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　今年も残りあとわずかとなりました。皆様はどのような一年をお過ごしに
なられましたか。おかげさまで、横浜はこの一年、とても実り多い年でした。
　とりわけ春の全国都市緑化よこはまフェアでは、たくさんの皆様のご協力
により、公園や大通り、里山を舞台に、横浜らしさあふれる花壇や美しい花々
が街を彩りました。お越しになった皆様の笑顔や楽しそうなご様子を街中で

拝見するたびに、花と緑の持つ、人を癒す力を改めて感じました。里山ガーデンの大花壇は秋にもオー
プンして盛況でした。
　もう一つ、秋の大きな出来事といえば、横浜DeNAベイスターズ。惜しくも日本一を逃しましたが、
数々の熱いプレーと感動的な試合に横浜の街全体が沸き立ち、多くの人が勇気と希望、そして元気をも
らいました。
　今年は、昭和2年に横浜市で初めて区制が施行されて90周年。五つの区が誕生した節目の年でもあり
ました。先人から受け継いだ歴史や伝統を守りながら、街を支え、新しい魅力をつくり続けてくださる
皆様に、心から感謝いたします。
　来年も、人と人が出会い、つながり、皆様が心豊かに暮らしていただける街、横浜を目指してまいりま
す。どうぞ、よいお年をお迎えください。

ゆく年に思う

よこはまのどうぶつえん 検 索

　寒い日も、おでかけ先で冬ならではの
楽しみをみつけてみませんか。
　市内の動物園もその一つ。
　冬になると元気になる動物、生態など
を見に来てください。

ズーラシア・金沢動物園共通招待券

10組20人にプレゼント!

ツキノワグマ（野毛山動物園）

レッサーパンダ（野毛山動物園）

動物園のクマは、
なぜ冬眠しないの?

プレゼントの応募方法など詳しくは2ページで。

ホッキョクグマ（よこはま動物園ズーラシア） オオカンガルー（金沢動物園）

ユーラシアカワウソ（よこはま動物園ズーラシア）
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冬のおでかけ情報冬の動物園の楽しみ方
～寒い冬でもほっこり過ごそう～

　今シーズンのテーマは、「氷上戯画」。
平安・鎌倉時代に描かれた国宝絵巻、鳥獣
戯画のように擬人化された動物たちと
一緒にスケートを楽しめます。
【日時】12月2日（土）～2月18日（日）

月～金曜  13時～22時、
土・日曜、祝休日 11時～22時（荒天中止）

※クリスマスや年末年始など開催時間を変更する場合があります

【会場】赤レンガ倉庫イベント広場
（中区新港1-1）

【料金】500円（貸靴料500円別）、
付添観覧料200円

赤レンガ倉庫1号館　
　 211-1515　　 211-1519

昼も夜も楽しめるアートリンク

アートリンク
横浜の冬を彩る

　九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま
市、相模原市）は、京都議定書が採択され
た日からちょうど20周年となる12月11
日、九都県市内の象徴的な施設などでラ
イトダウンを実施します。
　また、当日はスターバックス コーヒー 
ジャパン（株）と連携し、九都県市内の約500店舗でライトダウンを実施。さ
らに、当日限りのオリジナルコースターを数量限定で配布するほか、ランタ
ンを製作してライトダウンを盛り上げます。詳しくは、ホームページを確
認してください。

温暖化対策統括本部調整課　　 671-2661　　 663-5110

「明かり」を消した特別な時間を楽しもう

　ウオームビズの実践ポイントは、暖房機器の設定温度を
20℃にするのではなく、室温計を確認し、室温が20℃になる
ように意識することです。寒い季節でも、暖房に頼りすぎな
い室内で快適に過ごしませんか。

12月は地球温暖化防止月間

　横浜の消防力や災害対応力を披露する
ほか、消火器や救助訓練など参加者が体
験できるコーナーも充実した、市民参加
型のイベントです。子ども向けのはしご
車搭乗体験（事前申込み・抽選）もありま
す。詳しくはホームページを確認してく
ださい。
【日時】1月7日（日） 10時30分～15時（小雨決行）
【会場】赤レンガ倉庫（中区新港1-1）周辺

消防局総務課　
　 334-6516　　 334-6517

消防総合訓練は迫力満点

横浜消防出初式  2018
集い  学び  楽しめる  安全安心フェスティバル

　宇宙や科学のことを学べる、はまぎん
こども宇宙科学館。この冬は、期間限定
で、注目のコンピューターのプログラミ
ングの考え方やおもしろさを体験できる
特別企画を行います。2020年から小学校
での教育必修化が決定したプログラミン
グを、体験してみませんか。
【日時】12月23日（祝）～1月8日（祝）

9時30分～17時（12月29日～1月1日休み）
【会場】はまぎん こども宇宙科学館

（磯子区洋光台5-2-1）

【料金】一部有料（入館料別）

はまぎん こども宇宙科学館　
　 832-1166　　 832-1161

さまざまなプログラミングロボットを用意しています

めざせ！プログラミングマスター！
注目のプログラミングを体験できる

【日時】12月11日（月）  19時～20時

鍋は、体も室内も温かく
なり、暖房の設定温度も
緩和できる料理です。

断熱シート、複層ガラ
ス、二重サッシや厚手
カーテンなどで窓から
熱を逃さない工夫をし
ましょう。

「首」「手首」「足首」には、
太い血管が通っており、
保温することで、体が冷
えるのを効果的に防ぐ
ことができます。

鍋を食べる 窓に一工夫 外では首元を温かく

冬のおでかけ情報

環境創造局動物園課　　 671-4124　　 633-9171

　冬の動物園ならではの楽しみ方や、動物たちの生態を、各園の担当者が
紹介します。夏とは違う動物たちの一面を見に、でかけてみませんか。

動画でも動物たちを紹介！
広報よこはま拾い読み 検 索

よこはま動物園ズーラシア

　リカオンは、アフリカのサバン
ナに生息し、大きな耳、細長い手
足、まだら模様をしています。日
本では、ズーラシアと富士サファ

リパークの2園でしか見ることができません。
　ドールは、中央アジアに群れで生息し、一見、
キツネのようにも見えますが、別名「アカオオ
カミ」とも呼ばれ、集団で狩りを行います。ズー
ラシアでも、2頭で体を寄せ合
い、仲良く眠る姿を見ることが
できます。

2018年の干支は「戌」。イヌ科の動物、
リカオンとドールの見どころは？

動物園のクマが冬眠しない
その理由とは？

　好奇心旺盛で活発なので、真冬
でも水中を優雅に泳ぎまわるいた
ずら好きな水辺のハンターです。
特に、1歳を迎えたリュウ（オス）
は、寒い冬で
も、水中をスイ
スイと泳ぎ回
り、餌を探した
り、葉っぱで遊
んだりと大忙
し！

亜寒帯の動物、
ユーラシアカワウソ

ホッキョクグマの毛の色は、白じゃない?!

夏毛と冬毛で色が変わるトウホクノウサギ。なぜ色が変わるの？

　野生のツキノワグマ
は、冬季に十分なエサの
確保ができないため、冬
眠しますが、飼育下では、
エサがなくなる心配がな
いので、冬眠はしないん
ですよ。

オオカンガルーの日なたぼっこ
　冬になるとオオカンガルーは、日なたで寄り添って昼
寝をすることが多くなります。特に、展示場内のウオー

クスルー付近は日
当たりが良いため、
人が通るすぐそば
で、気持ちよさそう
に昼寝しているカ
ンガルーを見る機
会が多くなります。

寒い日限定開催！
インドゾウの打たせ湯

　気温の低い日は、
40℃くらいのお湯
（ぬるま湯）を放水
する「打たせ湯」を
不定期に行います。
ゾウはもともと水
浴びが大好きなの
で、打たせ湯を行う

と、喜んで飲んだり、浴びたりします。よく
「湯冷めしないの？」と心配されますが、ゾウ
は体が大きく、体積に対し表面積が少ないこ
とから放熱が少ないので、湯冷めはしにくい
です。

国内では金沢動物園でしか見られない！

　シロイワヤギは、寒冷な地方に住んで
いる動物ですので、白くて長く、密に生え
ている毛で、寒さから身を守っています
（夏場は冷房展示室で過ごしています）。
金沢動物園のシ
ロイワヤギは現
在16歳とかなり
の高齢です。タ
イミングがよけ
れば、岩の上に
そびえたつ姿が
見られるかもし
れません。

寒い日には、は虫類館で
暖をとる
　冬の寒い日には、館内が暖かい
は虫類館ヘ行ってみることもお
すすめです。は虫類館では、ヘサ
キリクガメやホウシャガメなど
希少なカメの繁殖に成功したた
め、子ガメを見ることもできま
す。体を温めてから、また園内を
散策してみて
は い か が で
しょうか。

人気者のインドライオン「ラージャー」
チャームポイントは？

　ズーラシアで生まれた
ラージャー。体が弱かった
ため人の手で育てられまし
た。そのため人懐こく、おっ
とりした性格をしています。

　実は、「透明」なのです。毛の中は空洞に
なっていて、その中を光が乱反射するため白
く見えます。この毛は、体温維持に効果があ
ると考えられています。寒い日でも、冷たい
プールにダイビングして、楽しそうに遊びま
わる姿を見られますよ。

　夏と冬で風景が一変する日本の気候に合わ
せて、保護色となる色に毛の色が変わると考
えられています。夏は、茶色の地面にカモフ
ラージュするために毛の色も茶色に、冬は雪
景色であたり一面真っ白になるため毛の色は
真っ白になります。季節にあわせて色が変
わっていく様子を楽しんでください。

　寒い地域に生息するため、暑い夏よりも
快適に過ごしています。年末ごろから繁殖
シーズンに入るため、オス・メスで展示して
いる場合は、お互いに毛づくろいするなど、
仲のよい様子を見ることができます。

ズーラシア 
広報担当
上田佳世さん

野毛山動物園 野毛山動物園 
鈴木園長

金沢動物園 金沢動物園 
広報担当
高橋麻耶さん

動物園  冬のイベント （詳しくは、各園のホームページへ）

■ ハッピークリスマス 
　 in ズーラシア
12月23日（祝）・24日（日）
トナカイ・アルパカと記念撮影

■ わくわく裏側ウオッチング
12月～2月の日曜
（12月31日は休園日）
動物園の裏側見学やエサやり
体験。有料。定員あり（先着順）

■ のげやまクリスマス
12月23日（祝）・24日（日）
動物たちに特別なエサを
プレゼント

■ インドライオン
　 「ラージャー」の10年史
1月2日（火）～2月25日（日）
10年の成長を振り返る
パネル展

■ ひかるかなざわクリスマス
～昼間に楽しめる
プロジェクションマッピング～
12月24日（日）まで

■ Zooから初日の出！
1月1日（祝）6時20分～8時
（最終入園7時30分）
動物園内で初日の出を鑑賞
できます。

よこはま動物園 
ズーラシア

野毛山動物園 金沢動物園

動物園の基本情報は、はま情報の「施設から」を確認してください

チ
ラ
ッ

リカオン

ドール

絶滅の危機に瀕している希少な動物たちの保全を動物園で進
めるため、皆さんからの寄附を基金に積み立て、海外から動物
を導入し繁殖などに取り組みます。寄附申込書（各動物園で配
布）か、電子申請から申込みください。

12月31日（日）（消印有効）までに、はがきに、①〒・住所②氏名③年代④今月
の「広報よこはま」の感想⑤今後、「広報よこはま」で読みたい内容を書いて
市民局広報課（〒231-0017中区港町1-1）へ。当選は招待券の発送（1月末
日まで）をもって代えます。招待券は、2018年2月1日～4月30日まで有効。

市動物園基金 ～ふるさと納税で動物園を応援～

ズーラシア・金沢動物園共通招待券プレゼント!

