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詳しくは
２ページで

開港160周年 ～みんなでつくろう みなとのみらい～
　横浜の初夏の風物詩ともいえる大イベント横浜開港祭。開港から160年を迎える今年は、市民や企業、団

体の皆様とともに盛大にお祝いしたいと思います。

　横浜港は1859年の開港以来、関東大震災や戦争と接収など幾多の困難がありましたが、市民の皆様の

努力と情熱に支えられ発展してきました。そして、歴史の香り漂う先進的な都市に成長を遂げ、現在も進化

を続けています。

　客船の寄港数は国内随一を誇り、港は豪華客船を見物に来られるお客様で大

いににぎわっています。春の大型連休には、「ガーデンネックレス横浜」で色鮮や

かな花々が咲き誇る中、クイーン・エリザベスをはじめ、延べ15隻もの客船をお迎

えします。また、この秋には新港ふ頭に、食をテーマにした商業施設やホテルを備

えた新たな客船ターミナルがオープンし、横浜港には最大７隻の客船が着岸でき

るようになります。国内外からお越しになるお客様に、横浜での滞在をより一層楽

しんでいただける環境をつくり、ワールドクラスのクルーズポートへと飛躍します。

　これからも、港を愛する皆様の思いを大切にしながら、魅力あふれる港湾都

市横浜を未来につなげてまいります。
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問合せ 横浜マラソン組織委員会事務局 ボランティア担当
222–4888 226–5037

　横浜の「顔」であるビッグアーティストによるコンサートを
開催。５月25日（土）はY160シンボルアーティストのC

ク リ ス タ ル

rystal 
K
ケ イ

ayが出演し、26日（日）はスペシャルゲストとしてC
ク レ イ ジ ー

RAZY K
ケ ン

EN 
B

バ ン ド

ANDが会場を盛り上げます。
【会場】山下ふ頭 特設ステージ

　人気のプロボーダーたちによるエキシビジョンや、
スケートボードコンテストなどを開催します。

【会場】山下ふ頭 特設コース

　Y160のテーマは市の花である「バラ」。バラ
をイメージした中区オリジナルの婚姻届を配布
する「中区ローズウェディング」とコラボレー
ション。
　5月3日（金･祝）～6月30日（日）の期間中、中区役
所に婚姻届を提出すると、先着でオリジナルトー
トバッグなどがもらえる特典があります。

【日程】５月３日（金･祝）～６月２日（日）
【会場】山下公園ほか
※詳細は最終ページへ

【日程】５月18日（土）･19日（日）
【会場】山下公園周辺
※詳細は３ページへ

　2009年に横浜開港150周年を記念して開催された
「開国･開港博Y150」から今年で10年。横浜開港200周年に
向けて、さまざまなイベントを開催します。

【日程】５月25日（土）･26日（日）
【会場】馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、 
 元町･山手

【メイン会場】山下公園おまつり広場周辺

　「開港を祝い、港に感謝しよう」というテーマのもと、
市民が一堂に会する「市民祭」として始まった横浜開港
祭。今年は、開港160周年という節目を迎え、「みんな
でつくろう みなとのみらい」をコンセプトに、さまざ
まなイベントが開催されます。

【日程】６月１日（土）･２日（日）
【会場】臨港パーク、みなとみらい21地区、新港地区、そのほか周辺

　5月3日（金･祝）〜6月2日（日）は「横浜開港月間」。山下
公園を中心に、横浜ならではの国際色豊かなイベント
が「横浜セントラルタウンフェスティバル“Y160”」を
メインイベントとして多数開催されます。イベントに
参加して、横浜開港月間を一緒に楽しみましょう！
� 各イベントについて詳しくは　　　　　　　　

問合せ 横浜セントラルタウンフェスティバル運営事務局　 227–0823（月〜金曜10時〜18時） 227–0765

Y160 検索

写真はイメージです▲︎CRAZY KEN BAND▲︎Crystal Kay

▲︎濱っ娘☆スペシャルステージ

▼みなこいで「良い世が来〜い」！

Y160 検索
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横浜 トライアスロン 検索

横浜マラソン 2019 検索

問合せ 横浜マラソン組織委員会事務局 ボランティア担当
222–4888 226–5037 問合せ 市民局スポーツ振興課　 671–4574 664–0669

－ ありがとう、10年の感謝を未来に －

5月18日･19日はトライアスロンで盛り上がろう！
　「ITU世界トライアスロンシリーズ
横浜大会」は、2009年に開港150周年
記念事業として開催されました。10
回目の節目となる今年は、「ありがと
う、10年の感謝を未来に」をテーマに、
大会を迎えます。 また、横浜はITU世
界パラトライアスロン大会が2017年
にシリーズ化されて以来、世界で唯一
継続して開催されている都市です。
　 東京2020オリンピ ッ ク･パラリン
ピックを目指す世界のトップ選手をは
じめ、国内外から多くの選手が、山下
公園や横浜赤レンガ倉庫、みなとみら
い21地区など、横浜の観光名所を駆
け抜けます。 メイン会場の山下公園
では「E

エ キ ス ポ

XPO」を同時開催し、バリエー
ション豊富なブースやステージイベ
ントで観戦を盛り上げます。

【開催日時】
日時 競技名

５月
18日
（土）

６時50分～ パラトライアスロン
10時16分～ エリート女子
13時６分～ エリート男子

５月
19日
（日）

７時15分～
エイジ（一般）
グループ

（スタンダード･スプ
リント･リレー･パラ）

問合せ 事務局　 680–5538 641–2371

－ 横浜を支える、世界をつなげる － 

横浜マラソン2019
ボランティア大募集

日本初開催！

IAAF世界リレー2019が
横浜で開催されます！

　11月10日（日）に開催予定の「横浜マラソン2019」では、国内外
から28,000人のランナーが集い、横浜のまちを駆け抜けます。
　多くのランナーを笑顔で支えるボランティアも大会の主役です。
ボランティアとして「横浜マラソン2019」を一緒に盛り上げてく
れる人の応募を待っています。

