
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など   横浜市コールセンター
664 -2828
callcenter@city.yokohama.jp

毎日8時～21時
に こ に こ

　朝、少し大きすぎるランドセルを背に、元気に登校している新小学一年生たち。
まだ慣れない通学路を通う子どもたちに声をかけ、事故などにあわないように見守
りを続けてくださる地域の皆様のおかげで、子どもたちが安心して通学をすること
ができます。

　その他にも、横浜には地域の暮らしを支える活動をされている方々がたくさんいらっしゃいます。防犯パ
トロールや清掃・美化活動、防災訓練や交通安全教室、赤ちゃんが生まれたご家庭や高齢者世帯への訪問、そし
て夏まつり。子どもから高齢者まで誰もが気軽に来られるコミュニティカフェを運営している地域もあります。
一年を通した地域の皆様の活動で、コミュニティの輪が広がり、安全・安心なまちづくりが進んでいます。
　おかげさまで、横浜市における空き巣や自転車の盗難などの刑法犯の認知件数は、ピークだった平成16年
に比べて、4分の1以下にまで減少しています。先日は、消費生活推進員の皆様にお会いし、振り込め詐欺防止
のための寸劇をご披露いただきました。詐欺の手口が巧妙化し、被害が増加傾向にある中、工夫をこらしたわ
かりやすい啓発活動が防犯意識の高まりにつながっていることを心強く思いました。
　地域を愛し、ご近所同士の絆を大切にする地道な取組が、私たちが安心して暮らせる毎日につながってい
ます。これからも、こうした皆様の活動をしっかりお支えし、安全・安心な横浜をご一緒につくりあげていき
たいと思います。

安全・安心なまちづくり

人　口
世帯数

3,738,419人
1,692,222世帯

※紙面中、特に記載がない場合、市
外局番は「045」です。
※収集した個人情報や意見は「横
浜市個人情報の保護に関する条
例」に従い、目的の範囲内で適正
に管理・利用します。

（2019年3月1日現在）

ホームページから広報よこはま市版・各区版を閲覧できます。 広報よこはま 検 索

市政へのご提案は、「市民からの提案」と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号を書いて区役所へ。

みんなが安心して暮らせるまち
～助け合い、支え合う自治会町内会～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、2ページへ
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【自治会町内会活動に関する問合せは】市民局地域活動推進課へ　　 671-2317　　 664-0734
【防犯に関する問合せは】市民局地域防犯支援課へ　　 671-3705　　 664-0734

みんなが安心して暮らせるまち
助け合い、支え合う自治会町内会 　シニアボランティアポイントは、介護施設や地域ケアプラ

ザなどの対象施設でボランティアを行うとポイントがたま
り、ポイントに応じて寄附・換金ができる仕組みです。健康
づくりや生きがいづくりなど、活動する目的は人それぞれ。
あなたも活動を始めてみませんか。

【この記事に関する問合せは】健康福祉局介護保険課へ　　 671-4252　　 681-7789よこはまシニアボランティアポイント 検 索

よこはまシニア通信 よこはま
健康ファミリィ
キャラクター ワタシ ジィジ バァバヘルスィママパパ

よこはまシニアボランティア
ポイントに参加しませんか？

デイサービスでの手伝いは、お茶出しやレクリエーションの手伝
いなど多岐にわたり、ふれあいを楽しみながら活動しています。

簡単な工作やリトミック※など、子どもや保護者たちと交流しなが
らさまざまな遊びをしています。

介護施設などで得意な楽器の演奏を行い、利用者に音楽を楽しん
でもらう活動です。

将棋を教えたり、対戦相手になったりと、自身も楽しみながら活動
しています。

デイサービスの手伝い リトミック

ウクレレの演奏 将棋

65歳に
なったら

　ボランティアの対象施設は、
介護施設や地域ケアプラザ、子
育て支援拠点、病院や障害者支
援拠点など560か所を超えてい
ます。3月から「横浜市介護予防・
生活支援サービス補助事業※」
として地域の人が行っている活
動も順次対象としています。
　現在、約19,000人がシニアボ
ランティアに登録しています。
まずは、興味のある活動から始
めてみませんか？

ボランティア登録研修会に
参加・登録する

対象施設の中から活動したい
施設を選び、申し込む

活動してポイントをためる
（1日30分以上の活動で200ポイント）

ためたポイントを寄附・換金
する（年間8,000ポイントまで）

よこはまシニアボランティア
ポイントの仕組み 登録研修会へまずは

　制度の仕組み、活動の注意点、活動場所の選び方
などを説明します。

いずれも13時開始　※事前申込みが必要です。

4月16日（火）／旭公会堂
4月25日（木）／青葉公会堂
5月14日（火）／開港記念会館
5月22日（水）／鶴見公会堂
5月30日（木）／中川地区センター（泉区）
6月  5日（水）／緑区役所
6月19日（水）／金沢区役所
6月27日（木）／瀬谷公会堂
7月  5日（金）／開港記念会館
7月30日（火）／港南区役所 イメージキャラクター

健康ほうし君

浅間台地域ケアプラザ（西区） 霧が丘地域ケアプラザ（緑区）

日限山地域ケアプラザ（港南区） 東永谷地域ケアプラザ（港南区）

　自治会町内会は、住民の皆さんが安心して快
適な毎日を過ごせるように、地域のさまざまな
団体と連携し、幅広い活動に取り組んでいます。

子育て
　子育てサロンや子ども会の活動を通じて、地域ぐる
みで子育て支援を
行っています。子
育てを応援してく
れる地域の皆さん
とつながることが
できます。

防犯
　放火や空き巣、ひったくりなどの犯
罪を防ぐためにはその地域を見守る
「目」が重要です。子どもの通学時の
見守りや防犯パトロールなどを行い、
安全・安心なまちを守っています。

