
ページまで都筑区版です5  ~12 52020（令和2）年 10月号 ／ 都筑区版

　今年度の都筑区民まつりは、残念ながら中止
とさせていただくことになりました。
　毎年約20万人の方々に御来場いただいてい
る一大イベントを中止とすることは苦渋の決断
でしたが、安全を第一に考え、このような判断
とさせていただきました。
　まだまだ大変な状況が続きますが、引き続
き、区民の皆様、区内企業・団体の皆様の御協
力をいただきながら、「笑顔あふれる ふるさと
都筑」を合言葉に取り組んで参ります。

『図説 都筑の歴史』の編さん

  都筑区民まつり 検索

図説 都筑の歴史 検索

2020（令和２）年

10編集・発行

区の人口

区の世帯数　 84,888世帯（前月比93世帯増） ※2020年9月１日現在 都筑区役所  検索
ホームページ213,167人（前月比35人増）

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　電話 948-2223　FAX 948-2228

No.276

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

限定公開
その1 限定公開

その2

都筑区役所（代表）
10月10日・24日（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

土曜開庁日

948-2323 受付時間
平日８時45分～17時

広報よこはま都筑区版に掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、変更になる可能性があります。
詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。 

　都筑区ふるさとづくり委員会は、区民・企業・団体などの協働の促進、ふるさと意識の醸成な
どを図ることにより、交流が盛んでふれあいと賑わいのある“住み続けたい都筑区”を実現するこ
とを目的として、連合町内会自治会や区内の団体によって構成されています。「都筑区民まつり」
をはじめ、昨年、区制25周年を記念して刊行した『図説 都筑の歴史』の編さんなど、ふるさとづ
くりに関わる事業を実施しています。

　第26回都筑区民まつりは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などを踏まえ、中止となりました。
少しでも区民まつりの雰囲気をお楽しみいただけるよう、過去の区民まつりの写真などを区ホームペー
ジにて公開しています。11月30日までの期間限定ですので、ぜひご覧ください。

写真と動画で振り返る
都筑区民まつり

広報よこはまに見る
都筑区民まつりの変遷

　過去の区民まつりの写真を掲載し
ています。多くの人で賑わう様子、会
場の熱気をぜひ感じてみてください。 
　また、11月には動画も公開する予
定です。お楽しみに！

　今はセンター南、センター北、みなきたウォークの
３会場で開催している区民まつりですが、第１回は、
東方公園で開催されていたのを知っていますか？
なんと、第３回には前夜祭も開催していました。過
去の広報よこはまの記事を見ると、区民まつりの主
な変遷を追うことができます。ぜひご覧ください。

都筑区ふるさとづくり委員会
村田 輝雄 委員長
むらた  てるお

今年は中止となりましたが、ホームページで過去の区民まつりを公開中！都筑区民まつり

　『図説 都筑の歴史』の概要を初心者
向けにまとめた、「『図説 都筑の歴史』
ナナメ読み 新聞」を発行しました。ま
ずは入門編として新聞をお読みいただ
き、都筑の歴史に興味を持っていただけ
ればと思います。そして、新聞を読んで
クロスワードパズルに挑戦してみてくだ
さい。見事正解した人は、横浜市歴史博
物館に年内無料でご招待します。新聞

『図説 都筑の歴史』
                ナナメ読み 新聞

　2019年11月９日、都筑区
制25周年を記念して『図説 
都筑の歴史』を刊行しまし
た。原始・古代から現代まで
約３万年の都筑の歴史がまと
められた書籍は、本書が初め
てとなります。
　写真や図版を500点以上
掲載し、都筑の歴史を分かり
やすく解説しています。残さ
れている貴重な資料はもちろ
んのこと、新たに調査を行う
ことで得られた発見について
も掲載しています。ぜひお手
にとってご覧ください。

   取扱店舗
・ACADEMIA 港北店 （ノースポート・モール３階）
・有隣堂センター南駅店   ・ブックファースト モザイクモール港北店
・蔦屋書店 港北ミナモ店  ・紀伊國屋書店ららぽーと横浜店
・リブロ 港北東急 SC 店  ・よむよむ仲町台店
・都筑区役所1階売店      ・横浜市歴史博物館

定価：本体 2,000 円＋税　体裁：A4 判　フルカラー

New！ 発行しました！

こんな時代もあった！

※画像は発行前のものです。

は、区ホームページで公
開しておりますので、ぜ
ひご覧ください。

！

都筑区ふるさとづくり委員会
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施設から
ひとこと

子どもも親も。未来につながる
かけがえのないひとりひとりの日々と
ていねいに向き合います。

フェアリーランド 横浜センター北

中川中央一丁目29-24 アビテノール3階
509-1231 　   35,000 ～ 45,000円/月
生後57日～2歳児　　 平日・土曜  8時～18時30分
センター北駅より徒歩30秒

企業主導型保育事業はいわゆる認可外保育所で、内閣府が認定し、企業が国からの助成を受けて運営して
います。企業の従業員向けに、多様で柔軟な保育サービスを提供していますが、多くの園で地域の人向けに
利用枠も確保されており、従業員以外でも利用可能です。 

問合せ　保育運営担当　　948-2463   　948-2309

　令和３年度４月の認可保育所等の利用申請が10月12日から始ま
ります。今回の特集では、利用申請がスムーズとなるようにスケ
ジュールやよくある質問をまとめました。
　また、都筑区にある保育施設の特徴の一つとして、市内で最多の
企業主導型保育事業があります。後半ではその全園をご紹介します。

※入所決定後に区役所で別途手続きが必要な場合があります

認可保育所等へ入所を希望する人は申請が必要です。令和２年度に申請して
いる人も、令和３年度分は新たに申請が必要です。

◆  区役所
◆  市ホームページから
　ダウンロード

◆  区役所(土日も区役所1階で入手可能)
◆  行政サービスコーナー
　(あざみ野駅・新横浜駅)
◆  子育て支援センター Popola（ポポラ）
◆  市ホームページ

〒231-8350　横浜市こども青少年局　
　　　　　　　認定・利用調整センター

※申請書類の確認は受付順となります。
提出後、申請書類に不足や不備があり、追加の提出が間に合わなかった
場合は利用調整の際に不利となる可能性があります。

凡例 所在地 電話番号
利用時間対象

利用料
アクセス

施設から
ひとこと

中川中央一丁目38-22 アルファビル2階
530-4222 　   20,000 ～ 40,000円/月
6か月～5歳児 　   平日・土曜  ６時～ 21時
センター北駅より徒歩５分

