
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

　横浜は、実に魅力あふれる街です。外国船が行き交う港、開港時の歴史を感じさ
せる洋館、三溪園や中華街に、洗練されたウォーターフロント。郊外に目を向けれ
ば、豊かな緑に恵まれ、里山の四季を楽しむこともできます。

　そんな横浜の風景は訪れる人々をワクワクさせるだけでなく、昔から数多くのドラマや映画の舞台として
選ばれてきました。関東大震災、戦災と接収など、幾多の苦難を乗り越え、力強く成長・発展を遂げてきた街並
みは、海外の文化、文明開化の歴史、自然とが見事に融合しています。どの時代、どの場所を切り取っても絵に
なる横浜の情景が物語を引き立てるのではないでしょうか。
　今年、開港160年を迎える横浜は、さらに新たな魅力を発信します。春には、花々で色鮮やかに彩られた
「ガーデンネックレス横浜」、大黒ふ頭新客船ターミナルで迎える海の女王「クイーン・エリザベス」、秋には、街
を舞台に音楽を奏でる「横浜音祭り2019」、シティドレッシングで盛り上げる「ラグビーワールドカップ
2019TM」など、そこには、進化を続けるフォトジェニックな街の景色が広がります。これからも国内外から多
くの人々を惹きつけ、さまざまな表情をみせる魅力的な街、横浜を創り続けていきたいと思います。

フォトジェニックな街  横浜

人　口
世帯数

3,740,944人
1,692,610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1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。

ロケ地
、横浜

めぐり
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ロケ地、横浜めぐり 映画やドラマなどのさまざまなシーンのロケ地となっている横浜。
皆さんも一度は「もしかして、あの場所かな？」と思ったことがあるのではないでしょうか。
お気に入りのシーンに思いを馳せて、ロケ地、横浜めぐりを楽しんでみませんか。

L♡DK ひとつ屋根の下、
「スキ」がふたつ。
象の鼻パーク　住所：中区海岸通1
えの木てい（洋菓子店）　住所：中区山手町89-6

日日是好日
三溪園　住所：中区本牧三之谷58－1（開園9時～17時、料金700円）

　「壁ドン」ブームのきっかけとなった映画「L♡
DK」。学校一のイケメン・柊聖（杉野遥亮）との秘密
の同居生活を送る主人公・葵（上白石萌音）。ある日
柊聖のいとこ・玲苑（横浜流星）が突然やってきてま
さかの3人同居がスター
ト!? 象の鼻パークやえの木
ていなど、2014年公開の前
作同様、横浜の各地で撮影
が行われました。

　人気エッセイスト森下典子の原作を映画化
した作品「日日是好日」。黒木華演じる主人公・
典子が、樹木希林演じる武田先生にお茶を習
い、お茶を通して人生訓的な気付きの数々を得
ていく物語です。作品中、お茶の催しが開かれ
た場所として
三溪園が登場
します。

　新体操の練習中に脊椎梗塞で倒れ下半身麻痺となった
主人公・瑞穂（知英）が、幼馴染のミュージシャン・淳之介
（稲葉友）と再会し、ギター
を通して音楽にひかれ人
生を見つめ直す作品。全
編にわたって戸塚区がロ
ケ地となり、戸塚駅東口ペ
デストリアンデッキでは、
瑞穂と淳之介がセッショ
ンしながらストリートラ
イブに挑戦するシーンが
撮影されました。

　横浜を舞台に、個性派刑事タカ（舘ひろし）とユー
ジ（柴田恭兵）のコンビが活躍する「あぶない刑事」。
30年にわたりテレビシリーズ、映画作品が製作され
た人気作品です。テレビシリーズ第1作は1986年～
1987年に製作さ
れ、2人は横浜のさ
まざまな場所を駆
けめぐりました。
第25話「受難」で港
を背景に佇んでい
るこのシーンは、
山下公園です。

　第50話「狙撃」で
のベンチに腰かけ
るシーンは、横浜
公園の噴水前で撮
影されました。

横浜公園　住所：中区横浜公園

山下公園　住所：中区山下町279

あぶない刑事

私の人生なのに
戸塚駅東口ペデストリアンデッキ　住所：戸塚区戸塚町

　唐沢寿明演じる時代錯誤な昭和デカ・京極浩介と、
窪田正孝演じる現代っ子の平成刑事・望月亮太が、破
天荒な捜査で事件を解決するアクションコメディ
「ラストコップ」。日本丸メモリアルパークでは、劇
中でライブが行われるシーン、臨港パークでは、事件
の連絡を受けて、現場へと駆けつけるシーンが撮影
されました。また、野島公
園は、京極がプロポーズし
た思い出を亮太に語る場
面で使われました。

ラストコップ THE MOVIE
日本丸メモリアルパーク　住所：西区みなとみらい2-1-1
臨港パーク　住所：西区みなとみらい1-1
野島公園　住所：金沢区野島町24

　飛び抜けた身体能力と強靭な精神力を持つ100人
が、巨大なアスレチックに挑戦するテレビ番組
「SASUKE」。2018年の大晦日は、番組史上初めて生
中継で行われました。ファイナルステージのタワー
が建てられたのは、赤レンガ倉庫イベント広場。映
画やドラマだけでなく、このような番組のロケ地に
もなっています。

SASUKE2018
赤レンガ倉庫　住所：中区新港1-1

地図

　映画やテレビなどの撮影に向け、ロケ地の紹介や許
可・届出手続きの調整などの撮影支援や作品とのタイ
アッププロモーションを行うなど、制作者やロケ地に
寄り添った支援を行う市の窓口です。
　これからも映像作品を通して全国そし
て世界に横浜の魅力を伝えていきます。

横浜フィルムコミッション

【ロケ地、横浜めぐりに関する問合せは】文化観光局企画課へ　　 671-3999　　 663-7880

【フォト・ヨコハマに関する問合せは】事務局　　 03-3545-8131  または  文化観光局MICE振興課へ　　 671-4234　　 663-6540

ラストコップ THE MOVIE
日本丸メモリアルパーク

SASUKE2018
赤レンガ倉庫
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　横浜駅から、ベイ
エリアの市営バスと
市営地下鉄が乗り降
り自由のチケットで
す。市営地下鉄各駅
（横浜～伊勢佐木長
者町間）などで販売
しています。

ロケ地めぐりなら
みなとぶらりチケットで

【料金】大人500円／小児250円

【みなとぶらりチケットに関する問合せは】

市コールセンターへ　  664-2525

フォトヨコハマ 検 索

　横浜が写真月間となる「フォト・ヨコハマ」。
　「フォト・ヨコハマ」は、市内各所で開催される写真や映像に関す
るさまざまなイベントの総称です。
　撮って、みて、楽しむ。皆さんもカメラを持って街に繰り出して
みませんか。

