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場所
港北区役所 3階 ３号会議室 日吉地区センター 別館 会議室 トレッサ横浜 南棟2階 グルメブリッジ

大豆戸町26-1
大倉山駅（東急東横線）から徒歩8分

日吉本町1-11-13
日吉駅（東急線・市営地下鉄）から徒歩10分

師岡町700
トレッサ横浜バス停（市営・臨港）から徒歩0分

投票期間 8月9日(月・休)～21日(土) 8時30分～20時 8月9日(月・休)～14日(土) 9時30分～20時 8月15日(日)～21日(土) 10時～20時

地図

 区選挙管理委員会(統計選挙係)　  540-2213～2215　  540-2209

 健康づくり係　  540-2362　  540-2368

8月22日(日)は8月22日(日)は
横浜市長選挙の投票日です!横浜市長選挙の投票日です!

　6 月 7 日、交通局港北営業所が、
小机幼稚園にて交通安全教室を
実施しました。
　子どもたちはバスの乗り方や横
断歩道の渡り方、バスの陰から飛

交通安全教室
バスや地下鉄に乗って学ぼう!

 交通局港北営業所
 545-1804　  545-1805

区こども家庭支援課区こども家庭支援課
一部窓口移転のお知らせ一部窓口移転のお知らせ

こども家庭支援課の保育担当と学校連携・こども担当の窓口が
1階から3階へ移転しました。来庁の際は、お間違えのないよう
ご注意ください。

び出さないこと等を学び、ミニバスに乗って運転手気分を味わっ
ていました。地下鉄コーナーでは、本物そっくりの券売機で切符を
購入し、楽しそうにミニ地下鉄に乗っていました。
　港北営業所では、学校等の団体向けに交通安全教室を実施し
ています。詳細は港北営業所まで問い合わせてください。

保育担当  540-2280

 540-2426学校連携・こども担当
 ・放課後キッズクラブ  540-2212
 ・放課後児童クラブ(学童)  540-2442

※電話番号、ファクス番号に変更はありません

  今年のがん検診はもう受けましたか  今年のがん検診はもう受けましたか 毎年9月は「がん征圧月間」です。がんは自覚症状が現れ
にくいため、定期的に検診を受けることが大切です。

詳細はこちらA. 定期的に検診を受けることが、がんの早期発見につながります。国内で新たに
がんと診断される人は毎年約100万人います。そのうち4〜6人に1人が、検診
等をきっかけにがんが発見されています*。

　　　　  ＊厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」(2018年)

A. 実施医療機関は、市ウェブサイトで確認できます。
実施医療機関では3密を避ける等、新型コロナウイルス感染症対策を十分に
行っています。心配な人は、かかりつけ医や受診する医療機関と相談しましょう。

  横浜市がん検診      検索

 「投票のご案内」を世帯ごとに1つの封筒に同封して郵送します
 「投票のご案内」を持参すると受付が早くなります(なくても投票できます)
 投票所に来るときは、自分の「投票のご案内」を持参して

　ください

投票日に投票に行けない場合に利用してください。● 期日前投票 ● 

◆ 出張先や旅行先、入院先等(指定された
施設)で不在者投票ができます

◆ 身体に重度の障害のある人や要介護5で
「郵便等投票証明書」を持っている人、自

宅や宿泊施設で療養している新型コロナ
ウイルス感染症の患者等は、郵便による
不在者投票ができます

◆ 詳細は区選挙管理委員会に問い合わせ
てください

● 不在者投票 ● 

期日前投票所
開設期間

8月9日(月・休)～14日(土) 8月15日(日)～21日(土)
港北区役所港北区役所　　　　　　　

日吉地区センター日吉地区センター トレッサ横浜トレッサ横浜

2017年横浜市長選挙
期日前投票者数（区内） 

投票日が近づくにつれて
投票する人が増えます。
密を避けるために、早め
に投票をお願いします。
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◆ 期日前投票所ごとに投票期間・時間が異なりますので注意してください
◆ 期日前投票を行うには、請求書(兼宣誓書)の提出が必要です(その場で記入もできます)
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選挙当日の投票時間　7時～20時
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歩き方のポイントや区内を巡るコースの紹介等、ウオーキングに役立つ情報
が載っています。

　　

　KEIO 2020 projectは、事前キャン
プが行われるにあたり、「英国選手
団を一番に支えるチームでありた
い」という強い想いを胸に、英国選
手を応援する動画を制作しました。
撮影には地域の皆さんにも参加し
ていただき、苦境の中でも前を向
いて進み続ける選手への応援メッ
セージを集めました。
　応援動画はKEIO 2020 projectの
公式ウェブサイトやSNS等で公開し
ています。ぜひご覧ください!

