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① の「つづき たい」は
都筑区商店街連合会の
公式キャラクターです。

相模国
武蔵国

都筑

問合せ　広報相談係 　　948-2223　　948-2228

　都筑区は横浜市の北部に位置し、1994年11月６日に、それまでの
港北区と緑区の再編成により誕生した区です。
　区の北部・中央部の港北ニュータウンでは、里山型公園や緑道、自
転車歩行者専用道路などが計画的に整備され、豊かな自然と都市が調
和したまちづくりが進んでいます。一方、区の南部では、大規模な農
業専用地区が広がり、農業が盛んに行われているほか、鶴見川沿いに
は市内屈指の工業地帯が形成されています。

都筑区役所の
マスコットの名前は？

①８世紀 ②12世紀 ③18世紀

①５km ②10km ③15km

　「つづき あい」は都筑区地域福祉保健計画の
キャラクターとして、2005年10月に誕生し、
2009年11月に都筑区の公式マスコットキャラク
ターとなりました。地域の皆さんからは「つづき
あいちゃん」または「あいちゃん」などの呼び名
で親しまれています。

都筑郡の防人である服部於田が755年に詠んだ歌が、
万葉集にとりあげられています。

①つづき たい
②つづき あい
③つづき まい ①１位 ②２位 ③３位

都筑区内の農家戸数は
市内18区中何位？

「都筑」という地名は
  少なくとも何世紀
  からある？

都筑区の緑道は
総延長で約何kmある？

2020年農林業センサスより

　都筑区内の農家戸数は421戸で市
内18区中でトップ！２位は青葉区
392戸、３位は泉区355戸です。都
筑区役所では地元でとれた新鮮な
「都筑野菜」の直売所マップを発行
しています。

直売所マップの
詳細はこちら→

都筑区では、地元で採れた
新鮮でおいしい野菜や果
物、卵などの食材を「都筑
野菜」として、地産地消の
推進に取り組んでいます。

都筑野菜について

さきもり はとりべのうえだ

緑道の総延長は約15km！
ちなみに市営地下鉄ブルー
ラインセンター南駅～横浜

② つづき あい

①８世紀

①１位

③15km

現在の都筑区のエリアは、律
令制度により「武蔵国都筑
郡」となりました。

　区役所では朝市も行って
います。日程が12ページに
掲載されていますので、区
役所の近くに来た際にはぜ
ひお立ち寄りください。

駅は約13.9km、グリーンライン中山駅～日吉駅は約
13kmです。すごく長いと思いませんか？

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

編集・発行

区の人口

区の世帯数　 86,351世帯　（前月比14世帯増）
214,791人　（前月比71人減）

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3月１日現在 都筑区役所  検索
ホームページ

2022（令和4）年

No.294

都筑区役所（代表） 948-2323 受付時間
平日８時45分～17時

4月９日・23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



広報相談係　   948-2223　   948-2228問合せ
問合せ 都筑土木事務所下水道・公園係　   942-0606　   942-0809

問合せ　企画調整係
　  948-2226　   948-2399
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都筑区の緑道は総延長約15kmで、市内でも有数の散歩道となっています。
しかし都筑の緑道のすごいところは長さだけではありません！
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商業施設が立ち並ぶセンター南駅から歩いて数分の場所に豊かな自然があります。
ここは「ささぶねのみち」という緑道です。

緑道の道自体は細いのですが、公園や民有地の斜面樹林を連結させて
います。これにより実際の幅よりも広く自然が広がっているように感じ
られるのです。

つづき みどりと花のまち巡り

都筑区の緑道は、元々の地形をいかしながら公園や公共施設を結ぶよう整
備されています。そして、歩車分離が徹底されているため、歩行者と車が交
差することなく、安全・快適に利用することができます。

中川駅、北山田駅周辺の緑道・公園などをガイドと一緒に散策しませ
んか？「都筑をガイドする会」が、みどりや花、生物、歴史など、幅広く
解説します。
「つづき みどりと花の名所25選」に選ばれた「新緑のくさぶえのみち」
をはじめとする、都筑の魅力を楽しみましょう！
（画像はイメージです）

緑道散策マップ！
都筑区水と緑の散策マップ
緑道を含む都筑の見どころを
巡るコースが 15コースも紹介
されている散策マップです！

手のひらサイズの散策マップ！散歩のときに
荷物を多く持ちたくない人におすすめです！

200円（税込）
区総合庁舎１階 売店、
市庁舎３階 市政刊行物・
グッズ販売コーナー

※どちらもホームページで、無料でダウンロードできます。

公園愛護会は、市内９割の公園で清掃・草刈り・花壇
の手入れなどさまざまな活動をしています。「ご近所
とのつながりづくり」や「自分たちの手で公園の花を
育てる楽しさ」があります。詳しくはホームページを
ご覧ください。

