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12 月１日、港北公会堂でこうほく第九演奏会が
開催されました。ソリストによるミニコンサート
に続き、約 90 人の合唱団がベートーベンの交
響曲第九番「歓喜の歌」を披露しました。大迫
力の歌声に、会場は感動に包まれました。出演
者は「今日のために、１年間綱島地区センター
で練習しました。声が出る限り続けたい。」と話
していました。最後は区制 80 周年を記念し、「港
北の空と丘」を来場者全員で歌いました。

こうほく第九演奏会
港北区制80周年記念・港北芸術祭

 市税・保険料の納付は
　　　口座振替が便利

～区役所で簡単・便利に手続～
区役所では、ペイジー口座振替受付サービスに
より、キャッシュカードを読み取り※、申込用紙を
記入するだけで、市税・保険料の口座振替手続が
できます。
※キャッシュカードの磁気テープの読み取り不能などに

より手続ができない場合、届出印が必要です

 (市税について)区役所税務課　  540-2291　  540-2295
　　　     (保険料について)区役所保険年金課　  540-2350　  540-2355

 区役所広報相談係　  540-2222　  540-2227

　配布担当者の皆さんへ

 区役所環境衛生係　  540-2373　  540-2342

　  ネズミに要チュー意！

11 月 16 日、横浜アリーナで秋のヨコアリくんまつり
が開催されました。ステージでは、フットバッグショー
やカバディ日本代表選手によるスポーツレクリエー
ション教室、保育園児によるミズキーダンスなどが
披露されました。また、相撲・サッカー・ラグビー・
ボルダリングなどのスポーツ体験や、新横浜に縁

ゆかり

の
ある鉄道会社のブース出展、区内のさまざまな団
体による遊び体験コーナーも盛り上がり、子どもか
ら大人まで多くの人が笑顔で楽しんでいました。

秋のヨコアリくんまつり
ステージもブースも盛りだくさん

A コース　フォレストアドベンチャー・よこはま
　　　　招待券(2人分)　2組

B コース　図書カード(2,000円分)　10人

C コース　 ミズキー巾着袋　10人

Dコース　ミズキータオル　10人　※色は選べません

ホームページかはがき(1月20日必着)住所・氏名・
電話番号・年齢・アンケートの回答・希望コースを
記入し、区役所広報相談係へ（〒222-0032　大豆
戸町26-1）

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えます
※個人情報は、賞品の発送とアンケート集計にのみ

使用します

応 募

秋から冬の寒い時季、ネズミは暖かい場所を好むため、家の中に侵入することが増
えます。天井裏でごそごそ走る音がする、食べ物がかじられているなどの被害は、ネ
ズミが原因の可能性があります。

❶ 住まいへの出入りや
　  建物内部での移動を防ぐ

ネズミは2センチメートルほどの隙
間があれば侵入できます。家の壁
などに隙間や穴がないか確認し、
金たわし・金網・穴埋めパテなどで
ふさぎましょう。

❷ 餌を与えない
　・食品や生ごみはネズミの餌になります。ふた付きの容器に入れましょう。
　・ペットフードや観葉植物などもネズミの餌になるので注意しましょう。

❸ 巣を作らせない
・家の中に物陰(ネズミの隠れる場所)を

作らないように、整理整頓しましょう。
・不要な紙・ビニール・布類など巣の材

料になりそうな物は処分しましょう。

タオル巾着袋

（左から）相模鉄道キャラクター そうにゃん、
港北区ミズキー、ヨコアリくん

 区役所広報相談係　  540-2222　  540-2227

1 紙面(5～12ページ)のデザインは
　①見やすい　　②ふつう　　③見づらい

2 「こうほくインフォメーション(10～12ページ)」の端にある
　 「ミズキーの一言メモ」について
　①一言メモをなくしても、掲載イベント数が増える方がいい
　②掲載イベント数を減らしても、一言メモが増える方がいい
　③現在のままがいい

