
　秋頃にかけて、大雨や台風が発生しやすい時期です。大雨や台風などによる浸水や崖崩れから身を守る
ため、自宅付近の災害リスクを確認しておきましょう。非常時の持出品の用意、停電対策など、事前に備
えておくことが大切です。

　「青葉区民防災必携」を配布してい
ます。避難場所や土砂災害警戒区域、 
洪水浸水想定区域(２日間で４０５ミ
リ以上)など、防災情報を掲載してい
ます。
　自宅付近に災害のリスクがないか
事前に調べておきましょう。

「青葉区民防災必携」を活用して
自宅付近の災害リスクを知ろう

●「青葉区民防災必携」は区役所４階７１番窓口で配布しています。

事前準備編

　FMサルースの無料アプリから、区内の災害・気象
情報などの緊急情報をいち早く受信できます。
プッシュ配信により通知が届きます。

「青葉区防災アプリ」をインストールして
緊急情報を受け取る準備をしよう

災害・気象情報

アプリを無料でダウンロード

※アプリのダウンロード、ラジオの聴取等にかかるインターネットの
　使用料・通信料が別途必要です。（アプリは無料）

検索FMサルース 検索FMプラプラ

特集

「いざ」という時のために
日頃から ましょう備え

「いざ」
備え

　丘の多い青葉区では、崖崩れや土石流、地すべりな
どの土砂災害の発生するおそれがある｢土砂災害警戒
区域｣が１３５か所指定されています。
　また、青葉区には５つの河川が流れています。河川
は短時間で大雨が降った場合、１０分～２０分で急激
に増水することがあるため注意が必要です。

　崖崩れは、地中にしみ込んだ水分
が地盤を緩め、斜面が崩れ落ちる現
象です。小雨でも数日前に大雨が降
り、地中の水分量が増えていると発
生する場合があります。

崖崩れの発生原因

青葉区は崖地と河川に要注意！

出典：(一財)消防防災科学センター　https://www.isad.or.jp/出典：(一財)消防防災科学センター　https://www.isad.or.jp/

編集・発行／青葉区役所広報相談係  〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 
　978-2323（代）・2221（直）　978-2411

　　https://twitter.com/yokohama_aobaku 毎月1日発行

世 帯 数… 130,713（427増）区の人口… 311,361（602増）

検索横浜市青葉区

2020年5月1日現在（前月比）

青葉区マスコット なしかちゃん

区の状況

家の外
飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼り、万が一の　
飛来物に備えて、カーテンやブラインドを下ろしておく

窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、 必要に応じて補強する

停電に備えて携帯電話や
モバイルバッテリーを
充電しておく

断水に備えて飲料水を確保す
るほか浴槽に水を張るなどし、
生活用水を確保する

風で飛ばされそうな物はしっかりと
固定するか、家の中へ格納する

こまめに剪定をし、枝折れを減らす

自宅の安全対策や備え 家の中

自宅の安全対策のために
必要なものを事前に
用意しておこう！検索わいわい防災マップ

　住所を検索して災害リスクを
調べることができます。

｢わいわい防災マップ｣
インターネットで調べるなら



　青葉区の皆さま
　４月１日をもちまして、青葉消防団長に就任しました
横溝です。
　私は入団から32年目を迎える年に団長という
重責を担うことになりました。
　より一層気を引き締めていく所存
です。よろしくお願いいたします。

横溝 尚樹団長

６代目 青葉消防団長就任のご挨拶

青葉区の女性消防団員

　消防団は、普段自分の職業や学業を持ちながら地域の防災リーダー
としての役割を担っています。平常時には地域の防火・防災の担い手
として、災害発生時には、消火・警戒などの消防活動を行っています。
　青葉消防団では将来の担い手となる多様な人材を募集しています。多く
の女性団員や学生団員も活躍中です！あなたも一緒に活躍しませんか。

●18歳以上で区内在住・在勤・在学の人
　(外国人の皆さんも大歓迎！)

