
　 原則 毎月第2金曜・第4火曜14時～17時（事前予約制/相談時間50分）
　 区役所本館2階25番窓口　　15歳～39歳で市内在住の人とその家族
　 こども家庭支援課（　 894-3790）で電話受付

【がん検診、各種健康相談等の開催状況について】健康づくり係　　894-6964
【女性の健康相談について】こども家庭支援担当　　894-8049
【乳幼児健診について】こども家庭係　　894-8410
各種相談・健診等の開催状況については区ホームページ
にも掲載しています。

特集は6・7ページへ

６月は食育月間 しっかり食べて健康長寿！

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

こども青少年局青少年相談センター　　260-6614

　区役所では、必要な栄養が取れているかを点検できる「10食品群・
食事様式チャレンジシート」を活用した食育講座を行っています。今
までの食生活を見直すチャンス！ぜひ団体でお申し込みください。

区役所で相談できます
ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談
　「外出することに不安を感じる」、「社会に出るために何をすればいいのかわからな
い」など、ひきこもり等の困難を抱える若者やその保護者を対象に、専門の相談員が区
役所に出向いて相談をお受けします。

シニアのための食育講座
　 講座開催は10月～3月予定（団体と調整して決定します）
　 15人以上の団体　　区役所管理栄養士
　 【1回目】（30分程度）
　 ●お話「シニアに必要な栄養とは」
　 ●食生活の点検
　 【2回目】（15分程度）
　 ●お話「実践してみていかがでしたか」
　 ●情報交換
　 7月31日（金）までに電話受付 ▲10食品群・食事様式チャレンジシート

健康づくり係　　894-6964　　895-1759

❶小松菜とにらをよく洗う。(内側の泥もしっかり落とす)
❷ラップでふんわり包み、レンジ600ｗで2分加熱する
　※機種によって加熱時間の調整が必要
　※茎と葉の部分を交互に重ね、熱の通りを均一にする
❸ラップごと水にさらし、粗熱がとれたらラップを取る
❹水気をしっかり絞り、約4㎝の長さに切る
❺ごま油、しょう油を入れて和える
❻すりごまと海苔を加えてさっくり混ぜ、器に盛る

材料(4人分)

いたち川が氾濫危険水位に（平成26年10月台風18号）

作り方

小松菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1束
※キャベツやチンゲン菜など
　に代えてもおいしいです！
にら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1束
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１
しょう油・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
すりごま・・・・・・・・・・・・・・大さじ１
もみ海苔・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

小松菜のナムルレンジで簡単！
(エネルギー：53キロカロリー 塩分相当量：0.5g)

▲通常時のいたち川

今月号は、新型コロナウイルス感染拡大に伴いイベント等のお知らせ欄を縮小しています。
各種お問合せは以下の連絡先までご連絡ください。

地区センター・ケアプラザ等各施設の
イベント開催状況については、ホーム
ページ等により各施設にお問合せく
ださい。

栄区　イベント情報
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ここから栄区版（⑤～⑧ページ）です
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栄区は国際認証・セーフコミュニティの認証都市です

●コラム………………………⑤ページ
●特集「大雨や台風に備えよう」
 ………………………………⑥⑦ページ
●コラム………………………⑧ページ

栄区役所 〒247-0005 栄区桂町303-19 栄区役所ホームページ
894-8181（代表番号） 栄区役所

人口 
119,810人

世帯数
51,967 世帯

区役所の受付時間は月～金曜（祝日、12月２９日～１月３日を除く）の８時４５分～１７時です。
第２・４土曜９時～１２時も戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課で一部業務を行っています。



　昨年の大型台風は栄区にも大きな被害をもたらしました。大雨や台風で
危険を感じたら、どこに避難したらいいのか、日頃から確認しておきましょう。

●大雨や台風の時に、こんなお知らせが来たら特に
　注意しましょう！
　「避難判断水位」「氾濫危険水位」が
　「城山橋（いたち川）」
　「水神橋（いたち川）」
　「鷹匠橋（柏尾川）」に出た場合

●避難情報・勧告のお知らせが来たら注意！！
　危険を感じたら避難しましょう！
　「避難準備・高齢者等避難開始」
　「避難勧告」が栄区に出た場合
　（例）栄区　◯◯町の一部　など

地震が起きたときと同じ避難所に行けばいいですか？
必ずしも一緒ではありません。栄区避難所マップ（風水害編）で、
お住まいに近い避難所を確認しておきましょう。実際に大雨や台
風が来たときは、区ホームページなどで避難所の開設状況を確認
できます。

避難所には車で行ってもいいですか？
徒歩で避難してください。ただし、障害のある方、高齢者・乳幼児
等を車で送迎することは可能です。送迎後の車は、近隣の民間駐
車場や自宅などに駐車してください。

避難所に持っていくものはありますか？
食糧や水、毛布など必要なものを持参してください。避難所にあ
る場合もありますが、十分な量を用意できない可能性がありま
す。また、常備薬など個別に必要なものを持参してください。

