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平安時代後期（12世紀）
絹本着色・一幅

147.9×98.9cm
東京国立博物館蔵

Image：TNM Image Archives
※展示期間：7月13日～8月7日

今年の夏は参議院選挙が行われます 投票日は、ポスターや各世帯に郵送する「投票のご案内」などで確認ください。

横浜美術館で素敵な出会いを
　横浜美術館が、今年、開館30周年を迎えます。横浜開港以降の美術品を中心に12,000点を超える

豊富なコレクションをもち、市民の皆様に楽しんでいただける多彩な企画を開催してきました。

　ユニークでバラエティに富んだ展覧会は、訪れるたびにワクワクし、新たな発見や感動を与えてくれ

ます。作品を制作したり、鑑賞をより楽しむためのプログラムも充実しています。「子どものアトリエ」は、

子どもたちが自由な発想で楽しみながら、自分の目で見て、触れて、体験できる

場です。参加している子どもたちは、目をきらきらと輝かせながら、絵の具や

粘土などを使って、思い思いの作品づくりを楽しんでいます。

　開館30周年のテーマは、「美術でつなぐ人とみらい」です。文化芸術は、

私たちの生活に彩りを添え、心を豊かにし、子どもたちの想像力や豊かな

感性を育んでくれます。そして、時代や国境を越えて人をつなぎ、多様な出会

いを生み出す大きな力があります。

　この夏も、ぜひ、横浜美術館で数々の作品との素敵な出会いをお楽しみ

ください。



2 2019（令和元）年 7月号 ／ 横浜市版

外出の際はこまめに水分を補給し、熱中症に気を付けてください。

　開港160年を迎えた横浜。明治期の横浜を
舞台にした大和和紀の少女漫画「ヨコハマ物
語」と、「霧笛」をはじめ、文明開化期の横浜を
舞台にした開化小説を多く執筆した大佛次郎。
２人の作品が織りなす「ヨコハマ」に迫ります。
【日時】	9月8日（日）まで（毎週月曜、月・祝の場

合は翌平日、7月9日（火）休館）
【会場】	大佛次郎記念館（中区山手町113	
	 港の見える丘公園内）
【費用】一般200円（中学生以下無料）

　花火の打ち上げ、パレード、シー
サイドレストラン＆バーなど多彩な
プログラムで１日楽しめます。
【日時】7月13日（土）·14日（日）
	 11時30分～20時30分		 	
	 ※花火の打ち上げ19時30分～
【会場】山下公園およびその周辺
【費用】無料

　6年目の開催となる今年は、主な
プログラムを夜の時間帯に実施し、
みなとみらいの美しい夜景とテク
ノロジーを生かしたピカチュウた
ちのパフォーマンスを展開します。
【日時】8月6日（火）～12日（月·休）
※主なプログラムは19時～21時
に実施します。

【会場】みなとみらいエリア一帯
【費用】無料

　船の見学会や、生き物に触れられるコーナー、
巨大な絵画づくりなど、子どもたちのお出かけ
にぴったりで、海の魅力が満載の体験
型イベント。今年は新たに海の環境や
大切さを学べる展示も行います。
【日時】7月20日（土）·21日（日）	 	
	 10時～17時
【会場】大さん橋ホール		 	
	 （中区海岸通1-1-4）
【費用】無料

横浜美術館開館30周年記念 /生誕150年・没後80年記念

大佛次郎記念館テーマ展示

　本展では、現在、国宝や重要文化財に指定され
る名品30件以上を含む、三溪旧蔵の美術品や茶道
具約150件と貴重な関連資料を展示。原三溪の文化
人としての全体像を描きだします。

【日時】7月13日（土）～9月1日（日）	10時～18時（毎週木曜休館）
	 ※毎週金・土曜は20時まで開館
	 ※入館は閉館の30分前まで
【会場】横浜美術館（西区みなとみらい3-4-1）
【費用】一般1,600円
　　　（大学・高校生1,200円、中学生600円、小学生以下無料）

　原三溪によってつくられた日本庭園「三溪園」。「原三溪の
美術」展のチケットを提示すると、三溪園の入園料が100円
割引されます。また、三溪園の入園チケットを提示すると、「原
三溪の美術」展の当日
観覧料が300円割引に
なります。ぜひこの機会
に足を運んでください。
【期間】	7月13日（土）～	
	 9月1日（日）
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》（部分）
平安時代後期（12世紀）、紙本着色・一巻、26.0×533.0cm
大和文華館蔵
※展示期間:8月9日～9月1日
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江戸時代初期（17世紀）、木製漆塗・一本、長39.6・径3.3cm
大和文華館蔵
※展示期間:8月9日～9月1日

▲参加者で大きな海を描くワークコーナー
ⓒ大和和紀×講談社

▲臨港パークでの総勢50匹のピカチュウによる
パフォーマンス（イメージ）

ⓒ2019 Pokémon. ⓒ1995-2019 Nintendo/
Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

《志野茶碗 銘 梅
うめ
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》
桃山時代（16世紀末～17世紀初期）、陶器・一口、
高8.3・口径13.5・底径3.8cm
五島美術館蔵 撮影：名鏡勝朗
※展示期間:7月13日～8月7日

