
その❶  熱中症 その❷ 蚊・マダニ

環境衛生係　 954-6168  952-1504旭消防署　 951-0119

　毎年多くの人が、熱中症で救急搬送されています。
　炎天下の屋外だけではなく、最近では、屋内（家の中）
における熱中症も増えています。
　特に湿度が高い時は、熱中症に要注意です。

熱中症予防のポイント
●小まめに水分を補給しましょう。
●昼間は、できるだけ暑いところを避けて休憩を心掛けましょう。
●屋内でも室温が28℃を超えないように、エアコンや扇風機を上手

に使いましょう。

熱中症になってしまったら…
●涼しい場所に移動させましょう。 
●衣類を脱がせ体を冷やしましょう。
●水分・塩分を補給しましょう。
●改善が見られない場合は、医療機関を受診しましょう。

　蚊やマダニは、ジカ熱やデング熱など
の様々な病気を媒介します。夏場は野外
での活動が増え、薄着になる機会も多い季
節です。感染予防のための対策を心掛けま
しょう。

対策❶ 蚊を増やさない
●ボウフラは小さな水たまりでも発生します。

植木鉢の受皿などにたまった水は、小まめに
捨て、空き缶などのごみは放置せずに片付け
ましょう。

●蚊は草むらや、やぶの中など湿った風通しの
悪いところにいます。剪定や草むしりをして
風通しをよくしましょう。

対策❷ 蚊に刺されない・ダニに噛まれない
●長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けま

しょう。
●虫よけスプレーは使用上の注意をよく確認

して使いましょう。
●ドアや窓は開けっ放しにせず、網戸を閉めま

しょう。

●池谷 直樹さんプロフィール
　サムライ・ロック・オーケストラ主宰・総合演出・出演。現跳び箱世界記録（23段）保持者。体操競技で数々
の大会で上位の成績を収め、その後、テレビ・ドラマ・ラジオ・舞台などで俳優・キャスター・体操コメンテー
ターとして幅広く活躍中。川井本町に稽古場兼事務所を構え、4月より同所にて池谷 直樹体操教室を開設
した。

夏に向けて注意しましょう

ハ
・ マ

・ ト
・ レ

・ で   元気に歩ける体づくりを

池谷 直樹さんも
おすすめする

ハマトレは❽ページを
ご覧ください➡

さんからのメッセージ池 谷  直 樹

●意識がはっきりしない。　●自分で水分をとれない。
こんな時は、救急車を呼びましょう

　屋外で十分な距離（最低2メートル以上）が確保でき
るときはマスクを外しましょう。

高温多湿下でのマスクについて

　テレビなどで幅広く活躍され、4月から川井本町で体操教室を始めた
池谷 直樹さんから、区民の皆さんにメッセージをいただきました。

旭区マスコットキャラクター 
あさひくん
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旭区の魅力や防災・
災害情報、子育て情報
などを配信中！

旭区役所 
〒241-0022 旭区鶴ケ峰1-4-12

954-6161（代表電話）  955-2856
アクセスしよう！▶

ユニバーサルデザイン（UD）
の考え方に基づき、より多く
の人に見やすく読みまちが
えにくいデザインの文字を
採用しています。

月曜〜金曜▶8時45分〜17時
第2・4土曜▶9時〜12時※
※戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部業務を行なっています
※休止する可能性がありますので などでご確認ください

開
庁
日

11日 25日
今月の

土曜開庁日

横浜市  旭区役所 検索

旭区公式Twitter
@yokohama_as本紙面に掲載している以外の

お知らせについては、インター
ネット版をご覧ください。
広報よこはま あさひ区版 検索
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以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

あさひの朝市
　旭区産の新鮮な野菜や、旭区のおい
しいもの「あさひの逸品」を販売しま
す。同日に区役所食堂では旭区でとれ
た新鮮な野菜を使った「あさひくん」
ランチ（11時～14時）を実施します。
7月16日（木）9時30分～12時30分◆
区役所1階◆当日直接
生涯学習支援係
954-6095　 955-3341

アドバイザークラブ自主企画 
こども夏休みスペシャル

　生涯学習アドバイザーによる子ど
も向けの夏休み体験講座。①リズム運
動リトミック、俳句を作ろう、身近な
楽器で演奏②リズム運動リトミック、
短歌を作ろう、科学と物作り。
①7月18日②8月22日（各回土曜）13
時30分～16時（15分前受付）◆①ぱ
れっと旭②みなくる◆小学生（2年生
以下保護者同伴）◆①②先着15人◆
100円（1回分）◆ 7月11日～14日
で （区役所・みなくる・地区セン