3 本紙の特集・トピックスで取り上げてほしい話題(自由記述)
4 本紙への意見・感想(自由記述)

広報よこはま港北区版アンケート

よこはま動物園ズーラシアの隣にある、自然の立木を利用
した自然共生型アウトドアパークです。「自分の安全は自分

で守る」を原則とし、年齢や性別を問わず誰もが真剣に楽しめます。招待
券では3コースのいずれかを無料で
利用できます。

詳しくはこちら

クマネズミドブネズミ

床下・庭・下水周辺

約300グラム
20～25センチメートル

屋内・天井裏・ビル内

約200グラム
17～20センチメートル体長

種類

体重

特徴

生息場所

耳たぶは厚く小さい

体長より短い

耳たぶは大きい

体長より長い

ネズミの駆除方法に関する
相談は区役所環境衛生係に
問い合わせてください

ネズミ対策３か条

ペイジー口座振替受付サービスで利用可能な金融機関
横浜銀行・ゆうちょ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・
横浜信用金庫・川崎信用金庫
※市内の金融機関や郵便局の窓口で口座振替の手続をする場合は、通帳と届出印が必要です

エアコン室外機
パイプ導入部分

電線等の導入部分や
屋根裏通気口

壁のひび割れ

所在地：旭区上白根町1425-4
  090-4750-0720

※営業日時等は要問合せ

配布担当者が確保できないなど、本紙の配布に関
する相談が増えています。民間事業者によるポス
ティングに切り替えることもできるので、気軽に相
談してください。
※切替までに数か月以上かかる場合があります

配布担当者や部数の変更連絡は、
区ホームページからもできます。 港北    広報　  検 索

・各世帯に直接届くので、配布の手間がかからない
・配布完了届など、広報紙関連の書類提出が不要
・配布担当者や部数変更に関する、区役所への連絡が不要

◆ インターネットから簡単に変更連絡

◆ 民間事業者による配布への切替

切替の
メリット

広報よこはま
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4か月児▶ 1月17日・24日、2月7日(金)　9時～9時45分受付
1歳6か月児▶ 1月16日・23日・30日(木)　9時～9時45分受付

3歳児▶ 1月14日・21日・28日、2月4日(火)　12時45分～13時30分受付

乳幼児健診　当日直接区役所へ

子どもの小食や偏食、大人の生活習慣病(高血圧・脂質異常・糖尿病など)の個別
相談、1時間程度
1月20日(月)・30日(木)、13時30分～、14時30分～、15時30分～、区役所

生活習慣改善相談　 申込制（受付中）

離乳食の進め方や作り方、試食。離乳食が1日2回程度食べられる7～8か月児、子
ども用スプーン・エプロン・手拭きタオル・飲み物、離乳食手帳(4か月健診で配布)
持参　1人1回まで　受付：10時～
1月22日(水)・31日(金)、2月10日(月)、区役所

7～8か月児の離乳食教室　当日直接会場へ 

乳幼児(未就学児)と妊産婦(妊娠中か産後1年未満)の歯科健診や相談、歯磨きの
アドバイス、区役所
1月16日(木)・27日(月)、2月5日(水)　乳幼児：13時15分～14時30分受付
　　　　　　　　　　　　　　　妊産婦：14時30分受付

乳幼児・妊産婦歯科相談　 申込制（受付中）

 
個別相談と呼気中一酸化炭素濃度測定。申込時に日時調整、区役所
禁煙相談　 申込制（受付中）

＊詳細は、各家庭に配布している「福祉保健センターからのお知らせ」もご覧ください
＊基本健康診査は、各医療保険者が「特定健康診査」もしくは「健康診査」として実施します

申込制 は電話で申込が必要です健診などの日程

区役所こども家庭係  540-2340　  540-2426・

区役所健康づくり係  540-2362　  540-2368・

 
親子でむし歯予防の話や歯磨き実習、むし歯菌チェック　10時～、13時30分～、区役所
2019年1月、2月、3月生まれ:2月14日(金)