問合せ 横浜美術館　 221-0300 221-0317

問合せ 大佛次郎記念館　 622-5002 622-5071

問合せ 実行委員会運営事務局　 681-2353 681-3735

問合せ 運営事務局　 663-9151 227-0765

問合せ 文化観光局企画課　 671-4142 663-7880

　近代日本の黎
れい
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・発展期の横浜で財を築いた原
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。横浜美術館
開館30周年となる今年は、「コレクター」「茶人」「アーティスト」、そして同
時代の日本美術院の画家や彫刻家を物

ぶっ

心
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両面から支援した「パトロン」
としての４つの側面を持つ三溪の業績に焦点を当てた展示を行います。
※一部、展示期間の限定される作品があります。

▲三溪園の夏の風景

横浜美術館 原三溪 検索

大佛次郎記念館 検索

スパークリングトワイライト2019 検索

うみ博 検索

ピカチュウ大量発生チュウ！ 検索

原 三溪
（本名：富太郎）

提供：三溪園

提供：三溪園
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神奈川県条例で自転車保険の加入が義務化

自転車保険に入りましょう！

2019年3月に横浜市自転車活用推進計画を策定しました

みんなの健康を守るために、
健康増進法が改正されました

受動喫煙防止が、
「マナー」から「ルール」へ

緑を守り、育てるために〜横浜みどり税〜

問合せ 道路局交通安全・自転車政策課　 671-2323 663-6868

問合せ 「横浜みどり税」などに関して 財政局税務課　 671-2253 641-2775
「横浜みどりアップ計画」に関して 環境創造局政策課　 671-4214 641-3490

　県内で自転車を利用する人は、自転車保険への加入が義
務となります。まずは加入状況を確認し、万が一の事故に
備えて必ず加入しましょう。

　本市では、緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアップ
計画」の財源の一部として、市民の皆さんに平成21年度から「横浜み
どり税」をご負担いただいています。

個人：市民税の均等割に年間900円を上乗せ
法人：市民税の年間均等割額の９％相当額

⃝樹林地・農地の確実な担保
⃝身近な緑化の推進
⃝維持管理の充実によるみどりの質の向上
⃝ボランティアなど市民参画の促進につながる事業

　林業が成り立たない地方の山間部の森林整備
や、国産木材の利用促進を主な目的として創設さ
れました。本市では、今後本格化する学校建替事業
の財源として活用していきます。
※令和6年度から新たに課税される国税。年額1,000円

　市内の緑の保全・創造を目的としたものです。樹
林地の買取りや、まちなかでの緑の創出などに活
用しています。

　日常からレジャーまで、誰もが安心して楽しめるよう、駐輪環境、通行
空間の整備やルール・マナーの啓発に取り組みます。自転車活用情報サイ
トも開設しています。この機会に、自転車で出かけてみませんか。

　ルールを守って、安全に自転車を利用しましょう。自転車保険や
ルールについては、ホームページを確認してください。

⃝学校、病院、児童福祉施設、行政機関などは、
原則敷地内禁煙が義務化されます。

⃝飲食店や職場など、多くの人が利用する施
設は、原則屋内禁煙が義務化されます。屋
内で喫煙する場合には、法令の基準を満たした喫煙室の
設置が必要となり、標識の掲示も義務付けられます。

⃝20歳未満の人（従業員を含む）は、喫煙エリ
アへの立ち入りが禁止になります。

⃝屋外や家庭などでも、特に子どもや患者な
ど、健康への影響が大きい人が周囲にいる場合は、煙を
吸わせない配慮が必要です。

　たばこから出る煙には、ニコチンやタールなど多くの化
学物質や発がん性物質が含まれており、それを吸い込んだ
人の健康に影響を及ぼします。
　そこで、受動喫煙を望まない人が煙を吸わない環境づく
りのために、健康増進法が改正されました。

　「望まない受動喫煙防止の環境づくり」は段階的に始まっ
ています。

2019年
10月1日から

  どんなルールなの？

  なぜマナーからルールになったの？

  いつから始まるの？

問合せ 健康福祉局保健事業課　 671-2454 663-4469

横浜市 受動喫煙 検索

横浜市 自転車活用情報サイト 検索

　この機会に、禁煙にチャレンジしてみませんか？
禁煙のコツはこちら 横浜市 禁煙NOTE 検索

横浜市

2019年
１月24日～

税　額

使い道

2020年
４月1日～

2019年
7月1日～

喫煙する際に周囲への配慮が義務付けら
れました。

上記以外の施設などは、原則屋内禁煙と
なります。

学校、病院、児童福祉施設、行政機関など
は、原則敷地内禁煙となります。

自転車向けの保険（個人賠償責任保険）に加入している
※自転車利用中に、他人にけがをさせてしまった場合などに、その損害を補償できる保険

自転車保険に
加入しています

TSマーク
付帯保険に
加入しています

自転車保険に
加入していない状態です

自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、各種共済、PTA保険、
団体保険、クレジットカードの付帯保険に加入している

記載されている点検日からの経過期間が1年以
内のTSマーク※が自転車に貼ってある
※TSマークは、自転車安全整備士が点検確認

した自転車に貼付されるものです。

個人賠償特約※で自転車事故を補償の対象
としている
※名称は保険会社によって異なる場合があります。

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい いいえ

はい

はい

　補償内容（補償額、示談交渉の有無な
ど）、有効期間を確認してください。更新
を忘れないよう気をつけましょう。

　自転車保険に加入しましょう。
自動車の任意保険、火災保険な
どの特約などの追加で対応でき
る場合もあります。

　このほか、神奈川県では、水源環境保全・再生のために、個人県民税
に対する超過課税を実施しています。

目的と使い道が異なります。

森林環境税※

横浜みどり税

Ｑ． 国の森林環境税と横浜みどり税はどう違うの？

Ａ．

点検日
記載箇所
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問合せ (公社)かながわ福祉サービス振興会 福祉教育課　 227-7044 671-0295