ターなどで配布する申込書（チラシ
裏面）に記入）◆後援：旭区役所
旭区市民活動生涯学習

　アドバイザークラブ　黒田
080-3482-8607　 955-1266

区・市役所から

区役所での手続･健診が済むまで、お子さん（未就学児）を
お預かりします。

【対象】6歳までの未就学児。定員を
超える場合は順番待ちになります。

庶務係　 954-6006  951-3401

7月
午前開室 7日・14日・28日（各回火曜） 8時45分～12時15分

（12時受付終了）

午後開室 ���3日（金）・9日（木）・10日（金）・
16日（木）・17日（金）

12時15分～15時45分
（15時30分受付終了）

8月 毎日開室（土日祝日を除く） 8時45分～15時45分
（15時30分受付終了）

今月の

区役所
3階 無料 予約

不要

※閉室となる可能性がありますので、事前に などでご確認ください

旭区市民活動
支援センター
〒241-0022　鶴ケ峰2-82-1　ココロット鶴ヶ峰4階
（鶴ケ峰駅南口直結。2階からエレベーターで4階へ）
382-1000�� 382-1005
as-manabi@city.yokohama.jp

「みなくる」は、旭区の地域活動や
ボランティア活動を応援する交
流拠点です。

みなくる展示コーナーへどうぞ！
☆生涯学習アドバイザー展示
　�工作、紙バンド・エコクラフト、カポエイラ・ヒップポップ・ポンバ、教育・特別支
援教育・障がい・福祉レクリエーション活動・健康

☆みなくる利用登録団体の活動紹介
　水辺愛護会帷子川はふるさとの川の会、旭ジャズまつり実行委員会

※展示についてのお問合わせは「みなくる」受付まで�※展示内容は変更になる場合があります

休 館 

7月15日（水）
�※ などでご確認ください

児童扶養手当現況届のお知らせ
　7月下旬に案内を送付予定です。案内にある必要書類を提出してくだ
さい。これまでと異なり、世帯の状況に変更のある人など、来所が必要
な場合を除き、郵送で提出となります。�

【受付期間】8月3日（月）～31日（月）※土曜開庁除く
【対　　象】児童扶養手当認定中の人（支給停止の人を含む）

子育て支援担当　 954-6117  951-4683

旧上瀬谷通信施設関連事業の
環境影響評価方法書説明会を実施します

　旧上瀬谷通信施設の土地区画整理事業及び交通整備事業について、環
境影響評価法及び横浜市環境影響評価条例に基づく方法書を作成しま
したので、説明会を実施します。当日直接会場へお越しください。

（土地区画整理事業について）　 都市整備局上瀬谷整備推進課
671-2061　 212-1223

（交通整備事業について）　　　 都市整備局上瀬谷交通整備課
671-4607　 212-1223

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため定員を設ける場合があ
ります。

詳細は をご覧ください。 都市整備局　旧上瀬谷通信施設 検索

説明会の日程・会場

日程 ※①～④は同じ内容 会場
①8月1日（土）

18時30分～
20時30分
（予定）

瀬谷公会堂（瀬谷区二ツ橋町190）
②8月5日（水）
③8月2日（日）

旭公会堂
④8月4日（火）

　新型コロナウイルス感染症対策のため、9月号まで紙
版のページ数を減らしています。
　文化、スポーツ、施設からのお知らせ、ひなたぼっこ、
健診のお知らせについては、インターネット版をご覧
ください。 広報よこはま�あさひ区版 検索

Vol.151

〒241-0001
上白根町1175-1

959-1000（総合案内所）
ズーラシア 検索

ヤブイヌ

7月～8月10日の休園日
毎週火曜

　ヤブイヌは南米
アマゾン川流域の
森林や草原に広く

分布するイヌの仲間です。イヌ科の中
では最も原始的な種といわれ、生態は
あまりよく知られていません。水辺を
好み、足には水かきのような膜があっ
て泳ぎや潜水を得意とします。臭いづ
けとしてオスは片足を上げて、メスは
逆立ちをしておしっこをより高いとこ
ろに飛ばします。
　ズーラシアでは開園当初より飼育
してきましたが、2019年、国内に新し