横浜市動物園基金 検 索

市民局ラグビーワールドカップ担当　　 671-4566　　 664-0669大会開催期間：2019年 9月20日（金）～11月2日（土）
　ラグビーワールドカップは、オリンピック、サッカーワール
ドカップと並ぶ世界3大スポーツイベントの一つで、2019年日
本大会では、横浜で決勝戦を含む計7試合が開催されます。決
勝トーナメントのほかプール戦も強豪チーム同士の好カード
や注目の日本代表戦が組まれ、全世界注目の激闘が横浜で繰り
広げられます。「4年に一度じゃない。一生に一度だ。」横浜か
らラグビーワールドカップを盛り上げて行きましょう。

カテゴリー 日　付 キックオフ時間 対戦カード

プールB

プールA

プールC

プールA

2019年 9月21日（土）

2019年 9月22日（日）

2019年 10月12日（土）

2019年 10月13日（日）

18時45分

16時45分

17時15分

19時45分

ニュージーランド 

アイルランド 

イングランド 

日本 

ラグビーワールドカップ　チケット 検 索

横浜消防出初式2018 検 索

横浜　温暖化対策 検 索

ホウシャガメ

1万円以上の寄附をすると、
オリジナルデザインの動物園年間パスポートをプレゼント。
年間パスポートで動物園に来てください。

愛らしいレッサーパンダ。冬の時期の見どころは？

南アフリカ

スコットランド

フランス

スコットランド

ライトダウンイベントイメージ

準決勝1
2019年

10月26日（土）
17時

準決勝2
2019年

10月27日（日）
18時

決勝
2019年

11月2日（土）
18時

横浜国際総合競技場でのマッチスケジュール

いよいよチケット販売！
開催都市住民先行販売も

チケットはセット券から順次
販売されます。開催都市住民
などを対象とした先行抽選販
売も実施されます。購入には
ID登録が必要です。詳しくは、
公式チケットサイトを確認し
てください。 ※大会公式メールマガジン購読者が対象（登録無料）

TM ○C Rugby World Cup 
Limited 1986. 
All rights reserved.

対

対

対

対 

このほか、セット券は1月19日（金）から、通常チケットは
2月19日（月）からJRFUメンバーズクラブ、サンウルブ
ズ公式ファンクラブの会員などを対象とした先行抽選販
売も実施されます。

【セット券（スタジアムパック・チームパック）】
  一般抽選　1月27日（土）～2月12日（休）

【通常チケット】
  先行抽選　開催都市住民  3月19日（月）～4月12日（木）

  先行抽選　大会公式サポーターズクラブ会員※  
5月19日（土）～6月26日（火）

  一般抽選　9月以降
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消防総合訓練は迫力満点

横浜消防出初式  2018
集い  学び  楽しめる  安全安心フェスティバル

　宇宙や科学のことを学べる、はまぎん
こども宇宙科学館。この冬は、期間限定
で、注目のコンピューターのプログラミ
ングの考え方やおもしろさを体験できる
特別企画を行います。2020年から小学校
での教育必修化が決定したプログラミン
グを、体験してみませんか。
【日時】12月23日（祝）～1月8日（祝）

9時30分～17時（12月29日～1月1日休み）
【会場】はまぎん こども宇宙科学館

（磯子区洋光台5-2-1）

【料金】一部有料（入館料別）

はまぎん こども宇宙科学館　
　 832-1166　　 832-1161

さまざまなプログラミングロボットを用意しています

めざせ！プログラミングマスター！
注目のプログラミングを体験できる

【日時】12月11日（月）  19時～20時

鍋は、体も室内も温かく
なり、暖房の設定温度も
緩和できる料理です。

断熱シート、複層ガラ
ス、二重サッシや厚手
カーテンなどで窓から
熱を逃さない工夫をし
ましょう。

「首」「手首」「足首」には、
太い血管が通っており、
保温することで、体が冷
えるのを効果的に防ぐ
ことができます。

鍋を食べる 窓に一工夫 外では首元を温かく

冬のおでかけ情報

環境創造局動物園課　　 671-4124　　 633-9171

　冬の動物園ならではの楽しみ方や、動物たちの生態を、各園の担当者が
紹介します。夏とは違う動物たちの一面を見に、でかけてみませんか。

動画でも動物たちを紹介！
広報よこはま拾い読み 検 索

よこはま動物園ズーラシア

　リカオンは、アフリカのサバン
ナに生息し、大きな耳、細長い手
足、まだら模様をしています。日
本では、ズーラシアと富士サファ

リパークの2園でしか見ることができません。
　ドールは、中央アジアに群れで生息し、一見、
キツネのようにも見えますが、別名「アカオオ
カミ」とも呼ばれ、集団で狩りを行います。ズー
ラシアでも、2頭で体を寄せ合
い、仲良く眠る姿を見ることが
できます。

2018年の干支は「戌」。イヌ科の動物、
リカオンとドールの見どころは？

動物園のクマが冬眠しない
その理由とは？

　好奇心旺盛で活発なので、真冬
でも水中を優雅に泳ぎまわるいた
ずら好きな水辺のハンターです。
特に、1歳を迎えたリュウ（オス）
は、寒い冬で
も、水中をスイ
スイと泳ぎ回
り、餌を探した
り、葉っぱで遊
んだりと大忙
し！

亜寒帯の動物、
ユーラシアカワウソ

ホッキョクグマの毛の色は、白じゃない?!

夏毛と冬毛で色が変わるトウホクノウサギ。なぜ色が変わるの？

　野生のツキノワグマ
は、冬季に十分なエサの
確保ができないため、冬
眠しますが、飼育下では、
エサがなくなる心配がな
いので、冬眠はしないん
ですよ。

オオカンガルーの日なたぼっこ
　冬になるとオオカンガルーは、日なたで寄り添って昼
寝をすることが多くなります。特に、展示場内のウオー

クスルー付近は日
当たりが良いため、
人が通るすぐそば
で、気持ちよさそう
に昼寝しているカ
ンガルーを見る機
会が多くなります。

寒い日限定開催！
インドゾウの打たせ湯

　気温の低い日は、
40℃くらいのお湯
（ぬるま湯）を放水
する「打たせ湯」を
不定期に行います。
ゾウはもともと水
浴びが大好きなの
で、打たせ湯を行う

と、喜んで飲んだり、浴びたりします。よく
「湯冷めしないの？」と心配されますが、ゾウ
は体が大きく、体積に対し表面積が少ないこ
とから放熱が少ないので、湯冷めはしにくい
です。

国内では金沢動物園でしか見られない！

　シロイワヤギは、寒冷な地方に住んで
いる動物ですので、白くて長く、密に生え
ている毛で、寒さから身を守っています
（夏場は冷房展示室で過ごしています）。
金沢動物園のシ
ロイワヤギは現
在16歳とかなり
の高齢です。タ
イミングがよけ
れば、岩の上に
そびえたつ姿が
見られるかもし
れません。

寒い日には、は虫類館で
暖をとる
　冬の寒い日には、館内が暖かい
は虫類館ヘ行ってみることもお
すすめです。は虫類館では、ヘサ
キリクガメやホウシャガメなど
希少なカメの繁殖に成功したた
め、子ガメを見ることもできま
す。体を温めてから、また園内を
散策してみて
は い か が で
しょうか。

人気者のインドライオン「ラージャー」
チャームポイントは？

　ズーラシアで生まれた
ラージャー。体が弱かった
ため人の手で育てられまし
た。そのため人懐こく、おっ
とりした性格をしています。

　実は、「透明」なのです。毛の中は空洞に
なっていて、その中を光が乱反射するため白
く見えます。この毛は、体温維持に効果があ
ると考えられています。寒い日でも、冷たい
プールにダイビングして、楽しそうに遊びま
わる姿を見られますよ。

　夏と冬で風景が一変する日本の気候に合わ
せて、保護色となる色に毛の色が変わると考
えられています。夏は、茶色の地面にカモフ
ラージュするために毛の色も茶色に、冬は雪
景色であたり一面真っ白になるため毛の色は
真っ白になります。季節にあわせて色が変
わっていく様子を楽しんでください。

　寒い地域に生息するため、暑い夏よりも
快適に過ごしています。年末ごろから繁殖
シーズンに入るため、オス・メスで展示して
いる場合は、お互いに毛づくろいするなど、
仲のよい様子を見ることができます。

ズーラシア 
広報担当
上田佳世さん

野毛山動物園 野毛山動物園 
鈴木園長

金沢動物園 金沢動物園 
広報担当
高橋麻耶さん

動物園  冬のイベント （詳しくは、各園のホームページへ）

■ ハッピークリスマス 
　 in ズーラシア
12月23日（祝）・24日（日）
トナカイ・アルパカと記念撮影

■ わくわく裏側ウオッチング
12月～2月の日曜
（12月31日は休園日）
動物園の裏側見学やエサやり
体験。有料。定員あり（先着順）

■ のげやまクリスマス
12月23日（祝）・24日（日）
動物たちに特別なエサを
プレゼント

■ インドライオン
　 「ラージャー」の10年史
1月2日（火）～2月25日（日）
10年の成長を振り返る
パネル展

■ ひかるかなざわクリスマス
～昼間に楽しめる
プロジェクションマッピング～
12月24日（日）まで

■ Zooから初日の出！
1月1日（祝）6時20分～8時
（最終入園7時30分）
動物園内で初日の出を鑑賞
できます。

よこはま動物園 
ズーラシア

野毛山動物園 金沢動物園

動物園の基本情報は、はま情報の「施設から」を確認してください

チ
ラ
ッ

リカオン

ドール

絶滅の危機に瀕している希少な動物たちの保全を動物園で進
めるため、皆さんからの寄附を基金に積み立て、海外から動物
を導入し繁殖などに取り組みます。寄附申込書（各動物園で配
布）か、電子申請から申込みください。

12月31日（日）（消印有効）までに、はがきに、①〒・住所②氏名③年代④今月
の「広報よこはま」の感想⑤今後、「広報よこはま」で読みたい内容を書いて
市民局広報課（〒231-0017中区港町1-1）へ。当選は招待券の発送（1月末
日まで）をもって代えます。招待券は、2018年2月1日～4月30日まで有効。

市動物園基金 ～ふるさと納税で動物園を応援～

ズーラシア・金沢動物園共通招待券プレゼント!