【日時】2月28日（木）～3月3日（日）10時～18時（初日は12時～、最終日は17時まで）
【会場】パシフィコ横浜（西区みなとみらい1-1-1）、大さん橋ホール（中区海岸通1-1-4）
【費用】1,500円（事前のホームページ登録で無料になります）

アジア最大級のカメラと写真映像のワールドプレミアショー

CP＋2019

フォト・ヨコハマ2019  特別企画

スクエアなふたり展

シーピープラス

　同世代から絶大な人気を誇るインスタグ
ラマーと国内外で活躍する写真家の二人に
よる新感覚写真イベントです。

【日時】3月2日（土）11時～11時45分
【会場】パシフィコ横浜会議センター
【費用】無料（事前登録が必要）

トーク
ショー

写真展
【日時】2月25日（月）～3月3日（日）
【会場】みなとみらい駅みらいチューブ
【費用】無料ハービー・山口

（写真家）
伊藤　愛真
（インスタグラマー）

え ま

そのほかのピックアップイベント
イベント名 日　時 会　場

PHOTO HARBOUR 
CP+2019

2018年報道写真展

横浜美術館コレクション展
「リズム、反響、ノイズ」

2月28日（木）～3月3日（日）
10時～18時（最終日は17時まで）

3月24日（日）まで
10時～17時（入館は閉館30分前まで）

3月24日（日）まで
10時～18時（入館は閉館30分前まで）

大さん橋ホール

ニュースパーク
（日本新聞博物館）

横浜美術館

※休館日はホームページを確認してください。
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市営地下鉄ブルーライン

かもんやま

たたず

○C 渡辺あゆ／講談社　○C 「2019 L♡DK」製作委員会

○C 2017映画「ラストコップ」製作委員会
○C 2018『私の人生なのに』
フイルムパートナーズ

○C TBSテレビ

「あぶない刑事」
横浜ロケ地MAP
3月31日（日）まで日テレプラスホームページで印刷用PDFを公開中。

日テレプラス　あぶない刑事MAP 検 索
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ロケ地、横浜めぐり 映画やドラマなどのさまざまなシーンのロケ地となっている横浜。
皆さんも一度は「もしかして、あの場所かな？」と思ったことがあるのではないでしょうか。
お気に入りのシーンに思いを馳せて、ロケ地、横浜めぐりを楽しんでみませんか。

L♡DK ひとつ屋根の下、
「スキ」がふたつ。
象の鼻パーク　住所：中区海岸通1
えの木てい（洋菓子店）　住所：中区山手町89-6

日日是好日
三溪園　住所：中区本牧三之谷58－1（開園9時～17時、料金700円）

「壁ドン」ブームのきっかけとなった映画「L♡
DK」。学校一のイケメン・柊聖（杉野遥亮）との秘密
の同居生活を送る主人公・葵（上白石萌音）。ある日
柊聖のいとこ・玲苑（横浜流星）が突然やってきてま
さかの3人同居がスター
ト!? 象の鼻パークやえの木
ていなど、2014年公開の前
作同様、横浜の各地で撮影
が行われました。

　人気エッセイスト森下典子の原作を映画化
した作品「日日是好日」。黒木華演じる主人公・
典子が、樹木希林演じる武田先生にお茶を習
い、お茶を通して人生訓的な気付きの数々を得
ていく物語です。作品中、お茶の催しが開かれ
た場所として
三溪園が登場
します。

　新体操の練習中に脊椎梗塞で倒れ下半身麻痺となった
主人公・瑞穂（知英）が、幼馴染のミュージシャン・淳之介
（稲葉友）と再会し、ギター
を通して音楽にひかれ人
生を見つめ直す作品。全
編にわたって戸塚区がロ
ケ地となり、戸塚駅東口ペ
デストリアンデッキでは、
瑞穂と淳之介がセッショ
ンしながらストリートラ
イブに挑戦するシーンが
撮影されました。

　横浜を舞台に、個性派刑事タカ（舘ひろし）とユー
ジ（柴田恭兵）のコンビが活躍する「あぶない刑事」。
30年にわたりテレビシリーズ、映画作品が製作され
た人気作品です。テレビシリーズ第1作は1986年～
1987年に製作さ
れ、2人は横浜のさ
まざまな場所を駆
けめぐりました。
第25話「受難」で港
を背景に佇んでい
るこのシーンは、
山下公園です。

　第50話「狙撃」で
のベンチに腰かけ
るシーンは、横浜
公園の噴水前で撮
影されました。

横浜公園　住所：中区横浜公園

山下公園　住所：中区山下町279

あぶない刑事

私の人生なのに
戸塚駅東口ペデストリアンデッキ　住所：戸塚区戸塚町

　唐沢寿明演じる時代錯誤な昭和デカ・京極浩介と、
窪田正孝演じる現代っ子の平成刑事・望月亮太が、破
天荒な捜査で事件を解決するアクションコメディ
「ラストコップ」。日本丸メモリアルパークでは、劇
中でライブが行われるシーン、臨港パークでは、事件
の連絡を受けて、現場へと駆けつけるシーンが撮影
されました。また、野島公
園は、京極がプロポーズし
た思い出を亮太に語る場
面で使われました。

ラストコップ THE MOVIE
日本丸メモリアルパーク　住所：西区みなとみらい2-1-1
臨港パーク　住所：西区みなとみらい1-1
野島公園　住所：金沢区野島町24

　飛び抜けた身体能力と強靭な精神力を持つ100人
が、巨大なアスレチックに挑戦するテレビ番組
「SASUKE」。2018年の大晦日は、番組史上初めて生
中継で行われました。ファイナルステージのタワー
が建てられたのは、赤レンガ倉庫イベント広場。映
画やドラマだけでなく、このような番組のロケ地に
もなっています。

SASUKE2018
赤レンガ倉庫　住所：中区新港1-1

地図

　映画やテレビなどの撮影に向け、ロケ地の紹介や許
可・届出手続きの調整などの撮影支援や作品とのタイ
アッププロモーションを行うなど、制作者やロケ地に
寄り添った支援を行う市の窓口です。
　これからも映像作品を通して全国そし
て世界に横浜の魅力を伝えていきます。