い血統を導入するためイギ
リスのトワイクロス動物園
からスマイラー（メス、4才）
が来園しました。国内のヤ
ブイヌの将来にとって非常
に重要な血統になります。
ズーラシアで生まれたフキ
（オス、10才）との間にたく
さんの子どもができること
を期待しています。最も原始的な犬�ヤブイヌ

�※ などでご確認ください

　掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性があり
ますので、参加の際にはお問い合わせください。
　施設の運営情報など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に関する区内の情報をホームページにまとめています。
横浜市旭区��コロナ情報 検索

▲ここから
確認

▲7月から公開

福祉保健

ひきこもり等の困難を抱える　
若者の専門相談

7月9日・30日（各回木曜）13時30分～
16時30分（1回約50分）◆区役所3階
33番窓口◆市内在住の15歳～39歳
の人と家族◆ で下記へ
（※予約に空きがあれば当日も可）
子ども・家庭支援相談
954-6160　 951-4683

　旭区神経系難病患者交流会　
「あした会」

　身体の調子と運動～体の動かし方
の工夫～
8月6日（木）13時30分～15時30分（荒
天中止）◆外部特別会議室2（アーバン
128ビル3階）◆患者と家族◆動きや
すい服装、飲み物◆ 理学療法士◆
当日直接※初めて参加する人のみ要
事前連絡
高齢者支援担当　
954-6191　 955-2675

〒241-0022�鶴ケ峰1-6-35
「ぱれっと旭」内

392-1123� 392-0222

旭区社会福祉協議会

●善意銀行（4月1日～30日）
次の皆さまから寄付をいただきました。
匿名1件

掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性がありますので、
参加の際にはお問い合わせください。

健康づくり係　 954-6147  953-7713

　生活習慣病のひとつ“糖尿病”。尿糖が出るだけではな
く、血液中のブドウ糖が増え、血管を傷つけて全身にさ
まざまな合併症を引き起こす可能性がある恐ろしい病
気です。
　糖尿病の判断基準の血糖値とHbA1c（ヘモグロビン
エーワンシー）の値をチェックしてみましょう。生活習慣
の改善、早期発見・早期治療に取り組むことが大切です。

～糖尿病の話～第 3 弾

　HbA1cとは過去1～
2か月の血糖の平均値
です。この値が高い状
態が続いていると糖
尿病が進行している
可能性があります。

HbA1c 目　　標
6.0 未満 血糖値正常化を目指す際の目標
7.0 未満 合併症予防の目標
8.0 未満 治療強化が困難な際の目標

食事・運動
などのご相談
もできます

旭警察署生活安全課　 361-0110 
地域の防犯に関することは　 地域活動係　 954-6091  955-3341

特殊詐欺に対する防犯対策！

特殊詐欺に遭わないための対策

　私は大丈夫、詐欺には引っ掛からないと思っている人、本当に大丈夫
でしょうか？
　被害者の多くは、「まさか自分が被害に遭うなんて」と話されています。
騙されないために以下の対策を行いましょう。

①常時留守番電話設定にしましょう
　犯人は、留守番電話を嫌います。被害に遭わないため
にも、常に留守番電話設定をし、登録している電話番号
やメッセージを聞いて知っている人であれば電話に出
るようにしてください。
②電話でのお金の話に注意
　電話で「医療費を還付します！」「すぐにお金が必要！」「あなたの
カードが不正に使われています。これからカードを取りに伺いま
す！」と掛かってきたら、詐欺だと思ってください。すぐに電話を切っ
て、警察などに相談してください。

留守番電話
設定！

今月の
おしらせ 7月

毎月11日以降の記事を掲載しています。金額の記載のないものは原則無料です。
電話（番号）　 ファクス（番号）　 ホームページ　 Eメール　 講師又は出演者　
往復はがき　 はがき　 消印有効　 必着　 年齢　 申込み　 問合わせ　

行事名・〒住所・名前（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面
〒241-0022
鶴ケ峰1-4-12

区役所への
郵便物は
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以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

あさひの朝市
　旭区産の新鮮な野菜や、旭区のおい
しいもの「あさひの逸品」を販売しま
す。同日に区役所食堂では旭区でとれ
た新鮮な野菜を使った「あさひくん」
ランチ（11時～14時）を実施します。
7月16日（木）9時30分～12時30分◆
区役所1階◆当日直接
生涯学習支援係
954-6095　 955-3341