施設から
ひとこと

延長保育を含めると、最長で朝6時から
夜21時までご利用できます。

施設から
ひとこと

無垢材を利用した保育空間です。七大アレ
ルゲンを除去した食事を提供しています。

どんな生活スタイルにもフィットする多種
多彩な保育コースは800通り以上。一時保
育も利用できます。手作り給食で安心。

茅ケ崎中央7-10 アートヒルズセンター南1階
949-6030 　   施設にお問い合わせ
2か月～5歳児 　   平日・土曜 7時30分～20時30分
センター南駅より徒歩５分

施設から
ひとこと

ワンフロアで、全体を見る保育のため、他学
年と関わりが持てるようになっています。

仲町台一丁目15-15 磯部ビル2階 　   942-7007
37,000 ～ 37,100円/月 　   6か月～ 2歳児
平日・土曜  7時30分～ 18時30分
仲町台駅より徒歩３分

施設から
ひとこと

テラスハウスでの保育のため、お家にいる
かのようなアットホームな保育園です。

荏田南二丁目7-6 サウス・テラ・タウンA-101
941-1615 　   施設にお問い合わせ
1歳～ 2歳児 　   平日  7時～18時30分
都筑ふれあいの丘駅より徒歩15分

施設から
ひとこと

“自ら考え、生きる力を育む保育”をモットー
に、たくさん遊べる環境を用意しています！

茅ケ崎中央39-3 グランシェル2階
482-3391 　   32,000 ～ 49,000円/月
6か月～2歳児 　   平日・土曜 7時30分～19時30分
センター南駅より徒歩５分

施設から
ひとこと

園周辺の自然環境を活かし、楽しく体を
動かすことを大事にしています。

茅ケ崎中央52-2 
ライオンズマンション港北エストラッド301
0120-8960-39 　   22,000 ～ 35,500円/月
6か月～2歳児 　   平日・土曜 7時30分～19時30分
センター南駅より徒歩５分

施設から
ひとこと

園近くの病児保育室と連携を組んでおり、
お子様の体調不良時に対応できる環境が
整っています。

東山田二丁目19-7 　   306-8571
35,700 ～ 43,700円/月 　   1歳～2歳児
平日・土曜  7時30分～ 18時30分

施設から
ひとこと

日当たりがよく、定員99人の大きな園です。
リトミックや英語の時間があります。

大丸8-4 都筑岩澤ビル3階 　   500-9440
24,000円～ 35,000円/月
6か月～ 5歳児 　   平日・土曜  7時～ 20時
都筑ふれあいの丘駅より徒歩５分

施設から
ひとこと

医療会社が運営している園です。おむつを
園で用意する手ぶら保育を行っています。

茅ケ崎東三丁目6-26 　   532-9213
施設にお問い合わせ 　   6か月～ 5歳児
平日・土曜  7時30分～ 20時30分
センター南駅より徒歩15分

勝田南一丁目1-40 プレンティーヒルズ102号
568-6010 　   36,000 ～ 37,000円/月
6か月～ 2歳児 　   平日・土曜  7時～ 20時
仲町台駅より徒歩８分

　園によって保育方針はさまざまです。入園後のトラブルを避け
るため、利用申請する施設は原則見学し、「送り迎えに無理が無い
か」「車送迎の可否」「アレルギーなどの対応」「基本の保育料以外に
かかる経費」などを確認しましょう。園の見学については、園へ直
接お問い合わせください。

アロハちがさきひがし保育園

都市型保育園ポポラ―
横浜センター南園

つづきポピー仲町台園

ほっと保育園

施設から
ひとこと

延長保育を含めると、最長で朝6時から
夜21時までご利用できます。

中川中央一丁目8-11
グランドールセンター北101号室
507-9114 　   20,000 ～ 40,000円/月
6か月～5歳児 　   平日・土曜  6時～ 21時
センター北駅より徒歩4分

プリム保育園

＆KIDSつなぐほいくえん センター南ヤクルト保育ルーム ばでぃぴっころ保育園　東山田ちびっこランド
都筑ふれあいの丘園

ひまわり保育園横浜センター北保育園

利用申請書にはほかの区の園も含めて希
望順位をつけてすべて記入してください。

申し込めます！ なお、就労（予定）証明書などの保育を
必要とすることを証明する書類は、原本
は１部で構いません。その際は、（年齢
が）下のお子さんに原本、上のお子さん
にコピーを添付してください。

書類はそれぞれ必要です！

第１希望園であるかどうかや、希望園が
１園のみの人が有利になることはありま
せん。また、希望園をたくさん書けば入所
の可能性が広がりますが、現実的に通え
る範囲内でご検討ください。そのため、利
用申請書には、通える園を希望の高い順
に記入してください。

ありません！

年度内であれば、保育所利用が決定する
まで、審査の対象となります。ただし、
申請内容に変更があった場合（引っ越し
など）はその都度届出を行ってください。

出す必要はありません！

2021年1月26日（火）までの8時～20時  土・日曜、祝日を含む
（2020年12月29日～2021年1月3日を除く）

横浜市子ども・子育て支援新制度専用ダイヤル
664-2607 840-1132

配布場所 配布場所 申請先

※専用封筒で提出

申請書類のダウンロード
横浜市  令和３年  保育所　 検索

２月上旬10月1日（木）～ 10月12日（月）～ 11月2日（月）

申請方法 郵送

次の人は
区役所（2階24番窓口）へお越しください

※申請期間中、窓口は大変混雑が予想され、長時間お待たせすることがあり
ます。来庁の際は時間に余裕をもってお越しください。

特別な支援を必要とするお子さんの利用申請
障害や発達に心配がある・医療的ケアを必要とするお子さんの利用申請には、
事前相談（要予約）が必要です。
　　相談期間：2020年10月14日（水）～ 2020年10月28日（水）
　　予約受付：こども家庭支援担当  　  948-2321

出生前のお子さんの利用申請
2021年2月3日（水）までに出生予定のお子さんは、４月入所の申請が可能
です。詳しくは利用案内をご確認ください。

市外の保育所の利用申請
申請方法や締切日が異なります。詳しくは利用案内をご確認ください。

認可保育所
認定こども園（保育利用）

家庭的保育事業
事業所内保育事業

幼稚園
横浜保育室

認定こども園（幼稚園利用）
認可外保育所
（企業主導型保育事業など）

小規模保育事業

区民向けの詳細情報
都筑区  令和３年  保育所　 検索

利用料など詳しいお問い合わせは各園へ

とう かん

特集
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 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。

