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消防団員
大募集！

※電子申請でも入団希望を受け付けています。二次元コードよりお申込みください。

一緒に守ろう！

　私たち都筑消防団は、『自分たちのまちは自分たちで守る』
という精神のもと、現在、約400人が活動をしています。
　一緒にまちの笑顔を守りませんか。

消防団の活動紹介
　コロナ禍においても、地域を守るため、「風水
害・震災対応訓練、救急訓練、消火訓練、広報活
動など」できる限りの活動に取り組んできまし
た。また、火災などに出場し消火活動にもあたっ
ています。

出火防止に向け、地域
を巡回しました。

DANDANを発行
しています。

女性団員は50人ほど。
活動の幅も広がっています。

しています

消防団
とは？

火災現場では消防隊と同じように消火
活動をし、地域を守っています。

普段の  私
建設業の仕事をしな
がら、できる範囲で
活動しています。

　誰でも最初は未経験
者。研修もあり、初歩
をきちんと指導しても

　横浜市の消防団員は非常勤・特別職
の地方公務員で、普段は本来の仕事や
学業、家事をしながら、災害の発生や
その他必要な時に活動します。活動に
対する報酬の支給や公務災害補償制度
などもあります。

都筑区に在住・在勤・在学している
18歳以上の人なら入団可能！

自分のまち

入団資格

女性消防団員を中心とした初期
消火訓練会を実施しました。

詳細はこちら

年１回
広報誌

本業は学生です。今年度、私を含め10
人以上の仲間が入団しました！やりが
いがあり、楽しく訓練しています。

両立

らえるので、
安心して入団
できます。

消防団活動時の  私

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。 ！

ページまで都筑区版です5  ~12

2月12日・26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

編集・発行

区の人口

区の世帯数　 86,320世帯　（前月比34世帯増）
214,891人　（前月比11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

※2022年1月１日現在 都筑区役所  検索
ホームページ

2022（令和4）年

No.292

都筑区役所（代表） 948-2323 受付時間
平日８時45分～17時

問合せ　都筑消防署総務・予防課消防団係　　・  　945-0119



　近年、気候変動の影響から自然災害が激甚化し、各地で被害が
多発しています。このような自然災害に対応していくためには、大規
模災害の発生時に自身の命を守り、互いに助け合うため、日頃から
準備を行う必要があります。過去の災害の教訓から学び、自助・共
助の取組を推進することで 「地震」、「風水害」などの各種災害に備
えましょう。防災は決して他人事ではありません。

防災担当　　948-2212　　948-2208
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過去の災害から 学ぶ
こと～～今の自分にできる

詳細はこちらの二次元コードでチェック！

詳細はこちらの
二次元コードで
チェック！

詳細はこちらの
二次元コードで
チェック！

詳細はこちらの二次元コードでチェック！

一般社団法人
スマートサプライビジョン特別講師
防災ママカフェ®主宰・防災士
備災講座「防災ママカフェ®」「防災
まちカフェ」を全国300か所以上で
開催、参加者は2万人を超える。

避難の順序や日頃の備えなど、
地震が起きる前に知っていてほ
しいことについて掲載していま
す。皆さんのご家庭での準備
にお役立てください。

　いつ起きてもおかしくない災害に備えて、各地域においては、
　　　「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る。」
という「自助・共助」の精神で、それぞれの地域の実情に応じ
た防災力の強化が求められています。

　近年、台風などによる大雨・暴風による被害が大きくなっており、いつどこで
災害が発生してもおかしくありません。テレビ・ラジオ・ホームページなどで気象
情報に注意をすることや、お住まいの地域がどのような被害が生じるか事前に確
認していただくため、マイタイムラインを活用して、一人ひとりの状況に合わせた
避難時の計画を立てましょう。また、区役所が設置している防災用スピーカーか
らの情報も参考にしてください。

　例年、区では出水期を迎える６月～７月の時
期に、鶴見川や早淵川の氾濫を想定した水防
訓練を、関係機関（町内会、消防団、警察署お
よび消防署など）と連携し実施しています。

　マイ・タイムラインとは、台風や大雨の水害等の災害に対し、
一人ひとりの家族構成や地域環境に合わせて、あらかじめ時系列
で整理した自分自身の避難行動計画のことです。

　市内で震度５強の地震を観測した
場合、区内27の小中学校を避難所
（地域防災拠点）として開設します。
　いざ発災した際、避難者とともに
円滑な運営ができるよう、各地域防
災拠点ごとに運営委員会を組織し、
地域の実情に応じた避難所開設・運
営訓練を企画、実施し大地震に備え
活動しています。

　今年度、都筑区役所と東京ガス横浜中央エネルギー株式
会社で、『横浜市都筑区における地域貢献活動の協力に関す
る基本協定』を締結しました。
　東京ガスライフバル横浜北のアースポートショールーム内
にあるエマージェンシーハウスにて、在宅避難に必要な備蓄
や備えについて学ぶことができます。

日時

定員

「あの日」の教えを
明日のいのちを守る学びに

当日はZoomによる同時配信も行います！
会場では神奈川県建築安全協会による東日本
大震災写真展も同時開催予定です！

　エマージェンシーハウス見学・お問い合わせ先

　東京ガスライフバル横浜北
　東京ガス横浜中央エネルギー株式会社　TEL：943-8880
　所在地：茅ケ崎中央16-18 東京ガス都筑ビル２階

　防災用スピーカーは、悪天候下や室内
では音声の内容が不鮮明となることがあり
ますが、何か起きているのかな、という気
づきになってほしいと考えております。併
せてテレビやラジオ、ホームページなどで
も情報収集をお願いします。また、都筑区
防災・生活マップや洪水ハザードマップな
どを確認し、日頃から自宅で必要な備えや、
自分の命を守る避難行動を考えましょう。

