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南区保育・教育コンシェルジュ　 341-1150　 341-1145
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□ ❶日本人は糖尿病になりにくい
□ ❷糖尿病は太っている人の病気
□ ❸糖尿病は痛くもかゆくもないから放っておいていい
□ ❹糖尿病は薬で簡単に治る

高血糖はなぜこわいの?　糖尿病は血糖値が高くなる病気です。自覚症状はほとんどありま
せんが、血管内に利用されず余った糖は血管を傷つけます。そのた
め、高血糖が続くと動脈硬化が進行し、血管が破れたり詰まったり
しやすくなり、脳卒中や心筋 塞などの命にかかわる重大な病気に
つながります。糖尿病予備群でも同様に動脈硬化は進行します。

　糖尿病は生活習慣病の1つですので、薬物治療とともに生活習慣を
見直すことが重症化予防のために大切です。ぜひ、自身の生活習慣を
見直してみましょう。

　区役所では、9月27日午後に「よくわかる糖尿病講座」を開催します。講座の詳細は広報よこはま9月号でお知らせします。
クイズの答えが気になった人もぜひご参加ください! 【クイズの答え】①～④：×、⑤～⑦：○

教えます ! 糖尿病の

南図書館　 715-7200　 715-7271

ノーベル文学賞作家の初めての短編集です。といって
も難しい話ではありません。どれも音楽を素材にした、
時に切なく、時にユーモラスな五つの物語が入ってい
ます。読後の余韻が心地よく、少しだけ夏の暑さも和
らぐかもしれません。

今月のおすすめ本

見ているだけでも涼しくなるかき氷。そのかき
氷を、自然の池を凍らせた天然氷で作っている
氷屋さん一家の丁寧な仕事を、美しい写真で
追っていきます。出来上がったかき氷たちの、
それはそれは美味しそうなこと!

夜想曲集　
音楽と夕暮れをめぐる五つの物語一般書 かき氷　天然氷をつくる児童書
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糖尿病○×クイズに挑戦しよう!

小学校入学前の子どもの預け先 どんなところが
あるのかな？

こんな時は? 預け先の種類

仕事や病気などのため
日常的に預けたい

小学校入学前に教育を受け、
集団生活に慣れさせたい
仕事や病気などのため一時的に預けたい
週1～3日だけ仕事がしたい、
自分の時間を作ってリフレッシュがしたい

子どもが病気だけど仕事を休めない

日曜や祝日に仕事や用事がある

ちょっと用事を済ませたい

遊び慣れた広場で預けたい

認可保育所、認定こども園(保育利用)

小規模保育事業、家庭的保育事業

横浜保育室

一時保育(非定型的保育、緊急保育、リフレッシュ保育)

病児保育

病後児保育

休日保育・休日の一時保育

横浜子育てサポートシステム

親と子のつどいの広場での一時預かり

乳幼児一時預かり

幼稚園(預かり保育実施園)

幼稚園

保育標準時間※ 延長保育 延長保育

延長保育 延長保育

延長保育

延長保育

延長保育 延長保育

延長
保育

延長
保育

延長
保育

延長
保育

保育短時間※

保育標準時間※

保育短時間※

保育時間 ※時間は目安です(施設により異なります)。
　また、土曜日は時間が異なります

※保育所は認定区分に応じて利用時間が異なります
※定員などにより利用できない場合があります

横浜　保育サービス 検索で詳細は

( )令和元年8月現在、南区に病児保育を行っている
保育園はありません。近隣では港南区にあります。

保育園？
幼稚園？

保護者にあった預け先や保育料のご案内をしています。
事前に電話で予約の上、お気軽にご相談ください!

どこを利用したらよいか迷ったら
育コンシェルジュジジ保育・教育コンシェルジュ
にご相談を!

血管内に糖が満パイ状態 細い血管の障害
糖尿病ならでは 糖尿病で起こりやすくなる

太い血管の障害

糖尿病
網膜症

脳卒中

歯周病

心筋 塞
糖尿病
腎症

糖尿病
神経障害 末梢動脈

疾患

血管が傷つく 動脈硬化

ウソ ホント? ?

□ ❺糖尿病になると口臭が強くなる
□ ❻糖尿病になると失明や足を切断する可能性がある
□ ❼糖尿病は認知症の発症と関係している

まっしょう
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南消防署から南消防署から古紙(その他の紙)は
資源集団回収へ!

資源化推進担当　 341-1236　 341-1240

　「古紙(その他の紙)」に分別するものが、燃やすごみの中に多く混入
しています。リサイクルできる紙は地域で実施されている「資源集団回
収」へ。朝8時までに回収場所へお出しください!