清掃・美化
　公園など地域の施設を快適に利用できるよう清掃や
草取りなど維持・管理に協力したり、歩道など公共の場
に花を植え、まちの美化をすすめています。また、ごみ
集積所の管理を
行い、きれいで
住みよいまちづ
くりに取り組ん
でいます。

防災
　災害用の備蓄や防災訓練の
実施など、緊急時に地域で助
け合えるよう備えています。
　災害が起きたとき、家族み
んなが家にいるとは限りませ
ん。いざというときこそ、地
域のつながりが力を発揮しま
す。

高齢者の見守り
　一人暮らしの高齢者の見守りを行い、日頃から関係づ
くりに取り組んでいま
す。また、ウォーキン
グなど地域の皆さんが
交流しながら楽しく健
康づくりに取り組むこ
とができる場を提供し
ています。

見守り活動や防犯パトロールに力を入れている
自治会町内会にインタビュー！
　登下校時の見守りを通じて、大人とのあいさ
つの習慣が身に付く子どもたち。準備する人、
参加する人の気持ちが一つになって盛り上がる
祭り。日頃の活動を通じて、子どもから大人ま
で、顔の見える関係がつくられてきました。認
知症の人、一人暮らしの高齢者に対して気配り
をする人が増え、安心して住み続けられる団地
になってきたと感じています。
　また、地域の安全を守ることも自治会町内会
の大切な活動と考えています。
　子どもたちの登下校を見守る活動、夜間パト
ロールなど、防犯活動は多岐にわたります。最
近では、元号が変わることを口実としてキャッ
シュカードをだまし取る手口の詐欺などが増え

ていると聞いています。実際に、私たちの周り
でも振り込め詐欺の被害に遭われた方がいま
す。自治会町内会では回覧や声掛けなどで注
意を促しています。
　自治会町内会の活動とは、そこに住む皆さん
が安心して楽しく暮らせるように地域をつ
くっていくことだと思っています。

もっと住みよいまちにするために、まずはできることから始めてみませんか。
自治会町内会への加入に関する問合せは居住区の地域振興課へ。

永田みなみ台
連合自治会(南区)会長

常木  敬司さん

子育てに悩みはありませんか？ 近くに頼れる
人はいますか？

安全・安心なまちを
守るために

みんなで助け合うために きれいで住みよい
まちにするために

青　葉　区
都　筑　区
戸　塚　区
栄　　　区
泉　　　区
瀬　谷　区

978-2291
948-2231
866-8411
894-8391
800-2391
367-5691

区 電話区 電話 区 電話

鶴　見　区
神 奈 川 区
西　　　区
中　　　区
南　　　区
港　南　区

510-1687
411-7087
320-8389
224-8131
341-1235
847-8391

保土ケ谷区
旭　　　区
磯　子　区
金　沢　区
港　北　区
緑　　　区

334-6302
954-6091
750-2391
788-7801
540-2234
930-2232

※音楽を通して子どもの能力発達を行う教育のこと。

ひぎりやま

［申込み］ 事務局　　 671-0296　　 671-0295

※ボランティアなどの地域の住民が主体となり、
要支援者などに対して体操教室や交流サロン、
訪問や配食、見守りなどを実施する事業です。

平成28・29年度の2年間、昼夜の防犯パトロー
ルや子どもの見守り活動、振り込め詐欺をは
じめとした防犯教室の開催など積極的に活
動。また、警察と連携したパトロールを行い、
地域住民の防犯意識の向上や犯罪発生件数の
減少に多大な貢献をしたことから平成30年度
に市防犯協会連合会防犯功労者表彰を受賞。

つねき　　　 けいじ

̶̶ 横浜市・神奈川県警からのお知らせ ̶̶
振り込め詐欺の被害に遭わないためには留守番電話に設定しておくことが有効です。不審な電話を取ってしまったら警察（110番）へ

※活動内容は、自治会町内会により異なります。
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　8月28日（水）～30日（金）、横浜で「第7回アフリカ開発会議
（TICAD7）」が開催されます。開催に向けて、市内各所でアフ
リカを感じる楽しいイベントを多数開催します。 

～今年の夏、TICADが横浜に帰ってきます～

2019年の横浜は
アフリカがいっぱいです！

【この記事に関する問合せは】国際局国際連携課へ　　 671-3813　　 664-7145

～みんなで育む  みどり豊かな美しい街  横浜～

第3期 横浜みどりアップ計画がスタート

【「横浜みどりアップ計画」全体に関する問合せは】環境創造局政策課へ　　 671-4214　　 641-3490
【「横浜みどりアップ計画」の各事業に関する問合せは】環境創造局みどりアップ推進課へ　　 671-2712　　 224-6627

横浜市役所は2020年に関内から北仲通りへ移転します

　横浜みどり税を活用し進めている横浜みどりアップ計画。平成21年度からスタートし、平成31年度か
らは第3期である「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」がスタートしました。緑豊かな環境を将来に残す
ため、市民の皆さんと一緒に緑を守り、つくり、育てていきます。

　2017年８月から建設を始めた新市庁舎
は、2020年６月末の供用開始を目指して
工事を進めています。
　完成後は、みなとみらい線「馬車道駅」直結
となるほか、JR「桜木町駅」からは、新たにで
きる人道橋で新市庁舎に接続します。

【この記事に関する問合せは】総務局新市庁舎整備担当へ　　 633-3902　　 664-2501

歌って踊ろう！小中高生によるアフリカステージ開催！

アフリカ開発学生会議 in 横浜　最終セミナー

　小中高生によるアフリカとの交流についてのステージイベントや
絵画展示を行います。

開催日：5月19日（日）（絵画展示は5月18日・19日）
会　場：クイーンズスクエア横浜（西区みなとみらい2-3）

1階クイーンズサークル（ステージイベント）、2階クイーンモール（絵画展示）

　現在のアフリカが抱える課題を、大学生などが議論しTICAD7に向
け政策提言します。

開催日：5月20日（月）
会　場：パシフィコ横浜会議センター（西区みなとみらい1-1-1）

1 day for Africa 2019 体験・発見 アフリカ大陸
　アフリカの子どもの権利や福祉を考える日として制定された「アフ
リカ子どもの日」に、アフリカンダンスや手作り楽器のワークショッ
プ、ドローン体験など、アフリカやアフリカの子どもたちへの理解を
深めるイベントを開催します。

