煎茶講座
5月17日（日）9時30分～12時30分／高
校生以上6人 ／2300円 ※前日、当
日キャンセルの場合キャンセル料1000
円 ●
■はぎれ草履講習会（鼻緒付き）
5月10日（日）9時～12時／12人 ／
1000円 ●
■茶室利用申込み
6月～2021年3月の茶室利用募集 ●
■楽しく着物を着ましょう
5月13日（水）13時～15時／女性15人

／1800円 ●
■親子でおにぎりを作ろう
4月26日（日）10時～13時／4歳以上の子
と親10組  ※1人の親に子ども2人ま
で／1人500円（みそ汁付き） ●
■古典芸能に親しもう
謡曲・仕舞などの見学／5月2日（土）13
時～16時／
■いろりばたおはなし会
4月20日（月）11時～11時30分／
■体験！南京玉すだれ
4月18日（土）14時～16時／
■しの笛の朝
毎週土曜11時30分～12時／

せせらぎ公園古民家

 592-6517　  594-1649
〒224-0035　新栄町17

休館日 4月2日（木）・16日（木）、5月7日（木）

行事は前日までに か、 を
明記し
■うどん打ち教室
講師：全日本麺協会認定者　その場では
食べずにお持ち帰り／4月11日、5月9日
の土曜9時30分～12時30分 ※雨天決
行／各5組（1組2人以内） ／1組1000
円／ エプロン、タオル、三角巾 ●
■手打ちそばを食べませんか
そば教室の講師の皆さんによる手打ちそ
ばを食べる／4月26日（日）11時30分～
12時30分 ※雨天決行／50食 ／1食
500円／
■春のコンサート
都筑区三曲協会による箏・三絃・尺八の
演奏／4月12日（日）11時～12時 ※雨
天決行／
■健康ヨガ�ワークショップ
4月14日（火）13時～14時30分 ※雨天
決行／12人 ／1500円／ 飲み物、

除く）／15人  ※ピルビスワークとの重
複申込は不可／3000円（全回分） ●
■和室deフィットネス�ピルビスワーク
　（骨盤呼吸体操）（全10回）
深い呼吸とともに運動し、骨盤や体幹を
整えることを目指します／5月15日～10
月30日の隔週金曜10時45分～11時45
分（7月17日～8月28日は除く）／15人

 ※経絡ヨガとの重複申込は不可／
3000円（全回分） ●
■親子体操�1期（全8回）
5月12日～7月7日の火曜11時～11時
45分（6月30日は除く）／かけっこができ
る子～未就園児と親30組 ／3200円

（全回分） ●
■みんなで楽しくボイストレーニング
　（全6回）
5月14日・28日、6月11日・25日、7月9
日・30日の木曜10時～11時30分／20
人 ／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 4月13日（月）

行事は4月11日9時から か、10時
から
■将棋入門講座前期（全5回）
5月24日、6月28日、7月26日、8月30日、
9月27日の日曜9時30分～11時／小学
生以上12人 ／4000円（全回分） ●
■ジュニア体操前期（全8回）
6月16日・23日・30日、7月7日・14日、9
月8日・15日・29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） ●
■活き活きメイクアップ講座～眉編～
メイクをすることから遠ざかっていた人や
上手にできないという人のための講座／
5月8日（金）10時～11時30分／16人

／200円 ●
■朝活!ビューティコアトレーニング1期
　（全6回）
5月13日・27日、6月3日・17日、7月1日・
15日の水曜9時30分～10時30分／女
性のみ20人 ／3600円（全回分） ●
■おもちゃの病院
故障したおもちゃを目の前で修理し、物
の大切さを学ぶ／5月9日（土）10時～15
時／幼児と保護者18組程度  ※大人の
みの参加は不可 ●
■仲町台カフェ
男性グループによる手作りお菓子とコー
ヒーで、ロビーがカフェになります／4月
15日、5月20日、6月17日の水曜10時～
13時／20人程度 ／コーヒーと手作り
お菓子セット150円／
■月に一度の読書カフェ
仲町台カフェに集まり、1か月で読んだ本
を持ち寄って紹介／4月15日、5月20日、
6月17日、7月15日、8月19日、9月16日
の水曜10時～11時30分／

