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問合せ　区民活動係　　948-2236　　948-2239

つづきで活躍！ ドイツ出身ベアレントさん

2020（令和２）年

編集・発行

区の人口

区の世帯数　 84,888世帯 ※2020年9月１日現在 都筑区役所  検索
ホームページ213,167人

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.277

アーティストの
パフォーマンス
動画の配信

動画でドイツの
文化を紹介！
動

都筑区役所（代表）
11月14日・28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。 

　ドイツ出身で47年前に日本にやってきたベアレント・ヴォルフガン
グ氏。妻のゆう子さんと町内会で元気に活躍中で、毎年ドイツクリス
マスマーケットin都筑ではサンタクロースにふんして、地域の子ども

こ

たちとの交流を深めています。
また市営地下鉄センター北・南
駅の間にある吾妻山公園の愛護
会会長も務めており、住民が安
心して利用できるようにと、草
刈りや公園の手入れ、老朽化し
たベンチの塗装など、精力的に
活動しています。

クリスマス、ドイツ料理の
テイクアウト

メニュー例：プレッツェル、ソーセージ、ワイン、               
               シュトレン、ケーキ、バームクーヘン

特別企画
～おうちでみがこう！～

クリスマスオーナメント　プレゼント
　メイドインつづきに参加する区内ものづ
くり企業が製作した、みがくとキラキラにな
る金属オーナメント(飾り)をプレゼント！
　区内各所で限定1,000個配布します。
（配布場所、日程はHPをご確認ください）

配布オーナメント（イメージ）

https://xmas-tsuzuki.com/

！

つながりつながり
　都筑区には東京横浜独逸学園（以下、ドイツ学園）やドイツに本社のある企業が
7社あり、市内でも最多の276人のドイツ人の皆さんが居住されています（その割
合は市内在住ドイツ人の実に40％）。
　日独交流150周年の2011年から都筑区とドイツの交流事業は始まり、翌年から
「ドイツクリスマスマーケットin都筑」もスタート。今年はオンラインでの開催とな
りますが、都筑区は教育・文化・環境などのさまざまな場面で交流を深めています。

2021年は
日独交流160周年と

ドイツクリスマスマーケットin都筑が
10周年を迎えます。

　ますますつながりが深まる
「つづきとドイツ」の交流に

ご期待ください。

ビルドゥング

教育 -Bildung-
テュフ ラインランド ジャ

パン 株式会社

夏休みガールズデー
文化 -Kultur-

クゥルトゥア
ドイツ学園

オクトーバーフェスト
毎年

10月開催

　毎年5,000人の来場者があり、日本人とドイツ人が同じ会場で飲食や音楽などのドイツ文化を楽しめる、大切な国際交流の場となっています。

環境 -Umwelt-
ウムヴェルトゥ

ボッシュ株式会社

ごみ・資源物説明会
　分別方法でお困りの同社で働く外国籍の社員の皆さんを対象に、ごみ
の分別説明会を実施しました。当日は、横浜の分別方法を楽しく伝えるク
イズやゲームも行いました。

参加者の声

テュフ ラインランド ジャパンテク
ノロジーセンターにベルリンの壁
の一部があります。

毎年12月

       2012年から開始された都筑の冬の風物詩。
今年は専用のホームページ(HP)を開設し(11月25日10時開設予定)、

主にオンラインで開催します。

ドイツの人にも地域のことを
よく知ってもらうために都筑
区役所や資源循環局でドイ
ツ語表記のリーフレットを発
行しています。

とを
都筑
ドイ

2018年から
都筑区が後援

2017年
6月開催

　ガールズデーは、ドイツ政府
が2001年に始めた女子の技

術

進路への推進キャンペーンの
ことで、理系企業などへの就

職を

希望する女性を応援するため
の取組です。同社では、小学

校

５・６年生の女子を招待し、検
査設備の見学のほか、新製品

開

発のワークショップも実施して
います。

今年は
オンライ

ンで

つづきにある
ドイツ語のリーフレット つづきの中に

ベルリンの壁

参加者の声
参加者の声

つつ
ベドイツ

の
とつづき
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　都筑図書館では今秋、郷土講演会や工作会などさまざまなイベントを開催します。今月の特集で

は毎年恒例の「つづきブックフェスタ」や、新しく始まる「みゃーごとちゅーずのおでかけ図書館」

を紹介します。

　都筑図書館開館25周年を記念して、市民グループ「都筑図書館から
未来を描く協働の会」とともに、つづきの過去や現在を知るイベント、
つづきの未来をつくる子どもたちと一緒に楽しめるイベントを用意し
て皆さんをお待ちしています。

特集 新型コロナウイルス感染症対策 都筑図書館では感染拡大防止に向けた取組をして
います。利用者の皆さまに安心してご利用いただ
ける環境づくりに努めます。

職員はマスクを着用し、
窓口にはビニールシー
トを設置しています。

窓口の待機列に
間隔目印を設置
しています。

手指消毒液を設置
しています。

閲覧席に間仕切り
を設置しています。

玄関・窓を開放
しています。

毎年恒例！年明け最初のお楽しみ企画「本の
福袋」の中身を募集中です！

● 参加人数を会場定員の半分とし、参加者間の間隔を確保します。
● 検温・体調確認を実施します。　● 受付時に名前・連絡先を伺います。
● 会場に手指消毒液を設置します。　● 物品を定期的に消毒します。
● 原則、マスク着用の上でご参加いただきます。