アドバイザークラブ自主企画 
こども夏休みスペシャル

　生涯学習アドバイザーによる子ど
も向けの夏休み体験講座。①リズム運
動リトミック、俳句を作ろう、身近な
楽器で演奏②リズム運動リトミック、
短歌を作ろう、科学と物作り。
①7月18日②8月22日（各回土曜）13
時30分～16時（15分前受付）◆①ぱ
れっと旭②みなくる◆小学生（2年生
以下保護者同伴）◆①②先着15人◆
100円（1回分）◆ 7月11日～14日
で （区役所・みなくる・地区セン

ターなどで配布する申込書（チラシ
裏面）に記入）◆後援：旭区役所
旭区市民活動生涯学習

　アドバイザークラブ　黒田
080-3482-8607　 955-1266

区・市役所から

区役所での手続･健診が済むまで、お子さん（未就学児）を
お預かりします。

【対象】6歳までの未就学児。定員を
超える場合は順番待ちになります。

庶務係　 954-6006  951-3401

7月
午前開室 7日・14日・28日（各回火曜） 8時45分～12時15分

（12時受付終了）

午後開室 ���3日（金）・9日（木）・10日（金）・
16日（木）・17日（金）

12時15分～15時45分
（15時30分受付終了）

8月 毎日開室（土日祝日を除く） 8時45分～15時45分
（15時30分受付終了）

今月の

区役所
3階 無料 予約

不要

※閉室となる可能性がありますので、事前に などでご確認ください

旭区市民活動
支援センター
〒241-0022　鶴ケ峰2-82-1　ココロット鶴ヶ峰4階
（鶴ケ峰駅南口直結。2階からエレベーターで4階へ）
382-1000�� 382-1005
as-manabi@city.yokohama.jp

「みなくる」は、旭区の地域活動や
ボランティア活動を応援する交
流拠点です。

みなくる展示コーナーへどうぞ！
☆生涯学習アドバイザー展示
　�工作、紙バンド・エコクラフト、カポエイラ・ヒップポップ・ポンバ、教育・特別支
援教育・障がい・福祉レクリエーション活動・健康

☆みなくる利用登録団体の活動紹介
　水辺愛護会帷子川はふるさとの川の会、旭ジャズまつり実行委員会

※展示についてのお問合わせは「みなくる」受付まで�※展示内容は変更になる場合があります

休 館 

7月15日（水）
�※ などでご確認ください

児童扶養手当現況届のお知らせ
　7月下旬に案内を送付予定です。案内にある必要書類を提出してくだ
さい。これまでと異なり、世帯の状況に変更のある人など、来所が必要
な場合を除き、郵送で提出となります。�

【受付期間】8月3日（月）～31日（月）※土曜開庁除く
【対　　象】児童扶養手当認定中の人（支給停止の人を含む）

子育て支援担当　 954-6117  951-4683

旧上瀬谷通信施設関連事業の
環境影響評価方法書説明会を実施します

　旧上瀬谷通信施設の土地区画整理事業及び交通整備事業について、環
境影響評価法及び横浜市環境影響評価条例に基づく方法書を作成しま
したので、説明会を実施します。当日直接会場へお越しください。

（土地区画整理事業について）　 都市整備局上瀬谷整備推進課
671-2061　 212-1223

（交通整備事業について）　　　 都市整備局上瀬谷交通整備課
671-4607　 212-1223

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため定員を設ける場合があ
ります。

詳細は をご覧ください。 都市整備局　旧上瀬谷通信施設 検索

説明会の日程・会場

日程 ※①～④は同じ内容 会場
①8月1日（土）

18時30分～
20時30分
（予定）

瀬谷公会堂（瀬谷区二ツ橋町190）
②8月5日（水）
③8月2日（日）

旭公会堂
④8月4日（火）

　新型コロナウイルス感染症対策のため、9月号まで紙
版のページ数を減らしています。
　文化、スポーツ、施設からのお知らせ、ひなたぼっこ、
健診のお知らせについては、インターネット版をご覧
ください。 広報よこはま�あさひ区版 検索
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〒241-0001
上白根町1175-1

