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今月お知らせしたい情報を掲載しています

7月30日は
市長選挙です

投票日に投票できない場合は期日前投票を！

投票日に仕事やレジャーなどの用事で投票所に行けない人は、区の期日前投票所で事前に投票できます。郵送される「投票のご案内」の
裏面を記入し、お持ちください（なくても投票できます）。

期日前投票期間

7 月17 日（月・祝）〜 29 日（土） ※投票日当日は、期日前投票所では投票できません

区の期日前投票所 (2 か所 ) ※南部公園緑地事務所では期日前投票は行っていませんので、ご注意ください
①区役所 1 階 区民ホール
至鎌倉

②港南台 214ビル 5 階 511 号室

8時30分〜20時

時間

時間

港南中学校

港南 4-2-10（地下鉄港南中央駅下車）
至鎌倉

港南中央駅
桜道

商業施設

港南
警察署

出入口

ダイエー
港南台店

至横浜

JR港南台駅
港南台
バーズ

期日前投票所
（港南台214ビル5階）
港南台214ビル

駐車場
出入口

※区役所は3 月に移転しました

早めの対処が
大切です

至大船

現
総合庁舎

旧区役所
別棟

○ 出張先・旅行先、入院先（指定
された施 設）で 不 在 者 投 票が
できます。

駐車場

旧
総合庁舎

港南台 3-3-1
(JR 港南台駅下車、
港南台バーズ 3 階
から直結通路あり)

至上大岡

鎌倉街道

港南区総合庁舎前

不在者投票制度もあります

9 時 30 分〜 20 時

問合せ

区選挙管理委員会（

847-8308

※詳しくはお問い合わせください

841-7030）

得意なことを
生かして

アタマジラミに注意しよう！

○ 身体に重度の障害のある人や
要介護 5 の人で「郵便等投票証
明書」をお持ちの人は、郵便に
よる不在者投票ができます。

街のアドバイザーとして
活躍しよう

●アタマジラミって？

●街のアドバイザーって何だろう？

・ 頭部の清潔・不潔には関係なく寄生し、幼虫・成虫と
もに吸血します。吸血された部分はかゆくなります。
・ 卵は耳の後ろや後頭部の、毛の根元近くに多く見ら
れます。ふけと違い、卵は簡単には取れません。

自分の知識や技術を生かして講座やイベント出演
を行い、地域の活動に協力するボランティアです。
登録を希望する人は、ご相談ください。
成虫（約3.0㎜）

●アタマジラミを見つけたら？

・ 専用の駆除薬（粉末タイプ、シャンプータイプ）の使用と、目の細
かいくしで丁寧にすくことが有効です。駆除には、しばらく期間が
かかります。※駆除薬の購入や使用方法は、薬局で相談してください

問合せ

区役所環境衛生係（

847-8445

撮って送ろう！
描いて送ろう！

登録ジャンル例
演芸・演劇、音楽、子育て、高齢者支援、スポーツ、絵画、手工芸、園芸、
茶道・華道・書道、語学・国際交流、パソコン、まちづくり
※ 詳しくは、区内施設にある「街のアドバイザーガイド」をご覧ください

●街のアドバイザーに来てもらいたいときは？
地域活動のグループや自治会などが開く講習会やイベントに、街の
アドバイザーを呼ぶことができます。お気軽にお問い合わせください。

●予防方法は？
・ 毎日丁寧に髪を洗いましょう。
・ 枕カバーやシーツはこまめに取り替え、布団などは
日光に当てましょう。アイロンがけも効果的です。
・ 帽子やタオルなどの共用は控えましょう。
・ 部屋や脱衣所などは、よく清掃しましょう。