【申込受付】６月４日（火）12時から（先着順）
【活動例】 ･ランナー受付（IDチェック、受付誘導など）   
 ･コース監察誘導　･会場誘導　･手荷物管理　   
 ･総合案内 など

　 リレ ー 種目のみを行う陸上の国際競技
大会「世界リレー大会」の第４回大会が、日
本で初めて開催されます。
　本大会は、９月～10月に開催予定のドー
ハ世界選手権への出場権もかかっており、
非常に重要な位置づけとなる大会です。
　国別世界歴代記録で４位に位置する男子「4×100mリレー」日本代表
をはじめ、世界のトップアスリートたちが横浜に集結し、熱い戦いを繰り
広げます。

【日程】５月11日（土）･12日（日）
【会場】横浜国際総合競技場（日産スタジアム）
【種目】 ４×100ｍリレー（男、女） ４×200ｍリレー（男、女）
 ４×400ｍリレー（男、女、混合） ２×２×400ｍリレー（混合）
 シャトルハードルリレー（混合）

【費用】

【購入方法】 詳しくはホームページを確認してください。 

参加資格や申込方法など、詳しくは大会ホームページまたは
募集案内（市民情報センターほかで配布）を確認してください。

写真：フォート･キシモト

開催両日の会場方面への移動には公共の交通機関を利用してください。交通規制・う回については外出前にホームページで確認いただき、
当日は案内看板や現場スタッフの指示に従ってください。交通規制にご協力ください

スイム：1.5km（0.75km×2周回）
バイク：40km（4.45km×9周回）
ラ ン：10km（2.5km×4周回）

コース
スイムコース
バイクコース
ランコース 県庁・横浜税関・開港記念会館周辺は

上位争いを展開する選手のランやバ
イクの駆け引きが最大の見もの。選手
たちの息づかいが聞こえてきます。

横浜三塔エリア

大観覧車前、新港サークルウォーク、赤レンガ
倉庫の間などを疾走するバイクのスピードに
圧倒される、横浜観光スポットが集まる観戦ポ
イントです。

象の鼻パーク

開港記念会館

神奈川県庁

横浜税関

横浜開港
資料館

ホテルモントレ横浜

山下公園山下公園

横浜中華街

日本大通り駅日本大通り駅

日本郵船歴史博物館

馬車道駅
みなとみらい線

横浜ワールドポーターズ

新港サークルウオーク

横浜赤レンガ倉庫

横浜港

橋
ん
さ
大

日本郵船氷川丸
頭
ふ
下
山

横浜マリンタワー

元町・中華街駅

5月18日 エリートコースマップEXPO会場

観戦スタンド

ホテル
ニューグランド

スタートの興奮とスイム・バイク・ラン
の種目を切り替えるトランジションの
歓声、そしてフィニッシュに向かう選
手とのハイタッチ。大会の魅力を余す
ところなく体感できます。

山下公園周辺エリア

EXPOの賑わいEXPOの賑わい

【会場】山下公園周辺特設会場（山下公園スタート･フィニッシュ）

ⓒSatoshi TAKASAKI/JTU

ⓒSinji KAWATA/JTU

ⓒSinji KAWATA/JTU ⓒSinji KAWATA/JTU

席種 前売券 当日券
ジャパンサポーターズシート 8,000円 8,500円
ゴールドシート 7,000円 7,500円
シルバーシート 3,500円 4,000円
ブロンズシート 2,000円 2,500円

IAAF世界リレー 検索



4 2019（令和元）年 5月号 ／ 横浜市版

横浜市福祉事業経営者会 検索

相談先

市内在住の
概ね60歳以上の人が対象。

相談無料

５月７日から金沢区生きがい就労支援スポットが
リニューアルオープンします！

銭湯でのんびり、
ゆったりしませんか

５月１４日～20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」

ギャンブル等依存症について考えてみませんか？

介護職員初任者研修 受講生募集

問合せ 健康福祉局高齢健康福祉課　 671–3920 641–6408

問合せ 市コールセンター　 664–2525 664–2828 問合せ 横浜市福祉事業経営者会　 840–5815 840–5816

問合せ 健康福祉局 こころの健康相談センター　 671–4455 662–3525

　「これまでの経験をいかして働きたい」、「地域で活躍し
たい」など、シニアの人たちが豊かなセカンドライフを送
るための地域密着型相
談窓口です。
　「何か始めてみたいけ
れど誰に相談していい
かわからない」そんなと
きは気軽に相談してく
ださい。

　 市内在住の65歳以上の人
は、「高齢者優待入浴券」を利
用して、横浜市浴場協同組合に
加入している銭湯に毎月1回
150円で入浴できます。「高齢
者優待入浴券」は各銭湯で３か
月ごと（6月･9月･12月･3月）
に配布しています。配布開始日
など詳しくは、各銭湯の受付で
確認してください。

　競馬･競輪などの公営競技やぱちんこで生活に支障が出ていませんか。
　それは本人の意思の弱さや我慢不足が原因ではなく、ギャンブル等の依存症かも
しれません。
  依存症は回復することができる「病気」です。自分自身や身近な人のギャンブル
等の問題で悩んでいる人は、気軽に相談してください。