 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
応援ウェブサイト

「GO GB 2020」
も更新中！

KEIO 2020 project

2021年 港北区に港北区に

第10回
プロジェクトけいおう

みんなの想いを動画に乗せてみんなの想いを動画に乗せて
英国へ届け！英国へ届け！

動画制作もオンラインで

KEIO 2020 project
公式ウェブサイト

 資源化推進担当　  540-2244　  540-2245

荒天時の荒天時の
ごみと資源物についてのお願いごみと資源物についてのお願い

　台風や豪雨等の荒天時は、道路状況や安全確保のため、ごみと資源物の収集
が遅れる場合や、収集できない場合があります。その際は、市ウェブサイトや横
浜環境情報のツイッターアカウントで
お知らせします。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解
くださいますようお願いします。

市ウェブサイト
(ごみ・リサイクル)

横浜環境情報の
ツイッター

  横浜市 ごみリサイクル      検索

 (公財)大倉精神文化研究所附属図書館　  834-6636　  542-0051

「やさしく読める心の本コ「やさしく読める心の本コーーナナーー」」
ががオープン！オープン！ 　  　 

　大倉精神文化研究所附
ふ

属図書館は、誰でも
無料で利用できる私立図書館です。創立者 大

お お

倉
く ら

邦
く に

彦
ひ こ

は、誰もが心豊かに生き、日本や世界
の文化が発展することを願い、研究所や附属
図書館を設けました。また、幼児教育にも力
を注ぎ、自身が経営する幼稚園にも図書コー
ナーを創りました。
　その精神を継承し、大倉邦彦没後50年にあたる今年、
子どもたちが道徳や哲学等について学べる「やさしく読
める心の本コーナー」を附属図書館内に開設しました。
　夏休みに緑豊かな大倉山公園で森林浴をしつつ、附
属図書館にも足を延ばしてみませんか。

ウェブサイトは
こちら

大倉山記念館内
9時30分～16時30分
日・月曜、祝日、年末年始
10冊まで(2週間)

開館時間
休館日
貸 出

◆ 図書・漫画・絵本
　道徳・哲学・宗教・歴史・文学(計約400冊)
◆ 紙芝居
　地域の昔話、心に関するもの(計約60点)

コーナーの蔵書

　犯人が金融機関や公共機関の職
員を装って被害者宅を訪問し、キャッ
シュカード等をすり替えて盗み取る
詐欺が区内で多く発生しています。

特殊詐欺に注意!特殊詐欺に注意!

 地域活動係　  540-2234　  540-2245

横浜GRITS公式マスコット
グルーガ

ⓒYOKOHAMA GRITSⓒGRITS TOPAZ

GRITS TOPAZ

森
も り

咲
さ

季
き

さん

 健康づくり係　  540-2362　  540-2368

歩こうこうほく歩こうこうほく

雨の日でも楽しめる
ウオーキングマップを発行!

　幅広い年代の人が、雨の日でも楽しくウオーキ
ングができるよう思いを込めて、新たなウオーキ
ングマップ『雨の日でも歩こう港北！ ショッピ
ングモールで健康ウォーキング！ 』を発行しま
した。
　ウオーキングの知識やトレッサ横浜フロア
マップ、健康情報等、充実した内容となってい
ます。港北区ウォーキング手帳や、よこはま
ウォーキングポイントと併せて活用できます。

◆ トレッサ横浜インフォメーション
　(北棟2階・南棟1階 )
◆ 健康づくり係 (区役所3階37番窓口)

配布場所

※公開時期や方法は、
　予告なく変更する場合があります

台風や豪雨等

場 所

荒天時は、強風により転倒した
り、排出された資源物・ごみが飛
ばされたりする危険があります。
自宅での保管をお願いします。

　怪しい電話や訪問があった
ら、すぐに行動せず必ず身の
回りの人に相談してください。
危険は身の回りに潜んでいま
す。「自分は大丈夫」と思わない
で、日頃から気を付けて犯罪か
ら身を守りましょう。

港北区ウォーキング手帳

◆ 健康づくり係　◆ 区内の地域ケアプラザ
◆ 港北スポーツセンター(大豆戸町518 -1)

配布場所

大倉精神文化研究所からのお知らせ

「ヨコハマ3
ス リ ム

R夢!」
マスコット イーオ へら星人 ミーオ

詳細はこちら

スマートフォン用歩数計アプリを使って、気軽に楽しく
健康づくりに取り組みましょう。