北山田地区センター

 593-8200　  593-8201
〒224-0021　北山田二丁目25-1
 kitayamata@tsuzuki-koryu.org

休館日 4月13日（月）

行事は開催日の1か月前から か
か、 ・ を明記し
■シニア初めてのスマホ講座（全5回）
5月18日・25日、6月1日・15日・22日の月
曜9時30分 ～11時30分 ／12人 ／

動きやすい服装、ヨガマット（持ってる場
合のみ） ●
■親子のおはなし会
未就学児向けの絵本・紙芝居の読み聞か
せ／4月21日（火）10時30分～12時／
10組程度／
■犬のしつけ教室
4月11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  ※記載のない場合小雨決行・荒
天中止
■初夏の野鳥観察会
留
りゅう

鳥
ちょう

の他に夏鳥も飛来しています。緑いっ
ぱいの木々の間に夏鳥を見つけよう／
5月10日（日）8時～11時／レストハウス
集合 ●
■ゴールデンウィークの昆虫観察会
つつじの花に蜜を吸いに訪れるチョウを
観察／5月3日（祝）9時～12時／レストハ
ウス集合 ●
■晩春の植物観察会
キンランのホットスポットを散策／4月
26日（日）9時～12時／レストハウス集
合 ●
■里山保全体験
バラ花壇の手入れ、生垣の刈り込みをし
ます／5月2日（土）9時～12時／ばじょう
じ谷戸休憩所集合 ●
■田畑作業体験
ジャガイモ畑で追肥と土寄せを体験／5
月2日（土）13時～16時／ばじょうじ谷戸
休憩所集合 ●
■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／
都筑中央公園円形広場／4月26日（日）
10時～15時（受付は14時30分まで） 
※雨天中止／500円／
■炭焼き体験（ばじょうじ谷戸窯）
5月9日（土）9時～12時：炭材作りと窯詰
め・16日（土）8時～17時：炭焼き・23日

（土）9時～12時：窯出しと炭材作り ※雨
天決行 ●

茅ケ崎公園自然生態園

・  945-0816
〒224-0037　茅ケ崎南一丁目４

 seitaien@ybb.ne.jp

土・日曜、祝日のみ開園

■昔ながらの米作り体験
1年を通して米作りを体験してみません
か／5月9日（土）・30日（土）、6月5日（金）・
6日（土）、7月4日（土）、8月下旬、9月5日

（土）、10月3日（土）、11月7日（土）、12
月5日（土）、2021年3月6日（土）いずれ
も10時～12時ごろ ※天候や稲の生育
により日程変更の可能性あり ※雨天延
期／小中学生親子および大人（高校生以
上）20組程度 ／1人5000円（3人目以
降4000円）／ 後日オリエンテーション
にて説明

4月17日までに を明記し と

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4月11日から か
要問合せ

■フラワーアレンジメント教室
　（母の日と父の日のアレンジ）
講師：井

いのうえ

上 英
え

理
り こ

子さん／5月9日（土）10
時～12時　A：ブリザーブド花宝石箱丸型

（ピンク／グリーン）、B：ブリザーブド花

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4月11日～5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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宝石箱ハート型（ブルー／レッド）（2種類
から好きな作品を選択）／16人 ／
1000円 ●
■こどもアート教室（全5回）
講師：柏

かしわざき

崎 久
ひさ

恵
え

さん／5月16日、6月20
日、7月18日、8月8日、9月19日の土曜
10時～12時／幼児～小学生16人  ※幼
児は保護者同伴／1500円（全回分）（材
料費1回300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
■春の川和さんぽ
川和地区の歴史や自然を探索しながら
歩く／4月29日（祝）9時30分～11時30
分／15人  ※小学生は保護者同伴／
300円（資料・保険代含む） ●
■男の健康体操（全5回）
5月20日、6月3日・17日、7月1日・15日
の水曜10時～11時15分／健康や体操
に興味がある男性20人 ／
1500円（全回分） ●
■ベビーヨガ・ラフターヨガ（全5回）
5月11日・25日、6月8日・22日、7月6日の
月曜13時30分～14時30分／3～9か月
くらいの赤ちゃんとママ8組 ／1500円

