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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、
参加の際には事前に などでご確認ください。
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　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。

https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/kusei/koho/tyushienki.html

場 所 日 程 時 間

左近山ショッピングセンター
南側広場（左近山16-1）

8月12日・26日、9月9日
（各回水曜） 10時〜11時

中希望が丘第五公園
（中希望が丘202-18） 8月20日、9月3日（各回木曜） 15時15分〜16時

中沢町公園（中沢3-37） 8月19日、9月2日（各回水曜） 10時〜10時50分

移動図書館のご案内 巡回予定（荒天の場合は中止）
中央図書館サービス課　 262-0050

〒241-0005 白根4-6-2
953-1166　 953-1179
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/tshokan/asahi/

どうぶつのうんち展示
　ズーラシアから、どうぶつのうんちが今年もやってきた！ どうぶつ
の本も借りられます。
8月1日（土）〜31日（月）◆幼児〜小学生◆当日直接

親子で楽しむおはなし会
　わらべうたと絵本の読み聞かせ。
9月3日・10日・17日（各回木曜）①10時30分〜②11時10分〜◆3歳以
下の乳幼児と保護者◆先着各回6組◆ 実施日の1週間前〜 か直接

夏休み特別水曜おはなし会（こどもおはなし会）
　絵本の読み聞かせ・紙芝居など。
8月12日（水）11時〜◆3歳〜（親子で参加可）◆先着6組◆当日直接

こどもおはなし会
　絵本の読み聞かせ・紙芝居など。
9月6日（日）11時〜◆3歳〜（親子で参加可）◆先着6組◆当日直接

図書検索機使い方相談
　図書検索機の使い方を、個別にお教えします。
8月26日（水）10時〜11時30分◆初心者◆開催時間内随時受付

展示日 展示内容
9月1日（火）〜7日（月）12時まで 書道作品展

今月のろびーぎゃらりーのご案内

※都合により、展示時間や内容は変更になる場合があります

　旭区在住・在勤・在学の個人又は団体の作品を展
示しています。ぜひお立ち寄りください。

生涯学習支援係
954-6094
955-3341

区役所1階

休 館 日 
8月11日（火）

※ などでご確認
　ください
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●追分市民の森
　横浜市では、緑を守り育てるため
に1971年から「市民の森」を創設し
ています。どの森も自然を生かした
整備を行っており、区内には6つの市
民の森があります。
　その1つである「追分市民の森」は、
帷子川の支流である矢指川の源流
域のある、自然豊かな森です。谷戸
の田園風景と樹林が一体となり、四
季折々の自然を感じることができま
す。また、谷戸に広がる花畑では、菜
の花・ひまわり・コスモスなどの季節
の花が楽しめます。

区内の素敵なスポットを
不定期で紹介します。

広報相談係　 954-6023  955-2856

郵送での手続案内
～区役所に来なくても手続できます～

　区役所での手続のうち、郵送で手続可能なものについて、一部をご案
内します。掲載しているもの以外にも郵送で手続可能なものがありま
すので、詳しくは をご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/kusei/koho/yuso.html

※住所の記載のないものについては、送付先は旭区役所となります。
※具体的な手続方法については、各リンク先の内容及び担当にご確認ください。

手続 担当 連絡先

住民票の写しや戸籍関係
証明書等の郵送取得

（印鑑登録証明書除く）
横浜市郵送請求
事務センター

〒231-8307 中区尾上町1-6
222-4900
sh-yusocenter@ml.

city.yokohama.jp

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/yusocenter.html

旭区から市外への転出届 登録担当 954-6034

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/touroku/tensyutu.html

児童扶養手当の請求・
各種届出 子育て支援担当 954-6117 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jidoufuyouteate.html

国民健康保険資格喪失の
届出 保険係 954-6134

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/todokede/20160825154030.html

市税の証明の郵送取得

①市民税担当：市民
税・県民税課税（非
課税）証明

②土地担当：固定資産
証明（評価証明、公
課証明、名寄帳等）

③収納担当：納税証明

① 954-6041
② 954-6047
③ 954-6071

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei-shomei/yuso-seikyu.html

今月の
おしらせ 8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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区民利用施設
［インターネット版］

