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港南区区民意識調査に
ご協力ください

6月4日〜10日は
歯と口の健康週間

港南歯科医師会の協力により、歯科医師
による検診・相談、フッ素塗布、歯磨きのア
ドバイスをします。

区民の皆さんの生活環境への意識や日常生活、区に取り組んでほし
いことなどを把握し、今後の区政運営に役立てることを目的に、アン
ケート調査を実施します。5月中旬にアンケート調査票を郵送します
ので、ご協力をお願いします。

調査の概要
対 象 者

住民基本台帳から無作為抽出した区内在住の18
歳以上の男女4，
000人（外国籍40人を含む）

調査期間

5月16日（火）〜6月15日（木）

回答方式

無記名、選択式（一部記入式）のアンケート調査票
への直接記入による回答または横浜市電子申請・
届出サービスを利用したインターネット回答

日

時

6月1日（木）14時〜16時 ※受付は15時40分まで

会

場

区役所3階（健診・検査フロア）

対

象

区内在住の小学生以下の子
5月11日〜26日（消印有効）
に、はがき か Eメール に
住所、電話番号、参加希望者全員の氏名・年齢、
むし歯予防デー（メールの場合は件名に）
と書いて、
区役所健康づくり係（〒233-0003 港南4-2-10
kn-mushibayobou@city.yokohama.jp）へ
※ 1家族につき申込みは1回のみ。応募多数により
参加できない場合のみ連絡します

申込み

調査結果については、広報よこはま港南区版・区ホームページなど
で公表します。
問合せ

区役所企画調整係（

847-8328

841-7030）

大きくなる
前に

問合せ

区役所健康づくり係（

847-8438

846-5981）

ハチの巣は早期発見・早期駆除！

毎年、春から秋にかけてハチの巣に関する相談が多く寄せられます。6月頃までは、
女王バチ1匹で巣を作っている時期なので、巣が大きくなる7月以降と比べて、安全に
費用負担も少なく駆除できます。今の時期に巣を作られやすい場所を点検しましょう。
ハチの巣は、土地や建物の管理者が駆除することが原則ですが、スズメバチは攻撃
性が高く、駆除には危険が伴いますので、専門業者に依頼することをお勧めします。
巣を作られやすい場所
ハチの巣

「むし歯予防デー」で
歯と口の健康チェック！

天井裏・壁の中（スズメバチのみ）

ハチに関する相談は区役所へ
区役所では駆除は行っていませんが、スズメバ
チやアシナガバチなどに関する相談や駆除業者の
案内を行っています。
また、アシナガバチの巣を自分で駆除する場合
は、器具や防護服を貸し出していますので、お問い
合わせください。
巣を作ることが多いハチ

軒下

木のうろの中
（スズメバチのみ）
床下・戸袋の中（スズメバチのみ）
問合せ

スズメバチの巣

垣根・植え込みの中

区役所環境衛生係（

847-8445

アシナガバチの巣

846-5981）

お店の人の笑顔がうれしい！

第1 回

商店街は、地域の皆さんが日頃の買い物をする一番身近な場所として、古くから親しまれてきました。
そこは、お店の人や買い物客同士が会話を楽しむ、そんな場所でもあります。
今月号から区内の商店街で開催されるイベントや商店街の魅力・自慢などを紹介します。お店の人の
笑顔が待つ商店街に、ぜひお出掛けください。

50年続く歴史ある芹が谷銀座商店会
第1回は港南区商店街連合会の早川会長のお膝元、芹
が谷銀座商店会（通称「せりぎんタウン」）を紹介します。
昭和41年にできてから今年でちょうど50年。小さいなが
らも元気に頑張っています。
「今は、残念ながら多くの店舗がシャッターを閉めた状
態ですが、ここには八百屋 に魚屋 、肉屋、パン屋、牛乳屋
までそろっているんですよ」と早川会長。会長が特にお勧
めするのは「安くておいしい」と評判の焼き豚。皆さんも
味わってみてはいかがですか。
アクセス

バス停「せりぎんタウン」下車（芹が谷4-1周辺）
問合せ

ミートショップ・オックスの
焼き豚 100ｇ 148円

区役所地域運営推進係（

847-8391

うおはる

魚治鮮魚店

842-8193）

よろづや青果店
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凡 例

日時
会場
対象・定員
費用
申込み
往復はがき
はがき
消印有効
電話番号
ファクス番号
問合せ
保育あり
※特に記載のない場合は無料、
自由参加、締切日必着
は「行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・往復はがきは返信先」
Eメールアドレス

遊びに来てね！ そよかぜふれあいまつり

第1 回

皆さんの身近なところに障害者の活動の場（事業所）があることをご存じですか。区には１５の事業所（法
人）があり、利用者の皆さんが毎日生き生きと輝いて活動しています。今月号からそんな事業所を紹介します。
事業所に興味を持ったら、記事で紹介するイベントや活動に行ってみませんか。利用者の皆さんは、たくさん
の人との出会いを楽しみにしています。

そよかぜふれあいまつりって？
毎年5月、地域活動ホーム「そよかぜの家」は、近隣4施設と力を合わせて「そよか
ぜふれあいまつり」を開催し、地域の人との交流を深めています。
「そよかぜの家」の利用者・保育園の子どもたちの歌や演奏のほか、中学生のブラス
バンド演奏など楽しいプログラムが盛りだくさん。
「そよかぜの家」で作っているおい
しいパンの販売のほか、焼きそば、綿菓子、こども縁日などの模擬店も出店されます。
5月13日（土）10時〜13時