　平成30年の救急出場件数は203,768件で前年を10,356件、搬送者は
176,072人で前年を7,557人上回るなど、過去最多であった平成29年よ
り大幅な増加となりました。
　搬送者全体の48%(84,431人)は軽症者で、特に65歳以上の高齢者の
救急搬送が増加しています。

●汚れた紙　
●銀紙
●内側がアルミの紙パック　
●裏カーボン紙　　

防災担当 　341-1225　 241-1151

　毎年8月～10月頃は、台風の発生が増える時期です。風で物が飛ばさ
れ、家の窓ガラスが割れたり、隣家の車を破損させてしまうなど、各地で
さまざまな被害が起きています。台風は、ある程度、事前に備えができる

●窓ガラスは割れないように雨戸を閉めたり、　
　ガラスフィルムで補強しておく
●ベランダにある鉢植えやごみ箱、物干し竿など、
　風で飛ばされそうなものは家の中へ入れておく
●苗木やトタンなど、風で倒れそうなもの、飛ばさ
　れそうなものは固定・補強しておく
●排水溝や雨どいは掃除をし、水はけをよくして
　おく

台風に備えて確認しよう! 事前にできること

南消防署予防課　　　253-0119

救急車が記録更新!?

みなみ防災瓦版 南区マスコット
キャラクター
「みなっち」

　環境衛生係または横浜市の委託を受けた動
物病院で、次の手続きをしてください。

●犬のふんとおしっこの始末は飼い主の責任
　トイレは家で済ませましょう。散歩中のふ
　んは持ち帰り、おしっこは水で流してくだ
　さい。
●散歩のときは必ずリードを付けましょう
　公園や公共の場で犬を放さないでください。
●ほえる声が近隣の迷惑に
　なっていませんか？
　ほえる理由を探り、原因を取り
　除く工夫をしましょう。

ペットの飼い方・マナーを再確認!

環境衛生係　 341-1192　 341-1189

人間もペットも暮らしやすいまちにするため、飼い方やマナーについて再確認しましょう。

犬 猫犬を飼ったら登録と狂犬病予防注射を! 屋内飼育をしましょう

ルールとマナーを守りましょう

　屋外は事故や感染症などの危険があります。排せつやいたずらなどで
近隣へ迷惑をかけないためにも、猫は屋内で飼育しましょう。

　猫の数が急激に増えると、飼育や新しい飼い主を
探すことは容易ではありません。

※横浜市では飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を補助
　しています。制度を利用するには条件や申請の期日があります
　ので、手術を受ける前に環境衛生係までお問い合わせください

　大規模な地震などの災害発生時には、ペットと一緒に避難するこ
とも想定されます。突然起こる災害に備えましょう。
飼い主明示(鑑札、注射済票、迷子札、マイクロチップの装着)
しつけ(キャリーバッグやケージに慣らすなど)
健康管理(ワクチンの接種、ノミの予防など)
預け先の確保
避難グッズの備え
(ケージ・キャリーバッグ、ペットフード・水、トイレ用品など)

不妊去勢手術をしましょう
耳先カットは
「手術済み」の
目印です。

災害に備えていますか？

●ガラスが割れて飛散するのを防ぐため、カー
　テンやブラインドを閉めておく
●停電時に備え、懐中電灯の用意や、携帯電話、
　モバイルバッテリーなどを十分に充電しておく
●断水に備えて、浴槽に水を張るなど、生活用水
　を確保しておく
●避難に備えて、非常時持出品(貴重品など)を
　準備しておく

救急出場件数が8年連続で過去最多を更新!

※各数値は速報値のため、変わることがあります

救 急 件 数 増 加 中 !! 横浜市救急受信ガイド 検索で
救急車を呼ぶか迷ったら

パンフレット・メモ紙・シュレッダーした紙・お菓子などの紙箱・紙袋など
「新聞」「雑誌」「段ボール」「紙パック」以外のリサイクルできる紙です。

●ラップやトイレットペーパーの筒
●ティッシュやお菓子の箱
●包装紙
●レシート
●封筒

「その他の紙」とは…

「その他の紙」にはこのようなものもあります

紙袋に入れ、ひもでしばるなどして
中身が出ないようにしてください。
※紙袋がなければ半透明のビニー
　ル袋でも大丈夫です

【注意】以下の紙は燃やすごみに出してください(リサイクルに不適な紙)

その他の紙の出し方

●宅配ピザの箱　
●カップ麺や、アイスの紙製容器
●洗剤の紙製容器

特に高齢者は熱中症に注意が必要です
●室内温度は28℃を超えないようにしましょう
●のどが渇く前に水分補給をしましょう
●エアコンだけではなく、扇風機や
　濡れタオルなども活用しましょう

高齢者の
救急搬送が
増えています!