横浜市公園愛護会
マスコットキャラクター
「あいごぽん」

ささぶねのみち

月出松公園とゆうばえのみちをつなぐ「つきでまつこうえんきょう」

ベルリンの壁
テュフ ラインランド ジャパン
の試験所で撮影

くさぶえのみち

公園愛護会活動に
参加してみませんか！

ココが

ココが

ココが

申込み方法など詳細は
区役所からのお知らせ
（８ページ）へ！

開催日

販売価格
販売場所

無料
（部数に限りがあります）
区役所４階都筑土木事務所

販売価格

配布場所

５月22日（日）

散歩好き必携！ 

公園愛護会緑道部会　児島さん
こじま

都筑をガイドする会　吉澤さん
よしざわ

● 緑道を利用する際は一定以上の距離の確保や、マスク着用、
　 咳エチケット、手洗いなどの感染予防対策を徹底しましょう。
● 自転車は歩行者を優先して、原則「押し歩き」でお願いします。
● 団体で歩く際には広がらないようにしましょう。
● ゴミは必ず持ち帰りましょう。
● 歩きタバコはやめましょう。
● 草花や生き物をとるのは絶対にやめましょう。
● カモなど野生の生き物への餌やりはやめましょう。
● 公衆トイレはきれいに使いましょう。
● 私有地に無断で立ち入らないようにしましょう。
● 写真撮影をする際は、プライバシーに配慮しましょう。
● 交通ルールを守り、道路の横断には気をつけましょう。
● 施設を見学する際は、その場にあったマナーを守りましょう。

緑道利用上の注意

第10回

ココが

緑道ごとに区民の有志の皆さんによる愛護会が結成されており、
緑道の清掃や利用者のマナー啓発を行っています。緑道の美しい
緑は、実は地域の皆さんの協力により保たれているのです。

「都筑をガイドする会」の吉澤さんに

健康づくりコースマップ

特集

鶴見川鶴見川

早淵川早淵川

センター北

中川

都筑
ふれあいの丘

川和町

北山田

東山田

第
三
京
浜
道
路

仲町台

センター南

※地図の緑道は簡略化されたものです。
　詳細はマップなどをご覧ください。

※郵送での購入を希望される場合は
　市政刊行物・グッズ販売コーナーへ　　（671-3600）

ゆうばえのみち

月出松公園

ささぶねのみち

せきれいのみち

くさぶえのみち
ふじやとのみち

ベルリンの壁
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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

区民ホールの催し情報
区総合庁舎1階

市民の森（池辺・川和）PR

 ４月21日（木）13時～４月28日（木）
12時

 企画調整係
  948-2226　  948-2399

 中央図書館サービス課　  262-0050　  231-8299

移動図書館「はまかぜ号」令和４年度

 10時～10時50分
 東山田地域ケアプラザ／  

スケジュール

４月　１日・15日・29日
５月　13日・27日
６月　10日・24日
７月　８日・22日
８月　５日・19日
９月　２日・16日・30日
10月　14日・28日
11月　11日・25日
12月　９日・23日

１月　13日・27日
２月　10日・24日
３月　10日・24日

2022年

2023年

※いずれも金曜

移動図書館「はまかぜ号」は本棚を取り付けた特別仕様の車です。約
3,000冊の図書を載せて、図書館から遠い地域を中心に定期的に巡回
しています。

『『安全は　心と時間の　ゆとりから』』
『『新入学児童・園児を交通事故から守ろう』』

●● 子どもを始めとする歩行者の安全の確保
●● 自転車の安全利用の推進
●● 歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上
●● 二輪車の交通事故防止

運動の重点

４月６日（水）から15日（金）までの10日間は

春の全国交通安全運動です！
４月10日（日）は

「死亡事故ゼロを目指す日」です。

スローガン

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。

！！

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  

 ４月18日（月）・29日（祝・金）、５月３日（祝・火）・４日（祝・水）・５日（祝・木）
　  tz-katsudo@city.yokohama.jp

５月22日（日）開催！ 
「第10回 つづき みどりと花の
まち巡り」
中川駅・北山田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22日（日）９時～12時30分（終了
時間は予定）　受付時間：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：中川駅　解散：北山田駅
【コース(予定)】