消防団に関する詳細、入団申込みは横浜市

対 象

検索横浜市消防団

　昨年11月、「第24回全国女性消防操法大会」が横浜赤レン
ガ倉庫で開催されました。青葉消防団からは４人の女性消
防団員が大会の支援活動を行いました。

各地から参加している
団員に横浜の素晴らしさも
味わっていただくことが
できたと思います。 操法を終えた後の

選手たちの涙をみて
感動しました。

私たちも気持ちを
新たにがんばります！

庶務係　　９７８-２２１３　　９７８-２４１０

確認しておきたい情報 どこでチェックできる？

気象警報・注意報

避難情報

テレビ・ラジオ、気象庁ホームページ
青葉区防災アプリ　など

テレビ・ラジオ、市・区役所ホームページ
青葉区防災アプリ　など

　河川氾濫による浸水や崖崩れの危険から一時的に
逃れるための場所です。避難情報が発令された場合に、
災害規模や状況に応じ、選定して開設します。

指定緊急避難場所とは？

あなたの避難が
　　周りの人の命を救います！

豪雨で避難した人の多くは、周りの人が避難したことをきっかけに
しているんだって。
あなたが避難することで近くの誰かを助けられるかもしれないよ！

｢風水害時の避難場所｣

　まずは、区役所から避難情報の発令や指定緊急避難場所の開設情報が
発表されているかをチェックしましょう。
　最新の災害情報をこまめに確認することが大切です。

こまめに情報収集しましょう！
　雨風が強くなったり、夜間になると避難が難しくなります。身の危険
を感じる前に早め早めに行動しましょう。また、屋外へ避難することが
かえって危険と感じる場合は、次のような避難行動をとりましょう。

避難の方法を考えよう

事前に知り合いや親戚の家に行くことも避難に
なるよ。早めに判断することがとても大切！

避難場所は状況に応じて開設するよ。
大雨の時はあっという間に水位が上がることが
あるので開設場所を早めに確認してね。

２階以上や、高い建物へ避難垂直避難 建物内の安全な場所で退避屋内退避

　大雨などにより、災害が発生する危険性が高まった時に区役所から｢避難情報｣を発令します。
情報を確認したら、指定緊急避難場所に避難するなど速やかに適切な行動をとりましょう。

※風水害への備えについては１０ページも併せてご確認ください。
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あいさつ

避難行動編



　　　、学校名、学年、性別、アレルギー
の有無と詳細、参加する保護者名を明記
し、　 であおば学校支援ネットワーク
( 　minnanomanabi@aoba
schoolsupport.net)へ。
　 NPO法人あおば学校支援ネット
ワーク 　 ０７０-６９７４-０１８４

■たいこ体験教室
　８月１３日(木)①１０時～１１時 ②１３時
～１４時   　年長～小学生 各１５人　　
　各８００円 ★

■小学生のためのエコ・デイキャンプ２０２０
　ソーラークッカー製作&太陽光調理
　８月２日(日)１０時～１５時  　 くろがね
青少年野外活動センター 　  区内在住・
在学の小学生３０人(１・２年生は保護者
同伴) 　 小学生１,０００円、保護者５００円 
　６月１１日～７月１２日の期間に、　 か、

■あおばマルシェの開催
　６月１８日（木）１２時～１５時（売切れ次第
終了）　  区役所１階区民ホール ※区役所
駐車場は有料です。  

　 企画調整係
　９７８-２２１６　  ９７８-２４１０
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■毎月11日以降のお知らせを掲載しています。 ■先着順のものは、毎月11日から受け付けます。 ■このページ以降特に記載のないものは、参加料無料です。

必要事項（行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、往復はがきの場合は返信面） 氏名（ふりがな）〒住所

申込み 問合せ保育講師・出演者 内容費用日時・期間 対象・定員会場先着 抽選 持ち物コース当日直接
年齢 窓口Eメール（アドレス） ホームページ 返信用はがき持参往復はがき 必着電話（番号） ファクス（番号） はがき 消印有効

アイコンの見方（各ページ共通）

子育て

■青葉区役所の開庁時間は8時45分～17時です。

募集・案内

　横浜市の区や局では、１年間の基本
目標と、その目標を達成するための
施策や組織運営の方向性を明確にし
て、組織一丸となって取り組むため
に、毎年｢運営方針｣を定めています。
詳細は、青葉区　 をご覧ください。 ■どにち★ひろば〈A〉(原則参加費無料！)

