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料金の記載のない
ものは無料です。

申込
方法

共通 〒、住所、氏名、電話・FAX番号

往 往復ハガキ

ハ ハガキ

電 電話

F ファックス

E Eメール 窓 窓口 直 当日直接 返 返信用ハガキ持参 HP ホームページ

区役所への郵便物は

〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 都筑区役所 ○○係（担当）へ

【都筑図書館の休館日】
１２月２１日（月）、平成２２年１月１２日（火） ※年末年始のお休みは
【都筑公会堂の休館日】
１２月２１日（月）、平成２２年１月１８日（月） 右下に記載
サクラソウ

平成22年都筑区消防出初式
〈日時〉１２月１２日・２６日いずれも土曜日、
午前９時３０分〜正午 ※売り切れ次第終了
〈会場〉都筑区総合庁舎１階駐車場横通路
〈問合せ〉企画調整係 ９４８-２２２５
９４８-２３９９
マイバックを
出店農家の情報は、
都筑野菜 朝市 検 索 お持ちください！

公的個人認証サービス（電子証明書）
年末年始の業務停止
公的個人認証サービス
（電子証明書）の受付・
発行業務を停止します。詳しくはお問合せく
ださい。 〈停止期間〉１２月２５日（金）午後
５時〜平成２２年１月４日（月）午前８時４５分
〈問合せ〉登録担当
９４８-２２５５
９４８-２２５９

都筑図書館から
①ヨコハマ発！ 文学賞の世界〜横浜ゆか
りの「文学」を歩く 大佛次郎賞、吉川英
治文学賞など、横浜ゆかりの作家の文学賞
や、横浜生まれの各種文学賞をパネルや図
書で紹介します。
〈日時〉
１２月１１日（金）〜
１２月２４日（木） 〈会場〉都筑図書館／ 直
②１２月の定例おはなし会 子どもだけで
聞くおはなし会です。
〈日時〉
１２月１６日（水）
午後３時〜３時３０分 ＊途中入場不可
〈対象〉一人でおはなしをきける子 〈会
場〉都筑図書館対面朗読室／ 直
〈問合せ〉都筑図書館
９４８-２４２４
９４８-２４３２

■佐江戸せせらぎ水辺愛護会
《定例活動》年５回ほど、不定期。
午前８時ごろ〜１１時ごろまで。
《会長》安部喜平さん
931-3860

投票方法

〈日時〉平成２２年
１月７日（木）午前
１０時〜１１時３０分
〈会場〉第１部：式
典（都筑公会堂）、
第２部：演技（区役
所周辺）／ 直 ＊会場へは、公共交通機
関をご利用ください。
〈問合せ〉都筑消防署
・ ９４５-０１１９

知っとくナットク講座〜
ごみの行方を楽しく訪ねる
大人の工場見学エコツアー

区の南部を東西に走る「江川」は、鶴見川取水の農業用水路という役目を終え、
一時は枯渇し、
荒廃していました。それが今では上流部にはホタルが舞うようになり、
下流部は有名なお花見スポットとして生まれ変わっています。今回は、住民と企業
が一体となって活動する二つの水辺愛護会をご紹介します。
上流部（佐江戸町）で活動しているのは「佐江戸せせらぎ水辺愛護会」。流域の住
民と企業が平成１７年に結成し、
現在の会員は約５０人と法人１４社。
「抜群のチームワー
クで、
いつもほぼ１００％の出席率」と笑顔の安部会長。
丹精込めた花いっぱいの川岸には、
カワセミやシラサ
ギ、
トンボが飛んできます。愛護会で育てたニシキゴイ
の稚魚や、都田西小学校の児童が育てたホタルの幼虫
を川に放流しています（写真上）。川にホタルが舞う姿
が見られるのは、
５月下旬から６月上旬。
「６月の『ほたる
の宴』には、ぜひ遊びに来てください」
下流部（東方町付近）で活動するのは、
「都田江川せせらぎ水辺愛護会」。昭和
６０年ごろ、市に働きかけてソメイヨシノを植え、その後愛護会を結成。約５０人が
中心となって、毎日コツコツと花の世話や清掃活動をしています。
春には両岸に２００本の桜と１万５千本ものチューリップ
が咲き誇り、都筑の花の名所となっています（写真下）。
チューリップを植え始めたのは１０年前から。毎年秋に
は都田小学校の児童と一緒に球根を植えています。
「花
いっぱいの川にしたくて。自分も癒され、周りからも褒め
られ、
またやる気になります」と長谷川会長。
「来年の春
はお花見に来てくださいね」