ラッピングバス「TICAD7号」運行！
　市営バスをTICAD7の公式ロゴなどでフルラッピングした
「TICAD7号」が、8月30日（金）
まで市内を走っています。

開催日：6月16日（日）
会　場：横浜赤レンガ倉庫1号館３階ホール（中区新港1-1-1）

市民とともに次世代に
つなぐ森を育む

市民が身近に
農を感じる場をつくる

市民が実感できる
緑や花をつくる 広報を行っています！

5か年の主な取組
●緑地保全制度による指定を進め、
　300haの樹林地を保全
●良好な森づくりの推進
●指定した樹林地における維持管理の支援
●森に関わるきっかけとなるイベントや
　広報を実施

5か年の主な取組
●水田の継続的な保全を支援
●さまざまな農園を開設するなど、
　農とふれあう機会を提供
●市民や企業と連携した地産地消の推進

5か年の主な取組
●地域で愛されている並木を再生
●地域緑のまちづくりや地域に根差した
　各区での取組を推進
●子どもを育む場所での緑の創出・育成を推進
●緑や花による魅力ある空間づくりを推進

計画の柱 計画の柱 計画の柱

　多くの市民の皆さんに横浜
みどりアップ計画を知っても
らうため、交通広告や動画な
ど各種メディアを活用した
PRを行っています。また、計
画の概要版
リーフレッ
トも配布し
ていますの
で、ぜひ手
に取ってく
ださい。

●移転スケジュール
　移転は、2020年4月～6月末の間で段階的に
行います。市役所を利用する皆さんに不便を
かけないよう、各週末に移転を行う予定です。
　なお、2020年7月以降、全ての市役所業務は
新市庁舎で行われます。
　移転の詳しい内容は、今後広報よこはまな
どに掲載します。

●フロア構成
　1～2階に、アトリウム（屋根付き広場）や商業施設などが入
ります。3～8階は議会、9～31階は市役所として使用します。
　アトリウムは、3階吹き抜けの大空間で誰もが気軽に集い、
親しみ、憩えるよう、さまざまなイベントに活用され、横浜ら
しいにぎわいと
魅力を創出して
いきます。
　また、商業施設
には、レストラン
やカフェ、コンビ
ニなどが入る予
定です。

アトリウム完成イメージ

2019年3月現在

2020年
4月 6月末

工事 移転 2020年6月末
供用開始予定

TICAD7横浜開催100日前イベントTICAD7横浜開催100日前イベント

※開催時間や、そのほかのイベントについては、TICAD7横浜開催ホームページを確認してください。

TICAD7　横浜 検 索

区役所や市民情報センターなどで配布中



2019（平成31）年 4 月号 13

■市職員（大学卒程度等）
詳細は受験案内（4月19日から区役
所広報相談係で配布）か で
試験日＝6月23日（日）
5月9日まで
人事委員会任用課（ 671－3347
641－2757）

■交通局バス乗務員等（正規職員）
詳細は4月9日から受験案内（区役所
広報相談係で配布）か で
試験日＝6月1日（土）
5月8日まで
交通局人事課（ 326－3833 322－
3911）

■｢成人の日｣記念行事実行委員
1999年4月2日～2000年4月1日生ま
れの人、抽選
4月19日までに で
教育委員会生涯学習文化財課（
671－3283 224－5863）

■福祉のまちづくり推進会議委員
18歳以上、選考2人。7月から2年間。
詳細は申込書（区役所広報相談係で
配布）か で
4月23日まで
健康福祉局福祉保健課（ 671－
2387 664－3622）

■横浜開港祭ボランティア
18歳以上、各選考100人。詳細は で
6月1日（土）・2日（日）
臨港パーク・その他周辺
4月30日まで
説明会　参加必須。5月9日（木）19時
か5月11日（土）10時、開港記念会館
で開催
実行委員会（ 212－5511 212－
5510）か文化観光局MICE振興課（
671－4234）

■市営住宅入居者
抽選702戸。詳細は4月8日から募集
のしおり（区役所広報相談係で配布）
で
4月19日まで
住宅供給公社（ 451－7777 451－
7769）

■図書館に最新号の雑誌等を寄贈す
るスポンサー
寄贈した企業・団体の広告を館内な
どに掲載。詳細は で
2020年3月31日まで
12月27日まで
中央図書館（ 262－7336 262－
0054）

■ヨコハマ市民まち普請事業 整備提案
地域の魅力向上や課題解決となる施
設整備に助成金を交付。詳細はチラ
シ（区役所広報相談係で配布）か で
6月7日まで
都市整備局地域まちづくり課（
671－2679 663－8641）

■横浜音祭り2019
　①公募サポート事業
　②パートナー事業
横浜音祭り2019の主旨に合う事業
に①補助金交付②広報協力。各選考。
詳細は申込書（区役所広報相談係で
配布）か で
①5月24日まで②10月25日まで
説明会　①5月11日（土）14時、かな
がわ県民センターで開催

横浜アーツフェスティバル実行委
員会（ 663－1365 663－1928）

■4月から障害者手当等の額を改定
　①児童扶養手当
　②特別児童扶養手当（1・2級）
　③ 特別障害者手当、障害児福祉手

当、福祉手当（経過的福祉手当）
各区福祉保健センターか、①②こ
ども青少年局こども家庭課（ 680
－1192 641－8424）③健康福祉局障
害福祉課（ 671－3891 671－3566）

