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あらゆる人に音楽の素晴らしさと感動を
　日本最大級の音楽フェスティバル「横浜音祭り」は、３年ぶり３度目の開催を迎えました。11月15
日まで２か月に渡り、横浜の「街」そのものを舞台に、プロからアマチュアまで多様な方が300を超え
るプログラムを展開し、街中に音楽があふれています。
　最大の特徴は、オールジャンルの音楽を楽しめること。クラシック、ジャズ、ポップス、日本の伝統音
楽など幅広い音楽に触れられるのは、「横浜音祭り」ならではです。世界で活躍するトップアーティス

トの新たなチャレンジや、異なる音楽ジャンルのコラボレーション、アートや
映像など音楽以外の分野との組み合わせなど、ここでしか体験できないオ
リジナルの内容も見逃せません。
　音楽は、国籍、人種、世代、性別や障害の有無を越え、あらゆる人が参加
し、楽しめる芸術です。今回は初めて、分身ロボット「OriHime（オリヒメ）」
を使い、障害などの理由で外出できない方に、会場から生の演奏をお届けし
ます。ご自宅や病院などであたかも会場にいるかのような臨場感を体感し、
音楽の楽しみを共有していただきたいと思っています。
　芸術の秋、ぜひ横浜で音楽に触れ、お気に入りの音楽を見つけて、心ゆく
までご堪能ください。

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：3,748,322人
世帯数：1,710,077世帯

(2019年9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）。

横浜音祭り 検索
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「スター☆トゥインクルプリキュア」
　スペシャルステージ
日程 10月13日（日）①11時30分〜②14時30分〜
会場 パシフィコ横浜 国際交流ゾーン プラザ
出演 スター☆トゥインクルプリキュア  

成瀬瑛美、小原好美、安野希世乃、小松未可子、
上坂すみれ、吉武千

ち

颯
はや

英国近
こ の

衛
え

軍楽隊グレナディアガーズバンド
　（吹奏楽パレード）
日程 10月14日（月・祝）12時30分〜
会場 元町ショッピングストリート

　平成30年度一般会計の決
算は、歳入決算額１兆7,294
億円、歳出決算額１兆7,162
億円となりました。また、歳
入から歳出を差し引いた経
常収支から、令和元年度に繰
り越すべき財源を除いた実
質収支は20億円となりました。

市税収入は３年連続の増収、市税収納率は前年度と同率を維持
　県費負担教職員の本市移管に伴
う税源移譲や、給与所得納税者数
の増などによる個人市民税の増、
企業収益の拡大などによる法人市
民税の増、地価動向を反映した土
地の評価替えなどによる固定資産
税の増などにより、３年連続の増
収となりました。また、市税収納率
は99.2％となりました。

一般会計が対応する借入金残高の適切な管理
　特別会計・企業会計・外郭団体を
含めた「一般会計が対応する借入
金残高」は、中期４か年計画（2018
〜2021）に掲げた財政目標を踏
まえた計画的な市債活用などによ
り、前年度末に比べ21億円増の
３兆1,570億円となりました。

中期４か年計画 （2018～2021）の初年度として、施策・事業を推進
　平成30年度は、待機児童対策をはじめとする子育て支援や子どもの
貧困対策、健康づくりや地域包括ケアシステムの構築の推進などに取り
組みました。また、2020年の完成を目指している新市庁舎や横浜環状
北西線、新港９号客船バースなどの整備のほか、計画的な公共建築物の
保全・更新、防災・減災対策、中小企業支援や、IoT、ライフイノベーショ
ンなどの成長分野の育成、ガーデンシティ横浜の推進など
に取り組みました。

平成30年度一般会計決算の概要

【スケジュール】
日　程 会　場 出演

10月15日(火) 鶴見区民文化センター「サルビアホール」音楽ホール（鶴見区） 毛利文
ふみ

香
か

（ヴァイオリン）10月16日(水) 岩間市民プラザ（保土ケ谷区）
10月17日(木) 港南区民文化センター「ひまわりの郷」（港南区）
10月29日(火) 神奈川区民文化センター「かなっくホール」（神奈川区） 大江馨

かおる

（ヴァイオリン）10月30日(水) 関内ホール小ホール（中区）
10月31日(木) 吉野町市民プラザ（南区）
◆開演時間：14時 ◆料金：各回2,500円

横浜音祭り２０１９ 開催日 11月15日（金）まで　 会　場 市内全域（横浜の「街」そのものが舞台）

　9月から約2か月間にわたり開催中の「横浜音祭り2019」。10月からの注目のイベ
ントを紹介します。観覧無料のイベントもありますので、ぜひ参加してください。

c
コ バ

oba
　（アコーディオン奏者）
日程 10月27日（日）14時〜
会場 日産 グローバル本社 

ギャラリー

向谷 実
（編曲者・キーボー
ディスト）

　特別講演「鉄道と音
楽制作 発車メロディ制
作現場を可視化する」

日程 10月19日（土）13時〜
会場 横浜三井ビルディング３階

レ・ロマネスク×飛鳥とも美
　（ポップスと演歌のコラボ）
日程 10月26日（土）16時30分〜
会場 クイーンズスクエア横浜 1階 クイーンズ

サークル
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問合せ 記事全体に関して 実行委員会　 663-1365 663-1928
街に広がる音プロジェクトに関して 事務局　 323-9351／チケット購入に関して チケットセンター　 453-5080

問合せ 財政局財政課　 671-2211 664-7185

横浜音祭り 検索

横浜市 決算 検索

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18区コンサート 〜近くのホールで気軽に一流の演奏を〜 有料

　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
ストリートライブに出演するアーティストを一部紹介します。