マークの説明

区役所からのお知らせ
〒224-0032  都筑区茅ケ崎中央 32-1  
都筑区役所○○係（担当）へ

区役所への郵便物は

区総合庁舎1階

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

近代水道創設記念
～横浜水道の歴史～パネル展
 10月８日（木）12時～14日（水）16時
 水道局公民連携推進課　
 671-3085　  212-1169

絵手紙・ちぎり絵等の展示会
 10月12日（月）９時～14日（水）16時
 予算調整係
 948-2213　  948-2208

２万個の積み木で何ができるかな？
 10月15日（木）８時45分～15時
 子育て事務係　
 948-2472　  948-2309

石巻進化躍進応援バザール
うんめぇもん市
 10月16日（金）９時 ～ 17時
 NPO法人ヒューマンフェローシップ
 762-1435　  751-9460

オーラルフレイル予防パネル展
 10月19日（月）～22日（木）
 高齢支援担当　
 948-2306　  948-2490

中学校個別支援学級
合同作品展
 10月28日（水）９時～30日（金）17時
 予算調整係　
 948-2213　  948-2208

感染症パネル展
 10月29日（木）～11月４日（水）
 健康づくり係　
 948-2350　  948-2354

児童虐待防止啓発パネル展
 11月２日（月）11時～９日（月）15時
 こども家庭支援担当　
 948-2318　  948-2309

絵画・手芸品作品展
 11月４日（水）12時～８日（日）17時
 都筑区老人クラブ連合会　
 ・  944-1826　担当　内

う ち だ

田、田
た な か

中

鉢物・盆栽の展示及び農業振興
関係パネル展
 11月９日（月）～11日（水）15時
 北部農政事務所農業振興担当　
 948-2480　  948-2488

■■ 秋の全国火災予防運動
「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

 11月９日（月）～15日（日）
★ 住宅用火災警報器について
未設置のご家庭は設置し、設置している
ご家庭は清掃・点検し、10年たったら交
換しましょう。
★ こんろ火災防止について
調理中はこんろから離れず、こんろの周
りは整理整頓し、安全装置（Siセンサー）
付こんろを使用しましょう。
★ 放火を防ぐために
一人ひとりが放火されないよう心掛け、
地域で連携して取り組みましょう。
■■ 都筑区こども防火・防災ポスター展
～区内の小学生が防火・防災への想い
をポスターに込めました‼～
入賞作品を都筑消防署  にて掲載し
ます。（10月下旬予定） 
※区総合庁舎での作品の展
示は実施しません。

 10月16日・30日の金曜10時～10時40分
 東山田地域ケアプラザ

　　広報よこはま都筑区版に掲載されて
いるイベントは、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
または制限をかけた状態での開催などに
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
ご確認ください。

！！

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

 948-2237　  943-1349
 tz-katsudo@city.yokohama.jp

 10月19日（月）

 ・  945-0119

  948-2236　  948-2239

 中央図書館サービス課
 262-0050　  231-8299

  948-2424　  948-2432
10月19日（月）

検索横浜市立図書館

関家住宅は南関東で現存する最古級の
民家です。

 11月28日（土）10時～16時 （資料配
布・説明付き）

 勝田町(市営地下鉄仲町台駅下車徒
歩20分)

 中学生以上150人 
 10月26日から11月５日(消印有効)ま

でに①行事名②午前･午後の希望③全
員の  と  ④代表者の  を明記し 

 （〒231-0005中区本町６-50-10）
 教育委員会事務局生涯学習文化財課
  671-3284　  224-5863

■■ 「第５回 つづき みどりと花のまち
巡り」
市営地下鉄仲町台駅・センター南駅周
辺を散策しながら、みどりや花などにつ
いてガイドが解説します！

 12月６日（日）　受付：９時～９時30
分（受付順にスタート） ※感染症拡大の
場合中止。小雨決行、荒天中止。

 集合：仲町台駅　解散：区役所
【コース(予定)】ささぶねのみちや心行

寺など（約７㎞、３時間程度を予定）
※散策コースには、坂道や段差・階段な
どが含まれます。

 80人（申込み多数の場合  ）
 11月13日必着で、区  の申込フォーム

（  つづき　みどりと花のまち巡り 検索 ）
か、  と参加希望人数、参加希望
者全員の  ・  を明記し、  
※手話通訳・要約筆記などが必要な人
は申込み時に併記してください。
■■ シニア楽農園
　「農作業1日体験参加者募集」
農作業を通じて仲間づくりと健康づくり
に取り組む「シニア楽農園」。その活動
を体験してみませんか？

 ①10月26日（月）・29日（木）・30日
（金）のうち１日 ②11月23日（祝・月）・
26日（木）・27日（金）のうち１日、それぞ
れ９時から11時 まで
※雨天の時は翌週の同じ曜日へ順延

 ｢シニア楽農園｣の畑（東方公園徒歩
約３分、市営地下鉄都筑ふれあいの丘
駅徒歩約10分）

 区内在住の60歳以上の人、各日とも
５人程度  

 マスク、飲料、手袋、タオル、帽子、手
提げ袋（リュック）

 ①10月19日 ②11月16日までにシ
ニア楽農園の会に  ・ ・参加日
を明記し  または  （http://senior-
rakunouen.sakura.ne.jp/index.html）

 シニア楽農園の会
 （info@senior-rakunouen.sakura.ne.jp）

■■ ボランティアベースつづき　
　第１回「情報ボランティア」説明会
今年度のテーマは、「新しい生活様式
のボランティア」です。情報ボランティア
とは、初心者にスマートフォンやパソコ
ン、タブレットの操作方法を説明するボ
ランティアです。

 10月16日（金）15時～17時
 10人 
 10月10日から  か 

■■ 転勤妻のおしゃべりサロン
お子さん連れ可。Zoom参加可。

 毎月第３金曜10時～12時
 10人  （Zoom参加者除く） 
 10月14日までに  か 

■■ 郷土講演会
「つづき再発見　古代の村の祈り」
～薮根不動原遺跡を中心に～
講師：横浜市歴史博物館  学芸員  柳

や ぎ ぬ ま

沼
千

ち え

枝氏　協力：横浜市歴史博物館 ※関連
展示有

 11月21日（土）14時～16時　
 区役所１階福祉保健センター多目的室AB
 40人 
 10月21日から  か 

■■ 募集「絵本の表紙を作ろう」
画用紙に、自分の思うままの絵本の表
紙を描こう ！ 集まった作品は、区民ホー
ルに貼り出し、そのあと図書館内でも展
示します。参加賞あり。詳しくは、  図書館
総合案内まで。

 10月13日から図書館総合案内で用
紙配布および受付
■■ なつかしの街頭紙芝居
   「かみしばいがはじまるよ !」
出演：岸

き し も と

本 茂
し げ き

樹さん(紙芝居なつかし亭)
 11月３日(祝) ①10時30分～11時

②11時30分～12時
 区総合庁舎図書館側入り口前／ 

 10月31日（土）10時30分～12時30分
 緑区新治町887　にいはる里山交流セ

ンター（JR横浜線十日市場駅徒歩約15分）
 市内在住の個人、家族・グループ（４

人まで）20組程度 

 １組1,400円（１株掘り体験、里芋２
㎏のお土産付き、保険代込み）

 10月15日から新治恵みの里  「申込
フォーム」（http://www.niiharu.link）

 北部農政事務所農業振興担当　
 948-2480　  948-2488

10月は「食品ロス削減月間」です。
フードドライブとは、ご家庭で使いきれ
ない未使用食品や飲料を持ち寄り、福
祉施設や団体に寄贈する活動です。
受付できる食品
◦未開封のもの
◦賞味期限（要明記）が２か月以上残っ