■障害者スポーツ振興助成金
2020年3月31日までの大会に参加す
る市内に住民登録がある個人か団
体、選考。詳細は で
大会等の開催1か月前まで
横浜ラポール（ 475－2050 475－
2053）か健康福祉局障害福祉課（
671－3602）

■人工肛門・膀胱  相談会
人工肛門・膀胱保有者か関係者、当
日先着100人
4月20日（土）13時30分～16時30分
健康福祉総合センター
オストミー協会（ 475－2061 475
－2064）か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■障害者パソコン講習会
　①パワーポイント基礎
　②写真の取込と加工
15歳以上（中学生除く）の肢体・内
部・精神・聴覚等障害者で、文字入
力可能な人、各抽選8人。①3,160円 
②500円。詳細は で
各13時～16時

　① 5月13日（月）・15日（水）～17日（金）、
全4回

　②5月28日（火）・29日（水）、全2回
横浜ラポール
4月20日まで
障害者社会参加推進センター（
475－2060 475－2064）か健康福祉
局障害福祉課（ 671－3602）

■養育費セミナー
ひとり親家庭か離婚予定の親、抽選
20人。詳細は で
5月31日（金）9時45分～11時45分
青少年育成センター
1歳6か月～未就学児（予約制）
4月26日まで
ひとり親サポートよこはま（ 227
－6337 227－6338）かこども青少
年局こども家庭課（ 681－0915）

■家具転倒防止器具の取付代行
要事前申込み。器具代は自己負担。
詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布）か で
7月31日まで
総務局地域防災課（ 671－3456
641－1677）

■理療臨床公開講座生の募集
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅ
う師免許を持つ視覚障害者、選考12人
5月9日～2020年2月20日の木曜9時
～16時、全30回
4月25日までに で会場の盲特
別支援学校（ 431－1629 423－
0284）

■身体障害者奨学生の募集
身体障害者手帳を持つ高校生以上の

学生（一部除く）、選考。詳細は募集
要項（各区福祉保健センターで配布。
から入手）で
5月13日までに通学校経由で、こど
も青少年局障害児福祉保健課（
671－4276 663－2304）

■糖尿病講習会
各当日先着50人
各14時～16時
　5月16日（木）・6月20日（木）
会場のみなと赤十字病院（ 628－
6100 628－6101）

■ガーデンネックレス横浜2019 講演会
　①新しいバラの誕生の秘密
　②未来につながるガーデニング新事情
各先着150人
各14時～15時30分
　①5月16日（木）②5月30日（木）
①神奈川近代文学館
　②情報文化センター
4月11日から で
環境創造局南部公園緑地事務所
（ 671－3648 664－2588）

■はまふぅどコンシェルジュ講座
地産地消を実践・普及する人、選考
30人。6,000円。詳細は4月18日から
申込書（区役所広報相談係で配布、
から入手）で
6月～7月、全5回
5月13日まで
環境創造局農業振興課（ 671－2639 
664－4425）

■家族で学ぶ農体験講座
サツマイモ等野菜の植え付けから収
穫まで。小学生と家族、抽選30人。
費用等詳細は で
6月～11月の土曜9時30分～12時、
全6回
4月26日まで
会場の環境活動支援センター（
711－0635 721－6356）

■インターンシッププログラム1期生募集
18～39歳、各選考13人。①就職を希
望する人②再就職を希望する女性。
研修から就職までを支援。説明会あ
り。詳細は で
5月7日までに で会場の就職サ
ポートセンター（ 0120－915－574）
申込先か経済局雇用労働課（ 671
－2343 664－9188）

■貿易実務研修講座 基礎コース
未経験者か新任者、先着50人。8,000円
5月9日（木）・13日（月）10時～16時、全
2回
神奈川中小企業センタービル
4月11日から で
横浜貿易協会（ 211－0282 211－
0285）か経済局国際ビジネス課（
671－3837）

■ザよこはまパレード（国際仮装行列）
5月3日（金・祝）10時45分～15時（荒天
翌日）
山下公園～赤レンガ倉庫～馬車道
商店街～伊勢佐木町商店街
実行委員会（ 671－7423 671－
0131）か文化観光局MICE振興課（
671－4234）

■花と緑のスプリングフェア
①ステージイベント、ブース出展
②花壇展③日本花通り。詳細はチラ
シ（区役所広報相談係で配布）か で
① 4月12日（金）～14日（日）の10時～
17時。荒天中止

　②③4月12日（金）～5月6日（月・休）
①山下公園・横浜公園
　②山下公園
　③日本大通り
緑の協会（ 228－9430 641－0821）

■ガーデンネックレス横浜2019
　 花育ワークショップ
小学1～3年生と保護者、抽選15組30
人。PRアンバサダーと会場を巡る。
詳細は で
4月20日（土）10時～12時
里山ガーデン
4月16日まで
事務局（ 227－6056 227－6061）
か環境創造局みどりアップ推進課
（ 671－2629）

■横浜ローズウィーク 
　趣味の園芸フェア
抽選25組50人。詳細は で
5月7日（火）13時～15時
横浜イングリッシュガーデン
4月19日まで
事務局（ 03－6421－2201 03－
3725－1533）か環境創造局みどり
アップ推進課（ 671－2629）

■消防フェア2019
はしご車搭乗体験ほか。詳細は で
4月21日（日）10時～15時
会場の市民防災センター（ 312－
0119 312－0386）

■春のぽかぽかたんぽぽコンサート
消防音楽隊の演奏と幼児向け防災広報
4月27日（土）11時～12時
会場の市民防災センター（ 311－
0100 312－0386）

■不動産鑑定士による無料相談会・
地価パネル展
4月22日（月）10時～16時
新都市プラザ
不動産鑑定士協会（ 661－0280
661－0263）か都市整備局企画課（
671－3953）

■新しいこと、本といっしょに
おはなし会や展示ほか。詳細は会場
の市内18図書館へ問合せか4月4日
から で
4月19日（金）～5月19日（日）
中央図書館（ 262－7334 262－
0052）