休館日の表示は原則です。
開館状況については、
事前に などでご確認ください。

〒244-0816  戸塚区上倉田町435-1
862-5052　 865-4671

https://www.women.city.yokohama.jp/y

男女共同参画センター横浜
「フォーラム」

●女性のためのパソコン講座
　エクセル初級（全2回）
9月14日（月）・15日（火）10時〜15時
30分◆女性◆先着10人◆11,000
円（2回分）◆ 8月15日9時30分〜

か （862-4496）

〒241-0834  大池町65-1
811-8444　 812-5778

http://www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa/

こども自然公園
青少年野外活動センター

※ に ・ ・性別・ （学年）を
記入しセンターへ（ からも申込み
可）
●自然を写そう！ 
　デジカメテクニックC
10月3日（土）9時30分 〜12時 ◆ 小
学5年生〜◆抽選10人◆1,000円◆

8月24日〜9月7日 ※
●ほのぼのファミリーキャンプ　秋
　自然遊び、野外ゲーム、クラフト、
野外炊事、夜の集い。
10月17日（土）13時〜18日（日）15時

（1泊2日）◆保護者を含む8人以内の
家族◆抽選18組◆中学生以上5,800
円、小学生5,300円、4歳〜未就学児
3,700円、3歳以下500円◆ 8月28
日〜9月11日 ※

〒241-0005  白根2-33-2
953-5315　 953-5317

休館 毎月最終火曜

老人福祉センター横浜市福寿荘

●イスを使ってストレッチ
9月1日（火）11時15分〜12時15分
◆60歳〜◆先着20人◆当日直接
●ふれあいサロン「福寿の会」
9月1日（火）13時 〜14時30分 ◆60
歳〜◆先着20人◆100円◆当日直
接
●ゲームで楽しく脳を鍛えよう（スリー A）
9月6日（日）13時30分〜15時30分◆
60歳〜◆先着15人◆100円（保険料）
◆タオル、動きやすい服装、飲み物◆
当日直接
●イスを使ってひばりエクササイズ
　（全10回）
9月〜2021年2月8日の第2・4月曜

（12月28日を除く）14時30分〜16時
30分◆60歳〜◆抽選18人◆500円

（10回分）◆ 8月11日〜20日 で
直接か （ と を記入）
●ちぎり絵体験教室（全6回）
10月〜12月の第1・3火曜9時30分〜
11時30分◆60歳〜◆抽選12人◆
3,000円（6回分）◆ 8月11日〜24
日 で直接か （ と を記入）

〒241-0801  若葉台2-1-1
922-3221

休館 火・金曜

横浜わかば学園コミュニティハウス

●60歳代から始められる健康ヨーガ
　秋期講座（全2回）
10月1日・15日（各回木曜）10時30分〜
12時◆先着15人◆700円（2回分）◆

8月27日10時〜直接

〒241-0014  市沢町9
371-6662　 371-6663

休館 第4月曜（祝日は翌日）

市沢地区センター

●写真講座ガイダンス
　写真講座（10月〜12月）開催前の
講座内容説明会。
9月12日（土）13時〜15時◆先着12
人◆ 8月22日〜9月5日に直接（
は翌日〜）
●女性のためのヨガ（全4回）
9月15日〜10月13日の毎週火曜（9月
22日を除く）10時〜11時30分◆女性
◆先着8人◆2,000円（4回分）◆ 8
月25日〜9月8日に直接（ は翌日〜）

〒241-0813  今宿町2647-2
392-1500　 392-1501

休館 第2月曜（祝日は翌日）

今宿地区センター

●からだスッキリ！ 
　骨盤調整体操②（全12回）
10月〜2021年3月の第1・3月曜（2021
年1月のみ第2・4月曜）10時〜11時
30分◆抽選40人◆4,200円（12回
分）◆ 8月31日〜9月14日 で

（ を記入）

〒241-0801  若葉台3-4-2
921-2213　 921-2225

休館 第4月曜（祝日は翌日）

若葉台地区センター

●バレリーナヨガティス（全6回）
9月〜11月の第1・3月曜10時〜11
時30分◆先着10人◆3,000円（6回
分）◆ 8月17日10時〜直接
●笑顔でズンバ！ （全10回）
9月11日・18日、10月2日・9日・16日・
30日、11月6日・13日、12月4日・11日