Ⓒ2019 映画スター☆トゥインクルプリキュア制作委員会

▲港南区出身。第8回ソウル国
際音楽コンクール第1位(最
年少・日本人初)の毛利文香

▲第14回日本演奏家コンクー
ル第1位、文部科学大臣賞
の大江馨

ⒸHisashi Morifuji ⒸShigeto Imura

澤田勝
か つ

秋
あ き

　（津軽三味線奏者）
日程 10月27日（日）16時〜
会場 クイーンズスクエア横浜

1階 クイーンズサークル

ⒸHisashi Morifuji

市会で審議されている平成30年度一般会計決算の概要を報告します。

歳入 A １兆7,294億円
歳出 B １兆7,162億円
経常収支 C=A-B 132億円
繰越財源 D 112億円
実質収支 E=C-D 20億円

※項目ごとに表示単位未満を四捨五入してい
ます。

※県費負担教職員の本市移管に伴う税源
移譲（849億円）を除くと、7,388億円
で117億円の増収

　世界の舞台で活躍する、
「横浜文化賞 文化・芸術奨
励賞」を受賞した才能豊か
な若手クラシック演奏家
の注目公演です。
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▲森歩きのお供に「市民の森ガイドマップ」

　10月31日(木)、みなとみらい21新港地区に、「新港ふ頭客
船ターミナル（横浜ハンマーヘッド）」がオープンします。
客船ターミナル
のほか、商業施設、
ホテルを併設し、
新港地区の新た
な賑わい創出を
目指します。ぜひ
来てください。

【住所】中区新港2-14-1
【施設概要】
⃝CIQホール(１階）
　客船の乗下船手続き（税関・出入国管理・検疫）を行う
施設
⃝ハンマーヘッド ショップ＆レストラン（1～2階）
　「食」をテーマとした体験・体感型の商業施設

⃝インターコンチネンタル横浜ピアエイト（3～5階）
　全173室の国際ブランドホテル

　本市では、2015年6月に米軍から返還された旧上
瀬谷通信施設での、都市基盤の整備を進め、地域の
知名度やイメージの向上、さらには国内外の先導的
なまちづくりに寄与するため、国際園芸博覧会の招
致を推進しています。
　7月には国際園芸博覧会の承認団体である「国際
園芸家協会」の横浜視察を受け入れ、９月には国際園芸家協会の年次総会で、横浜
市として2027年の開催申請を行い、承認されました。
　引き続き、国際園芸博覧会の開催に向け、政府をはじめとする関係機関と連携し
ていきます。

　「みどり豊かな美しい街 横浜」を実現するため、
「横浜みどり税」を財源の一部に活用し、「横浜みど
りアップ計画[2019-2023]」を進めています。

問合せ 国際園芸博覧会に関して 政策局国際園芸博覧会招致推進室
671-4627 663-4613

旧上瀬谷通信施設の将来の土地利用に関して
都市整備局市街地整備推進課　 671-2059 664-7694

問合せ 「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
「横浜みどりアップ計画」の各事業に関して 環境創造局みどりアップ推進課　 671-2712 224-6627

問合せ 政策局政策課　 671-4135 663-4613
問合せ 総務局総務課　 671-2081 663-4670

または各区役所総務課

横浜みどりアップ計画 検索

新港ふ頭客船ターミナル 
オープン！

国際園芸博覧会の招致を推進しています

【メインテーマ】
　幸せを創る明日の風景 〜S
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appiness〜
【会場】旧上瀬谷通信施設地区（旭・瀬谷区)　主会場80〜100ha
【開催期間】2027年3月〜9月
【来場者数】1,500万人以上（見込み）
※申請内容は、基本的に「旧上瀬谷通信施設における国際園芸

博覧会基本構想案」（2018年3月策定）に基づいています。

　旧上瀬谷通信施設の将来の土地利用に関し
ては、ホームページを確認してください。 旧上瀬谷 都市整備局 検索

博覧会の概要

⃝森の緑を感じよう
　市内に39か所あ
る市民の森では、
森の散策を楽しむ
ことができます。

⃝森を知って楽しむ
　「よこはま森の楽

がっこう

校」を開催（参加無料）
　市内の大学生が企画するイベント。学生た
ちがゲームやクラフトを通じて、森の魅力や
役割を楽しく伝えます。

【開催日】11月17日（日）12時〜17時
【会場】クイーンズスクエア１階クイーンズ
　　　サークル

IR（統合型リゾート）について
　IR（統合型リゾート）については、今後広報よこは
まや市ホームページ、説明会などを通じ、広く皆さ
まにお知らせをしていく予定です。

　10月22日に執り行われる即位礼正殿の儀にあたり、市民の皆さま
の祝意をお受けするため、記帳所を設置します。

【日時】10月22日（火・祝）10時〜16時　【場所】市庁舎および各区役所

⃝収穫体験してみよう
　収穫体験農園では旬の野菜・
果物の収穫が体験できます。

⃝横浜で採れた野菜を味わおう
　市内各所に地場産の農畜産物
の直売所があるほか、みなとみ
らい地区では毎月第4日曜に「み
なとみらい農家朝市」を高島中
央公園にて開催しています。
※10・12月は、第2日曜も開催

⃝「食と農の祭典2019＠横浜農場」を開催
　市内生産者などによる野菜・加工品などの販売や農機具
の展示など、横浜の「農」に触れて、見て、味わえるイベン
トです。

