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ラグビーワールドカップ2019™いよいよ開幕へ
　1866年にアジア初の「横浜フットボールクラブ」が横浜で創設されてから150年以上の時を経て、
いよいよ９月20日、アジアで初開催となる「ラグビーワールドカップ2019日本大会」が開幕します。
　ラグビーワールドカップ™は、夏季オリンピック、FIFAワールドカップと並ぶ世界三大スポーツイ
ベントの一つで、世界200か国以上、40億人がテレビ観戦するビッグイベントです。ここ横浜では、
決勝・準決勝を含む７試合が開催されます。万全の準備と街を華やかに彩るシティドレッシング、

オール横浜のおもてなしで、国内外の選手とお客様をお迎えし、横浜の魅力
を世界に発信してまいります。
　みなとみらい21地区の臨港パークには、大型スクリーンで試合の生中継を
楽しむことができる「ファンゾーン」を設置します。世界中のラグビーファンと
ともに、試合会場さながらの熱気や興奮、大きな感動を存分に味わっていた
だきたいと思います。横浜・神奈川の名店や大会出場国の料理が楽しめる
飲食ブース、ステージイベントやラグビー体験コーナーなど、大会を盛り
上げる企画も盛りだくさんです。
　横浜で最高のラグビーが観られる「一生に一度」の機会。ご一緒にラグビー
ワールドカップを大いに楽しみましょう。

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。

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。

人口：3,748,473人
世帯数：1,709,616世帯

(2019年8月１日現在 )☎664-2525 FAX:664-2828

callcenter@city.yokohama.jp

⃝紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、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。

横浜市コールセンター
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など 〈毎日 8 時～ 21 時〉

区役所の開庁時間

横浜市データ

広報よこはま 検索

◦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）。

TM Ⓒ Rugby World Cup Limited 2015
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　試合開催日は、競技場周辺で交通規制が行われます。警察官、警備員の指示に従ってください。 
　また、選手、大会関係者など多くの車両が来場しますので、不要不急の車両利用の抑制、競技場
周辺の迂回などにご協力をお願いします。 
　交通規制について、詳しくはホームページを確認してください。 
※横浜国際総合競技場での試合日前日と当日は、新横浜公園のすべての駐車場が使用できません。

交通規制などに
ご協力を
お願いします 

問合せ ファンゾーンに関して 市民局ラグビーワールドカップ2019推進課　 671-4578 664-1588
交通規制に関して 市コールセンター　 664-2525 664-2828

大会に関して 大会コールセンター　 0570-05-2019／チケットに関して チケットコールセンター　 0570-09-2019 

ファンゾーン　横浜 検索

ファンゾーンin神奈川・横浜
〜「一生に一度」を体験しに行こう〜 

　夏季オリンピック、FIFAワールドカップと並んで世界三大
スポーツイベントと呼ばれるラグビーワールドカップ™が、
いよいよ横浜にやってきます！横浜の街が大いに盛り上がる
44日間。一生に一度のこの機会を一緒に楽しみましょう！ 

いよ いよ

　大会期間中、臨港パークで大会
の興奮と感動をたくさんの人と
共有し、一緒に楽しめるイベント
「ファンゾーン」を開催します。

　ここでは伝えきれなかったファンゾーンの魅力や当日のイベント情報など、詳しい情報は
ホームページを確認してください。

【日時】９月20日(金)～11月２日(土)の土・日曜と、９月20日(金)・11月１日(金)
※ 時間は開催日により異なります。

【会場】臨港パーク(西区みなとみらい1) 

【開催日】９月20日（金）～11月２日（土） 
【会場】横浜国際総合競技場など日本全国

12会場 
【大会形式】
　世界20チームが4組に分かれてプール
戦を行います。その後、各プール上位2チー
ムが決勝トーナメントへ進出し、優勝を争
います。

大会概要

【横浜国際総合競技場で行われる7試合】
9月21日(土) 18時45分～ ニュージーランド( )	v	南アフリカ( )	
9月22日(日) 16時45分～	 アイルランド	v	スコットランド

10月12日(土) 17時15分～	 イングランド( )		v	フランス	
10月13日(日) 19時45分～ 日本	v	スコットランド	

…優勝回数	

ラグビー
ワールドカップ

2019™ 入場無料

「横浜ラグビー情報」
発信中！ 

チケット情報 

　ファンゾーンの情報、ラグビーの見どころ紹介や観光情報など、大会を楽しむためのホームページ。ラグ
ビーを楽しめるお店やイベント情報なども発信中。また、Twitter、Facebook、インスタグラムも配信中。	