（各回金曜）10時30分〜11時20分◆
先着10人◆5,000円（10回分）◆ 8
月21日10時〜直接

▶マークの凡例は1ページをご覧ください 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

　 　 　 普通救命講習会　 　 　
「心肺蘇生法・AED操作」

9月13日（日）13時30分〜（30分前受
付）◆旭スポーツセンター◆区内在
住・在勤・在学者◆先着50人◆修了証
の発行・更新希望者は1,000円（手数
料・キューマスク・テキスト代）◆ 8
月10日〜24日 で直接又は ◆詳
細は旭スポーツセンター、区役所2階
22番窓口で配布中の開催要項・申込
用紙を参照

旭区スポーツ協会事務局（旭スポー
ツセンター内）

370-6415  370-6416

旭区民バスケットボール秋季大会
9月19日（土）〜12月12日（土）◆旭ス
ポーツセンター◆区内在住・在勤・
在学の高校生以上により編成され
たチーム（男子、女子、男女混合）◆
4,500円◆ 8月11日〜26日 ◆
詳細は旭スポーツセンター、区役所2
階22番窓口、みなくるで配布中の開
催要綱・申込用紙を参照

旭区スポーツ協会バスケットボー
ル部　伊澤

381-5647（平日19時〜23時）

旭区スポーツ協会事務局
370-6415　 370-6416

（火曜：13時〜16時　木曜：9時〜12時）
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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、
参加の際には事前に などでご確認ください。

曜
日 大人対象教室 開催時間

月
フィットピラティス 9時〜 9時50分
骨盤コンディショニング 10時〜10時50分

火

健康マージャン　　　
9時〜10時45分

バドミントン
転倒骨折予防 9時15分〜10時15分
ベーシックピラティス 10時〜10時50分
フラダンス初級 11時〜11時50分
こり改善ヨーガ 12時〜12時50分
卓球（火) 13時〜14時45分
ダンススポーツ初心者〜初級 13時15分〜14時45分
ベリーダンス 15時〜15時50分

水

キラっとはつらつ健康 9時30分〜10時45分
達筆への道（硬筆） 9時30分〜11時
フィットネスヴィーナス 11時15分〜12時30分
絵手紙 11時30分〜13時
基本の太極拳 12時〜12時50分
ニコニコ機能体操 13時30分〜14時45分
筋膜リリースピラティス 20時〜20時50分

木

バレトン 9時〜 9時50分
いつまでも健康教室（木） 9時15分〜10時30分
ダンススポーツ初級〜中級 11時〜12時30分
タヒチアンダンス 12時〜12時50分
グループZUMBA 13時〜13時45分

金

卓球（金) 9時〜10時45分
モリモリ健康力UP教室 9時15分〜10時15分
いつまでも健康教室（金） 9時30分〜10時45分
フラメンコ 11時〜11時50分
フラダンス中級 11時50分〜12時40分
大人のチアダンス 12時〜12時50分
太極拳 13時〜14時
ステップアップピラティス 19時〜19時50分
フィットネスパワーヨガ 20時〜20時50分

土 いつまでも健康教室（土） 9時30分〜10時45分

曜
日 こども対象教室 開催時間

月
キッズフラダンス 17時〜17時50分
放課後! 発掘塾! 17時15分〜18時30分

火
チアダンス ジュピター 16時〜16時50分
チアダンス マーキュリー 17時〜17時50分

水

幼児ダンスちゃちゃ 15時30分〜16時10分
幼児フットサル

15時30分〜16時45分
ジュニアフットサル
キッズダンスねね 16時15分〜16時55分
少年フットサル 17時〜18時30分

木
こどもバレエ アナ 17時〜17時50分
こどもバレエ エルサ 18時〜18時50分

金

親子体操(金) 10時30分〜11時30分
幼児体操 15時20分〜16時 5分
熱中! マッとび箱 16時15分〜17時 5分
ヒップホップ ルビー 17時20分〜18時 5分
ヒップホップ サファイア 18時15分〜19時