問合せ 健康福祉局高齢在宅支援課　 671-3924 681-7789

問合せ 健康福祉局介護保険課　 671-4252 681-7789

～これからの人生を自分らしく生きるために～全18区でオリジナルのエンディングノートができました

各区でノートを配布し、講演会や書き方講座を開催します

よこはまシニアボランティアに参加しませんか
　高齢者が介護保険施設などでボランティア活動を行うとポイントがたまり、ポイントに応じて寄附・換金できる仕組みです。参加するには、
登録研修会の受講が必要です。日程などは、今月の「はま情報」を確認してください。

区役所高齢・障害支援課
鶴　見 ☎510-1775
神奈川 ☎411-7110
西 ☎320-8410
中 ☎224-8167
南 ☎341-1139

港　南 ☎847-8415
保土ケ谷 ☎334-6328
旭 ☎954-6125

磯　子 ☎750-2417
金　沢 ☎788-7779
港　北 ☎540-2327
緑 ☎930-2311

青　葉 ☎978-2449
都　筑 ☎948-2306
戸　塚 ☎866-8439
栄 ☎894-8415
泉 ☎800-2434

瀬　谷 ☎367-5716

■エンディングノートとは
　これまでの人生を振り返り、これからの人生
をどう歩んでいきたいか、自分の思いを記す
ノートです。
　自分らしい生き方を選択し、大切な人と共有
するきっかけとして活用してください。
※エンディングノートの配布方法、講演会や書
き方講座について詳しくは、区役所高齢・障
害支援課に問い合わせてください。

18区の
エンディングノート

■こんな感想が寄せられています ■例えばこんな内容を書くことができます

自分にとって大切なことを再発見！
自分を見つめ直せました。

⃝私のプロフィール
⃝私の好きなこと
⃝金銭的なこと
⃝これからやってみたいこと
⃝もしもの時の医療・介護の希望
⃝大切な人へのメッセージ

心残りにならないように、
前向きに人生を過ごしたい。

両親や妻にも薦めたい。

ホームヘルパーの資格取得のための研修受講料を助成します！
　本市では、ホームヘルパーを目指す市民を対象に、介護職員初任者研修または生活援助従事者研修の受講料を助成します（助成
を受けるには、一定の条件があります）。この機会に、資格を取得してホームヘルパーとして働きませんか。

●介護職員初任者研修	7万円※
【研修時間】合計130時間
【研修修了後にできる仕事内容】	身体介護(入浴、排せつ、食事の介助など)
	 生活援助(洗濯、掃除、買い物など)

●生活援助従事者研修	3万円※
【研修時間】合計59時間
【研修修了後にできる仕事内容】	生活援助	 	 	
	 (洗濯、掃除、買い物など)
※助成金額の上限額です。受講料がそれぞれの研修の
助成金額未満の場合は、受講料分が助成金額となり
ます。

⃝申請時の住所地が市内にある人

⃝登録養成機関（ホームページ参照）における介
護職員初任者研修または生活援助従事者研修
の受講開始日が2019年4月1日以降であること

⃝資格取得後から、介護職として市内の介護事業所で就業を開始（登録
ヘルパーなどにあっては実働を開始）し、助成金申請受付期限までに
80時間以上就業かつ就業から1か月以上経過している人

⃝他に国、都道府県など公的機関から本申請に係る研修費用に対する助
成（本事業の助成を含む）を受けていない人

助成内容

助成を受ける
までの流れ ①	 ②	 ③	

助成対象者

ともに生きる社会かながわ憲章 検索
県の取組やイベントなどの情報は、ホームページを確認してください。
問合せ 神奈川県共生社会推進課　 210-4961 210-8854

横浜市 訪問介護等資格取得支援事業 検索

登録養成機関で
研修受講（1～3か月）

市内事業所で就業
（80時間以上かつ1か月以上）

助成金申請
（2020年2月28日まで）

登録養成機関、助成金の申請についてはこちら
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市職員(高校卒程度、免許資格職、
社会人)
詳細は で
試験日＝9月29日(日)
7月26日まで
人事委員会任用課 ( 671‒3347
641‒2757)
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＝①8月18日(日)②9月15日(日)
①8月2日まで②8月30日まで
医療局病院経営本部人事課 ( 0120‒
74‒4174 664‒3851)

自衛官等
航空学生､ 一般曹候補生､ 自衛官候
補生。詳細は問合せを
9月6日まで
自衛隊神奈川地方協力本部( 662‒
9429 662‒9498)か市民局区連絡調
整課( 671‒2728)か区役所総務課
高齢者向け優良賃貸住宅
①②空家待ち登録者
③④入居者
市認定の民間住宅。60歳以上。各抽選。
①都筑区ほか4物件②鶴見区ほか
50物件③保土ケ谷区今井町④青葉区
市ケ尾町。詳細は申込書(①②④7月
5日から③7月12日から、区役所広報
相談係で配布)で
①7月19日まで②③7月26日まで④
7月31日まで
①丸西建設 ( 042‒796‒6307)②③
住宅供給公社( 451‒7766)④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)
よこはまグッドバランス賞	 	
認定企業等
男女ともに働きやすい中小企業。各
種認定メリットあり。詳細は で
8月30日まで