『いちばんやさしい！楽しい！
シルバー川柳入門』
水野 タケシ／著 河出書房新社

都筑図書館マスコットキャラクター
みゃーご（左）、ちゅーず（右）

　都筑区は読書への関心が非常に高い地域です。市内でも一番
多く本が借りられているのが都筑図書館です。しかし図書館
が遠いなどの理由で、気軽に足を運べないという人もいます。
そこで、本の力でみんなが輝けるよう、楽しい本とイベントを
お届けします。
　都筑図書館のマスコットキャラクターのみゃーごとちゅー
ずの立体オブジェが目印です！

園庭での青空図書館＆
おはなし会♪

ミニおはなし会や紙芝居、
図書の出張貸出し♪

共催：都筑図書館から未来を描く協働の会・都筑図書館・都筑区役所

～つづきブックフェスタ2020～
都筑図書館開館25周年

各イベントは、次の感染症対策を講じた上で実施いたします。

区内の中学生・高校生
が作成したおすすめ
の本を紹介するPOP 
を展示します。

中学生 ▼12月4日（金）～ 14日（月）
高校生 ▼12月15日（火）～ 25日（金）

期間

11月19日（木）～ 21日（土）
13時～ 15時

期間

時間

40人先着　    　　　　　無料
　都筑図書館カウンターまたは電話
横浜市歴史博物館

定員 参加費

申込み

協力

11月21日（土）10時～11時30分
　当日直接受付（区総合庁舎1階区民ホール）

日時

期間
11月10日（火）～12月4日（金）

日時 11月21日（土）14時～16時（開場13時30分）
会場 区役所1階 福祉保健センター多目的室

講師：横浜市歴史博物館 学芸員柳沼 千枝氏
やぎ ぬま     ち　え

やぶ　    ね

　池辺町にある薮根不動原遺跡、早渕にある権田原遺跡を
中心に、遺跡から明らかになった神や仏への信仰について、
歴史博物館学芸員を講師に招きお話しいただきます。

ごんたっぱら

「絵本の表紙を作ろう」
昨年の様子

健康状態に十分ご留意いただき、発熱や風邪症状がある場合は来館をご遠
慮ください。マスクなどの着用と、手洗いや手指消毒をお願いいたします。

▼ご来館の皆さまへお願い

多言語おはなし会なども
計画中♪

『しろくまちゃんのほっとけーき』
わかやまけん／著 森 比左志／著 わだよしおみ／著 こぐま社

お手軽に誰でも始められる川柳は、作るのも読
むのも楽しいものです。この本では、川柳が
さっぱり思い浮かばない人でも簡単に作れる工夫がされています。
例えば、お題から最初の5文字だけを考えてみたり、挙げられた連想
キーワードから組み合わせて作ってみたり。読むだけでもクスっと
笑ってしまうような川柳が多数掲載されています。

ホットケーキをフライパンで焼く時の音が、
おいしさを予感させ、子どもたちに大人気で
す。幼い子の日常をそっと見守る「こぐま
ちゃんえほん」のシリーズもそろっています。

日程は
左面！
日程は
左面！

募集したテーマで作った「本の福袋」の
貸出しは、2021年1月6日（水）9時30 
分からスタート！

都筑区薮根不動原遺跡の、
奈良・平安時代の仏教関係
遺物を展示します。

11月10日（火）～ 30日（月）
※11月24日（火）・29日（日）休館

都筑図書館

期間

会場

区総合庁舎１階 　　948-2424　   948-2432
都筑図書館

● 駐車場　図書館を利用される人は、区総合庁舎の駐車場を利
用できます。駐車場は有料となりますが、図書館で本
を借受または、返却する人は30分間無料になりま
す。30分以降は有料です。図書館の窓口で料金減免
（30分）の認証を受けてください。

● 開館時間　土・日・月曜、祝日：９時30分～17時
　 　　   　　　　　　火～金曜：９時30分～19時

● 休館日　11月24日（火）
　　　　　　　  29日（日）※区総合庁舎の電気設備点検による臨時休館

図書館の

※10月21日から申込み開始のため、すでに定員に
達している場合があります。ご了承ください。

灰釉陶器浄瓶の頸部分－
僧侶がもつ水瓶の破片(平安時代）

かいゆうとう き じょうへい　　くび

申込み

もり　 ひ　さ　し

みず の

11月19日（木）～ 21日（土）
初日は10時から、最終日は16時まで

期間

時間

　つづきの街の現在と過去を写真で紹介します。

　都筑図書館と一緒に地域の読書活動の推進に取り組む市民グループ
の活動について紹介します。

　区役所と図書館が協力して、区内で本を必要としているところに、ブ
ロックでつくり上げる本棚と楽しい本が各所にお出かけする「みゃーご
とちゅーずのおでかけ図書館」を始めます。そのお披露目として、区民
ホールに毎日小さな図書館を開きます。
　大きなブロックでつくられた本の空間を楽しんでください。