　現在、チケットの一般販売中。また、「公式リセールサービス」もあわせて
実施中（インターネット販売のみ）。

横浜ラグビー情報 検索

神奈川・横浜のファンゾーンは

ココがすごい！

 大会公式マスコット
「レンジー」 

開 幕！ 

キック・パス・タック
ルなどを通じてトップ
選手の記録に挑戦して
みましょう！親子で楽
しめるコーナーもあり
ます。

　音楽やダンス、書道パ
フォーマンスなど、出場
国、日本の文化を楽しめ
るステージイベントを
開催。各国の文化を知る
と試合観戦の楽しさも
倍増です。

大迫力！380インチの大型スクリーン！ 
全48試合中32試合を生中継 ！ 
決勝トーナメントはもちろん完全生中継 ！ 

　神奈川・横浜を代表す
るお店の料理はもちろ
ん、出場国の料理もお腹
いっぱい味わえます。

ラグビーワールドカップ 検索

TM ⓒ Rugby World Cup Limited 1986

準決勝１
10月26日(土)17時～

準決勝2
10月27日(日)18時～

決　勝
11月2日(土)18時～

※本市は、アイルランド、スコットランドの公認チームキャンプ地です。

※イメージ
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自宅や職場などに市区町村や内閣府をか
たった不審な電話や郵便物があった場合
は、警察署や警察相談専用電話(＃9110)に
連絡してください。

　購入引換券の申請期限は11月30日(土)です。平成31年1月1日
時点で本市に住民登録がある、令和元年度住民税非課税者で、商
品券の購入を希望する場合は、申請が必要です。まだ済んでいな
い人は、ぜひ申請してください。
　また、平成28年4月2日～令和元年9月30日生まれの子が属す
る世帯の世帯主の人は申請不要です。9月中旬から順次、購入引換券を発送します。
※購入対象者は、住民税非課税者と子育て世帯の世帯主のみです。

　あなたは一人ではありません。抱え込まずに、友人や家
族などの身近な人、あるいは相談・支援機関に相談してく
ださい。相談先はホームペー
ジを確認してください。

地震火災を防ぐために
感震ブレーカーを設置しましょう

　大きな揺れを感じた場
合に電気を自動で止める
「感震ブレーカー」の設置
は、地震時の出火の危険性
を大きく減らす効果が期
待できます。

地震火災による延焼を減らすために
建物の不燃化対策をしましょう

　木造住宅が多い地域で火災が発生すると、近くの建物
に次々と燃え広がり、大きな被害をもたらします。建物
の建替などの際、「耐火性のある建物」にすることで街全
体が燃えにくくなり、地震火災による被害を小さくする
ことができます。
耐火性のある建物とは
⃝柱・はり・壁などの建物の重要な部分が不燃性の材料で

覆われている。
⃝窓などの開口部に網入

りガラスなどの防火設
備が設けられている。

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

問合せ 専用ダイヤル（商品券引換購入窓口・利用可能店舗案内担当）
0120-907-175 0120-445-977　9時～18時（土・日曜・祝休日除く）

※10月のみ、土・日曜・祝休日も受付します。毎日9時～18時

問合せ 転倒防止器具の種類や器具の無料取付代行に関して
横浜市まちづくりセンター　 262-0667 315-4099

家具の転倒防止対策に関して
総務局地域防災課　 671-3456 641-1677

問合せ 都市整備局防災まちづくり推進課
671-3595 663-5225

問合せ 総務局地域防災課　 671-3456 641-1677

問合せ 市大地域貢献センター 787-8930 701-4338
月～金曜（祝休日除く）9時30分～16時30分

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

横浜市プレミアム付商品券公式サイト 検索

YCU 医療講座 検索

横浜市 生きる 検索

横浜市プレミアム付商品券の
購入には購入引換券が必要です

あなたの家の地震・火災対策は
大丈夫ですか

9月は自殺対策強化月間

苦しい思いや悩みを
抱えていませんか

見本

講演会「中高年のメンタルヘルス」
　自分や大切な人を守るために「体と心の限界のサイ
ン」について学ぶことができます。

【日時】10月1日（火）14時～16時
【会場】開港記念会館（中区本町1-6）
【定員】先着400人
【申込み】9月11日（水）から
【費用】無料
　申込方法など、詳しくはホームページを
確認してください。

商品券は10月1日から販売・利用を開始します
　商品券の引換購入窓口や商品券の利用可能店舗の情報は、
ホームページを確認してください。

　災害が起きるその前に、一人ひとりが備えることで多くの命を守ることが
できます。自宅の地震・火災の対策に取り組み、備えましょう。

負傷や逃げ遅れを防ぐために
家具の転倒防止対策をしましょう

　家具・家電の転倒は、負傷や逃げ遅れ、電気火災の原因にもなります。
自分自身や家族の命を守るために、転倒防止器具を設置するなど、事
前に対策をしましょう。

転倒防止器具の無料取付代行
　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
帯に、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）。
①65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、この制度の対象外です。
※過去にこの事業を利用している人は申し込みできません。

【申込み】11月29日（金）まで

地震対策編 火災対策編

商品券を申請・利用するにあたって
特殊詐欺や個人情報の詐取に
注意してください

▲分電盤に取り付ける簡易タイプの感震ブレーカー

イラスト：細川貂々
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　本市では9月を敬老月間と定めて、施設の市
民優待利用を実施します。
　利用の際は、氏名・年齢・住所が確認できる
ものを持参してください。	