▷説明会　7月18日(木)14時、関内中
央ビルで開催
政策局男女共同参画推進課( 671‒	
4479 663‒3431)

①障害児福祉手当・特別障害者手当	
②特別児童扶養手当
所得制限あり。施設入所者除く。①日
常生活で常に介護を必要とする重度障
害児･者②障害児を監護する父母等
居住区の福祉保健センター
申込先か①健康福祉局障害福祉課
( 671‒3891 671‒3566)②こども
青少年局こども家庭課( 680‒1192	

641‒8424)
児童扶養手当の現況届提出を
認定中の人(支給停止含む)へ7月中
に案内を送付。受給から5年以上の
人は関係書類の提出も必要
8月1日(木)～9月2日(月)
区役所こども家庭支援課かこども
青少年局こども家庭課( 680‒1192	
641‒8424)

未婚の児童扶養手当受給者への	
臨時・特別給付金
詳細は居住区の区役所こども家庭支
援課に問合せを
こども青少年局こども家庭課 (
680‒1192 641‒8424)
シニアボランティアポイント	 	
登録研修会

65歳以上､ 先着｡ 詳細は7月11日から
チラシ(区役所高齢･障害支援課で
配布)か で
各13時～16時
8月13日(火)＝保土ケ谷区役所	
8月27日(火)＝栄区役所
9月5日(木)･11月6日(水)＝開港記念会館
9月13日(金)＝戸塚区役所
9月30日(月)＝都筑区役所
10月8日(火)＝港北区役所
10月9日(水)＝磯子区役所
11月1日(金)＝青葉公会堂
11月18日(月)＝南区役所
7月11日から で事務局 ( 271‒
1090 260‒3088)
申込先か健康福祉局介護保険課
( 671‒4252)
人工肛門･膀胱	初心者相談会
人工肛門･膀胱保有者か関係者、当
日先着100人
7月21日(日)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)
個別ぜんそく相談
各先着｡①15歳以上､2人②15歳未満､	
3人
①各14時～15時30分	 	 	
8月14日(水)・	9月11日(水)・10月9日(水)

②各14時～16時	
8月15日(木)・19日(木)・9月19日(木)・	
10月17日(木)

みなと赤十字病院
7月11日から で健康福祉局保健
事業課 ( 671‒2493 663‒4469)
障害者パソコン講習会
①パソコン入門②③iPad入門
④iPad活用
15歳以上(中学生除く)、各抽選8人
①②知的障害の初心者③肢体･内部･
精神･聴覚等障害の初心者④肢体･
内部･精神･聴覚等障害で文字入力
可能な人
各13時～16時､ 全2回
①8月6日(火)･7日(水)
②8月23日(金)･24日(土)
③8月19日(月)･20日(火)
④8月21日(水)･22日(木)

横浜ラポール
①②④500円③1,904円
7月19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)
2019年度版｢暮らしのガイド｣	 	
点字版・デイジー版発行
点字版は会場で閲覧可、デイジー版
は会場で配布。郵送希望は問合先へ
7月22日(月)
市役所市民情報センター、区役所
広報相談係、市立図書館
市民局広報課( 671‒2331 661‒
2351)

講演｢ひざの痛み｣｢もの忘れ｣
当日先着500人
7月20日(土)10時～12時30分
南公会堂
脳卒中･神経脊椎センター( 753‒	
2500 753‒2894)
みなと赤十字病院から
①教室｢腎臓を守るために｣
②健康相談とがん検診の受診勧奨
各当日先着。①50人②40人
①7月23日(火)14時～15時30分

	 ②8月2日(金)14時～16時
①問合先②MEGAドン･キホーテ
港山下総本店

みなと赤十字病院 ( ①628‒6100
②628‒6385､ 628‒6101)
市大エクステンション講座	
「がん治療と周術期口腔機能管理」
先着230人。詳細は で
9月9日(月)14時～16時
情報文化センター
7月11日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787‒8930 701‒4338)
ボランティア養成講座	入門　	
視覚障害者への①点訳②音訳
各抽選20人。詳細は で
各14時～16時
①9月3日～12月17日の火曜､全15回
②9月11日～12月4日の水曜､全13回
健康福祉総合センター
3,000円
7月31日まで
視覚障害者福祉協会 ( 475‒2061	
475‒2064)か健康福祉局障害福

祉課 ( 671‒3602)
歴史を生かした	 	 	
まちづくりセミナー
抽選80人
8月4日(日)15時～17時30分
中央図書館
500円
7月17日までに で
都市整備局都市デザイン室( 671‒
2023 664‒4539)

地域猫セミナー
先着80人。ペット同伴不可。詳細は
で
7月27日(土)14時～16時
7月11日から
会場の動物愛護センター ( 471‒
2111 471‒2133)
夏休み親子下水道教室
水再生センター･下水道展を見学。小学
生と保護者、各先着50人｡詳細は で
8月6日(火)～8日(木)
7月11日から
環境創造局下水道施設管理課 (
671‒3969 641‒4870)
夏休み親子料理教室
小学4年～中学生と保護者､ 抽選15
組30人
8月10日(土)9時～13時30分
1組2,000円
7月24日までに で
会場の中央卸売市場本場 ( 459‒
3337 459‒3307)
パンを知ろう	親子料理教室
小学3～6年生と保護者､ 各抽選16組
32人｡ 詳細は で
8月23日(金)9時～12時･13時～16時
横浜綜合パン
1組1,500円
7月19日まで
よこはま学校食育財団( 662‒2541	
662‒7834)