こうなん
タネットちゃん

※ 区内施設や、こうなん地域ポータルサイト「ひまわりタネット」で「街のアド
バイザーリスト」をご覧になれます
卵（約0.8㎜）

※ 個人への紹介は行っていません
問合せ

846-5981）

区民活動支援センター（
区役所区民活動支援係（

841-9361
847-8397

841-9362）
842-8193）

ひまわり写真館・ひまわりの花絵画コンクール

ひまわりの写真とひまわりを描いた絵を募集します。※応募作品は、区商店街連合会・区役所の事業で使用することがあります

ひまわり写真館

ひまわりの花 絵画コンクール

皆さんが撮ったひまわりの写真を区のホーム
ページや地下鉄の駅、商店街で展示します。応募
者全員に、ひまわりグッズをプレゼントします。

低・中・高学年の部、各10点を表彰
します。入賞作品は、区内商店街など
に展示します。

対

象

（主催：区商店街連合会・区役所）

今年区内で撮影した未発表のもの
（1 人何点でも可）

対

デ ータの
場合はＪＰＥＧ、
ＧＩ
Ｆ、
ＰＮＧのいずれかで2ＭＢ
（メガバイト）以下 ※個人

象

応募作品 Ｌ判（8.9×12.7ｃｍ）程 度

が特定できる写真を応募する場合は、必ず本人の承諾を受けてください
応募方法

9 月4日までに住所・氏名・電話番号・撮影場所・写真のタイトルを
書いて、
Ｅメール、直接または郵送で区役所企画調整係（ kn-kikaku
@city.yokohama.jp、
〒233-0003 港南 4-2 -10）へ
※応募後の写真の著作権は、区に帰属し、写真は返却しません

区内在住・在学の小学生
（近隣区在住可）

応募作品

四つ切画用紙

応募方法

前回区長賞
9月5日までに作品の裏面に
鈴木 せり さんの作品
住所・氏名・電話番号・学校名・
学年を書いて、直接または郵送で区役所地域運営推
進係（〒233-0003 港南4-2-10）または区商店街連
合会の早川（〒233-0006 芹が谷 4 -1-4）へ

緑のカーテンの写真も同時募集！ エコグッズプレゼント

皆さん自慢の緑のカーテンを撮って送ってください。区のホームページに掲載します。※応募方法などは、ひまわり写真館と同じです
問合せ

区役所企画調整係（

847-8328

841-7030） 区役所地域運営推進係（

847-8391

842-8193）
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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

ちょう ちん

ひまわりや提灯で彩られた商店街に行ってみよう！

第3 回

7月は、上大岡駅や上永谷駅周辺で、夏にちなんだイベントが開催されます。

大賀の郷 3万本のひまわりフェスタ

丸山台いちょう坂商店街
絵提灯飾り

上大岡駅東口商店会を中心とした実行委
員会が毎年開催し、今年で7年目になります。
ひまわりクッキーの販売や上大岡小学校の
児童によるひまわりクイズなど、企画が盛り
だくさんです。

子どもたちの描いた絵提灯
を商店街に飾ります。花火大
会や夏祭りなど、夏らしい絵
がいっぱいです。

地元商店で使えるクーポンも配布します！

期

間
場

日

時

7月22日（土）9時30分〜12時 ※雨天の場合は23日（日）
ひまわり畑の一般開放 7月20日（木）〜30日（日）10時〜17時

会

会

場

上大岡東1-34（京急・地下鉄上大岡駅下車）※駐車場はありません

問合せ

ひまわりフェスタ実行委員会（

問合せ

845-4187 ※当日は
問合せ

来て！ 見て！ 味わって！

第 3回

ジャンプは、4 月に日野中央二丁目に引っ越しました。新しい事業
所には、大きな溶岩窯があり、焼きたてのパンやガレット、チュイー
ル（クッキー）といったお菓子を販売しています。東永谷地域ケアプ
ラザの「カフェあんず」でも、
カフェの 名にちなんだ「あ ん
ずあんぱん」などをご賞味い
ただけます。事業所では、パ
ンやお菓子を作っている様子
をガラス越しに見ることもで
きます。緑に囲まれたジャン
プに一度遊びに来てください。
お待ちしています。
ジャンプ（日野中央2-23-36、 370-8430