  　本の表紙に見立てた画用紙に、好きな
  絵を描こう。持ち物不要。
  　缶バッジの参加賞あり！

 　 みゃーごとちゅーずの絵に自由に色を塗って
  缶バッジを作ろう。

▼当日来られない人には、10月13日（火）から
都筑図書館で用紙を配布しています。詳し
くは都筑図書館総合案内まで。
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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

絵手紙・折り紙などの展示会

 11月16日（月）～ 18日（水）
 予算調整係　
 948-2213　  948-2208

つづきブックフェスタ2020

 11月19日（木）10時～21日（土）16時
 都筑図書館　
 948-2424　  948-2432

つづき“バーチャル”
ウォーク＆フェスタ
 11月19日（木）～25日（水）
 区民活動係　
 948-2236　  948-2239

石巻進化躍進応援バザール
うんめぇもん市
 11月25日（水）９時 ～ 17時
 NPO法人ヒューマンフェローシップ
 762-1435　  751-9460

障害者週間パネル展

 12月５日（土）～ ９日（水）
 都筑区社会福祉協議会
 943-4058　  943-1863

鶴見川流域マスタープランパネル展
もっと知ろう ！
鶴見川のこと、流域のこと
 12月９日（水）～15日（火）
 京浜河川事務所 流域調整課　
 503-4009　  503-4010

地域福祉作品展

 12月10日（木）16時～16日（水）16時
 予算調整係　
 948-2213　  948-2208

区民活動センター区民活動センターからのからのお知らせお知らせ
 区民活動センター　  948-2237　  943-1349  

  11月３日（火・祝）・16日（月）・23日（月・祝）・29日（日）
　  tz-katsudo@city.yokohama.jp

 区民活動係　  948-2238 　  948-2239

第 　 回 都筑・ボツワナ交流児童画展7

■ 転勤妻のおしゃべりサロン■ 転勤妻のおしゃべりサロン
転勤で都筑に来られた妻の皆さんが、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。お子さん連れ可。Zoom参加可。

 11月20日（金）10時～12時
 10人  （Zoom参加者除く）
 11月18日までに  か 

■ ボランティアベースつづき　開催します。■ ボランティアベースつづき　開催します。
ボランティア講師による「はじめてのZoom講座」
集まらなくても会議ができる、交流できるZoomを体験しませんか？

 11月20日（金）15時～17時
 Zoomを試したことがない人５人 
 スマホかタブレットかパソコン
 11月10日から  か 

■ プログラムバンク一日体験■ プログラムバンク一日体験
地域に住む特技を持ったボランティアによる一日体験講座です。
講師  本

ほ ん だ

多 美
み な こ

奈子さん、鈴
す ず き

木 征
せ い し ろ う

四郎さん

 11月26日(木) 
①10時30分～11時30分　ピンクリボンストレッチ(乳がん予防ストレッチ) 
②14時～15時　日本人だから語れるおもしろ ！ 中国語講座
 ①７人②10人  
 11月24日までに  か  か  を明記し

①  12月17日（木）８時45分～
     24日（木）15時
　  区総合庁舎１階区民ホール
②  2021年３月３日（水）～ 31日（水）
    10時～ 18時
 　  JICA横浜（中区新港２-３-１）　
　　 ２階回廊、３階展示室にも展示します。
※写真は第６回都筑・ボツワナ交流児童画展で展示されたものです。

茅ケ崎小学校児童とボツワナ共和国の
児童の交流を通して

２つの文化の共通点や違いをお楽しみください。

 区民活動係　  948-2236　  948-2239

2021年１月23日（土）～２月７日（日）に開催を予定しておりました「第25回
都筑区民文化祭」は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、中止
いたします。

 11月13日・27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。

！！

 中央図書館サービス課
 262-0050　  231-8299

  948-2424　  948-2432
 11月24日（火）・29日（日）

検索横浜市立図書館

あなたの周りに心配な親子はいません
か？「もしかして虐待かな…？」と気に
なっている人、子育てに悩んでいる人も
ぜひご相談ください。匿名でも相談でき
ます。
●都筑区子ども・家庭支援相談
 948-2349（月～金曜８時45分～17

時 ※12時～13時を除く）
●横浜市北部児童相談所
 948-2441（月～金曜８時45分～17

時15分）
●よこはま子ども虐待ホットライン
 0120-805-240（24時間フリーダイヤル）

〇「児童虐待防止パネル展」を実施しま
す。ぜひ、ご来場ください。
 11月２日（月）11時～９日（月）15時
 区総合庁舎１階区民ホール
 こども家庭支援担当　
 948-2318　  948-2309

電気設備点検のため、11月29日（日）は
都筑図書館・都筑公会堂・都筑区民活動
センターを休館します。終日、庁舎への
立ち入りおよび駐輪場・地下駐車場の
利用はできませんのでご注意ください。
 予算調整係  948-2213　  948-

2208／都筑図書館　  948-2424／都
筑公会堂　  948-2400／都筑区民活
動センター　  948-2237

今月のイベント情報は、特集面（６・７
ページ）に掲載しているので、ぜひご覧
ください。

障害者週間にあわせて、区内の障害者
施設のパネル展示とフォトグラファー
後
ご と う

藤 京
き ょ う こ

子氏による「障がいのあるお子
さんとご家族の写真展」を実施します。
 12月５日（土）～９日（水）
 区総合庁舎１階区民ホール
 都筑区社会福祉協議会
 943-4058　  943-1863