※Jアラートとは、緊急地震速報、津波情報、武力攻撃
などの緊急情報を、国から人工衛星を通じてお伝え
するシステムです。

消防団も活躍！

総務課　百瀬係長
ももせ

都筑区地域防災拠点
運営委員会連絡協議会会長

神原 正明氏
かんばら まさあき

都筑区連合町内会
自治会会長

岩嶋 伸幸氏
いわしま のぶゆき

総務課　川崎課長補佐
（2009 年当時担当者）

かわさき

　自宅が無事な人も避難所（地域防災拠点）に
行ってしまうと、避難スペースがいっぱいになっ
てしまうので、自宅の安全が確保されている場合
は、自宅で避難をします。
　
倒れやすい家具等の固定はされてますか？　
お住まいの備蓄は十分でしょうか？
発災した後に引き続き自宅で過ごせるよう、
あらためて災害への備えの点検をしましょう。

防災用スピーカーを設置しました

マイ・タイムラインを作成しよう

総務課　小野職員
おの

この試験放送は、総務省消防庁等が地震・津波などの災害時等に
備え、全国瞬時警報システム（Jアラート）を用いて、試験情報の受
信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、実施します。

　現在、川沿いに13基設置しているスピーカー 　 は、
大雨等で川の水位が上昇した際に、付近にお住まいの
人へお知らせするために区独自で設置をしました。
　その他区内で設置されている８基のスピーカー 　 
は、国からの全国瞬時警報システム（Jアラート※）を自
動発報するものです。
（　   は今後設置される予定のスピーカーです）

日時

予告 Jアラートの全国一斉情報伝達試験放送を行います。

２月16日（水）11時頃

都筑区防災講演会 見学しよう

３月４日（金）14時30分～16時
　　　　　　　（受付：14時から）
100人（事前申込制）

講師 かもんまゆ氏

場所 ハウスクエア横浜
（中川1-4-1）

市ホームページ「マイ・タイムライン」内に作成
シートや動画を掲載しています。

　2009年から溢水の可能性が高い
とされる早淵川周辺に防災用スピー
カーを都筑区独自で設置しました。
　これは、2008年の集中豪雨で、
早淵川の勝田橋、鍛冶橋の水位が
上昇したことを受け、緊急対策とし
て行ったものです。

スピーカー設置場所

防災について学ぼう

区役所総務課庶務係（53番窓口）で配布して
います。ぜひご活用ください！

令和
３年度

大きな音が放送されますが、
ご理解・ご協力をお願いします！

鶴見川

早淵川

センター北

都筑
ふれあいの丘

川和町

北山田

東山田

中川

第
三
京
浜
道
路

センター南

仲町台

都筑区役所

区ホームページに掲載されている
ほか、区役所福祉保健課健康づく
り係（23番窓口）で配布していま
す。ぜひご活用ください！

～日頃からの健康づくり～
災害時にも役立つBOOK

区ホームページ
「地震への備え」

都筑区防災・生活マップ
洪水ハザードマップ

水防訓練の実施

いっすい

か　じ

げきじんか
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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  

 ２月11日（祝・金）・21日（月）・23日（祝・水）
　  tz-katsudo@city.yokohama.jp

 ２月18日、３月４日の金曜10時～10
時40分　

 東山田地域ケアプラザ

移動図書館 「はまかぜ号」
 中央図書館サービス課

  262-0050　  231-8299

■■ 司書が語る大人のためのおはなし会
世界を巡るおはなしの旅をお楽しみく
ださい。

 ３月24日（木）10時30分～11時30分
 区役所５階第１会議室
 15人 
  ３月1日から  か  　

■■ いきいき音読教室
名作文学や昔話などを一緒に声に出し
て読む講座です。

 ２月24日（木）、３月11日（金）いずれ
も10時30分～12時　※各回同一内容

 区役所５階第１会議室
 各10人 
  ２月10日から  か  

  948-2424　  948-2432
２月21日（月）

検索横浜市立図書館

都筑図書館から

春の全国火災予防運動
『おうち時間 家族で点検 火の始末』

  期間  ３月１日(火)～７日(月)
● 住宅用火災警報器を点検しましょう。
住宅用火災警報器は定期的に点検を行
い、10年を目安に交換をしましょう。
● 春の火災に注意しましょう。
乾燥は火災が発生しやすい条件の１つ
ですが、乾燥に強風が加わると、炎は燃
え広がりやすくなり、被害が拡大する可
能性があります。
特に、春は、強い南風が吹きやすく、全
国的に乾燥する傾向がありますので、火
の始末を徹底し、大切な命と財産を守り
ましょう。

  都筑消防署予防係
 ・  945-0119

医療費控除の還付申告

 ２月16日（水）～３月15日（火）（土・日
曜および祝日を除く）９時～11時30分、
13時～16時
※窓口の混雑を避けるため、受付を制
限する場合があります。

 区役所３階第６会議室・研修室
 区内在住で給与所得者（年末調整済

み）の令和３年分の医療費控除の還付
申告のみ
※医療費控除の適用を受けるために
は、領収書の現物ではなく、あらかじめ
必ず「医療費控除の明細書」を作成して
添付していただく必要があります。
※寄付金控除など医療費控除以外の還
付申告は、都筑区役所ではなく、緑税務
署での受付となります。
※給与所得者の源泉徴収票、医療費控
除の明細書、印鑑、本人名義の金融機関
口座番号の分かるもの、およびマイナン