集合→くさぶえのみち→ベルリンの壁
→徳生公園→ふじやとのみち→十二支
の石→山田富士公園→山田神社→解散

（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。またコースについて
は、今後変更する場合があります。

 80人（申込み多数の場合は  ）
 ４月28日必着で、

区  の申込み専用フォーム
検索 つづき　みどりと花のまち巡り 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
申し込み時に併記し
てください。

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

■■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。
 ４月15日（金）10時～12時／  
 都筑区民活動センター

  948-2424　  948-2432
４月18日（月）、５月６日（金）

検索横浜市立図書館

都筑図書館から

■■ 展示「新しいこと、本といっしょに」
図書館おすすめの児童書を展示します。

 ４月19日（火）～５月22日（日）
 都筑図書館児童書展示コーナー／  

■■ 学校図書館ボランティア講座
絵本の読み聞かせ講座（初心者向け）
小学生を対象にした読み聞かせについ
て、絵本の選び方や読み方を紹介します。

 ５月26日（木）10時～12時
 都筑区役所６階大会議室
 20人 　※活動場所が決まってい

る人優先
 ４月26日から   か  

　「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。

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 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 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

(予約は前開庁日の15時まで)
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 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 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。

随時予約受付

随時予約受付

随時予約受付

予約不要

予約不要

※１ 相談時間は13時～16時、原則1人25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、その前開庁日から受け付けます。
      なお、相談当日にキャンセルされた場合は、原則同年度のご利用をお断りします。

●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） 検索 横浜市　無料相談

 広報相談係　  948-2221～2223　  948-2228

 都筑警察署　  ・  949-0110

区役所の無料特別相談へ
日々の暮らしの

お悩みは

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部相談を電話や休止
とする場合があります。最新の開催情報は  をご確認ください。

検索   都筑区 特別相談

ご予約は広報相談係までお問い合わせください。（   948-2221～2223）
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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 ４月19日、５月10日の火曜 13時～14時受付

1歳6か月児 ４月21日（木）
４月28日（木）

10時～11時受付
13時～14時受付

3歳児 ４月21日（木） 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

９月ごろ出産予定の人
第１回 ５月９日（月）　９時30分～11時30分
第２回 ５月９日（月）　13時30分～15時30分
第３回 ５月27日（金）　13時30分～15時

 事前に各回ごとに電子申請システムで予約
 妊婦とその家族

土曜両親教室
予約制

 ５月14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 
 ４月14日12時から  （507-6856）

 ５月28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 
 ４月28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
 ４月25日（月） 、５月11日(水)

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　　

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。

   行事は３週間前から  か  
■■ くまさんのおはなし会（５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

 ５月12日（木）①10時～10時25分
 ②10時45分～11時10分 

  対面朗読室
 ０・１歳児と保護者 各５組 
 ４月28日から

◦ ２・３歳児向け
 ５月19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（５月）
 ５月18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。

■■ 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

 ・  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
 ４月19日（火）午前・22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）

 ①５月６日（金） ②５月31日（火）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10組 

 ①バスタオル、飲み物　②飲み物
 ４月13日10時から加賀原地域ケアプ

ラザに （944-4640）
■■ 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。

 ５月16日（月）①10時～10時45分　
②11時～11時45分

 区役所１階福祉保健セン
ター栄養相談室

 各８組 
 ４月15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。

 ５月23日（月）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
 区内在住のお子さんと保護者15組 
 ０歳児～２歳児未満：同室保育あり
 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）
 ４月12日から  

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。

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

４月14日・21日・28日、５月12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

４月22日（金）午後、５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

４月22日（金）午後、５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。

 ・  北部ユースプラザ　  ・  948-5505

地域ユースプラ
ザによる若者の
ための専門相談

予約制

４月14日・28日の木曜 13時30分 ～16時30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 

 ・  健康づくり係　  948-2350　  948-2354

肺がん検診
有料

予約制

５月23日（月）午前→４月21日～５月11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）30人
 胸部エックス線撮影680円

 948-2424    948-2432
４月18日（月）、５月６日（金）

都筑図書館から

第27回

 都筑区民文化祭
都筑区民文化祭

採用者には記念品を差し上げます。 
（参考）第26回「共に描こう　希望溢れる夢の都筑」
　　　第25回「笑顔が輝く未来の都筑」

区民文化祭  はこちら→

 区民活動係　  948-2238　  948-2239

募集！！募集！！
2023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。

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4-10-3 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」あてか、　