【開催日】11月16日（土）・17日（日）10時〜16時
【会場】北仲通北第二公園、JR桜木町駅前広場

⃝季節の花を楽しもう
　山下公園や里山ガーデンなどで、
緑や花による魅力づくりを進めてい
ます。散策しながら季節の花を楽し
んでみませんか。

問合せ 事業全体に関して 港湾局整備推進課
671-7320 550-3598

ホテルに関して
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

223-2222

横浜ハンマーヘッド 検索

〜横浜の緑、育っています！〜

みどりアップを楽しもう

▲国際園芸家協会の年次総会での承認の様子

横浜 国際園芸博覧会 検索
　詳しくはホームページを確認してください。

▲新治市民の森（緑区）

▲舞岡ふるさと村（戸塚区）

▲みなとみらい農家朝市（西区）
▲山下公園（中区）

天皇陛下御即位
奉祝記帳所の
設置について
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　10月31日（木）、市内に居住している人が利用できるパスポートセンターが、 
市営地下鉄センター南駅１階に新設されます。中区の産業貿易センター２階の
パスポートセンターも、これまでどおり利用できます。
※通学・通勤など、申請者の利便性の観点から適当と認められるときは、市外

にある県のパスポートセンター支所・出張所・出張窓口も利用できます。
※申請用紙は市内の区役所・行政サービスコーナーにも置いてあります。

市内のパスポートセンター
場所 申請 受取

センター南駅
(都筑区)

月~金曜の
9時~16時45分

月･木･金･日曜の9時~16時45分、
火･水曜の9時~18時30分

産業貿易
センター
(中区)

月･木･金曜の9時~16時45分(受取は日曜も可)、
火･水曜の9時~19時

問合せ パスポートの申請手続きに関して 電話案内センター　 222-0022 211-1251
パスポートセンターの設置に関して 国際局政策総務課　 671-4718 664-7145

介護保険サービスの
利用者負担額が
変わりました

センター南駅に
パスポートセンターが新設されます！

高齢者施設・住まいの相談センターに
相談してみませんか

介護の日フォーラムを開催します

　専門の相談員が、窓口や電話で、個別・具体的な相談や施設の基本
情報・入所待ち状況など、さまざまな情報を提供しています。

【提供する施設情報】
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、
グループホーム、有料老人ホームなど
※4月から、港南区以外の17区にて毎月１回出
張相談を開催しています。

●高齢者の住まい
　高齢者の住まい・施設の選び方について、専門家を招いてパネル
ディスカッションを行います。いつまでも自分らしく暮らしていくた
めに、これからの住まいについて考えてみませんか。

【時間】14時〜16時(開場13時30分） 

●高齢者施設・住まいの相談会
　自分や家族のために、さまざまな高齢者施設（特別養護老人ホー
ム・グループホーム・介護老人保健施設など）の説明が聞けます。参加
者は、「横浜市特別養護老人ホーム 2019年度版ガイドブック」がも
らえます。
●生きがい就労支援スポットの紹介・出張相談会
　生きがい就労支援スポットの紹介や、就労・地域活動・社会参加につ
いて相談ができます。【時間】13時〜17時
●よこはまシニアボランティアポイント 登録研修会
　高齢者が介護施設などでボランティアを行うとポイントがたまり、
寄附・換金できる仕組みです。登録研修会を受講して、活動に参加し
ませんか。【時間】10時30分〜12時
　ボランティア登録研修会の申込先 事務局 271-1090

　特別養護老人ホームの入
所申込者に対して、電話な
どで一人ひとりの状況に適
した施設や住まいを案内し
ています。

　消費税率の引上げに伴い介護報酬が改定され、
10月から、介護保険サービスを利用する際の費用

（利用者負担額）や、居宅サービスの１か月あたり
の利用限度額が変わりました。
　実際の利用者負担額は、要介護度やサービスの
種類によって異なります。
　詳しくは、利用する各サービス事業所または担
当のケアマネジャーに確認してください。

金沢区・港北区生きがい就労支援スポットが
セカンドライフを支援します！　
　生きがい就労支援スポットは、「これまでの経験を生かして
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。相談は無料です。

【対象】市内在住の概ね60歳以上の人
相談受付時間 問合せ・相談予約 住所

金沢区 火〜金曜 9時〜17時
(祝休日を除く)

370-8356
370-8379

金沢区泥亀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
(祝休日を除く)

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

▲専任のキャリアカウンセラーが
面談します。

問合せ 健康福祉局高齢健康福祉課　 671-3920 641-6408

問合せ 健康福祉局高齢施設課　 671-3923 641-6408

問合せ 市コールセンター　 664-2525 664-2828

問合せ 健康福祉局介護保険課
671-4255 681-7789

高齢者の施設や住まいの相談窓口

パネルディスカッション

相談会・研修会

「施設のコンシェルジュ」からの
各種サービスの案内

介護施設は種類がたくさんある
けど、自分にあった施設はどう
やって選べばいいの？

　介護をする人、介護される人、すべての人が元気になれるイベント
です。現在介護に関わっていない人もぜひ参加してください。

【日時】11月12日（火）10時〜17時
【会場】新都市ホール（西区高島2-18-1 横浜新都市ビル９階）
【費用】無料
【主催】健康福祉局介護保険課

申込不要 要事前申込

【住所】港南区上大岡西1-6-1     
ゆめおおおかオフィスタワー10階

【受付】 342-8866 840-5816    
９時〜17時（土・日曜・祝休日を除く）予約優先

申込不要

申込不要

相談事例
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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＝11月17日(日)
11月1日まで
医療局病院経営本部人事課( 0120- 
74-4174 664-3851)
交通局バス乗務員等(正規職員)

詳細は10月9日から受験案内(区役所
広報相談係で配布)か で

試験日＝11月30日(土)
11月8日まで
交通局人事課 ( 326-3833 322-
3911)
市立小・中・特別支援・   
義務教育学校 学校司書候補者

詳細は10月15日から で。選考130人
11月15日まで
教育委員会小中学校企画課( 671- 
4174 664-5499)
市立小学校外国人講師

英語と日本語の日常会話ができる外
国人(日本国籍取得者含む)。選考。
詳細は で

11月15日まで
教育委員会小中学校企画課( 671-
3585 664-5499)
全日本学生音楽コンクール  
市民賞選定員

16歳以上、各部門抽選20人。詳細は申込
書(区役所広報相談係で配布)か で

11月28日(木)〜12月4日(水)
みなとみらいホール
10月18日まで
文化観光局文化振興課( 671-3714 

663-5606)
下水道排水設備工事責任技術者

①更新講習会 
②試験

①1月21日(火)･22日(水)･23日(木)の
希望日②2月6日(木)
5,200円
11月29日までに申込書(①対象者
へ10月中旬発送②10月8日〜11月
15日に環境創造局管路保全課で
配布)で
県下水道協会 ( 044-200-2874)か
環境創造局管路保全課（ 671-2830 