第19回
地域連携調査研究発表会

東京都市大学が都筑区や地域をテーマ
に調査・研究した成果を発表！

 ２月24日（木）14時～
 区役所６階大会議室
 ２月19日までに  か希望人数を明

記し  
  企画調整係
 948-2226　  948-2399
  tz-plan@city.yokohama.jp

Ｙナース（横浜市災害支援
ナース）募集

横浜市では､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｡
Yナースって何？
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。
● 登録方法
登録申込票を窓口へ持参（２階23番窓
口）もしくは郵送してください。
※登録申込票はホームページからもダ
ウンロードできます。

検索都筑区　Yナース
● 登録資格
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ときに、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。

  事業企画担当
 948-2344　  948-2354

■■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女性が、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、転勤妻の悩みなども皆さんで楽
しくお話しましょう。子ども連れ可。

 ２月18日（金）10時～12時
 都筑区民活動センター／  

■NPO法人入門講座■NPO法人入門講座
NPO法人設立を検討している人向
けにNPO法人の理念や運営基礎を
学ぶ講座です。

 ２月21日（月）10時～12時
 都筑区民活動センター
 20人 
 事前に電子申請

■合同成果発表会■合同成果発表会
都筑区区民活動補助金を受けた団体
が、成果発表を行います。終了後、令
和4年度の補助金説明会を行います。
※当日の様子は動画や写真で記録
し、区役所広報紙や各種SNSに掲載
する場合があります。

 ３月９日（水）14～16時（合同成
果発表会）16～17時（区民活動補助
金説明会）

 区役所６階大会議室
 20人 
 事前に電子申請

■第6回 WOMEN’S MEET ■第6回 WOMEN’S MEET 
UP FES in 都筑UP FES in 都筑
～ごきげんな居場所～～ごきげんな居場所～
目標を見つけて活動している女性た
ちがつどいます。学び、発表し、交流

女性の健康週間パネル展
 ３月１日（火）～７日（月）
 区役所２階絵画前　行政情報PRスペース

※３月１日午前中は乳がんの自己触診体験を実施しています。
乳がんは女性がかかりやすいがんの１位です。ぜひお越しください。

女性の皆さん、
ご自身の健康のこと
考えていますか？

　女性のからだは、生涯を通してホルモンのバランスが大きく変動し、更
年期障害、骨粗しょう症、子宮がんや乳がんなど、女性に多い病気や健康
問題があります。
　厚生労働省では、毎年３月１日から８日までを「女性の健康週間」と定
め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。
　都筑区では、これに合わせて「女性の健康週間パネル展」を開催しま
す。自身の健康を考えるきっかけとして、ぜひお越しください。

  健康づくり係　  948-2350　  948-2354

バーに係る本人確認書類の写しをお持
ちください。
※区総合庁舎の駐車場は有料です。

  市民税担当 
 948-2261　  948-2277

する機会を創出するための女性フェ
スです。「トークセッション・パネル
展・ワークショップ」の３つのイベン
トを開催します。
①トークセッション『ごきげんな居場
所が人生を動かす』
都筑区で地域の居場所づくりをする
団体の代表者をお呼びして、それぞ
れの想いを語り合う。地域の中で人
と関わりをもちながら生きていく楽し
さに気付けるきっかけとなるセッショ
ン。
 登壇者  有

あ り

澤
さ わ

 厚
あ つ こ

子氏（NPO法人ロク
マル）、穂

ほ

志
し

乃
の

 愛
あ い り

莉氏（女性と子ど
もの居場所ディータ）、有

あ り

好
よ し

 まなみ氏
（一般社団法人モヤキラ）

 ３月11日（金）10時～12時
 区役所６階大会議室
 70人 
 事前に電子申請

② パネル展
 ３月６日（日）12時～９日（水）12時
 区総合庁舎１階区民ホール

 内容   輝く女性応援プロジェクト　
活動報告

・地域の団体とつながるきっかけ
・活躍している女性活動紹介

③ワークショップ『わたしたちの歩み
　モヤ→キラと共に』
なぜ女性を応援してきたのか？女性
応援プロジェクトの今までとこれから
を考えよう。

 ３月６日（日）13時～15時
 区役所１階福祉保健センター多

目的室
 20人 
 事前に電子申請

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・延期または内容・開催方法を変更する場合があ
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。

！！

SDGs環境フェア　パネル展

東京都市大学ISO学生委員会によるエ
コクッキングレシピ紹介、東京都市大学
の環境に対する研究や取組の紹介、プ
ラスチック問題、食品ロスなど

 ２月24日（木）13時～３月３日（木）12時
  企画調整係 
 948-2226
 948-2399

資源化推進担当
 948-2241
 948-2239
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区民ホールの催し情報