 （tzbunkasai@webyoko.com）

≪ 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）。

① 区民文化祭の企画から参加してみませんか

②「GO（英語のGO、合、剛など文字は自由です）」を
    テーマにしたキャッチフレーズを募集します
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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 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。

　　　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
■■ 初夏の野鳥観察会
留
りゅうちょう

鳥の他に夏鳥も飛来しています／５
月８日(日)８時～11時／レストハウス８
時集合／20人    ●  

■■ 里山保全体験
バラまつりに向けてバラ花壇の手入れ
をします／５月７日(土)９時30分～12
時／ばじょうじ谷戸休憩所９時30分集
合／10人    ●  

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)

■■ リズムベビーマッサージ&リトミック
４月22日(金)10時30分～11時30分／１
か月健診を終えてから、あんよができる
までの赤ちゃんとママ８組  ※予防接
種より24時間以内はご参加いただけま
せん ※兄姉の参加はできません ※パ
パなど男性のご参加はご遠慮ください
／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

中川西地区センター
 912-6973    912-6983

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

  ４月11日（月）、５月９日（月）
   行事は開催日の１か月前９時から 
 か10時から  か、  ・   を明記

し  ※対象が小学生の場合は学校名・
学年も明記
■■ ①ベビーマッサージ１期 
　 ②ベビーサイン１期（各全５回）
５月16日・30日、６月20日、７月４日・25
日の月曜 ①10時～10時45分 ②11時～
11時45分／①首すわりころ～ハイハイ
前の子と親８組 ②腰すわりころ以降の
子と親10組  ／各2,500円（全回分）    
●  

■■ 親子体操１期（全８回）
５月17日～７月５日の火曜11時～11時
45分／かけっこができるころ～未就園
児の子と親30組  ／3,200円（全回分）    
●  

■■ スマホ倶楽部・夏
①入門クラス ②初級クラス／６月10日

（金）①９時30分～11時30分 ②12時30
分～14時30分／①スマホを持っていな
い人 ②初心者の人 各10人  ／300円    
●  

■■ 地区センちくちくクラブ1学期
　（全３回）
地域の人と一緒に小物を作りましょう／
５月21日、６月18日、７月16日の土曜日
９時30分～11時30分／小学生以上10
人  ／各回300円    ●  

※  はすべて市内在住・在勤・在学者
   行事は４月11日から  か 

■■ ビューティ講座
コロナ禍、マスクの下の肌トラブルを解
消しましょう／４月28日(木)13時30分～
15時／15人  ／200円   ●  

■■ ヨガ教室(全４回)
ヨガで心身ともにリフレッシュ。初心者
を対象にしたヨガ教室です／５月16
日・30日、６月６日・20日の月曜10時～
11時30分／12人  ／1,000円(全回分)   
●  

■■ 季節の自然を満喫ウォーキング
　～ウォーキングで
　　健康維持と余暇の充実を～
横浜ベイエリアバラ園散策／５月11日

（水）９時20分～14時／60歳以上の人20
人  ／200円　※交通費は実費   ●  

■■ 60歳以上の楽しい筋トレ講座
～いくつになっても筋肉をあきらめない！～
自分でも継続してできる筋トレを体験し
てみよう／５月20日（金）10時～11時30
分／60歳以上の人20人     ●  

都筑センター
 941-8380    942-3979

  224-0062   葛が谷2-1
  ４月26日(火)

   行事は４月12日９時から  か10
時から 

仲町台地区センター
 943-9191    943-9131

  224-0041  仲町台2-7-2
   ４月11日（月）、５月９日（月）

■■ 春の川和さんぽ
　～川和のまちを歩こう
武

ぶ そ う

相虎
と ら ど し

歳薬師如来霊場を3か所まわり
ます／４月29日（祝・金）９時30分～11
時30分／20人   ※小学生は保護者同
伴／300円（保険・資料代込み）

 ４月２日から  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

   行事は開催日の１か月前から  か 
■■ 皆んな大好きシナモンロール作り
パン屋で人気のシナモンロールを簡単
に作ります／５月20日(金)９時30分～
12時30分／16人  ／1,800円   ●  

■■ やさしい金継ぎ体験
日本の伝統技術を学ぶ。器を修復／５
月11日(水)９時30分～11時30分／12人 

 ／3,000円
 ４月12日から   か 

■■ 腰痛予防体操～目的別体操(1)～
５月26日(木)10時～11時／50人  ／
200円   ●  

■■ キッズ体操教室
５月11日・25日、６月８日・22日、７月６
日・20日、９月７日・21日の水曜 ①15時
30分～16時30分 ②16時45分～17時
45分／①４・５歳児 ②小１・２年生／
8,000円