土 ベストキッズ 9時15分〜10時30分

※こども対象教室への参加は保護者の同意が必要
※駐車場に限りがありますのでバイク、自転車又は公共交通機関をご利用ください。

旭スポーツセンター 検索詳細は

【開催期間】10月〜12月
【回　　数】全5回〜12回
【応募期限】8月10日〜31日
【応募方法】 か応募用紙に①〜⑦を
記入して応募（ 1枚につき1教室）。 か
らも可。日程・対象・定員・料金の詳細につ
いては電話かスポーツセンターの へ。

秋期 定期教室

①希望教室名②参加者名（ふりがな）③
性別④生年月日・年齢⑤電話番号⑥過
去1年間希望教室への参加の有無⑦市
外在住在勤者は勤務先・学校名
※親子体操の参加希望者は親子両方の②〜④を
　記入
※こども対象教室の申込者は学年も記入

〒241-0011  川島町1983
371-6105　 382-8044
http://www.yspc.or.jp/asahi_sc_ysa/

旭スポーツセンター 休 館 日
8月17日（月）

※ 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、
参加の際には事前に などでご確認ください。
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地区センター
　スポーツ、レクリエーション、クラ
ブ活動を通じて交流を深めることの
できる施設です。

〒241-0825  中希望が丘145-4
361-0424　 361-0437

休館 第3月曜（祝日は翌日）
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/kibougaoka/

希望が丘地区センター

〒241-0801  若葉台3-4-2
921-2213　 921-2225

休館 第4月曜（祝日は翌日）
http://wakabadai-tc.com/wp/

若葉台地区センター

〒241-0005  白根4-6-1
953-4428　 953-4461

休館 第2月曜（祝日は翌日）
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/shirane/

白根地区センター

〒241-0031  今宿西町292-2
953-7211　 953-7209

休館 第3月曜（祝日は翌日）
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/tsuoka/

都岡地区センター

〒241-0813  今宿町2647-2
392-1500　 392-1501

休館 第2月曜（祝日は翌日）
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/imajuku/

今宿地区センター

〒241-0014  市沢町9
371-6662　 371-6663

休館 第4月曜（祝日は翌日）
http://www.chikusen.ne.jp/ichizawa/

市沢地区センター

コミュニティハウス
　サークル、ボランティア、自治会活
動などを行える身近な交流と活動の
拠点です。

〒241-0021  鶴ケ峰本町1-16-1
953-2313　 489-5966

休館 第3月曜（祝日は翌日）
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/tsurugamine/

鶴ケ峰コミュニティハウス

〒241-0001  上白根町233-6
954-1691　 954-1692

休館 第3月曜（祝日は翌日）
https://kamishirane-ch.roukyou.gr.jp/

上白根コミュニティハウス

〒241-0831  左近山1011
351-2686　 489-6270

休館 火・金曜
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/comu_sakonyama/

左近山コミュニティハウス

〒241-0034  今宿南町1879-2
951-6141　 951-6149

休館 火・金曜
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/comu_imajukuminami/