区総合庁舎1階

地域福祉作品展（荏田南中）

 ２月11日（祝・金）８時～16日（水）12時
 予算調整係
 948-2213　  948-2208

ＳＤＧｓ環境フェア

 ２月24日（木）13時～３月３日（木）
12時

 企画調整係
 948-2226　  948-2399

資源化推進担当
 948-2241　  948-2239

木彫りの野鳥展

 ３月10日（木）12時～15日（火）12時
 予算調整係
 948-2213　  948-2208

絵画展

 ３月10日（木）12時～16日（水）16時
 予算調整係
 948-2213　  948-2208

都筑区地域福祉保健計画
つづき あい ・ パネル展

 ２月17日（木）13時～22日（火）12時
 事業企画担当
 948-2345　  948-2354

両親教室、女性と子どもの相談・健診

 ・  こども家庭支援担当　  948-2318　  948-2309

乳幼児
健康
診査

4か月児 ２月22日、３月１日の火曜 13時～14時受付

1歳6か月児 ２月17日、３月10日の木曜
３月３日（木）

10時～11時受付
13時～14時受付

3歳児 ２月17日・24日、３月10日の木曜 13時～14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

７月ごろ出産予定の人→３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

 15組 
 ２月25日９時から

　  横浜市電子申請システム 

土曜両親教室
予約制

 ３月12日（土）13時30分～16時
 都筑区子育て支援センター ポポラサテライト（ららぽーと横浜３階）
 12組 
 ２月12日12時から  （507-6856）

 ３月26日（土）14時15分～16時30分
 都筑区子育て支援センターポポラ（あいたい５階）
 12組 
 ２月26日12時から  （912-5135)

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
 ２月15日（火）  妊産婦▶９時10分                                  　

　　　　　　　　乳幼児▶９時30分～10時30分
 ０歳～未就学児、妊婦、産後１年未満の女性　　

←両親教室  

● 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。

 ・  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
 ２月22日（火）午前、25日（金）午後 （所要時間：30分程度）
 区内在住の人（乳幼児～思春期ごろの子どもの相談）

検診・教室
● 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。

エイズ・梅毒検査
予約制

２月17日・24日、３月10日の木曜９時～９時30分
受付：区役所１階健診室内７番／結果は１週間後以降
※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

２月25日（金）午後、３月15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

２月25日（金）午後、３月15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。

 ・  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

２月10日・24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 

■■ 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）
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　

 948-2350    948-2354

健康づくり係から

 ①３月４日（金） ②３月25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区役所１階福祉保健センター栄養相談室

 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バスタオル、飲み物 ②飲み物
 ２月15日10時から  

■■ 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。

 ３月22日（火）①13時30分～14時15
分 ②14時30分～15時15分

 区役所１階福祉保健センター栄養
相談室

 各８組 
 ２月14日10時から電子申請

■■ ニコニコピカピカ
親子の歯みがき講座
親子で歯周病、むし歯予防の情報を
キャッチして、正しい歯みがきを身につ
けましょう。

 ３月16日（水）10時～11時　受付９
時45分～

 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たてのお子さん

と保護者15組 
 ０歳児～２歳児未満：同室保育有り
 ナイロンの歯ブラシ（保護者自身とお

子さんの仕上げ磨き用）
 ２月14日から  

   行事は２週間前から  か  
■■ くまさんのおはなし会（3月）
親子で楽しむわらべうたや絵本の読み
聞かせ。
◦ ０・１歳児向け

 ３月10日（木）①10時～10時25分 ②
10時45分～11時10分 

  対面朗読室
 ０・１歳児と保護者 各５組  ●  

◦ ２・３歳児向け
 ３月17日（木）10時45分～11時10分
  対面朗読室
 ２・３歳児と保護者５組  ●  

■■ 定例おはなし会（3月）
 ３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５人  ●  

※保護者の付き添いは事前にご相談ください。

 948-2424    948-2432
２月21日（月）

都筑図書館から

 ・  健康づくり係　  948-2350　  948-2354

「 シニア楽農園 」「 シニア楽農園 」 参加者募集

グループでの農作業を通じて仲間をつくり、
親睦を深めている「シニア楽農園」。
新年度の参加者を募集します！

 企画調整係　  948-2226　  948-2399

詳細な内容は二次元コードから
区  をご確認ください。

  活動場所
｢シニア楽農園｣の畑（東方公園徒
歩約３分、市営地下鉄グリーンライ
ン都筑ふれあいの丘駅より徒歩約
10分）

      対 象 者
平日の畑仕事(毎週月・木・金曜のう
ち１日、午前中に２時間程度)に、
１年を通しての参加が可能な区内
在住の60歳以上の人

     期   間
2022年４月～2023年３月

 参 加 費
年間約8,000円
(傷害保険料含む)

 説 明 会
参加希望の場合は、下記①②いず
れかの説明会にご参加ください（事
前申込不要）

 ①２月15日（火）14時～15時
②２月22日（火）14時～15時

 区役所６階大会議室
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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 ２月11日 ～ ３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。

■■ 親子の広場 「かもっこくらぶ」
 タオル、飲み物

■ まんまるプレイパーク「木の実でお絵
かき」：２月15日(火)10時30分～11時30
分／未就園児と親15組  ／子ども１
人300円／  
■ 冬のおたのしみ会はぐリンピック み
んなでからだを動かそう。ハンドベル演
奏も！：２月18日(金)10時30分～11時30
分／未就園児と親15組  ／子ども１
人300円／  
■ 保育相談：２月22日(火) 10時30分～
11時30分／未就園児と親15組  ／  
■ あそびl

ラ ボ

abo. 「感触あそび」スライム、
小麦粘土をつくろう：２月24日(木)10時
30分～11時30分／未就園児と親15組 

 ／子ども１人300円／  
■ おはなし会：３月３日(木) 10時30分～
11時／未就園児と親15組  ／  
■ おさるんリトミック：３月７日(月)10時
30分～11時30分／未就園児と親15組 