　介護職員として働くために必要となる基本的な知識･技術を習得する
研修です。研修修了後、市内の介護事業所などへの就業支援をします。

【対象】求職中の40～60代で、介護分野に関心があり、介護事業所などへ
の就職を希望する人

【定員】 介護職員初任者研修選考、40人
【募集･研修期間】 第1期募集 5月7日（火）～25日（土）
 研修 6月17日（月）～9月10日（火）
※第２期･３期の日程については、問合先ホーム
　ページに掲載予定です。

【研修場所】ウィリング横浜（港南区上大岡西1–6–1
ゆめおおおかオフィスタワー内）ほか

【費用】無料（職場見学の交通費などの負担あり）
【申込方法】問合先ホームページより申込書をダウン

ロードし、郵送してください。

▲専任のキャリアカウンセラーが面談します。

■生きがい就労支援スポットの相談受付日時が変更になりました
相談受付日時 問合せ･相談予約 所在地

金
沢
区

火～金曜 ９時～17時
※月･土･日曜･祝休日は
　休み

370–8356
370–8379

金沢区泥
でい

亀
き

1－21－5
いきいきセンター金沢
1階

港
北
区

月～金曜 10時～18時
※土･日曜･祝休日は休み

947–2475
947–2476

港北区綱島東4－3－17
アピタテラス横浜綱島
1階

高齢者優待
入浴券で、お得に
銭湯が利用できます

7月～9月に利用できる
高齢者優待入浴券を

6月初旬から配布します。

２個以上当てはまる人は、ギャンブル等依存症の可能性があります。※
※Lesieurら(1987)をもとにRoomら（1999）が作成。日本語訳：こころの健康相談センター

こころの健康

各区
精神保健
福祉相談
〈予約制〉

こころの
電話相談

依存症個別相談〈面接相談（予約制）･電話相談〉
横浜市こころの健康相談センター☎671–4408

【日時】月～金曜（土･日曜･祝休日を除く）8時45分～17時

【日時】月～金曜（土･日曜･祝休日を除く）
8時45分～17時
詳しくは居住区の高齢･障害支援課へ
問い合わせてください。

☎662–3522
【日時】月～金曜17時～21時30分、
土･日曜･祝休日8時45分～21時30分

依存症かも？と思ったら…

過去12か月であなたに当てはまる
項目にチェックを入れてください

ギャンブル等依存症
チェックテスト

ギャンブル等で予定以上の金額･時間を費してしまったことがありますか。
あなたのギャンブル等を周囲の人から批判されたことがありますか。
お金を巡る口論は、主にあなたのギャンブル等に関することですか。
自分のギャンブル等について罪悪感を感じたことがありますか。
ギャンブル等で負けているのに、勝っていると主張したことがありますか。

見 本
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市立学校教員
詳細は受験案内 (区役所広報相談係
で配布)か で

試験日＝7月14日（日）
5月17日まで
教育委員会教職員人事課 ( 671–
3246 681–1413)

市立病院勤務の看護師･助産師 
(正規職員)

詳細は募集案内(区役所広報相談係
で配布)か で

試験日＝①6月16日（日）②7月21日（日）
①5月31日まで②7月5日まで
医療局病院経営本部人事課 (
0120–74–4174 664–3851)

よこはま教師塾   
アイ･カレッジの塾生

選考。詳細は募集案内(区役所広報
相談係で配布。 から入手)で

6月30日まで
▷説明会　5月11日（土）･25日（土）13時

30分、6月1日（土）9時20分、5月22日
（水）･6月7日（金）･18日（火）18時30分、
問合先で開催
教育委員会教職員育成課 ( 411–
0516 411–0533）

ヨコハマ･りぶいん 空家待ち登録者
ファミリー向け賃貸住宅。詳細は5月
16日からチラシ(区役所広報相談係
で配布)で

5月30日まで｡ 先着順受付の空家
もあり
ジェイエーアメニティーハウス（
435–9419）か建築局住宅政策課（
671–4121 641–2756）

高齢者向け優良賃貸住宅 
①空家待ち登録者②入居者
市認定の民間住宅。60歳以上、抽選。
①緑区北八朔町②泉区中田南。詳細
は①5月16日からチラシ(区役所広報
相談係で配布)で②5月8日から申込
書 (区役所広報相談係で配布)で

①5月30日まで②5月31日まで
①ジェイエーアメニティーハウス
( 435–9419)②パワーズアンリミ
テッド( 439–0028)か、建築局住
宅政策課 ( 671–4121 641–2756）

介護職員初任者研修(通信課程)
児童扶養手当支給水準のひとり親家
庭の親、選考5人。詳細はチラシ(区役
所こども家庭支援課で配布)か で

7月6日（土）～9月18日（水）の水･土曜、
全15回
5,400円
5月31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)

中央職業訓練校 7月生募集 
①パソコン実務科
②OA経理科(初級)、医療･介護事務

OA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5月8日から
申込書(ハローワークで配布)か で

①7月～9月②8月～11月
6月17日まで

▷説明会　6月3日（月）10時･14時｡ 問
合先で開催
会場の中央職業訓練校 ( 664–
6825 664–2081)

腎不全者料理教室
抽選20人。詳細は問合せか で

6月23日（日）9時30分～12時
技能文化会館
700円
5月20日まで
腎友会 ( 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ファイル管理②iPad入門③iPad活用
15歳以上(中学生除く)の肢体・内部・
精神･聴覚等障害者、各抽選8人
①③文字入力可能な人②初心者