インターンシッププログラム	 	
2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
8月26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)
シルバーパソコン講習
①初めてのパソコン
②初めてのワード
50歳以上、各抽選18人
各コース火･水曜、9時30分～12
時､ 全2回｡ ①8月6･7日、9月3･4日
②8月13･14日、9月10･11日
3,700円
7月23日までに で会場のシルバー
人材センター ( 847‒1800 847‒		
1716)

市民防災センター	 	 	
サマーフェスティバル2019
音楽･踊りを通じて防災に触れる
7月20日(土)11時～15時
会場の市民防災センター ( 311‒
0100 312‒0386)
衛生研究所施設公開
科学実験体験や衛生情報の紹介
8月3日(土)9時30分～16時
会場の衛生研究所 ( 370‒8460
370‒8462)

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

横浜市看護職員 採用



14 2019（令和元）年 7月号 ／ 横浜市版

市大木原生物学研究所で
①施設公開②入試説明会③講演会
③当日先着120人
8月3日(土)。①10時～14時②11時
～13時③14時～15時30分
会場の木原生物学研究所 ( 820‒
1900 820‒1901)
展示｢関東大震災以前の横浜文化｣
7月17日(水)～8月12日(月・休)
会場の中央図書館 ( 262‒7336
262‒0054)
図書館で夏休み
調べもの講座、図書館の仕事体験ほ
か。詳細は で
7月17日(水)～9月1日(日)
市立図書館18館
中央図書館( 262‒7334 262‒0052)
薬物依存症者と家族フォーラム
当日先着300人。講演･体験談ほか
8月25日(日)12時30分～16時30分
南公会堂
健康福祉局障害福祉課( 671‒3602	
671‒3566)

風力発電所バス見学会
15歳以上、抽選55人。詳細は で
7月23日(火)12時45分～16時
ハマウィングと水素施設
700円
7月16日まで
地球温暖化対策推進協議会( 681‒	
9910 681‒3934)か温暖化対策統
括本部調整課 ( 671‒4372)
風力発電体感イベント
かざぐるま作りほか
7月27日(土)･28日(日)10時～16時
マークイズみなとみらい
環境創造局環境エネルギー課 (
671‒2681 641‒3490)
工業用水道施設	バス見学会
小学4～6年生と保護者、抽選30人。
詳細は で
7月30日(火)8時45分～16時
小雀浄水場とダスキン工場
7月17日まで
水道局工業用水課 ( 954‒3331
953‒4274)
小学生のための港内見学会
小学生と2人までの保護者、各コース
抽選100人。詳細は で
青果ふ頭コース＝7月26日(金)

	 自動車ふ頭コース＝7月30日(火)
7月18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)
横浜建築高等職業訓練校	見学会
中学生～40歳､先着10人。詳細は で
7月27日(土)10時～12時30分
県立産業技術短期大学校
7月11日から
経済局雇用労働課 ( 671‒4098
664‒9188)
国際機関で働きたい人のための	
キャリア・ガイダンス

15歳以上､ 先着70人。費用等詳細は
で
8月23日(金)15時15分～17時
7月11日から
会場の国際交流協会 ( 222‒1174	
222‒1187)

一生美容	恋ʼs	コレクション
小学生～高校生と保護者･教員、抽選
200人。美容師による講演･実演ほか

8月20日(火)13時～15時
岩谷学園アーティスティックＢ横浜
美容専門学校
8月15日までに で
経済局雇用労働課 ( 671‒4098
664‒9188)
女性起業家メンタープログラム
女性経営者、選考8人。先輩経営者と
事業課題を解決。詳細は で
9月～2020年2月､ 全5回
10,000円
7月22日まで
会場の横浜企業経営支援財団 (
225‒3714 225‒3738)
ヨコハマ・四季の緑	 	
フォトコンテスト	作品募集
詳細は申込書(区役所広報相談係で
配布)か で
9月20日まで
緑の協会 ( 228‒9421 680‒2031)
市営交通カレンダー2020	写真募集
詳細は で
7月17日まで
市コールセンター ( 664‒2525
664‒2828)
横浜港客船フォトコンテスト作品募集
詳細は申込書(区役所広報相談係で
配布)か で
9月17日まで
事務局(横浜港振興協会内､ 671‒	
7241 671‒7350)か港湾局客船事業
推進課 ( 671‒7272)
市民クルーズ
①ぱしふぃっくびいなす	駿河･伊豆
諸島

②飛鳥Ⅱ	仙台･函館
各抽選15室。①神戸港発横浜港着②
横浜港発着。詳細はチラシ(区役所
広報相談係で配布)か で
①9月17日(火)～19日(木)	 	
②10月3日(木)～7日(月)
大人1人	 	 	 	
①68,000円～②171,900円～
取扱旅行会社		 	 	
①7月31日まで②8月30日まで
港湾局客船事業推進課 ( 671‒
7272 201‒8983)