（全回分） ●

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

■産後ママと赤ちゃんのヨガ春（全5回）
5月13日～7月8日の隔週水曜 A：10時～
10時45分（3か月～9か月の赤ちゃんとマ
マ） B：11時～11時45分（10か月～1歳6
か月の赤ちゃんとママ）／A：10組  B：8
組 ／1500円（全回分）

4月13日から 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／4月25日～2021年3月27日
の第4土曜13時30分～14時30分／

都田小学校コミュニティハウス

・  941-9522
〒224-0053　池辺町2831

休館日 火・木曜

■みんなで遊ぼう（3B体操）
親子で楽しく体を動かしましょう！／4月
24日（金）10時30分～12時／親子20組

／300円
4月24日までに か か、 ・

を明記し

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

■たまりばフェスタ
模擬店、ゲーム、パフォーマンス、工作教室、
食育クイズなど／5月17日（日）10時～14

横浜国際プール

 592-0453　  592-1402
〒224-0021　北山田七丁目3-1

 http://www.waterarena.jp/

休館日 4月21日（火）

■球技タイム開催中
ゲームが中心のプログラムです。当日集
まった仲間とゲームを楽しみましょう。

【球技タイム】（記載のないものは530円）
月曜▶中・高生限定バスケットボール／
19時20分～20時10分、バスケットボー
ルタイム／20時15分～21時30分、Play
バスケ／21時30分～22時30分／510円
水曜▶バレーボールタイム／20時15
分～21時30分、テニスタイム／13時30
分～15時30分／1050円
木曜▶個人ミニサッカー／20時15分～
21時30分
土曜▶早朝テニスタイム（土曜以外もあ
り）7時30分～9時30分／1050円
■当日参加型アクアプログラム
　増設しました！
プールの中で気持ちよく体を動かしてみ
ませんか？お気軽にご参加ください。

【当日参加型アクアプログラム】
（1教室850円 ※2教室連続参加の場合
はプラス220円）
月曜▶アクアビクス／13時30分～14時
15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～11時
45分、アクア＆エクササイズ／12時～
12時45分、はじめてハイドロ／13時30
分～14時15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～10時
30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～12時5分、アクアビクス／20
時～20時45分
木曜▶アクアシェイプ／9時45分～10
時30分、ウォーク＆エクササイズ／10時
40分～11時25分
金曜▶アクアビクス／12時15分～13時

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 4月27日（月）

■パパといっしょに作って遊ぼう
子どもの手形足形でこいのぼりアートを
つくります／4月11日（土）10時30分～
12時／未就学児と親30組  ※親子と
もに汚れてもいい服装で来てください
／300円（ひろば利用代金）／

あり　子どもの部屋に

■Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート

時／一部有料／

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
■親子でふれあい体操
　ころころぱんだ（全6回）
4月10日～9月11日の第2金曜（8月のみ
第4金曜） ①9時30分～10時25分：2・3
歳児 ②10時40分～11時35分：1歳児／
各20組 ／2400円（全回分） ●
■ほっと茶屋
4月28日（火）13時～14時30分／介護
者または介護を終えた人15人 ／100
円 ●

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 4月27日（月）

■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／ 動きやすい服装、タ
オル、室内シューズ（ヨガは不要） ＊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。記載のないものは50分間、
定員40人）

【火曜 4月7日～28日】
①ソフトエアロ／12時25分～

【水曜 4月1日～22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 4月3日～24日】
④＊金曜ズンバ／10時35分～11時20分

【土曜 4月4日～25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 4月7日～28日】
⑧バスケットボールタイム／19時15分～

【水曜 4月1日～22日】
⑨バレーボールタイム／19時15分～／
510円／24人

【金曜 4月3日～24日】
⑩金曜エンジョイフットサル／21時～

【土曜 4月4日～25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
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）につき高校生以上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／

4月26日、5月10日の日曜12時～12
時40分／
■こどもの日イベント
　「つくってあそぼう！釣りゲーム」
カラフルな紙コップで海の生きものを
作ってみよう！／5月3日（祝）11時～15
時 ※材料がなくなり次第終了／未就学
児は保護者同伴／