 ４月12日より   か 

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 

  ４月11日（月）、５月９日（月）

   行事は４月12日から  か 
■■ イキイキこどもデー
コンサート(南京玉すだれ実演・しの笛
演奏)①こども折紙講座②こども竹細工
／５月５日(祝・木)10時～14時／小学
生・中学生①、②とも30人  ／①、②と
も100円   ●  

■■ こいのぼりと五月人形の展示
①端午の節句のしつらえの展示 ②鍾

し ょ う き

馗
様の凧

た こ

絵描き／①４月29日（祝・金）～
５月５日（祝・木）10時～16時 ②５月１
日（日）13時／  

都筑民家園
 594-1723    594-2019

 224-0028   大棚西2
 ４月11日（月）・25日（月）、５月９日（月）

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

 https://www.tsuzuki-koryu.org/loghouse/ 
 ４月18日（月）

■■ 親子の広場 「かもっこくらぶ」
　ぷらっとカフェ「ミニ運動会」
おやこ運動会 パパ、ママと一緒によー
いどん！ハイハイのあかちゃんも参加
できます／４月28日(木)10時30分～11
時30分／未就園児親子15組  ／こど
も1人300円／  

 タオル、飲み物

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

■■ フラワーアレンジメント教室
　(母の日&父の日のアレンジ) 
母の日&父の日のプレゼントを作ろう。
A：プリザーブドフラワーアレンジメント、
B：リース（造花） ※2種類から１つ選択 
講師：井

い の う え

上 英
え り こ

理子／５月７日(土)10時
～12時／10人  (大人・親子の参加可)
／1,500円

 はさみ、おしぼり、持ち帰り用袋
 ４月11日から４月30日までに  か 

北山田小学校コミュニティハウス
 ・  591-8444

  224-0021   北山田5-14-1
 火・木曜

   行事は開催日の１か月前から  か 
■■ 初めてのリトミック
　(春コース)(全5回)
ママやお友達と一緒に仲良くリズムや音
楽に合わせて、歌ったり、踊ったり、いっ
ぱい遊ぼう！／５月９日・23日、６月13
日・27日、７月11日の月曜 ①12時45分～
13時20分、②13時35分～14時10分、③
14時25分～15時／①ハイハイ～つかま
り歩きまで ②歩き始め～１歳半ぐらい
まで ③歩行の安定した未就園児まで 各
回８組  ／2,500円(全回分)    ●  

■■ 産後ママと赤ちゃんのヨガ
　(春コース)(全5回)
産後ママの体の引締めとともに赤ちゃ
んとのスキンシップのひと時を ！／５
月11日・25日、６月８日・22日、７月13日
の水曜 ①10時～10時45分 ②11時～11
時45分／①３か月～９か月の赤ちゃん
とママ ②10か月～１歳６か月の赤ちゃ
んとママ 各回８組  ／2,500円(全回
分)    ●  

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
 ch-higashiyamata@tsuzuki-koryu.org

 火・金曜

■■ 親子オリエンテーリング
山田地区の史跡ポイントを回って史跡
クイズにこたえよう!／５月５日(祝・木)
９時～12時／雨天中止／小学生と保護
者20組  ／300円

 飲み物、筆記用具
 ４月13日から４月24日までに   

・ ・ ・携帯電話番号を明記し  か  

中川中学校コミュニティハウス
 ・  591-3131

  224-0027  大棚町240
 火・金曜

■■ バルーンアート
１セットで３種類のバルーンアートづく
りを楽しみます／５月21日（土）10時～
12時／子どもから大人まで30人  ※未
就学児は保護者同伴／１セット200円

 ５月12日までに   か 
■■ おはなし会
読み聞かせ、パネルシアターなど／４月
21日（木）10時30分～11時00分／未就
園児と保護者15組  

 前日までに   か 
■■ でんでんむしさんの公演
人形劇「パンちゃんのお散歩」、パネルシ
アター、ハンドベル／４月28日（木）10時
30分～11時00分／未就学児から大人ま
で30人  ※未就学児は保護者同伴

 ４月25日までに   か 

■■ 将棋入門講座前期(全5回)
将棋の基礎を学ぶ／５月22日、６月26
日、７月24日、８月21日、９月25日の日
曜9時30分～11時／小学生以上16人 

 ／4,000円(全回分)   ●  

■■ おさるんリトミック１期(全６回)
音楽に合わせて親子でリトミックしま
す。工作もします／５月６日～７月15日
の隔週金曜10時～11時／１歳以上未
就園児(歩けるお子さん)と親12組  ／
2,900円(全回分)   ●  