横浜市動物園基金 検 索

市民局ラグビーワールドカップ担当　　 671-4566　　 664-0669大会開催期間：2019年 9月20日（金）～11月2日（土）
　ラグビーワールドカップは、オリンピック、サッカーワール
ドカップと並ぶ世界3大スポーツイベントの一つで、2019年日
本大会では、横浜で決勝戦を含む計7試合が開催されます。決
勝トーナメントのほかプール戦も強豪チーム同士の好カード
や注目の日本代表戦が組まれ、全世界注目の激闘が横浜で繰り
広げられます。「4年に一度じゃない。一生に一度だ。」横浜か
らラグビーワールドカップを盛り上げて行きましょう。

カテゴリー 日　付 キックオフ時間 対戦カード

プールB

プールA

プールC

プールA

2019年 9月21日（土）

2019年 9月22日（日）

2019年 10月12日（土）

2019年 10月13日（日）

18時45分

16時45分

17時15分

19時45分

ニュージーランド 

アイルランド 

イングランド 

日本 

ラグビーワールドカップ　チケット 検 索

横浜消防出初式2018 検 索

横浜　温暖化対策 検 索

ホウシャガメ

1万円以上の寄附をすると、
オリジナルデザインの動物園年間パスポートをプレゼント。
年間パスポートで動物園に来てください。

愛らしいレッサーパンダ。冬の時期の見どころは？

南アフリカ

スコットランド

フランス

スコットランド

ライトダウンイベントイメージ

準決勝1
2019年

10月26日（土）
17時

準決勝2
2019年

10月27日（日）
18時

決勝
2019年

11月2日（土）
18時

横浜国際総合競技場でのマッチスケジュール

いよいよチケット販売！
開催都市住民先行販売も

チケットはセット券から順次
販売されます。開催都市住民
などを対象とした先行抽選販
売も実施されます。購入には
ID登録が必要です。詳しくは、
公式チケットサイトを確認し
てください。 ※大会公式メールマガジン購読者が対象（登録無料）

TM ○C Rugby World Cup 
Limited 1986. 
All rights reserved.

対

対

対

対 

このほか、セット券は1月19日（金）から、通常チケットは
2月19日（月）からJRFUメンバーズクラブ、サンウルブ
ズ公式ファンクラブの会員などを対象とした先行抽選販
売も実施されます。

【セット券（スタジアムパック・チームパック）】
  一般抽選　1月27日（土）～2月12日（休）

【通常チケット】
  先行抽選　開催都市住民  3月19日（月）～4月12日（木）

  先行抽選　大会公式サポーターズクラブ会員※  
5月19日（土）～6月26日（火）

  一般抽選　9月以降



地域包括ケアシステムの姿病気になったら・・・
医  療 介護が必要になったら・・・

介  護

病院：

急性期、回復期、慢性期 日常の医療：

・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

通院・入院

住まい

通所・入所

■在宅サービス
・訪問介護
・通所介護
　　　　　　等

■施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
　　　　　　　　　　　等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

いつまでも元気に暮らすために・・・
生活支援・介護予防

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

▶▶　　　　                  　］

●　　　　　　　　2017（平成29）年 12 月号4 　　　　　　　 2017（平成29）年 12 月号　●5

よこはまシニア通信 よこはま
健康ファミリィ
キャラクター ワタシ ジィジ バァバ

ヘルスィ

ママパパ

避けられない「超高齢社会」に向き合っていくために

　団塊の世代が75歳を迎える2025年には、市の総人口は減少に転じて
372万人となる一方、65歳以上の高齢者は約97万人、高齢化率は26.1％
になることが見込まれています。

　目指す姿の実現に向け、具体的かつ実効性のある施策を盛
り込んだアクションプランとして、よこはま地域包括ケア計
画※を策定中です。

　高齢化の急速な進展に伴う介護・医療ニーズの大幅な増加やさまざ
まな課題に対応するため、2025年までに「横浜型地域包括ケアシステ
ム」の構築を目指しています。
　地域の福祉保健の拠点である地域ケアプラザを中心に、それぞれの
地域の特性に応じたきめ細かな取組を進めています。

市を取り
巻く現状▶▶　　　　　］

市が目指す
2025年の姿

▶▶　　                ］

　市では、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けることができるよう、地域
ケアプラザと一部の特別養護老人ホームに地域包括支援センターを設置
（2017年12月現在140か所）。介護保険のほか高齢者の生活全般にわたって
幅広く相談を受け、必要なサービスや機関につなげます。

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）に
相談してください

よこはまシニアボランティアポイント
地域貢献を通じて生きがいづくり

登録研修会　いずれも13時開始

対象となる活動例

よこはまシニアボランティアポイントとは？
　介護施設などでボランティア活動を行った場合
にポイントがたまり、ポイントに応じて、寄附・換金
できる仕組みです。参加には登録研修会の受講が
必要です。

○介護施設などでのお茶出しやゲームの手伝い
○地域の高齢者への配食・会食サービス

65歳以上の市民が対象

12月21日（木）／開港記念会館
1月11日（木）／旭公会堂
1月17日（水）／青葉公会堂
2月 8日（木）／港南地区センター

かながわ福祉サービス振興会
　 671-0296　  671-0295

現在の参加者は
1万5000人を
突破しました！

2月14日（水）／神奈川公会堂
2月20日（火）／南公会堂
3月14日（水）／西公会堂
3月19日（月）／開港記念会館

イメージキャラクター
健康ほうし君

申込先
※事前申込みが必要です

①納め忘れがあると

　保険料は介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。
納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。
※40～64歳までの人は、加入している医療保険の保険料(介護分)として納付します

　「督促状」、「催告書」を送付しています。指定期日までに納付してく
ださい。（電話による納付案内も実施しています）

②特別な理由もなく、保険料を滞納していると

　保険料を納付している人との公平を図るため、介護保険サー
ビスを利用する際、自己負担が多くなる場合があります。

サービス費用が一時的に全額自己負担
になり、後日申請により保険給付分が払
い戻されます。

滞納した期間に応じて一定期間、サービ
ス費用の自己負担が3割になる場合があ
ります。また、高額介護サービス費など
の支給が受けられません。

1年以上の滞納

2年以上の滞納

健康福祉局介護保険課　　 671-4254　　 681-7789

介護保険サービスの利用有無にかかわらず、法令に基づき
財産差押えなどの滞納処分を受ける場合があります

　高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを最後
まで続けるために、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいが一体的
に提供される、日常生活圏域ごとの包括的な支援・サービス提供体
制。全国各地で地域の実情と特性に応じた構築が進められています。

地域包括ケアシステム

健康福祉局介護保険課　
　 671-4252　
　 681-7789

よこはまシニア通信

＜各区社会福祉協議会＞

972-8836
392-1123
802-2150
751-0739
311-2014
788-6080
841-0256
547-2324
894-8521

青葉区
旭区
泉区
磯子区
神奈川区
金沢区
港南区
港北区
栄区

ボランティア活動を始めてみませんか
瀬谷区
都筑区
鶴見区
戸塚区
中区
西区
保土ケ谷区
緑区
南区

361-2117
943-4058
504-5619
866-8434
681-6664
450-5005
341-9876
931-2478
260-2510

　各区社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボ
ランティアに関するさまざまな相談の受付や情報の提
供を行っています。例えば、運転ボランティアや話し
相手、イベントの手伝いやおでかけの付き添いなどの
ボランティア活動があります。特技や趣味を生かし、
まずは関心のあるボランティア活動を始めてみません
か。新しい発見があるかもしれません。詳しくは、各
区社会福祉協議会へ問い合わせてください。

市介護予防・生活支援サービス補助事業

高齢者施設・住まいの相談センター 気になったら電話や窓口で相談を
【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

　  342-8866　　 840-5816
【受付時間】 9時～17時（土・日曜、祝休日、年末年始は休み）

高齢者の施設や住まいの相談窓口
　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。

「施設のコンシェルジュ」からの
各種サービスの案内
　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ます。

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

提供する施設情報

案内の例
●各施設の入所待ち状況を活用し、比較的入所希望者が多い
多床室（定員2人以上）中心の特養に申込みをしている人に、
早期に入所しやすい個室の特養を案内
●施設の利用料金の支払いに不安を持っている人に、各施設
サービスの利用料金体系や利用者負担軽減制度を案内

予約優先

健康福祉局高齢施設課　　 671-3923　　 641-6408 健康福祉局高齢在宅支援課　　 671-4129　　 681-7789

　認知症は誰もがなる可能性がある病気
です。高齢者の4人に1人が認知症、もしく
は認知症の疑いがあると言われています。
早期診断・早期対応により、病気の進行や
介護の負担が大きく異なります。

よこはま認知症コールセンター

　662-7833
（受付時間：火・木・金曜10時～16時）　※祝日を含む、年末年始を除く

かながわ認知症コールセンター

　0570-0-78674
（受付時間：月・水曜10時～20時、土曜10時～16時）　
※祝日を含む、年末年始を除く

65歳未満の人の疑問や悩みはこちらへ

若年性認知症コールセンター

　0800-100-2707
（受付時間：月～土曜10時～15時）　※祝日、年末年始を除く

各区の高齢・障害支援課、地域包括支援センター（地域ケアプラザと一部の
特別養護老人ホーム）でも相談できます。

※年末年始…12月29日～1月3日

紹介した取組のほかにも、地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護サービスや在宅医療の充実など、さまざまな取組を進めています。

