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アフリカと横浜、あふれる力でともに未来へ
　８月28日から30日にかけて、横浜で「第７回アフリカ開発会議」が開催されます。横浜は、2008年、
2013年と過去２回の開催をきっかけに、アフリカ各国との連携・交流を力強く進めてきました。
　急激な人口増加が続くアフリカは、インフラ不足や環境問題などの都市課題に直面しています。横浜市では、
都市づくりの経験やノウハウ、市内企業の優れた技術力を生かし、水道の整備や廃棄物管理など、アフリカの
都市の発展に協力してきました。また、アフリカ各国の大使などをお招きして、その国の文化や歴史について学ぶ
「アフリカとの一校一国」には、市内の80の小中学校が参加し、子どもたちのアフリカへの理解も深まっています。

　2016年にケニアを訪れた際には、アフリカ各国の皆さまから次々と「横浜で
素晴らしいおもてなしを受けた」「横浜市との関係を一層深めていきたい」など、
大変嬉しい言葉をいただきました。これまでの取組が実を結び、アフリカとの絆が
育まれていることを実感しています。第７回会議においても、オール横浜で会議の
成功をサポートし、日本とアフリカの技術協力や経済交流にも貢献できるよう
取り組んでいきます。
　目覚ましい発展を続けるアフリカは、ともに成長する未来をつくる私たちの大切な
パートナーです。会議の開催に合わせて、８月にはアフリカを学び、体感できるイベ
ントが数多く行われます。ぜひ、アフリカのダンスや音楽、食などの多様な文化に
触れ、アフリカの皆さまとの交流をお楽しみください。

◦平日８時45分〜17時（祝日・休日・12月29日から1月3日を除く）。※昼の時間帯はお待たせする時間が長くなる場合があります。
◦毎月第２・４土曜日9時〜12時（戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）。

ボツワナ共和国のンコロイ・ンコロ
イ大使と茅ケ崎小学校（都筑区）の

児童

５月19日「歌って踊ろう！小中高
生によるアフリカステージ開催！

」にて

8月28日（水）～30日（金）
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　TICAD７開催に伴い、８月27日〜30日は会場のパシフィコ横浜を中心としたみなとみらい地区周辺で、一時的に
交通規制が行われます。周辺では交通渋滞が予想されますので、公共交通機関のご利用をお願いします。

問合せ 神奈川県警察本部交通規制課　 211-1212　内線（5491,5492）

マイカー利用の抑制に
ご協力をお願いします

問合せ 国際局国際連携課　 671-3813 664-7145

　市民の皆さんから募集した写真
で、アフリカとのふれあいを表現す
るPR動画を制作しました。その動
画放映とパネル展示を行います。
【日時】９月８日（日）まで10時～18時

（最終入館17時30分）
【会場】JICA横浜3階展示室（中区新

港2-3-1）

　市営地下鉄の駅を巡るスタンプラリー！
各駅に設置されたアフリカ54か国のスタン
プを集めると、特製クリアファイルをプレ
ゼント。抽選でアフリカ関連グッズも当た
ります！
【開催日】8月31日（土）まで
【会場】市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン各駅

※このほか、市内各所で多彩なアフリカ関連イベントを開催します。
詳しくはホームページを確認してください。
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　アフリカの音楽・ダンス・ファッションなど、アフリカの魅力に触れるイベン
トです。
【日時】8月24日（土）·25日（日）11時～18時
【会場】クイーンズサークル（西区みなとみらい2 -3クイーンズスクエア横浜1F）

　アフリカの雑貨やアートを集めたマーケットを開催します。
【日時】8月24日（土）·25日（日）11時～20時
【会場】クイーンモール（西区みなとみらい2-3クイーンズスクエア横浜2F）

　花絵師であり、サバンナ写真家の藤川靖彦氏が撮りためたアフリカの大地と
野生動物たちの作品を展示します。
【日時】8月18日（日）～30日（金）11時～19時
【会場】クロスパティオ（西区みなとみらい2-1-1 MM21グランモール公園1F）

　キャンペーン対象商品を買う
と、売上金の一部が寄付されます。
【開催日】8月31日（土）まで

　皆さんが食品ロス削減に取り組むことで、アフリカの子どもた
ちへ学校給食を届けられます。
　食品ロスに配慮したメニューをレストランで食べるほか、捨て
られがちな食材でレシピを作り、SNSに投稿
するだけで協力企業を通じて寄付されます。
【開催日】8月1日（木）～10月31日（木）

　日常生活の中でアフリカ支援やSDGs達成に貢献できる取組です。このキャンペーンを通じていた
だいた寄付は、WFP国際連合世界食糧計画のアフリカ地域における学校給食支援に役立てられます。

　「第7回アフリカ開発会議（T
テ ィ カ ッ ド

ICAD7）」が、8月28日～30日にパシフィコ横
浜で開催されます。アフリカを身近に感じてもらうため、TICAD7が開催され
る8月を「アフリカ月間2019」として、市内各所でさまざまなイベントが催さ
れます。

アフリカ開発会議（TICAD）とは
　日本政府が主導し、国連、世界銀行、
国連開発計画（UNDP）及びアフリカ
連合委員会（AUC）と共同で開催す
る、アフリカの開発をテーマとした国際会議です。
日本が主催する最大規模の国際会議で、2013年に
横浜で開催した第5回会議には、国家元首・首脳級
を含む約4,500人以上が参加しました。

