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今月お知らせしたい情報を掲載しています

この秋、
すてきな本との出会い

11月は読書活動
推進月間
港南図書館へ行こう！

虐待から子どもを守るためには、周囲の皆さんの「気
付き」がとても大切です。子どもや保護者の気になる様
子を見掛けたら、すぐに相談・情報提供してください。

● 図書展示「読書の秋にこの本を！〜本を選ぶための本」

「面白い本が見つからない」という人のために、本を紹介する本を
展示します。
日時

11月1日（木）〜30日（金）※19日（月）は休館

会場

港南図書館2階

匿名でも構いません。連絡した人が特定されないよう、秘密
は守ります。

● 秋をたのしむおはなし会

秋を感じるわらべうたや絵本を一緒に楽しみましょう。
11月14日（水）10時30分〜11時

会場

港南図書館1階

対象

未就学児と保護者

● 区役所こども家庭係

847-8413 月〜金曜日
8時45分 〜 17時（祝休日を除く）

子どもの本のコーナー

● 南部児童相談所

831-4735 月〜金曜日
8時45分 〜 17時15分（祝休日を除く）

本に親しめる場所はほかにもあります！
読書マップ配布中

● よこはま子ども虐待ホットライン

区内で本を読むことができる施設や、お話し会
を行っている団体をまとめた「読書マップ」を区
役所・区民利用施設で配布しています。区ホーム
ページにも掲載しています。

0120-805-240
24 時間 365日フリーダイヤル

ひ ろげよう こどもを まもる みまもりの わ つながりのわ

港南図書館（ 841-5577 841-5725）
区役所区民活動支援係（ 847-8399 842-8193）

問合せ

彩り豊かに
お祝いしよう

● 京急上大岡駅

点検方法

西口
● 地下鉄上永谷駅 駅前広場
● JR港南台駅 港南台バーズ横

詳しくは

港南区

問合せ

ガーデンネックレス

区役所企画調整係（

842-0813）

住宅用火災警報器は、平成 18 年 6 月に全ての住宅に設置が義務付
けられました。設置率の上昇に伴い、住宅火災の件数は減少傾向に
あります。
一方で、設置が義務化されてから10 年以上が経過しており、部品
の寿命や電池切れの時期が来ています。住宅用火災警報器は、10 年
を目安に交換しましょう。また、定期的に点検し、作動しているか確
認しましょう。

2019年の区制50周年を記念して、
上大岡駅・上永谷駅・港南台駅に特
設花壇を造りました。区内を花と緑
で彩る花壇をフォトスポットとして楽
しんで、みんなでお祝いしましょう！
場所

847-8413

11月9日と3月1日は住宅用火災
警報器の「市内一斉点検の日」です

正常に作動
しますか？

×

12月26日（水）まで

区役所こども家庭係（

問合せ

区制50周年記念
特設花壇が区内3駅に！

期間

オレンジリボン

お父さん、お母さん、地域の皆さん、
ひとりで抱え込まないで、話してみませんか？

おとなの本の展示コーナー

日時

地域で子どもの成長を
見守りましょう

11月は児童虐待
防止月間

テストボタン

①ボタンを押すか、ひもを
引きます
②警報音（ブザーや音声）を
確認してください

引きひも

横浜消防マスコットキャラクター
ハマくん

検索

847-8327

841-7030）

感染を予防しよう

問合せ

港南消防署（ ・ 844-0119）

ノロウイルスに注意！

これからの季節、ノロウイルスによる胃腸炎が流行しやすくなります。感染を防ぐとともに、対処法を知っておきましょう。

1 石けんで手を洗おう

… ウイルスを洗い流そう
□ 帰宅した時 □ トイレの後 □ 調理の前
□ 食事の前 □ 吐物やおむつの片付けをした後
など

2 食品を十分に加熱しよう

… 85〜90℃で90秒以上
特に、カキ、シジミなどの二枚貝
などは、中心部までしっかり加熱！

重要

3 次亜塩素酸ナトリウム（台所用の塩素系漂白剤など）または加熱で消毒しよう
※ノロウイルスには、逆性石けんやアルコール系の
消毒（殺菌）剤は効果がほとんどありません！

●

ふだんの掃除用

汚染がひどい場所用
トイレの消毒や、便や吐物で汚れた
床などの消毒

ノロウイルスに感染、またはその疑い（おう吐や下
痢の症状）があるときに調理するのはやめましょ
う。感染を広げる可能性があります。
問合せ

水 2Lに、

調理器具やドアノブ、手すりなどの消毒
●

台所用
塩素系漂白剤

注意

水 500mLに、

＋

濃度
約 5〜6％

10mL
ペットボトルの
キャップに2 杯

消毒液は、必要なときに作りましょう。作り置きすると、効果が弱まるだけでなく、誤って
飲んでしまう事故にもつながります。
おう と

映像で確認しよう！
「実践で学ぶ嘔吐物処理」
（保土ケ谷区作成）
区役所食品衛生係（

847-8444

846-5981）

吐物処理 横浜市

検索
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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

ペットと仲良く快適に
暮らすために

第 2回

犬の飼育は周囲への気配りを忘れずに

散歩のマナー

リードを短く持ち、人に危害
を加えないよう犬を制御。
広場などでも放さない

本来、犬の散歩は運動のためのもので、
排せつが目的ではありません。 排せつは
家で済ませてから を習慣付けましょう。
散歩中にしてしまったふんを
持ち帰る袋や、尿を流すため
の水を入れたペットボトル