市の
取組

高齢化に関する主な推計値 ※第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
●認知症高齢者

1.4倍
（14万人⇒20万人）

●75歳以上の高齢者

1.4倍
（41万人⇒59万人）

●要介護認定者

1.5倍
（15万人⇒23万人）
2015年⇒2025年

地域ケアプラザ 検 索

※第7期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画のこと。計画期間は平成30年度～32年度

健康福祉局高齢健康福祉課　　 671-3412　　 681-7789

生きがいのある生活のために

第7期計画（素案）の市民意見を募集中（12月28日まで）。
詳しくは、市役所市民情報センター・区役所広報相談係で配布の冊子を確認してく
ださい。

高齢者の介護予防や生活支援の充実を目指して高齢者の介護予防や生活支援の充実を目指して高齢者の介護予防や生活支援の充実を目指して

　市では、高齢者の介護予防や生活支援を充実・強化す
るため、地域でボランティアによる介護予防や生活支援
の活動をしている団体に対し、家賃などの活動に係る費
用を補助しています。
　現在、平成30年度の申請を受付中です。対象団体とな
るためには、介護保険の要支援者を受け入れることなど
各種要件があります。詳しくは各地域ケアプラザや特
養併設地域包括支援センター、各区社会福祉協議会の
「生活支援コーディネーター」へ相談してください。

積み木（栄区）
　私たちは、自分たちの暮らし
ているまちを「誰もが安心して
いきいきと自分らしく暮らし
続けられる地域」にするために
活動しています。
　活動内容は、食事作りに不自
由している人への配食サービ
スや、簡単な筋トレや脳トレも
行う会食会などを実施してい
ます。今後も、この活動をより
安定して実施し続けるために
補助事業への申請をしました。

申請期間：12月26日（火）まで
対　　象：地域でボランティアによる高齢者の
　　　　　介護予防や生活支援の活動をしている団体

健康福祉局高齢在宅支援課　
　 671-3464　　 681-7789

ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指してニーズや状況に応じた施設・住まいを目指してニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して 認知症にやさしい地域を目指して認知症にやさしい地域を目指して認知症にやさしい地域を目指して

厚生労働省資料を一部改変

コールセンターでは介護経験者、専門家などが
相談を受けています



地域包括ケアシステムの姿病気になったら・・・
医  療 介護が必要になったら・・・

介  護

病院：

急性期、回復期、慢性期 日常の医療：

・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

通院・入院

住まい

通所・入所

■在宅サービス
・訪問介護
・通所介護
　　　　　　等

■施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
　　　　　　　　　　　等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

いつまでも元気に暮らすために・・・
生活支援・介護予防

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

▶▶　　　　                  　］

●　　　　　　　　2017（平成29）年 12 月号4 　　　　　　　 2017（平成29）年 12 月号　●5

よこはまシニア通信 よこはま
健康ファミリィ
キャラクター ワタシ ジィジ バァバ

ヘルスィ

ママパパ

避けられない「超高齢社会」に向き合っていくために

　団塊の世代が75歳を迎える2025年には、市の総人口は減少に転じて
372万人となる一方、65歳以上の高齢者は約97万人、高齢化率は26.1％
になることが見込まれています。

　目指す姿の実現に向け、具体的かつ実効性のある施策を盛
り込んだアクションプランとして、よこはま地域包括ケア計
画※を策定中です。

　高齢化の急速な進展に伴う介護・医療ニーズの大幅な増加やさまざ
まな課題に対応するため、2025年までに「横浜型地域包括ケアシステ
ム」の構築を目指しています。
　地域の福祉保健の拠点である地域ケアプラザを中心に、それぞれの
地域の特性に応じたきめ細かな取組を進めています。

市を取り
巻く現状▶▶　　　　　］

市が目指す
2025年の姿

▶▶　　                ］

　市では、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けることができるよう、地域
ケアプラザと一部の特別養護老人ホームに地域包括支援センターを設置
（2017年12月現在140か所）。介護保険のほか高齢者の生活全般にわたって
幅広く相談を受け、必要なサービスや機関につなげます。

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）に
相談してください

よこはまシニアボランティアポイント
地域貢献を通じて生きがいづくり

登録研修会　いずれも13時開始

対象となる活動例

よこはまシニアボランティアポイントとは？
　介護施設などでボランティア活動を行った場合
にポイントがたまり、ポイントに応じて、寄附・換金
できる仕組みです。参加には登録研修会の受講が
必要です。

○介護施設などでのお茶出しやゲームの手伝い
○地域の高齢者への配食・会食サービス

65歳以上の市民が対象

12月21日（木）／開港記念会館
1月11日（木）／旭公会堂
1月17日（水）／青葉公会堂
2月 8日（木）／港南地区センター

かながわ福祉サービス振興会
　 671-0296　  671-0295

現在の参加者は
1万5000人を
突破しました！

2月14日（水）／神奈川公会堂
2月20日（火）／南公会堂
3月14日（水）／西公会堂
3月19日（月）／開港記念会館

イメージキャラクター
健康ほうし君

申込先
※事前申込みが必要です

①納め忘れがあると

　保険料は介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。
納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。
※40～64歳までの人は、加入している医療保険の保険料(介護分)として納付します

　「督促状」、「催告書」を送付しています。指定期日までに納付してく
ださい。（電話による納付案内も実施しています）

②特別な理由もなく、保険料を滞納していると

　保険料を納付している人との公平を図るため、介護保険サー
ビスを利用する際、自己負担が多くなる場合があります。

サービス費用が一時的に全額自己負担
になり、後日申請により保険給付分が払
い戻されます。

滞納した期間に応じて一定期間、サービ
ス費用の自己負担が3割になる場合があ
ります。また、高額介護サービス費など
の支給が受けられません。

1年以上の滞納

2年以上の滞納

健康福祉局介護保険課　　 671-4254　　 681-7789

介護保険サービスの利用有無にかかわらず、法令に基づき
財産差押えなどの滞納処分を受ける場合があります

　高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを最後
まで続けるために、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいが一体的
に提供される、日常生活圏域ごとの包括的な支援・サービス提供体
制。全国各地で地域の実情と特性に応じた構築が進められています。

地域包括ケアシステム

健康福祉局介護保険課　
　 671-4252　
　 681-7789

よこはまシニア通信

＜各区社会福祉協議会＞

972-8836
392-1123
802-2150
751-0739
311-2014
788-6080
841-0256
547-2324
894-8521

青葉区
旭区
泉区
磯子区
神奈川区
金沢区
港南区
港北区
栄区

ボランティア活動を始めてみませんか
瀬谷区
都筑区
鶴見区
戸塚区
中区
西区
保土ケ谷区
緑区
南区

361-2117
943-4058
504-5619
866-8434
681-6664
450-5005
341-9876
931-2478
260-2510

　各区社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボ
ランティアに関するさまざまな相談の受付や情報の提
供を行っています。例えば、運転ボランティアや話し
相手、イベントの手伝いやおでかけの付き添いなどの
ボランティア活動があります。特技や趣味を生かし、
まずは関心のあるボランティア活動を始めてみません
か。新しい発見があるかもしれません。詳しくは、各
区社会福祉協議会へ問い合わせてください。

市介護予防・生活支援サービス補助事業

高齢者施設・住まいの相談センター 気になったら電話や窓口で相談を
【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

　  342-8866　　 840-5816
【受付時間】 9時～17時（土・日曜、祝休日、年末年始は休み）

高齢者の施設や住まいの相談窓口
　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。

「施設のコンシェルジュ」からの
各種サービスの案内
　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ます。

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

提供する施設情報

案内の例
●各施設の入所待ち状況を活用し、比較的入所希望者が多い
多床室（定員2人以上）中心の特養に申込みをしている人に、
早期に入所しやすい個室の特養を案内
●施設の利用料金の支払いに不安を持っている人に、各施設
サービスの利用料金体系や利用者負担軽減制度を案内

予約優先

健康福祉局高齢施設課　　 671-3923　　 641-6408 健康福祉局高齢在宅支援課　　 671-4129　　 681-7789

　認知症は誰もがなる可能性がある病気
です。高齢者の4人に1人が認知症、もしく
は認知症の疑いがあると言われています。
早期診断・早期対応により、病気の進行や
介護の負担が大きく異なります。

よこはま認知症コールセンター

　662-7833
（受付時間：火・木・金曜10時～16時）　※祝日を含む、年末年始を除く

かながわ認知症コールセンター

　0570-0-78674
（受付時間：月・水曜10時～20時、土曜10時～16時）　
※祝日を含む、年末年始を除く

65歳未満の人の疑問や悩みはこちらへ

若年性認知症コールセンター

　0800-100-2707
（受付時間：月～土曜10時～15時）　※祝日、年末年始を除く

各区の高齢・障害支援課、地域包括支援センター（地域ケアプラザと一部の
特別養護老人ホーム）でも相談できます。

※年末年始…12月29日～1月3日

紹介した取組のほかにも、地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護サービスや在宅医療の充実など、さまざまな取組を進めています。

市の
取組

高齢化に関する主な推計値 ※第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
●認知症高齢者

1.4倍
（14万人⇒20万人）

●75歳以上の高齢者

1.4倍
（41万人⇒59万人）

●要介護認定者

1.5倍
（15万人⇒23万人）
2015年⇒2025年

地域ケアプラザ 検 索

※第7期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画のこと。計画期間は平成30年度～32年度

健康福祉局高齢健康福祉課　　 671-3412　　 681-7789

生きがいのある生活のために

第7期計画（素案）の市民意見を募集中（12月28日まで）。
詳しくは、市役所市民情報センター・区役所広報相談係で配布の冊子を確認してく
ださい。

高齢者の介護予防や生活支援の充実を目指して高齢者の介護予防や生活支援の充実を目指して高齢者の介護予防や生活支援の充実を目指して

　市では、高齢者の介護予防や生活支援を充実・強化す
るため、地域でボランティアによる介護予防や生活支援
の活動をしている団体に対し、家賃などの活動に係る費
用を補助しています。
　現在、平成30年度の申請を受付中です。対象団体とな
るためには、介護保険の要支援者を受け入れることなど
各種要件があります。詳しくは各地域ケアプラザや特
養併設地域包括支援センター、各区社会福祉協議会の
「生活支援コーディネーター」へ相談してください。

積み木（栄区）
　私たちは、自分たちの暮らし
ているまちを「誰もが安心して
いきいきと自分らしく暮らし
続けられる地域」にするために
活動しています。
　活動内容は、食事作りに不自
由している人への配食サービ
スや、簡単な筋トレや脳トレも
行う会食会などを実施してい
ます。今後も、この活動をより
安定して実施し続けるために
補助事業への申請をしました。

申請期間：12月26日（火）まで
対　　象：地域でボランティアによる高齢者の
　　　　　介護予防や生活支援の活動をしている団体

健康福祉局高齢在宅支援課　
　 671-3464　　 681-7789

ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指してニーズや状況に応じた施設・住まいを目指してニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して 認知症にやさしい地域を目指して認知症にやさしい地域を目指して認知症にやさしい地域を目指して