横浜フィルムコミッション

【ロケ地、横浜めぐりに関する問合せは】文化観光局企画課へ　　 671-3999 663-7880

【フォト・ヨコハマに関する問合せは】事務局　　 03-3545-8131  または  文化観光局MICE振興課へ 671-4234 663-6540

ラストコップ THE MOVIE
日本丸メモリアルパーク

SASUKE2018
赤レンガ倉庫

L♡DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
象の鼻パーク
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サークルウォーク

○C セントラル・アーツ

○C セントラル・アーツ

○C セントラル・アーツ

　横浜駅から、ベイ
エリアの市営バスと
市営地下鉄が乗り降
り自由のチケットで
す。市営地下鉄各駅
（横浜～伊勢佐木長
者町間）などで販売
しています。

ロケ地めぐりなら
みなとぶらりチケットで

【料金】大人500円／小児250円

【みなとぶらりチケットに関する問合せは】

市コールセンターへ　  664-2525

フォトヨコハマ 検 索

　横浜が写真月間となる「フォト・ヨコハマ」。
「フォト・ヨコハマ」は、市内各所で開催される写真や映像に関す
るさまざまなイベントの総称です。
撮って、みて、楽しむ。皆さんもカメラを持って街に繰り出して

みませんか。

【日時】2月28日（木）～3月3日（日）10時～18時（初日は12時～、最終日は17時まで）
【会場】パシフィコ横浜（西区みなとみらい1-1-1）、大さん橋ホール（中区海岸通1-1-4）
【費用】1,500円（事前のホームページ登録で無料になります）

アジア最大級のカメラと写真映像のワールドプレミアショー

CP＋2019

フォト・ヨコハマ2019  特別企画

スクエアなふたり展

シーピープラス

　同世代から絶大な人気を誇るインスタグ
ラマーと国内外で活躍する写真家の二人に
よる新感覚写真イベントです。

【日時】3月2日（土）11時～11時45分
【会場】パシフィコ横浜会議センター
【費用】無料（事前登録が必要）

トーク
ショー

写真展
【日時】2月25日（月）～3月3日（日）
【会場】みなとみらい駅みらいチューブ
【費用】無料ハービー・山口

（写真家）
伊藤　愛真
（インスタグラマー）

え ま

そのほかのピックアップイベント
イベント名 日　時 会　場

PHOTO HARBOUR 
CP+2019

2018年報道写真展

横浜美術館コレクション展
「リズム、反響、ノイズ」

2月28日（木）～3月3日（日）
10時～18時（最終日は17時まで）

3月24日（日）まで
10時～17時（入館は閉館30分前まで）

3月24日（日）まで
10時～18時（入館は閉館30分前まで）

大さん橋ホール

ニュースパーク
（日本新聞博物館）

横浜美術館

※休館日はホームページを確認してください。

フォト ハーバー

エルディーケー デカ
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かみしらいし　もね
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きょうじん

ラストコップ 
THE MOVIE
臨港パーク

せきついこうそく

み ず ほ ジ ヨ ン

ゆう

○C 2018「日日是好日」製作委員会
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3月21日（木・祝）
ロードショー

掃部山公園

本牧 本牧

三溪園入口

三溪園

横浜税関

神奈川県庁

開港記念会館 ニュースパーク

マリンタワー

2月6日（水）
DVD・

ブルーレイ
発売

戸塚モ
ディ

詳しくはホームページを確認してください。

N

市営地下鉄ブルーライン

かもんやま

たたず

○C 渡辺あゆ／講談社　○C 「2019 L♡DK」製作委員会

○C 2017映画「ラストコップ」製作委員会
○C 2018『私の人生なのに』
フイルムパートナーズ

○C TBSテレビ

「あぶない刑事」
横浜ロケ地MAP
3月31日（日）まで日テレプラスホームページで印刷用PDFを公開中。

日テレプラス　あぶない刑事MAP 検 索

港の見える丘
公園

アメリカ山
公園

元町公園

みなとみらい線 元町・中華街駅

首都高速
神奈川3号狩場線

元
町
商
店
街

L♡DK 
ひとつ屋根の下、
「スキ」がふたつ。
えの木てい

戸塚駅東口ペデストリアンデッキ



【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
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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

　認知症は、早く見つけて治療、対応することで、進行を遅らせたり、
今後の生活の準備をすることができます。本市では、自宅を訪問し
て、本人や家族に早い段階から支援・助言をする「認知症初期集中支
援チーム」を全区に設置しました。ためらわず、まずは地域包括支援
センターや区役所高齢・障害支援課に相談してください。

「これって、もしかして認知症？」
まずは気軽にご相談を！

【この記事に関する問合せは】健康福祉局高齢在宅支援課へ　　 671-4129 681-7789

【この記事に関する問合せは】

市老人クラブ連合会へ　　 433-1256 433-1257

横浜市　認知症初期集中支援チーム 検 索

認知症の人や家族、地域の人々 地域包括支援センター（地域ケアプラザ）
区役所高齢・障害支援課

認知症初期集中支援チーム
（市内18か所の医療機関）

　医療機関の案内やさまざまな情
報、介護などについて、専門職が窓
口や訪問で相談に応じます。また、
認知症疾患医療センター※でも
相談できます。
※認知症の診断、専門の相談員による
電話相談や面談（要予約）ができます。

相談
情報提供 連携

訪問支援

※認知症初期集中支援チームが訪問する前に、地域包括支援センターや
区役所高齢・障害支援課が訪問することもあります。

医療や介護の専門職
（看護師、社会福祉士、
ケアマネジャーなど）

認知症の専門医

　認知症に関する情報提供、医療機関へ
の受診や介護保険サービスの利用につ
なげます。

最近、もの忘れが
気になるな。

○○さん、この前も同じ薬を
買いに来たけど、大丈夫かな…

～より気軽に！より身近に！より楽しく！～
かがやきクラブ横浜
第5回シニアの祭典

～人生100歳時代～ 老人福祉センターで
健康づくり! 趣味づくり! 仲間づくり!