ているもの
◦常温保存できるもの　
以上３つの条件をすべて満たす缶詰・飲
料（酒類は除く）、インスタント・レトルト
食品、お菓子、調味料など
受付できない食品
◦開封済みのものや賞味期限の記載が

ないまたは２か月未満のもの
◦生鮮食品や要冷凍・冷蔵食品など温度

管理が必要なもの
◦酒類　など
※詳しくはお問い合わせください。

  10月23日（金）～27日（火）
 10月24日（土）：区総合庁舎１階区民

ホール
その他の日（日曜を除く）：区役所５階
54番窓口（資源化推進担当）

 資源化推進担当
 948-2241　  948-2239

新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため中止となります。

●つづき国際交流Café
今年度のつづき国際交流Caféは中止と
なりますが、区在住外国人から動画でメ
ッセージをいただきます ！ (10月19日

（月）から閲覧可能)  （https://www.
facebook. com/TsuzukiInternatinalCafe/）を
ご覧ください。

●つづきウォーク＆フェスタ
毎年11月23日に実施している『つづきウ
ォーク＆フェスタ』について、今年度は中
止となりました。なお、区総合庁舎１階区
民ホールでの展示（11月19日（木）～25日

（水））は実施予定です。
フォトコンテスト開催中 ！ 
詳しくは 

毎年１月６日に新横浜プリンスホテル
で開催しております都筑区新年賀詞交
換会は、令和３年については新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め中止といたします。

 庶務係　  948-2211　  948-2208
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今話題の SDGｓ（持続可能な開発目標）について、地球温暖化や環境問
題の観点から学ぶ SDGｓ環境フェアを開催します！

◦東京都市大学 ISO学生委員会活動報告
◦緑のカーテン栽培結果報告
◦ごみの分別について
◦プラスチックごみについて  など

❶らんま先生（eco実験パフォー
マー）によるSDGｓをわかりや
すく学べる講演会（同内容２回）

❷東京農工大学 高
た か だ

田 秀
ひ で

重
し げ

教授に
よるマイクロプラスチックに関
する環境講座

❸オリジナル廃油キャンドル製作
などの体験型ワークショップ

❹３R行動
◦ごみと資源のなんでも相談コーナー
◦フードドライブ
◦リユース図書の募集　など

 10月24日（土）10時～16時
 区総合庁舎１階
 ①各20組40人 ②40人いずれも  

／ 
詳しくは   つづき  エコ活 検索

 10月 23日（金）～ 27日（火）
 区総合庁舎１階区民ホール

 パネル展示 

実験パフォーマンスやワークショップなど、大人から子どもまで楽しめる
さまざまなプログラムを通じてSDGｓについて学んでみませんか？

 資源化推進担当　  948-2241　  948-2239
　  企画調整係　          948-2226　  948-2399　 

SDGs環境フェアSDGs環境フェアSDGs 環境フェアSDGs 環境フェアSDGs 環境フェアSDGs 環境フェア

● 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。
●ベビーカー置き場のスペースに限りがあります。ベビーカーの管理は自己責任でお願いします。

両親教室、女性と子どもの相談・健診

検診・教室
 ・  健康づくり係　  948-2350　  948-2354

肺がん検診
有料

予約制

11月20日（金）午前→10月22日～11月12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30人（１年度に１回）
 胸部エックス線撮影680円

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診、PSA検査（前
立腺がん）を実施しています。医療機関に直接お申し込みください。

エイズ・梅毒検査
予約制

10月15日・22日・29日、11月５日の木曜９時10分～９時30分
受付：区役所１階健診室内７番／結果は１週間後以降
※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

10月23日（金）午後、11月10日（火）午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師
や栄養士による個別相談です。

禁煙相談
予約制

10月23日（金）午後、11月10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。

 ・  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。

 ・  青少年支援・学校地域連携担当　  948-2349　  948-2309
ひきこもりなど
の困難を抱える
若者の専門相談

予約制

10月８日・22日の木曜13時30分～16時20分（１回50分）
  区役所２階24番窓口
 市内在住の15～39歳の本人、家族、支援者
  事前に 

● 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。●予約制で、特に記載のないものは、
１か月前から受け付けています。

■■ くまさんのおはなし会（11月）
 11月12日(木)①10時～10時25分 

②10時45分～11時10分
 対面朗読室
 ①０・１歳児と保護者 ②２・３歳児

と保護者 各６組   ●  

■■ 11月の定例おはなし会
 11月18日(水)15時30分～16時
 対面朗読室

■■  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。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実演

 ①11月９日（月）②11月27日（金）
いずれも10時30分～11時30分

 ①区役所１階福祉保健センター多目
的室 ②葛が谷地域ケアプラザ

 区内在住で離乳食を始めて２か月を
過ぎたころの子と親15組 

 ①バスタオル、飲み物 ②飲み物

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
いてお話しします。また妊娠中の相談
にもお答えします。

 11月17日（火）14時～15時
 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12人 
 10月17日から 
 子育て支援センターポポラ
 912-5135　  912-5160

 10月12日10時から葛が谷地域ケアプ
ラザ  （943-5951）
■■  はじめての離乳食
栄養士による、離乳食の基本「つぶしが
ゆ」や野菜などのつぶし方体験、進め方
の相談を行います。

11月17日（火）10時30分～11時30分
 区役所１階福祉保健センター栄養相談室
 未就学児と保護者10組 
 10月12日から 

■■ ママと赤ちゃんのニコニコはみがき
 11月17日(火)10時30分～11時30分
 区役所１階福祉保健センター多目的室
 区内在住2020年１月～７月生まれ

の子と保護者15組  ※お子さんの歯
が生えていなくても大丈夫です

 手鏡
 10月12日から 

 １人でお話が聞ける子９人   ●  

※保護者の付き添いは事前にご相談ください。

 ・  こども家庭支援担当　  948-2318　  948-2309

乳幼児
健康
診査

4か月児 10月13日・27日、11月10日の火曜
10月20日（火）

13時～14時受付
10時～11時受付

1歳6か月児 10月22日、11月５日の木曜
10月29日（木）

13時～14時受付
10時～11時受付

3歳児 10月15日・29日の木曜　
11月５日（木）　　　　　  

13時～14時受付
10時～11時受付

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
予約制

2021年３月ごろ出産予定の人→11月６日・20日・27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