641-5330）
市営住宅入居者

653戸。抽選｡ 詳細は募集のしおり(10月
7日から区役所広報相談係で配布)で

10月18日まで
住宅供給公社 ( 451-7777 451-
7769)
ユニット型特別養護老人ホーム入居者

要介護3〜5の認定者、要介護1·2で
特例要件該当者。各選考①90人②
150人③110人。令和2年度開所予定。
詳細は申込書(区役所福祉保健セン
ターで配布)で。①(仮称)白梅野毛
山ホーム(西区、 243-3600)②(仮称)
わかたけ南 (南区、 548-9233)③(仮

称)わかくさ(金沢区、 784-6900）
11月20日まで
各施設か健康福祉局高齢施設課

（ 671-3923 641-6408）
はまっこ郊外暮らし コンペティション

戸建住宅地でのまちづくりアイディア。
詳細は で

11月30日まで
市大企画財務課 ( 787-2449
787-2316)
思い出の市営交通写真

路面電車·バス·地下鉄。詳細はチラ
シ(区役所広報相談係で配布)か で

11月30日まで
交通局プロジェクト推進課 ( 326-
3826 322-3911)

知的･精神障害のある人  
(市会計年度任用)職員募集

パソコン入力、庁内メールの運搬･仕
分けほか。詳細は募集案内(区役所広
報相談係で配布。 から入手)で

選考日＝11月4日(月･休)
10月16日まで
総務局人事課 ( 671-2173 662-
7712)

10月から    
年金生活者支援給付金制度が開始

支給要件を満たしている人などに日
本年金機構から請求手続書類を送
付。詳細は問合せを

専用ダイヤル ( 0570-05-4092
651-6787)
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

11月27日(水)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)
10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 12月生募集

①OA経理科(初級)   
②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)、各選
考20人。費用等詳細は10月4日から
申込書(ハローワークで配布)か で

12月〜2020年3月
11月12日まで

▷説明会 10月28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)
初めてのスマートフォン体験会

60歳以上、先着30人
10月29日(火)14時〜16時
10月11日から で会場の市シルバー人
材センター ( 847-1800 847-1716)

60歳からの新しい働き方セミナー
先着200人

11月27日(水)13時〜16時30分
新都市ホール

10月11日から で
県シルバー人材センター ( 633-
5432 633-5433)か市シルバー人
材センター ( 847-1800)
講座｢聞こえと補聴器」

聞こえに不安のある人と家族、各抽
選60人

各13時30分〜16時。①11月8日(金)
②11月20日(水)③11月27日(水)
①③横浜ラポール②西公会堂
10月28日までに に ·希望
日(複数可)、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)
個別ぜんそく相談

各日先着
①15歳以上､ 2人 ②15歳未満､ 3人

①11月13日·12月11日·1月8日· 2月
12日の水曜14時〜15時30分②11月
21日·12月19日·1月16日·2月20日の
木曜14時〜16時
みなと赤十字病院
10月11日から で健康福祉局保健
事業課 ( 671-2493 663-4469)

講演｢もしも脳卒中になったら｣
当日先着1,000人

10月19日(土)13時30分〜15時30分
関内ホール
脳卒中･神経脊椎センター ( 753-
2500 753-2894)
シンポジウム｢人生の最期を自宅で
迎えるために何が必要か｣

当日先着800人。詳細は で
10月24日(木)14時〜16時30分
関内ホール
横浜市医師会 ( 201-7366 201-
8768)か医療局がん･疾病対策課
( 671-2444)
講座「自分で選択する医療のありかた」

当日先着400人。詳細は で
10月27日(日)12時〜15時
神奈川公会堂
日横クリニック( 563-4115 563-
4116)か医療局がん· 疾病対策課
( 671-2444)
講座｢膵がんの早期発見を目指そう｣

先着120人
11月11日(月)15時〜16時30分
戸塚区役所
10月21日から で問合先
横浜医療センター ( 853-8357
853-8356)
市大エクステンション講座 

「潰瘍性大腸炎と上手につきあおう」
先着400人。詳細は で

11月24日(日)14時〜16時
旭公会堂
10月11日から で市大地域貢献セ
ンター ( 787-8930 701-4338)
教室「関節リウマチの合併症」

先着50人

11月26日(火)15時〜16時
10月11日から で会場のみなと赤
十字病院 ( 628-6381 628-6101)
講演「高齢社会における消化器がん」

先着500人。詳細は10月11日から で
11月30日(土）13時〜16時
はまぎんホールヴィアマーレ
10月11日から でがん検診セン
ター (市民病院内､ 331-1753
341-9781)
講座｢君たちのスポーツ医学」

中学･高校生、抽選40人
11月17日(日)12時30分〜17時45分
パシフィコ横浜
10月30日までに で
文化観光局MICE振興課 ( 671-
3546 663-6540)
講演「10代·20代の今だから  
考えたいライフプランニング」

高校生·大学生、先着50人
11月4日(月･休)14時〜15時30分
市大金沢八景キャンパス
10月11日から でこども青少年局
こども家庭課 ( 671-3874 681-
0925）
講演｢地域のまなざしとひきこもり」