 ／子ども１人300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3-2

  ２月21日（月）

   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

■■ シイタケの植菌
里山で間伐したクヌギやコナラにシイタ
ケを植え付けます。植え付けたホダ木を
家に持ち帰ってシイタケを育てます／３
月６日(日)13時～15時／レストハウス／
20人  ／参加費:ホダ木１本500円

 ２月24日までに  か、  と申込
者全員の ・  を明記し  か  
■■ 里山保全体験
竹林の手入れを行い、間伐した竹を
使って竹細工を体験します／３月５日
(土)９時30分～12時／ばじょうじ谷戸
休憩所／10人    ●  

■■ 炭焼き体験(宮谷戸窯)
２月12日(土)９時～12時：炭材作りと窯
詰め、19日(土)８時～17時：炭焼き、26
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)／宮谷

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-satoyama@p00.itscom.net
 月曜(祝日の場合は翌日)

■■ はつらつ健康フェア―
健康体操や健康チェックを行います。年
に一度は家族みんなで健康チェック !／
３月12日(土)①フットマッサージ10時～
12時 ②健康体操10時30分～11時30分
／30人  ／フットマッサージのみ15分
500円

 ２月12日から  か  

北山田小学校コミュニティハウス
 ・  591-8444

 224-0021   北山田5-14-1
 火・木曜

■■ みんなで遊ぼう(3B体操)
音楽に合わせて、身体を動かしたり、ダ
ンスをしたり、遊び感覚でさまざまな
運動を楽しみながら、幼児期に必要な
心と身体の発達を促します／２月25日
(金)10時30分～12時／乳幼児（首がす
わったら参加可）と親10組  ／300円

 事前に  か  か、 ・  を明
記し   

都田小学校コミュニティハウス
 ・  941-9522

  224-0053  池辺町2831
 火・木曜

東山田中学校コミュニティハウス
 ・  591-7240

  224-0023   東山田2-9-1
 火・金曜

■■ 元気が出る災害食講座
災害が起きた時の本当に使えるレシ
ピ、避難所の様子、役立つ情報を映像を
使ってお話しします／３月２日(水)13時
30分～15時30分／20人  ／200円

 2月2日から  か  

   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）
４月６日・20日、５月11日・25日、６月１
日・15日・29日、７月６日の水曜18時30
分～20時30分／中学生以上25人  ／
4,800円（全回分）   ●  

■■ 美姿勢・美ボディ(全8回)
　～筋膜リリースを始めよう～
４月１日～７月15日の毎月第１・３金
曜 ①９時30分～10時20分 ②10時40分
～11時30分／各回10人  ／7,200円
(全回分)    ●  

■■ リラックスヨガ(全11回)
初心者向け／４月４日～７月４日の毎
週月曜(第2月曜除く)９時30分～10時30
分／30人  ／4,400円(全回分)   ●  

■■ シニア健康体操（全34回）
４月７日～2023年３月23日の木曜①９
時～９時45分 ②９時55分～10時40分 
③10時50分～11時35分／60歳以上の人 
各60人  ／4,420円（全回分）

 ３月７日から 
■■ みんなでミニピアノレッスン
　～音楽で脳トレ～（全６回）
４月８日～６月24日の第２・４金曜①
９時15分～10時15分 ②10時30分～11
時30分／各５人  ／4,800円（全回分）   
●  

北山田地区センター
 593-8200    593-8201

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

  ２月14日（月）

中川西地区センター
 912-6973    912-6983

  224-0001 中川2-8-1
 nakanishi＠tsuzuki-koryu.org

  ２月14日（月）
   行事は開催日の1か月前９時から  

か10時から  か  ・年代を明記し 

■■ ペットのための防災講座
３月12日（土）12時30分～14時30分／
20人    ●  

■■ 都筑謎解きウォークラリー
３月13日(日)9時30分～12時／20人  
／500円   ●  

■■ 家族で学ぼう防災人生ゲーム
３月20日（日）10時～15時(所要時間50
分程)／５人前後のグループ(１人参加
可)／50人    ●  

■■ 第1回中川西地区センター
　健康麻雀大会
３月29日(火)９時30分～14時30分／30
人  ／500円

 ３月１日９時から  か10時から  
か  ・年代を明記し  
■■ ひらり健康体操（全40回）
４月５日～2023年３月14日の火曜９
時10分～10時30分／90人  ／6,000円

（全回分）
 ３月１日までに  （ハガキ持参）か 

・  を明記し  か  
■■ フィットネス前期（全5講座）
申込み方法等、詳細はお問い合わせください
■ 月曜日(４月～10月)全３講座
①目指せ美姿勢！骨盤ボディーワーク／
４月18日～10月３日 ②経絡ヨガ／４月
25日～10月17日 ①②12時20分～13時
20分(全７回)
③癒されパワーヨガ／４月18日～10月
17日13時35分～14時45分(全14回)／
各60人  ／①②2,100円（全回分） ③
4,200円（全回分）
■ 水曜日(４月13日～10月５日)全２講座
①いきいきながいきストレッチ／９時
15分～10時15分 ②むねキュン★エアロ
ビクス／10時30分～11時30分／①90人 
②70人  ／①②5,000円（全20回分) ※
①はひらり健康体操との重複不可