フォーラム「ラグビーワールドカッ
プ2019」を横浜でいかに迎えるか
先着1,000人
7月24日(水)19時～21時
関内ホール
7月11日から で
政策局共創推進課 ( 671‒3995
664‒3501)

夏休み短期教室
①体操②水泳
各先着。費用等詳細は で
①7月29日(月)～31日(水)	 	
②8月15日(木)～17日(土)
7月11日から
会場のスポーツ医科学センター
( 477‒5050 477‒5052)

10月から幼児教育・保育無償化が開始
幼稚園･保育所等を利用する3～5歳
児クラス等。詳細は で
専用ダイヤル ( 840‒6064 840‒
1132)
国民年金保険料免除・納付猶予制度
原則、本人･世帯主･配偶者ともに、
前年所得が基準額以下か失業等で保
険料納付が困難な人。本人が50歳未
満の場合、本人･配偶者のみで判断
可能。対象者は申請で保険料免除等
あり。詳細は問合せを
居住区の区役所保険年金課か健康
福祉局保険年金課 ( 671‒2418	 	
664‒0403)
里親制度説明会
体験談あり｡詳細はチラシ(区役所広
報相談係で配布)か で
7月31日(水)10時～12時
戸塚区役所
予約制
7月30日までに で南部児童相談
所 ( 831‒4735 833‒9828)
横浜市市民活動支援センターの	
事業終了
2020年3月31日(火)
市民局市民活動支援課( 227‒7965	
223‒2032)

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
7月17日(水)終日
市コールセンター ( 664‒2525
664‒2828)
石綿(アスベスト)検診
各先着12人。詳細は で
各13時～16時
《検査》
①8月5日(月)･14日(水)･23日(金)
②9月2日(月)･12日(木)･17日(火)
《結果説明会》
①9月30日(月)②10月30日(水)
総合保健医療センター
7月11日から で健康福祉局保健
事業課 ( 671‒2482 663‒4469)
横浜サイエンスフロンティア高校	
附属中学校説明会
小学6年生と保護者、各先着
7月20日(土)･21日(日)
7月11日から で
会場の横浜サイエンスフロンティ
ア高校附属中学校 ( 511‒3654
506‒3680)
南高校附属中学校説明会
小学6年生と保護者、各当日先着。居
住区による時間指定あり。詳細は で
①7月25日(木)②7月27日(土)
①南公会堂②関内ホール
南高校附属中学校 ( 822‒9300
822‒2876)
｢財政のあらまし(1)｣の閲覧
令和元年度当初予算及び平成30年度
下半期の予算執行状況。 からも可
市役所市民情報センター、区役所
広報相談係
財政局財政課 ( 671‒2231 664‒
7185)
季刊誌「横濱」65号発売

「金沢八景	海辺の旅｣。デイジー版は
7月下旬から市役所市民情報センター

で販売
7月6日(土)
県内･都内の主な書店ほか
610円。デイジー版は600円
市民局広報課 ( 671‒2331 661‒
2351)
市民意見募集
①都市計画マスタープラン	中区プ
ラン改定原案

②プラスチック資源循環アクション
プログラム素案

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、問合先で(①は問合先のみ)。
からも可
①7月1日～19日②7月31日まで
①中区役所企画調整係( 224‒8128	
224‒8214)②資源循環局政策調

整課 ( 671‒4565 641‒1807)

みなとみらいホール	 	 	
682‒2020 682‒2023	 	

7月9･22日休み
ヨコハマ･コーラルフェスト	 	
出演合唱団募集
抽選115団体。詳細は で
2020年2月21日(金)～23日(日・祝)
1団体5,000円と1人1,500円
8月31日まで
事務局 (和田 080‒5979‒4580)
関内ホール	 	 	 	
662‒1221 662‒2050	 	

7月8･22日･8月5･6日休み
陽だまりコンサート
3歳以下入場不可
8月30日(金)13時30分～15時30分
1,000円、会場で販売中
横浜能楽堂	 	 	 	
263‒3055 263‒3031	 	

7月8･22日･8月5日休み
蝋燭能
狂言「空腕」、能｢姨捨｣
10月14日(月･祝)16時～19時30分
7,000円～9,000円､ 7月13日12時か
ら か で
にぎわい座	 	 	 	
231‒2515 231‒4545	 	

7月17･18日休み
なつやすみ爆笑競演
8月13日(火)14時～16時
3,100円、会場で販売中
消費生活総合センター		 	
845‒5640 845‒7720	 	

祝日休み
教室「加速するキャッシュレス決済の
行方」
当日先着100人
8月23日(金)13時30分～15時30分
鶴見区役所
都市発展記念館	 	 	
663‒2424 663‒2453	 	

月曜(祝日の場合翌日)休み
展示｢一枚の切符から	昭和のあの頃へ」
7月13日(土)～9月23日(月･祝)
300円
横浜みなと博物館	 	 	
221‒0280 221‒0277	 	

月曜(祝日の場合翌日)休み
展示「日本の海の環境と開発」
7月15日(月･祝)～9月29日(日)
200円

ゲスト：元ラグビー日本代表 五郎丸歩選手
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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

7月  6日
7月13日
7月20日
7月27日

※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

横浜のちょっとマニアックなスポット
ハマの学べるスポット
ハマのひんやりスポット
ハマの「朝活」・「夜活」 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