 10月26日８時45分から 
 15組 

土曜両親教室
予約制

11月28日（土）９時30分～11時30分
 10月28日８時45分から  
 25組 

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談

予約制

歯科健診・相談、歯みがきアドバイス
 10月20日（火）、11月９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　　

 ・  健康づくり係　  948-2350    948-2354
子どもの

食生活相談
予約制

栄養士による食生活についての個別相談
 10月23日（金）午後・27日（火）午前　（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）

 948-2424    948-2432

  行事は開催日の２週間前から  か 

10月19日（月）
検索横浜市立図書館

 948-2350    948-2354

 都筑区子育て支援センターポポラ　  912-5135　  912-5160

● 鴨池公園こどもログハウス
  「かもっこくらぶ」

 10月１日（木）10時30分～11時
 荏田東三丁目２　  942-1569　

● 新栄地域ケアプラザ「つくしんぼサロン」
 10月２日（金）10時～12時
 新栄町19 -19　  592-5255　

● 親と子のつどいの広場ハッピーひろば 
 10月６日（火）10時15分～11時30分
 茅ケ崎東三丁目26 -２サウスウイング201　
 777-9133　

● 親と子のつどいの広場すくすくサロン 
 10月15日（木）10時～12時
 佐江戸町1829　  516-9117　

● 都筑区子育て支援センターポポラ 
 10月15日（木）・16日（金）10時30分～

11時30分　  中川中央一丁目１-３　ショッ
ピングタウンあいたい５階　  912-5135　
● 葛が谷地域ケアプラザ
　「子育てサロン　きらきら」

 10月16日（金）10時～11時
 葛が谷16 -３ １階　  943-5951　

● 茅ケ崎南保育園 
 10月21日（水）10時～11時
 茅ケ崎南五丁目11-３　  943-1285　

転入されてきた親子向けのイベントを開催します。お近くの会場にぜひ足を運ん
でみてください。

● 都筑区子育て支援センター
　 ポポラサテライト 

 10月27日（火）10時30分～11時30分
 池辺町4035 -１ 三井ショッピングパーク

ららぽーと横浜３階　  507-6856 
● 親と子のつどいの広場　つづき 

 11月５日（木）10時～11時　
 南山田三丁目14-19　  593-4011

● おやこの広場『ぷらっとカフェ』
 11月６日（金）10時～11時　
 仲町台一丁目20-11 ヒルサイド303
 944-3554 

● 加賀原地域ケアプラザ
  「すくすくプラザ」

 11月26日（木）10時30分～11時30分 
 加賀原一丁目22-32　  944-4640 

イベント中止の施設
● 中川地域ケアプラザ
　「親子でたのしむおはなしタンポポ」
● 東山田地域ケアプラザ
　「遊びのおもちゃランド」
● 川和あそびの広場「かわわ★わ～い」
● つづきの丘小学校コミュニティハウス
　「子育てサロンはぐはぐ」 
● 都田地区子育てサロン

あつまれ～都筑のニューフェイス ！2020 秋秋

※  がついている会場は、事前予約が必要です。詳しくは、各会場にお問い合わせください。
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施設からのお知らせ
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/
common/event2/tsuzuki/

都筑区
イベント情報配信中

⃝ 原則 10月11日 ～ 11月10日 のお知らせを掲載しています。
⃝ マークの説明については、８ページを参照してください。
⃝ 料金の記載のないお知らせは無料です。
⃝ 詳細は各施設へお問い合わせください。

　　　広報よこはま都筑区版に掲
載されているイベントは、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・延期または制限
をかけた状態での開催などになる
場合があります。
　参加される際には、事前に開催
状況をご確認ください。

   行事は開催日の１か月前から  
か  (申込初日の  は10時から)

■■ 見つけよう「自分の一杯」！
　珈琲鑑定士に学ぶコーヒー入門
区内のコーヒー専門店に教わるおいし
いコーヒーの入れ方／11月18日(水)14
時～16時／10人  ／1,500円（お土産
付き）   ●  

■■ つづき謎解きウォークラリー
　中川・山田編
協力：都筑をガイドする会／11月14日(土)
９時30分～12時30分／２人組（親子・友
だちなど）10組  ／1,000円   ●  

■■ 和布で作る干
え と

支人形(全２回)
着物の端切れを使い来年の干

え と

支(丑
う し

)の
人形を作ります／11月12日・19日の木
曜９時30分～11時30分／10人  ／
1,500円(全回分、材料費など含む)

 裁縫道具
 10月13日から (10時から) か 

■■ クリスマスのリース
季節の自然素材のドライフラワーで作る
リース／11月25日(水)10時～11時30分
／16人  ／3,000円(材料費含む)   ●  

 912-6973    912-6983
  224-0001 中川二丁目8-1

10月12日(月)、11月９日(月)

  行事は開催日の１か月前から  か  

■■ キラトラキッチンのタイ料理
キラトラさんに習う、本場タイの家庭料
理／11月13日(金)10時～13時／16人 

 ／1,500円   ●  

■■ 陶芸にチャレンジ!
オリジナル作品を作成、お渡しは１か月
後／11月20日(金)12時30分～14時30分
／12人  ／3,200円   ●  

■■ 骨盤底筋を鍛える
理学療法士による、加齢や産後の尿漏
れ予防体操／11月26日(木)10時～11時
／20人  ／200円   ●  

■■ 世界のパン作り～シュトーレン～
手作りシュトーレンで迎えるクリスマス
／12月４日(金)９時30分～13時／16人 

 ／1,500円   ●  

■■ クリスマス＆お正月2WAYスワッグ
好きな花材を選んで、スワッグ作り／12
月９日(水)10時～11時30分／24人  
／2,500円   ●  

 要問合せ

■■ 都筑民家園 みそ講座(寒仕込み)
講座は行わず、材料キット(レシピ付き)
のお渡しのみ。 仕上がりは、みそ約４kg
／12月９日(水)13時30分～15時(材料
お渡し時間)／50人  ／4,000円

 11月10日から28日までに  か  
■■ しの笛の朝
毎週土曜11時30分～12時 ※荒天の場
合中止になることがあります／  

 594-1723    594-2019
 224-0028  大棚西2

  10月12日（月）・26日（月）、11月９日（月）

■■ 親子の広場 「かもっこくらぶ」
子育て中の親子と妊婦さんの交流広場
■木の実で遊ぼう：10月13日(火)10時30
分～11時30分／未就園児と親10組  
／子ども１人300円／ 
■ベビーマッサージ：10月20日(火)10時
30分～11時30分／生後２か月～おす
わり期の赤ちゃんと親７組  ／子ども
１人300円／ 