　昨年、横浜市では1,711人が熱中症で搬送さ
れ、約4割が高齢者でした。
　そのうち6割が室内で発症しています。高齢
になると症状が重くなる傾向がありました。

救急車の適正利用に協力をお願いします。

雨戸

雨どい

窓ガラス

家の中の対策

災害です。台風による被害を少しでも抑えるために、最新の台風情報な
どの気象情報を確認し、早めの対策を心がけましょう。

風で倒れそうなもの

ベランダ

の対策
割れないよう
家の外 の対策の家の中

狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付
を受けてください。

飼い始めたときに1回

毎年1回
犬の登録をして鑑札の交付を受けてください。

緑
区

み
ど
り

☎
090-0000

☎
045-0000

首輪に付けてね!

愛犬のしつけ方に
ついて学べます。

●どうしてほえるの?
●トイレがうまくできない…
●甘がみしてしまう…

詳細は10ページへ

愛 す る ペ ッ ト が

こんなお悩み
ありませんか?



私の「これから」を考える

みなみの終活入門塾を開催します！
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

テーマ開催日時

9月24日（火） 
14時~16時

10月8日（火） 
14時~16時

11月19日（火） 
14時~16時

12月10日（火） 
14時~16時

2年1月21日（火） 
14時~16時

区役所１階

大岡地区センター

区役所１階

大岡地区センター

区役所１階

私らしい終活を考える
～エンディングノートを書いてみましょう～

知ってあんしん！ 介護のい・ろ・は
～介護予防から施設選びまで～

成年後見制度とは
～気になる疑問をまるっと解説～

「あとに残したいもの」
～相続・遺言、今からできる物と心の整理～

終末期の医療
～最期の時まで自分らしく～

会場

まずは、こんなことから考えてみませんか。

たくさんの希望を思い描くだけでは、他の人
があなたの希望を知ることができません。その
ため、どこかに書き記すという作業がとても大
切です。
南区版エンディングノートでは、項目ごとに自
分自身の希望を該当する欄にチェックし、書き
込めるようになっています。
このエンディングノートを書くことで、自分自身
の希望をまとめ、家族や友人など大切な人と
共有するきっかけとして、ぜひご活用ください。

区役所高齢・障害支援課（２階23番窓口）や各地域包括支援センターでお配りしています。

高齢者の皆さんが住み慣
れた地域でいつまでも暮らし
続けられるよう、さまざまな相
談に応じています。

区内地域包括支援センター社会福祉士の皆さん

地域包括
支援センターでは浦舟地域包括支援センター

☎261-3315　　浦舟町3-46
大岡地域包括支援センター
☎711-8581　　大岡1-14-1
清水ケ丘地域包括支援センター
☎253-0071　　清水ケ丘49
永田地域包括支援センター
☎711-8612　　永田南2-16-31

六ツ川地域包括支援センター
☎716-0680　　六ツ川2-3-211
中村地域包括支援センター
☎260-5100　　中村町2-120-3
睦地域包括支援センター
☎730-5080　　睦町1-31-1
白朋苑
☎742-0866　　大岡5-13-15

みなみの終活入門塾を開催します！

もしもの時…は明日来るかもしれません。

エンディングノートを活用してみましょう。

エンディングノートはどこでもらえるの？

地域で知りたい人、作っている人増えています!
区役所高齢・障害支援課や地域包括支援センターでは、地域のグループ

を対象にした説明会も行っています。

他にも終活講座を紹介しています。
詳細は10ページにて

あなただけのエンディングノートを作りませんか
　長生きが当たり前となった現代。南区では、大切な思いやご自身のことを振り返ることで、

「これからの人生を自分らしく豊かに暮らしていただきたい」との思いから、
エンディングノートを作成しました。

8月13日から電話またはFAXで高齢者支援担当　 341-1139　 341-1144　

 高齢者支援担当　 341-1139　 341-1144

エンデ
ィング

ノート
を

書いて
みよう

！

参加者の皆さんに
お渡しします！
●南区版
　エンディングノート
●ポケットファイル
●ボールペン

対象：区内在住者、70人(先着順）

中村地区サロン「花もよう」での勉強会に参加された皆さん
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