《問合せ》企画調整係

948-2227

948-2399

シバザクラ

平成22年1月29日（金）

ナデシコ

抽選

20人

■都田江川せせらぎ水辺愛護会
《定例活動》月１回、不定期。
午前８時３０分〜１１時ごろまで。
《会長》長谷川秀男さん
942-9700

都筑区 水と緑の魅力ＰＲ

締 切 り

申 込 先 地域振興課 都筑区の花選定担当
948-2234
948-2239
tz-kunohana@city.yokohama.jp

ごみの行方をたどり、楽しくできるエコ生
活を考えてみませんか。 〈日程 〉①平
成２２年１月１９日（火）
：生ごみマイスター
による説明 ②１月２６日（火）
：都筑工場
〜南部市場（昼食）〜堆肥（たいひ）工場
③２月２日（火）
：リサイクルポート〜中央
市場（昼食）〜緑資源選別センター ④
２月９日（火）
：G３０のこれから ⑤２月１６
日（火）
：都筑野菜とスーパーの野菜の食
べ比べ 〈時間〉午前１０時〜正午（②③
は午前９時３０分〜午後３時） 〈会場〉区
役所６階大会議室 ＊②③はマイクロバ
スで移動 〈対象〉区内在住者。空きが
あれば他区在住者も可 〈費用〉
５００円（昼
食代別） 〈申込み〉共通 を明記し、ハ か
F か E で、
１２月２７日（日）必着。
〈問合せ〉区民活動係
９４８-２２３６
９４８-２２３９
tz-bosyu@city.yokohama.jp

もっと詳しいレポートは区のホームページで公開中。

都筑区の花にふさわしい花を「①サクラソウ」
「②シ
バザクラ」
「③ナデシコ」の中から選んでください。
《投票箱（都筑区役所に設置）への投票》
投票箱備付けの投票用紙に記入し、
投票箱に投函。
《ハガキ、
ＦＡＸ、
Ｅメールからの投票》
都筑区の花にしたい花の名前と番号を明記し送付。
都筑区ホームページ（パソコン版・モバイル版）から
も応募できます。
＊ホームページアドレスは本紙表紙参照。

検索

精神保健福祉ボランティア講座
〜あなたの生活にもきっと役立つ〜
精神障害について学び、区内にある施設
で体験実習をします。ぜひご参加ください。
〈日時〉①：平成２２年１月２７日（水）②：
２
月２２日（月）いずれも午後１時３０分〜３時
３０分（全２回）
〈会場〉①：かけはし都筑（荏
田東四丁目１０-３）、②：こころ野（茅ケ崎
東四丁目１３-４０） 〈対象〉市内在住で障
害に関心のある人、ボランティア活動を
始めてみたい人 〈申込み〉平成２２年１
月６日（水）から 電 か F か E
〈 問合せ〉都筑区社会福祉協議会（かけ
はし都筑） ９４３-４０５８
９４３-１８６３
info@tsuzuki-shakyo.jp