「スマホで確定申告」ができます ！
～事前にID・パスワードの申請が

必要です ！ ～
税務署窓口で申請する場合は、運転免
許証などの本人確認のできる書類をお
持ちください。
１月以降は大変混雑します。新型コロ
ナウイルス感染症対策（３密回避）のた
めにも、年内の申請をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの人は、
マイナンバーカード対応スマホまたは
ICカードリーダライタがあれば自宅か
ら申請・取得可能です。手続
については、国税庁  （二次
元コード）をご覧ください。
特に、昨年まで国税庁  『確定申告書
等作成コーナー』を利用していた人は、
IDとパスワードを使って申告書を送信
することで、申告書を郵送または持参す
る必要がなくなります。
 緑税務署　  972-7771（代表）

個人課税１部門（内線214、215、216）
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 健康づくり係　  948-2350 　  948-2354

 地域振興係　  948-2231 　  948-2239

　WHO（世界保健機関）は1988年に世界的レベルでのエイズまん延
防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的とし
て、12月1日を「W

ワ ー ル ド

orld A
エ イ ズ

IDS D
デ ー

ay」世界エイズデーと定め、エイズに
関する啓発活動などの実施を提唱しました。

 11月２日（月）～2021年１月12日（火）
※自治会町内会の掲示板などに募集案内を掲示し
ます。
 区内に在住、在勤、在学または区内で活動して

いる人
  、川柳作品、学生は学校名・学年を明記

し  か  （tz-chishin@city.yokohama.jp）か 
※１人10作品まで

　早期発見は血液検査だけです。
区役所では、HIVの検査にあわせ
て梅毒の検査も実施しています。
（検査無料、要予約、匿名制）

マスコットキャラクター
コムちゃん

都筑区自治会町内会 
川柳コンクール  

自治会町内会の存在や活動を身近に感じる機会として、どなたでも参加が
できる「都筑区自治会町内会　川柳コンクール」を実施します。
自治会町内会活動での出来事や、近隣住民との交流などを表現した川柳
作品を募集します。

　賞（予定）

最優秀作品賞　１点
優秀作品賞、特別賞、佳作
※表彰式は、2021年３月中旬を予定しています。

　HIVは予防が可能な感染症であ
り、感染した場合には、治療を早期
開始し継続することでエイズの発
症を防ぐことができ、HIVに感染し
ていない人と同等の生活を送るこ
とが期待できるようになりました。

第
九
回 

● 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

12月16日（水）午前→11月25日～12月８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

11月12日・19日・26日、
12月３日・10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

11月27日（金）午後、12月８日（火）午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師
や栄養士による個別相談です。

禁煙相談
予約制

11月27日（金）午後、12月８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

11月12日・26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。

■■ ママ・パパと赤ちゃんのための
　  健康講座（２日間で１コース）
ママ・パパの毎日に元気をプラスするた
めのお役立ち講座。 ①食生活について
の話と２回食を目安にした離乳食の実
演 ②赤ちゃんといっしょに楽しく遊びな
がらの体操
 ①12月18日（金）②2021年１月８日

（金）いずれも10時30分～11時30分
 ①中川地域ケアプラザ②区役所１階

福祉保健センター多目的室
 区内在住で離乳食を始めて２か月を

過ぎたころの子と親10組 
 ①飲み物 ②バスタオル、飲み物
 11月18日10時から中川地域ケアプラザ 
 （500-9321）

■■ おやこで楽しむ
　 おいしいおはなしの会
都筑図書館司書が絵本の読み聞かせを
します。絵本に載っている野菜を使った
料理の実演。その他、都筑野菜のレシピ
配布。
 12月２日（水）15時～15時40分
 区役所１階福祉保健センター栄養相談室
 区内在住、在園で３歳～未就学児と

保護者10組 
 11月11日から 

■■ 親子でニコニコピカピカ
　 歯みがき教室
親子で歯周病・むし歯予防の情報を入手
して正しい歯みがきを身につけましょう。
 12月１日(火)10時～11時（９時45分受
付開始）
 区役所１階福祉保健センター多目的室
 区内在住で歯が生え始めた子と親15

組  ※２歳児未満：同室保育有り
 保護者自身と子どもの仕上げ用のナ

イロンの歯ブラシ
 11月12日から 

 ・  こども家庭支援担当　  948-2318　  948-2309

乳幼児
健康
診査

4か月児 11月24日、12月８日の火曜
11月26日（木）

13時～14時受付
10時～11時受付

1歳6か月児 11月12日（木）
11月19日、12月３日の木曜

10時～11時受付
13時～14時受付

3歳児 11月12日・26日、12月10日の木曜
12月３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４月ごろ出産予定の人→12月４日・11日・18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
 11月25日８時45分から 
 15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
 11月16日（月）　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　　

 ・  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
 11月24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）

 948-2350    948-2354

■■ 出産体験を話してみよう ！
　 聞いてみよう ！
 12月15日（火）14時～15時30分
 区役所１階福祉保健センター多目的室
 区内在住の産後４か月までの産婦さ