　誰でも気軽に楽しめるシニアスポーツの紹介や体験に加え、
姿勢測定などの健康チェックコーナーもあります。気軽に参加
してください。

【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

濱ともカードを利用しましょう
　協賛店で提示すると、割引や優待入場などの特典が
受けられる「濱ともカード」。65歳以上の人が利用でき、
市内百貨店や商店街、公共・観光施設など約1,900店舗が
協賛店になっています。協賛店リストは、区役所高齢・
障害支援課、行政サービスコーナーで配布しています。

　各区の老人福祉センターではさまざまな活動をしています。
ぜひ参加してください。

●シニアスポーツの紹介・体験コーナー
　全10種目を体験できます。
●健康チェックコーナー
　姿勢測定、筋力余裕度測定ができます。
●ステージコーナー
　ダンスやコーラスを披露します。
●各区老人（シニア・シルバー）クラブ連合会の活動紹介コーナー

申込期間は4月1日（月）～5月10日（金）で、各区老人（シニア・シルバー）クラブ連合
会で受け付けます。募集チラシは4月から各区役所高齢・障害支援課や図書館など
で配布します。詳しくは市老人クラブ連合会へ問い合わせてください。

お知らせ 「かがやきクラブ横浜シニア大学」受講生を募集します！

活動内容

施設内容

利用できる人

利用時間

●趣味、教養を高める講座などの開催
　（ヨガ、英会話、合唱、囲碁、将棋など）

●大広間、浴室（一部センターを除く）、シャワー室、会議室の貸出など

●市内在住の60歳以上の人と付添人
●市内在住者の父母・祖父母または子で、60歳以上の人

9時～17時（施設内容によって異なります）

　転倒を予防し日常の動作が楽になることを目指した
「つづきげんき体操」を毎月第1・第3水曜日に実施しています。
　運動習慣がない人も気軽に参加できます。
　参加してみたい人は、つづき緑寿荘に問い合わせてください。

つづき緑寿荘
（都筑区葛が谷2-1） 941-8380　　 942-3979

健康福祉局　老人福祉センター 検 索 場所・休館日などは、各区の老人福祉
センターに問い合わせてください。

65歳以上の人が対象

【この記事に関する問合せは】健康福祉局介護保険課へ　　 671-4254 681-7789

介護保険料の納め忘れはありませんか？
　介護保険料は介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。
　介護保険制度を維持していくためには、介護保険料を納付していただくこ
とが大切です。

※介護保険サービス利用の有無にかかわらず、法令に基づき財産差押などの滞納処分を受ける場合があります。

カードの受取は？
区役所高齢・障害支援課で受け取

れます（運転免許証・健康保険証など
の本人確認資料の提示が必要）。
　新たに65歳になる人には介護保険
証に同封して送付します。
　協賛店はホームページからも検索
できます。 濱ともカード 検 索

65歳以上の人が対象

※40歳から64歳までの人は、加入している医療保険の保険料（介護分）として納付します。

「督促状」、「催告書」
を送っています。指定
期日までに納付してく
ださい。
（電話による納付案内
も実施しています）

① 納め忘れがあると
保険料を納付している人との公平を図るため、介護保険サー

ビスを利用する際、自己負担が多くなる場合があります。

② 特別な理由がなく、保険料を滞納していると

滞納した期間に応じて一定期間、サービス費用の自
己負担が3割または4割になる場合があります。また、
高額介護サービス費などの支給が受けられません。

サービス費用が一時的に全額自己負担になり、後日
申請により保険給付分が払い戻されます。1年以上の滞納

2年以上の滞納

本人

家族

【日時】3月1日（金） 10時～15時
【会場】横浜文化体育館（中区不老町２－７）

【費用】無料

約束をよく
忘れるように
なって心配。

薬局
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■ヨコハマeアンケートメンバー
2019年4月1日時点で15歳以上。イン
ターネットで市政に関するアンケー
トに協力。メンバーに特典、回答者
にプレゼント（抽選）あり
3月1日までに で
市民局広聴相談課（ 671－2335
212－0911）

■横浜開港祭①親善大使②ドリーム
オブ ハーモニー参加者

各選考。詳細は で
① 18 歳～29歳の女性（高校生除
く）、 12人。PR活動、交通費支給② 
2019年2月時点で小学生以上
①3月～6月2日の主に土・日曜 
②6月2日（日）（練習は4・5月の土・日曜）
①市内各所②臨港パークほか
①2月17日まで②3月8日まで
実行委員会（ 212－5511 212－
5510）か文化観光局MICE振興課（
671－4234）

■中学校夜間学級  入級者
15歳（学齢）を超え、原則中学校を卒
業していない人。詳細は問合せを
教育委員会指導企画課（ 671－4449 
664－5499）

■児童相談所一時保護所アルバイト
4月から1年間、中央・西部・南部・北部
の各児童相談所で。詳細は で
選考日＝3月4日（月）
2月22日まで
中央児童相談所（ 260－6510 262
－4155）

■中央職業訓練校  4月生募集
①パソコン基礎科
②OA経理科、介護・医療事務OA科
③CAD製図科
離職中の求職者（ひとり親家庭の親、
生活保護受給者の優先枠あり）、各科
選考20人。費用等詳細は2月15日から
申込書（ハローワークで配布）か で
①4月～6月②4月～7月③4月～9月
3月25日まで
説明会　3月8日（金）10時・14時、問
合先で開催
会場の中央職業訓練校（ 664－6825
664－2081）

■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
3月15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）
2月28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）

■ひとり親家庭への貸付
①修学資金②修業資金
③就学支度資金

4月に子どもが高校・短大・大学・大
学院・専門学校等に進学予定の人。
要事前相談（源泉徴収票か確定申告

書か直近3か月の給与明細と進学予
定校の資料を持参）、審査あり。①②
は5月頃に振込み。貸付限度額は問
合せを
3月29日までに居住区の福祉保健
センター
申込先かこども青少年局こども家
庭課（ 671－2395 681－0925）

■シニアボランティアポイント登録研修会
65歳以上。要事前申込み。詳細はチ
ラシ（区役所高齢・障害支援課で配
布）か で
各13時～16時。2月27日（水）＝南公
会堂、3月7日（木）＝西公会堂、3月13
日（水）＝港北公会堂
事務局（ 671－0296 671－0295）
か健康福祉局介護保険課（ 671－
4252）

■障害者パソコン講習会 入門
①パソコン
②iPad
③音声パソコン・iPad
④拡大パソコン・iPad

15歳以上（中学生除く）の初心者､各
抽選。500円。①知的障害者、7人②知
的障害者、8人③④視覚障害者、7人
各全2回
　①3月2日（土）・3日（日）10時～12時30分
　②3月2日（土）・3日（日）13時30分～16時
　③3月4日（月）・5日（火）13時～16時
　④3月6日（水）・8日（金）13時～16時
横浜ラポール
2月20日までに に 障
害名・等級、手話・筆記通訳希望の
有無を書いて、障害者社会参加推
進センター（〒222－0035港北区鳥
山町1752、 475－2060 475－2064）
申込先か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■腎不全者料理教室と栄養相談会
抽選20人。500円
3月3日（日）9時30分～14時
技能文化会館
2月16日までに に を書い
て、腎友会（〒222－0035港北区鳥山
町1752、 475－2061 475－2064）
申込先か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■耳の不自由な人のための
犬のしつけ方教室