第16回都筑区民ロードレース大会
〈日時〉平成２２年３月１４日（日）午前８時受
付開始 ＊コースにより受付時間が異なり
ます。小雨決行。 〈会場〉 が谷公園（ス
タート・ゴール）と周辺緑道 〈参加形態〉
①ファミリー（小学１〜３年生の親子ペア）
：
メー
メー
１.３キロトル
②小学４〜６年生：
１.５キロトル
③中
メー
学生：
３キロトル
④一般（高校生以上）
：
５キロ
メー
キ メー
⑤一般（高校生以上）
：
１０ ロトル 〈 参
トル
加費 〉①親子で１,５００円 ②③５００円
④⑤１,０００円 〈 注意事項〉参加費は、
雨天中止を含めて一切お返ししません。
〈申込み〉チラシの払込取扱票に必要事
項を記入し、参加費をゆうちょ銀行で払
込み。平成２２年１月２９日（金）締切。チラ
シは１２月１０日（木）から区役所１階都筑
区民活動センターか区内PRボックスで
配布。
〈問合せ〉区民活動係
９４８-２２３４
９４８-２２３９
tz-sports@city.yokohama.jp

都筑ガイドボランティア養成講座
〜めざせ！ 都筑案内人

抽選

30人

区の歴史や自然、ニュータウンの成り立ち
など、都筑の魅力を伝える「都筑ガイドボ
ランティア」。養成講座で心得や技術を学び、
ウオーキングのコースガイドとしてデビュー
しませんか。 〈日程〉①平成２２年２月６
日（土）
：ガイドの心得、横浜の中の都筑
②２月１３日（土）
：市民参加の街作り ③２
月２０日（土）
：都筑の歴史・自然・暮らし
④２月２７日（土）
：ガイドを聞きながら歩こ
う ⑤３月１３日（土）
：グループワーク
⑥３月２７日（土）
：コースガイド当日（市民
参加ウオーキング ＊雨天決行）、
終了式・
懇談会 〈時間〉午前９時３０分〜午後零
時３０分（⑤は午後１時３０分まで、⑥は午
後３時まで） 〈場所〉区役所６階大会議
室とその他区内各所 〈対象〉区内在住、
メー
在勤、在学者で、
７キロトル
程度のコースを歩
ける健康な人（全回出席できる人） 〈費
用〉
５００円（資料代、
⑥での茶菓代） 〈申
込み〉共通 と年代を明記し、ハ か F か E
か HP で、
平成２２年１月１０日（日）必着。
〈問合せ〉区民活動係
９４８-２２３６
９４８-２２３９
tz-bosyu@city.yokohama.jp

アディクション家族教室（予約制）
アルコールや薬物、ギャンブルなど依存問
題でお困りのご家族同士、不安や悩みを語
り合い、心の負担を軽くしませんか。横浜
北部４区合同開催事業 〈日時〉平成２２
年１月１２日、
２月９日、
３月９日いずれも火
曜日、午後２時〜４時 〈会場〉区役所５階
第１会議室 〈申込み〉初めて参加する
人は、参加希望回の前月末日までに 電
〈問合せ〉障害支援担当
９４８-２３４８
９４８-２３０９

施設名

休 館日

都筑区役所・都筑土木事務所・都筑消防署（消防署は災害時を除く）
北部児童相談所・北部農政事務所・都筑公会堂
地域ケアプラザ（ が谷・東山田・加賀原・新栄・中川）
コミュニティハウス（勝田小・川和小・北山田小・都田小・つづきの
丘小・中川中・東山田中）
12月29日（火）
〜1月3日（日）
鴨池公園こどもログハウス・福祉保健活動拠点「かけはし都筑」
つづきＭＹプラザ・都筑プール・都筑中央公園（レストハウス・休憩所）
せせらぎ公園古民家・都筑民家園
つづき地域活動ホームくさぶえ（緊急時は対応可）
都筑図書館（１月４日
（月）正午から開館）
都筑の文化 夢スタジオ

12月29日（火）〜1月4日（月）

都筑区民活動センター・地区センター（都筑・中川西・仲町台・北山田）
老人福祉センター横浜市つづき緑寿荘・都筑スポーツセンター 12月28日（月）〜1月4日（月）
スポーツ会館（東山田・大熊）
・横浜市歴史博物館・大塚遺跡
障害者研修保養センター横浜あゆみ荘

12月28日（月）〜1月3日（日）

都筑子育て支援センターポポラ

12月27日（日）〜1月4日（月）

横浜国際プール（12月25日〜1月3日の営業時間は問合せを）

12月27日（日）〜1月1日（金）