■市民クルーズ
　ぱしふぃっくびいなす  南紀・神戸
抽選15室。大人1人66,300円～。横浜
港発神戸港着。詳細はチラシ（区役
所広報相談係で配布）か で
5月23日（木）～25日（土）
4月19日までに取扱旅行会社
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）
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■市民招待 IAAF世界リレー2019
各抽選100組200人
5月11日（土）・12日（日）
日産スタジアム
4月15日までに で
市民局スポーツ振興課（ 671－
4574 664－0669）

■ダンスフィットネスヨコハマ 
　観覧者募集
アマチュアダンスの発表会。1,000円
5月5日（日・祝）10時～18時30分
パシフィコ横浜
体育協会（ 640－0018 640－0024）

■野外活動施設 夏期抽選会
　① 青少年野外活動センター（くろがね・

こども自然公園・三ツ沢公園）
　②赤城林間学園
　③南伊豆臨海学園
7月21日～8月31日利用分。市内で活動
する20人以上の青少年団体、1団体1人
各30分前から受付
　①5月11日（土）10時②5月12日（日）11
時③5月12日（日）13時
①各施設、②③問合先
体育協会（ 640－0017 640－0024）

■スポーツ・レクリエーション人材養成講座
　①スポーツリーダー
　②健康体力づくりインストラクター
　③地域クラブアシスタントマネジャー
　④アウトドアリーダー
　⑤レクリエーションインストラクター
各抽選。①～③20歳以上④⑤18歳以
上。費用等詳細は申込書（各区スポー
ツセンターで配布）か で
スポーツ医科学センターほか
5月13日まで
体育協会（ 640－0014 640－0024）

■スポーツ医科学センターで
　①減量・脂肪燃焼教室4月・5月
　②ボディメイク・筋力アップ教室
15歳以上（中学生除く）、各先着15人。
費用等詳細は で
① 4月18日（木）から、全6回
　　5月22日（水）から、全6回
　② 5月～7月の水曜コース・金曜コー
ス、19時～20時40分、全12回

4月11日から で会場のスポーツ
医科学センター（ 477－5050 477
－5052）

■ねんりんピック和歌山 市代表選考会
　①ソフトテニス②テニス
2020年4月1日時点で60歳以上。費用
等詳細は問合せを。市代表は大会参
加費の一部補助あり
①5月8日（水）・16日（木）②5月15日（水）
①三ツ沢公園②山手公園
①4月25日まで②4月26日まで
①ソフトテニス協会（西村 ・
801－1423）②テニス協会（ 663－
0557 663－0558）か、健康福祉局
高齢健康福祉課（ 671－2406）

■家族で春の自然を探しに行こう
1～6歳の未就学児と保護者、抽選15
組30人。詳細は4月10日から で
5月18日（土）10時～12時
児童遊園地
5月3日まで
環境活動支援センター（ 711－0635 
721－6356）

■平成31年度固定資産税・都市計画税
　第1期納期限
納税通知書は4月上旬発送
5月7日（火）
財政局固定資産税課（ 671－2258
641－2775）

■コンビニ交付サービスの一時休止
住民票など証明書の取得は区役所か
行政サービスコーナーの利用を
4月24日（水）終日
市コールセンター（ 664－2525
664－2828）

■よこはまウォーキングポイント
　事業の検証
国民健康保険に加入する参加者の歩
数を事業検証に利用。歩数データの
提供に同意できない場合は4月19日
までに連絡を
事務局（ 0570－080－130 0120－
580－376）

■匿名 HIV検査・相談
　①夜間②土曜③日曜
詳細は で
①HIV・梅毒検査。検査結果説明は1週
間後
②③HIV即日検査。要事前申込
①火曜18時～19時30分②土曜14時
～17時③第2・4日曜14時～17時
①AIDS市民活動センター
　②県結核予防会中央健康相談所
　③県予防医学協会中央診療所
②③ で市コールセンター（ 664
－2525）
健康福祉局健康安全課（ 671－2729 
664－7296）

■緑地・源流の森保存地区 新規募集
樹林地の保全制度。税の減免あり。
詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布）か問合せを
環境創造局緑地保全推進課（ 671
－3534 224－6627）

■就学援助制度
市立小・中・義務教育学校へ通学させ
るのに経済的に困難な人へ学用品・
修学旅行費等を援助。詳細は申請書
（4月上旬に通学校で配布）か で
通学校か教育委員会学校支援・地
域連携課（ 671－3270 681－1414）

■雨水貯留タンク設置助成金
購入価格の2分の1で上限20,000円。
申込前の購入は対象外。先着300件。
詳細は申込書（区役所広報相談係で
配布）か で
4月22日から
環境創造局管路保全課（ 671－2830 
641－5330）

■法律等各種専門相談
専門家が対応。予約制（⑦を除く）
⑦は電話相談も可
12時～13時を除く
　① 夜間法律＝第3・4水曜18時15分
～20時45分（技能文化会館で）

　②法律＝月～金曜の9時～16時
　③司法書士＝月～金曜の13時～16時
　④宅地建物＝月曜10時～16時
　⑤人権＝水曜13時～16時
　⑥公証＝第1・3金曜13時～15時
　⑦交通事故＝月～金曜の9時～16時
①希望月の初開庁日から②～⑥
希望日の1週間前から か直接、
会場の市民局市民相談室（ 671－
2306 663－3433）

■LGBT相談
臨床心理士が対応。各先着2人
詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布）か で
2020年3月まで月1回
　①月曜の夜間②木曜の午後
①西区福祉保健活動拠点
　②青少年相談センター
でSHIP（ 594－6160、水・金・土曜
の16時～21時・日曜14時～18時）
申込先か市民局人権課（ 671－
2718 681－5453）