アフリカ月間2019 検索

　会議開催中は、一般参加可能なイベントやセミナーなど
が開催されますのでぜひ参加してください。詳しくはホー
ムページを確認してください。 TICAD7横浜 検索

▲特製クリアファイル

ⓒWEP/Badre Bahaji
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10月1日から利用できる
令和元年度敬老特別乗車証（敬老パス）の
申請を8月から開始します！

ふれーゆで楽しく健康づくり・仲間づくり

介護予防・生活支援サービス補助事業（サービスB）

地域で取り組む高齢者の
介護予防・生活支援

介護職員初任者研修
受講生募集

「敬老特別乗車証制度のあり方」について検討しています。

　本市では、要支援者などを含む高齢者を対象に週１回以上実施する体操教室
や交流サロン、ちょっとした家事援助や見守りなどの地域の支え合い活動に対
する補助を行っています。
●要支援者などに配慮した活動を始めてみたい
　事業概要や補助制度に関する説明会を開催します(要事前申込み)。
【日時】10月23日(水)13時30分～ 【会場】神奈川公会堂
●活動に参加したい・利用したい
　７月現在、市内で51件の活動があります。担当のケアマネジャー
または地域ケアプラザ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。
【応募条件】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】選考40人
【募集・研修期間】	
第2期募集：8月13日（火）～31日（土）必着
研 修：9月27日（金）～12月18日（水）
※第3期介護職員初任者研修の日程は、問合先ホーム

ページに掲載予定です。
【会場】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自己負担あり）
【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、郵送にて提出

問合せ 健康福祉局地域包括ケア推進課　 671-3464 681-7789
問合せ 横浜市福祉事業経営者会

840-5815 840-5816

問合せ ふれーゆ　 521-1010 521-1099ふれーゆ 検索

横浜市福祉事業経営者会 検索

　高齢者保養研修施設であるふれーゆでは、楽しい教室を開催しているので、ぜひ来てください！

▲温水の流水プール

プール
水泳・アクアビクス･

水中ウォーキング など

スポーツ
やさしいヨガ・Z

ズ ン バ

UMBA/
ノルディックウォーキング など

カルチャー
初心者健康マージャン・色を楽しむ
塗り絵・手づくりソーイング など

初心者用の
教室も
あります

生麦駅・鶴見市場駅から
無料送迎ワゴン車
ふれーゆ号運行中！

詳しくは問い合
わせてください。

　近くの掲示板を見て参加しました。膝が痛く何をするにもおっくうでしたが、
毎週の体操で体力が回復し、階段の上り下りが楽になったり、知り合った仲間
と昼食を食べ、健康マージャンをして過ごすなど、とても楽しいです。最近は、
お昼のお茶出しや趣味の園芸を生かしサロンに花を植えるなどの手伝
いをして、人に喜んでもらえるので、やりがいがあります。

参加者の声

要支援１の認定を受けている80歳男性

敬老特別乗車証（敬老パス）とは？
　市内の路線バス（市営・民営）、市営地下鉄、
金沢シーサイドラインが利用できる乗車証です。市
内に住む70歳以上の希望者に交付しています（交付
には所得などに応じた負担金が必要です）。

⃝検討の背景
　敬老特別乗車証制度は、高齢者の社会参加を支援
し、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
　一方、少子・高齢化の進展により対象となる高齢
者が増加し、本制度にかかる事業費も増加するなど
の課題があり、今後も持続可能な制度となるよう、
見直しが必要となっています。

⃝検討に向けた当面の取組
①「横浜市敬老特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」を開催しています
（6月19日～12月までに全5回開催予定）。

②20歳以上の30,000人を対象に市民アンケートを実施します（8月予定）。
③利用者アンケートを実施します（9月～10月予定）。
※③のアンケート用紙は9月頃に送付する敬老パスの更新に必要な
　納付書・引換券の封筒に同封します。

問合せ 敬老パス問合せダイヤル　8時〜21時受付（12月26日まで）　 664-2530 664-2529

横浜市敬老特別乗車証のあり方 検索　※検討状況に関して、詳しくはホームページを確認してください。

申請方法に
ついて

①	既に所持している場合

②	新たに申請を希望する場合

　平成30年度の敬老パスを所持し、10月1日から利用できる敬老パスを申請済みの人に
は、納付書または引換券を９月中旬までに郵送します。申請をしていない人には、8月に
申請書を郵送します。
※9月30日までは、平成30年度の敬老パスを利用してください。
　問合せ先に連絡してください。申請書を郵送します。

【会場】ふれーゆ（鶴見区末広町1-15-2）　開館時間：9時～21時（10月～3月は20時まで）
休館日：毎月第2火曜（7・8月除く）

　詳しくはホームページを確認してください。 横浜市 サービスB 検索
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問合せ この記事に関して 市民局広聴相談課 671-2354 212-0911
骨髄移植ドナー登録に関して 健康福祉局保健事業課 671-2464 663-4469