崖崩れの危険を感じたときはどうすればいいですか？
近くの頑丈な建物に避難するか、屋外に出るとかえって危険な場合
は、できるだけ崖から離れた側の高い階に退避しましょう。
特に崖地の近くにお住まいの方は、日頃から栄区防災マップや避難
所マップを見て、速やかに避難ができるように準備しておきましょう。

●崖地防災・減災対策工事助成金制度
土地所有者等が行う崖崩れによる災害を未然に防ぐための工事や、
崖崩れ発生後の復旧工事で、費用の一部を助成できる場合があ
ります。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

その他、状況に応じて指定緊急避難場所（区内小・中学校）や地区センター
などの公共施設、地域が運営する避難所が開設される場合があります。

河川氾濫の
危険が・・・
どこに避難
したらいい？

危険を感じたら早めに避難！

栄区避難所マップ（風水害編）で確認しよう！

情報収集ツールを登録しておこう！

避難行動を普段からイメージしておこう！

ステップ1

ステップ2

ステップ3

水害

浸水想定
区域に

あなたの住んでいる場所は・・・

横浜市防災情報Ｅメール

①浸水する水の深さは？
（　　　　）ｍ

②どこへ避難しますか？　
（　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）
⇒避難経路を確認しましょう。また、経路に浸水・土砂災害の危険があるところがないか、確認しておきましょう。

③避難先までの移動時間（　　　　分）
⇒マップで確認したら実際に経路を歩いてみましょう！

土砂
災害

①土砂災害の危険は？
（ ある ・ なし ）

〈避難所〉
河川に対する避難情報に応じて開設：A B C
土砂に対する避難情報に応じて開設：A D E F

（広報よこはま用に一部編集しています）

浸水想定を色で示しています

すでに浸水が始まっている場合

いる

いない

栄区
Twitter

Yahoo!
防災情報

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

＜自宅を守るための崖地対策＞

＜区内で開設する避難所（原則）＞

建築局建築防災課　　671-2948　　663-3255　

風水害時の避難所Ｑ＆A

など

警戒
レベル

5

4

3

2

1

災害の発生情報

避難場所や経路を再確認

最新の気象情報に注意する

速やかな立ち退き避難や屋内退避
など直ちに命を守る行動をとる

命を守るために最善の行動をとる

高齢者らは避難避難準備・高齢者等
避難開始

避難勧告、避難指示

数日中に警報級の
大雨が降るとの予報

注意報

高
い

低
い

危
険
度

登録した方に、地震、気象警報、注意報、河川水位、緊急のお知らせなどを送信します。

避難情報・勧告発令！

浸水の危険が低ければまずは自宅待機

避難所の開設情報をチェックしましょう

無理に移動せず、
浸水していない近くの高いところへ！

区ホームページにも
掲載しています

例えば、こんな
メールが届きます

外出は控え、気象情報に注意。浸水想定区域外にいる
方も危険を感じたら避難してください！

行政が出す避難・
防災情報 住民に求める行動

河川に対する警戒レベルがレベル３以上で開設
A笠間小学校    B千秀センター

河川に対する警戒レベルがレベル4以上で開設
ABに加えてC飯島中学校

あなたの
身近な場所は
大丈夫？

横浜市河川水位情報
【発表時刻】
12日12時55分
以下の観測地点で河川の水位が
避難判断水位 を超えました。

【水神橋（いたち川）】
2.03m↑（上昇中）
以下の観測地点で河川の水位が
水防団待機水位を超えました。

【鷹匠橋（柏尾川）】
2.61m↑（上昇中）

【防災情報トップへ】
http://www.bousai-mail.jp/
yokohama/s/

横浜市河川水位情報（例）

避難所の開設状況は、区ホームページや防災情報Ｅメール、Twitterで確認できます

令和２年版をご家庭に配布中

上の地図で確認

▲市ホームページ
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【特集に関する問合せ】
防災担当　　894-8311　　895-2260特 

集

広告広告



栄区民芸術祭2020 参加者（出品・出演）募集 〈主催：栄区文化協会、共催：栄区役所〉

生涯学習支援係　　894-8395　　894-3099

資源化推進担当　　894-8576　　894-3099

生活衛生係　　894-6967　　895-1759
sa-eisei@city.yokohama.jp

　文化・芸術の“秋の祭典”です。皆さんの参加をお待ちしています。
　 区内在住・在勤・在学の個人、区内で活動するグループのメンバー　　応募先は下表参照。6月30日（火）必着 ※抽選

「わんわんマナーアップ&パトロール」
隊員大募集！

申込開始
６月10日（水）9時から
定員
100人（先着）
申込資格
①区内在住で飼い犬の登録と狂犬病予防接種をしていること
②必ずリードを付けて、フンを持ち帰るなどのマナーを守ってお散歩すること
③２世帯以上の団体であること（お散歩は別々で結構です）
④区役所が依頼するアンケート調査に協力すること