厚生労働省資料を一部改変

コールセンターでは介護経験者、専門家などが
相談を受けています



のの振り込め振り込め

電話から電話から

　お金やキャッシュカードを要求する電話はサギで
す。「還付金があるので手続をしてほしい」とATM
操作を指示するサギや、デパート・警察・金融機関な
どを名乗り暗証番号を聞き出してキャッシュカード
をだまし取るサギも増えています。

市民局地域防犯支援課　　 671-3705　　 664-0734

横浜市 振り込め詐欺 検 索

●　　　　　　　　2017（平成29）年 12 月号6

電話で、息子や孫、役所、警察、
企業・団体などを名乗ってお金や
キャッシュカードを要求されたら
それは　　　　です

息子や孫を名乗り・・・
「携帯の番号が変わった」

です

息子や孫の変わる前の番号に
電話して確認してください。

役所を名乗り・・・
「ATMで還付手続してください」

です

ATMで医療費などの払い
戻しはできません。役所の
職員が、ATMの操作方法
を案内することはありませ
ん。

デパートや
警察・金融機関を
名乗り・・・

「キャッシュカードを預かります」

です

暗証番号を聞いたうえで、キャッシュ
カードを受け取りに行くことは絶対に
ありません。

企業・団体を名乗り・・・
「あなたは特別な権利を持っている
名義を貸してほしい」

です

後日、「名義貸しは犯罪。解決す
るにはお金が必要」と言われ脅
されます。「私は関係ありませ
ん」とキッパリ断ってください。

「かばんをなくした」

です

すぐに信用しないで、
一度、電話を切り、本人
に確認してください。
犯人は「リフォーム代、
車代、葬式に使う」と銀
行で言わせます。

このような電話があったらすぐに警察（110番）へ！

・空　き　巣 … 戸締まりを徹底してください。
補助錠の取り付けも有効です。

・ひったくり … バッグを壁側に持つ、
もしくは肩からたすき掛けにしてください。
自転車には防犯ネットを付けてください。

バス車内・公共施設・駅構内などに掲示している被害防止ポスター

年末年始は、サギのほかに空き巣や
ひったくりも増えます。

始まりは始まりは

上記の五つの言葉が出てきたら、
「あなたは本人（本物）ではないと思うので
切らせていただきます」と言い、
電話をすぐに切ってください。

市では、神奈川県警と
協力して振り込め
詐欺防止に
取り組んでいます。
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平成29年度人権啓発ポスター
デザイン：横浜デジタルアーツ専門学校

古谷  望美さん
ふるや　 のぞみ

　私がハンセン病について考える
きっかけとなったのは、私が通う中
学校で毎年設けられている「ハンセ
ン病を正しく理解する週間」で、ハ
ンセン病について学んだことだった。
　それまで私は、ハンセン病につい
て何も知らなかった。しかし、その
時に私は、ハンセン病はらい菌に感
染することで起こる病気であり、ら
い菌は極めて感染力の弱い病原体で、
新薬が開発されたことにより一般的
疾病として完治するものとなってい
ることを初めて知った。それと同時
に、私には疑問がわいてきた。ハン
セン病はそのような感染力の弱い病
気であるのに、なぜ今なおハンセン
病に対する差別が根強く残っている
のだろうか。
　ハンセン病についてもっと知らな
ければならないと思った私は、学校
が一年に二回、毎年行っている「多
磨全生園訪問」に参加することにし
た。
　森に囲まれたそこには庭園や教会、
神社、小さなお店や図書館などが整
備されていて、一つの静かな町となっ
ていた。そんな穏やかな空気が一変
して重く感じられたのは、国立ハン
セン病資料館に足を踏み入れた時
だった。そこでは、一つ一つの資料
が当時の残酷な状況を物語っていた。
特に印象に残っているのは、患者が
子孫を残さないようにさせられたと

いうことだ。療養所では、患者を大
人しく療養所に居させるために結婚
は許したが、その一方で子どもを産
めないようにさせたのだ。すべての
人に結婚も出産も当然認められてい
る現在では、全く想像もできないこ
とだが、当時は実際に行われていた
ことを知り、強い衝撃を受けた。
　療養所に強制隔離され一生療養所
から外に出られない、親や兄弟と一
緒に暮らすこともできない、実名で
名乗ることすらできない、結婚して
も子どもを産むことも許されない、
亡くなっても故郷の墓に埋葬しても
らえない……。そんな想像を絶する
ことが行われ、患者の方々が耐え難
い苦しみを受けてきたということが、
初めて現実として胸に迫ってきた。
　当時、患者の強制隔離に反対した
医師もいたそうだ。しかし、その適
切な考えは受け入れられなかった。
誤った知識や考えに多くの人が流さ
れ、従い、少数の正しい考えが握り
潰されたのだ。
　「無知」と「心の弱さ」―――様々
な差別の原因は、そこにあるのでは
ないだろうか。「無知」と「心の弱さ」
は、誰でも持っている。私の中にも、
ある。だからこそ、学ぶこと、知る
ことが大切だと思う。今回私は、学
校で正しい知識を学ぶことができた
が、もし知らないままだったら、無
意識のうちに差別してしまったかも

しれない。それは恐ろしいことだ。
正しく「知る」ことは、差別のない
社会への第一歩になるに違いない。
　人は誰しも、いつどんな病気にな
るか分からない。そして、病気は誰
のせいでもない。病気だという理由
で、人が誰でも永久に持っている人
権を侵すことは絶対にあってはなら
ないと改めて考えさせられた。
　多磨全生園を訪れ、園内に残る強
制隔離の爪あとを目の当たりにして、
その全てではないにしても私はハン
セン病について現実を「知る」こと
ができた。ハンセン病元患者の高齢
化が進む現在、私たち若い世代は目
を背けずにもっとハンセン病につい
て正しく知る必要があると思う。「知」
は責任を生む。自分たちにできるこ
とを実践することが求められる。根
強く残るハンセン病の差別、そして
あらゆる差別をなくすために、語り
継がれる側から、行動して、語り継
ぐ側へとなっていかなければならな
い。そして、人を尊重し思いやる心
を持っているだろうかと、常に自分
に問いかけていきたい。
　多磨全生園の庭園の空は、すがす
がしく澄んでいた。元患者の方々の
心も澄む日が来るようにと祈りなが
ら、来年もここを訪れようと心に決
めた。

最優秀賞「横浜市長賞」

知る、そして伝え、行動する
横浜共立学園中学校二年

　　　　　　浮穴 絢香
うけな　  あ や か

市民局人権課　　 671-2379　　 681-5453

　法務省が毎年実施する「全国中学生人権作文コンテスト」の横浜市大会にて
「横浜市長賞」を受賞した作品を紹介します。
　これをきっかけに人権について考えてみませんか。

♥♥♥♥

♥

♥ 人権特集 12月４日～10日は人権週間です12月４日～10日は人権週間です
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♥

♥ 人権特集 12月４日～10日は人権週間です12月４日～10日は人権週間です

　同和問題は、「同和地区」または「被差別部落」ともいわれる特
定の地域での出生など、その地域の出身であることなどを理由
として続いている、日本固有の差別問題です。
　この問題に対し、国は2016年12月に「部落差別の解消の推進に
関する法律」を施行しました。そこでは「現在もなお部落差別が
存在する」と規定したうえで、「部落差別は許されないものであ
るとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」と
示しています。
　日本国憲法で、全ての国民に基本的人権が保障されてから70
年が経過した現在でも、特定の地域の出身であるという理由だ
けで、就職・結婚における差別やインターネットへの書き込みな
どによる差別に傷ついている人がいます。
　もしもあなたが自身の出身だけを理由に、周りから不当な扱
いをされたら、どのように感じますか。
　相手の立場に立ち、相手の気持ちに寄り添う心がけが、差別の
ない社会への第一歩なのではないでしょうか。

　私たちは、生命を保ち、豊かに生活するため、さまざまな形で
生き物を利用しています。
　肉や魚、卵や野菜を食べることはもちろん、犬や猫などのペッ
トをかわいがることや、革の靴やバッグを身に付けたり、狩猟や
釣りを楽しむこともそうです。
　普段意識することは少ないですが、このような人と生き物と
の関わりは、多くの人の支えによって成り立っています。
　例えば、牛や豚などの肉が私たちの口に入るまでには、と畜・
解体する食肉処理という仕事が欠かせません。それなのに、「動
物を殺すからかわいそうなこと」と、マイナスイメージを持って
いませんか。その意識が職業に対する差別となり、働く人や家
族を傷つけています。
　生き物をかわいがること、楽しむこと、食べること。すべて、
人が生きていくうえで、当たり前で、自然なことです。
　そのことを、改めて自分の心に問い直してみませんか。

同和問題 ～部落差別解消推進法の制定に寄せて～ 当たり前のこと、自然なこと ～職業差別を考える～

市民局人権課　　 671-2379　　 681-5453 市民局人権課　　 671-2379　　 681-5453

　虐待かどうかは、子どもがどのように感じ、どのように傷つい
ているか、「子どもの立場」から判断されるもので、保護者（親）の
意図とは無関係です。子どもにとって有害な行為、発言であれ
ば「虐待」とみなされます。
●身体的虐待…「殴る・蹴る」「激しく揺さぶる」など
●心理的虐待…「子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるう」

「言葉による脅し」など
●ネグレクト…「食事を与えない」「ひどく不衛生にする」など
●性的虐待……「子どもへの性的行為」「性的行為を見せる」など

　虐待を受けると、集中力や落ち着きがない、感情の起伏が激し
い、人を信用することができないなど、良好な対人関係が築けな
くなる場合があります。虐待は、子どもの心身の成長や人格形
成に重大な影響を与えたり、次の世代に引き継がれるおそれも
あり、子どもに対する最も重大な権利侵害です。「もしかしたら、
虐待かな…」そう思ったら一人で悩まずに相談してください。
一緒に考えましょう。

　2016年4月に施行した障害者差別解消法では、「不当な差別的
取扱いの禁止」と「合理的配慮を提供すること」が求められてい
ます。皆さんは気付かないうちに差別をしてしまっていません
か。イベントなどで、障害のある人に対して一人ではなく家族
と来るよう求めたり、本人を無視して介助者や支援者、付き添い
の人だけに話しかけたり…。
　このような対応は、不当な差別的取扱いに当たります。それ
では、合理的配慮とは何でしょうか。
　聴覚障害のある人に手話で対応することでしょうか？
　視覚障害のある人に点字の資料を準備することでしょうか？
　誰に聞けば、分かるのでしょう。その答えは、「配慮を必要と
している人（障害のある人）」です。障害のある人が必要として
いる配慮は一人ひとり違います。
　そして、どのような配慮を必要としているかはその人にしか
分かりません。まずは、障害のある人と対話をすることから始
めてみませんか？