問合せ 区役所戸籍課または市コールセンター
664-2525 664-2828

区役所で保管している
マイナンバーの通知カードの交付を
8月末から順次終了します

皆さんからのご意見を
市政に反映しています

　不在などで区役所に
返送された通知カード
は、区役所戸籍課で保
管をしています。1年間
受取がない場合、カー
ドの交付を8月末から
順次終了します。
　受取方法を確認の上、
居住区の戸籍課登録担
当の窓口で早めに受け取ってください。また、交付終了後は、再発
行扱いとなり、手数料（500円）がかかります。
※引っ越しなどをしている場合、現在の居住区で受け取れない場

合があります。

　皆さんが日頃から感じている市政に関する意見や提案を、「市民からの提
案」として受け付け、市政運営や施策検討に生かしています。
　「市民からの提案」は、区役所広報相談係などで配布している専用投稿用
紙※や市ホームページから受け付けていますので、ぜひお寄せください。
※専用投稿用紙の配架場所
⃝市役所、区役所、行政サービスコーナー
⃝地区センター、図書館などの公共施設の一部

　骨髄移植のドナー登録者が増えるように、新たに助成
金交付制度を導入してください。

　ドナーが骨髄などを提供するには事前の検査や面接、
入院などが必要となります。こうしたドナーの負担を軽
減するために、4月から骨髄などを提供した人に向けた
助成金交付制度を創設しました。

横浜市 市民からの提案 検索

提案者

本市の
対応

10月1日から消費税率が
引き上げられます

　10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8％から10％へ引き上げられます。
　また、消費税率10％への引上げにあわせて、所得の低い方々に配慮する観点から、
軽減税率制度が実施されます。

横浜市 通知カード 受取 検索

　10月1日より、軽自動車税環境性能割が課税されます（これ
まで取得時に課税されていた自動車取得税は廃止されます）。
課税や収納などは、当分の間、都道府県が行います。
納税義務者 ３輪以上の軽自動車（新車・中古車）の取得者
課税標準 当該軽自動車の取得価額（免税点50万円）

税率

燃費性能等に応じて、非課税、1％、2％の3段階
になります（営業車の特例あり）。※令和2年9月
30日までの間に取得した自家用乗用車は、税率
1％分が軽減されます。

問合せ 神奈川県総務局税務指導課　 210-2322 210-8808

　令和2年度課税分より、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」
に名称が変わります。この変更に伴う手続きや税率の変更はあ
りません。

問合せ 財政局税務課　 671-3669 641-2775

料金改定

軽減税率制度

中小企業向けの相談窓口

　消費税率の引上げに伴い、市の水道料金や下水道使用料なども10月から改定します。
改定予定の主な料金 問合せ先

水道料金　　　　例 30㎥/2か月 3,598円 →3,665円 (+67円） 水道局お客さまサービスセンター 847-6262
下水道使用料　　例 30㎥/2か月 2,721円→2,772円 (+51円) 環境創造局経理経営課 671-2826
市営バス運賃　　例 市内均一区間 大人220円 (IC216円)→220円(IC220円) 交通局経営管理課 326-3828市営地下鉄運賃　例 横浜～新横浜 大人240円 (IC237円)→250円(IC242円)
市民病院 ⃝診断書料

⃝特別室使用料　など

市民病院医事課 331-1961㈹
脳卒中・神経脊椎センター 脳卒中・神経脊椎センター医事課 753-2500㈹
みなと赤十字病院 みなと赤十字病院 628-6100㈹
港湾施設使用料（上屋使用料など） 港湾局管財第一課 671-7082
中央卸売市場市場使用料、施設使用料 中央卸売市場本場運営調整課 459-3301
中央と畜場と室使用料、と畜場施設使用料 中央卸売市場食肉市場運営課 511-0445
自動車駐車場駐車料金、定期駐車券料金 道路局施設課 671-2731
メモリアルグリーン管理料、日野こもれび納骨堂使用料・管理料 健康福祉局環境施設課 671-2450

⃝軽減税率：8％　
⃝軽減税率の対象品目　①酒類・外食を除く飲食料品 ②週2回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

　消費税率引上げによる売上減少などの経営課題について、中小企業
を対象に次の特別相談窓口で相談を受け付けています。
⃝経済局金融課 662-6631 651-3518
⃝横浜企業経営支援財団 225-3711 225-3738
⃝横浜市信用保証協会	本所 662-6623 661-0089　ほか

　引上げが適切に価格に転嫁されるよう、次の相談窓口で、中小企業か
らの相談を受け付けています。
⃝転嫁、価格表示等に関する政府共通窓口
 消費税価格転嫁等総合相談センター　 0570-200-123
⃝詳しくは、内閣府ホームページを確認してください。

　市でも内容に応じて、相談窓口を設置しています。
⃝価格転嫁に関すること
　経済局金融課　 662-6631 651-3518
⃝転嫁を阻害する表示に関すること     
　経済局消費経済課　 671-4140 664-9533

消費税価格転嫁等対策 検索

消費税の軽減税率制度 検索

軽自動車税環境性能割が新たに創設されます

軽自動車税の名称が変わります

経
営
相
談

消
費
税
転
嫁
対
策

▲通知カードの見本（紙製）

市政に反映された事例

※詳しくは、国税庁ホームページを確認してください。
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動物適正飼育推進員
選考若干名。詳細は募集案内(区役
所広報相談係で配布、 から入手)で