■■ 活き活きメイクアップ講座
～初夏の崩れにくいベースメイク～
お化粧から遠ざかっていた人や日頃あ
まりお化粧されない人に、崩れにくい
ベースメイクを体験いただきます。眉の
書き方も指導します。／５月13日(金)13
時～14時30分／女性12人  ／200円   
●  

■■ おもちゃの病院
目の前でおもちゃを修理してもらうこと
で科学に対する興味や物を大切にする
心を育てる／５月７日(土)９時30分～14
時30分／幼児と保護者12組     ●  

■■ しの笛初心者講座　全７回
５月14日・28日、６月４日・11日・25日、７
月２日・９日の土曜13時～14時／７人 

 ／3,000円（指導料、楽譜、しの笛（プラ
スチック製七本笛）、教本費込み）   ●  
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※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※

  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

■■ あつまれ～都筑のニューフェイス!
区外から引っ越してきて、区内の情報や
お友達がほしい人／５月12日(木)・13日

（金）・18日（水）いずれも10時30分～
11時30分／区外から引っ越してきた未
就学児とその家族 各回７組    ●  

■■ じっくり相談
専門相談員による子育て相談／５月７
日・14日・21日の土曜10時～16時／未
就学児とその家族 各５組    ●  

■■ あつまれ～!
　２歳児&３歳児元気っ子♪
仲良く遊んでほしいけど…いつもいつ
も大騒ぎ。お互い様～ ！の気持ちで思
いっきり遊ぼう!! ／５月17日(火)14時
～16時／２歳～未就学児とその家族
７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
言語聴覚士によることばの相談／５月
28日(土)10時～16時／未就学児とその
家族５組    ●  

■■ 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／５月18日(水)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
おしゃべりしながら赤ちゃんのお世話
の体験をしてみませんか。／５月６日
(金)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／４月28日(木)11時30分～
12時／５組の親子  

 ４月７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

■■ 定期スポーツ教室
春の定期スポーツ教室(４～６月開催) 
は４月12日よりスタート、ただいま追加
申込受付中です。詳しくは  か  
■■ ワンデープログラム
各プログラムとも基本当日受付（一部事
前申込）。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
■■ 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
に制限あり）／ 

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/ 
  ４月25日（月）

加賀原地域ケアプラザ
 944-4640    944-4642

 224-0055  加賀原 1-22-32

■■ 母の日のプレゼントに…
　ショートケーキみたいな
　フラワーアレンジメントを作ろう！
講師：星

ほ し が

加 かおる氏／５月８日（日）10
時～11時30分／中学生～20歳くらいの
人15人程度  ／500円

 ４月８日から５月６日までに  か 

■■ 濱ともデー
市内在住65歳以上の人は、当日濱とも
カードをご提示いただくと観覧料が無
料になります／４月27日(水)９時～17
時／ 
■■ ラストサタデープログラム
おもしろいぞ！紙芝居／４月30日(土)
／時間など決まり次第  でお知らせし
ます／ 

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/

■■ 市民のためのプログラム
　「陶芸 掻

か

き落としと象
ぞ う が ん

嵌」（全５回）
色の異なる土を組み合わせて模様を描
く技法で制作する陶芸講座。講師：並

な み き

木 
朱

あ か ね

子／５月13日・27日、６月10日・24日、
７月22日の金曜14時～16時30分／中
学生以上16人  ／12,500円（全回分、
材料費・焼成代込）

 あり
 ４月22日までに  か 

■■ 公募型男女共同参画事業
　 市民企画募集
ジェンダー平等をテーマにした市民グ
ループとの協働企画を募集・選考します

 ４月11日から５月１日までに  から
募集要項を確認の上、所定の応募用紙
を  か郵送　※選考あり

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)

■■ 各施設のご案内
プールやトレーニングルーム、教室以外
にも各種施設がご利用いただけます。
パントリー（軽食コーナー）、プロショッ
プ、ボディケアルーム、はりきゅうマッ
サージなど。ぜひ、お立ち寄りください。
■■ お知らせ
■ 夏に向けて、メインアリーナ床転換工
事（４月１日（金）～４月26日（火））が始
まります。
■ 春の定期教室、展開中です。新しい教
室も増えています！！ 詳しくは館内冊
子・  などをご確認ください。
■ 「濱ともカード」（65歳以上の横浜市
民）をご提示いただくと、プール、トレー
ニングルームが割引になります。ぜひ、
ご活用ください。
■ こくぷっこクラブ（一時保育）も開催中
です。事前予約制ですが、当日空きがあ
ればご利用可能です。詳細は  をご確
認ください。