各13時～16時   
①6月10日（月）    
②6月18日（火）・19日（水）､全2回  
③6月20日（木）・21日（金）､全2回
横浜ラポール
①250円②③500円
5月20日までに に
障害名･等級、手話・筆記通訳希
望の有無、介助･車椅子利用の有
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)

「広報よこはま」点字版･録音版
視覚障害者向けに市版の点字、市版･
各区版のCD、市版と南北各9区分の
デイジーを郵送

で市民局広報課( 671–2332
661–2351)

青少年のための音楽会 横響
①交響曲第８番(ドヴォルザーク)ほか
②全日本学生音楽コンクール市民賞

受賞者との共演ほか
①6月9日（日）14時～16時  
②7月28日（日）14時～16時
①県立青少年センター  
②県立音楽堂
各1,000円、チケットポート横浜店
で。①販売中②6月10日から販売
事務局 ( 080–3308–1321)か文化
観光局文化振興課 ( 671–3714
663–5606）

ミュージック･マスターズ･ 
コース･ジャパン演奏会 市民招待

①講師室内楽
②受講生室内楽
③オーケストラ
未就学児入場不可、各抽選。①②100
人③350人。詳細はチラシ(区役所広
報相談係で配布)か で

①7月4日（木）19時～21時  
②7月8日（月）18時～21時15分  
③7月14日（日）14時～16時
みなとみらいホール
5月24日まで
文化観光局文化振興課 ( 671–
3714 663–5606）

みなと赤十字病院から 教室
①関節リウマチの薬物療法
②成人ぜんそく治療薬の増減方法
③小児の気管支ぜんそく
①当日先着50人②③先着50人

①5月14日（火）15時～16時  
②6月5日（水）15時～16時  
③6月27日（木）15時～16時30分
③1歳～未就学児(予約制)
②③5月13日から で問合先
会場のみなと赤十字病院 ( 628–
6381 628–6101)

市大エクステンション講座
①肺がんの最新治療
②骨粗しょう症と骨折を知ろう
③加齢黄斑変性の治療と予防
先着各230人。詳細は で

①6月6日（木）14時～16時  
②6月27日（木）14時～16時  
③6月28日（金）10時～11時30分
情報文化センター
5月13日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787–8930 701–4338)

高校生のための臨床心理学講座
抽選40人

6月8日（土）13時～16時10分
パシフィコ横浜
5月24日までに で
文化観光局MICE振興課 ( 671–
3546 663–6540)

シルバーパソコン講習
①初めてのパソコン
②初めてのエクセル
③初めてのワード
50歳以上、各抽選18人

各コース火･水曜、全2回  
午前＝9時30分～12時、  
午後＝13時30分～16時  
①6月4･5日午前、6月4･5日午後、 
　7月2･3日午前、7月2･3日午後 
②6月11･12日午前、7月9･10日午前 
③6月11･12日午後、7月9･10日午後
3,700円
5月24日までに で会場のシル
バー人材センター ( 847–1800
847–1716)

開港記念日 施設の無料開放
詳細は各施設に問合せを

《来館者全員》海づり施設、開港資料
館、都市発展記念館､ ユーラシア文化
館、横浜市歴史博物館､ 横浜美術館

《大学生以下》シルク博物館､山手資
料館

《高校生以下》三溪園､スポーツセン
ター（青葉･旭･泉･磯子･神奈川･金沢･
港南･栄･瀬谷･都筑･鶴見･戸塚･中･
西･緑･南。≲個人利用･トレーニング
室のみ〉）、日本郵船氷川丸、日本郵
船歴史博物館､人形の家(入館料)、
はまぎん こども宇宙科学館(入館料)、
帆船日本丸･横浜みなと博物館､三菱
みなとみらい技術館、ランドマークタ
ワー展望フロア

《中学生以下》金沢動物園､ 市電保存
館､ スポーツセンター（港北･保土ケ
谷。≲個人利用･トレーニング室のみ〉）、
ズーラシア､ プール(旭･栄･清水ケ
丘公園･港南･都筑･保土ケ谷)､リネ
ツ金沢(子どもプールのみ、浴場利
用は除く)、横浜銀行アイスアリーナ
(滑走料のみ)

6月2日（日）
市コールセンター ( 664–2525
664–2828)

歯と口の健康週間フェスティバル
ステージイベント、スタンプラリーほか

6月9日（日）11時～16時
クイーンズサークル
健康福祉局保健事業課 ( 671–
4042 663–4469)

「横浜のおいしい水」検定
①3級(通信試験)②1･2級(会場試験)。
詳細は5月7日から申込書(区役所広
報相談係で配布。 から入手)で

②6月23日（日）
②西公会堂
①7月31日まで②5月31日まで
水道局計画課 ( 633–0180 663–
8820)

道志村水源林間伐体験  
バスツアー

18歳以上、抽選35人。道志の湯入浴
も可(自己負担)。詳細は で

6月15日（土）7時30分～18時30分
5月24日まで
水道局水源林管理所 ( 0554–52–
2004 0554–52–2915)

マンション管理組合   
サポートセンター交流会

分譲マンションの居住者、当日先着
15人｡ 情報交換で諸問題を解決。詳
細は で

原則､ 毎月第1日曜9時30分～11
時30分
地区センターほか
マンション管理組合サポートセン
ター ( ･ 663–5459)か建築局
住宅再生課 ( 671–2954）

今月11日以降の、市や外郭団体などが
主催･共催の事業を掲載しています

♦市の施設では、定期点検などのため、休業日を設けています。また、入館料･入園料などは変更になる可能性があります。
♦特に記載のないものは、無料･自由参加･締切日必着･はがき1枚に1人です。
♦ とある場合は、行事名･郵便番号･住所･氏名（ふりがな）･電話番号･往復はがきの場合は返信面を明記してください。
♦各イベント等の終了時間は予定です。