聴覚障害者、先着30人。ペット同伴
不可。詳細はチラシ（区役所広報相談
係で配布）か で
3月9日（土）14時～16時
2月12日から
会場の動物愛護センター（ 471－
2111 471－2133）

■ハマピック  個人競技参加者募集
市障害者スポーツ大会。費用等詳細
は申込書（区役所高齢・障害支援課で
配布）か で
4月7日（日）～5月6日（月・休）
2月28日まで
横浜ラポール（ 475－2050 475－
2053）か健康福祉局障害福祉課（
671－3602）

■みなと赤十字病院から
①糖尿病講習会
②講演｢関節リウマチ治療薬｣
③講演「胃がん・大腸がん」

①当日先着50人②先着150人③当日
先着300人
①各14時～16時
2月21日（木）・3月28日（木）

　②3月9日（土）14時～16時
　③3月10日（日）13時～15時
①問合先②横浜シンポジア
　③ワークピア横浜
②2月12日から で
みなと赤十字病院（ ①628－6100
②628－6381③628－6816､ 628－
6101）

■総合保健医療センターで 講座
①がんに関してのさまざまな話題
② コレステロールと血圧に効く運

動・食事
各先着100人。500円。詳細は で
①2月28日（木）14時～15時30分
②各14時～16時。3月14日（木）・16日（土） 
2月12日から で会場の総合保健
医療センター（ 475－0178 475－
0002）

■講座｢ロボット腹腔鏡手術と泌尿
器科の現状｣
先着100人
3月5日（火）17時～18時30分
市大金沢八景キャンパス
2月12日から で市大附属病院（
787－2887 787－2866）

■中央卸売市場本場で
① 市場のプロ直伝 野菜・フルーツ

講座
②春の親子料理教室
①先着100人②小学4年～中学生と保
護者、抽選15組30人。1組2,000円
①3月16日（土）11時～12時15分
　②3月23日（土）9時～13時30分
①2月12日から②3月6日までに で
会場の中央卸売市場本場（ 459－
3337 459－3307）

■講演
｢命を守るための防災気象情報｣

先着180人。詳細は で
3月2日（土）13時30分～15時30分
2月11日から で会場の市民防災
センター（ 411－0119 312－0386）

■動物愛護センターから セミナー
①犬の健康管理②愛猫との暮らし方

ペット同伴不可
①当日先着60人②先着84人
①2月16日（土）14時～16時
②3月2日（土）13時～15時
①健康福祉総合センター
②神奈川公会堂
②2月12日から で動物愛護セン
ター（ 471－2111 471－2133）

■シンポジウム「環境配慮型行動で
創るSDGs未来都市」

抽選120人。詳細は で
2月21日（木）14時～16時
日本丸メモリアルパーク
2月18日までに で資源リサイク
ル組合（ 444－2531 444－2532）
申込先か経済局消費経済課（ 671
－2584）

■シンポジウム「建築から環境へ」
当日先着120人。詳細は で
2月23日（土）13時30分～15時30分
横浜メディア・ビジネスセンター

JIA神奈川（ 663－2745 663－
2746）か建築局営繕企画課（ 671－
2958）

■市民農業大学講座
2019年4月1日時点で67歳以下、各コー
ス抽選30人。14,000円。援農・緑化ボ
ランティア養成。野菜・果樹コース､
花・緑コース｡詳細は募集要領（区役
所広報相談係で配布、 から入手）で
4月～12月、全20回
3月1日まで
会場の環境活動支援センター（
711－0635 721－6356）

■カブトムシ幼虫採集体験学習教室
小学生以下と保護者、各抽選15組30
人｡費用等詳細は で
3月2日（土）10時～12時・14時～16時
2月18日までに で会場のシル
バー人材センター（ 847－1800
847－1716）

■安藤哲也講演
「パパが子育てを楽しむコツ」
抽選200人。詳細は で
3月3日（日）10時30分～12時30分
TKPガーデンシティPREMIUMみな
とみらい
2月22日まで
こども青少年局企画調整課（ 671
－4281 663－8061）

■要約筆記者養成講習会
①手書き
②パソコン
聴覚障害者等の意思疎通支援。18歳
以上の健聴者､各選考20人。3,600円。
詳細はチラシ（区役所高齢・障害支援
課で配布）か で
4月18日～2020年2月13日の木曜、
各全38回｡①10時30分～12時30分
②14時～16時
横浜ラポール
3月7日まで
選考・説明会　3月14日（木）①10時
30分～12時30分②14時～16時､会
場で開催
中途失聴・難聴者協会（ 475－2064）
か健康福祉局障害福祉課（ 671－
3602）

■ヨコハマ市民まち普請事業
整備成果報告会＆フォーラム
2月16日（土）13時～18時
横浜市市民活動支援センター
都市整備局地域まちづくり課（
671－2679 663－8641）

■製図コンクール展
横浜建築高等職業訓練校生の製図
① 2月18日（月）～3月1日（金）
　　8時30分～17時15分
　② 3月2日（土）～9日（土）
　　9時～19時（9日は17時まで）
①市役所市民広間②技能文化会館
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■合同就職面接会
履歴書複数枚持参
2月21日（木）13時～16時（受付は15
時45分まで）
新都市ホール
ハローワーク横浜（ 222－8609
201－6284）か経済局雇用労働課（
671－2343）

●�平成31年度予算の執行を伴う
事業などは、市会での議決後に
確定します。
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■保育士就職相談・面接会
保育士資格保有者か取得見込者
3月9日（土）13時～16時
技能文化会館
3月8日までに で
事務局（ 439－3442 271－3844）
かこども青少年局保育対策課（
671－4469）

■アートフェスティバルのすすめ
　①さいたま国際芸術祭2020
　②札幌国際芸術祭2020
芸術祭ディレクターが語る最新情
報。要事前申込。詳細は で
各19時～21時
　①2月27日（水）②3月13日（水）
YCCヨコハマ創造都市センター
横浜トリエンナーレサポーター事
務局（ 228－7816 325－7222）

■MICEを活用した次世代育成事業
　①ゴルフ体験と運動能力開発プログラム
　②介助で学ぶ運動学と理学療法士の役割
各抽選40人。①小学生②中学・高校生
① 3月23日（土）15時～16時30分・3月
24日（日）10時30分～12時