ん、妊婦さんとその家族
 11月18日から  か 

■■ 2歳児の子育て講座
 　～振り回されない 子育てのススメ～
 12月４日(金)10時～11時30分(開場：

９時45分)
 区役所６階大会議室
 区内在住で２歳前後のお子さんがい

る保護者40人 
 ２歳以上の子20人  申込み時要予約 
※０・１歳児は保護者が抱っこしてお話
を聞いてください。
 11月10日から 

■■ くまさんのおはなし会（12月）
 12月10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  ●  

■■ 12月の定例おはなし会
 12月16日(水)15時30分～16時
 対面朗読室
 １人でお話が聞ける子９人  ●  

※保護者の付き添いは事前に要相談

 948-2424    948-2432

  行事は開催日の２週間前から  か 

11月24日（火）・29日（日）
検索横浜市立図書館

 948-2318    948-2309
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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 11月11日 ～ 12月10日 のお知らせを掲載しています。
● マークの説明については、８ページを参照してください。
● 料金の記載のないお知らせは無料です。
● 詳細は各施設へお問い合わせください。

　　　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)

■■ 初めてのプログラミング体験
「Lチカ（LEDをチカチカさせること）」し
てクリスマスソングを奏でよう！／12月
12日(土)９時30分～11時30分／小学４
～６年生12人  ／800円   ●  

■■ ワールドキッチン
　①韓国キムチ作り(全２回)
世界の食文化の紹介。韓国キムチを２
日間かけて仕込み、持ち帰ります／①12
月18日(金)15時30分～17時30分 ②19日
(土)10時～14時／①②とも参加できる
人12人  ／3,000円(全回分)   ●  

■■ 門松ワークショップ
烏山公園愛護会との共催。野外で自分
で竹を切りミニ門松作りをします。温か
いおしるこ付き／烏山公園広場／12月
26日(土)13時～14時30分／小学生25人 
  ※小学校低学年は保護者同伴。高

学年は自分でのこぎりを扱えるなら可／

 912-6973    912-6983
  224-0001 中川2-8-1

11月９日(月)

 943-9191    943-9131
  224-0041  仲町台2-7-2

11月９日(月)
   行事は11月11日９時から  か10

時から 

■■ 親子体操３期(全10回)
親子で楽しく体を動かしリフレッシュす
ることを目的とする／2021年１月15日
～３月19日の金曜 ①９時30分～10時
30分 ②10時40分～11時40分／１歳
８か月以上の子と保護者各30組  ／
4,200円(全回分)   ●  

■■ 新年を迎える
　フラワーアレンジメント(生花)
12月27日(日)10時～11時30分／12人 
 ／2,600円   ●  

■■ 水引でおしゃれな
　ポチ袋・お祝い袋をつくろう
12月６日(日)９時30分～11時30分／12
人  ／1,200円   ●  

■■ パワーヨガ３期(全10回)
2021年１月19日～３月30日の火曜(２
月23日を除く) ①９時15分～10時15分 
②10時30分～11時30分／各60人  ／
4,000円(全回分)
 11月1日から12月1日までに  か、
 と  ・希望クラスを明記し  

■■ おもちゃの病院
目の前でおもちゃのドクターに修理して
もらうことにより、物を大切にする心や
科学への興味を促す／2021年１月９日
(土)10時～15時／幼児と保護者12組   
※保護者のみの参加はできません   ●  

■■ パソコンカフェ
パソコンなどの悩みを解決／11月24
日、2021年１月19日、３月23日の火曜
13時～14時30分／各７人  ／100円
(コーヒー代)／ 
■■ スマホの使い方講座(全３回)
スマホを持っているけれど使えないと
いう人のための講座／12月１日～15日
の火曜12時30分～14時30分／12人  
／1,500円（全回分）   ●  

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

11月24日(火)
   行事は11月11日から  か  

※  はすべて市内在住・在勤者

■■ おうちパン講座
～トースターで焼ける!ドデカフォカッチャ～
実演をしてパン生地を作り、お持ち帰り
いただきます／11月25日(水)10時～11
時30分／10人  ／500円   ●  

■■ クリスマススワッグづくり
おうちクリスマスに手作りスワッグを飾
りましょう／11月26日(木)10時～11時
30分／10人  ／2,500円   ●  

■■ 親子料理教室
クッキーにアイシングクリームでクリス
マスデコレーションをします／12月12
日(土)13時30分～15時／小学３～６年
生の子と親(２人１組)８組  ／１組
1,000円   ●  

■■ しめ縄リースづくり
リース型のおしゃれなしめ縄をつくりま
しょう／12月15日(火)10時～11時30分
／10人  ／2,500円   ●  

■■ 行政書士に聞く
　「親のために出来ること」
高齢の親とこれからを話すきっかけと
なる講座です／12月19日(土)13時30分
～15時／18歳以上の人20人    ●  

■■ 最高の遺言書を遺す
親子・夫婦で参加する遺言・相続セミ
ナー、「遺言書を書く」ことの意味と効
果の説明 ※60歳以上対象／11月28日
(土)13時～15時30分／ 親子・夫婦（1人
参加可）18人     ●  