問合せ

運営しているのはココ！

370-8433）

社会福祉法人 「こうよう会」

「親亡きあとも地域社会の中で自立して生活できる社会の
実現」を基本理念に、平成 9 年に開所し、今年で 20 周年とな
ります。就労に向けた支援を行う「就労継続支援Ｂ型事業」に
加え、ウォーキングや体操などの健康維持活動、創作的活動の
機会を提供する「生活介護事業」を4 月から新たに始めました。
温かいボランティアの人たちとともに、パンや刺しゅう製品
などの製作販売や受注作業に取り組み、
「ありがとう」と言わ
れる存在になることを目指しています。
問合せ

区役所障害者支援担当（

847-8459

検診名など

丸山台いちょう坂商店街
（地下鉄上永谷駅下車）
商店街事務局 いちょう坂カフェ（

355-0319）

846-1187）

区役所地域運営推進係（

溶岩窯で焼いた
パンとクッキーはいかがですか？

7月上旬〜下旬

845-9809）

847-8391

842-8193）

■ こうなん子どもゆめワールド
子どもスタッフ募集
出店ブースやステージのお手伝い
11月4日
（土）10時〜15時 港南ふ
れあい公園（地下鉄港南中央駅下車）
小学4〜6年生50人（抽選） 7月31
日 までに に
と学校名・学年、
保護者氏名を書いて実行委員会事務
局（区役所青少年育成担当内 8478396 842-8193）へ
■ 保育協力者養成講座（全3回）
講座や健診時に一時託児を行う保育
ボランティアの養成
9〜11月の第1月曜日 10時〜11時
30分 区役所会議室など 30人（先
着） 7月11日から電話かファクスま
たはＥメールに
を書いて区役所
区民活動支援係（ 847-8397 8428193、 kn-chishin-kumin@city.yo
kohama.jp）へ
■ 講演会「笑顔で認知症予防
〜生き生き元気に暮らすコツ！」
8月29日
（火）13時30分〜15時30分
区役所6階 区内在住60人（先着）
7月11日から電話か直接またはファ
クスに
を書いて区役所高齢者支
援担当（ 847-8418 845-9809）へ
■ 認知症普及啓発推進事業
映画上映会「毎日がアルツハイマー」
8月8日（火）13時30分〜15時30分
区役所6階 区内在住80人（先着）
7月11日から電話で区役所高齢者支
援担当（ 847-8418 845-9809）へ

日時・会場など

健康相談
赤ちゃん・子ども

一般精神保健相談

予約制

7月13日
（木）
・26日
（水）、8月1日
（火）
・10日
（木）14時〜17時
区役所4階

高齢者
精神保健相談

予約制

7月12日
（水）、8月9日
（水）13時30分〜17時
区役所4階

なかよしブラッシング

予約制

離乳食教室

予約制

■ あなたの声をまちづくりに
〜都市計画マスタープラン
（区プラン）
改定への意見募集
平成17年に策定した区プランを、まち
の情勢の変化に合わせて改定します。
現行の区プランに対するご意見をお寄
せください
港南区プラン

検索

7月31日までに郵送、
ファクスまたは
Ｅメールで区役所企画調整係（〒2330003 港南4-2-10、 847-8319 841
-7030、 kn-kusei@city.yokohama.
jp）へ
■ 子育て世代に向けた予防救急＆
親子で楽しむふれあいコンサート
乳幼児のけがの予防や応急手当など
と、消防音楽隊の演奏
7月16日（日）10時〜12時 南公会
堂（南区総合庁舎内、地下鉄阪東橋駅・
京急黄金町駅下車） 港南区・南区在
住の未就学児と保護者、妊娠中の人な
ど400人（先着） 当日直接会場へ
港南消防署警防課（ ・ 844-0119）
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
7月13日・27日、8月10日いずれも木
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

7月31日
（月）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） 7月11日8時45分から電話で
区役所健康づくり係
7月19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）