　②3月24日（日）11時20分～14時
パシフィコ横浜
3月6日までに で
文化観光局MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■ブルーカーボン事業 
　わかめ収穫イベント
小中学生、当日先着30人
3月3日（日）11時～12時（受付は10時
30分から）､荒天中止
八景島シーパラダイス
温暖化対策統括本部プロジェクト
推進課（ 671－4109 663－5110）

■就職マッチング交流会
食品メーカーで就業したい人、抽選30人
2月21日（木）19時～21時30分
マリンタワー
2月18日までに で経済局ものづ
くり支援課（ 671－2597 664－
4867）

■美容師の仕事場見学会
中学・高校生、各抽選。①②2人③5人。
詳細は2月12日から で
①3月3日（日）10時～12時
　②3月27日（水）10時～12時
　③3月28日（木）9時～10時30分
市内美容室
①2月26日まで②③3月15日まで
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■こどもマリンスクール
2019年4月時点で小学4～6年生、過
去未参加、抽選176人。80,000円。宿
泊、船員活動体験ほか
5月～2020年3月
帆船日本丸ほか
3月7日までに で
体育協会（ 640－0018 640－0024）

■市民クルーズ　
　①ぱしふぃっくびいなす 小笠原
　②飛鳥Ⅱ 東北 春紀行
各抽選、横浜港発着。①15室｡ 大
人1人191,250円～②17室。大人1人
136,850円～。詳細はチラシ（区役所
広報相談係で配布）か で
①4月2日（火）～7日（日）
　②4月14日（日）～17日（水）
取扱旅行会社。①2月22日まで②2
月28日まで

港湾局客船事業推進課（ 671－7272 
201－8983）

■バイクの廃車申告／市・県民税の
申告ほか

《①バイクの廃車申告》平成31年4月1
日時点の所有者に平成31年度分を課
税。廃棄・譲渡の場合は3月中に申告
を。125cc以下は登録している区役所
軽自動車税担当、125cc超は神奈川県
軽自動車協会へ
《②個人市民税・県民税の申告》平成
31年1月1日時点、区内に住所がある
人は3月15日までに区役所市民税担
当に申告を。給与所得のみで勤務先
から給与支払報告書が提出されてい
る人、所得税の確定申告をする人は
不要。税務署で確定申告不要と言わ
れた人（③の人を含む）は市民税・県
民税の申告が必要な場合あり
《③年金所得者の所得税申告手続不
要制度》公的年金等の収入金額が400
万円以下かつ公的年金等以外の所得
金額が20万円以下の場合、確定申告
不要。還付を受けるための提出は可
《④税務署の臨時日曜開庁》2月24日・
3月3日。所得税及び復興特別所得税・
贈与税・個人事業者の消費税・地方消
費税の申告書作成アドバイス、受付
（電話相談等不可）。混雑時は受付終
了の場合あり。鶴見税務署・横浜中
税務署・保土ケ谷税務署は日石横浜
ホールで
《⑤申告書はパソコンやスマホで作
成》国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」で作成後、e－Tax
で提出可
※ マイナンバーカード・ICカードリー
ダライタが必要
①区役所軽自動車税担当②区役所
市民税担当か、財政局税務課（
①671－3669②671－2253、 641－
2775）③～⑤各税務署

※②～⑤はマイナンバー（個人番号12
桁）の記載と本人確認書類（マイナ
ンバーカードか番号確認書類と身
元確認書類）の提示か複写の添付を

■国民年金保険料の前納は割引あり
口座・クレジット払の2年・1年・半年前
納の申込みは､ 2月28日までに年金事
務所・金融機関へ。詳細は問合せを
各年金事務所か健康福祉局保険年
金課（ 671－2418 664－0403）

■粗大ごみは早めに申込みを
3・4月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（ 671－3815
662－1225）

■里親制度説明会
体験談あり｡要事前申込。詳細は で
2月12日（火）10時～12時
金沢区役所
予約制
南部児童相談所（ 831－4735 833
－9828）

■市立学校臨時的任用職員・非常勤
講師  登録会

教諭・養護教諭、学校栄養・事務職員。

詳細は で
2月16日（土）11時～15時
会場の教育委員会東部学校教育事
務所（ 411－0605 411－0613）

■障害者後見的支援制度説明会・
　報告会
各当日先着。①300人②500人
①2月20日（水）10時～11時30分
　②3月6日（水）14時～15時30分
①磯子区民文化センター
　②金沢公会堂
健康福祉局障害企画課（ 671－3604 
671－3566）

■外国人のための結核検診・健康相談会
15歳以上､当日先着50人
3月3日（日）13時～15時。荒天中止
青葉国際交流ラウンジ
健康福祉局健康安全課（ 671－
2462）

※外国語の問合せは青葉国際交流ラ
ウンジ（ 989－5266 982－0701）

■不動産公売
市税・国民健康保険料の滞納処分で
差押えた不動産｡詳細は不動産公売
広報（区役所税務課で閲覧可）か
で。一部公売中止の場合あり
3月6日（水）13時30分～14時30分
中区役所
財政局徴収対策課（ 671－2184
641－2775）

■横浜水缶 特典付き販売
期間中の注文は3月31日までに配達、
送料無料。プレゼントもあり。詳細
は で
3月21日（木・祝）まで
水道局お客さまサービスセンター
（ 847－6262 848－4281）

■猫の不妊去勢手術費用の一部補助
3月1日～2020年2月29日に手術する
飼い主のいない猫、先着5,700頭。詳
細はチラシ（区役所生活衛生課で配
布）か で
動物愛護センター（ 471－2111
471－2133）

■市史資料室の休室日変更
4月から日曜と中央図書館休館日に
市史資料室（ 251－3260 251－
7321）

■市民意見募集
　都市計画マスタープラン港南区
　プラン改定原案
資料の閲覧は期間中､市役所市民情
報センター、問合先で｡ からも可
2月4日～20日
港南区役所企画調整係（ 847－8319 
841－7030）

■みなとみらいホール〔 682－2000
682－2023、2月4～8・18日、3月4・11日
休み〕
①セドリック・ティベルギアン（ピアノ）
②�ジャストコンポーズド�サクソフォ
ンの多様性
①1,000円②3,000円、会場で販売中
① 3月18日（月）12時10分～13時・14
時30分～15時20分

　②3月23日（土）15時～16時50分

■横浜美術館〔 221－0300 221－
0317、木曜休み〕
①コレクション展
②最果タヒ�詩の展示
①リズム・反響・ノイズがテーマ。500円
①3月24日（日）まで
　②2月23日（土）～3月24日（日）
■関内ホール〔 662－1221 662－
2050、2月4・5・18日休み〕
陽だまりコンサート
1,000円、会場で販売中
2月22日（金）13時30分～15時