※  はすべて市内在住・在勤・在学者

■■ おもしろ科学たんけん工房
　「錯覚・ふしぎな世界 ! 」
３月５日(土)13時30分～15時30分／小
学４年～中学２年生16人  ／600円

 ２月19日までに  （http://www.
tankenkobo.com/）か、  と学校名・
学年・保護者氏名を明記し   （おもしろ
科学たんけん工房 石

い し ば し

橋方 473-0429）
■■ 令和４年度 老人福祉センター
　趣味の教室
英会話、ぬり絵、歴史、俳句、体操、フラダ
ンス、ゲートボール全７講座／４月から
９月までの連続講座。60歳以上の初心
者が対象。日程・定員・費用は各講座に
より異なるため詳細はチラシ参照  

 ２月28日までに  と  ・希望講
座名を明記し  

都筑センター
 941-8380    942-3979

  224-0062   葛が谷2-1
  ２月22日(火)

   行事は２月11日９時から  か10
時から 

■■ 仲町台を探検しよう!
小松菜収穫やまちづくりの秘密など、皆
さんが知らない仲町台の魅力を探検し
ながらご紹介します／３月13日(日)９
時～12時／15人  ／500円   ●  

■■ 季節の養生法と薬膳茶
体質にあった季節の養生法と薬膳茶を
ご紹介します。数種類の薬膳茶を持ち帰
ります／３月25日(金)９時30分～11時
30分／12人  ／1,800円   ●  

■■ 認知症の方との向き合い方と
　予防体操
３月５日(土)９時30分～11時30分／20
人    ●  

■■ 気軽にハンドメイド
　～お菓子の袋で簡単ポーチ～
アメだけではなく、文具や化粧品など小
物も入れられる、ちょっと変わったポー
チを作ります／３月18日(金)10時～11
時30分／12人  ／300円   ●  

■■ 令和４年度 健康体操(全40回)
４月６日～2023年３月22日の水曜 A：
９時10分～10時10分、B：10時30分～
11時30分　※ただし、５月４日、６月29
日、８月、11月23日、12月28日、１月４
日、２月22日は除く／60歳以上各100人 

 ／5,500円(全回分)
 ３月９日までに か、 ・  と

緊急連絡先の  ・  を明記し 

仲町台地区センター
 943-9191    943-9131

  224-0041  仲町台2-7-2
   ２月14日（月）

■■ ひな祭りウィーク
大正～平成のお雛

ひ な

様、つるし飾りなどを
展示。土間と庭からの見学／２月23日
(祝・水)～３月３日(木)10時～16時／  
■■ 楽しく着物を着ましょう
初心者歓迎／３月９日(水)13時～14時
30分／女性６人  ／1,500円

 要問合せ
 ２月11日から  か  

■■ 南京玉すだれ実演見学
２月12日(土)14時～16時／  
■■ しの笛の朝
毎週土曜11時30分～12時／  

都筑民家園
 594-1723    594-2019

 224-0028   大棚西2
  ２月14日（月）・28日（月）

■■ 大正琴体験教室
①大正琴にふれてみよう ②簡単な曲を
練習してみよう ③練習の成果を披露し
よう。講師 小

こ い け

池 博
ひ ろ こ

子(琴城流大正琴振
興会教授)／①２月21日 ②２月28日 ③
３月7日 ④３月14日 ⑤３月21日の５回
いずれも月曜10時～12時／10人  

 ２月２日から  か  

勝田小学校コミュニティハウス
 ・  592-1877

  224-0034   勝田町266
 火・木曜

■■ おはなしのこみち
　「お楽しみ おはなし会」
２月28日、３月28日の月曜11時～11時
30分／親子６組  ／  
■■ 折り紙教室
みんなで楽しく折り紙を折る。親子でも
参加OKです／２月28日、３月28日の月
曜15時～15時45分／10人  ／  

つづきの丘小学校コミュニティハウス
 ・  945-2949

 224-0006   荏田東1-22-1
 火・木曜

戸炭焼施設／雨天決行／    ●  

■■ ネイチャークラフト作り
２月27日(日)10時～15時 ※受付は14時
30分まで／円形広場／雨天中止／500
円／  
■■ 田畑作業体験
ジャガイモの植え付けをします／３月
５日(土)13時～16時／ばじょうじ谷戸休
憩所／20人    ●  
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  行事は前開館日までに  か 

ポポラ 
 912-5135   912-5160
 224-0003 中川中央1-1-3 あいたい5階

■■ なるほどトーク
　「赤ちゃんの心を知ろう」
３月26日(土)10時30分～11時45分／
妊娠中の方～生後４か月(プレパパも
どうぞ)８組    ●  

■■ あつまれ～!
　２歳児&３歳児元気っ子♪
３月15日(火)14時～16時／２歳～未就
学児とその家族７組     ●  

■■ ふたごちゃん・みつごちゃんの日
多胎育児中のママ・パパ、みんなでお
話しませんか？多胎妊娠中のプレマ
マ・プレパパさんもぜひどうぞ！／３
月４日(金)10時30分～11時30分／市
内在住の多胎親子(未就学)&多胎妊娠
中の人５組    ●  

■■ じっくり相談
①３月５日(土) ②25日（金） ③26日

（土）①③13時～16時、②10時～16時
／未就学児とその家族 ①③各３組 ②
５組    ●  

ポポラサテライト
 507-6856    507-6857
 224-0053 池辺町4035-1

ららぽーと横浜３階
■■ じっくり相談
３月11日（金）10時～16時／未就学児
とその家族５組    ●  

■■ 不動原公園であそぼう!
２月16日(水)10時30分～12時 ※雨天
中止／不動原公園(池辺町2469) 