■性的少数者向け交流スペース
詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布）か で

2020年3月まで。13時～14時は10
代のみ
　① 第1土曜13時～17時。1月分は12
月28日（土）に開催

　②第3日曜13時～16時30分
①男女共同参画センター横浜
　②男女共同参画センター横浜北
男女共同参画センター横浜（ 862
－5052 862－3101、第4木曜休み）

■個別ぜんそく相談
各先着。①15歳以上（中学生除く）、2
人②15歳未満、3人
① 各14時～15時30分
　　5月8日（水）・6月12日（水）・7月10日（水）
　② 各14時～16時
　　5月16日（木）・6月20日（木）・7月18日（木）
みなと赤十字病院
4月11日から で健康福祉局保健
事業課（ 671－2493 663－4469）

■不妊・不育専門相談
医師等が対応（予約制）

でこども青少年局こども家庭課
（ 671－3874 681－0925）

■粗大ごみの申込みは大型連休前に
大型連休明けは受付が集中するので
早めに申込みを
月～土曜（祝休日を含む）。受付セ
ンター（ 0570－200－530〈携帯・IP
電話からは 330－3953〉）。 から
も可
資源循環局業務課（ 671－2557
662－1225）

■市民局広報課から
　① 2019年度版｢暮らしのガイド｣配布中
　②季刊誌｢横濱｣64号発売
②｢手彩色絵葉書でよみがえる横
浜」、610円。デイジー版は4月下旬か
ら市役所市民情報センターで販売、
600円
②4月3日
①区役所広報相談係ほか
　②県内・都内の書店ほか
市民局広報課（ 671－2331 661－
2351）

■横浜武道館  2020年7月竣工予定
　①一般利用開始
　②利用受付開始
詳細は4月15日から で
①2020年9月7日（月）予定
　②5月7日（火）
中区翁町2－9－10
体育協会（ 640－0016 640－0021）

■都市計画マスタープランの縦覧
　①神奈川区プラン公表
　②保土ケ谷区プラン公表
関係図書の縦覧は問合先で。 からも可
区役所企画調整係①神奈川（ 411
－7028 314－8890）②保土ケ谷（
334－6227 333－7945）

■みなとみらいホール〔 682－2000
682－2023、4月8・22日・5月7日休み〕
①�パイプオルガン�Lucy�バースデー・
コンサート
②�クラシック・マチネ�ウェールズ
　弦楽四重奏団
①2,000円②1,500円、会場で販売中
①6月7日（金）19時～21時10分
　② 6月11日（火）12時10分～13時・14
時30分～15時20分

■横浜美術館〔 221－0300 221－
0317、木曜（祝休日の場合翌日）休み〕
Meet�the�Collection
1,100円
4月13日（土）～6月23日（日）

■横浜能楽堂〔 263－3055 263－
3031、4月8・22日休み〕
①大典�奉祝の芸能②横浜狂言堂
①創作舞踏「今帰仁の桜」「歌声の響」
②｢茶壺」「泣尼」
①4,000円～6,000円、会場で販売中
②2,000円、4月13日12時から か で
①6月2日（日）14時～16時
　②5月12日（日）14時～15時25分
■横浜にぎわい座〔 231－2515 231
－4545、4月17・18日休み〕
①三遊亭円楽�独演会
②林家正蔵�独演会
③神田蘭�レビュー講談
④宝井琴柑�神奈川をよむ
⑤ダメじゃん小出の黒く塗れ
1,500円～3,100円、会場で販売中
①5月10日（金）14時～16時
　②5月11日（土）14時～16時
　③5月13日（月）19時～21時
　④5月18日（土）14時～16時
　⑤5月25日（土）14時～16時・18時～20時
■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝休日休み〕
教室｢高齢者専用ホームの基礎知識｣
当日先着80人
5月31日（金）13時30分～15時30分
都筑区役所

■男女共同参画センター〔 横浜（
862－5052 862－3101、第4木曜休み）、
横浜南（ 714－5911 714－5912、

第3月曜休み）〕
①夫婦関係・離婚をめぐる法律講座�基本編
②たまご塾前期ビジネスプラン完成コース
③映画｢あん｣
費用等詳細は で。各先着。①女性、
35人②女性、15人③80人。ハンセン
病回復者の人生を通じて生きること
の意味を問う
①5月14日（火）10時～12時②6月～7
月の土曜、全5回③6月6日（木）10時
～12時・13時30分～15時30分
①② 、③
予約制・有料。①2か月～未就学児
②③1歳6か月～未就学児
4月11日から

■歴史博物館〔 912－7777 912－
7781、月曜（祝休日の場合翌日）休み〕
展示「君も今日から考古学者」
300円
4月6日（土）～6月2日（日）

■ユーラシア文化館〔 663－2424
663－2453、月曜（祝休日の場合翌日）・
4月26日休み〕
展示「装いの横浜チャイナタウン」
300円
4月13日（土）～6月30日（日）

■帆船日本丸・横浜みなと博物館〔
221－0280 221－0277、月曜（祝休日
の場合翌日）休み〕
①博物館展示案内ボランティア募集
②総帆展帆
①18歳以上、選考。詳細は で
②4月27日（土）10時30分から帆を広
げ、16時までにたたむ。荒天中止
①4月26日まで

■金沢動物園〔 783－9100 782－
9972、月曜休み、4月1・29日・5月6日は
開園〕
ゴールデンウィーク特別ガイド
500円
4月27日（土）～29日（月・祝）
　5月3日（金・祝）～6日（月・休）
■野島青少年研修センター〔 782－
9169 701－9599〕
夏期宿泊利用抽選会
7月20日～8月31日宿泊分。市内で活
動する20人以上の青少年団体、青少
年指導者・育成者団体、1団体1人
5月12日（日）13時30分
4月12日～5月11日に か で