8月30日まで
横浜市動物愛護センター ( 471-
2111 471-2133）

更新①福祉特別乗車券(障害)	 	
②福祉タクシー利用券(重度障害)

9月30日期限の各券を所持し、10月以
降も引き続き対象となる人へ8月31日
までに①の納付書を普通郵便で送付
②の利用券を簡易書留で送付。新規
申請は居住区の福祉保健センターへ
専用コールセンター( 330-0658 

683-7805〈8月23日 ～9月20日 〉)
か健康福祉局障害福祉課 ( 671-
2401 671-3566)

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

9月27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)
8月30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	10月生募集
①パソコン実務科②CAD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｡ 費用等詳細は申込書(ハ
ローワークで配布)か で

①10月～12月②10月～2020年3月
9月5日まで
▷説明会	8月26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)

人工肛門･膀胱	地区別相談会
人工肛門･膀胱保有者か関係者、各
当日先着100人

各13時30分～16時30分  
南部＝9月8日(日)､ 中･西部＝9月14
日(土)､ 北部＝9月17日(火)
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)

あんしんノート書き方講座
障害のある人と家族、各選考50人｡
詳細は で

各10時30分～13時、全2回。9月25日
(水)･26日(木)、11月27日(水)･28日(木)
横浜ラポール
9月4日まで
障害者支援センター ( 681-1277 

680-1550)

小児ぜんそく･アレルギーキャンプ
5～12歳のぜんそく･食物アレルギー･
アトピー性皮膚炎の患児、先着20人。
保護者同伴

10月26日(土)8時30分～16時30分
こども自然公園青少年野外活動セ
ンター
8月13日から でみなと赤十字病
院 ( 628-6381 628-6101)

障害者パソコン講習会
①ワード基礎②エクセル基礎③ワー
ドスキルアップ④エクセルスキル
アップ
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。
①②初心者③④基礎受講者

各13時～16時
①9月3日(火)～6日(金)、全4回
②9月17日(火)～20日(金)、全4回
③9月24日(火)･25日(水)、全2回
④9月27日(金)･30日(月)、全2回
横浜ラポール
①②3,160円③④500円
8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)

みなと赤十字病院で
①教室｢関節リウマチの福祉制度･療
養生活｣②糖尿病講習会
①先着50人②各当日先着50人。詳細
は で

①9月24日(火)15時 ～16時 ② 各14
時～16時。9月19日(木)･10月17日(木)
①8月13日から で問合先
会場のみなと赤十字病院( ①628-
6381②628-6100､ 628-6101)

講座｢はじめての東洋医学｣
先着30人。講義と実技。詳細は で

10月5日(土)10時～12時
9月2日から で会場の盲特別支援
学校 ( 431-1629 423-0284)

化学物質セミナー
洗剤との上手な付き合い方。抽選50人

9月19日(木)14時～16時
港北公会堂
8月29日までに で
環境創造局環境管理課( 671-2487 

681-2790)

訪問看護入門研修
看護師免許所持者､ 選考30人｡ 詳細
は問合せか で

10月2日(水)･3日(木)､ 全2回
8月28日まで
会場の看護協会( 263-2933 263- 
2905)か健康福祉局高齢在宅支援
課 ( 671-4129)

市民法律講座
抽選260人。相続･離婚など。詳細は
8月15日からチラシ(区役所広報相談
係で配布)か で

10月3日～11月14日の木曜、18時
30分～20時30分､ 全7回
関内ホール
1,000円
9月20日まで
市民局市民相談室 ( 671-2306
663-3433)

防災フェア2019
消防車両等の展示ほか

各10時30分～17時。荒天中止。8月
24日(土)･25日(日)
赤レンガ倉庫イベント広場
総務局地域防災課 ( 671-3456
641-1677)

よこはま保育フォーラム2019
施設紹介、就職相談ほか

9月1日(日)10時～15時
パシフィコ横浜
8月31日までに で
社会福祉協議会( 201-2218 201- 
1661)

薬物乱用防止キャンペーン
①ポスター作品展示②啓発イベント

①9月3日(火)～8日(日)の11時～19時
②9月8日(日)11時～16時
①みなとみらいギャラリー  
②クイーンズサークル
事務局 (薬剤師会内､ 761-7840 

754-3000)か健康福祉局医療安
全課 ( 671-3876)

技文	手づくり市
オリジナル作品を販売

9月7日(土)10時～15時
会場の技能文化会館 ( 681-6552 

681-6554)

展示	 	 	
｢YOKOHAMA1989	平成スタート｣
9月23日(月･祝)まで
中央図書館
市史資料室( 251-3260 251-7321)

市民広間演奏会	特別演奏会
抽選800人。詳細は で

11月2日(土)13時30分～16時
みなとみらいホール
9月15日まで
事務局 (ヤマハ横浜店内、 311-
1202 313-4687)か文化観光局文
化振興課 ( 671-3714)

ガーデンネックレス横浜2019	 	
花育ワークショップ

小学生と保護者､ 抽選15組30人。PR
アンバサダーと花壇で花植えほか。
詳細は8月21日から で

9月15日(日)10時～12時
里山ガーデン
9月4日まで

環境創造局みどりアップ推進課
( 671-2629 224-6627)