■■ はじめての子育て
　生後4ヶ月までの「ママのおへや」
月齢が同じくらいの赤ちゃんがいるマ
マ同士で、一緒にゆっくりおしゃべりし
ませんか／３月22日(火)10時30分～
12時／市内在住の第一子・生後４か月
までの親子６組    ●  

■■ 赤ちゃんのお世話プチ体験
３月23日(水)14時～15時／市内在住
の妊娠中のプレママ・プレパパ６人    
●  

都筑区子育て支援センター
 https://popola.org/ 

 日・月曜、祝日
■■ おはなし会
季節の歌と手遊び、絵本の読み聞かせ
を行います／２月24日(木)11時30分～
12時／親子５組 

 ２月３日から  

地域活動ホーム くさぶえ
 590-5778    590-5779    

 224-0014   牛久保東1-33-1

■■ ワンデープログラム
原則当日受付、一部事前予約。エアロビ
クス、ヨガ、ズンバ、バスケなど多彩なプ
ログラムがあります。詳しくは  か  。
開始30分前から必ず本人が受付／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

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/ 
  ２月28日（月）

加賀原地域ケアプラザ
 944-4640    944-4642

 224-0055  加賀原 1-22-32

■■ すくすくプラザ「いざという時の !
　こどもの救命救急法」
消防士・消防団の人から誤飲・怪我の際
のなどのいざという時の救急法を学び
ます。また、実際にAEDを使った救命救
急法を体験します／２月24日(木)10時
30分～11時30分／ 

■■ ラストサタデープログラム
　「おもしろいぞ ! 紙芝居」
2015年に横浜市から有形民俗文化財に
指定された街頭紙芝居の複製を中心に
実演します／２月26日(土) ※時間など
決まり次第  でお知らせします。／ 
■■ 企画展「美術の眼、考古の眼」
　関連イベント
　ナイトミュージアム＋ミュージック
館内のさまざまな場所で企画展とコラ
ボした音楽を楽しむコンサート。アーカ
イブ配信もあります。詳細は  ／２月
26日（土）17時開場／180人  ／チケッ
ト4,000円

 事前に 

横浜市歴史博物館
 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)

アートフォーラムあざみ野
 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  910-5724

  第４月曜
横浜市民ギャラリーあざみ野

 910-5656    910-5674
 https://artazamino.jp/

■■ G
ギ ャ ラ リ ー

allery i
イ ン

n t
ザ

he L
ロ ビ ー

obby
　「カメラの形のおもちゃ・雑貨」
３月５日（土）～24日（木）９時～21時
／ 
■■ Ｗ

ウ エ ル カ ム

ｅｌｃｏｍｅ！ロビーコンサート
出 演：アンサンブル・サクシェンド　
間

ま な か

中 来
く る み

実(ソプラノ＆アルトサックス)、
梅

う め だ

田 千
ち お り

織(アルトサックス)、髙
た か む ら

村 康
や す の り

典 
(テナーサックス)、田

た な か

中 浩
こ う じ

二(バリトン
サックス)、加

か と う

藤 菜
な な み

々美(ピアノ)／２月
13日（日）12時00分～12時40分／ 

■■ パパ力
り ょ く

up! 親子のふれあい遊び
父子で音遊びや、絵本、工作を楽しむ／
３月５日(土)10時30分～12時／１歳前
後の子と父15組  ／950円

 ２月11日から  （910-5724）

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)

■■ 横浜国際プールに
　遊びに来ませんか？
冬の定期教室、開催中です！！
※大会などでご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。
※こくぷっこクラブ（一時保育）も開催中
です。詳細は  をご確認ください。

【サブプール】
■ 利用時間：月～日曜(祝日も含む)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 
※コロナ対策として、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・靴袋
【トレーニングルーム】

■ 利用時間：月～日曜(祝日も含む)９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
■ 利用料金（２時間）：大人500円、中学
生250円 ※小学生以下は利用不可

横浜国際プール
 592-0453    592-1402    
 224-0021  北山田7-3-1

 http://www.waterarena.jp/  
 ３月１日（火)・２日（水）

■■ レジリエンスという考え方を知る
講師:横浜市総合保健医療センター田

た は ら

原 
智
と も あ き

昭氏。回復に有効な考え方である「レジ
リエンス」という視点について知り、今後
の支援者活動に生かしていくことを目指
す／３月26日(土)10時～12時／50人 

 ２月14日から  か  

中川地域ケアプラザ
 500-9321    910-1513

  224-0001  中川1-1-1

■■ 男の健康体操教室
２月16日、３月２日・16日の水曜10時～
11時15分／健康や体操に興味がある
男性15人  ／３回1,000円、１回400円

 事前に  か  

川和小学校コミュニティハウス
 ・  934-8666

  224-0057  川和町1463
 火・金曜

■■ コーヒーの淹れ方講座(全3回)
　初心者向け
①コーヒー農園から１杯のコーヒーが
できるまで、②コーヒーの選び方　自分
の好みを知る、焙煎度合いで選ぶなど、
③コーヒー抽出手技体験／①３月15
日・②22日いずれも火曜10時～12時、
③３月29日（火）10時～12時（５人）・13
時～15時（５人）／①②東山田地域ケア
プラザ ③コーヒー専門店／男性10人
／1,500円(全回分)

 ２月11日から  か  
■■ 楽しいきりえ
今回はお雛様を作ります／２月16日
(水)13時30分～16時30分／15人  ／
1,000円

 事前に  か  

東山田地域ケアプラザ
  592-5975    592-5913

 224-0024  東山田町270

■■ 令和4年度 椅子ヨガI期(全10回)
椅子を使用したヨガ。詳細は ・  に
て／４月12日～６月28日の火曜10時～
11時30分 ※５月３日・31日は除く／10
人  ／5,000円(全回分)