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

  行事は事前に  か  

■■ 「成年後見制度ってなに?」講座
将来の事が心配、遺産分割協議が出来
ない、親族が認知症、消費者被害に遭っ
ているなど、判断能力が不十分な人の
権利や財産を、法律面や生活面から保
護し支援する制度についての講座です
／11月18日(水)13時30分～15時／15人 
   ●  

 ・  591-8444
  224-0021   北山田5-14-1

 火・木曜
   行事は開催日の１か月前から  か 

■■ 和布で作る干
え と

支飾り(全2回)
和布を使って来年の干支(丑

う し

)の飾りを作
ります。出来上がりは、全長12.5㎝／12
月２日・９日の水曜13時30分～16時30
分／10人  ／1,500円(全回分) 
 裁縫道具、持ち帰り袋   ●  

■■ みんなで楽しむクリスマスコンサート
ピアノと歌とバイオリンで演奏します／
12月６日(日)13時30分～14時15分／30
人  ／小学生200円、中学生以上500
円   ●  

■■ ミニ門松d
で

eお正月
自然の素材を使ってミニ門松を作る、初
心者向けの講座です／12月23日(水)10
時30分～12時／10人  ／1,000円
 ハンカチ、エプロン   ●  

■■ 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
 タオル、飲み物

■リース作り・散策：11月17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／ 
■保育相談：11月24日(火)10時30分～11
時30分／未就園児と親10組  ／ 
■あそびLabo.：11月26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：12月３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：12月７日(月)10時
30分～11時30分／未就園児と親10組 

 ・  942-1569
  224-0006   荏田東3-2

11月16日(月)

500円   ●  

■■ みんなで書初めします!
正しい筆の持ち方、姿勢などを学ぶ。宿
題のお手本持参可／2021年１月５日
(火)13時～15時／小学４年生以上の子
10人  ／500円   ●  

■■ 令和2年度 第9回多文化共生セミナ－
　「外国につながる子どもたちを
　  知ること、そして気づくこと」
難民として来日し、多くの支援者に支え
られながら困難を乗り越えてきた講師。
その経験を通して、外国につながる子
どもたちに必要な支援とは何か、多文
化教育の観点から考えます。 前半：ト
ルオン ティ トウイ チャンさんによる講
演「外国につながる子どもたちは、何に
困るのか～難民として来日した私が伝
えたいこと～」 後半：関東学院大学経
済学部教授 細

ほ そ や

谷 早
さ り

里さんによる講話
とディスカッション「多文化教育を考え
る ～外国につながる子どもたちに必要
な支援とは何か～」／11月29日(日)13時
30分～15時30分／20人 
 11月11日から11月28日までに  か  

 914-7171    914-7172
 224-0003   中川中央1-25-1
ノースポート・モール５階

 11月16日(月)

 ／子ども１人300円／ 
■■ 落ち葉ひろい
チームに分かれて、重量を競います／
11月11日(水)15時～16時 ※雨天中止
／幼児は保護者同伴／ 
■■ 秋の工作・木工クラフト
輪切りの間伐材にスタンプを押し、色を
塗ってオリジナルマグネットを作る／11
月19日(木)～11月21日(土)９時30分～16
時／幼児・小学生・中学生 ※就学前の幼
児は保護者同伴／200人  ／ 

  行事は開催日の１か月前から  か  

■■ スキルアップ卓球(全８回)
一人ひとりが技術のワンランクアップ
を目指す卓球教室／12月２日・16日、
2021年１月13日・27日、２月10日・24
日、３月３日・17日の水曜18時30分～
20時30分／中学生以上の人20人    
※中学生は送迎必要／4,800円(全回分)
 11月２日から  か  か、  を

明記し 
■■ やさしい金

き ん

継
つ

ぎ体験２
初心者向け簡単にできる金継ぎ講座／
12月11日(金)９時30分～11時30分／12
人  ／3,000円   ●  

■■ 親子でクリスマスクッキング
ツリー型のミートローフに挑戦しません

 593-8200    593-8201
  224-0021   北山田2-25-1
 kitayamata@tsuzuki-koryu.org 

11月９日(月)

   行事は開催日10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

■■ 里山のめぐみでリース作り
里山で採取したつるや枝などの素材で
リースを作ろう／12月６日(日)10時～
12時／ばじょうじ谷戸休憩所／20人  
／1,000円   ●  

■■ 炭焼き体験(ばじょうじ谷戸窯)
無煙・無臭のハイテク炭焼き、作業は３
日に分けて実施します／12月５日(土)
９時～12時：炭材作りと窯詰め、12日
(土)８時～17時：炭焼き、19日(土)９時
～12時：窯出しと炭材作り(都合のつく
時間だけの参加も歓迎)／ばじょうじ谷
戸炭焼施設／雨天決行   ●  

 ・  941-0987
 224-0032 茅ケ崎中央57-8

http://www1.tmtv.ne.jp/̃satoyama/
  tsuzuki-satoyama@p00.itscom.net

月曜(祝日の場合は翌日)

 要問合せ

■■ いろりばたおはなし会
親子連れ歓迎、今回より事前申込制。 ※協
力：おはなしネットワーク「かたらんらん」
／11月16日(月)11時～11時30分／８人 
 11月11日から15日までに  か  