STOP！子ども虐待 障害のある人とない人の
対話による共生社会を目指して

こども青少年局こども家庭課　　 671-4288　　 681-0925 健康福祉局障害企画課　　 671-3601　　 671-3566

　感染症は、人から人へうつる病気です。そのた
め、誤った知識や思い込みで、感染した人に偏見
を持ち、差別をしてしまうことがあります。
　差別や偏見をなくしていくためには、私たち一
人ひとりが、感染症に対する正しい知識を持つこ
とが必要です。

【HIV／エイズ】
　HIV（ヒト免疫不全ウイルス）とは、エイズを引
き起こすウイルスのことです。このHIVによって免疫力が低下
し、本来なら自分の力で抑えることのできる病気や悪性腫瘍を引
き起こすことによって発症するのがエイズです。
【ハンセン病】
　ハンセン病は、国が誤った隔離政策を行ったことにより間違っ
た考えが広がり、偏見が大きくなりました。

　これらの感染症は、感染力が弱く、日常生活で感染する可能性
はほとんどありません。

　自殺は、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、実際には、
健康問題、経済・生活問題、労働問題、人間関係などさまざまな原
因により、その多くが心理的に「追い込まれた末の死」なのです。
　大切ないのちを「つなぐ」ためには、一人ひとりが、身近な人の
変化に気付き、見守る「ゲートキーパー」になることが必要です。
　自殺で大切な人を失った「自死遺族」には、自責の念や周囲か
らの偏見のため、そのことについて話すことがためらわれ、自ら
の思いを長く心の中に閉じ込めている人が多くいます。遺族が
心の傷を癒やすためには、自らの思いを安心して話せる環境を
つくることが大切です。そのためには、誰もが自殺の現状や自
死遺族の苦痛を理解する必要があるのではないでしょうか。
【こころの悩み相談窓口】
●居住区の福祉保健センター（月～金曜8時45分～17時）
●こころの電話相談　　662-3522（月～金曜17時～21時30分、土・日曜、
　祝休日8時45分～21時30分）

【大切な家族や友人を自死で亡くした人の相談窓口】
●自死遺族ホットライン　　226-5151
（毎月第１・３水曜10時～15時＜祝休日、1月3日は休み＞）

正しい知識と理解をもって ～感染症～ 自殺・自死遺族について

健康福祉局健康安全課　　 671-2729　　 664-7296 健康福祉局障害企画課　　 671-4134　　 671-3566

レッドリボンは、エイズ
に関して偏見をもって
いない、エイズと共に生
きる人々を差別しない
というメッセージです。

よこはま子ども
虐待ホットライン 0120-805-240

はまっ子 2 4 じ か ん
24時間
365日

広報よこはま11月号、12月号に掲載した人権特集は、市民局人権課のホームページでも読むことができます
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■育児休業代替任期付職員
選考区分等詳細は受験案内（区役所
広報相談係、行政サービスコーナー
で配布）か で

試験日＝1月10日（水）～16日（火）の
うち1日（土・日曜除く）
12月15日まで
人事委員会任用課（ 671－3347 

641－2757）
■区役所等勤務の助産師（正規職員）
詳細は受験案内（区役所広報相談
係、行政サービスコーナーで配布）
か で

一次選考＝1月14日（日）
職務経験3年以上の助産師
12月20日まで
こども青少年局総務課（ 671－
4269 663－8061）

■市立特別支援学校嘱託員
　①正看護師②就労支援指導員
詳細は申込書（ から入手）で。②は
若葉台特別支援学校勤務

2018年4月1日時点で65歳未満､
選考｡ ①正看護師免許所持者､
若干名②1人
12月22日まで
教育委員会特別支援教育課（
671－3958 663－1831）

■要介護認定調査員（嘱託員）
採用予定区等詳細は12月18日から
募集要項（区役所高齢・障害支援課
で配布）か で

1月18日まで
健康福祉局介護保険課（ 671－
4256 681－7789）

■脳卒中・神経脊椎センター  看護補助者
詳細は で

選考10人
1月31日まで
脳卒中・神経脊椎センター（
753－2613 753－2859）

■高齢者向け優良賃貸住宅
　①入居者
　②空家待ち登録者
市認定の民間住宅。抽選
①2018年4月予定。港南区日野12戸
②事前に順位を決め、空家発生時に入
居を斡旋。旭区鶴ケ峰、港北区大豆戸町

申込時に在住か在勤の60歳以上
1月12日までに申込書（12月11日
から区役所広報相談係、行政サ
ービスコーナーで配布）で
システムハウジング（ 742－
1000）か建築局住宅政策課（ 671
－4121 641－2756）

■高齢者インフルエンザ予防接種
実施期間の延長
1月31日（水）まで
協力医療機関
60～64歳で指定する障害がある
人か65歳以上
2300円（生活保護受給・市民税非
課税世帯は自己負担免除）
市予防接種コールセンター（
330－8561 664－7296）

■障害者の成人を祝うつどい
申込方法等詳細は問合せか で

1月14日（日）13時
横浜ラポール
成人式に参加が困難な在住の障
害者と保護者
2000円
12月25日まで
市心身障害児者を守る会連盟

（団体交流室内、 475－2062
548－4836）か健康福祉局障害福
祉課（ 671－3602）

■障害者パソコン講習会 基礎1
　①ワード②エクセル

各コース13時、全4回
　①1月16日（火）・18日（木）・23日（火）・

25日（木）
　②1月17日（水）・19日（金）・24日（水）・

26日（金）
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）の肢体・
内部・精神・聴覚等障害者で文字
入力できる人､ 各抽選8人
3160円
12月20日までに に

障害名・等級、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）へ
前記か健康福祉局障害福祉課

（ 671－3602）

■若い命を支えるコンサート市民招待
1月14日（日）15時
みなとみらいホール
抽選25組50人｡ 未就学児応募不可
12月15日までに に を書
いて、文化観光局文化振興課（〒 
231－0017中区港町1－1、 671－
3715 663－5606）へ

■陽だまりコンサート
1月19日（金）13時30分
磯子公会堂
3歳以下入場不可
1000円、問合先で販売中
関内ホール仮事務所（中区常盤町
4－45アートビル､ 662－8411
662－2050、日・月曜・祝日・12月29
日～1月3日休み）

■広瀬和生太鼓判　関内寄席ねくすと
1月28日（日）14時
吉野町市民プラザ
未就学児入場不可
2000円、問合先で販売中
関内ホール仮事務所（中区常盤町
4－45アートビル､ 662－8411
662－2050、日・月曜・祝日・12月29
日～1月3日休み）

■市民ミュージカル
　｢アクアの肖像」

2月11日（祝）14時・18時、2月12日
（休）12時・16時
南公会堂
2200円
12月11日から で事務局（赤い靴
記念文化事業団内、 641－3066 

641－1881）へ
前記か水道局お客さまサービス
センター（ 847－6262）

■講座｢どうする？脳卒中｣
12月17日（日）13時30分
当日先着150人
会場の聖マリアンナ医科大学横
浜市西部病院（旭区矢指町1197－
1､ 366－1111 366－8483）

■男性不妊講演会
個別相談会も｡ 対象・申込方法等詳
細は で

1月13日（土）13時30分
開港記念会館
先着40人
12月11日から
こども青少年局こども家庭課

（ 671－3874 681－0925）
■講座「現場で学ぶ 認知症・心不

全・薬の話」
講義、医療体験ほか

1月27日（土）13時
18歳以上、抽選70人
12月22日までに に を
書いて、会場の市民病院（〒240－
8555保土ケ谷区岡沢町56、 331
－1961 332－5599）へ。 からも可

■市大エクステンション講座
　①関節リウマチの薬物治療と手術療法
　②ホルモン補充療法

各14時。①1月28日（日）②1月31日（水）
①情文ホール

　②アートフォーラムあざみ野
各先着｡ ①230人②150人
12月11日から で市大地域貢
献センター（ 787－8930 701－
4338）へ。 からも可

■教室「関節リウマチのリハビリ
テーション」
1月30日（火）15時
先着50人
12月11日から か に を書
いて、会場のみなと赤十字病院

（ 628－6381 628－6101）へ
■60歳からのアンチエイジングセミナー
食・認知症・就労について。詳細は で

1月10日（水）13時30分
かなっくホール
概ね60歳以上、先着300人
12月11日から でシルバー人材セ
ンター（ 847－1800 847－1716）へ

■薬物依存症者と家族 オープン
セミナー

講演、体験談
1月28日（日）12時
横浜ラポール（港北区鳥山町1752）
当日先着300人
健康福祉局障害福祉課（ 671－
3602 671－3566）

■いのちの電話　相談ボランティア
養成講座

日程等詳細は で
2018年3月31日時点で23歳～ 69
歳、選考40人
7万2000円
2月8日までに申込書（市役所市
民情報センター、区役所広報相
談係で配布。 から入手）を、横
浜いのちの電話（ 333－6163
332－5673）へ
前記か健康福祉局福祉保健課

（ 671－3929）

■ドライブレコーダー活用の交通
安全教室

詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布）か で

各14時30分。1月11日（木）・2月1日（木）
開港記念会館
65歳以上、各抽選25人
12月19日までに か に居住区

希望日を書いて、道路局
交通安全・自転車政策課（ 671－
2323 663－6868）へ。12月22日ま
でに落選者へ通知

■働きたい！ わたしのシンポジウム
障害者の就労体験談と企業講演

1月20日（土）13時30分
サルビアホール（鶴見区鶴見中
央1－31－2）
当日先着550人
予約制
健康福祉局障害企画課（ 671－
3992 671－3566）

■保育士就職支援講座
保育士の職場復帰支援。申込方法等
詳細は で

各12時。1月30日（火）・3月4日（日）
技能文化会館
保育士資格保有者か取得見込者
2日前までにこども青少年局保
育・教育人材課（ 671－2397
664－5479）へ

■青少年サイエンスプログラム
　①化石②プログラミング
高校生による小中学生のための科
学体験教室。対象・申込方法等詳細
は で

各10時
　①2月25日（日）②3月11日（日）

横浜サイエンスフロンティア高校
1月18日まで
よこはまユース（ 662－4170
662－7645）

■建設関連就職フェア
面接会・会社説明会。履歴書持参

1月15日（月）14時～18時30分（受付
は13時30分から）
新都市ホール（西区高島2－18－1
横浜新都市ビル）
ハローワーク横浜（ 222－8609）
か建築局営繕企画課（ 671－3441 