日時･期間　 会場　 費用　 保育　 申込み　 問合せ　 行事名　 コース　 郵便番号･住所
氏名（ふりがな）　 電話　 ファクス　 年齢　 往復はがき　 はがき　 ホームページ

マークの説明
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親子風力発電所見学会
小中学生と保護者、抽選各50人。詳
細は5月10日から で

6月8日（土）9時～11時･11時～13時
ハマウィングと三菱みなとみらい
技術館
5月22日まで
環境創造局環境エネルギー課 (
671–2681 641–3490)

セーリング体験
小学3年生以上(小学生は保護者同伴)、
各抽選12人。詳細は5月7日から で

6月8日（土）･22日（土）   
9時30分～12時･12時30分～15時
八景島マリーナ
5月17日まで
横浜港振興協会 ( 671︲7241
671︲7350)か港湾局賑わい振興課
( 671︲2888)

市民クルーズ
①ぱしふぃっくびいなす 釧路･三陸
②にっぽん丸 久慈･横浜
③飛鳥Ⅱ 神戸発 日南花火
④にっぽん丸 ファミリー 横浜･清水
⑤セレブリティ･ミレニアム 日本周遊
各抽選。費用等詳細はチラシ(区役
所広報相談係で配布)か で

①6月30日（日）～7月5日（金）  
②7月12日（金）～13日（土）  
③7月19日（金）～22日（月）  
④7月30日（火）～31日（水）  
⑤9月22日（日）～10月2日（水）
取扱旅行会社。①5月24日まで  
②④5月15日まで③⑤5月31日まで
港湾局客船事業推進課 ( 671–
7272 201–8983)

令和元年度 軽自動車税の納期限
納税通知書は5月7日発送予定

5月31日（金）
居住区の区役所税務課か財政局
税務課 ( 671–3669 641–2775）

国民年金保険料 学生納付特例
前年所得が一定額以下の学生。継続
希望者も手続を

《申請書が送られてきた人》必要
事項を記入等して郵送   

《申請書が送られてこない人》在
学証明書か学生証、年金手帳、印
鑑を持参し、居住区の区役所保険
年金課
申込先か健康福祉局保険年金課 
( 671–2418 664–0403）

市有地の公募販売
価格等詳細は5月中旬から か募集
要領（区役所広報相談係で配布）で

財政局取得処分課（ 671–2264
662–5369）

犬･猫のマイクロチップ装着費用の 
一部補助

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)

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
対象年齢の人へ6月下旬に案内等を
送付｡ 詳細は問合せを

7月1日～2020年3月31日

協力医療機関
3,000円(生活保護受給･市民税非課
税世帯等は自己負担免除)
予防接種コールセンター ( 330–
8561 664–7296）

親と子のつどいの広場運営団体の 
募集説明会

詳細は5月8日から で
6月11日（火）14時～16時
市役所
6か月～未就学児(予約制)
6月4日まで   

※保育希望者は5月24日までに申込
みを
こども青少年局子育て支援課 (
671–4157 663–1925）

市民活動保険
市内で活動するボランティアへの補
償制度｡ 事前の登録手続不要。詳細
はリーフレット(区役所総務課庶務係
で配布)か で

市民局地域活動推進課( 671–3625 
664︲0734）

ギャンブル等依存症 特別相談会
回復支援施設の職員等が対応。各選
考2組

①5月20日（月）午前   
②5月21日（火）午後   
③5月22日（水）午後
①②5月17日まで③5月20日までに

で会場のこころの健康相談セン
ター ( 671–4408 662–3525)

人権擁護委員の日 特設相談
いやがらせ、人権侵害等に対応

6月1日（土）12時30分～17時
健康福祉総合センター
横浜地方法務局 ( 641–7926)か
市民局人権課 ( 671–2718 681–
5453)

臨時夜間HIV･梅毒検査
結果説明は1週間後。詳細は問合せを

6月4日（火）18時～20時
AIDS 市民活動センター
健康福祉局健康安全課 ( 671–
2729 664–7296)

「第4期ホームレスの自立の  
支援等に関する実施計画」配布中

資料の閲覧･配布は期間中、市役所
市民情報センター、区役所広報相談
係で。 からも可

6月28日まで
健康福祉局援護対策担当 ( 671–
2425 664–0403)

「かんたん建築基準法」配布中
建築に関するルールを解説

区役所まちづくり調整担当、問合
先。 からも可
建築局情報相談課 ( 671–2953
681–2436）

市立図書館の休館
全館＝5月20日（月）
泉･港北･戸塚＝5月21日（火）～23日（木）
磯子･都筑･保土ケ谷＝5月28日（火）～30
日（木）
金沢･鶴見･山内＝6月4日（火）～6日（木）

中央図書館 ( 262–7334 262–
0052）

市民意識調査に協力を
18歳以上、3,200人へ事前に調査票を

送付、調査員が訪問回収
5月中旬～6月上旬
政策局政策課 ( 671–2028 663–
1225）

国民生活基礎調査に協力を
6月18日までに該当地区の各世帯に
調査員証をつけた調査員が訪問

区役所福祉保健課か健康福祉局 
保健事業課 ( 671–2451 663–
4469)

市民意見募集 都市計画マスター 
プラン鶴見区プラン改定原案

資料の閲覧･配布は期間中､ 市役所
市民情報センター(閲覧のみ)、問合
先で｡ からも可

5月7日～21日
鶴見区役所企画調整係( 510–1677 

504–7102)