 バスタオル
■あそびLabo.「空気をつかってあそぼ
う」：10月29日(木)10時30分～11時30分
／未就園児と親10組  ／子ども１人
300円／ 
■おはなし会：11月５日(木)10時30分～
11時／未就園児と親10組  ／ 
■おさるんリトミック：11月９日(月)10時
30分～11時30分／未就園児と親10組 

 ／子ども１人300円／ 
■■ ログのハロウィン
大人気のログミッションのハロウィン
バージョンにチャレンジ。工作もあるよ
／10月15日(木)～31日(土)９時15分～
16時／幼児・小学生 ※未就学児は保護
者同伴／ 

 943-9191    943-9131
  224-0041  仲町台二丁目7-2

10月12日(月)、11月９日(月)
   行事は10月11日９時から  か10

時から 

■■ 地区セン発表会
日頃の活動の発表の場／①10月24日
(土)・②25日(日) ①13時～18時 ②10時
～15時／  
■■ ジュニア体操後期(全８回)
楽しく体を動かして同年代の子と仲良く
なろう／12月１日・８日・15日、2021年１
月19日・26日、２月２日・９日・16日の火
曜15時30分～17時／３歳以上の未就
学児20人  ／4,000円(全回分)   ●  

 941-8380    942-3979
  224-0062  葛が谷2-1

10月27日(火)
   行事は10月11日から  か  

※  はすべて市内在住・在勤者

■■ ヨガ教室(全４回)
ヨガで心と体をリフレッシュしましょう
／11月２日・９日・16日・30日の月曜10
時～11時／60歳未満の人12人  ／
1,000円(全回分)   ●  

■■ 大人の塗り絵教室(全３回)
誰でも美しく自分らしい絵が描けます
／11月４日～12月２日の隔週水曜10時
～11時30分／10人  ／1,500円(全回
分)   ●  

  592-5975    592-5913
 224-0024  東山田町270

  行事は事前に  か  

■■ 親子でリトミック
　ぴょんぴょんうさぎ
リズムに合わせて体を動かしたり、手遊
びや歌を歌ったりして楽しい時間を過ご
しましょう／10月９日～2021年３月12
日の毎月第２金曜10時～11時 ※受付
は９時30分～／未就園児と親各10組 

 ／各回300円   ●  

 動きやすい服装、飲み物
■■ おさんぽカフェ
アロマイベントは手ごね石けん／10月
３日(土)10時～12時／200円 ※イベン
ト参加者は別途500円   ●  

 941-2997    949-0477
 224-0053  池辺町2973-1

 http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc_ysa/ 
10月26日（月）

■■ スポーツレクリエーション
　フェスティバル２０２０
①元オリンピック卓球女子日本代表監
督による体験教室 ②パラリンピック競
技にチャレンジ！ ※詳しくは  ／10月
25日（日）９時～15時／各500円

 10月５日から  か  

   行 事 は 開 催日1 0日前まで に 
 と申込者全員の ・  を明記し

１行事ごとに  か   ※記載のないも
のは小雨決行・荒天中止

■■ 間伐材の丸太でプレート作り
コースターや表札などを作ります／11月
15日(日)13時～15時／ばじょうじ谷戸休
憩所集合／30人  ／１人500円   ●  

■■ 炭焼き体験(宮谷戸窯)
無煙・無臭のハイテク炭焼き(都合のつ
く時間だけの参加も歓迎)／①11月14日
(土)９時～12時：炭材作りと窯詰め ②21
日(土)８時～17時：炭焼き ③28日(土)９
時～12時：窯出しと炭材作り ※雨天決行
／宮谷戸炭焼施設   ●  

 ・  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)

■■ クリスマス・お正月2WAYスワッグ
クリスマス用のスワッグを作り、少しア
レンジすることによりお正月まで楽しめ
ます／12月４日(金)10時～11時30分／
12人  ／2,100円   ●  

■■ プロに習う卓球スクール３期
　(全10回)
初心者から上級者までプロによる指導
で卓球を学ぶ／12月７日・21日、2021
年１月18日・25日、２月１日・15日・22
日、３月１日・15日・22日の月曜12時30
分～14時30分／36人  ／8,000円(全
回分)   ●  

■■ ままくらぶ
　保育付きクリスマスケーキ作り
子育て中のママの交流、リフレッシュの
場に／12月２日(水)10時～11時40分
／１歳～未就園児の子と母10組  ／
1,500円   ●  

■■ みんなでうたおう後期(全５回)
歌詞カードを見ながら懐かしい歌を歌
う／11月21日～2021年３月20日の毎月
第３土曜10時～11時30分／30人  ／
2,700円(全回分)   ●  

 ・  945-2949
 224-0006   荏田東一丁目22-1

 火・木曜

 ・  591-8444
  224-0021   北山田五丁目14-1

 火・木曜
  行事は開催日の１か月前から  か  

■■ おはなし会
紙芝居や絵本の読み聞かせ、パネルシ
アターなど／11月28日(土)10時30分～
11時／15人   ※未就学児は保護者同
伴   ●  

■■ わくわくアロマ「バスボム」づくり
環境についての大切さを学ぶ／11月27
日(金)10時～11時30分／15人   ※未
就学児は保護者同伴／300円   ●  

  行事は事前に  か  

■■ 外国からのお客様へ「おもてなし
英語」に挑戦(後期)(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（全10回
中２回は中止済）／10月７日～2021年１
月20日の毎月第１・３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  ※随時申込み可／各
１回700円   ●  

■■ おもしろ算数教室(後期)(全６回)
図形、数、計算のひみつを作って遊んで
みよう／10月５日、11月２日、12月７日、
2021年１月11日、２月１日、３月１日の
月曜16時～17時15分／小学１～６年生
15人   ※１年生は保護者同伴／3,600
円(全回分)   ●  

■■ 親子リズム遊び(後期)(全12回)
音楽に合わせて体を動かそう／10月９
日・23日、11月13日・27日、12月４日・18日、
2021年１月８日・22日、２月12日・26日、３
月12日・26日の金曜 ①１部：10時～11時 
②２部：11時～12時 ※①か②のいずれ
か選択／１歳６か月児～３歳児と保護
者各11組  ／3,600円(全回分)   ●  

■■ 子どもアート教室(後期)(全６回)
子どもの感性を育てる多彩なアート教
室／10月19日～2021年３月15日の毎
月第３月曜15時45分～17時15分／小
学生15人  ／5,400円(全回分、材料費
含む)   ●  

■■ 心と体のゆったり体操
　(後期)(全６回)
簡単な動きで、普段使わない所もしっか
り刺激／10月26日～2021年３月22日
の毎月第４月曜10時～11時30分／12
人  ／各回500円   ●  