664－5477）
■横浜港客船フォトコンテスト
　入賞作品展

①1月5日（金）まで。9時～ 21時30
分（5日は12時まで）

　②1月9日（火）～2月9日（金）8時45分
～17時15分
①大さん橋国際客船ターミナル

（中区海岸通1－1－4）
　②市役所市民広間

横浜港振興協会（ 671－7241
671－7350）か港湾局客船事業推
進課（ 671－7272）

■横浜能楽堂の保全改修工事見学会
1月27日（土）10時
横浜能楽堂
先着50人
12月11日から か に代表者の

人数を書いて、市建築保全
公社（ 349－5217 664－7055）へ
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■市立学校総合文化祭　文化交流会
小・中・義務教育・高等・特別支援学
校の取組発表、展示ほか

12月16日（土）12時30分～15時30分
戸塚公会堂（戸塚区戸塚町127）
当日先着500人
教育委員会指導企画課（ 671－
4448 664－5499）

■スポーツ医科学センターで 
　①テーピング講座（講義）
　②③テーピング講座（実技）
　④ボディメイク・筋力アップ教室
　⑤冬の健康教室
日程・対象・費用・申込方法等詳細は で

①1月13日（土）②1月20日（土）③1月
27日（土）④1月～3月の水曜・金曜、
各コース全12回⑤1月～3月の月
～金曜、全6～13回
①～④12月11日から⑤12月20日まで
会場のスポーツ医科学センター

（ 477－5050 477－5052）
■市民クルーズ　
　①飛鳥Ⅱ  ハウステンボス
　②ぱしふぃっく びいなす  三河蒲郡
①横浜港発羽田空港着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

①1月8日（祝）～11日（木）
　②3月8日（木）～10日（土）

各抽選。①20室②16室
大人1人

　①13万4100円～②7万4800円～
①12月20日②1月5日までに取扱
旅行会社へ
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■市立保育所の民間移管
2020年4月予定
清水ケ丘（南区）・笹下南（港南
区）・川井宿（旭区）・細谷戸（瀬谷
区）保育園
こども青少年局保育・教育運営課 

（ 671－2400 664－5479）

■市立中学校・義務教育学校後期
課程の就学通知送付

外国籍の入学希望者は、区役所登
録担当へ問合せを

1月19日（金）から
2018年4月入学予定者
前記か教育委員会学校支援・地域
連携課（ 671－3270 681－1414）

※障害に関する相談などは特別支 
援教育総合センター（ 336－6020 

333－1455）へ
■｢成人の日｣を祝うつどい 入場券発送
12月12日までに届かない場合は問
合せを。詳細は で

12月上旬
1997年4月2日～1998年4月1日生
まれの各区在住者
教育委員会生涯学習文化財課

（ 671－3283 224－5863）
■国民年金保険料はクレジット

カードでも納付できます
毎月納付か、6か月・1年・2年前納。
過去の未払い分等は利用不可

年金事務所へ
前記か健康福祉局保険年金課

（ 671－2418 664－0403）
■夜間HIV即日検査の実施

1月16日（火）17時30分～19時。検査
結果説明は当日検査の60分後
中区役所別館（中区日本大通35）
健康福祉局健康安全課（ 671－
2729 664－7296）

■ウオーキングポイントの申込み
はお早めに

申込方法等詳細はチラシ（市役所
市民情報センター、区役所健康づ
くり係で配布）か で

18歳以上
1月31日（在勤・在学は1月9日）まで
事務局（ 0570－080－130 0120
－580－376）

■市有地販売・入札不落等物件の売払い
販売地等詳細は募集要領（問合先
で配布。 から入手）で。売却済み
の場合あり、事前に問合せを

2月23日まで
財政局取得処分課（ 671－2264 

662－5369）
■ポートサイドまちづくりトラス

ト助成事業
平成30年度に個人・団体が行う
ポートサイド地区の環境整備、調

査研究、広報活動等に
1月10日までに申込書（後記事務
局で配布。 で請求可）で
事務局（三井住友信託銀行内、
03－5232－8910 03－5232－8919）
か都市整備局都心再生課（ 671
－3857）

■2018年横浜港客船入港カレン
ダー付ポスター販売中
市役所市民情報センター､ 有隣
堂伊勢佐木町本店（中区伊勢佐
木町1－4－1）ほか
350円
郵送希望は で横浜港振興協会

（ 671－7241 671－7350）へ。
からも可
前記か港湾局賑わい振興課（
671－2888）

■年末年始の施設の休み
　①市・区役所、行政サービスコーナー
　②バス営業所定期券発売窓口
　③市バス・地下鉄定期券発売窓口
　④市立図書館18館
市の施設は年末年始は原則休館。
①は本紙最終ページで
④返却ポストも利用不可（12月28
日17時～1月3日）

①②12月29日（金）～1月3日（水）
　③12月31日（日）～1月3日（水）
　④12月29日（金）～1月4日（木）（12月

28日は17時閉館）
①～③市コールセンター（ 664
－2525 664－2828）

　④中央図書館（ 262－7334 262
－0052）

■市営地下鉄の大みそか終夜運転
詳細は12月初旬から で

12月31日（日）～1月1日（祝）
市コールセンター（ 664－2525 

664－2828）
■市役所市民相談室　
　年始の相談予約
法律等専門相談の予約は、希望日
の2週間前の同じ曜日から受付

1月5日（金）・9日（火）・10日（水）
市民局市民相談室（ 671－2306 

663－3433）

■｢明治150年｣の取組
国・地方自治体・民間で関連施策を
実施。詳細は で

政策局政策課（ 671－2010 663
－4613）

■環境アセスメント図書の縦覧
　（仮称）東高島駅北地区 C地区棟

計画環境影響評価準備書
意見書の提出は問合先へ

12月15日～1月29日（予定）
区役所企画調整係（港北・栄・南
区）、広報相談係（磯子・神奈川・
港南・鶴見・中・西区）、問合先で
環境創造局環境影響評価課（
671－2495 663－7831）

■市民意見募集
　①（仮称）横浜市住宅宿泊事業条例
　②高齢者居住安定確保計画素案 
　③横浜教育ビジョン2030素案 
　④旧上瀬谷通信施設における国

際園芸博覧会基本構想（素案）
資料の閲覧・配布（①は閲覧のみ）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

①12月19日まで
　②12月15日～1月5日
　③12月15日～1月15日
　④12月20日～1月19日

①文化観光局観光振興課（ 671－
2596 663－6540）

　②建築局住宅政策課（ 671－
2922 641－2756）

　③教育委員会教育政策推進課（
671－3243 663－3118）

　④政策局政策課（ 671－3125
663－4613）

■公共事業事前評価市民意見募集
　①本牧ふ頭Ａ突堤道路整備事業
　②相模湖系導水路（川井接合井

から西谷浄水場）改良事業
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中区②旭・瀬谷・保土ケ谷
区）で。 からも可

12月1日～1月4日
①港湾局物流企画課（ 671－
7305 671－0141）②水道局計画
課（ 633－0182 663－8820）

■みなとみらいホール〔西区みなと
みらい2－3－6、 682－2000 682－
2023、12月11日､ 1月1・2日休み〕
①ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
②ミシェル・ブヴァール オルガン・リサイタル
③ジャストコンポーズド バンドネオン×ピアノ

①1月3日（水）15時
　②2月3日（土）15時
　③2月25日（日）17時

①5000円～ 8500円②2500円③
3000円、会場で販売中

■自然観察の森〔栄区上郷町1562－
1､ 894－7474 894－8892、月曜・
12月28日～1月4日休み〕
①森を守るボランティア体験
②親子でバードウオッチング
申込方法等詳細は（②は12月11日
から） で

①12月17日（日）9時30分
　②1月28日（日）10時

①小学生以上（小学生は保護者
同伴）

　②6歳～中学生と保護者、抽選30人
①12月16日②1月15日まで

■男女共同参画センター〔 横浜
（戸塚区上倉田町435－1、 862－

5052 862－3101、第4木曜・12月28日
～1月3日休み）､ 横浜南（南区南太
田1－7－20、 714－5911 714－5912、
第3月曜・12月29日～1月3日休み）、

横浜北（青葉区あざみ野南1－17－
3、 910－5700 910－5755、第4月曜・
12月29日～1月3日休み）〕
①シネマ｢人生フルーツ｣②夫婦関
係・離婚をめぐる法律講座  DV・モ
ラハラ編③公募型男女共同参画事
業募集説明会

①1月19日（金）10時・13時30分②1月23
日（火）10時③各10時｡ =1月24日（水）、

＝1月13日（土）、 ＝1月16日（火）
① ､ ② ､ ③
①各先着65人

　②女性、先着35人
①800円②1200円
予約制・有料。①③1歳6か月～未
就学児②2か月～未就学児
12月11日から で各会場へ。
からも可

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、12
月20・21日休み〕
①新春特選 ニッポンの芸
②笑福亭鶴光一門会
③柳亭市馬独演会
④三遊亭兼好横浜ひとり会
⑤白酒ばなし

①1月4日（木）11時30分②1月8日
（祝）14時③1月10日（水）19時④1月
14日（日）14時⑤1月15日（月）19時
3100円

■市立動物園〔 ズーラシア（旭区
上白根町1175－1、 959－1000
959－1450、火曜・12月29日～1月1日
休み）､ 野毛山動物園（西区老松
町63－10、 231－1307 231－3842、
月曜＜祝日の場合翌日＞・12月29
日～ 1月1日休み）、 金沢動物園

（金沢区釜利谷東5－15－1、 783－
9100 782－9972、月曜＜祝日の場
合翌日＞・12月29日～1月1日休み）〕
年賀状用撮影スポット

1月4日（木）まで 

800円 500円

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－
2、 263－3055 263－3031、12月4・
11・29日～1月3日休み〕
①横浜狂言堂
②能の花 能を彩る花
①｢末広｣｢素袍落｣②｢東北」

各14時
　①1月14日（日）②2月10日（土）

①2000円､ 12月9日12時から か
で②5000円～7000円、会場で

販売中
■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日・12月29日
～1月3日休み〕
教室｢インターネット・携帯電話の
落とし穴」

1月26日（金）13時30分
保土ケ谷公会堂（保土ケ谷区星
川1－2－1）
当日先着100人

※手話通訳希望者は問合せを
■開港資料館〔中区日本大通3、
201－2100 201－2102、月曜・12月
28日～1月3日休み〕
展示「開港場横浜の原風景」

1月28日（日）まで
200円
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ちょうの

ハマナビ 検 索

横浜10大ニュース 検 索

横浜10大ニュース市民が選ぶ

　横浜の魅力、横浜で開催するイベント、市のさまざまな取組を楽しく、
わかりやすく紹介する広報テレビ番組「ハマナビ」。3人のナビゲーター
が、市内を飛び回り、あらゆるスポットを現地取材します。