959-1000（総合案内所）
ズーラシア 検索

ヤブイヌ

7月～8月10日の休園日
毎週火曜

　ヤブイヌは南米
アマゾン川流域の
森林や草原に広く

分布するイヌの仲間です。イヌ科の中
では最も原始的な種といわれ、生態は
あまりよく知られていません。水辺を
好み、足には水かきのような膜があっ
て泳ぎや潜水を得意とします。臭いづ
けとしてオスは片足を上げて、メスは
逆立ちをしておしっこをより高いとこ
ろに飛ばします。
　ズーラシアでは開園当初より飼育
してきましたが、2019年、国内に新し

い血統を導入するためイギ
リスのトワイクロス動物園
からスマイラー（メス、4才）
が来園しました。国内のヤ
ブイヌの将来にとって非常
に重要な血統になります。
ズーラシアで生まれたフキ
（オス、10才）との間にたく
さんの子どもができること
を期待しています。最も原始的な犬�ヤブイヌ

�※ などでご確認ください

　掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性があり
ますので、参加の際にはお問い合わせください。
　施設の運営情報など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に関する区内の情報をホームページにまとめています。
横浜市旭区��コロナ情報 検索

▲ここから
確認

▲7月から公開

福祉保健

ひきこもり等の困難を抱える　
若者の専門相談

7月9日・30日（各回木曜）13時30分～
16時30分（1回約50分）◆区役所3階
33番窓口◆市内在住の15歳～39歳
の人と家族◆ で下記へ
（※予約に空きがあれば当日も可）
子ども・家庭支援相談
954-6160　 951-4683

　旭区神経系難病患者交流会　
「あした会」

　身体の調子と運動～体の動かし方
の工夫～
8月6日（木）13時30分～15時30分（荒
天中止）◆外部特別会議室2（アーバン
128ビル3階）◆患者と家族◆動きや
すい服装、飲み物◆ 理学療法士◆
当日直接※初めて参加する人のみ要
事前連絡
高齢者支援担当　
954-6191　 955-2675

〒241-0022�鶴ケ峰1-6-35
「ぱれっと旭」内

392-1123� 392-0222

旭区社会福祉協議会

●善意銀行（4月1日～30日）
次の皆さまから寄付をいただきました。
匿名1件

掲載しているイベントなどは、中止・延期になる可能性がありますので、
参加の際にはお問い合わせください。

健康づくり係　 954-6147  953-7713

　生活習慣病のひとつ“糖尿病”。尿糖が出るだけではな
く、血液中のブドウ糖が増え、血管を傷つけて全身にさ
まざまな合併症を引き起こす可能性がある恐ろしい病
気です。
　糖尿病の判断基準の血糖値とHbA1c（ヘモグロビン
エーワンシー）の値をチェックしてみましょう。生活習慣
の改善、早期発見・早期治療に取り組むことが大切です。

～糖尿病の話～第 3 弾

　HbA1cとは過去1～
2か月の血糖の平均値
です。この値が高い状
態が続いていると糖
尿病が進行している
可能性があります。

HbA1c 目　　標
6.0 未満 血糖値正常化を目指す際の目標
7.0 未満 合併症予防の目標
8.0 未満 治療強化が困難な際の目標

食事・運動
などのご相談
もできます

旭警察署生活安全課　 361-0110 
地域の防犯に関することは　 地域活動係　 954-6091  955-3341

特殊詐欺に対する防犯対策！

特殊詐欺に遭わないための対策

　私は大丈夫、詐欺には引っ掛からないと思っている人、本当に大丈夫
でしょうか？
　被害者の多くは、「まさか自分が被害に遭うなんて」と話されています。
騙されないために以下の対策を行いましょう。

①常時留守番電話設定にしましょう
　犯人は、留守番電話を嫌います。被害に遭わないため
にも、常に留守番電話設定をし、登録している電話番号
やメッセージを聞いて知っている人であれば電話に出
るようにしてください。
②電話でのお金の話に注意
　電話で「医療費を還付します！」「すぐにお金が必要！」「あなたの
カードが不正に使われています。これからカードを取りに伺いま
す！」と掛かってきたら、詐欺だと思ってください。すぐに電話を切っ
て、警察などに相談してください。

留守番電話
設定！

今月の
おしらせ 7月

毎月11日以降の記事を掲載しています。金額の記載のないものは原則無料です。
電話（番号）　 ファクス（番号）　 ホームページ　 Eメール　 講師又は出演者　
往復はがき　 はがき　 消印有効　 必着　 年齢　 申込み　 問合わせ　

行事名・〒住所・名前（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面
〒241-0022
鶴ケ峰1-4-12

区役所への
郵便物は
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