■■ A
ア ー ツ 　 ア ン ド 　 ク ラ フ ツ

RTS&CRAFTS GA
ガ ー デ ン

RDEN i
イ ン

n
　都筑民家園(ネット販売）
民家園の風景を生かした手作り品のイ
ンターネット販売をお楽しみください 
※詳細は  をご覧ください／11月10
日(火)～12月23日(水)／ 
■■ 南京玉すだれ実演見学
実演の見学ができます。 ※「体験」はし
ばらくの間お休みさせていただきます
／11月28日(土)14時～16時／ 
■■ 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
 https://tminkaen.org/
  11月９日（月）・24日（火）

か？／12月19日(土)10時～13時／小学
生の子と親８組  ／2,500円   ●  



※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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 ツキノワグマ
　ツキノワグマは、アジアに幅広く分布
しており、日本には本州と四国に生息し
ています。植物が主食の雑食性で、果実
や昆虫などを食べます。体重は50～120
㎏程で、個体差や、季節によっての変動
が大きいです。
　ズーラシアのメリー（2017年生、メス）
は、８月頃の体重は53㎏と痩せてすらり

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

 http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc_ysa/ 
11月24日（火）

 225-0012  青葉区あざみ野南1-17-3
  （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)

11月23日（月・祝）

都筑警察署ニュース

  都筑警察署　
・  949-0110

■■ 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そろっています。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／  

 592-0453    592-1402    
 224-0021  北山田7-3-1

 http://www.waterarena.jp/
 11月24日（火）

■■ 冬の定期教室（１月～３月期）
　募集開始のお知らせ
冬の定期教室（１月～３月期）の募集を
行います。スポーツ教室やカルチャー教
室、プール教室など多数の教室を用意し
ています。当日の申込みで参加できる各
種教室も開催中です。
■■ こくぷっこクラブ（一時保育）
火～金曜９時30分～13時30分／教室
に参加する人の１歳半～未就学児の子
／１時間600円～
 事前に   ※当日でも空きがあれば

預かり可能

詳細は横浜国際プール  か 

 912-7777    912-7781
 224-0003   中川中央1-18-1

 https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/
月曜(祝日の場合は翌日)

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

男女共同参画センター横浜北
 910-5700    910-5755
 https://www.women.city.yokohama.jp/a/
 子どもの部屋へ  910-5724

       ※600 円（1歳6か月～未就学児）

現在、開館時間を短縮しています。詳細は 
開館時間：９時～16時30分（券売は16
時まで）

■■ ラストサタデープログラム
　「おもしろいぞ!紙芝居」
11月28日(土) ①11時から ②12時から 
③13時30分から ④14時10分から ⑤
14時50分から ⑥15時30分から／エン
トランスホール／ 
■■ 濱ともデー
市内在住65歳以上の人は、濱ともカー
ドをご提示いただくと観覧料が無料／
11月25日(水)／ 

■■ フェローアートギャラリー
　藤

ふ じ も と

本 正
ま さ と

人
障害のあるアーティストたちの表現を
紹介する小ギャラリー展示です。藤本 
正人が出演する映像作品「N

ネ ガ テ ィ ブ

egative 
C
ケ イ パ ビ リ テ ィ

apability-くつろいでいられる能力」を
展示します／10月28日（水）～2021年１
月24日（日）９時～21時／ 
■■ アートフォーラムあざみ野
　Ｗ

ウ ェ ル カ ム

ｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
気軽で楽しいコンサートを開催します 
出演：前半 須

す ど う

藤 かおり（イングリッシュ
ホルン） 北

き た が わ

川 恭
き ょ う こ

子（ピアノ）、後半 片
か た や ま

山 眞
ま

知
ち こ

子（クラリネット） 高
た か い

井 洋
よ う こ

子（クラリネッ
ト） 森

も り も と

本 春
は る こ

子（クラリネット）／11月22日
（日）12時～12時40分／ 

■■ パパといっしょに作って遊ぼう
風船の中にスライムをいれて、にぎって
楽しむスクイーズを作ります／11月14日
（土）10時30分～12時／未就学児と親
10組（25人）  ／ひろば利用代金300円
 11月13日から子どもの部屋に 

  行事は前開館日までに  か 
■■ 【オンライン講座】
　なるほどトーク「ことばの始まり」
ポポラの専門相談員(言語聴覚士)がオ
ンラインで講座を行います／11月27日
(金)10時30分～11時30分／１歳～２
歳児と保護者８組    ●  

■■ あつまれ～！
　２歳児＆３歳児元気っ子♪
ポポラのコミュニティールームで遊ぼ
う！／11月18日(水)14時～16時／２歳
～未就学児と保護者７組    ●  

■■ マタニティさんのおしゃべり会
マタニティさんと子育て中の“センパイ
ママ＆パパ”とのおしゃべり会／12月４
日(金)10時30分～11時30分／区内在
住の妊娠中の人５人    ●  

■■ じっくり相談(ポポラ)
専門相談員による子育て相談／12月12
日(土)・25日（金）いずれも10時～16時
／未就学児とその家族各５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／12月
11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
12月12日(土)・23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
12月17日(木)10時30分～11時30分／
親と子のつどいの広場 つづき／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
11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／11月21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！ ／11月26日(木)10時
30分～12時(10時10分ポポラ出発)
※雨天時は12月３日(木)／ききょう公
園(中川5-10)／  
■■ パパと一緒に
　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／12月５日
(土)10時30分～12時 ※雨天中止／き
きょう公園(中川5-10) ／ 