浜なし･浜ぶどう持寄品評会	 	
宣伝販売･展示･即売

売切れ次第終了
宣伝販売＝10時、展示＝10時30分、
即売＝11時。荒天中止
①8月20日(火)②9月3日(火)

※即売は9時30分から会場で整理券
配布
①JA横浜中里支店
②JA横浜｢ハマッ子｣直売所みな

み店
JA横浜 ( 805-6612)か環境創造
局農業振興課 ( 671-2639 664-
4425)

横浜市動物愛護センター	 	
自由研究企画

小･中学生、当日先着70人
8月22日(木)10時～11時
会場の横浜市動物愛護センター
( 471-2111 471-2133)

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

8月31日(土)10時～12時30分
県立産業技術短期大学校
8月13日から
経済局雇用労働課 ( 671-4098
664-9188)

就職マッチング交流会
中小企業で正社員として就業したい
人、各抽選30人

9月7日(土)13時30分～15時･15時～
16時30分
日総ブレイン
9月4日までに で
経済局ものづくり支援課 ( 671-
4144 664-4867)

ミドルエイジ向け	 	 	
就職支援プログラム2期生募集

40歳～59歳、選考10人。研修と企業
交流会。説明会あり。詳細は で

9月20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)

横響と第九を歌う会	会員募集
高校生以上、先着500人｡ 詳細はチラ
シ(区役所広報相談係で配布)で

練習＝9月22日(日)～12月16日(月)、
全14回。公演＝12月22日(日)
磯子公会堂ほか
4,000円
9月22日17時から磯子公会堂で
事務局 (木本 070-6467-7098)か
文化観光局文化振興課 ( 671-
3714 663-5606)

障害者週間	ポスター･作文の募集
詳細はチラシ(区役所高齢･障害支援
課で配布)か で

9月4日まで
健康福祉局障害企画課( 671-3604 

671-3566)

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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作品募集	 	 	 	
①ハマ展②県女流展

各選考｡ 詳細は申込書(区役所広報
相談係で配布)で

①搬入＝10月19日(土)･20日(日)  
　写真の搬入は9月8日(日)  
②搬入＝11月16日(土)
市民ギャラリーほか
①7,000円②8,000円
①横浜美術協会 ( ･ 251-1156)
②協会事務所(萩野谷 090-3433- 
2785)か､ 文化観光局文化振興課
( 671-3714 663-5606)

グリーンキッズ2019･夏
小･中学生、各当日先着15人｡ 東京湾
の生き物を飼育員と観察。詳細は で

各11時 ～11時30分(受 付10時30
分から)。荒天中止。8月20日(火)･21
日(水)
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)

都筑水再生センター･秋の里山	
ガーデンフェスタ	バス見学会

小学生以上､ 抽選80人
9月14日(土)9時～13時
8月23日までに で
北部第一水再生センター ( 572-
2281 572-1109)

セレブリティ･ミレニアム	 	
船内見学会

当日まで有効なパスポート所持者、
抽選60人(乳幼児も1人)。20歳未満
は保護者同伴。詳細は で

10月12日(土)13時30分～15時30分
大さん橋国際客船ターミナル
8月20日まで
事務局( 663-7267 681-2695)か
港湾局客船事業推進課( 671-
7272)

市民クルーズ
①MSCスプレンディダ	日本周遊
②にっぽん丸	世界遺産と瀬戸内海
③飛鳥Ⅱ	上五島と奄美大島･種子島
④ぱしふぃっくびいなす	伊勢･大阪
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

①9月14日(土)～21日(土)  
②9月30日(月)～10月5日(土)  
③10月24日(木)～11月1日(金)  
④11月18日(月)～20日(水)
取扱旅行会社。①8月20日まで  
②④8月30日まで③8月26日まで
港湾局客船事業推進課 ( 671-
7272 201-8983)

ワールドカップバレーボール	 	
女子大会	市民招待

各抽選50組100人
9月14日(土)～16日(月･祝)･18日(水)･ 
19日(木)
横浜アリーナ
8月20日までに で
市民局スポーツ振興課 ( 671-
4574 664-0669)

リレー･フォー･ライフ･ジャパン横浜
が ん 征 圧･患 者 支 援チャリティー
ウォーク

9月7日(土)16時～8日(日)11時30分。
荒天中止
臨港パーク
1,000円
実行委員会(池田 090-7901-8718)
か医療局がん･疾病対策課 ( 671- 
2721 664-3851)

氷上スポーツチャレンジ2019
4歳以上､ 先着100人。スケート教室
ほか。費用等詳細は で

9月29日(日)9時30分～11時45分
8月20日から
会場の横浜銀行アイスアリーナ
( 411-8008 411-8010)

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

9月～11月の水曜コース･木曜コー
ス、各19時～20時40分､ 全12回
8月19日から で会場のスポーツ
医科学センター( 477-5050 477- 
5052)

令和元年度	個人市民税･県民税の
納期限(第2期)
9月2日(月)
居住区の区役所税務課か財政局
税務課 ( 671-2253 641-2775）

小学校就学時健康診断
令和2年度入学者。詳細は9月9日か
ら で

10月下旬～12月上旬
教育委員会健康教育課( 671-3275 

681-1456)