【対象】65歳以上の市民(本人のみ）	 	
※ふれーゆは60歳以上	

施設名 実施日 費用
ランドマークタワー
（展望フロア） 9月14日（土）～16日（月・祝）

無料

金沢動物園 9月15日（日）～21日（土）
※金沢動物園のみ、
9月17日（火）は休園日

よこはま動物園
ズーラシア
帆船日本丸・

横浜みなと博物館 ９月16日（月・祝）

日本郵船氷川丸
9月16日（月・祝）

日本郵船歴史博物館

横浜人形の家 9月16日（月・祝）
無料

※企画展は
別途料金が必要

横浜市高齢者保養
研修施設	ふれーゆ 9月16日（月・祝）～20日（金） 高齢者料金の

半額で利用可能

問合せ 健康福祉局高齢在宅支援課 671-4129 681-7789

問合せ 市コールセンター　 664-2525 664-2828問合せ 市コールセンター　 664-2525 664-2828

健康福祉局 老人福祉センター 検索

9 月は敬老月間

施設の市民優待利用を実施します
老人福祉センターで、
健康づくり・趣味づくり・仲間づくり

「あれ、もの忘れかな？」と思ったら…

認知症は早めに気づいて
相談することが大切です

　認知症は、単なる老化ではなく、さまざまな原因によって
起こる脳の病気で、誰もがなる可能性があります。早く見つ
けて対応することで、その後の病気の経過や介護の負担が
異なります。気になることがあれば相談窓口に問い合わせ
てください。

⃝認知症の原因となる病気を治療することで、治る場
合がある

⃝早期に治療を始めることで、進行を遅らせることが
できる場合がある

⃝早期発見によって、今後の生活の準備ができる

　かかりつけ医や地域包括支援センター（地域ケアプラ
ザ内）、各区役所高齢・障害支援課に相談してください。
□同じことを何度も言う
□いつも探し物をしている
□約束の日時や場所を間違えるようになった
□ささいなことで怒りっぽくなった
□趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった
□身だしなみを気にしなくなった

●認知症に関する全般的な相談
地域包括支援センター（地域ケアプラザ内）
月～土曜 9時～21時、日曜・祝休日9時～17時
　それぞれの地域に居住地区を担当する地域包括支援センターがあります。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。
各区役所 高齢・障害支援課

鶴見区 510-1775 保土ケ谷区 334-6328 青葉区 978-2449
神奈川区 411-7110 旭　区 954-6125 都筑区 948-2306
西　区 320-8410 磯子区 750-2418 戸塚区 866-8439
中　区 224-8167 金沢区 788-7777 栄　区 894-8415
南　区 341-1139 港北区 540-2327 泉　区 800-2434
港南区 847-8418 緑　区 930-2311 瀬谷区 367-5713

●認知症の診断・治療に関する相談
　以前と比べて気になる様子があったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
認知症疾患医療センター
　認知症の専門医療機関の1つです。認知症の診断のほか、専門の相談員が電話
や面談（要予約）による相談を受けています。※祝休日除く
横浜市立大学附属病院
患者サポートセンター 787-2852 月～金曜

9時～17時済生会横浜市東部病院 療養福祉相談室 576-3000（代表）
横浜舞岡病院 医療相談室 822-2169 月～土曜	9時～17時
横浜市総合保健医療センター
総合相談室 475-0103 月～金曜

8時45分～17時30分
●認知症の介護の悩みに関する相談
よこはま認知症コールセンター　 662-7833
　火・木・金曜（祝休日含む）	10時～16時

　各区の老人福祉センターの場所・休館日などについてはホーム
ページで確認してください。

各区にある老人福祉センターのうち、旭区の福寿荘を紹介します。
　介護予防を目的とした体操・ヨガ
などを実施しています。今まで運動
習慣がなかった人も楽しめる内容で
す。興味のある人は、福寿荘に問い
合わせてください。
福寿荘（旭区白根2-33-2	 953-5315	 953-5317）

早期発見・早期対応が大切な理由 相談窓口

こんなことが気になったら

認知症の人への接し方を学ぶ市民向け講演会
こころをつなぐ「ユマニチュード」
　ユマニチュードとは人と人との関係性・絆に関
する哲学に基づくフランス発の知覚・感情・言語に
よる介護技法のひとつです。介護する人の思いや
愛情を伝える、やさしい認知症ケアを学べます。

【日時】9月26日（木）14時～16時	 	 	
（当日12時から整理券配布、13時開場）

【会場】神奈川区民文化センター	 	 	
（神奈川区東神奈川1-10-1）

【定員】250人（申込不要）　【費用】無料

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

施設内容

⃝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

利用
できる人

⃝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

利用時間 9時～17時（施設内容によって異なります）
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市営久保山墓地･   
日野こもれび納骨堂使用者

詳細は9月2日から申込書(区役所広
報相談係で配布)か で

9月30日まで
健康福祉局環境施設課( 671-2450	

664-6753)
市技能職員

詳細は受験案内(区役所広報相談係
で配布)か で

選考＝10月27日(日)
9月20日まで
総務局人事課 ( 671-2173 662- 
7712)

通学区域特認校   
令和2年度就学者

特色ある教育を実施している西金沢
学園に通学区域外から通う児童。説
明会への参加必須。詳細は9月2日か
ら で

12月13日までに申込書(説明会で
配布)で
教育委員会教育課程推進室( 671- 
3494 664-5499)
スマートイルミネーション横浜2019 
ボランティアスタッフ