みなとみらいホール   
682–2000 682–2023  

5月7･27日･6月10日休み
①金の卵見つけました 演奏会
②夜もオルガン･１ドルコンサート
①未就学児入場不可
②3歳未満はロビー席で鑑賞可

①6月16日（日）15時～17時  
②7月19日（金）19時～19時40分
①2,000円、会場で販売中  
②100円か1ドル、当日会場で

関内ホール    
662–1221 662–2050  

5月13日･6月10日休み
①陽だまりコンサート
②ザ･ブラザーズ･フォア 最後の来日

ツアー
3歳以下入場不可

①5月24日（金）13時30分～15時30分 
②5月26日（日）16時30分～18時30分
①1,000円②6,000円、会場で販売中

横浜能楽堂    
263–3055 263–3031  

5月13･20日･6月10日休み
①横浜狂言堂②横浜能
①「子盗人」「今参」
②狂言「箕被」、能「隅田川」

①6月9日（日）14時～15時35分  
②6月29日（土）14時～16時15分
①2,000円、5月11日12時から か

で②3,000円～4,000円､ 会場で
販売中

にぎわい座    
231–2515 231–4545  

5月22･23日休み
①名作落語の夕べ
②日本演芸家連合まつり
③立川生志落語会
④一龍斎貞鏡勉強会

①6月1日（土）18時～20時30分  
②6月10日（月）14時～16時30分  
③6月13日（木）19時～21時  

④6月16日（日）14時～16時
1,500円～3,100円､ 会場で販売中

消費生活総合センター   
845–5640 845–7720  

祝休日休み
教室｢インターネット･スマホの落と
し穴｣
当日先着300人

6月25日（火）13時30分～15時30分
磯子公会堂

開港資料館    
201–2100 201–2102  

月曜(祝休日の場合翌日)休み
展示｢カメラが撮らえた横浜｣

7月15日(月･祝)まで （6月4日は除く）
200円

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展示｢横浜みなと博物館の30年」
②総帆展帆

①10月31日（木）まで   
②5月19日（日）･6月2日（日）。10時30 
　分から帆を広げ、16時までにた 
　たむ。荒天中止
①400円

人形の家    
671–9361 671–9022  

月曜(祝休日の場合翌日)休み
メルヘン人形劇フェスティバル
当日各先着140人

6月1日（土）･2日（日）11時～16時
400円

環境活動支援センター   
711–0635 721–6356

①森の香りでミストスプレーづくり
②森づくりボランティア入門講座
①小学4～6年生と保護者、抽選15組
30人②18歳以上、先着30人

①6月1日（土）9時30分～12時  
②6月23日･30日･7月7日の日曜 
　9時30分～15時、全3回
①問合先②新治里山公園
①5月2 7日までに②5月1 5日から

で

自然観察の森    
894–7474 894–8892  

月曜(祝休日の場合翌日)休み
つながりの森を歩こう
中学生以上、抽選30人。詳細は で

5月26日（日）10時～15時
5月16日まで

　暮らしに役立つ本市の情報を
まとめてお届けする5分間のテレ
ビ番組が始まります。市内ケーブ
ルテレビ各局などで放送します。
　第1回は、｢地域で支える子育
て・孫育て｣をテーマに、地域子育
て拠点について紹介します。

広報
新番組

放送開始！
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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

5月  4日
5月11日
5月18日
5月25日

※タイトルは変更になる場合があります。

横浜でスポーツ
ハマの「香り」
ハマの「色」
ハマの周年 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

火曜

横浜を感じるミニコラム

トライアスロン選手

上田 藍さん

上田 藍さん
京都府生まれ。
ペリエ･グリーン
タワー･ブリヂス
トン ･ 稲 毛 イン
ター所属。北京、
ロンドン、リオデ
ジャネイロの各オリンピック日本代表。
世界トライアスロンシリーズ横浜大会
では2014年銀メダル、2016年銅メダル
を獲得。今年は、2月10日に南アフリカ
のケープタウンで行われたトライアス
ロンＷ杯に優勝。その勢いで横浜大会
でも優勝を狙う。

プロフィール

　私は京都の出身なのですが、横浜とは
色 と々ご縁がありまして、もうお付き合いは

今年で10年になりま
す。2009年に横浜で
トライアスロンの世
界大会が開催され
ることになり、選手
代表として大会スタ
ッフや県警の方と一
緒にコースを見なが
ら意見をお伝えさせ
て頂く機会がありま
した。

　それがきっかけとなりまして、競技以外に
も横浜で行われるさまざまなイベントに呼ん
で頂けるようになりました。2016年の「『成人
の日』を祝うつどい」にゲストとしてお招き頂
いた際には、私が新成人の皆さんにエール
を送る役だったのですが、皆さんの希望に
満ちた目を見ていたら逆に私の方が勇気づ
けられてしまいました。
　もちろん、お仕事以外でも横浜を楽しんで
います。中華街で、大好きな小籠包や肉まん
を食べて、みなとみらいの綺麗な夜景を見てい
ると、心もそしてお腹も（笑）チャージされて、ま
た次のレースに挑む気力がみなぎってきます。

　5月1 8日･1 9日には2 0 1 9ITU世界トライア
スロンシリーズ横浜大会が開催され、私
は18日に出場します。横浜大会は過去、
2 014年（2位）、2 01 6年（3位）と、相性の
良い大会です。みなとみらいや、赤レン
ガ倉庫などの横浜の名所を通るコースで、
世界の強豪選手と競い合える事がすごく
楽しく、モチベーションが上がり闘志が湧
きます。沿道の皆さんの声援は選手にと
って、とても大きな力になります。大会当
日は、是非会場に来て日本チームにエー
ルを頂き、一緒に大会を楽しんでもらえる
と嬉しいです。