離婚･DV･男女問題等	法律相談会
女性弁護士が対応。各先着6人

各13時～16時。8月20日(火)･29日(木)
8月13日から で会場の市民局市
民相談室 ( 671-2306 663-3433)

子どもの人権110番	強化週間
人権擁護委員による特設電話相談

8月29日 ( 木 ) ～9月4日 ( 水 ) の8時30
分～19時(土･日曜は10時～17時)。
専用ダイヤル ( 0120-007-110)
市民局人権課 ( 671-2718 681-
5453)

男性不妊相談会
各先着5組

各13時45分～16時45分  
9月28日(土)･12月14日(土)
開港記念会館
8月13日から でこども青少年局
こども家庭課 ( 671-3874 681-
0925）

公共事業事前評価	市民意見募集
①学校施設の建替事業(池上小学校)
②学校施設の建替事業(榎が丘小学校）
③学校施設の建替(及びコミュニティ	
ハウス複合整備)事業(勝田小学校)

④市営瀬戸橋住宅･六浦住宅建替事
業及び瀬ケ崎住宅の用途廃止

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(①神奈川②青葉③都筑④金沢区)、
問合先で。 からも可

8月1日～9月2日
①②③教育委員会教育施設課 (
671-3531 664-4743)④建築局市
営住宅課( 671-2942 641-2756)

広報企画審議会
広報･広聴に関する審議等

9月6日(金)14時～16時
市役所
市民局広報課 ( 671-2331 661-
2351）

みなとみらいホール   
682-2000 682-2023

①避難訓練コンサート
②0歳からのオルガン･コンサート
①避難訓練体験と消防音楽隊コン
サート。当日先着500人。未就学児入
場不可。車椅子利用は要事前申込

①9月4日(水)10時30分～12時  
②9月6日(金)11時～11時40分･  
　14時～14時40分
②会場で販売中。600円、小学生
以下400円

横浜美術館	    
221-0300 221-0317

展示「原三溪の美術	伝説の大コレク
ション」

9月1日(日)まで
1,600円

関内ホール	    
662-8411 662-2050

関内寄席	柳家小三治	柳家三三	親子会
12月12日(木)14時～16時
3,800円、会場で販売中

横浜能楽堂	    
263-3055 263-3031

①東次郎	家伝十二番
②横浜狂言堂
①｢朝比奈｣｢布施無経｣
②「右近左近」「萩大名」

①8月18日(日)14時～15時35分  
②9月8日(日)14時～15時30分
①2,500円～4,000円､ 会場で販売
中②2,000円､ 8月10日12時から
か で

にぎわい座    
231-2515 231-4545

①名作落語の夕べ	 	 	
②立川志の八落語会
③立川こはる	春風亭ぴっかり	未来の
　二人
④柳家権太楼親子会
⑤扇遊･鯉昇	二人三客の会

①9月7日(土)18時～20時30分  
②9月8日(日)14時～16時  
③9月12日(木)19時～21時  
④9月14日(土)14時～16時  
⑤9月15日(日)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

教室「我が家流のお葬式を考える」
当日先着80人

9月20日(金)14時～16時
瀬谷区役所

男女共同参画センター横浜南	  
714-5911 714-5912

①夫婦関係･離婚をめぐる法律講座	

　中高年編
②ガールズ編	しごと準備講座
①女性、先着35人。年金分割ほか②
15～39歳のシングル女性、抽選20人

①9月12日(木)10時～12時  
②10月9日(水)～11月11日(月)の 
　10時15分～12時15分、全11回
①1,200円②300円
①2か月～未就学児(予約制･有料)
①8月11日から で   
②9月24日までに申込書(説明会
で配布か から入手)で
▷説明会 ②9月10日(火)14時。申込

みは8月11日から で

開港資料館	    
201-2100 201-2102

展示「開港前後の横浜」
10月27日(日)まで
200円

帆船日本丸	    
221-0280 221-0277

①総帆展帆
②親子展帆
②小･中学生と保護者、各当日先着
60人

8月25日(日)。荒天中止。①10時30分
から帆を広げ､16時までにたたむ。
②13時 ～13時30分･14時 ～14時
30分
②400円、小･中学生は200円

人形の家	    
671-9361 671-9022

人形劇「あかいくつ	ヨコハマ物語」
各当日先着140人

8月17日(土)11時30分～12時30分･ 
14時～15時
400円

自然観察の森	    
894-7474 894-8892

森を守るボランティア体験
小学生以上(小学生は保護者同伴)。
詳細は で

8月18日(日)9時30分～14時
8月16日まで

　金沢八景周辺の海辺を旅しな
がら、「八景島シーパラダイス」、

「南部市場」などの注目スポット
だけでなく、「称

しょう

名
みょう

寺
じ

」など歴史
を感じるスポットも紹介します。
県内・都内の書店ほかで販売中
です。市役所市民情報センター
では、バックナンバーも取り扱っ
ています。
市民局広報課（ 671-2331
661-2351）

季刊誌「横濱」夏号

「金沢八景 海辺の旅」
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横浜を感じるミニコラム

歌手/第7回アフリカ開発会議名誉大使

M
ミ ー シ ャ

ISIAさん

MISIAさん
日本を代表する歌
手として活躍する
一方、一般財団法
人mudefの理事と
してアフリカ、特
に子どもの教育に
関するサポートを積極的に行う。8月
に横浜で開催される第7回アフリカ開