■横浜能楽堂〔 263－3055 263－
3031、2月4～6・26日､3月4～6日休み〕
①横浜狂言堂
②修羅能の世界�和歌の徳
③東次郎��家伝十二番
①｢入間川｣｢鎌腹｣。2,000円､ 2月9日
12時から か で②「忠度」。5,000円
～7,000円､ 会場で販売中③「翁」｢三
社風流｣。4,000円～6,000円、会場で
販売中
①3月10日（日）14時～15時30分
　②3月23日（土）14時～16時20分
　③4月20日（土）14時～15時30分
■横浜にぎわい座〔 231－2515 231
－4545、2月20・21日休み〕
①名作落語の夕べ
②狂言と落語の会
③桂雀々独演会
④三遊亭萬橘・桂宮治�二人会
⑤三遊亭わん丈�勉強会
1,500円～3,100円、会場で販売中
①3月2日（土）18時～20時30分
　②3月9日（土）19時～21時
　③3月10日（日）14時～16時
　④3月13日（水）19時～21時
　⑤3月18日（月）19時～21時
■歴史博物館〔 912－7777 912－
7781、月曜（祝日の場合翌日）休み〕
展示｢横浜の野を駆ける古代東国の
馬と牧｣
600円
3月21日（木・祝）まで

■開港資料館〔 201－2100 201－
2102、月曜（祝日の場合翌日）休み〕
展示「浮世絵でめぐる横浜の名所」
200円
4月21日（日）まで

■横浜みなと博物館〔 221－0280
221－0277、月曜（祝日の場合翌日）休み〕
柳原良平のアニメーション作品上映会
高校生以上､抽選70人。500円。詳細
は で
4月6日（土）14時～16時
3月27日まで

■自然観察の森〔 894－7474 894－
8892、月曜（祝日の場合翌日）休み〕
①はじめてのバードウォッチング
②はじめてのちいさなしぜんかんさつ会
詳細は で。①小学4年生以上、先着
30人。小学生は保護者同伴②3歳～
小学2年生、各抽選20人
①2月24日（日）9時15分～14時30分
② 3月24日（日）10時30分～12時・13
時30分～15時
①2月11日から②3月2日まで
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市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

2月  2日

2月  9日
2月16日
2月23日

※タイトルは変更になる場合があります。

はまっ子　
未来カンパニープロジェクト
冬こそ ハマ歩き「東海道」①
冬こそ ハマ歩き「東海道」②
ハマのパン特集

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

ら♪ら♪ら♪
港北ニュータウン

横浜を感じるミニコラム

 『日本にあるアメリカ』 伊東 潤（歴史小説作家・ノンフィクション作家）

　昭和35年（1960）に横浜市中区で生まれてから今
日に至るまで、そこに住み続けている私にとって、
本牧周辺の米軍根岸住宅地区は、そこにあって当た
り前の「アメリカ」だった。　
　米軍関係者とその家族が笑顔で行き交う本牧の街
角は、アメリカがそのまま引っ越してきたかのよう

な錯覚さえ覚えた。とくに小港にあったPX（米軍基
地内の日用品などを売る売店）は夜遅くまで灯りが
消えず、いつまでも賑わっていたと記憶している。
今は亡き柳ジョージ氏が『FENCEの向こうのアメリ
カ』で歌った光景そのままに、まさに本牧は日本に
あるアメリカだった。
　幼少時、周囲にアメリカ人の多い環境で育った私
だが、米軍関係者やその家族に悪い印象はない。彼
らは皆気さくで愛想がよく、米国人住宅がオープン
になるカボチャ祭り(ハロウィン)の日など、私たち
日本人の子どもにも分け隔てなくキャンディを与え
てくれた。
　中学生になると、米軍住宅の中にあるアメリカン・
フットボール競技場によく行った。そこだけで食べ
られる巨大なホットドックは150円で、それだけで
満腹になったのを覚えている。
　だが高校生くらいになると反発も覚えた。高いフ

ェンスの上に張りめぐらされた有刺鉄線や、英語で
「Off Limits」と書かれたステンシルプレートを見てい
ると、日本が敗戦国だという現実が実感として迫っ
てきたからだ。
　だがそれも今は、忘れられない故郷の点景になっ
ている。懐かしさとほろ苦さの交じった横浜こそ、
わが故郷である。

　複数の病院に通っている場合、それぞれ別の薬局で薬をもらっていません
か？薬にも飲み合わせがあり、組み合わせによっては効果が弱くなったり、副
作用が出る場合があります。また体調や生活のリズムに合わせた適切な服用の
タイミングがあることもあります。この機会に、薬の利用の仕方を見直してみ
ませんか。

　かかりつけ薬局・薬剤師は、あなたの
ことを理解してくれる「薬のパートナー」
です。薬のことであれば、どのようなこ
とでも気軽に相談にできますし、一人ひ
とりの薬の服用状況を把握して、適切な
アドバイスをもらえます。

　通う薬局を1つに決めれば、そ
こがあなたのかかりつけ薬局です。
　薬局の場所については、横浜市
薬剤師会のホームページで確認し
てください。　

　薬の全体的な管理をしたり、休日・夜間などでも、薬に関して何でも相
談できる薬剤師です。国が定める一定の基準をクリアした薬剤師の中から、
患者本人と薬剤師で相談の上で決めることができます。手続き・費用など
については、かかりつけ薬局で確認してください。

伊東 潤さん：作家。横浜市中区在住。早
稲田大学卒業後、外資系IT企業等に勤
務。2002年頃から執筆活動を開始。2007
年『武田家滅亡』(KADOKAWA)デビュー。
2010年から専業作家。2013年『国を蹴っ
た男』(講談社)で第34回吉川英治文学新
人賞、2014年『巨鯨の海』（光文社）で「第
4回山田風太郎賞」と「第1回高校生直木
賞」を受賞。そのほかにも文学賞受賞歴
多数。
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スーパーラグビー2019開幕

【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

　世界最高峰の国際プロラグビーリーグである「スーパー
ラグビー」が2月16日(土)に開幕し、東京でも2月23日(土)の
国内初戦を皮切りに、6試合が行われます。
　スーパーラグビーは、ニュージーランドやオーストラリア
などのラグビー強豪国のスター選手が
多く参戦しており、スピード感溢れる
攻撃的なプレーが多いことが特徴で、
世界中で人気を博しています。
　また、日本から唯一参加する「サ
ンウルブズ」は多くの日本代表選手が
在籍しているため、もう一つの日本
代表と呼ばれることもあります。
　2018シーズンでは過去最高の勝利
数を収めるなど、毎年、着実な成長
を遂げる彼ら。今季のスーパーラグ
ビーでも世界の強豪たちへと立ち向
かいます。 スーパーラグビー