152019（平成31）年 4 月号

市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

4月  6日
4月13日

4月20日
4月27日

※タイトルは変更になる場合があります。

ようこそ横浜
季刊誌「横濱」連動企画
「横浜絵葉書」
ハマの「グルメ」スポット
ハマの「お出かけ」スポット

10：47～10：52頃
6：35～6：45

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

手彩色絵葉書で
よみがえる横浜

4月3日発売

横浜を感じるミニコラム

 『横浜のユニークな科学館戦略』 的川 泰宣（はまぎん�こども宇宙科学館館長）

　日本には科学館・科学博物館と名の付く施設は
450程あるが、自治体や経営団体の財政状況を反映
して、どこも非常に経営が苦しい。意見交換をする
と決まって「予算が足りない」と悩みが吐露される。
もちろん苦しいのは当館も例外ではない。しかし学

校教育の現場と連携して社会教育の立場から未来
の世界の担い手を育てることは、科学館の大切な役
割である。
　そこで数年前から、考え方を根本から改めた。リ
ニューアルにお金のかかる展示は、予算の許す範囲
で努力することにし、基本の活動を、科学教室・工
作教室主体とした。学習指導要領に基づく学校の授
業での教師の方々の苦労は、並大抵ではない。そこ
で、たとえばプログラミング教育などを科学館の教
室で全力をあげ援助していく。
　学校教育・社会教育・家庭教育は三輪車で助け合う。
これが正常な姿。家庭と科学館も緊密な関係になる
よう、重要な科学館からのお知らせは市内の小学生
全員に渡す体制を整えた。20数万枚のチラシへの出
費は痛いが、子どもたちとつながる必要経費である。
　こうした運営には、①科学館の職員のやる気と献
身的な努力、②ボランティアの方々の協力、③横浜市

当局の援助が欠かせない。驚いたことにこれらがすべ
て横浜市にはそろっている。横浜市民の心の豊かさを
感じる。こうして、年間の教室の回数は、1,300回を優
に超えた。入館者数も増加の一途をたどり始めた。
　当館のこの経験が全国に広まり、予算の少なさを
人の力で乗り越え、社会から期待される科学館活動
を展開する先駆けになればと思う次第である。

検診の種類 受診回数 対象者 費用 検査項目

大腸がん 1年度に1回 40歳以上 無料 問診、便潜血検査

胃がん
（エックス線） 2年度に1回 50歳以上 3,140円 問診、エックス線検査（バリウム）

乳がん 
①か②の選択制 2年度に1回 40歳以上

（女性）
①1,370円 ①視触診とマンモグラフィ検査

②680円 ②マンモグラフィ検査単独 

種目 募集人数 参加料
 フルマラソン

女性ランナー優先枠 10,000人 15,000円

地元優先枠 横浜市民枠 2,000人 15,000円
神奈川県民枠 1,000人 15,000円

一般枠 ※1 11,920人 15,000円
チャレンジ枠 ※2 500人 15,000円

チャリティ枠 ※3（先着順） 500人 50,000円
（チャリティ35,000円含む）

外国人枠（先着順） 1,000人 17,000円
（手数料2,000円含む）

7分の1フルマラソン 1,000人 4,000円
7分の1フルマラソン（車いす） 30人 4,000円
2km（車いす） 50人 3,000円

合　計 28,000人
申込み  大会ホームページまたは募集案内(市役所市民情報センターほかで配布)で

日本代表 対 南アフリカ代表
～史上最大の大番狂わせ～

　「史上最大の大番狂わせ」。ラグビーワールドカップ
2015での日本の南アフリカ戦の勝利は、そのように表現
されます。当時の日本のラグビーワールドカップでの戦
績は1勝21敗2分。一方の南アフリカは2度の優勝経験を
持つ強豪国。圧倒的な差のある相手に勝つため、日本は
周到な準備とこれまでにない練習量をこなしました。そ
して試合当日、日本は体格差のある南アフリカの選手た
ちを相手に互角の戦いを繰り広げ、試合のラストプレー
のトライで逆転勝利を収めました。血のにじむような努
力の末に日本がようやく手に入れた歴史的勝利は、世界
中で大きな ニュースとなりました。 
　自分たちよりはるかに大きな体格の外国チームと勇敢
に戦う日本チームは、桜のエンブレムにちなんで「ブレイ
ブ・ ブロッサムズ（勇敢な桜たち）」と呼ばれています。今
秋の日本大会ではどんなドラマが生まれるのでしょうか。
　ホームページ「横浜ラグビー情報」の「ラグビーのココ
がみどころ」のページでは、横浜で試合を 行う7チームの
紹介を掲載しています。

ラグビーイベントカレンダーや横浜
ラグビーニュースなど最新情報満載
です。

横浜ラグビー情報

【この記事に関する問合せは】
市民局ラグビーワールドカップ2019推進課へ

671-4587　 664-1588

TM©Rugby�World�Cup�Limited�2015

横浜ラグビー情報

横浜マラソン  2019

横浜市がん検診

※申込み多数の場合は抽選（チャリティ枠などを除く）。
4月17日（水）〜5月20日（月）募集期間

※1　女性ランナー優
先枠・地元優先枠の落
選者は、自動的に一般
枠の抽選に移行。
※2　ランニングなど
のスポーツの習慣化
を目的に、横浜マラソ
ンへの参加機会を提
供する枠。
※3　「横浜ラポール」
または「かながわ県立
病院小児医療基金」へ
の寄附金額を参加料に
含んだ枠。

※区役所や地域会場で実施していた胃がん集団検診は終了しました。がん検診実施医療機関で受診してください。 
※がん検診実施医療機関に直接電話などで予約をしてください(受診券は送付していません)。 
※平成31年度中に対象年齢になる人も4月1日から検診を受けられます。

※太い赤線枠内が変更内容です。

的
まと

川
がわ

泰
やす

宣
のり

さん：広島県呉市生まれ。はまぎ
ん こども宇宙科学館館長、宇宙航空研
究開発機構（JAXA）名誉教授、日本学術
会議連携会員、国際宇宙教育会議日本代
表。東京大学大学院博士課程修了。東京
大学宇宙航空研究所、宇宙科学研究所
教授・鹿児島宇宙空間観測所長・対外協
力室長、JAXA執行役を経て現職。JAXA
では小惑星探査機「はやぶさ」プロジェク
トに携わる。工学博士。