18歳以上、選考。詳細は で
10月30日(水)～11月6日(水)
象の鼻パークほか
10月11日まで
事務局 ( 633-9660 662-0082）
ウォーキングポイントの活用事例

事業所･団体。詳細は で
10月31日まで
健康福祉局保健事業課( 671-4037	

663-4469)
横浜文化体育館思い出シーン

写真･絵画･エピソード。詳細は9月
11日からチラシ(スポーツセンターで
配布)か で

2020年3月31日まで
文化体育館( 641-5741 641-
5744)

10月から精神障害者保健福祉手帳 
 郵送申請の受付開始

詳細は で
こころの健康相談センター( 671- 
4455 662-3525)
高齢者インフルエンザ予防接種

60～64歳で指定する障害がある人か
65歳以上

10月1日(火)～12月31日(火)
協力医療機関
2,300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)

高齢者施設･住まいの相談センター 
出張相談

高齢者施設等へ入居を希望する人。
要事前申込。詳細はチラシ(区役所
高齢･障害支援課で配布)か で

毎月1回
地域ケアプラザ17か所

で高齢者施設･住まいの相談セ
ンター ( 342-8866 840-5816)
高齢者健康福祉講演会

抽選200人。健康体操もあり。詳細は
で
11月6日(水)13時30分～15時30分
健康福祉総合センター
10月11日まで
高齢者健康福祉財団 ( ･ 201-
9205)か健康福祉局高齢在宅支援
課 ( 671-2405)
中央職業訓練校 12月生募集

①IT･Webプログラミング科
②OA経理科(中級)
③介護総合科
④医療･調剤事務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)、各選
考30人。詳細は9月20日から申込書
(ハローワークで配布)か で

12月～2020年3月
10月31日まで

▷説明会　各10時･14時、問合先で開
催。①②10月17日(木)③④10月18日(金)
会場の中央職業訓練校 ( 664-
6825 664-2081)
講演｢COPDとの付き合い方｣

当日先着100人
9月15日(日)13時30分～15時
横浜ラポール
もみじ会(杉本 ･ 901-7446)か健
康福祉局障害福祉課( 671-3602)
ぜんそく等リハビリ教室

①基礎②応用
息苦しさを楽にする呼吸筋ストレッチ
など。ぜんそくや慢性呼吸器疾患等
の人と家族､ 各先着20人。詳細はチ
ラシ(9月2日から区役所高齢･障害支
援課で配布)で

各14時～16時	 	 	
①9月27日(金)②10月25日(金)
鶴見中央コミュニティハウス
9月11日から で健康福祉局保健
事業課 ( 671-2493 663-4469)
教室｢成人ぜんそくとの上手な  
付き合い方｣

先着50人
10月2日(水)15時～16時
9月11日から で会場のみなと赤十
字病院 ( 628-6381 628-6101)
障害者パソコン講習会

①パワーポイント基礎   
②iPad入門
③iPad活用
肢体･内部･精神･聴覚等障害者で
15歳以上(中学生除く)、各抽選8人。

①③文字入力可能な人②初心者
各13時～16時
①10月15日(火)～18日(金)、全4回
②10月28日(月)･29日(火)､ 全2回
③10月30日(水)･31日(木)､ 全2回
横浜ラポール
①3,160円②1,904円③500円
9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･車いす利用の有
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)

講演｢変形性膝関節症の手術治療
と運動療法｣

当日先着300人
9月29日(日)13時～15時
ワークピア横浜
みなと赤十字病院( 628-6816
628-6101)
教室｢小児の食物アレルギー｣

先着50人
10月24日(木)15時～16時30分
1歳～未就学児(予約制)
9月11日から で会場のみなと赤十
字病院 ( 628-6381 628-6101)
市大エクステンション講座

①大きく変わる腎がん治療
②妊孕性温存治療
③インフルエンザの予防･診断･治療
各先着。①400人②230人③150人。
詳細は で

①10月7日(月)15時～17時30分
②③10月30日(水)14時～16時
①神奈川公会堂	 	 	
②情報文化センター	 	 	
③中央図書館
9月11日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787-8930 701-4338）
小児ぜんそくとアトピー性皮膚炎
講演会

各先着。①300人②200人。詳細は申
込書(区役所こども家庭支援課で配
布)か で

①10月11日(金)14時～17時	 	
②12月21日(土)13時～16時
①地球市民かながわプラザ	 	
②横浜シンポジア
1歳～未就学児(予約制)
9月11日から
こども青少年局こども家庭課 (
671-2455 681-0925)

メンタルヘルス講座
①講演会「働きながら家族再生」
②映画「オキナワへいこう」上映と講演
各当日先着300人

各13時30分～16時	 	 	
①10月12日(土)②10月26日(土)
健康福祉総合センター

健康福祉局障害福祉課( 671-3602	
671-3566)

講座｢認知症の薬物療法」
先着100人

10月19日(土)11時～12時30分
9月11日から で会場の総合保健
医療センター ( 475-0178 475- 
0002)

講演会   
「食物アレルギーについて知る」
先着200人。詳細は9月17日からチラ
シ(区役所福祉保健課で配布)か で

11月23日(土･祝)13時30分～16時10分
情報文化センター
9月27日から で事務局 ( 0120-
890-180)
申込先か健康福祉局保健事業課
( 671-2493 663-4469)