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
ズーラシア 検索

※入園料は別途
■企画展「大うんち展」
動物たちのウンチが大集合。「ウンチのウ
ンチク」も学べます／3月4日(水)～6月1
日(月)／ホッキョクグマ水中ビュー／
■飼育の日イベント
飼育員が皆さんからの質問にお答えした
パネルを展示します／4月1日（水）～5月
11日（月）／アマゾンセンター／

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

行事は当日までに か
■なるほどトーク
　「子どもの心とからだの発達」
６月６日（土）10時30分～11時45分／
１歳６か月～３歳の子と保護者６組  ●
■あつまれ～都筑のニューフェイス!
区外から引っ越ししてきて、区内の情報
やお友達が欲しい人／①5月14日（木）・
15日（金） ②6月5日（金）いずれも10時
30分～11時30分／①ポポラ ②ポポラ
サテライト（ららぽーと横浜）／区外から
引っ越してきた未就学児と家族①12組

 ②6組  ●
■じっくり相談
①5月2日（土）・8日（金）・②16日（土）・22
日（金）いずれも10時～16時／①ポポラ
サテライト（ららぽーと横浜） ②ポポラ／
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
5月9日（土）・27日（水）いずれも10時30
分～11時30分／各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
4月18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／4月18日（土）10時～
16時／未就学児とその家族5組  ●
■公園であそぼう!
赤ちゃんも大歓迎／4月23日（木）10時
30分～12時（10時10分ポポラ出発） 
※雨天時は30日（木）に延期／ききょう公
園（中川五丁目10）／

 910-5656　  910-5674
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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4月25日（土）・26日（日）（予定）
センター南の春まつり

企画調整係　　948-2227 　  948-2399

活性化の原点は心の交流から

　大型商業施設を中心にさまざまな業種が集まり、子育て世
代や高齢者に優しい街づくりに貢献しています。
　先駆的な街並みが形成されるなかで、こいのぼりが舞う「春
まつり」や「秋まつり」、「イルミネーション」など、会員やボラン

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！
今回は、「インド家庭料理 ラニ」の都筑野菜で作る「サブジ」です。
※サブジとは、インドの家庭料理の一種で野菜に香辛料をまぶし、炒め蒸しにしたもの。

都筑野菜
※

※地元で採れた農畜産物

インド家庭料理 ラニ
11時30分～15時（LO 14時30分）
17時30分～22時（LO 21時）
月曜（月曜が祝日の場合は火曜）
北山田一丁目12-19
534-6890 HP http://raani.org/

　インド家庭料理 ラニ では、カレー料理
はもちろん、サブジやサラダといった野
菜料理にも力を入れています。20年以
上前のオープン当初、シェフは野菜に拘
るインド料理を目指し、食材の試行錯誤

を行いました。その結果、都筑野菜の鮮度や甘みは他の野菜には代えら
れないものがあると感じ、それ以来都筑野菜の使用を続けているとのこ
と。オーナーも、「サブジやサラダを含むランチプレートでは、季節に応じ
た旬の野菜を常に10種類程度食べることができる。ここまで野菜に拘っ
たインド料理のお店はなかなかないと思う。ぜひ一度食べに来てもらい
たい。」と自信のコメント。
　野菜料理も楽しめるインド家庭料理 ラニ、シェフ拘りの野菜をぜひ
お楽しみください！