発会議の名誉大使を務
める。初の書下ろし絵本
『ハートのレオナ』が7月
26日に発売。

プロフィール

　色彩豊かな文化、広大な自然、多様な音
楽。アフリカはとても魅力的な大陸です。経済
成長も著しく、今世界から注目を浴びていま
す。一方で、貧困をはじめ近代の社会の中で
生きることが困難な人もいます。
　貧困問題の本当のことが知りたいと初めて

アフリカを訪れたのが２００７年。場所はケニア。
そこで見た子どもたちを取り巻く環境は大変
なものでしたが、教育に希望があると感じ、教
育サポートを始めてから１０年以上経ちます。
昨年ケニアを再訪し、当時の子どもたちと再
会。高校生や大学生、社会人になり働いてい
る子や日本の大学で学んでいる子の立派に
成長した姿に感動しました。教育は希望だっ
たと確信した瞬間です。
　私がアフリカで体験し感じた事を多くの方
に知って頂きたいと、『ハートのレオナ』という
絵本を作りました。おでこにハートの模様があ
るライオンの子「レオナ」がアフリカ大陸を旅し

ながら成長していく物語。私がアフリカで受け
取った「命のメッセージ」を、皆さんにも感じて
いただけると嬉しいです。この絵本の売上の
一部は、アフリカと日本の子どもたちの支援に
あてさせていただきます。
　横浜では８月２８日から３０日に、アフリカの開
発をテーマにした「第７回アフリカ開発会議」
が開催されます。横浜は私もライブなどでよく
来ますが、海外文化をいち早く取り入れてき
た柔軟性や開放性、多様性のある、こ
の会議にふさわしい都市。この会議を
通じて、横浜から全世界に平和のメッ
セージが届くことを願っています。

▲アフリカの子どもたちとの交流の様子 ◀︎書下ろし絵本『ハートのレオナ』

市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

8月  3日
8月10日
8月17日
8月24日
8月31日

※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

ヨコハマとアフリカ
ハマのパラスポーツ
ハマの水上アクティビティー
夏バテに「勝つ」
ハマの防災

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

好評販売中！

火曜

ラグビー発祥地 横浜
　9月20日に開幕するラグビーワールドカップ
2019™まで50日余り。横浜国際総合競技場（日産
スタジアム）では、決勝・準決勝を含む7試合が行わ
れます。この世界最大級のスポーツイベントは、世
界の視線を横浜に釘付けにすることでしょう。
　ところで、横浜が日本ラグビー発祥の地と言われ
ていることを知っていますか。
　1866年、スポーツクラブ「YC＆AC」の前身であ
る横浜フットボールクラブ(YFBC)が、現在の横浜
中華街付近で設立されまし
た。このクラブがアジア初
のラグビークラブで、世界
最古のラグビークラブのう
ちのひとつであることが、
そのゆえんとなっています。
　ラグビーワールドカップ
開幕を前に、横浜中華街の
山下町公園の一角に、ラグビー発祥地の記念碑が建
立されることになっています。
　さあ、いよいよ待ちに待ったラグビーワールド
カップの開幕です。横浜のラグビーに新しい歴史が
刻まれる一生に一度の瞬間をぜひ胸に焼き付けて
ください。

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

▲The Graphic(April 18, 1874)マ
イク・ガルブレイス氏所蔵

 イギリスの雑誌に掲載された横浜
のラグビーの試合の様子

10月1日から
幼児教育・保育の無償化がスタートします

女性起業家による商品販売・ワークショップを開催

横浜女性起業家
COLLECTION 2019

【日時】9月5日（木）11時～19時（入場無料）
【会場】新都市ホール（西区高島2-18-1 横浜新都市ビル〈そごう横浜店〉9階）
【内容】インテリア雑貨・ファッション雑貨・食品などの販売、ワーク

ショップなど
※出展事業者は決定次第、ホームページに掲載します。詳しく

はホームページを確認してください。

利用している施設・事業 対象者（在園児）
保育の
必要性の
認定（※1）

新たな
手続き

無償化上限額
（月額）

認可保育所、認定こども園（保育
利用）、地域型保育事業

３～５歳児クラス あり なし 全額
市民税非課税世帯の

０～２歳児クラス あり なし 全額

施設型給付幼稚園、
認定こども園
（教育利用）

教育時間 満３歳（※2）～５歳児クラス なし なし 全額

預かり保育 ３～５歳児クラス あり あり 11,300円（※3）

私学助成
幼稚園

教育時間 満３歳（※2）～５歳児クラス なし あり 25,700円
預かり保育 ３～５歳児クラス あり あり 11,300円（※3）

届出済認可外保育施設、
一時保育など

保育所などを利用していない
３～５歳児クラス あり あり 37,000円

保育所などを利用していない市民
税非課税世帯の０～２歳児クラス あり あり 42,000円

障害児通園施設など ３～５歳児クラス なし なし 全額
※1 保護者が就労などにより保育を必要とする場合に、市が保育の必要性を認定します。
※2 満3歳：3歳になった日から最初の3月31日まで
※3 1日あたりの上限額は450円です。