ヨコハマライブラリースクール
未来のモビリティとスマートシティ。
先着40人

10月5日(土)14時～16時
9月11日から で会場の中央図書
館 ( 262-7336 262-0054)
防災ライセンス   
資機材取扱講習会

各抽選48人。詳細は で
各9時～16時	 	 	 	
①10月20日(日)②10月27日(日)	 	
③11月16日(土)
①朝比奈小学校②栗田谷中学校		

　③上瀬谷小学校
①9月27日まで②10月4日まで	 	
③10月25日まで
総務局地域防災課 ( 671-2011	
641-1677)

Yナース登録推進研修
災害支援ナースの基礎研修。詳細は
申込書(区役所福祉保健課で配布)か

で
10月27日(日)9時30分～13時
総合医療会館
10月25日まで
看護協会 ( 263-2932)か医療局医
療政策課 ( 671-3932 664-3851)
インターンシッププログラム  
3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

10月29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）
講演｢里親家庭の体験談｣

先着80人
10月19日(土)13時～16時30分
開港記念会館
1歳6か月～未就学児(予約制)
9月11日から で
こども青少年局こども家庭課 (
671-2394 681-0925)

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



14 2019（令和元）年 9月号 ／ 横浜市版

障害者パソコンボランティア  
養成講座

15歳以上(中学生除く)、先着8人。詳
細は申込書( から入手)で

11月6日(水)･7日(木)10時～16時、全2回
横浜ラポール
1,000円
9月11日から
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)
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、全2回	
①10月1･2日、11月5･6日の9時30分
～12時 ②10月8･9日、11月12･13日
の13時30分～16時
3,700円
9月18日までに で会場のシルバー
人材センター( 847-1800 847-
1716)

横濱ジャズプロムナード2019
費用等詳細は で

10月12日(土)･13日(日)
実行委員会 ( 211-1510 221-
0216)

青少年のための音楽会 横響
①交響曲第4番ホ短調(ブラームス)ほか
②オラトリオ「メサイア」(ヘンデル)

各14時～16時
　①9月15日(日)②10月27日(日)	

県立音楽堂
各1,000円、チケットポート横浜店
で。①販売中②9月16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）
動物愛護フェスタよこはま2019

災害時のペット対策ほか。詳細は で
9月23日(月･祝)10時～15時。荒天中止
山下公園
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  
建前披露

組立とミニ上棟式の見学ほか
9月28日(土)10時～16時
県立産業技術短期大学校
経済局雇用労働課 ( 671-4098
664-9188)

ヨコハマ大学まつり2019
詳細は で

9月29日(日)10時45分～18時30分
クイーンズスクエア横浜周辺ほか
政策局大学調整課 ( 671-4272
664-9055)
開港5都市景観まちづくり会議  
参加者募集

①シンポジウム②まち歩き･視察。各
抽選。費用等詳細は で

①11月1日(金)14時～16時30分		
②11月2日(土)9時～16時30分

①開港記念会館②市内各所
9月17日まで
都市整備局都市デザイン室( 671-	
3850 664-4539)
親子横浜農業探検隊 参加者募集

中学生以下と保護者、抽選30人。サ
ツマイモ収穫と牧場見学。費用等詳
細は で

10月5日(土)13時～16時15分
9月17日まで
環境創造局農政推進課( 671-2635	

664-4425)
一般公開①理化学研究所  
②市大鶴見キャンパス

科学の体験イベントほか。詳細は
で。鶴見駅から無料送迎バスあり

9月21日(土)10時～16時30分(入場
は15時30分まで)
①理研 ( 503-9111 503-9142)	
②市大 ( 508-7201 505-3531)
横浜の道･橋･川フォトコンテスト 
作品展
9月9日(月)～20日(金)
みなとみらい駅改札外コンコース
道路局企画課 ( 671-2779 651-
6527）

市民クルーズ
①飛鳥Ⅱ 四日市･ウィーンスタイル
②ぱしふぃっくびいなす 神戸･横浜
　ワンナイト
各抽選15室。①横浜港発着②神戸港
発横浜港着。詳細はチラシ(区役所
広報相談係で配布)か で

①11月1日(金)～4日(月･休)	 	
②11月11日(月)～12日(火)
大人1人	 	 	 	
①165,600円～②39,950円～
取扱旅行会社		 	 	
①9月20日まで②9月30日まで
港湾局客船事業推進課 ( 671-
7272 201-8983)

女子バスケットボールＷリーグ  
市民招待

富士通対シャンソン。抽選50組100人
10月26日(土)
文化体育館
9月23日までに で
市民局スポーツ振興課 ( 671-
4574 664-0669)
横浜シーサイドトライアスロン大会 
観戦
9月29日(日)9時40分～14時30分。	
荒天中止
八景島シーパラダイス、金沢工業
団地周辺
事務局 ( 680-5538 641-2371)
スポレクフェスティバル2019