【この記事に関する問合せは】 経済局食肉市場運営課へ　 511-0445　 502-5989

【この記事に関する問合せは】
健康福祉局医療安全課へ　 671-3876　 663-7327

人権について考えよう  自分の価値観で誰かを傷つけているかもしれない

かかりつけ薬局・薬剤師を
持ちましょう

横浜市薬剤師会　薬局

　日常生活をしているなかで、自分の主観だけで物事を考えてしまうこと
は誰にでも一度はあるのではないでしょうか。例えば、朝の通勤時など急
いでいるときに、前を歩いている人がゆっくり歩いていたりすると「もっ
と早く歩いてくれないかな」など、そんな思いがあなたの頭をよぎったこ
とはありませんか？
　もしかしたらその人は、早く歩くことができない事情があるのかもしれ
ません。しかし、自分の価値観だけで相手や物事を見てしまい、決めつけ
てしまうことはありませんか？
　実は、こうした「自分の価値観」であったり「〇〇することが当たり前」と
決めつけてしまっていることが、自分ではしているつもりはなくても、人
のことを傷つけてしまっていたり、差別や偏見につながってしまうことが

あるのです。
　食肉市場では、生きている牛や豚をと畜解体してお肉にしています。「お
肉は好きだけど、牛や豚を殺すなんて自分ではやりたくないな」と思って
しまうことは、あなたが無意識のうちに持ち合わせている、生き物を殺す
ことへのマイナスイメージからくるものではないでしょうか？
　生き物をペットとして可愛がることも、趣味で狩猟や釣りをすることも、
と畜解体してお肉にすることも、動物の皮から革製品や楽器を作ることも、
すべて人が充実して生きるために動物を利用しているだけに過ぎないので
はないでしょうか？
　ふとした時に自分の口から発している言葉や決めつけてしまっているこ
とを、日常生活のなかから気づき、そして見直すきっかけにしてみましょう。

かかりつけ薬剤師って何？

かかりつけ薬局・薬剤師は
何をしてくれるの？ かかりつけ薬局の決め方
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知っていますか？

横浜食肉市場PR館

【この記事に関する問合せは】経済局食肉市場運営課へ
　　 511-0446　　 502-5989

食肉　PR館 検 索

～パートナーとのこと、家族のこと、生活のこと、仕事のこと、人間関係のことなどの悩みを聞きます～

女性のための総合相談支援事業「りらサポート」

【この記事に関する問合せは】こども青少年局こども家庭課へ　　 671-4209　　 681-0925

　横浜食肉市場PR館は、皆さん
に市場の安全・安心な食肉や新鮮
なモツの良さを知ってもらうた
めに、2017年8月に開館しました。
　館内では市場の紹介、生産工程
や肥育から出荷までの展示のほ
か、毎週木曜日には「冷凍ハマモ
ツ煮」（60個限定）などの販売を
行っています。

男女共同参画貢献表彰

平成30年度受賞者が
決定しました

【この記事に関する問合せは】政策局男女共同参画推進課へ
　　 671-2017　　 663-3431

男女共同参画貢献表彰 検 索

　男女共同参画社会の実現に向けて長年にわ
たり取り組んできた個人・団体を「功労大賞」、
推進者としての活躍が期待される個人・団体
を「推進賞」として表彰しました。

　「りらサポート」は、女性が抱えるさまざまな困りごとの
相談を聞き、問題の整理や解決の手伝いをしています。相
談は、みずら相談室と区役所の女性福祉相談窓口で受け付
けています。相談後、希望があれば、必要なサポートをしま
す。相談の秘密は守ります。気軽に相談してください。

【住所】鶴見区大黒町3-53
【開館】月～金曜　10時～15時
※横浜食肉市場の休市日は平日も休館となります。

　横浜食肉市場のブランド牛「市場発横
浜牛」、横浜産のブランド豚「はまぽー
く」の特別価格での販売や無料試食を行
います。他にも抽選会やクイズなどイ
ベント盛りだくさんです。

横浜肉まつり
横浜食肉市場で楽しもう!
肉を食べ、肉を学び、肉を選ぶ

2月17日（日） 10時～14時
※鶴見駅東口から無料シャトルバスあり

来場アンケート回答者に抽選で
「市場発横浜牛」や、お肉の商品券など
が当たります（写真はイメージです）

NPO法人 かながわ女のスペースみずら
みずら相談室　　 451-0740
月～金曜 14時～17時・18時～20時
土 曜 14時～17時

居住地の区役所
各区福祉保健センターにある、女性福祉相談の窓口に
相談してください。

かながわ女のスペースみずら 検 索

りらサポートの相談窓口

どちらの窓口に相談しても構いません。電話・面接相談は無料です。

生活が苦しい
けど相談できない
これからが不安

夫がやっている
ことはモラハラ？

相談するところ
が分からない

子どもや親と
うまくいかない

　「母親とどう向き合ったらいいのかわからない」、「母親との関係がこじ
れている」など、母と娘の悩みを打ち明けてみませんか？
　もちろん母親の立場からの相談も受け付けています。

【実施期間】 2月18日（月）～22日（金） 18時～20時
【窓　　口】 みずら相談室　　 451‐0740

※りらサポートは、こども青少年局とNPO法人 かながわ女のスペースみずらが協働で行っています。

母娘の悩みホットラインを開設します
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横浜食肉市場PR館

至大黒インター

国に先駆けてホームヘルパーの養
成、派遣に着手し、女性の社会参加
や就業の機会の拡大に貢献。

環境や食をテーマに、子育て中の
女性が参加しやすい場づくりや、
女性の起業支援に尽力。

女性にローカルメディアなどで活
躍できる場を提供し、子育てと社
会参加の両立を推進。

アジアの子どもや女性の支援を通
じ、市民の男女平等への関心を喚
起。

多様な年代に対する暴力防止プロ
グラムの提供など、暴力のない社
会づくりに尽力。

平出  田鶴子さん
社会福祉法人あさひ
理事長

東　みちよさん
一般社団法人スマート・
ウィメンズ・コミュニティ
代表理事

認定NPO法人
地球市民ACT
かながわ（TPAK）

特定非営利
活動法人
森ノオト

認定NPO法人
エンパワメント
かながわ

功
労
大
賞

推
進
賞

アクト

ティーパック

ひらいで     た  づ   こ

あづま

（各賞・50音順）