先着250人
11月18日(月)10時30分〜12時
かながわ労働プラザ
10月16日から で
よこはまユース( 662-4170 662-
7645)
講座｢多様性豊かな地域社会｣

各当日先着30人。詳細はチラシ(市
立図書館で配布)か で

各18時30分〜20時   
10月17日(木)·11月13日(水)·12月19日
(木)･1月16日(木)·2月12日(水)
かながわ労働プラザ
教育委員会生涯学習文化財課 (
671-3282 224-5863)
親族後見人等向け   
成年後見制度講習会

①～③基礎編④実務編
各先着30人。①〜③親族後見人候補
者で申立検討中④親族後見人受任中
か候補者で申立中。費用等詳細は で

①11月5日(火)13時30分〜16時  
②11月13日(水)9時30分〜12時  
③12月3日(火)13時30分〜16時  
④12月16日(月)･17日(火)10時 〜12
　時、全2回
①保土ケ谷区福祉保健活動拠点
②④健康福祉総合センター③青葉
区福祉保健活動拠点
①②10月15日から③④11月15日か
ら申込書(区役所高齢･障害支援
課で配布。 から入手)で
横浜生活あんしんセンター( 201- 
2009 201-9116)
犯罪被害者等支援講演会

先着500人｡ 詳細は で
11月15日(金)13時30分〜16時30分
西公会堂
未就学児以下(予約制)
10月11日から で市民局人権課
( 671-3118 681-5453)

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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犬のしつけ方セミナー
先着80人。ペット同伴不可

10月26日(土)14時〜16時
10月11日から で会場の横浜市
動物愛護センター ( 471-2111
471-2133)
認知症サポーター養成講座

先着34人
10月29日(火)10時〜12時
10月11日から で会場の寿町健康
福祉交流センター( 662-0503
662-0238)
訪問看護セミナー・就職説明会

看護師免許所持者、選考30人。詳細
は で

11月16日(土)10時〜14時30分
開港記念会館
11月11日まで
横浜在宅看護協議会( 080-6680-
1133)か健康福祉局高齢在宅支援
課 ( 671-4129 681-7789)

スマートイルミネーション横浜2019
詳細は で

11月1日(金)〜4日(月･休) の17時30
分〜21時30分。荒天中止
象の鼻パークほか
事務局 ( 633-9660 662-0082)
防災啓発イベント

防災絵本の読み聞かせとひかりの実
ワークショップ。小学生以下と保護者、
各当日先着15組30人。詳細は で

11月1日(金)〜4日(月･休)の17時30分·
18時30分·19時30分。荒天中止
象の鼻パーク
建築局建築防災課 ( 671-2948
663-3255)
東京湾大感謝祭2019

詳細は で
10月26日(土)･27日(日)10時 〜17時
(27日は16時30分まで)。荒天中止
赤レンガ倉庫イベント広場ほか
事務局( 03-5805-1059)か港湾局
賑わい振興課 ( 671-2888 651-
7996)
横浜ガジェットまつり2019

ロボット、ドローン等。詳細は で
10月25日(金)16時〜20時  
10月26日(土)11時〜16時
富士ゼロックスみなとみらい事業
所ほか
経済局新産業創造課 ( 671-3487 

664-4867)
よこはま技能まつり

職人技の披露ほか。一部有料
10月27日(日)10時〜16時。荒天中止
日本大通り
経済局雇用労働課 ( 671-4098
664-9188)
やっぱり読書の秋

講演会ほか。詳細は10月4日から で
10月16日(水)〜12月1日(日)
市立図書館18館ほか
中央図書館 ( 262-7334 262-
0052)
消防音楽隊ハロウィンコンサート
10月27日(日)14時〜15時
会場の市民防災センター ( 311-
0100 312-0386)
横浜文化賞    
贈呈式・記念コンサート

抽選250人。詳細は で

11月22日(金)13時30分〜15時
みなとみらいホール
10月25日まで
文化観光局文化振興課( 671-3714 

663-5606)
ヨコハマ 和の匠展
10月29日(火)〜11月1日(金)。初日は
13時から、最終日は15時まで
三溪園
700円
経済局雇用労働課 ( 671-4098
664-9188)
ハマ展

洋画·日本画·彫刻立体·写真など
①10月30日(水)〜11月11日(月)  
②11月15日(金)〜20日(水)·22日(金)
　  〜27日(水)
①市民ギャラリー   
②赤レンガ倉庫1号館
横浜美術協会 ( ･ 251-1156)か
文化観光局文化振興課( 671-3714)
日本都市計画学会 全国大会

シンポジウムほか。詳細は で
11月8日(金)〜10日(日)
開港記念会館ほか
建築局都市計画課 ( 671-3510
550-4913)
繁殖センター特別公開

施設公開と研究紹介。各当日先着40人
各13時〜14時。荒天中止  
10月12日(土)·13日(日)

※当日9時30分からズーラシア北門
で整理券配布
800円
会場の繁殖センター ( 955-1911 

955-1060)
緑の協会から

①チューリップ球根植付け
②昭和村産こんにゃく芋堀り体験
各抽選。①180人②30人。詳細は で

11月9日(土)9時30分〜12時、荒天
時は翌日
横浜公園
10月15日まで
緑の協会 ( 228-9433 641-0821)
北部下水道センター バス見学会

市民防災センターも。先着50人
11月9日(土)10時〜16時30分
10月11日から で会場の北部下
水道センター ( 503-0201 503-
0132)
水と緑を学ぶ大人の社会科見学会

先着50人。詳細は で
11月26日(火)10時〜15時
西部水再生センター、俣野別邸庭園
10月25日から で西部水再生セン
ター ( 852-6471 852-7604)
市立学校臨時的任用職員等 登録会