 593-8200    593-8201
  224-0021  北山田二丁目25-1

10月12日(月)、11月９日(月)

■■ 生物多様性勉強会(全５回)
生物多様性の概念から実践について勉
強します／11月15日、12月13日、2021年１
月10日、２月14日、３月14日の日曜13時30
分～16時／レストハウス集合   ●  

■■ 秋の植物観察会・紅葉
都筑中央公園の紅葉を観察して巡ります
／11月29日（日）９時～12時／レストハウ
ス集合   ●  

 ・  942-1569
  224-0006   荏田東三丁目2

10月19日(月)



※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※
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 アムールヒョウ
　アムールヒョウは、ロシア沿海地方

（中国、北朝鮮との国境付近）の森林に
生息しています。森林破壊や密猟で生
息数が減少し、2007年には約30頭と言
われていました。保護区の設立などで
現在は約100頭まで回復してきていま
すが、今なお絶滅の危機に瀕しているこ
とには変わりません。
　よこはま動物園では、ダッシュ（オス・
11歳）を飼育していますが、６月30日に
神戸市立王子動物園からトライ（オス）
が来園しました。まだ１歳で、体は小さ

   912-5135   912-5160
   224-0003  中川中央一丁目1-3
                                                   あいたい5階
   http://www.popola.org/ 

日・月曜、祝日

個人での利用もお待ちしています。
※大会などで利用できない場合があり
ます。また、混雑時には入場制限でお待
ちいただく場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

【サブプール】
■ 利用時間
サブプール：月～金曜９時30分～21時
30分（退水時刻21時15分）
■ 利用料金（２時間 ）
大人700円、子ども（中学生以下）350円 
※延長料金１時間につき大人350円、
子ども（中学生以下）170円
※新型コロナウイルス感染症対策とし
て、小学生以下の人は保護者同伴にな
ります。

 水着・スイムキャップ・タオル・くつ袋
【トレーニングルーム】

■ 利用時間
月～金曜９時30分～21時30分（退室時
刻21時20分）、土・日曜、祝日７時30分
～21時30分（退室時刻21時20分）

 トレーニングに適した服装・室内
シューズ・くつ袋
■ 利用料金（２時間 ）
大人500円、中学生250円 ※延長料金
１時間につき大人250円、中学生120円
※小学生以下は利用不可
※サブアリーナは10月1日（木）～2021
年３月31日（水）まで工事を行いますの
で、この期間はご利用できません。
※軽食コーナー、コンビニ、プロショッ
プも営業しています。お気軽にお立ち寄
りください。

 592-0453    592-1402    
 224-0021  北山田七丁目3-1
 http://www.waterarena.jp/ 

 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

■■ 発達障害・知的障害って
　なんだろう？
障害特性や接し方のポイントについて話
を聞き、「障害があってもなくても、自分
らしく、共に暮らせるまち」に向けてどの
ようなことができるか一緒に考えてみま
せんか。講師：横浜市北部地域療育セン
ターソーシャルワーカー 齊

さ い と う

藤 共
と も よ

代氏／
10月23日（金）10時～12時／30人程度 

 10月20日までに  か、  を明記
し   か   ※落選者のみご連絡します 

ズーラシアでは、１日の入園者数を5,000
人程度に制限しています。ご入園には入
園料とは別途、事前予
約による入園整理券
が必要となります。
入園整理券の予約は
こちら。  (http://www.
hama-midorinokyokai.
or.jp/zoo/zoorasia/details/97.php)

■■ 飼育体験
飼育体験を通して飼育の工夫を知り動
物や動物園について学びます／11月７日

（土）・８日（日）９時30分～12時／県内
在住の小学４～６年生28人  ／500円

（イベント保険料含む）
 10月18日までに  応募フォームから申

込み

  行事は前開館日までに  か 

■■ 親子で楽しむ「秋のおはなし会」
絵本の読み聞かせ、わらべ歌でたのし
いひとときを／11月６日(金) 10時15分
～10時40分、11時10分～11時35分／
０～１歳の子と親各７組    ●  

■■ マタニティさんの赤ちゃんとの
　生活プチ体験
出産後の赤ちゃんとの生活をイメージ
しながら行う模擬体験会／11月17日
(火)14時～15時／区内在住の妊娠中
の人とその家族12人    ●  

■■ じっくり相談(ポポラ)
専門相談員による子育て相談／①11
月14日(土)・②27日（金）①10時～16時 
②13時～16時／未就学児とその家族
①５組 ②３組    ●  

■■ じっくり相談(サテライト)
専門相談員による子育て相談／11月
13日(金)10時～16時／ポポラサテライ
ト(ららぽーと横浜)／未就学児とその
家族５組    ●  

■■ 横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
11月14日(土)・25日(水)いずれも10時
30分～11時30分／各５組    ●  

■■ 横浜子育てサポートシステム
　出張入会説明会
①11月19日(木)・②28日(土)いずれも
10時30分～11時30分／①親と子のつ
どいの広場 ハッピーひろば ②北山田
地区センター／各５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
10月17日(土)10時30分～11時30分／
未就学児とその家族５組    ●  

■■ ちょっと気になる子の日
　ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障害のある子と
家族のポポラ体験／10月17日(土)10時
～16時／未就学児とその家族／  
■■ ききょう公園であそぼう!
だれでも大歓迎！ ／10月22日(木)10
時30分～12時(10時10分ポポラ出発) 
※雨天時は10月29日(木)／ききょう公
園(中川五丁目10)／  
■■ パパといっしょに
　ききょう公園であそぼう!
赤ちゃんも元気っ子もパパと一緒に
ききょう公園であそぼう／11月７日
(土)10時30分～12時／ききょう公園(中
川五丁目10)  ※雨天中止／  

■■ トレーニング室のご案内
フィットネスバイク・ランニングマシンや
各種筋トレマシンが揃っています。詳し
くは  か  。 ※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／  

■■ アートフォーラムあざみ野
　Ｗｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
地元企業のハイエンドオーディオ機器
を使用した、気軽で楽しいオーディオコ
ンサートです。 ※立ち見での鑑賞となり
ます。／10月11日・25日の日曜12時～12
時40分／ 

■■ ミシンでソーイング
　育休中に入園準備始めませんか?
ミシンを使って通園などに使える大きめ
バッグをつくります。ママの交流会もあ
り／11月９日（月）10時30分～12時30
分／２か月～１歳５か月の子どもがい
る保育希望の女性10人  ／3,500円　
(材料費、乳児保育１人分含む) 

 あり １歳６か月～未就学児／４日
前までに子どもの部屋に  ／ 

 10月14日から子どもの部屋に  

横浜市民ギャラリーあざみ野
 910-5656    910-5674
 https://artazamino.jp/

 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 )
10月26日（月）

 959-1000    959-1450
  241-0001   旭区上白根町1175-1

10月20日(火)・27日(火)、
11月４日(水)・10日(火)