　たまプラーザ地域ケアプラザ 
　６月１５日から青葉区

　 〈A〉子育て支援担当
　 ９７８-２４５６　  ９７８-２４２２
〈B〉健康づくり係
　 ９７８-２４４１　  ９７８-２４１９

■食育講座（予約不要）〈B〉
　 福祉保健センター1階⑱番　 母子健康手帳
●プレ離乳食(４か月児健診と同日開催）
　６月３０日、７月７日(火)各１４時２０
分～１５時  　５～６か月児と保護者
●パクパク幼児食（１歳６か月児健診と同日開催）
　６月１８日・２５日、７月２日(木)各１４
時～１５時受付  　１～２歳児と保護者
●幼児期の食育体験（3歳児健診と同日開催）
　６月１９日・２６日、７月３日(金)各１４時
～１５時受付  　３歳～未就学児と保護者

■こどもの食生活相談〈B〉
　 ７月１日(水)９時～１１時(相談時間３０分
程度)  　 福祉保健センター１階⑱番  
 　 離乳食～学齢期の子の保護者 
　　  で健康づくり係（ 　９７８-２４４１  　
　 ９７８-２４１９）へ。

■パパの子育て教室〈A〉
　①土曜開催 ②日曜開催
　 ①７月４日(土)受付９時３０分～４０分
(終了１１時３０分) ②７月１２日(日)受付９時
２０分～３０分(終了１２時)  　①ラフール 
②ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ  
　 区内在住ではじめて父親・母親(妊娠２７
～３５週)になる人 ①２０組 ②２５組 
　６月１５日までに青葉区       

■なしかちゃんくらぶ〈A〉
　 ７月１０日(金)１０時～１１時１５分(受付
９時４０分から) 　 福祉保健センター１階 
　 １歳７か月～２歳児と保護者 １５組
(妊婦不可、２回まで参加可) 　 ６月２０日
までに青葉区 　    

■親子ショートテニス教室
　 ７月１１日（土）９時～１１時  　 青葉ス
ポーツセンター 　   区内在住・在学の小学
生と保護者 １５組３０人  　 １組 １,２００円 
　　　　 、学年、性別を明記し、　 で青葉
区公式テニス協会内ショートテニス事務局 
塚原（〒２２７-００３５ すみよし台１７-４０）
へ。６月２５日         　 榎  　９７３-０５５３

■ひきこもり等の困難を抱える
　若者の専門相談
　 ６月２２日、７月１３日(月)各１３時３０分～
１６時２０分 
　 福祉保健センター２階相談室  
　　 で子ども・家庭支援相談
（　 ９７８-２４６０  　９７８-２４２２）へ。

「住みつづけたい・
 住みたいまち」青葉の実現

■親あるうちのライフデザインセミナー
　 ①６月３０日(火)１３時３０分～１５時３０
分 ②７月１８日(土)９時３０分～１１時３０分
　 ①鴨志田地域ケアプラザ ②青葉公会
堂  　 ①４０人 ②５０人　
　 ①６月１１日～２４日 ②７月１
日～１０日に、　 か　 であおば
地域活動ホームすてっぷ
(　 ９８８-０２２２　 ９８５-１５８８)へ。     

■がん検診の日程 【肺がん検診】
　 ７月３日(金)午前(予約時に時間指定)
　 福祉保健センター　　６８０円(※)
　 ６月１９日～２６日に 　で健康づくり係
(　 ９７８-２４３８～４１)へ。定員になり次
第締切り。 ※無料になる場合があります。
要問合せ 　 健康づくり係　 
　９７８-２４３８～４１ 　 ９７８-２４１９■乳幼児歯科相談〈A〉

　 ７月２７日(月)１３時３０分～１４時４５分

施設からのお知らせ

■マジック教室
　７月２５日(土)１０時～１２時     ２０人 
　５００円  

   ６月１１日から　か　か   　　 を明記
し、　　  (★希望回 ★人数も明記)

青葉公会堂
〒225-0024 市ケ尾町31-4
　978-2400　　978-2420
休館日：毎月第３月曜(祝日の場合は翌日）

もえぎ野地域ケアプラザ
〒227-0044 もえぎ野4-2
　974-5402　　974-5405
休館日：毎月第３月曜

■絵本作り教室
　７月２６日(日)１０時３０分～１２時３０分     
　２０人　  １,０００円(材料費含む)