地域振興係　　948-2231 　  948-2239

インド家庭料理 ラニでは、都筑野菜を使ったインド料理教室も定期的に開催
しています。詳しくは、ラニのホームページをご覧ください。

※写真は、サブジ含むランチプレート

都筑野菜で食べるインド家庭料理 サブジ

ティアが一体となり、家族で楽
しめるイベントを手掛けていま

◆阿波踊り連員募集
どなたでも踊れる阿波踊りサークル。初
心者も歓迎！見学可／月2回、土曜か日
曜の10時～12時／年3000円

事前に か、 を明記し
（tokuzaren@gmail.com）
徳
と く ざ れ ん

座連　荒
あらかわ

川　
090-3801-1102　 941-5890

◆第19回�花散歩フォトクラブ写真展
4月17日（金）～23日（木）（10時～16時
はクラブの人が常駐） ※初日は11時～／
区総合庁舎1階区民ホール／

花散歩フォトクラブ　野
の ぐ ち

口 和
か ず お

男　
・ 945-2856　
nogutizu@cap.ocn.ne.jp

◆つぼめぐりレッスン・ゆったりほっこり
4月20日（月）10時～11時30分／ライフ
＆シニアハウス港北（〒224-0003　中川
中央一丁目39-11）／20人

4月17日までに か、 を明記し
か  
ふれあい都筑　三

み か み

上 嘉
よ し こ

子　
943-1266　 943-1051　
sewayaki@tsuzuki-soudan.com

◆第25回�都筑区民陸上競技大会
種目：トラック100メートル～、砲丸投げ、
高跳び、幅跳び／5月31日（日）8時15
分受付開始 ※雨天決行／三ツ沢競技場

（tomocom.cathy@gmail.com）
Enjoy！英会話楽習　森

もり

 友
と も こ

子　
945-2949（つづきの丘小学校コミュ

ニティハウス ※火・木曜休館）
◆川和高校OB吹奏楽団
　第25回定期演奏会
曲目：「威風堂々」ほか／5月5日（祝）14
時30分～（14時開場）／都筑公会堂／

間
ま ち

地　 050-5885-5349
◆ムジカ・パストラーレ
　カジュアルコンサート2020
曲目：「魔法使いの弟子」ほか、指揮：直

な お い

井 
大
だいすけ

輔／5月10日（日）14時～／都筑公会
堂／500人 ／

島
し ま だ

田　 090-5990-6740　
musica-pastorale.com

◆「川和＆佐江戸の歴史とツツジ」
　ガイドと共につづきを歩こう　No.54
4月30日（木）9時～9時30分　市営地下
鉄川和町駅改札前集合 ※雨天決行／約
6キロメートル（約3時間）歩ける人80人

／500円
4月23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-

（神奈川区三ツ沢西町3-1）／小学4年生
以上の区内在住・在学・在勤者または主
催者の承認者／小・中学生500円、高校
生600円、一般1000円

5月8日必着で申込書を送付（〒224-
0021　北山田六丁目46-10） ※申込み
後、変更・返金不可

渡
わ た べ

部 恭
やすひさ

久　 534-3967
◆第18回�つづき写遊会　写真展
4月14日（火）～20日（月）／アートフォー
ラムあざみ野　横浜市民ギャラリー／

つづき写遊会　長
ながさわ

澤　
・ 911-6234
◆初心者向け着付けサークル　会員募集
毎月2回（水曜）9時45分～11時45分／都
筑公会堂ほか／女性20人 ／月1000円

着付けサークル「装
よそおい

」水
み ず の

野　
・ 984-7578
◆第14回�都筑区詩吟発表会
4月22日（水）13時～17時／横浜市歴史
博物館／180人 ／

都筑区詩吟協会　馬
ば ば

場　
080-2036-0382　 941-8636

◆Enjoy！英会話楽習
月2回（水曜）13時～14時／つづきの丘
小学校コミュニティハウス／8人 ／月
2000円 ※初回体験500円

4月11日から ・ ・ を明記し

0029　南山田二丁目24-6-717「都筑
をガイドする会」№54　広報係）か、

（tsuzuki-guide@hotmail.co.jp）
都筑をガイドする会　大

おおはし

橋　
090-9088-0286

◆大人のための英会話教室
4月22日（水）入門：15時～16時、中級：
18時～19時、基礎：19時30分～20時
30分／都筑公会堂／15人 ／6000円

（全8回）（別途テキスト代1000円）
事前に （平日10時～18時）
国際文化交流協会　前

ま え だ

田　
090-6489-2803

◆くろがねキッチン～ＰＩＺＺＡ天国～Ａ
6月13日（土）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 ／中学生以上2200円、
小学生1700円、3歳～未就学児800円、
2歳以下100円

4月30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※