詳細は9月2日からチラシ(区役所地
域振興課で配布)か で

10月12日(土)10時～15時。荒天中止
桜木町駅前広場ほか
体育協会( 640-0018 640-0024)
親子スケート教室

4歳以上と保護者、先着300人
10月14日(月･祝)9時～10時
1人1,000円
9月13日から で

会場の横浜銀行アイスアリーナ
( 411-8008 411-8010)

投票にイコット！ キャンペーン
詳細は で

選挙管理委員会選挙課 ( 671-
3335 681-6479)
小学校、義務教育学校前期課程 
就学通知・就学時健康診断通知 
発送

2020年4月入学者。外国籍の入学希
望者は区役所戸籍課へ

10月中旬
区役所戸籍課か教育委員会学校
支援･地域連携課 ( 671-3270
681-1414)、健診は健康教育課 (
671-3275 681-1456)
私立学校等就学奨励費   
(小中学校・中等教育学校前期課程)

国立･市外公立学校か市内の私立学
校への通学または外国籍の子を市内
外国人学校へ通学させるのが経済的
に困難な人

9月2日～13日に通学校
申込先か教育委員会学校支援･地
域連携課 ( 671-3270 681-1414)
自殺予防週間 特別相談会

各先着。こころの健康相談3人、借金
相談6人

各13時～16時。9月17日(火)･19日
(木)･24日(火)･26日(木)
9月12日から で会場の市民局
市民相談室 ( 671-2306 663-
3433)

都市計画マスタープラン  
港南区プラン公表

関係図書の閲覧は問合先で。 から
も可

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

横浜音祭り2019    
①わくわくブラス②わくわくジャズ

①9月22日(日)16時～18時	 	
②10月27日(日)19時～21時
1,000円､ 会場で販売中

関内ホール 	 	 	
662-1221 662-2050

1日オープンデー
①音楽物語｢ぞうのババール｣
②ドラミングハイ
費用等詳細は で。①3歳未満入場
不可②打楽器リズムアトラクション。
0歳から入場可

11月3日(日･祝)。①11時～12時･15
時～16時②12時～12時45分･14時
30分～15時15分

横浜能楽堂 	 	 	
263-3055 263-3031

①横浜狂言堂
②眠くならずに楽しめる能の名曲
①｢鎧腹巻｣｢附子｣
②狂言｢業平餅｣､ 能｢羽衣｣

①10月13日(日)14時～15時25分	

②12月22日(日)14時～16時5分
①2,000円②3,000円～4,000円､	
9月7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桂雀々独演会
③立川生志落語会
④五街道雲助独演会
⑤若手漫才大行進

①10月5日(土)18時～20時30分		
②10月6日(日)18時～20時	 	
③10月10日(木)19時～21時	 	
④10月11日(金)19時～21時	 	
⑤10月27日(日)14時～16時
1,500円～3,100円、会場で販売中

男女共同参画センター横浜 	
862-5052 862-3101

私のしごと･手しごとマルシェ 
出店者募集
抽選35人。費用等詳細は で

2020年2月22日(土)10時～15時
10月21日まで

人形の家 	 	 	
671-9361 671-9022

サンリオキャラクターズ 
かわいいのヒミツ展

9月29日(日)まで
1,000円

三溪園 	 	 	
621-0634 621-6343

和音祭2019
①ライトアップ②和楽器演奏ほか
開催日の16時30分以降は入園無料

①日没～19時②各18時～18時30分。
9月20日(金)～22日(日)･27日(金)･28
日(土)･10月4日(金)･5日(土)･11日(金)
～13日(日)･18日(金)･19日(土)･25日
(金)･26日(土)･28日(月)～31日(木)･11
月1日(金)。荒天中止
700円

環境活動支援センター 	 	
711-0635 721-6356

森の葉っぱでアクセサリー作り
小学4～6年生と保護者､抽選15組30人

9月28日(土)9時30分～12時
9月18日までに で

自然観察の森 	 	 	
894-7474 894-8892

①生きものと出会う森さんぽ
②秋の森まるごと体験
詳細は で。①3～6歳の未就学児と
保護者､ 各抽選40人②先着30人。小
学生以下は保護者同伴

①各10時～12時。9月28日(土)･29日
(日)②10月20日(日)10時～13時40分
①9月15日まで②9月11日から

上郷･森の家 	 	 	
895-5151 895-5005

リニューアルオープン
詳細は で

9月1日(日)

金沢動物園 	 	 	
783-9100 782-9972

1日飼育体験
各抽選。①小学5･6年生、計40人②
中学生以上20人。費用等詳細は で

各9時30分～15時。①11月9日(土)･	
16日(土)②11月23日(土･祝)
10月21日まで
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横浜を感じるミニコラム

太鼓奏者、英哲風雲の会主宰　林
はやし

 英
え い て つ

哲さん

林 英哲さん
1982年太鼓独奏者と
して活動を開始。84
年、初の和太鼓ソリス
トとしてカーネギー・
ホールにデビュー。
以後、日本から世界
に向けて発信する新しい「太鼓音楽」の創造
に取り組む。2000年、ドイツ・ワルトビューネ
でベルリン・フィルと共演。11月9日、横浜音祭
り2019スペシャルコンサート	林英哲･太鼓
の世界「レオナール	われに羽賜（はねた）べ」
出演。97年芸術選奨文部大臣賞、01年日本
伝統文化振興賞、17年松尾芸能賞大賞。