日

時

会

場 「そよかぜの家」周辺

（地下鉄港南中央駅下車）
社会福祉法人「そよかぜの丘」
（ 847-0230 845-5610）

問合せ

問合せ

いざという
ときのために

区役所障害者支援担当（

熊本地震から学ぶ 私たちが
できること・やるべきこと

「熊本地震から学ぶ 自助・共助の推進」をテーマに、港南区防災講
演会を開催します。必ず起きるといわれている大地震から命を守る
ための行動・活動について考えてみませんか。
日

時

会

場

内

容

5月26日（金）14時〜16時30分 ※13時開場
港南区民文化センターひまわりの郷
（京急・地下鉄上大岡駅下車）
第1部 「熊本地震の教訓を踏まえ、
科学的視点で防災対策を考える」
講師：国崎 信江氏（危機管理教育
研究所代表）
第2部 「見守り・支えあいを進めるために、
地域でできること」
講師：河西 英彦氏（横浜災害ボラン
ティアネットワーク連絡会代表）

定

員

申込み

問合せ

300人（先着）
当日直接会場へ
※手話・筆記通訳、車いす席あり。親子席は問合せを
区役所危機管理・地域防災担当（

健康相談 赤ちゃん・子ども

検診名など
予約制

なかよしブラッシング

予約制

離乳食教室

予約制
予約制

※

※29年度から予約受付期間を
設けました

がん 検 診

胃がん検診

予約制

そよかぜの丘

「そよかぜの家」をはじめ、区内で３事業所を運営し
ています。今年２月には、新たに日野一丁目に生活介護
事業所「あ〜す そよかぜ」を開所しました。ここでは、
１８歳以上で障害のある人
たちが、畑作業やアルミ缶
回収・ポスティングなどを
行っています。いろいろな
発見と笑顔あふれる事業
所を目指して、毎日楽しく
種まきに向けて耕しています
活動しています。
845-9809）

■ あそびにおいでよ！
こどもフェスティバル春
地域の保育園児と一緒に遊ぼう
5月17日
（水）10時〜11時40分 ※受
付は9時45分から。雨天の場合は18日
（木）、両日雨天の場合は中止 港南
ふれあい公園（地下鉄港南中央駅下
車） 未就学児と保護者 当日直接
会場へ 大久保保育園（ 842-0399
842-0245）
「健康いろは教室」
（全4回）
■ シニア向け
ロコモ予防や認知症予防、口腔ケアな
ど健康づくりについて学ぼう
6月8日〜29日の毎週木曜日 13時
30分〜15時30分 区役所6階 30
人（先着） 5月11日9時から電話また
はファクスに
を書いて区役所高
齢者支援担当（ 847-8419 845-98
09）へ

841-7030）

日時・会場など

一般精神保健相談

肺がん検診

847-8315

847-8459

開催しているのは ココ！

5月11日
（木）
・24日
（水）、6月6日
（火）
・8日
（木）14時〜17時
区役所4階

■ 親子でエクササイズ
6月27日
（火）10時〜11時30分 港
南スポーツセンター 1〜3歳児と保
護者30組（先着） 6月5日10時から電
話で野庭第二保育園（ 849-1700
842-9546）へ
■ がん、認知症 死ぬまでハッピー！
（港南区医師会主催）
医師による講演
7月8日（土）13時30分〜15時30分
※受付は13時から ウィリング横浜
12階（京急・地下鉄上大岡駅下車）
区内在住の人180人（先着） 5月1 1
日10時から電話またはファクスに
を書いて港南区在宅医療相談室
（ 350-7008 847-4152）へ
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
5月11日〜6月8日の隔週木曜日 10
時〜11時 ※荒天中止 港南台中央
公園（JR港南台駅下車） 当日直接会
場へ 中央図書館サービス課（ 262
-0050 231-8299）

申込み

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

5月30日
（火）10時〜11時30分
区役所3階（健診・検査フロア）
おおむね1歳2か月以下で歯が2本以上生えた子と保護者22組（先着） 5月11日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
5月17日
（水）13時30分〜15時
区役所3階（健診・検査フロア）
（ 847-8438 846-5981）へ
おおむね7・8か月児で1日2回食の子と保護者20組（先着）
6月20日
（火）9時〜10時45分
区役所3階（健診・検査フロア）
40歳以上55人（先着） 胸部Ｘ線撮影：680円

5月19日〜6月6日に電話で区役所健
康づくり係（ 847-8438 846-59
81、8時45分〜17時）へ

7月5日
（水）9時〜11時15分
区役所3階（健診・検査フロア）
40歳以上40人（先着） 胃部Ｘ線撮影：1,570円

5月24日〜6月16日に電話で結核予
防会（ 251-2363、9時〜12時 ※
土・日曜日、祝休日を除く）へ

市のがん検診に関することは、横浜市けんしん専用ダイヤル
（ 664-2606 664-2828、8時30分〜17時15分 ※日曜日、祝休日を除く）
へ
※市のがん検診は、区役所や地域会場のほか、市内の協力医療機関で受診できます。胃がん（X線）
・肺がん検診は年度内に1回受診できます
※70歳以上の人は保険証など年齢を確認できるもの、生活保護世帯の人は「休日・夜間等診療依頼証」の提示で無料になります
※27年中（1〜12月）の所得による、市民税県民税が非課税か均等割のみ課税世帯の人は減免制度があります。事前に保険証を持参して区役所健康づくり係へ