詳細は で
各11時〜15時    
①10月20日(日)②10月26日(土)
①南部学校教育事務所  
②北部学校教育事務所
教育委員会東部学校教育事務所
( 411-0605 411-0613）
食の安全を考えるシンポジウム

先着250人。詳細は10月11日から で
11月16日(土)13時30分〜16時
社会福祉センター
2歳〜未就学児(予約制)
10月11日から で健康福祉局食品
衛生課 ( 671-2461 550-3587)

※保育・手話通訳希望者は11月7日ま
でに申込みを

市民クルーズ
ぱしふぃっくびいなす クリスマスワン
ナイト
抽選15室｡ 名古屋港発横浜港着。詳
細はチラシ(区役所広報相談係で配
布)か で

12月24日(火)〜25日(水)
大人1人。37,400円〜
取扱旅行会社。10月31日まで
港湾局客船事業推進課( 671-7272 

201-8983)

横浜銀行アイスアリーナ 市民招待
各抽選。①300人②500人

11月23日（土･祝）   
①10時〜12時②13時〜15時30分
11月4日までに で
会場の横浜銀行アイスアリーナ

（ 411-8008 411-8010）
少年サッカー選手のための  
ケガ予防講座

小･中学生と保護者、先着80人
11月17日(日)13時〜16時
10月16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 
納期限(第3期)
10月31日(木)
居住区の区役所税務課か財政局税
務課 ( 671-2253 641-2775)
市有地の公募販売

価格等詳細は10月上旬から 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）
住民票・印鑑証明・マイナンバーカー
ドに旧姓(旧氏)の併記が可能に
11月5日(火)から
市民局窓口サービス課( 671-2176 

664-5295)
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

10月21日(月)終日
市コールセンター ( 664-2525
664-2828)
就学援助制度 入学準備費の  
申請時期を変更

10月中旬発送の就学通知に申請書を
同封。2020年4月に市立小学校･義
務教育学校へ入学させるのが経済的
に困難な人は申請を

11月11日〜15日
就学予定校か教育委員会学校支援
･地域連携課( 671-3270 681-1414)
高齢者実態調査に協力を

40歳以上、27,000人へ11月にアンケー
トを送付

日本能率協会総合研究所( 0120-
506-713)か健康福祉局高齢健康福
祉課 ( 671-3412 681-7789)
戦没者追悼式

横浜駅西口から無料送迎バスあり
11月1日(金)11時〜12時。荒天中止
三ツ沢公園
健康福祉局援護対策担当 ( 671-
2425 664-0403)か区役所生活支
援課

市立保育所の民間移管
2022年4月予定
三春台(南区)･野庭(港南区)･白
根(旭区)･竹山(緑区)保育園
こども青少年局保育･教育運営課
( 671-2400 664-5479)
中小企業融資の案内

消費税対応特例を創設。詳細は問合せを
経済局金融課( 671-2592 664-
4867)
よこはまふれあい助成金

市社協受付分。詳細は で
12月2日〜20日

▷説明会 11月28日(木)16時、健康福
祉総合センターで開催
社会福祉協議会 ( 201-8620
201-1620)
アピアランスケアに関する相談会

がん治療の副作用による外見変化に
対して。詳細は で

市内8病院
医療局がん･疾病対策課 ( 671-
2721 664-3851)
不動産鑑定士による無料相談会・
地価パネル展
10月15日(火)10時〜16時
新都市プラザ
不動産鑑定士協会 ( 661-0280
661-0263)か都市整備局企画課(
671-3954)
市営交通カレンダー2020発売

売切れ次第終了
10月1日(火)
地下鉄12駅ほか
1,000円
市コールセンター ( 664-2525
664-2828)
季刊誌「横濱」66号発売

「クルーズで変わる横浜港｣、デイ
ジー版は10月下旬から市役所市民情
報センターで販売

10月5日(土)
県内·都内の書店ほか
630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第2次市民読書活動推進計画（素案）
②防災計画都市災害対策編等修正
③再犯防止推進計画（素案）
④第2期子ども·子育て支援事業計画（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

（②は総務課）、問合先で。 からも可
①10月17日まで②10月1日〜11月
1日③10月16日〜11月15日④10月
17日〜11月15日
①教育委員会生涯学習文化財課
( 671-3283 224-5863)②総務局
防災企画課( 671-4096 641-1677) 
③健康福祉局福祉保健課 ( 671-
3929 664-3622)④こども青少年
局企画調整課 ( 671-4281 663-
8061)
環境アセスメント図書の縦覧  
(仮称)相模鉄道本線(鶴ヶ峰駅付近)
連続立体交差事業   
環境影響評価方法書

意見書の提出は問合先へ
10月25日(金)〜12月9日(月) (予定)
問合先、旭区役所広報相談係、保
土ケ谷区役所企画調整係
環境創造局環境影響評価課(
671-2495 663-7831)
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横浜を感じるミニコラム

元プロレスラー　蝶
ちょう

野
の

 正
まさ　ひろ

洋さん

蝶野 正洋さん
横 浜 市 都 筑 区 在
住 。2 児 の 父 親 。
1984年に新日本プ
ロレスに入門。第
75代ＮＷＡヘビー
級王座を始め数々
のタイトルを獲得。現在はリング以外
にも活動の幅を広げ、TV、イベント、講
演など、多方面で活躍。特に地域防災
活動に力をいれている。マルティーナ
夫人と設立したブランド｢ARISTRIST(ア
リストトリスト)｣では、アパレル、靴など
のトータルデザインを手掛けている。

プロフィール

　横浜市の都筑区に住んで１０年近くが
経つけれど、横浜の第一印象は夜が早
いこと（笑）。１９時頃には車の通りが少なく
なるでしょ。都内に住んでいた頃には考え
られなかった。でもそれは、夜にはみんな
家に帰って家族とご飯を食べたりしてい
るってことで、人間としてあるべき姿だな
と思う。
　そもそも横浜に引っ越して来たのは、子
育てがしやすい街だと感じたから。都内で
は、なかなかベビーカーを押して買い物が
できる場所がないし、駐車場も少ない。当
時は世田谷に住んでいたけれど、買い物と