プロフィール

　私にとって横浜は「船出」の街。童謡「赤
い靴」の女の子ではないが、異国を目指す日
本人の「最後の港」のイメージだ。
　私の叔父は戦前、アメリカに渡ってロサ

ンゼルスの高野山北米別院の住職になった
（ちなみにその前の住職は喜多川諦道師、
ジャニー喜多川氏の父君）。私の長兄（僧
侶）は戦後、高野山南米別院を建立するた
めにブラジルに渡った。２人とも帰るはず
だったが彼の地で人生を終えた。横浜
からの船出だった。
　この１１月、「横浜音祭り２０１９」で上演
する自作「レオナール　われに羽

はね

賜
た

べ」
の主人公、画家の藤田嗣治（レオナー
ル・フジタ）さんも大正時代、横浜から船
でヨーロッパに渡った。当時の旅程はど
れほどだったろうか。今のように飛行機で

１２時間ほど飛べば着く欧米とは違い、当時
は船でしか行けない遠い異国。その時空距
離が様

よう

々
よう

に人生を翻弄し、フジタさんは二度
と帰れない日本を思いながら、最後はフラン
スの土になった。秋の舞台は、その人生を太
鼓で描く。
　今は、中華街に食事に行ったり最新の
アートや舞台を見たりという楽しみで訪れる
横浜だが、海を見れば私にはかつての船出
のイメージもよぎる。ミナト横浜には、哀しみも
含めてそれだけ人の記憶や時が重層してい
る。だがそれこそが昨日、今日の街にはない
魅力で、私の好きな所

ゆ え ん

以だ。
▲「日本博」（2018年10月パリ）での演奏の様子

市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

9月  7日
9月14日
9月21日
9月28日

※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

区特集「栄区」
ハマのニュートレンド
ガチなヨコハマ・商店街グルメNo.1
横浜音祭り2019 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

M.Tominaga

H.Shimizu

　この秋も里山ガーデンの大花壇が期間限定でオープン。
また、同じエリア内では、本格的なアスレチックが
楽しめる「フォレストアドベンチャー・よこはま」（有料）
が常設でオープンするなど、新たな魅
力が加わりました！

【日時】9月14日（土）～10月14日（月・祝）
9時30分～16時

【会場】里山ガーデン	よこはま動物園
ズーラシア隣接(旭区上白根町
1425-4)

【費用】無料

　詳しくはチラシ（区役所広報
相談係で配布）か
ホームページを確
認してください。

　詳しくは、ホームページを確認してください。

　中央卸売市場本場を補完する役割を担う横浜南部市場に9月20日（金）、複合
商業施設「ブランチ横浜南部市場」が新たに開業します。また、市場のプロも利
用する食品関連卸売センターが、市
民の皆さんが買い物できる商業施設
になります。開業から4日間は、ス
テージやマルシェなどのイベントを
開催しますので、ぜひ来場してくだ
さい。

【住所】金沢区鳥浜町1-1（シーサイド
ライン南部市場駅直結）

三上真史さんによるトークショー&ガイドツアー
【日時】9月15日(日)	13時30分～14時30分	小雨決行
【人数】30人（開始30分前から整理券配布）＋立ち見あり

▶︎横浜の花と緑をPR
するマスコットキャラ
クター「ガーデンベ
ア」 ©ITOON/GN

問合せ NTTハローダイヤル 8時~22時 案内期間は10月16日(水)まで
　 050-5548-8686　 224-6627

問合せ ブランチ横浜南部市場に関して
9月19日まで:大和リース横浜支店（9時～18時）　 650-5402 650-5440

9月20日から:事務局（9時〈20日は10時〉～18時）　 374-5392（代表） 374-5397
横浜南部市場に関して　経済局南部市場活用課　 459-3318 459-3307

問合せ こども青少年局青少年育成課 671-2324 663-1926

里山ガーデン 検索

ブランチ横浜南部市場 検索

横浜市 若者自立支援 検索

　開業イベント期間中は大変な混雑が見込まれます。来場する
際は、できるだけ公共交通機関を利用してください。
※車を利用して来場し、施設内の駐車場が満車の場合は、臨時駐車場を
利用してください。

　詳しくは、ホームページを確認してく
ださい。

若者に関する
総合相談

横浜市青少年相談センター
(ひきこもり地域支援センター) 260-6615	 月～金曜	8時45分～17時（祝休日を除く）

ひきこもりに関する一次相談は、年齢にかかわらず受付

ひきこもりからの
回復期にある
若者の居場所・

総合相談
（※1）

よこはま東部ユースプラザ 642-7001	 担当区：鶴見・神奈川・西・中・南区
各プラザ共通
月～土曜
11時～19時

（第3月曜〈祝休日の
場合は第2月曜〉・
祝休日を除く）

よこはま西部ユースプラザ 744-8344 担当区：保土ケ谷・旭・泉・瀬谷区

よこはま南部ユースプラザ 761-4313 担当区：港南・磯子・金沢・戸塚・栄区

よこはま北部ユースプラザ 948-5503	 担当区：港北・緑・青葉・都筑区

就労に向けた
総合相談・講座・

就労体験

よこはま若者
サポートステーション（※2） 290-7234 月～土曜	10時～18時（第3月曜〈祝休日の場合は第2月

曜〉・祝休日を除く）※対象年齢15～44歳
湘南・横浜若者
サポートステーション 0467-42-0203 月～金曜

10時～18時（祝休日を除く）
※1	区役所で出張相談(月2回、予約制)や、若者支援セミナー・相談会も実施しています。
※2	新横浜にサテライトもあります。 290-7234