歯つらつ1歳歯みがき教室　申込制 (1月15日～)、 区ホームページでも申込可

今年1年、豊作になるかを竹筒に米が
ゆを入れて占う神事が区内の神社で行
われます。こうした伝統行事を歌いな
がら楽しく伝える創作紙芝居です。

創作紙芝居55作品は、港北図
書館や大倉山精神文化研究所
附

ふ

属
ぞ く

図書館、区役所区民活動支
援センターなどで閲覧・貸出し
ています。上演の依頼も受け付
けています。

港北昔ばなし紙芝居
連
載

 区役所区民活動支援センター　  ・  540-2246

　2019年8月、英国の柔道代表選手団によ
るトレーニングキャンプが日吉キャンパスで
行われ、練習をサポ―トしました。
　キャンプ後に行われた2019世界柔道選手
権では、交流した英国代表選手への応援も
盛り上がりました。初めての柔道観戦でした
が、大いに楽しむことができました。2019世界柔道選手権の様子

 区役所企画調整係　  540-2230　  540-2209

英国事前キャンプに向けて、慶應義塾
大学の学生に寄稿いただきます。

　東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおいて、区内にあ
る慶應義塾大学日吉キャンパスは、英国代表チームの事前
キャンプ地となります。
　区民の皆さんが大会をより身近に楽しめるように、慶應義
塾大学でサポートを行う学生プロジェクト「KEIO 2020 project」
が情報を届けます。

英国代表チームがやって
来る！

英国代表チーム
応援WEBサイト

「GO GB 2020」
も更新中！

KEIO 2020 project

2020年港北区に港北区に

第 回
プロジェクト

6

実感！海外選手を応援する楽しさ

　競技を知り、他国の選手も応援すると、世界中の選手から元気をもらえます。
本プロジェクトのツイッター(@KEIO2020project)などの
SNSで、英国選手の紹介やイベント情報を発信しています。
選手や競技を知り、もっと競技観戦を楽しみましょう。

ツイッターはこちら→

 区役所学校連携・こども担当　  540-2212   540-2426

伝統をつなぐ体育祭
　開校70周年を迎える大綱中学校
の体育祭が、秋晴れの下で開催さ
れました。応援団の声援を受けなが
ら一人ひとりが全力を尽くす姿に、
中学生のたくましさと清々しさを感
じました。

大綱中学校

 区役所運営企画係　  540-2338　  540-2368

　11月29日、区民生委員・児童委
員、主任児童委員の委嘱式を港北
公会堂で行いました。民生委員・児
童委員は、厚生労働大臣から委嘱
された非常勤特別職の地方公務員
で任期は3年です。今回は395人が
12月１日付で委嘱されました。

　民生委員・児童委員、
　主任児童委員が委嘱されました
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副会長

区民生委員児童委員協議会

　特に3年生の女子生徒による「大綱の舞」、男子生徒による「組体操」は、
大綱中学校体育祭の伝統で、代々3年生が披露してきたものです。特別席で
観覧した1・2年生にしっかりと引き継がれ、演技を見ていた保護者・地域の

大綱の舞

組体操

委嘱式の様子

　身近な福祉の相談相手と
して相談に応じ、区役所や
地域ケアプラザ、学校、子育
て支援施設などの機関への

「つなぎ役」として活動して
います。地域の民生委員・児
童委員については区役所運
営企画係に問い合わせてく
ださい。

【作者コメント】

平成生まれのあ
きちゃんが、区内
に昔から伝わる
習わしをおばあ
ちゃんから教え
てもらう話です。
懐かしい昭和の暮らしを思い出し
て一緒に歌う紙芝居です。

作者の
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人たちに大きな感動を
与えてくれました。これか
らも大綱中学校は、引き
継がれた伝統を大切に
し、地域とともに歩み続
けていきます。