今宿南小学校コミュニティハウス

〒241-0001  上白根町1306-14
952-3822　 489-7875

休館 火・金曜
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/comu_hikarigaoka/

ひかりが丘小学校コミュニティハウス

〒241-0801  若葉台2-1-1
922-3221

休館 火・金曜
http://wakabagakuen-ch.com/

横浜わかば学園コミュニティハウス

〒241-0826  東希望が丘155
363-2889　 489-3102

休館 火・金曜
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/comu_touki/

東希小コミュニティハウス

区民利用施設のご案内
　● URLをクリックすると各区民利用施設の へアクセスできます ●

〒241-0022  鶴ケ峰1-4-12（区役所4階）
954-6154　 954-6170

休館 第4月曜（祝日は翌日）
http://yokohama-asahi-koukaido.jp/

旭公会堂

　区役所4階にあります。集会・講演
会や地域の催しなどに利用できます。

〒241-0024  本村町15
365-1820　 442-7920

休館 第2月曜（祝日は翌日）
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/honmura/

本村スポーツ会館

　幅広い世代がスポーツを楽しむこ
とができます。

〒241-0033  今川町96-2
366-9290

http://midocomi.com/imagawapark.html

今川公園

　豊かな自然に囲まれながら、散策
やスポーツを楽しめます。

〒241-0001  上白根町910-3
951-8127　 465-6246

休館 第3月曜（祝日は翌日）
http://www.asahikushisetsukyoukai.jp/loghouse/

こどもログハウス おおいけらんど

　木の温かみの中で、子どもたちが
冒険心を養いながら活発に遊び回れ
る施設です。

〒241-0834  大池町65-1
811-8444　 812-5778

http://www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa/

こども自然公園
青少年野外活動センター

　バンガローに泊まってレクリエー
ションを楽しむなど、恵まれた自然
を満喫できる施設です。

〒241-0821  二俣川1-3二俣川ライフ5階
364-3810　 391-6930

sunheart@sunheart.info
http://www.sunheart.info/

旭区民文化センター サンハート

　文化活動の発表、創作、練習の場と
して利用できます。

〒241-0005  白根2-33-2
953-5315　 953-5317

休館 毎月最終火曜
http://www.yokohamashakyo.jp/fukujyusou/

老人福祉センター横浜市福寿荘

　高齢者の皆さんが健康で明るい生
活を楽しむための施設です。

〒244-0816  戸塚区上倉田町435-1
862-5052　 865-4671

https://www.women.city.yokohama.jp/y/

男女共同参画センター横浜
「フォーラム」

　女性の仕事や健康づくりに役立つ
講座などを開催。生き方や人間関係
の相談も行っています。

その他区民利用施設

#木漏れ日

#癒し

#イベント#子育て

Twitterはじめました。
＠yokohama_as
日々の暮らしに、情報を。

旭区の魅力や防災・災害情報、
子育て情報などをお伝えします。

https://twitter.com/yokohama_as

で最新情報を
チェックしてね

　旭区の魅力や行政
サービスなどをまとめ
た「さんさんガイド」が
新しくなりました。区
役所や区内各施設に配
架しています。
　旭区での生活のお供
にぜひ1冊。自分だけ
の「あさひ」を探してみ
ませんか？

https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/kusei/koho/sansan2020-2021.html

2020・2021年版
さんさんガイドを発行しました

広報相談係　 954-6022  955-2856

区民利用施設欄で掲載していないイベントなどについては、
各施設の で直接ご確認ください。
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な
ど
の
ご
案
内

◆原則として8月11日〜9月10日の健診などを掲載しています  ◆有料表示のないものは原則無料です  ◆市外居住者は受診できません  ◆ 予約制 の予約開始時間は8時
45分です  ◆詳しくは電話でお問い合わせください  ◆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

● 健康づくり係　 954-6146  953-7713 ●

種  類 日  時 会  場 内容・費用など

● こども家庭係　 954-6151  951-4683 ●

子どもについての相談は「子ども・家庭支援相談」へ 954-6160  951-4683　  保健師、学校カウンセラー、保育士など

● 子育て支援担当　 954-6150  951-4683 ●

乳幼児食生活健康相談
予約制

9月2日（水）
9時〜11時

区役所
3階

子どもの食生活に関する相談（30分程度）
〈申込み〉8月11日〜

離乳食教室 予約制 午後
（時間は予約時に説明）

栄養士の話と試食 〈対象〉7〜8か月児と初めて育児をする保護者
〈定員〉先着20組 〈申込み〉8月11日〜

ピカピカ1歳児☆
歯みがき教室 予約制 9月24日（木） 10時〜11時30分

（時間は予約時に説明）
むし歯予防の話・歯みがき実習など 〈対象〉2019年7月〜11月生まれのお子
さんと保護者 〈定員〉先着16組 〈申込み〉8月11日〜

生活習慣病予防相談
予約制

8月20日（木） 9時〜11時 食生活健康相談…高血圧、糖尿病などの予防のための食生活相談
生活習慣病・メタボリックシンドローム相談…保健師による個別相談（30分）
禁煙相談…保健師による個別相談（30分）

〈申込み〉随時9月1日（火） 13時〜15時

HIV・梅毒検査
予約制

毎週水曜
（祝・休日を除く） 9時〜9時30分

匿名検査〈申込み〉前日までに要予約
結果は翌週以降水曜（閉庁日を除く）9時30分〜10時にご本人に限りお渡しします。
※感染の可能性のあった日から3か月後でなければ、正しい結果が出ない可能性があります。