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

 http://www.waterarena.jp/  
  ４月26日（火）■■ 介護者のつどい

介護の不安や疑問について話したり、
情報交換ができる場所です／４月26日
(火)10時～12時／10人  

 飲み物
 ４月１日から   か 

葛が谷地域ケアプラザ
  943-5951    943-5961

 224-0062  葛が谷16-3

東山田地域ケアプラザ
  592-5975    592-5913

 224-0024  東山田町270
   行事は４月11日から   か 

■■ わくわくこあら
親子でリフレッシュ。セイントフットサッ
カークラブコーチとボールを使って身
体を動かします／５月13日（金）10時～
11時(受付は９時30分～)／歩行が安定
したころ～３歳くらいまで(未就園)の子
と親10組  ／300円

 動きやすい服装、水分補給の飲み物
 ４月16日13時30分から   か 

■■ 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

さ わ

話会
か い

です／５月24
日(火)13時～14時30分／ご家庭で介護
に関わる(関わった)人15人  ／100円   
●  

■■ おさんぽカフェ
地域の人が“まるっと”集まり、お茶菓子
や飲み物を楽しむおさんぽカフェです。
午前には「歌うチャーミング体操」、午後
には「ヨーグルトで腸活」を行います／
５月21日(土)①10時～12時、②13時30
分～15時／各25人  ／200円   ●  

※４月11日（月）は施設点検日のため、
一部利用が制限される場合があります。

   行事は４月15日までに  か 
・ ・学年・性別を明記し  ※消印有効

  にてご確認ください
■■ すくすくアウトドアクラブ1期
５月11日・25日、６月８日・22日、７月６
日の水曜14時30分～16時／４～６歳

（年中・年長相当）と保護者15組  ／
２人１組5,500円（全回分、保険料込み） 
※１人追加2,750円、３歳2,000円、２歳
以下300円   ●  

くろがね青少年野外活動センター
 973-2701    972-1093

 225-0025   青葉区鉄町1380
http://www.yspc.or.jp/kurogane_

yc_ysa/category/top/

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
 ５月10日（火） 検索ズーラシア

■■ 飼育員のお仕事パネル展
４月19日の4

し い く

19にちなみ、飼育員のお仕
事や道具などを紹介するパネル展を実施
します／３月16日(水)～５月９日(月)／ア
マゾンセンター／ 

■■ 「ベビーヨガ」
　1dayワークショップ
赤ちゃんといっしょにできるヨガと、アー
ユルヴェーダの知恵を活かしたオイル
マッサージで、産後と育児の疲れをいや
します／５月20日(金)10時～11時30分
／産後２か月以降～７か月の女性とハ
イハイ前の赤ちゃん15組  ／1,000円

 子どもの部屋 
 ４月16日から  

都筑公会堂
 948-2400    948-2402

 224-0032 茅ケ崎中央32-1 区総合庁舎内
  ４月18日（月）

■■ 都筑名画座（無料映画上映会）
不朽の名作映画第２弾／４月20日（水）
開場９時 上映９時30分～（212分、途中
休憩あり）

 ４月１日９時から 

■■ 親子カヤックA
５月14日（土）①９時～10時20分、②10
時30分～11時50分、③12時～13時20
分／小学生・中学生とその保護者①～
③各２組  ／２人１組7,000円（保険
料込み）  ●  



■■ 川和の菊と佐江戸のツツジ
ガイドと共につづきを歩こう  No.60
４月29日（祝・金）※雨天決行／市営地
下鉄川和町駅前に９時～９時 15分集
合／約6㎞（約３時間）を歩ける人50人
　  ／500円 　 ４月22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://tsuzuki-guide-kai.exp.jp）か 
　（newtga2022@gmail.com）か　     
（〒224-0001 中川 1-2-F1308　「都筑を
ガイドする会」No.60　広報係）
　 都筑をガイドする会　吉澤
　 090-3685-4596

■■ 第19回  つづき写遊会  写真展
自由作品３点、課題作品「水」１点、「私
の好きな一枚」１点。総数70作品の展
示／４月 26日（火）～５月２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　中谷 博昭
 　 942-3522

■■ ムジカ・パストラーレ　カジュアル
コンサート2022
音楽の力 指揮：直井大輔、ソリスト：TP
丸山 菜津紀 フィンランディア、ハイドン
「トランペット協奏曲」ほか／４月17日