問合せ 幼児教育・保育無償化専用ダイヤル　 840-6064 840-1132 毎日8時〜20時

問合せ 輝く女性起業家プロモーション事業事務局　 211-5595 228-9079　9時〜17時（土・日曜・祝休日除く）

横浜市 無償化 検索

横コレ2019 検索

　会場では、雑貨・食品など、女性起業家の感性を生かしたオリジナル商
品が販売されるほか、大人から子どもまで楽しめるワークショップも開催
されますので、気軽に来場してください。

※写真は、昨年度のイベント出展商品です。

対象

　各施設の利用案内を確認し、必要書類を提出してください。
【提出先】幼稚園・認定こども園：園に提出
　　　　認可外保育施設など：居住区の区役所こども家庭支援課に提出
【提出期限】10月から幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、9月までに

申請し、保育の必要性の認定を取得する必要があります。提出期限は
各園・各区によって異なりますので、注意してください。

手続きなど

　手続きや制度の詳しい内容、保育の必要性の認定に関する基準などについ
ては、ホームページを確認してください。
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はまぎん こども宇宙科学館

夏休み特別企画
工作イベント開催中！

本市が目指す脱炭素化

Z
ゼ ロ

ero C
カ ー ボ ン

arbon Y
ヨ コ ハ マ

okohama

問合せ はまぎん こども宇宙科学館　 832-1166 832-1161

問合せ 市民防災センター　 312-0119 312-0386

問合せ 総務局緊急対策課　 671-2064 641-1677

問合せ 温暖化対策統括本部調整課　 671-2622 663-5110
カーボンオフセットプロジェクトに関して

市コールセンター　 664-2525 664-2828

　本市は、深刻化する気候変動の影響などを踏ま
え、地球温暖化対策のゴールとして、脱炭素化「Zero 
Carbon Yokohama」を掲げました。
　市内に住む私たち一人ひとりが、環境にやさしい
行動を心がけることが重要です。

　身近な材料で作る「はやぶさ2」や「宇宙船
ピコ」など、さまざまな工作体験ができます。
そのほかにプラネタリウムも投影中。夏休
みの自由研究は、「はまぎん こども宇宙科学館」で！プログラムや
参加方法、費用などはホームページで確認してください。
【開催日】9月1日（日）まで
【会場】はまぎん こども宇宙科学館（磯子区洋光台5-2-1）

　AED体験、はしご車搭乗体験（当日抽
選）、キャラクターショー、飲食ブースの
ほか、さんまのチャリティ配布（数量限定）
など、イベント内容も盛りだくさん。子ど
もから大人まで楽しく学べるイベントで
すので、ぜひ参加してください。
【日時】9月7日(土)10時〜15時(入場無料・荒天中止)
【会場】横浜市民防災センター（神奈川区沢渡4-7）

　一人ひとりの防災意識を高め、地域の防災
力・連携を強化するために行う大規模な防災
訓練です。市民の皆さんをはじめ、多くの機
関が協力して行います。
　当日は警察・消防・自衛隊による訓練のほか、
消火器の使い方、煙体験や災害模擬体験なども実施します。ぜひ、
家族そろって参加してください。
　防災訓練を通じて「防災・減災」について考え、いざという時に備
えましょう。
【日時】9月8日（日）10時〜12時(見学自由・荒天中止)
【会場】よこはま動物園ズーラシア北門駐車場（旭区上白根町1175-1）

　スポーツイベントでは、会場の照明を使った
り、選手や観客が交通機関を使って移動したり
するときに、地球温暖化の原因とされる二酸化
炭素（CO2）が発生してしまいます。
　横浜カーボンオフセットプロジェクトは、ラグビーワールド
カップ2019TMや東京2020オリンピック・パラリンピックなど
の大規模イベントで出されるCO2の量を、ほかの場所で行う省
エネ行動などで埋め合わせ（オフセット）する取組です。
　一人ひとりが日頃の生活で取り組む省エネ行動を1つにま
とめ、カーボンオフセットすることで、環境にやさしい大会
にできます。みんなで省エネ行動に取り組みましょう。
　参加方法など、詳しくはホームページを確認し
てください。

あなたの省エネ行動で環境にやさしいスポーツイベントに
横浜カーボンオフセットプロジェクトに
参加しませんか？

　消しゴムはんこをコマ撮りにし
たアニメーションを公開していま
す。気候変動や省エネ、再生可能エ
ネルギーについて、小さな子どもで
もわかりやすく学べます。

はまぎん こども宇宙科学館 検索

横浜市民防災センター 検索

横浜カーボンオフセットプロジェクト 検索

横浜市消しゴムはんこアニメーション 検索

横浜市総合防災訓練 検索

▲はしご車に乗れる！

ホームページから
視聴できます。

救急消防フェア

横浜市総合防災訓練を
開催します！

▲がらくたで作った宇宙船ピコ

シャワーを1分短くしてみよう
　シャワーを流しっぱなしにせずに、
意識して使用時間を短くしてみましょう。

エアコンのフィルターを
月に1～2回掃除してみよう
　省エネ性能と快適性がアップします。
特に暑い夏には効果的です。

省
エ
ネ
行
動
の
例