レッドリボン

問合せ

区役所環境衛生係（

12月1日は世界AIDSデー

性感染 血液感染 母子感染
HIV は感染力が弱く、日常生活で、これら以外で感染することは
ありません。

◆ 無料検査を受けませんか？

HIVと同時に、梅毒の検査も匿名で受けられます。ここ数年、20
〜40 歳代の梅毒感染者が増えています。感染しても自覚症状が
ないため、ぜひパートナーと一緒に検査を受けましょう。
エイズ抗体検査・梅毒検査（無料・匿名）

日時

毎週金曜日（祝休日を除く）13時30分〜14時

会場

区役所

申込み 前日12時までに区役所健康づくり係へ

◆ パネル展のお知らせ
問合せ

区役所健康づくり係（

会場

区役所1階

847- 8438

846-5981）

検診名など

847-8445

退屈だよ
遊んでー

846-5981）

■ 港南のみんなで「エコ活。」
使用済み・期限切れの植物性てんぷら
油の回収。ペットボトルに入れて持参を
11月28日（水）14時〜15時30分
イオンフードスタイル港南台店 ※
旧ダイエー港南台店（ＪＲ港南台駅下
車） 当日直接会場へ 区役所企画
調整係（ 847-8328 841-7030）
■ 食品衛生責任者等講習会
食中毒予防など食品衛生の講習
①11月28日（水）②12月14日（金）
14時〜15時30分 区役所6階 区
内飲食店等に勤務している食品衛生
責任者など各30人（先着） 11月12
日8時45分から電話で区役所食品衛
生係（ 847-8444 846-5981）へ
■ こうなん活動フォーラム 活動紹介展
11月26日（月）〜30日（金）8時45
分〜17時 ※初日は10時から、最終日
は15時まで 区役所1階 当日直接
会場へ
区民活動支援センター（
841-9361 841-9362）

AIDS（エイズ）は、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に
感染することによって起こる病気です。

12月11日（火）
〜14日
（金）

おなか
空いたよ

チャイムが鳴ったぞ。
誰か来たって知らせたら
褒められるかも
知らない人が見える。
追い払わなくちゃ

◆ 感染源は、主に3つ

期間

犬がほえる原因を考え、取り除く工夫をしましょう。
専門家のアドバイスを受けるのもお勧めです。

迷子札やマイクロチップ
で連絡先が分かるように。
「犬鑑札」と「注射済票」
を必ず着ける

◀ 犬のふん放置防止の
プレート
無料で配布しています

正しく
理解

鳴いている理由は何ですか？

日時・会場など

■ 港南区 学校給食展
パネル展、給食の実物展示など
12月6日（木）〜12日（水）10時〜
20時 ※最終日は14時まで 京急百
貨店5階（京急・地下鉄上大岡駅下車）
当日直接会場へ
区役所学校連
携・こども担当（ 847-8393 8420813）
■ 移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出サービス
11月22日（木）、12月6日（木）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）
■ グループトーク
「みんなで話そう！横浜での子育て」
31年1月16日
（水）
10時〜12時 ※9
時30分開場 区役所6階 子育て中
の人など30人
（先着） 11月12日から
こども青少年局ホームページで こど
も青少年局企画調整課
（ 671-3722
663-8061） 1歳以上の未就学児
5人（先着）
、申込時に予約を
横浜市 子ども・子育て支援事業計画 検索

申込み

相談

一般精神保健相談

予約制

11月21日（水）、12月4日（火）14時〜17時
区役所 4階

区役所障害者支援担当
（ 847-8446 845-9809）へ

高齢者
精神保健相談

予約制

11月14日（水）13時30分〜17時
区役所 4階

区役所高齢者支援担当
（ 847-8418 845-9809）へ

11月12日（月）
・30日（金）、12月10日（月）14時〜17時
区役所 4階
市内在住の15〜39歳の人と家族

電話で区役所学校連携・こども担当
（ 847-8439 842-0813）へ

予約制

11月19日（月）13時15分〜15時
区役所3階（健診・検査フロア）
未就学児

電話で区役所こども家庭係
（ 847-8410 842-0813）へ

なかよし
ブラッシング

予約制

11月12日8時45分から電話で
11月30日（金）10時〜11時30分
区役所3階（健診・検査フロア）
区役所健康づくり係
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）
（ 847-8438 846-5981）へ

離乳食教室

予約制

11月13日8時45分から電話で
11月21日
（水）13時30分〜15時
区役所3階（健診・検査フロア）
区役所健康づくり係
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）
（ 847-8438 846-5981）へ

肺がん検診

予約制

12月11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

ひきこもり等の困難を抱える
予約制
若者の専門相談
赤ちゃん・子ども

乳幼児歯科相談
（歯科健診あり）

11月14日〜27日に電話で区役所
健康づくり係（ 847-8438、8時45
分〜17時）へ

がん 検 診

音声による通話が難しい人は、
ファクス申込みも可。氏名、
ファクス番号、生年月日、直近の肺がん検診受診時期を書いて区役所健康づくり係（

胃がん検診

予約制

12月5日（水）9時〜11時15分
40歳以上40人（先着）

区役所3階（健診・検査フロア）

胃部Ｘ線撮影：1, 570円

846-5981）へ

11月12日〜22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
※28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