肺がん検診 予約制
※1※2※3 10月29日（木） 午前

（時間は予約時に説明）
〈対象〉40歳以上 〈費用〉680円（X線）
〈申込み〉9月1日〜10月19日

乳幼児
健診

4か月児 8月21日、9月4日
（各回金曜）

詳細は個別通知を
ご覧ください。 区役所

3階

詳細は個別通知をご覧ください。1歳
6か月児

8月18日、9月1日
（各回火曜）

3歳児 8月20日、9月10日
（各回木曜）

乳幼児歯科相談・
妊産婦歯科相談 予約制

8月28日（金）
9月15日（火）

13時30分〜
14時45分

〈乳幼児〉0歳児〜未就学児の歯科健診、歯科相談、歯磨きのアドバイスなど
〈妊産婦（妊娠中・産後1年未満の人）〉歯科相談 〈申込み〉随時

母親教室（全3回）
予約制

9月1日（火）・
8日（火）・12日（土）

平日 ：14時〜16時
土曜：9時30分〜

11時30分

区役所
3階

妊娠・出産・育児の学習を行います。※原則として初産婦を対象
〈申込み〉随時

※1 市内の実施医療機関でも、横浜市がん検診（肺・胃・大腸・乳・子宮・前立腺（PSA検査））を行っています。 ※2 他で受診機会のない人が対象です。
※3 料金が無料になる人（持参するもの）…①2021年4月1日時点で70歳以上の人（保険証）②後期高齢者医療制度被保険者（後期高齢者医療被保険者証）③生活保護受給者（休日・夜間等診療
依頼証）④受診日の属する年度の、前年度の市県民税が非課税世帯〔同一世帯の全員が非課税〕又は均等割のみの世帯の人は事前に健康づくり係で手続が必要です（運転免許証など写真付きの
本人確認書類）。その他の無料になる人の条件は、広報よこはまあさひ区版  3月号  保存版  (福祉保健センターからのお知らせ)に掲載。

旭区地域子育て支援拠点

　「ひなたぼっこ」の最新情報については、 をご覧ください。

〒241-0821
 二俣川1-67-4

442-3886  442-3896

休館日：毎週日曜・月曜・祝日（月曜が祝日の場合は火曜休館）
 http://www.hinataboko.net/

　子育て期の悩み事の相談や、子育てに関する情報を提供し
ます。電話でも受け付けています。来所による相談は、事前予
約制とさせていただきます。

489-6170  火〜土曜 9時30分〜16時

　就学前のお子さんとその家族・妊産婦さん・子育てを応援
している人を支援する施設です。親子で遊んだり交流した
りできる「ひろば」や、子育てに関する情報を提供しており、
子育ての悩みや心配事が気軽に相談できます。

　「お子さんを預けたい人（利用会員）」と「お子さんを預かる
人（提供会員）」が会員登録し、地域ぐるみで子育てを支えあ
う活動です。条件の合う近隣の会員との出会いをサポートし
ます。 442-3038

◆ 横浜子育てパートナー

◆ 横浜子育てサポートシステム

旭区防災情報のススメ
　紙版特集記事で紹介した災害情報の入手について、こちらで具体的な入手方法を
紹介します。
　災害から身を守るために、ご自身に必要な情報を手に入れやすい手段で入手しま
しょう！

危機管理・地域防災担当　 954-6007　 951-3401

　横浜市から、ツイッターで防災情報を配信します。
登録方法  

ツイッターのサイトで @yokohama_saigai を検索・フォロ－
してください

https://twitter.com/yokohama_saigai

横浜市防災ツイッター

▲ はこちら

　横浜市から、メールで防災情報を配信します。
登録方法  

①下記のアドレスにメールを送信
entry-yokohama@bousai-mail.jp

②案内メール受信及び受信情報の登録

横浜市防災情報Eメール

▲ はこちら

　旭区から、メールで区内の防災・防犯情報を配信します。
登録方法  

①下記のアドレスをメールの宛先に入力する
　 asahi-kawaraban-request@ml.city.yokohama.jp
②メールの「件名」に「subscribe」と入力し、本文なしで送信
③返信メールの「件名」欄の「Re:」を削除して再送信

あさひ安全・安心かわら版

▲ はこちら
（件名の入力を
省略できます）
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