プロフィール

【この記事に関する問合せは】 横浜市けんしん専用ダイヤルへ
664-2606　 664-2828

【エントリーに関する問合せは】
ローソンチケットスポーツダイヤルへ 0570-000-732（10時~20時・年中無休）

【この記事に関する問合せは】 
横浜マラソン組織委員会事務局へ 651-0666　 226-5037

横浜マラソン2019 ランナー募集開始
開催日：11月10日（日）

がん検診（大腸がん・胃がん〈エックス線〉・乳がん）の
受診について一部変更があります

子ども達が参加できる科学教室「洋光台サイエンスクラブ」
では、多彩なプログラムを用意しています。詳細は で。

はまぎん こども宇宙科学館洋光台サイエンスクラブ担当
（ 832－1166 832－1161）



【この記事に関する問合せは】

市コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828

【この記事に関する問合せは】

医療局医療政策課へ　　 671-2465　　 664-3851
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市のウェブサイトを
リニューアルしました！

【この記事に関する問合せは】市民局広報課へ　　 671-2349　　 661-2351

●メニューやデザインを統一し、情報を探
しやすい構成にしました。
●スマートフォンからの利用でも、閲覧し
やすくしました。
●音声読み上げ対応など、高齢者や障害の
ある人を含む全ての人が利用しやすい
ウェブサイトにしました。

一人で悩まず、まずは相談を

犯罪被害者相談を受けています

リニューアルの主なポイント

横浜市 検 索

【この記事に関する問合せは】市民局人権課へ　　 671-2718　　 681-5453

　ある日突然、犯罪や事故に巻き込まれ、命を奪われたり負傷し
てしまうことは誰にでも起こり得ることです。犯罪に遭うと、
心身や財産などへの直接の被害だけでなく、捜査や裁判など司
法上の手続きのほか、次のような事態も生じてきます。

犯罪被害者相談　横浜 検 索

体調を崩して仕事に行けなく
なり、子どもの世話や家事も
できなくなってしまった。

日常生活のこと
生計の中心者が事件で傷害を
負い、医療費も生活費も心配。
経済的に困窮している。

経済的なこと

事件のことを思い出し、不安
になったり、落ち込んだりし
てしまう。

精神的なこと
職場を長く休んでしまってい
る。このまま仕事を続けられ
るのか心配。

仕事のこと

加害者に住居を知られている
など、さらなる被害の心配。

再被害
周囲の人から心無い言動に
よってさらに傷つけられる。

二次被害

4月1日から運用を開始した「横浜市犯罪被害者等支援条例」に基づ
き、日常生活への支援として家事や介護のホームヘルプや一時保育
の利用への助成、犯罪被害によって生じる経済的負担の軽減のため
の見舞金の支給、精神的な被害からの回復に向けたカウンセリング
の提供、また必要に応じ転居費用の助成などを行います（支援には
一定の条件があります）。

犯罪被害者相談室 671-3117 
※FAX・Eメールでの相談もできます。
681-5453 　  sh-cvsoudan@city.yokohama.jp相談無料

ごみと資源物の収集

市・区役所、行政サービスコーナー

【この記事に関する問合せは】

市コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828

急な病気やけが

大型連休中の案内

■ 電話からは 年中無休・24時間対応
　    ＃7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）
　　または　 232-7119（すべての電話で利用可能）へ。
       　医療機関案内（ 1  番を選択）、救急電話相談（ 2  番を選択）

聴覚障害者専用 医療機関案内FAX　  242-3808

■ パソコン・スマートフォンからは
救急受診ガイド
 急な病気やけがの緊急性を確認できます。

■ 病院や診療所の開院日・診療時間
病院や診療所の診療時間などを確認できます。

■ 休日昼間の急病時は
各区の休日急患診療所を利用してください。4月28日（日）から5月6日（月・休）
は、毎日診療（内科・小児科）を行っています。

■ 夜間急病センター 診療時間  毎日20時～24時

■ 休日・夜間の歯痛
歯科保健医療センター（中区相生町6-107）　　201-7737
【日曜、祝日】10時～15時30分　【夜間】毎日19時～22時30分

横浜市救急受診ガイド 検 索

横浜市医師会 検 索

●婚姻届などの戸籍の届出は、閉庁期間中も夜間・休日受付窓口で受付します。

●住民票の写しなどの証明書は、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サー
ビスで取得できます（6時30分～23時）。※戸籍証明書と戸籍の附票の写しを除く。

●閉庁期間後は、住民異動届や証明書の発行などで窓口の大変な混雑が予想されま
す。混雑の集中緩和にご協力ください。
●詳しくは、市ホームページを確認してください。

212-3535

911-0088

806-0921

内 小

内 小

内 小

眼 耳桜木町（中区桜木町1-1）

北　部（都筑区牛久保西1-23-4）

南西部（泉区中田北1-9-8）

診療科目　　　内科　　　小児科　　　眼科　　　耳鼻咽喉科内 小 眼 耳

区役所

行政
サービス
コーナー

4月27日（土） 9時～12時
（取扱業務：戸籍課、保険年金課、
こども家庭支援課の一部業務）

4月27日（土）・28日（日）
9時～17時

4月28日（日）～
5月6日（月・休）

4月29日（月・祝）～
5月6日（月・休）

開庁日 閉庁期間

大型連休中も通常通り収集を行います。

あらかじめ、かかりつけの診療所などに
外来診療の予定を確認してください。

4月中旬頃公開予定
新しいウェブ

サイトはこちらから

犯罪被害者相談室を中心に支援を行い、社会福祉専門職の相談員
（市職員）が相談を受けます。
一人で悩まず、まずは相談してください。