　栄区でワンちゃんを飼われている皆さん、ワンちゃん
と一緒に他の飼い主さんへマナーアップの啓発と地域
の見守り活動を始めませんか？

パトロールの内容
お渡しするパトロールグッズ（無料）を身に着けて、いつものコースをお散歩
していただきます。パトロール中にウンチ袋を持たずにお散歩している飼い
主さんを見かけたら、啓発物品を渡してマナーアップの啓発をお願いします。

　「初期消火器具」とは、地域の皆さんで火が広が
るのを抑えるための道具です。取扱方法は、地域
の防災訓練などで体験することができます。防災
訓練に参加して、防災力を高めましょう。
　消防局では、「初期消火器具」を設置する自治会・
町内会に対して、設置費用の2/3（上限20万円）
の補助を行っています。申請は８月末までです。
詳細は栄消防署までご連絡ください。
※補助金の交付には条件があります。

申込方法
生活衛生係（区役所新館３階302番窓口）で配布している申込用紙に必要
事項を書いて、郵送・FAX・メールか直接生活衛生係へ
※申込用紙は区ホームページからダウンロード可。

　6月は気温が上昇し、樹木の枝や葉が生い茂るため、枝や葉をせん定する人が多い季節です。少量の
せん定枝や葉、刈り草などは、次のようにごみ出ししましょう。

華道
園芸（盆栽、山野草、こけ玉）
写真・陶芸
書道・篆刻
園芸（菊花）
和装（着付け）
美術（絵画）
手工芸
合唱団体演奏（4人以上）
器楽（吹奏楽含む）団体演奏
（4人以上）

クラシック音楽の個人演奏

シャンソン等の個人演奏
三曲・長唄・謡曲・琵琶・邦楽器全般

合唱の祭典①②

器楽の祭典①②

素敵なすてきな
クラシックコンサート
シャンソンの夕べ

　 各500円
　 6月1日（月）から「募
集要項（申込書）」を生
涯学習支援係（区役所
本館4階47番窓口）、さ
かえ区民活動センター、
区内地区センター・コ
ミュニティハウスで配布

10月14日（水）～17日（土）
10月15日（木）～17日（土）
10月18日（日）～22日（木）
10月23日（金）～27日（火）
10月28日（水）～11月9日（月）

11月2日（月）
11月4日（水）～8日（日）
11月10日（火）～14日（土）

①10月24日（土）②10月25日（日）
①11月7日（土）
②11月8日（日）

11月14日（土）昼

11月14日（土）夜
11月 3日（火・祝）

栄区民文化センターリリス

栄スポーツセンター前
栄公会堂

栄区民文化センターリリス

栄公会堂
栄区民文化センターリリス
栄公会堂

栄区民文化センターリリス

栄区華道協会
栄区園芸協会
フォトＳＡＫＡＥ
栄区書道協会
栄菊花会
栄区和装協会
栄区美術連盟
手工芸・ＳＡＫＡＥ
栄区音楽協会

栄区音楽協会

栄区音楽協会

栄区邦楽協会

高橋
植松
野仲
柳田
神田
野仲
山田
横須賀
近藤

高橋

瀬畑

角田

891-7226
410-8523
892-6807
892-7173
894-0984
892-6807
895-5706
891-0873
891-4084

894-6443

894-8964

891-4636

作品展

秋の
音楽祭
（注）

さかえ邦楽の集い

催し 募集内容 開催日 開催場所 問合せ・応募先

（注）秋の音楽祭…参加費については、「問合せ・応募先」にご確認ください。

栄消防署予防課　　・    892-0119

　横浜市では、大地震によ
る火災により、77,700棟
が焼失、1,550人の死者
がでると想定しています。
地震による火災の同時多
発や、道路が塞がれ通行不
能になり消防車両の到着
が遅れたりすることで、火

災の拡大が予想されているためです。そこで、横浜市では各地域への「初
期消火器具」の普及を推進しています。

▲可搬式初期消火器具

▲阪神淡路大震災による火災:阿部勝征氏提供
出典：地震調査研究推進本部ウェブサイト(https://www.jishin.go.jp/)

自らの手で守る

枝をごみ出しする場合は… 葉・草をごみ出しする場合は…

減量し、
ごみ出しが楽に！
減量し、
ごみ出しが楽に！50cm未満にしてひもで束ねる

①ごみ袋の口を閉じないで
2～3日放置し乾燥させる ②集積場所に出す

せん定枝・刈り草の
ごみ出しのポイント
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編集・発行
広報相談係
　 894-8335
　 894-9127

エフエム戸塚
８３．７ＭＨｚで「栄区インフォメーション」などを放送中！
（第２金曜12時15分～12時30分は生放送）アプリからも聴けます

Twitter
区政情報のほかに、災害時などの
緊急時にも情報をお届けします。


	_2006_sakae_p5
	_2006_sakae_p6-7
	_2006_sakae_p8