いえば港北ニュータウン。道も広いし、街中
のビルには授乳室やおむつ交換台が普通
にある。本当にファミリーには過ごしやすい
街だと思う。
　横浜に引っ越してきてすぐの２０１１年３
月、東日本大震災があって、幸い今住んで
いるところは大きな被害はなかったけれど、
慰問で被災地に行ってプロレスをしたり、
ボランティア活動をさせてもらった。それが
きっかけで、今は地域防災や救急救命の
啓発活動にも携わっていて、防災関連のイ
ベントに呼んでもらうことも多くなった。
　今年はプロレスデビューから３５周年。

今後は少しでも多くの人に防災意識をもっ
てもらえるように、社会貢献活動にも力を入
れていきたい。

▲防災・救急救命の啓発活動にも積極的に取り組む

市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

10月  5日
10月12日
10月19日
10月26日

※放送内容・タイトルは変更になる場合があります。

ハマのラグビーが熱い
ガチなヨコハマ・商店街グルメNo.1
数字で見るヨコハマ
区特集「泉区」 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

クルーズで変わる
横浜港

10月5日発売

火曜

630円

第3期障害者プラン説明会
各当日先着。①300人②③100人

①11月14日(木)10時〜11時30分 
②11月19日(火)10時〜11時30分 
③11月23日(土･祝)14時〜15時30分
①横浜ラポール②保土ケ谷公会
堂③ウィリング横浜
健康福祉局障害企画課( 671-3604 

671-3566)

みなとみらいホール   
682-2000 682-2023

リオネル･アヴォ オルガンリサイタル
10月19日(土)15時〜17時
2,500円､ 会場で販売中
横浜美術館    

221-0300 221-0317
展示「ルノワールとパリに恋した12人
の画家たち」

1月13日(月･祝)まで
1,700円
関内ホール    

662-1221 662-2050
陽だまりコンサート
3歳以下入場不可

11月22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
横浜狂言堂 「二千石」「素袍落」

11月10日(日)14時〜15時40分
2,000円、10月12日12時から か で
にぎわい座    

231-2515 231-4545
名作落語の夕べ

11月2日(土)18時〜20時30分
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
夫婦関係 ·離婚をめぐる法律講座
調停 ·裁判編
女性､ 先着35人

11月19日(火)10時〜12時
1,200円
2か月〜未就学児(予約制･有料)
10月11日から か で

陶芸センター    
623-8904 625-9087

陶芸祭
作陶展、体験教室ほか。詳細は で

11月1日(金)〜4日(月･休)の10時〜16時 
(4日は15時まで)
消費生活総合センター   

845-5640 845-7720
教室「不当･架空請求トラブルにあわ
ないために」
各当日先着。①80人②300人

各13時30分〜15時30分  
①11月21日(木)②11月25日(月)
①金沢区役所②港北公会堂
ユーラシア文化館   

663-2424 663-2453
展示「サウジアラビア女性の50年」

10月5日(土)〜12月22日(日)
300円
帆船日本丸    

221-0280 221-0277
乗りものクイズラリー
会場の6施設でクイズに答えると特典
あり。費用等詳細は で

11月17日(日)まで
市電保存館、日産グローバル本社
ギャラリー、日本郵船氷川丸、原
鉄道模型博物館、帆船日本丸、三
菱みなとみらい技術館

こども植物園    
741-1084 742-7604

小型(草花用)プランター助成
よこはま緑の推進団体加入の団体に、
1団体30個まで譲渡。詳細は問合せを

10月25日までに申込書(10月7日〜
18日に で問合先に請求)で
環境活動支援センター   

711-0635 721-6356
親子で遊んで発見 森の宝物たち
小学1〜3年生と保護者、各抽選15組30人

各13時〜16時｡12月7日(土)･14日(土)
11月10日までに で
自然観察の森    

894-7474 894-8892
つながりの森を歩こう
中学生以上、抽選30人。詳細は で

11月24日(日)10時〜15時
11月11日まで

視力と聴力の検査の
対象年齢が変わりました

まだまだこれから楽しめる！

ラグビーワールドカップ 2019™

ファンゾーン in 神奈川・横浜

　子どもの視力や聴力に異常があると、弱視になったり、言葉の発達が
遅れたりすることがあります。しかし、異常を早く発見して適切な治療
を行えば、その影響を最小限に抑えることができます。本市では、９月
１日から検査の対象年齢を３歳児に変更しました。検査を受ける方法を
確認して、必ず検査を受けてください。

【対象者】2015年４月２日〜2016年４月１日生まれ
【検査を受ける方法】
⃝市内の幼稚園・保育園などに通っている場合、園から調査票が配られ

ます。
⃝市内の幼稚園・保育園などに通っていない場合、すでにはがきを送付

していますので、はがきの内容に沿って、直接検査機関に申込みし
てください。検査機関から調査票が送付されます。

※どちらの場合も、検査は自宅でできます。

　現在開催中のラグビーワールドカップ2019は、これか
らクライマックスを迎えます。「チケットは持っていない
けれど観戦してみたい！」「みんなで盛り上がりたい！」そ
んな人には、「ファンゾーン」がお勧めです。
　ファンゾーンでは、380インチの大画面によるパブリッ
クビューイングで試合の臨場感を味わえます。そのほか、トーク・音楽な
どのステージや、体験型のラグビーアトラクション、出場国の料理など、
盛りだくさんの内容で、家族・友人みんなで楽しめます。
　いよいよ11月２日（土）には決勝が横浜で行われます。この機会を逃
さず、一生に一度の体験をしてみませんか？