金沢八景
海辺の旅

7月6日発売

火曜

横浜を感じるミニコラム

プロフィギュアスケーター

荒川 静香さん

荒川 静香さん
フィギュアスケー
ト選手として、世
界選手権優勝、ト
リノ五輪での金メ
ダル獲得など輝か
しい実績を残す。
現在はプロフィギュアスケーターとし
てアイスショーなどを中心に活動する
ほか、解説者、オリンピックキャスター
など幅広い分野で活躍中。7月26日～
28日に横浜アリーナで上演する、宮本
亜門氏演出のアイスショー「氷艶」に
出演。

プロフィール

　私は好奇心旺盛でなんでも挑戦したが
る子どもで、習い事をたくさんしていました。
その中から、ずっと続けていこうと思えるフィ

ギュアスケートに
出会う事ができ
たのは、何事に
も反対せず、応
援してくれた両
親のおかげだと
思います。
　一人っ子だっ
たこともあり、人
と争う事が好き

ではありませんでした。フィギュアスケート
も、ただ純粋に綺麗だなと思って始めたの
で、人と点数を競う事に少し違和感を持っ
ていました。アイスショーなど、エンターテイ
ンメントとしてのフィギュアスケートをしてい
きたいと強く思っていましたが、そうしたイベ
ントに出演するには、やはり競技での実績
が必要になります。「アイスショーに呼んで
貰えるような選手になる」事をモチベーショ
ンに、選手としての実績を残すことができま
した。
　プロ転向後は、念願のアイスショーを中心
にフィギュアスケートを続けています。この７

月には横浜アリーナで、源氏物語を題材に
したアイスショー「氷艶」に出演します。私が
演じるのは弘

こきでんのにょうご

徽殿女御。息子の朱
す

雀
ざく

君
ぎみ

を帝
にするため、光源氏を激しく憎む役です。一
般的には「悪役」になると思いますが、私に
も子どもがいるので、子を思うがゆえの行動
は、理解できる部分もあります。弘徽殿は少
しやりすぎなのですが（笑）。
　これからも色々なイベントを通して、フィ
ギュアスケートの美しさ、楽しさを伝えてい
けたらと思っています。是非ご家族でアイ
スショーの会場にお越し頂き、ライブでフィ
ギュアスケートをご覧頂けると嬉しいです。

▲源氏物語をモチーフにしたアイス
ショー「氷艶 hyoen2019 −月光
かりの如く−」では、弘徽殿女御を
演じる

風しん追加対策事業

第５期定期接種の案内
一部の後期高齢者の保険料を見直します

問合せ 被保険者証の更新に関して 居住区の区役所保険年金課 ／ この記事に関して 健康福祉局保険年金課　 671-2423 664-0403

被保険者証と高齢受給者証を一体化します

7月に国民健康保険被保険者証を更新します

問合せ 予防接種コールセンター　 330-8561 664-7296

問合せ 居住区の区役所保険年金課
または神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター

0570-001120 441-1500

　本市では、男性を対象に風しんの定期接種
を実施します。風しんウイルスに感染すると、
約2～3週間の潜伏期間の後、発しん、発熱、

首のうしろのリンパ節が腫れるなどの症状が現れます。また、風しん
は感染力が強く、妊娠中の女性が感染すると、胎児にも感染し、耳が
聞こえにくい、目が見えにくい、心臓に障害があるといった「先天性
風しん症候群」になる可能性があります。身近な人に感染させないた
めにも、対象の人はこの機会に接種してください。
【対象】1962年4月2日から1979年4月1日までに生まれた男性

※今年度は1972年4月2日から1979年4月1日までに生まれ
た人に、無料で受けられるクーポン券を６月下旬に送付して
います。今年度の送付対象ではない人でクーポン券を希望す
る場合は、コールセンターへ問い合わせてください。

【期間】2022年3月31日まで	 	 	 	 	 	
※クーポン券には有効期限があります。

【内容】抗体検査を行い、十分な風しん抗体がない人に麻しん風しん混
合（MR）ワクチンの予防接種を行います。

【会場】風しん追加対策事業を行っている全国の医療機関で抗体検査と
予防接種ができます。医療機関については本市または厚生労働
省のホームページを確認してください。

　本市では、都道府県と共同で国
民健康保険の運営を行っていくこ
とになったため、今回の更新から被
保険者証の名称を「神奈川県国民健
康保険被保険者証」とし、あわせて
記載事項の一部を変更します。

　70歳から74歳までの人には、これまで被保険者証とは
別に高齢受給者証を交付していましたが、今回の更新時に、
被保険者証と高齢受給者証を一体化し、カードサイズの「国
民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
※8月1日から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」
１枚で医療機関などに受診できます。

　低所得者に対する介護保険料の軽減の拡充や年金生活者支援給付金の
支給とあわせて、後期高齢者医療制度が見直されます。保険料は全員に
納めてもらう均等割額と年収に応じて納めてもらう所得割額があります。

　被保険者の皆さんには7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。

被保険者証は7月中に順次送付します。詳しくは、同封のチラシを確認してください。

1後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者
だった人は、均等割額5割軽減から軽減なしに変わります。

2年金収入が80万円以下の人は、均等割額9割軽減から8割軽減
に変わります。

※世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額が33万円以下
かつ世帯の被保険者全員のその他の各種所得がない人