■｢車椅子レクダンス｣ボランティア募集
　７月１５日(水)１４時～１５時３０分   　上
履き、履きなれた靴　　   で認定ＮＰＯ法
人日本車椅子レクダンス協会横浜青葉支

たじま

鴨志田地域ケアプラザ
〒227-0033 鴨志田町547-3
　961-6911　　960-6011
休館日：毎月第３月曜

■鴨ジュニア★イングリッシュ
　７月９日(木) ※以降、原則毎月第１～３
木曜①１５時３０分～１６時２０分 ②１６時
３０分～１７時２０分  　 小学校２～６年生 
各８人  　２,０００円(ひと月分、テキスト代
別途) 　 ６月１１日から　 か 

くろがね青少年野外活動センター
〒225-0025 鉄町1380
　973-2701　　972-1093
休館日：６月１日・２９日(月)

■すくすくアウトドアクラブⅡ
　 ９月２３日(水)１４時３０分～１６時ほか 

福祉・保健

■親子茶道教室
　８月２２日(土)・２３日(日)９時３０分～１１
時３０分 全２回   　親子 １０組２０人
　１人１,６００円(全回分) ※１人参加可★

青葉区民文化センター フィリアホール
〒227-8555 青葉台2-1-1
　985-8555　　985-8560
休館日：毎月第３水曜　定員：５００人 
未就学児不可　  　９８２-９９９９

■特に記載のないものの問合せ、申込みは各施設へ。

部長 但馬( 　０８０-５４０５-６７１４)へ。

検索青葉区　運営方針

つかはら

えのき

　６月２３日、７月７日(火)①各１４時２０分～
１４時５０分 ②各１５時２０分～１５時５５分

■①奈良町第三公園 ②奈良山公園

移動図書館「はまかぜ号」
本の予約・問合せは中央図書館サービ
ス課　　262-0050　　231-8299
※荒天中止（13時30分以降サービス課へ電話確認を） 

 　福祉保健センター１階⑫番
　 ０歳～未就学児 ２５人  
      で子育て支援担当
（　 ９７８-２４５６  　 ９７８-２４22）へ。

全６回 　 ４～６歳児と保護者 １０組２０人 
　 ２人１組６,６００円(全回分)  　      か
　　　、 　、学年、性別を明記し、    ６月２５
日～７月９日          ※詳細は要問合せ

横浜市民ギャラリーあざみ野
〒225-0012 あざみ野南1-17-3
(アートフォーラムあざみ野内)
　910-5656　　910-5674
休館日：毎月第４月曜

■宮内由梨展  　７月８日(水)まで
みやうち ゆり

■井口直人展  　７月２６日(日)まで
いぐち なおと

　　   ６月１８日(木)１０時３０分から 　   
　　からつつじが丘第２公園へ(集合:  
１階エレベーターホール)     から市ケ尾第
３公園へ(集合：    情報コーナー前)

　　６月１３日(土)１３時３０分～１４時

■＊パパと遊ぼう「ラフリンピック」
　(運動会ごっこ)

■＊公園へGO! 
■南 紫音バイオリン・リサイタル
　 ９月２６日(土)１７時開演 　  S席：４,０００
円  A席：３,０００円　　  か　 か

みなみ しおん

■マルツィン・ディラ ギター
　 ９月１４日(月)１１時３０分開演
　 全席指定１,５００円　　　か　 か

　　６月１９日(金)１０時３０分から
 海外出身で子育て中の親子 People 
from all over the world　    　か

　　  ７月１０日(金)１１時～１２時３０分
　子育てに不安を感じる子育て家族(１歳
６か月以上) 　    か

■横浜子育てサポートシステム
　入会説明会
　　６月２７日(土)１０時３０分～１１時３０
分　　子どもを預かれる人 ８人 　  前日
までに横浜子育てサポートシステム青葉区
支部専用電話(　４８２-５５１８)か

■＊多文化サロン 
　Let’s talk together!