■■ ほっと茶屋(介護者のつどい)
ご家庭で介護に関わる(関わった)人が一
緒にお喋りする茶話会です／11月24日
(火)13時～14時30分／介護中・介護終
了・これから介護など、ご家庭で介護に関
わる(関わった)人15人 ／100円   ●  

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

11月17日(火)・24日(火)、
12月１日(火)・８日(火)

検索ズーラシア

動物コラム

毛が抜けているメリー

今年２月頃のメリー

としていまし
た。ツキノワ
グマは、秋か
ら冬に備え
て食料をた
くさん食べ、
皮下脂肪を
蓄えます。皮
下脂肪が厚
い程、体内の
熱が外に逃
げにくいた
めです。夏の
間、抜けてい

た冬毛も、密に生えそろいます。人間に
例えると、皮下脂肪は断熱材、冬毛はダ
ウンジャケットにあたります。
　季節によって全く違った姿を見せてくれる
ツキノワグマに、ぜひ会いに来てください。

■■ 宿題教室
園内の動物の観察を通して、動物につ
いての学びを深めます。①ズーラシア・
アドベンチャー ②動物のヒミツ発見！
／①12月５日 ②12月12日いずれも土
曜９時30分～12時／①小学１～３年
生 ②小学４～６年生 神奈川県在住の
人各10人  ／各200円
 11月18日までに  応募フォーム

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

日・月曜、祝日

ツキノワグマの
ハンカチーフ
550円（税込み）

他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を詰める等の違反行為をして、
道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした運転者には、

さらに、「あおり運転」の結果、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、
その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、
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月27日（金）～29日（日）／ハウスクエア
横浜／事前に予約し材料を取りに来ら
れる親子30組  ／１個1,000円（材料
代）
 11月12日から（水曜除く）  
 NPO法人　横浜市住宅リフォーム促

進協議会
 912-7474　  912-4711

※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※

■■ 冬休み親子工作教室
～親子で作る　デザインボード付き
ミニチェアー～
材料を持ち帰り、大工さんが作る様子を

　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。

！！
動画で見ながら、ものづくりにチャレン
ジ！完成後作品をお持ちいただくと「人
にやさしい住まいづくり体験館」に１月
中旬から２月中旬の間展示します／11

■■ たき火で焼きいも
12月１日（火）・３日（木）・４日（金）・７日
（月）・８日（火）・21日（月）・22日（火）い
ずれも13時～15時／くろがね青少年野
外活動センター／子どもと保護者各10組
20人  ／各回２人１組500円
 11月11日から  か ・生年月

日を明記し （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。

企画調整係　      948-2227　      948-2399

環境衛生係　      948-2358　      948-2388

などとだましの電話が入り、無人のＡＴＭに誘導され、
携帯電話を使い、還付金を受け取るための手続をし
ているかのように指示されますが、実は他人の口座へ
の振込手続をさせられてしまうという手口です。
　さらに、最近は「エラーが出ています」などと言って、
複数のキャッシュカードで手続をさせる手口も増えてお
り、多額の被害が発生しています。

　９月17日（木）～24日（木）に区総合庁舎１階区民ホール
で動物愛護週間のイベントを開催しました。期間中は新型
コロナウイルス感染症拡大予防対策を実施した上での都筑
区獣医師会の獣医師による健康相談、ドッグトレーナーに
よる飼育相談、犬や猫の飼い方や防災などに関する展示な
ど、ペットに関するさまざまな企画を実施しました。
　イベントの企画として、７月中にご応募いただいたご長
寿ペット104頭の飼い主の皆さんにはパネルと表彰状をお
渡ししました。このうち、パネルについてはホームページ
上で掲載を行いました。
　ご応募、ご来場いただきました皆さん、ありがとうござ
いました。

区役所をかたる者からの
サギの電話が増加中！

都筑野菜　区内店舗 検索

※

都筑野菜 を取り扱う
※

※区役所では、区内で採れた農畜産物を「都筑野菜」と呼び、
地産地消の推進に取り組んでいます。

ご長寿ペットの応募数

区内店舗を募集しています！

注意！

イベントの様子

104

都筑警察署　  　・　  949-0110

　区役所などが電話で還付金の手続をさせ
ることは絶対にありません。電話でお金の話
をされたらサギです。少しでもおかしいな？ 
と思ったらすぐに警察に通報してください。

大型犬

13歳以上

中小型犬

15歳以上 17歳以上年齢

応募数 5 78 21

犬
猫

区内在住の区内在住の

詳細はこちらから

　区役所では、地産地消の推進のため、都筑野菜を取り扱う区内店舗（飲食店や
小売店など）を区　 で紹介しており、その掲載店舗の更新を予定しています。
　現在、区役所では掲載可能な店舗を募集中ですので、掲載を希望される場合
は、次の区　 に掲載している申請フォームより申請してください。

申請の締切りは、12月18日（金）まで。

医療費の還付金がある。
以前手紙を送っているが、期限が迫っている。 
ＡＴＭで手続をして欲しい。