▲︎3位となった2016世界トライアス
ロンシリーズ横浜大会の表彰式

ラグビーワールドカップ 検索

TM©Rugby World Cup Limited 2015

問合せ 建築局建築防災課　 671–2943 663–3255

補助制度
補助限度額 40万円※2

問合せ 家具転倒防止対策全般･申込みに関して
NPO法人横浜市まちづくりセンター　 262–0667 315–4099

家具転倒防止対策助成事業に関して
総務局地域防災課　 671–3456 641–1677

ⓒSatoshi TAKASAKI/JTU

ⓒSatoshi TAKASAKI/JTU

※3 貸家などは有料（1万円）

▶住宅除却補助事業に
ついてはこちらから

　家具転倒防止器具を無料で取り付けます（器具代は自己負担です）。
同居している家族全員が次の①～⑥のいずれかに
当てはまる世帯が対象です。
① 65歳以上 
② 身体障害者手帳を持っている
③ 愛の手帳を持っている
④ 精神障害者保健福祉手帳を持っている
⑤ 介護保険法による要介護、要支援の認定を受けている
⑥ 中学生以下
※「中学を卒業した人」から「64歳以下の人」については、②〜⑤のいずれかに該当しない

限り、この制度の対象となりません。

【申込み】7月31日（水）まで

改元に伴う書類の日付の
記載に関するお知らせ

旧耐震基準の木造住宅を解体する
工事への補助制度を新設します

家具転倒防止器具の無料取り付け代行

ラグビーワールドカップ2019™
チケット先着販売＆
公式リセールサービス開始

問合せ 総務局行政･情報マネジメント課
307–0318 664–5917 問合せ 市民局ラグビーワールドカップ2019推進課　 671–4587 664–1588

　５月１日から新元号となることに伴い、各種提出書類など
の日付の取扱いについてお知らせします。

■本市に提出する書類
　申請書などの様式に旧元号（平成）が印字されている場合
でも、修正して利用できます。また、日付は元号･西暦のどち
らでも記入できます。
■本市が発行した書類
　5月1日以降の日付や年度が旧元号（平成）で記載されてい
る場合は、新元号（令和）に読み替えてください。

※書類の記載内容や記入方法については、当該書類の担当部
署へ問い合わせてください。

　 旧耐震基準の木造住宅の解体工事
に要する費用を補助する制度を新設
しました。解体を検討している人は、
問い合わせてください。

　いよいよ今秋、ラグビ ー
ワールドカップが日本で初開
催されます。横浜では、決勝･
準決勝を含む７試合が開催さ
れます。5月からはチケット
の第３次一般販売が開始され
ます。また、既に購入した人
が、やむを得ず観戦できなく
なってしまったチケットを公
式チケットサイトを通じて不
特定の第三者に定価で販売す
るための「公式リセールサー
ビス」も開始されます。

【スケジュール】

第３次一般販売(先着) 5月18日（土）18時～
公式リセールサービス 5月31日（金）18時～

※チケ ッ トの購入は公式サイトからID登録が
必要です（公式サイト以外の販売方法はあ
りません）。

※公式チケットサイト以外で購入したチケッ
トは無効となり、使用できません。注意して
ください。

（例）平成31年5月1日　→　令和元年5月1日
　　平成31年度　　　 →　令和元年度

耐
震
診
断（
無
料
）

訪
問
相
談（
無
料
）

検
討

解
体

対象要件
•木造2階建て以下
•1981年5月以前着工
•非課税世帯※1のみ対象
•その他条件あり。詳しくは、問い
合わせてください。

※1 非課税世帯：過去２年間建物の所有者
全員およびそれらの世帯員全員の住民
税が非課税の世帯

※2 その他面積限度額あり※3
横浜市 家具転倒防止対策 検索
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【発行】市民局広報課　 671-2332 661-2351　

16 2019（令和元）年 5月号 ／ 横浜市版

問合せ NTTハローダイヤル　 050–5548–8686　案内期間６月３日（月）まで 8時～22時 224–6627

問合せ 実行委員会　 663–1365 663–1928

ガーデンネックレス横浜2019

横浜ローズウィークが開幕します 
　今年は、開港以来横浜市民に親しまれてきたバラを主役にした新たなイベント「横浜ローズウィーク」
を開催します。メインイベントである「ばらフェスタ2019」をはじめとしたさまざまなイベントを横浜
開港月間と同時期に開催し、開港160周年の横浜を彩ります。期間中、開港の歴史を感じる港の風景をめ
ぐりながらバラを堪能できるだけでなく、バラをテーマにしたスイーツなども楽しめます。

日本最大級の音楽の祭典「横浜音祭り２０１９」

市民先行チケット販売開始 
　9月15日から11月15日まで、約２か月に渡り開催される「横浜
音祭り2019」の主要有料公演のチケットについて、一般販売に先
駆け、市民限定の先行抽選受付と先行販売を開始します。
【対象】市内在住･在学･在勤の人

【抽選による公演】※当選は5月21日以降に振込用紙･メールで通知。
　チケットの購入やプログラムについて詳しくは、横浜音祭りチケットセンター（神奈川芸術協会内） 453–5080

公演名 主な出演者 日付／場所 申込受付期間

横浜音祭り2019オープニングコンサート アンドレア･バッティストーニ（指揮）、東京フィル
ハーモニー交響楽団、清水和音（ピアノ）　ほか ９月15日（日）／横浜みなとみらいホール 大ホール ５月11日（土）～