▲ブランチ横浜南部市場イメージ

横浜の秋は、里山の大花壇へ

ひきこもりなどの
困難を抱える若者の自立支援

横浜南部市場が新たな食の拠点に

　ひきこもりなどの困難を抱えるおおむね15歳か
ら39歳の若者の状態に合わせて、本人や家族から
の相談を受け、継続的な支援を実施しています。

横浜市若者自立支援講演会

　ひきこもりなどで悩んで
いる本人・家族向けに開催
します。費用は無料です。

【日時】10月19日(土)	 	
14時~16時30分

【会場】関内新井ビル	 	
(中区尾上町1-8	11階)

【申込み】10月7日(月)まで

まずは相談を！



横浜市役所〒 231-0017 中区港町 1-1 671-2121（代表）

今
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【発行】市民局広報課　 671-2332 661-2351　
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　横浜音祭り2019の次世代育成事業の一環として、6月から10月にか
けて横浜市消防音楽隊が市内27校の中学校吹奏楽部を訪問し、直接指
導を行うワークショップを実施。ワークショップに参加した中学生が

「街に広がる音プロジェクト」に出演し、成果を披露します。
【スケジュール】

日　程 会　場 参加校
９月20日（金） クイーンズスクエア横浜１階

クイーンズサークル
私立日本大学中学校／南瀬谷中学校

９月23日(月・祝） 軽井沢中学校／希望が丘中学校

９月23日(月・祝）横浜港大さん橋
国際客船ターミナル 森中学校／横浜吉田中学校

９月23日(月・祝）ららぽーと横浜※
セントラルガーデンKiLaLa

大綱中学校／十日市場中学校／早渕中学校／東永谷中学
校／日野南中学校

９月29日（日） 横浜駅東口はまテラス
（そごう横浜店2階）※

上永谷中学校／港南台第一中学校／芹が谷中学校／私立
桐蔭学園中等教育学校／深谷中学校／蒔田中学校

10月20日（日） ランドマークプラザ１階
サカタのタネ ガーデンスクエア

いずみ野中学校／浦島丘中学校／菅田中学校／舞岡中学
校／丸山台中学校／緑が丘中学校

※9月23日（月・祝）ららぽーと横浜、9月29日（日）横浜駅東口はまテラスについては、消防音楽隊は出演せず、
中学校単独の演奏会となります。それ以外は消防音楽隊と共演を行います。

　「だれでもピアノ」
は、指一本でメロディ
を奏でると自動で伴
奏とペダルが付いて
くるピアノです。ピア
ノを弾いてみたいと思う初心者や障害のあ
る人など、誰もが演奏する楽しさを体験でき
ます。
日程 10月6日（日）13時～（オープニングイベント） 

9日（水）・11日（金）・19日（土）11時～、13時～ 
20日（日）14時～

会場 象の鼻テラス

日本最大級の
音 楽

フェスティバル

横浜音祭り

開催日 9月15日（日）～11月15日（金）
会　場 市内全域（横浜の「街」そのものが舞台）

　3年に一度開催されるオールジャンルの音楽フェスティバル「横浜音祭り2019」
がいよいよ開幕。期間中は300を超えるプログラムが市内の各所で開催されます。
　今回はその中でも、期間中の週末に商業施設や公園、ショッピングストリートな
どの人々でにぎわう空間で開催される観覧無料のストリートライブ「街に広がる音
プロジェクト」の一部を紹介します。
　プロ・アマを問わず、街なかで繰り広げられるミニコンサートをぜひ楽しんでください。
※10月11日以降の主な出演者は広報よこはま10月号で紹介予定
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USICAL」
日程 9月16日（月・祝）
会場 元町ショッピングストリート 

神奈川フィルハーモニー
　 管弦楽団×川村美紀子
日程 9月29日（日）
会場 ランドマークプラザ 1階  

サカタのタネ ガーデン
スクエア

私立恵比寿中学
日程 9月22日（日）
会場 クイーンズスクエア横浜1階 クイーンズサークル

東儀秀樹
日程 9月28日（土）
会場 ランドマークプラザ 1階 

サカタのタネ ガーデン
スクエア

▲横浜市消防音楽隊

開 幕！

問合せ 実行委員会　 663-1365  663-1928横浜音祭り 検索

２０１９

街に広がる音プロジェクト 主な出演アーティスト 観覧無料

横浜市消防音楽隊と中学校吹奏楽部が演奏を披露！ 観覧無料 「だれでもピアノ」を
設置します 体験無料

※出演時間など詳しくはホームページで確認してください。

東京ゲゲゲイ
日程 9月21日（土）
会場 クイーンズスクエア横浜1階 クイーンズサークル

photo by ARISAK