(日)13時 15分開場 14時～開演／都筑
公会堂／600人  　 ／
　 大杉　　080-3455-6255　
　 musica-pastorale.com

■■ 第 27回　都筑区民陸上競技大
会のご案内
種目：トラック100ｍ～、リレー4×100
ｍ、砲丸投げ、高跳び、幅跳び／６月
19日（日）8時 15分受付開始 ９時競技
開始 
※雨天決行／三ツ沢競技場（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 600円、高校生
700円、一般1,100円、リレー1,200円
　 ５月14日までに申込書を送付
（〒224-0037 茅ケ崎南 4-12-4-201　長
谷川 誠宛） ※申込み後返金・変更不可
　  長谷川 誠　　uin28079@navy.Plala.or.jp

■■ 初級中国語講座「ニーハオ 都筑
の会」の会員募集
中国人の女性ベテラン講師による、初
心者クラスの中国語を学びながら中国
の歌、お茶、体操などの中国文化も楽し
める講座です。見学可／毎月第１・３水
曜 13時～15時／仲町台地区センター／
月2,500～3,000円程度
　  事前に　  か
　  ニーハオ都筑の会　佐藤
　  ・　  941-0505

■■ 着付けサークル　会員募集
半衿つけから普段着を中心にした初心
者向け着付け教室／毎月２回（水曜）９
時 45分～11時 45分／都筑公会堂ほか
／女性15人　  ／1回750円

　  着付けサークル「装」　齋藤
　  942-5980

※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。
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　今月号で最終回！！　連載企画　都筑区商店街連合会の「　　　　　」。
最終回の今月号は「　　　　　  」。都筑区商店街連合会に加盟している
お子さんに関連する事業を運営している２店舗を紹介します。

　商店街で買い物している時などちょ
っとした時間に、１時間 300円で利用
できる乳幼児一時預かり事業をおこな
っています。事前登録・予約制となりま
すが、リフレッシュ・家事・介護など理
由を問わずお子さんを預けることがで
きますので、ぜひご利用ください。

場所 荏田南5-8-13
　　  532-9960

おすすめポイント

　ダンスやバレエを通じて、あい
さつや人との関わりを学び子ど
も達が成長する場となるように
立ち上げたレッスンスタジオで
す。楽しい毎日が過ごせるようア
ットホームな雰囲気でさまざまな
ダンスレッスンを行っています。

※天候の影響などにより、農作物の品薄や予告なしに中止する場合があります。

おすすめポイント

地域振興係　      948-2235　      948-2239

場所 茅ケ崎中央10-7
　    944-0440

最終回

 地域住民とふれ
あい、そして街の活性化を目指してセンター南駅前イ
ルミネーションなどさまざまな活動を行っています。

センター南商業地区振興会

　都筑区では、地産地消を進めるため、毎月第２・４火曜日及び第４土曜日に
区総合庁舎で都筑野菜朝市を開催しています。 
　令和４年度上半期（４月～９月）の開催日程は次のとおりです！新鮮な都筑野
菜をお楽しみください。

開催日程

場所

企画調整係　      948-2227　     948-2399

都筑野菜朝市の開催スケジュール
が決定しました！

区総合庁舎駐車場横 通路
都筑野菜朝市 検索朝市の開催情報は、 でチェック！

　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。

えだきん商店会の紹介

４月12日（火）都筑ふれあい朝市 織茂
４月23日（土）アーツファクトリー -
４月26日（火）都筑ふれあい朝市 -
５月10日（火）都筑ふれあい朝市 織茂
５月24日（火）都筑ふれあい朝市 -
５月28日（土）アーツファクトリー -
６月14日（火）都筑ふれあい朝市 織茂
６月25日（土）アーツファクトリー -
６月28日（火）都筑ふれあい朝市 -

７月12日（火）都筑ふれあい朝市 織茂
７月23日（土）アーツファクトリー -
７月26日（火）都筑ふれあい朝市 -
８月   ９日（火）都筑ふれあい朝市 織茂
８月23日（火）マルイファーム -
８月27日（土）アーツファクトリー -
９月13日（火）マルイファーム 織茂
９月24日（土）アーツファクトリー -
９月27日（火）マルイファーム -

野菜 卵 野菜 卵

上半期

2022（令和4）年 ４月号 ／ 都筑区版

開催時間はいずれも、９時30分～12時（売切れ次第終了）
ダンス ギャラリー シグネット
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