■＊ラフっこタイム

　①　６月１６日(火)１１時～１１時４０分

■＊プレママ向け企画
　①ティータイム ②おなかの赤ちゃんへ
～絵本ほか～ ③見学デイ

②　６月２６日(金)１４時～１５時　③　７月
１日(水)１１時３０分～１３時(出入り自由)      
　①②前日までに 　か　  ③ 

　６月２０日(土)１３時３０分～１４時 
　未就学児と父親 　　   か

青葉区地域子育て支援拠点

〒227-0062 青葉台1-4[6階]
　981-3306　　981-3307

〒225-0024 市ケ尾町1152-25[1階]
　979-1360　　979-1361
休館日:日・月曜、祝日

ラフール

ラフールサテライト

注意 区民利用施設等の休館について▶

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、休館・中止・延期になる場合があります。
施設の開館状況やイベントの開催状況は、事前にホームぺージや問合せ先に確認してください。

＊印講座への参加は、ラフールへの登録・
｢ひろば｣受付を済ませてから 



地域包括ケア推進担当　
　978-2450　　978-2427

青葉警察署　　972-0110

※今後の社会情勢により変更の可能性があります。
※この取組は、次世代郊外まちづくり（東急株式会社・横浜市）の一環として実施しています。

　青葉区では、将来にわたり魅力的なまちであり続けるために、区民の皆さんが豊富な経験や知識を生かし、自ら輝きながら地域で
一歩を踏み出す応援をしています。その一環として行っている、地域での起業を支援するセミナーやイベントをご紹介します。
　暮らすまちで、「私」を、「好き」を、生かしませんか？

オンラインでの開催を予定しています。

６月２０日(土)、７月１８日(土)、８月２９日(土)、
９月１９日(土)、１０月１７日(土)、１１月２８日(土)、
１２月１２日（土）、２０２１年１月２３日(土)
各１５時～１８時
各実施日の１週間前までに　

関内イノベーションイニシアティブ株式会社
 　２７４-８７０１(平日１０時～１７時)
　 den-en@massmass.jp

検索マスマス関内　DEN-EN

　起業支援のプロや中小企業診断士等が、起業の悩みや疑問に個別に
お応えします。

「キャッシュカード」と
言われたら、

お金やキャッシュカードについての電話に、注意しましょう。

青葉区では、電話で、警察や区役所、デパート、銀行協会を名乗って、銀行口座を聞き出し
「あなたのキャッシュカードは交換する必要がある」と言い、皆さんのお宅に訪問して、
だまし取る手口の犯罪が増えています。
まず、電話にすぐに出ないこと。次に、暗証番号や現金の保管状況を言わないこと。
不審だな、と感じたら迷わず「１１０番」を！

常に留守番電話設定にして、
作動する前に受話器をとらない

迷惑電話防止機器を
設置する

電 話 で
それは です！

犯人と話をしないことが一番の対策です！

詐欺のはじまりは電話から！

あおば地域起業相談室を運営する、
関内イノベーションイニシアティブ株式会社
代表取締役社長　治田 友香さん

今すぐできる対策を！

★６月は、青葉区の「振り込め詐欺撲滅強化月間」です★★６月は、青葉区の「振り込め詐欺撲滅強化月間」です★

「キャッシュカード」

　この相談室は、2年目になります。これまで退職後の地
域との向き合い方、家族や地域の課題解決を通して何ら
かの仕事が起こせないか、自宅をコミュニティスペース
として開放したいがどうしたらいいのかなど、さまざまな
相談が寄せられました。
　新型コロナウイルスの影響により、これまで当たり前
だったライフスタイルの変換を迫られています。
　起業アイデアの相談はもちろんのこと、「地域ででき
ることが何か」を考えるきっかけとし
て、この相談室をご活用ください。
既に地域で起業している皆さんのご
相談にも応じます。

「コロナウイルス」「給付金」を口実に口座の情報や
暗証番号、家族構成を聞き出し、詐欺へ誘導する手口です。

総務省や区役所が次のことをお願いすることは
絶対にありません。

新型コロナウイルス感染症に乗じた、
詐欺の手口が確認されています！

現金自動預払機（ATM)の操作
手数料の振り込み
URLをクリックさせる申請手続き

はるた ゆか
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