　ただし、資格取得から2年以内の人は2年を経過する
月までの期間、均等割額が5割軽減となります。

「風しん」を
知っていますか？

納付額（5割）平成30年度

令和元（平成31）年度

本来の均等割額

納付額（10割）

5割軽減

被保険者証の名称等記載
事項の一部を変更します1 2

令和元（平成31）年度
年間保険料

令和元（平成31）年度
年間保険料

均等割額：41,600円
（軽減なし）
所得割額：0円

均等割額：8,320円
（8割軽減）
所得割額：0円

41,600円

8,320円

平成30年7月21日

４０－１２３４５６７８

国保太郎

国保太郎

昭和23年4月1日

2割

平成30年8月1日
平成35年3月31日

1 2 3 4 5 6

男

横浜市中区港町１－１ 
横浜市役所内

平成30年度

令和元（平成31）年度

本来の均等割額
9割軽減

8割軽減

納付額（1割）

納付額（2割）

ⓒ氷艷 hyoen2019
–月光かりの如く−

ⓒKENTA AMINAKA

＋

横浜市 第5期定期接種 検索

▲国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証（見本）
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【発行】市民局広報課　 671-2332	 661-2351　
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問合せ 市民局オリンピック・パラリンピック推進課
671–3690 664–1588

東京2020 横浜市 検索

問合せ （一社）横浜市商店街総連合会　 250–6613 262–2077

東京2020開催まであと１年！

「1 Year to Go! フェスティバル」で
一緒に盛り上がろう

横浜市プレミアム付
商品券事業が始まります

　７月24日（水）に東京2020オリンピック１年前、８月25日（日）に東
京2020パラリンピック１年前を迎えるにあたり、横浜スタジアムで
イベントを開催します。横浜ゆかりのアスリートトークショーなど、
楽しいプログラムが盛りだくさん。ぜひ来場してください。

　詳しくは、ホームページまたはチラシ（各区広報相談係で
配布）で確認してください。

⃝オープニングセレモニー
　ゲスト：中畑清さん（野球）	 	 	

山田恵里さん（ソフトボール）
⃝アスリートトークショー
　ゲスト：河合来

ら

夢
む

さん、本堂杏
あん

実
み

さん
⃝「F

フ ー リ ン

oorin」「A
ア ク シ ス

XIS」ステージ	 	
（NHK横浜放送局・市主催）

⃝東京五輪音頭-2020-ステージ
　ゲスト：田口亜希さん、大会マスコット
⃝全18区ステージ（各地区の盆踊りなど）
⃝和太鼓パフォーマンス
出演：	英国大使館太鼓会	どんBRI	
	 ヒダノ修一さん（太鼓ドラマー）

【日時】７月13日（土）13時～19時30分
　　　（12時30分開場）※小雨決行
【会場】横浜スタジアム（中区横浜公園）
【費用】無料

　横浜の商店街ＮＯ.１メニューを投票で決める「ガチ！」
シリーズ第９弾は、「ハンバーグ」をテーマに開催中です。
商店街を巡って、ぜひお気に入りの「ハンバーグ」に投票
してください。

東京2020	PRステージ（13時～）

大盆踊り大会（15時30分～）

東京2020大会パートナー/
そのほか事業団体ブース

河合 来夢さん
（ブレイクダンス）

田口 亜希さん
（射撃）

本堂 杏実さん
（アルペンスキー）

◀︎世界大会で活躍する
　山田選手

ガチでうまい横浜の商店街ハンバーグNO.1決定戦

「ガチハンバーグ！」開催中！ 

　消費税率の引上げによる影響緩和と、地域における消費を
喚起・下支えすることを目的にプレミアム付商品券を発行し
ます。購入引換券は９月以降に順次送付し、10月から商品券
を購入・使用できます（使用期限令和2年3月31日）。

交付申請
※子育て世帯は
申請不要です

購入引換券受取
（9月以降順次郵送）

商品券購入
（10～2月）

●住民税非課税者
　令和元年度の住民税が課税されていない人（住民税課税者に
扶養されている人や生活保護受給者などを除く）。
【申請手続き】本市から対象と思われる人に、７月下旬から順次

申請書を送付します。
※申請に基づき、要件に該当するか確認します。

【申請期限】11月30日（土）※当日消印有効
【使用可能額】	対象者１人につき、25,000円（購入額20,000円）
●子育て世帯の世帯主
　平成28年４月２日～令和元年９月30日生まれの子がいる世
帯の世帯主
【申請手続き】不要
【使用可能額】	対象となる子１人につき、25,000円（購入額20,000円）

購入対象者

使用可能店舗

商品券購入までの流れ

横浜市プレミアム付商品券 検索

　市内の商店街の飲食店や小売店舗に加え、百貨店、スーパー、
コンビニエンスストアなどを予定しています。詳しくは9月頃か
ら公表します。

問合せ 専用ダイヤル（申請・購入引換券担当） 毎日９時～18時
0120–801–467 664–4739

【投票期間】７月31日（水）まで
【投票方法】ホームページ、エントリー店設置の投票箱、郵送
【エントリーブック配布場所】区役所地域振興課、市役所市民情報センター	ほか
【各賞発表】８月下旬～９月上旬（予定）

　エントリー店など詳しくはホームページを確認
してください。 ガチハンバーグ！ 検索

東京2020オリンピックの
野球・ソフトボール決勝の地！

●どちらの要件にも該当する人は、両方の条件でそれぞれ商
品券を購入できます。

●商品券は、1冊5,000円（購入額4,000円）、5冊まで購入で
きます。

　パラスポーツ体験会など