検索ズーラシア

動物コラム

展示場に出て間もない頃のトラ
イ（7月）

まだ体も小さく、顔もあどけなさが
あります。

く、顔もあど
けなさがあ
ります。ヒョ
ウは単独行
動する動物
な の で 、展
示場はダッ
シュとトラ
イが交代で
出ることに
な りま す 。
展示場の前
には２頭の
見分け方の
ヒントとな
る看板があ
りますので、今日はどっちかな？と当て
てみてくださいね！

ヒョウのフィギュア
1,080円（税込み）

お や げみ
紹 介

協賛企業・団体などのサービスも受けられます。

放
置
ゼ
ロ

   

キ
レ
イ
な
街
で

      

お
も
て
な
し

検索神奈川県自主返納サポート協議会

運転免許証を返納すると
公的な身分証明書として使え
各種サービスが受けられる

「運転経歴証明書」が申請できます。

運転経歴証明書は本人確認書類として有効です

都筑警察署交通課ニュース

  都筑警察署　 ・  949-0110

男女共同参画センター横浜北
 910-5700    910-5755
  https://www.women.city.yokohama.jp/a/
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　ピッツェリアドマーニでは、新鮮でおいしい地野菜の特徴を生
かし、お客様に料理を楽しんで頂きたいという思いから、都筑野
菜を使っています。
　開店当初、毎日のように通った直売所で、農家さんが一生懸
命作った新鮮でおいしい野菜と出会い、その特徴を捉えたメニ
ューとして、都筑野菜などの地野菜をふんだんに使うノティッツ
ィアというメニューが考案されました。ちなみにノティッツィアと
いう名前は、店主がナポリでピッツァを学んだ店名から採用し
ています。カラフルで彩りよく、見た目からも食欲をそそるノティ
ッツィア、その季節に採れる新鮮なお野菜たっぷりのピッツァを
是非味わってみてください ！

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、「ピッツェリアドマーニ」の季節の地野菜たっぷり「ノティッツィア」です。

都筑野菜 ※地元で採れた農産物

ノティッツィア

企画調整係　      948-2227 948-2399 区民活動係　　 948-2236 948-2239

　７月25日（土）～8月15日（土）に、今年も小中高校生を対象
とした夏休みボランティア体験「はぁと deボランティア」を実
施しました。今年度は160人の子どもたちが、９つの体験プロ
グラムの中からボランティア体験に挑戦しました。
　最初は、異なる学校・学年の子どもたちや大人たちにドキド
キした様子だった子どもたちも、夏のボランティア体験を通じ
て、振り返りでは積極的に発言をしていました。多くの人との
出会いや体験はこれからの人生の糧になることと思います。　
　来年の参加もお待ちしています。

　これらの路線は地域の移動手段の確保のため、
生活交通バス路線として市民のみなさまの税金で赤
字分を補てんし運行しています。しかし、①利用者が
極端に少ない②収支が極端に見合わない場合、路
線再編や収支改善（減便等）の対象になります。
　路線を存続させていくためにお出かけの際は、ぜ
ひバスをご利用ください。

都筑区内の生活交通バス路線

73

80

都筑区役所都筑区役所

都筑ふれあいの丘駅都筑ふれあいの丘駅
仲町台駅仲町台駅

川和町駅

センター南駅センター南駅

ブルーライン グリーンライン

センター北駅センター北駅

318 300

302

中山駅中山駅
新横浜駅新横浜駅

都筑区

73系統 中山駅前～佐江戸～川和町～センター南駅
80系統 中山駅北口～佐江戸～星ケ谷～センター南駅

300系統 新横浜駅前～港北インター～長福寺前～仲町台駅

302系統 仲町台駅～港北工業団地～新北川橋～東山田駅～センター南駅

318系統 センター南駅～星ケ谷～長福寺前～仲町台駅

東山田駅東山田駅

横浜市生活交通バス路線維持制度詳しくは 検索

道路局企画課　　 671-3800生活交通バス路線の制度に関すること 交通局路線計画課　　 671-3194ダイヤ等の運行に関すること

ピッツェリアドマーニ
11時30分～14時00分
17時30分～20時00分
月曜、第１・３火曜

荏田南4丁目10-4　　 943-2396
http://pizzajuolo.com/

JR横浜線

テイクアウトメニューの取扱いもございますので、詳しくは　 をご覧ください。

※

をガイドする会」№55　広報係）か 
（tsuzuki-guide@hotmail.co.jp）

 都筑をガイドする会　大
お お

橋
は し

090-9088-0286
■■ 大人のための英会話講座（全８回）
読み書きから挨拶・自己紹介・基礎会話
まで。WEB受講可／10月28日～12月16日
までの水曜日、初級16時～17時、中級18
時～19時／都筑公会堂／6,000円（全回
分）別途テキスト代1,000円／各８人 

 10月6日から国際文化交流協会に 
 国際文化交流協会　 
090-6489-2803（平日10時～18時）

■■ かがやきクラブ都筑　第26回こと
ぶき趣味の作品展　一般出品者募集
展示期間11月４日（水）～８日（日）／区
総合庁舎１階区民ホール／募集作品：

※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※

■■ 「都筑に残る3つの富士をめぐる」
ガイドと共につづきを歩こう No.55
①10月22日（木）、②10月25日（日）受付
９時～９時15分／市営地下鉄都筑ふ
れあいの丘駅集合 ※雨天決行／約６
km、３時間歩ける人各50人  ※坂道、

　広報よこはま都筑区版に掲載されているイベントは、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、事前に開催状況をご確認ください。

！！
階段などあり／500円、中学生以下は
200円 ※保護者同伴に限る

10月17日までに参加者全員の 
・ ・ この催しを何で知ったかを明記
し  （http://tzkgd.com/）か （〒224-
0029　南山田二丁目24-6-717「都筑

絵画・写真・手芸・工芸・書・俳句・短歌・
川柳／区在住のおおむね60歳以上の
人

 10月15日までに  か  か 
 都筑区老人クラブ連合会 内

う ち

田
だ

、田
た

中
な か

・  944-1826  tsuzuki-roren@
clock.ocn.ne.jp
■■ クラフトづくり ～しめ縄づくり～
12月10日（木）９時30分～11時30分／く
ろがね青少年野外活動センター／16歳
以上10人 ／2,000円（材料費含む）

10月30日までに ・生年月日
を明記し （〒225-0025　青葉区鉄
町1380番地）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。


	都筑区09-p5
	都筑区10-p6-7
	都筑区10-p8-9
	都筑区10-p10-11
	都筑区10-p12