 21日（火）「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画 Anno（アンノ） スコティッシュ･アンサンブル、アンナ･メレディス ９月16日(月･祝) ／横浜赤レンガ倉庫１号館3Fホール
英国女王陛下の近衛軍楽隊コンサート 英国近衛軍楽隊 10月14日(月･祝) ／神奈川県立音楽堂
藤原道山 尺八アンサンブル･コンサート「風雅竹韻」 風雅竹韻（藤原道山 ほか） 10月22日(火･祝) ／横浜能楽堂 6月3日（月）～18日（火）
ヨコハマ･ポップス･オーケストラ2019「本広克行プロデュース
横浜音祭りスペシャル【劇伴の若き匠　菅野祐悟】」

菅野祐悟（指揮）、ヨコハマ･ポップス･オーケスト
ラ、本広克行、ももいろクローバーＺ　ほか 11月1日（金）／横浜みなとみらいホール 大ホール ５月11日（土）～

 21日（火）石丸幹二プレミアム･デュオコンサート 石丸幹二（ヴォーカル）、吉田次郎（ギター） 11月4日(月･休) ／青葉区民文化センター フィリアホール
林英哲　横浜音祭り2019特別公演（仮） 林英哲（和太鼓）ほか 11月９日（土）／関内ホール 大ホール
横浜音祭り2019クロージングコンサート
葉加瀬太郎 featuring May J. The Symphonic Night

葉加瀬太郎（ヴ ァ イオリン）、May J.（ヴ ォ ー カ
ル）、横浜シンフォニエッタ　ほか 11月15日（金）／横浜みなとみらいホール 大ホール ６月３日（月）～

18日（火）

【先行販売による公演】
　チケットの購入やプログラムについて詳しくは、横浜みなとみらいホールチケットセンター　 682–2000

公演名 主な出演者 日付／場所 先行販売期間
わくわくブラス！ at 横浜音祭り2019 横山奏/ヤン･ヴァン＝デル＝ロースト（指揮）、ぱんだウインドオーケストラほか ９月22日（日）／横浜みなとみらいホール 大ホール

５月11日（土）～
31日（金）

村治佳織の世界Ⅰ･Ⅱ 村治佳織、藤木大地（カウンターテナー）※10月12日公演のみ 10月12日（土）･26日（土）／横浜みなとみらいホール 小ホール
セミヨン･ビシュコフ指揮
チェコ･フィルハーモニー管弦楽団 セミヨン･ビシュコフ（指揮）、チェコ･フィルハーモニー管弦楽団 10月20日（日）／横浜みなとみらいホール 大ホール

わくわくJAZZ♪ 熱帯JAZZ楽団、Lowland Jazz、公募による中高生メンバーほか 10月27日（日）／横浜みなとみらいホール 大ホール
ミュージック･イン･ザ･ダーク 川畠成道/徳永二男（ヴァイオリン）ほか 11月２日（土）／横浜みなとみらいホール 小ホール
第38回横浜市招待国際ピアノ演奏会 今田篤、A.ガジェヴ、A.メリニコフ、阿見真依子、D.チョニ、E.ウクラインスカヤ 11月4日（月･休）／横浜みなとみらいホール 小ホール
ビヨンド･ザ･ボーダー音楽祭　2019 鈴木理恵子（ヴァイオリン）、若林顕（ピアノ）　ほか 11月10日（日）／横浜みなとみらいホール 小ホール

5月3日（金･祝）～
6月2日（日）

飲食情報

ばらフェスタ2019
　 今回、日本で初公開される最新
のバラの紹介や、日本を代表する
ガ ー デンデザイナ ーやフラワ ー
アーティストによる展示、アンバサ
ダ ーの三上真

まさ

史
し

さんをはじめとしたNHK「趣味の
園芸」講師によるステージイベントなどを行います。
【日程】５月15 日（水）～19 日（日）
【会場】大さん橋ホール
【費用】1,500 円（当日）

横浜バラ展
　「横浜ばら会」の会員が育てたバラの展示会。
バラの香りあふれる会場では、「バラの相談コー
ナー」も開設します。
【日程】５月17日（金）～20日（月）
【会場】横浜髙島屋

ローズ&ガーデンマーケット
　日本各地からバラの苗が
集まるマーケット。また、
バラとあわせて楽しみたい
宿
しゅっこんそう

根草などの花苗やバラの
切り花、地元横浜産の新鮮
な野菜なども販売。ワークショップやイベント
も開催します。
【日程】５月18日（土）･19日（日）
【会場】日本大通り

　市内のレストラン･バーでバラを
テーマにしたスイーツやカクテルを
期間限定で提供します。ガーデンネッ
クレス横浜2019の会場や観光案内
所などで配布してい
る、店舗紹介グルメ
マップ「花

はな

味
み

絵
え

図
ず

」を
持ってぜひ訪れてみ
てください。

　5月14日（火 ）は 山
下公園、5月21日（火）
は港の見える丘公園
で、バラ園のガイド

ツアーを開催します。
詳しくはホームページ
を確認してください。

八景島ばらフェスタ
　360度海に囲まれた丘の上のバラ園。
ワークショップやミニバラ講座、マルシェなど
を開催します。
【日程】５月18日（土）･19日（日）
【会場】横浜･八景島シーパラダイス

バラ園
ガイド
ツアー

ⓒS.Oguma
▲林英哲特別公演（イメージ）

▲葉加瀬太郎

▲藤原道山 ▲村治佳織

▲アンドレア･バッティストーニ
ⓒTakafumiUeno

横浜音祭り 検索

横浜みなとみらいホール 検索

マスコットキャラクター
「ガーデンベア」ⓒITOON/GN

イベント情報