【会場】臨港パーク(西区みなとみらい１)
【開催日】10月５日（土）〜11月２日（土）の土・日曜と11月１日（金）

問合せ こども青少年局こども家庭課　 671-2455 681-0925

TM Ⓒ Rugby World Cup Limited 2015

問合せ 神奈川・横浜ファンゾーンコールセンター　 330-0236
横浜ラグビー情報 検索

入場無料
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【発行】市民局広報課　 671-2332 661-2351　
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　フルマラソンとしての開催から今年で５回目を迎える「横浜マラソン2019」が、
いよいよ11月10日（日）に開催されます。国内外から28,000人のランナーが参加し、
山下公園前など横浜の名所や首都高速を駆け抜けます。
　また、11 月 8 日 ( 金 ) · 9 日 ( 土 ) の 2 日間、
パシフィコ横浜展示ホールで「横浜マラソン
EXPO2019」を開催します。ステージやス
ポーツ関連・飲食ブースの出展、オフィシャル
グッズの販売など、ランナーだけでなく一般
の来場者も楽しめるイベントが盛りだくさん
ですので、ぜひ気軽に来場してください。
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台駅

国道15号線は渋滞が
予想されます。
国道1号線も、う回路として
利用してください。

横浜港シンボルタワーと
本牧海づり公園施設は
本牧陸橋経由で通行可。

国道357号線は南部市場から先、通行止。
国道16号線にう回してください。

並木出口を出たら
国道16号線にう回してください。

南本牧エリアへは本牧陸橋経由で通行可。

市場

パシフィコ横浜前
展示ホール北

栄町
中央市場入口

橋本町二丁目

横浜税関前
開港広場前

相生町一丁目
花咲町二丁目
本町三丁目

相生町一丁目

山下橋
B突堤入口

横浜港シンボルタワー

錦町錦町

三溪園
間門八幡橋

新中原南側

鳥浜町

横浜南部市場

道
街
倉
鎌

通町一丁目

車橋

日野立体

路
道
谷
利
釜
下
笹

関ノ下

保土ケ谷橋

環状2号線

富岡町

井土ケ谷

両側交通規制
片側交通規制
（矢印方向通行可）

首都高速道路など
う回路

凡例

前里町四丁目

N

花咲町二丁目
本町三丁目

吉野町三丁目吉野町三丁目

打越

臨港パーク入口
みなとみらいトンネル

サークルウォーク

石
川
町
駅

石
川
町
駅

屏風ケ浦

青砥坂
栗木

橋本町二丁目→パシフィコ横浜方面通行止め。
国道15号線にう回してください。

横浜公園出口（ベイブリッジ方向）

横浜公園入口（横浜駅方向）

新山下出口（ベイブリッジ方向）

新山下入口（ベイブリッジ方向）

本牧JCT～幸浦　東行西行　各出入口

横浜横須賀道路　金沢支線並木出口（ベイブリッジ方向）から先、通行止め

6時30分～9時40分

7時40分～9時50分

7時50分～9時50分

7時50分～9時50分

7時50分～9時50分

6時30分～9時50分

6時30分～9時50分

6時30分～9時50分

7時50分～15時30分

7時50分～15時30分

8時00分～15時20分

8時00分～15時20分

8時00分～10時30分

8時10分～15時10分

8時20分～14時50分

8時20分～14時50分

5時30分～16時00分

8時20分～11時30分

8時40分～11時40分

8時40分～12時10分

8時50分～12時30分

5時00分～10時40分

7時50分～10時40分

5時00分～16時00分

8時00分～16時00分

5時00分～16時00分湾岸線

横羽線
狩場線

大会に伴い規制される一般道路規制時間

区間（コース） 規制時間（目安）

大会に伴い通行止めになる首都高速道路等の本線・出入口など

規制時間は目安であり、競技状況などで変更する可能性があります

①とちのき通り西～②ポートサイド中央（海側）

②ポートサイド中央～③栄町（海側）

④中央市場入口～⑥市場

⑤橋本町二丁目～⑥市場

⑥市場～ a みなとみらいトンネル

a みなとみらいトンネル～⑧展示ホール北

①とちのき通り～⑦臨港パーク入口

⑧展示ホール北～⑨パシフィコ横浜前

⑨パシフィコ横浜前～⑩サークルウォーク

⑩サークルウォーク～⑪横浜税関前

⑪横浜税関前～⑬開港広場前

⑬開港広場前～⑭山下橋

⑪横浜税関前～⑫相生町一丁目～⑬開港広場前

⑭山下橋～⑮B突堤入口（海側）

⑮B突堤入口（海側）～⑯横浜港シンボルタワー

⑯横浜港シンボルタワー～⑰錦町

※首都高速湾岸線本牧ふ頭入口

⑰錦町～⑱小港橋～⑲間門（海側）

⑲間門～⑳八幡橋（海側）

⑳八幡橋～ 新中原南側（海側）

新中原南側～ 鳥浜町

とちのき通り西
ポートサイド中央
とちのき通り西
ポートサイド中央

小港橋小港橋

浜松町

本牧港前

横浜マラソン2019 －横浜を走る、世界が変わる。－

横浜マラソン2019開催に伴う交通規制のお知らせ
▲横浜マラソン2018▲横浜マラソンEXPO2018

※コース沿道や会場付近で無人航空機（ドローン・ラ
ジコン飛行機など）を飛行させることはできません。

問合せ 横浜マラソン交通規制に関して 交通規制コールセンターへ　 264-6240
9時～17時（10月27日まで月～金曜〈祝休日を除く〉、10月28日～11月9日〈毎日〉）、5時～17時（11月10日）

横浜マラソン2019に関して 事務局へ　 651-0666 226-5037
横浜マラソン2019 検索

11月10日（日）