 ３月１日から  か  

東山田スポーツ会館
・  593-4682

  224-0024  東山田町105-2
 https://www.tsuzuki-koryu.org/

higashiyamatasp/
   ２月21日（月）

■■ 第14回プラザまつり ～海外との
オンライン交流とMYプラザ図書館～
オンラインで世界とつながる体験や、多
様な人々を「本」に見立てた「プラザ版

つづきMYプラザ
(都筑多文化･青少年交流プラザ)

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

 my-plaza@tsuzuki-koryu.org
 https://tsuzuki-myplaza.net/newhome/

 ２月21日(月)

ヒューマンライブラリー」、MYプラザ図
書館を開催し、多様化する社会を体験し
ます／３月13日(日)10時～15時 ①ブラ
ジルとの交流 ②コスタリカとの交流 ③
MYプラザ図書館 ④やさしい日本語で
交流 ⑤台湾との交流／定員はセッショ
ンによって異なります  

 ２月11日から２月28日までに  か 
 か、  ・年代を明記し  

■■ トレーニング室のご案内
詳しくは  か  ／９時～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
に制限有）／ 

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
   火曜

検索ズーラシア

■■ ハッピーバレンタインi
イ ン

nズーラシア
バレンタインにちなんだ工作教室や、特
別ガイド、撮影スポットをお楽しみくださ
い！／①特別ガイド２月14日(月) ②工作
教室：2月12日(土)～2月13日(日)／  



※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※

　 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。
　 参加される際には必ず開催状況をご確認ください。

■■ 多国籍親子オーガニック大豆・味
噌づくりワークショップ
昨年７月に種子をまき、育ててきた有
機大豆で味噌をつくります。味噌づくり
は、親子で食べものがどのように作ら
れるのかを楽しく体験する良いチャン
スです／３月５日（土）13時～15時30分
／北山田地区センターかオンライン
（Zoom）／現地参加：親子８組、オン
ライン参加：10組　  ／現地参加：大人

2,000円 子ども 500円、オンライン参
加：1,500円
＜２月22日までに二次元コード
　 NPO法人子どもがかける虹の森ネッ
トワーク　青木
　 090-9827-0120
　 CRFN.jp@gmail.com

■■ 第72回 区民ジュニア
テニストーナメント
３月25日（金）・28日（月）・29日（火）・30
日（水）／長坂谷公園、都田公園、三ツ
沢公園／区内在住・在学、都筑区テニ
ス協会加盟団体員／①男女シングルス
18歳以下、16歳以下、14歳以下、12歳
以下 ②男女ダブルス 18歳以下、16歳
以下、14歳以下／①2,000円 ②１組
2,500円
　２月11日から20日まで（水曜を除く）
にテニスショップ LOOP（青葉区青葉台
2-3-8  2F-B　  ・　 （532-8819））へ
申込用紙

（　 （https://www.tennis-loop.net））と
参加料を持参
　 都筑区テニス協会
（　 http://gron3.sakura.ne.jp/tudukit/）

■■ きものを美しく着る会　会員募集
（きもの着付教室）
手結び着付／月２回土曜10時～12時／
北山田小学校コミュニティハウス／着物
に興味のある人、着物着付を習いたい
人20人／１回1,500円
　 事前に　 か　 
　 きものを美しく着る会　小林
　 090-5411-8391　　044-866-2652

　先月から開始した連載企画 ！ 都筑区商店街連合会の　　　　　　 。
第２回の今月号は　　　　　　　。都筑区商店街連合会に加盟している
店舗のサブレを２品紹介します。

　カレーパンのグランプリで金
賞も獲得したことがあるなど、
パン屋さんとしても有名なパリ
ジェンヌさんですが、実はオー
プン当初からの定番メニューに
「パリジェンヌサブレ」がありま
す。アーモンドの香ばしさが香
る１品です。

場所 荏田南5-7-3
　    941-7106

おすすめポイント

　横浜国際プールの新名物として「国
プサブレ」が誕生しました！！都筑区産の
小松菜を使用するところから、商品化
するまで区内のさまざまな企業が携わ
り、オール都筑で完成させた１品です。
期間限定・数量限定販売なので、お求
めの際には事前に横浜国際プール
　 などをご確認ください！

おすすめポイント

地域振興係　      948-2235　      948-2239

場所 北山田７-３-１
　    592-0453

第2回

　30年以上歴史があるえだきん商店会は季節の鮮やかな花々が咲いてお
り、きれいなお花を見ながらゆっくりおしゃべりできる地域の憩いの場です。

えだきん商店会

　住みやすいと人気の北山田。商店街は「安全・安心」の街づくりやさま
ざまなイベントに取り組んでいます。

北山田商業振興会

こばやし

あおき

！ 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。

都筑警察署　　　・        949-0110

雪道や凍結路では、急ブレーキ等の運転操作は厳禁と
心得て慎重かつ緩やかな運転操作を心がけましょう。

冬道 スリップ事故の に

注意

など冬道による安全走行の基本を徹底しましょう！

危険運転を防ぐポイント

　大雪や吹雪に遭遇した際は、無理に運転を継続せず、
近くの店舗等に避難・待機する

急のつく運転はしない

装備を過信しない 慎重に

十分な車間距離を確保する
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