横濱001グッズの視聴者プレゼントあり！
取り上げてほしいテーマ、
とっておきの情報も募集中です。

～広報テレビ番組「ハマナビ」放送中！～

市民局広報課　　 671-3742　　  661-2351

市民局広聴相談課　　 671-2335　　 212-0911

ごみ袋で作る簡単雨がっぱ

男女共同参画センター横浜の情報ライブラリを紹介

山下公園でのオープニング撮影

　年末恒例の「横浜10大ニュース」を市民の皆さんの投
票により決定します。今年、市内で起こった出来事や市
政ニュースから投票してください。投票した人の中か
ら、抽選で賞品をプレゼント。
　投票結果は、年末発表予定！  家族や友人と一緒に投
票をお願いします。

横浜ならではの賞品をプレゼント（抽選）

12月12日（火）まで12月12日（火）まで投票受付中

※プレゼントはコース別に選べます

①ホームページで投票
②専用はがき
　（市役所市民情報センター・区役所広報相談係で配布）で投票

グルメ・グッズコース

文化・アミューズメントコース

スポーツ応援コース

「横浜の宝」ツアーコース

最近取り上げたテーマで反響が大きかったのは
「ヨコハマトリエンナーレ2017」「ハマの防災術」
「相鉄線特集」などです。区の特集も人気があります。

取材の様子

奮闘するナ
ビゲーター

の

芦崎愛さん
、佐藤美樹

さん、根岸
佑輔さん奮闘するナ

ビゲーター
の

芦崎愛さん
、佐藤美樹

さん、根岸
佑輔さん

毎週土曜18時から、
テレビ神奈川で放送

3ch

「林市長と語る2018年の横浜」。林市長
が2018年に開催されるイベントや市政
などを紹介します。

12月の放送予定
12月 2日　みなとみらい特集
12月 9日　横浜で活躍する犬
12月16日　知られざる横浜のすごい企業
12月23日　ハマナビ2017

あしざきまな

投 票 方 法

ニュース項目から、印象に残っている
ニュースに投票してください（自由記載
も可）。

広報ラジオ番組も絶賛放送中

YOKOHAMA My Choice!
FM 84.7MHz　毎週日曜  9時30分～10時

パーソナリティ  丁野奈都子さん
●観光、文化、イベント、身近な情報など横浜の旬な話題を
　軽快な音楽とともに紹介

ホッと横浜　　　　　　　
AM1422kHz　毎週木・金曜  16時30分～16時35分

リポーター  岩崎里衣さん  ほか
●現地リポートで、横浜の身近な話題やイベント情報を紹介

横浜流儀～ハマスタイル～
AM1134kHz
ワイドFM91.6MHz
毎週土曜  
5時10分～5時20分

ちょうの

り え

次号、新春号は12月29日発売予定！
（市役所市民情報センターは1月4日からの販売）

　特集は「イギリスと横浜」。東京
2020オリンピックで英国代表チーム
の事前キャンプ地となる横浜は、幕末
期から、イギリス人外交官などが活躍
しました。近代日本に多大な影響を
与えたイギリスとの関係を探ります。

季刊誌  横濱

2017年秋号
は、好評発売
中。相鉄線
の新たな魅
力を紹介し
ています。

定価
610円

ラジオはインターネットでも聴くことができます ラジコ 検 索

ようこそ横浜　　　　　　　
AM1242kHz
ワイドFM93.0MHz
毎週金曜  
10時47分～10時52分頃

市役所市民情報センター、
県内・都内の主な書店などで販売

横浜を感じるミニコラム

 『オンリーワンの人生を大切に』 新垣 勉（テノール歌手）

　母親代わりに私を育ててくれた祖母は音楽が好
きで、洗濯物を畳みながら、料理をしながら、琉
球民謡を歌っていました。辛いときやさびしいと
き、楽しいとき。さまざまな時に祖母が民謡を口
ずさむのを聞いて、自分も真似をして歌っていま
した。メロディに言葉をのせることで、人の心に
深く入り、人を生かし、人を癒す。歌にはそうい
う素晴らしい力がある。「音楽ってすごいな」と子

どもながらに感じていました。
　歌うことが好きで、小さいころはどこででも歌
っていました。みんなが聞きたい歌をリクエスト
してくれ、歌うと喜んでくれた。勉強は劣等生だ
ったけれど、虫歯がないことと、歌が歌えること
で褒めてもらえた。声を使って人の役に立てる、
これが自分らしさだと気づき、これを磨くことが
使命だと思うことができました。
　子どもたちは比較されてばかり。でも、一人ひ
とりがかけがえのない輝きを持っています。人と
比べるのではなく、自分の宝を磨くことが大事。
ナンバーワンでなくオンリーワン。子どもたちに
そのことを伝えるために学校コンサートを続けて
います。
　沖縄から本土に渡って初めて歌ったのが保土ケ
谷公会堂、次が神奈川県民ホール。横浜には不思
議な縁を感じます。横浜に移り住んで４年。空気

はいいし、朝は鳥がなく。インターナショナルな
雰囲気があるのも自分に合う。
　「平和」というと、おおごとに考えがちですが、
お互いを認め合い、大切にする、そんな小さな行
動の積み重ねだと思います。私は、メロディにの
せて歌うことで、平和のメッセージを横浜から届
けていきたいと思っています。

新
あら がき

垣 勉さん：1952年沖縄県生まれ。沖
縄県立盲学校、東京クリスチャンカレッ
ジ卒業、西南学院大学神学部卒業。武
蔵野音楽大学声楽科卒業、同大学院
修了。2012年東京クリスチャン音楽大
学客員教授就任、後世の人材育成にも
力を入れている。2017年横浜文化賞受
賞。12月8日に受賞記念のコンサートを
かなっくホール（神奈川区）で開催。保
土ケ谷区在住。

プロフィール
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年末年始の情報年末年始の情報
ごみと資源物の収集 急な病気やけが

市・区役所、行政サービスコーナー

燃やすごみ、燃えないごみ、スプレー缶、乾電池の収集

古紙・古布などの資源集団回収

エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

パソコン

●収集日程の詳細は、集積場所に貼り出すチラシで確認してください
●年末年始もごみは朝8時までに出し、収集後は絶対に出さないでください

　通常の曜日どおりの収集〈12月31日（日）～1月3日（水）を除く〉。

　または　 222-7119（すべての電話で利用可能）へ。

　住んでいる地域により異なります。資源集団回収場所で確認するか、
回収業者へ直接問い合わせてください。

粗大ごみ　※事前申込制
　12月は申込みが混み合うため、年内に収集できない場合があります。

　各メーカーに問い合わせてください。

　家庭で不要になった水銀式の体温計・血圧計・温度計を区役所や一部
薬局・ドラッグストアなどで回収しています。

※その他の引き取り方法など詳しくは

家電リサイクル推進協議会（引き取りを依頼する場合）
　 0120-632-515
　 0120-014-353

年末　12月29日（金）まで
年始　  1月 5日（金）から

年末　12月30日（土）まで
年始　  1月 6日（土）から

月・金曜が収集日の地域 火・土曜が収集日の地域

年末年始の休業日は事前に問合せを

横浜市 家電製品 検 索

横浜市 パソコン 検 索

横浜市 水銀 検 索

各区の資源循環局事務所か資源循環局業務課　　 671-2557　　 662-1225

横浜市救急相談センター＜年中無休・24時間対応＞
　＃7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）

（ 　  番を選択）

（ 　  番を選択）

1

2

夜間急病センター　受付時間　毎日19時30分～24時

休日・夜間の歯痛

証明書のコンビニ交付サービス

212-3535

911-0088

806-0921

内 小

内 小
内 小

眼 耳

診療科目　　　内科　　　小児科　　　眼科　　　耳鼻咽喉科
※休日昼間の急病時は、各区の休日急患診療所（区版に掲載）を利用してください

内 小 眼 耳

歯科保健医療センター（中区相生町6-107）　　 201-7737
【日曜、祝日と12月29日～1月4日】　10時～15時30分　　
【夜間】毎日19時～22時30分

医療局救急・災害医療担当　　671-2465　　 664-3851
医療局がん・疾病対策課 　　 671-2444　　 664-3851

12月29日（金）～1月3日（水）
12月9日（土）・23日（祝） 9時～12時
戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部業務

閉庁
期間

12月の区役所の
土曜日開庁

　他都市、他機関に問合せが必要な業務など、一部取扱いができないも
のがあります。取扱業務など詳しくは問合せを。

　マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書など
をコンビニのマルチコピー機で取得できるサービスです。

市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828

桜木町（中区桜木町1-1）

北　部（都筑区牛久保西1-23-4）

南西部（泉区中田北1-9-8）

12月31日（日）～1月3日（水）

横浜市 資源循環局 粗大ごみ 検 索

水銀式体温計などの回収

収集休み

プラスチック製容器包装、缶・びん・ペットボトル、小さな金属類

粗大ごみ受付センター

インターネット受付

電話での申込み 0570-200-530

※12月30日12時～1月3日に申込みした人への返信
　（収集日などのお知らせ）は、1月4日以降

※12月31日～1月3日は受付休み（携帯電話・IP電話などの定額制、無料通話などの通話
料割引サービスを利用している人は　 330-3953）

月～土曜（祝日も受付）8時30分～17時

!
!

12月28日（木）まで

その時、受診可能な病院・診療所の案内
医療機関案内
看護師が、症状に基づく緊急性や、受診の必要性についてアドバイス
救急電話相談

医療機関案内FAX（聴覚障害者専用）　  212-3808

横浜市救急受診ガイド
　パソコンやスマートフォンで、急な病気やけがの緊急性を
確認できます。各区消防署にて、冊子も配布しています。

休止
期間 12月29日（金）～1月3日（水）

マイナンバーカードに関するお知らせ マイナンバーカードでe-Taxを利用したい人へ

　通知カードと一緒に送付している申請用封筒の差出有効期間が
「平成29年（2017年）10月4日」までと記載されていますが、2019年
5月31日まで切手を貼らずにそのまま使用できます。
　また、申請用封筒が手元にない場合は、ホームページからダウン
ロードできます。

　カードの交付は申請してから1～2か月程度かかります。
　確定申告でe-Taxを利用予定の人は、早めの申請をお願いします。

マイナンバーカード総合サイト 検 索

2017年10月4日までのマイナンバーカード
申請用封筒は引き続き使えます！

■e-Tax（国税電子申告・納税システム）について
　 ヘルプデスク（国税庁）　　 0570-01-5901
（土・日曜、祝日、12月29日～1月3日を除く）

■マイナンバーカードの申請方法について
　 市コールセンター 　　 664-2525　　 664-2828

イータックス
マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

【発行】  市民局広報課     671-2332     661-2351


