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　このたび、横浜市長の重責を引き続き担わせていただくことになりました。
373万人の市民の皆様の暮らしを守り、横浜を将来にわたり成長させていく
責任の重さに、改めて身の引き締まる思いです。これまで8年にわたり築いて
きた市民の皆様との信頼関係と実績を土台に、横浜のために全力で取り組ん
でまいります。

　今回の選挙で、市内各所を回り、多くの皆様と直接お話をさせていただきました。特に、「子育て」「教
育」「高齢者のケア」への関心が高く、また、横浜を花と緑にあふれた街にしてほしいとのお声もありまし
た。このほか、「待機児童対策」「女性の活躍支援」「災害対策」の強化、そして、すべての土台となる「横浜
経済の活性化」への切実な期待も伺いました。市の施策はすべてつながっています。高齢化の進展や人
口減少の到来など、横浜を取り巻く状況は、年々厳しさを増し、多くの課題が山積していますが、一つひ
とつの施策を着実に実らせて、横浜の成長と発展につなげてまいります。
　これから、横浜は大きな飛躍の時を迎えます。2019年のラグビーワールドカップ、3度目となる「ア
フリカ開発会議」、2020年には東京オリンピック･パラリンピック。これらの機会を国際都市横浜の街
づくり、そして、魅力づくりに活かしていきます。
　今後も「オール横浜」でチャレンジを続け、市民の皆様が幸せを実感できる、明るく希望に満ちた横浜
を実現してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

第32代市長就任のご挨拶
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こころの健康に関する市民意識調査こころの健康に関する市民意識調査

●　　　　　　　　2017（平成29）年 9 月号2 　　　　　　　 2017（平成29）年 9 月号　●3

　あなたやあなたの周りの人は、こころの悩みを抱えてい
ませんか。9月10日の世界自殺予防デーにちなみ、こころ
の健康や自殺対策について考えてみましょう。

　いくつかの悩みごとが重なり、支援がなく深刻化すると
「解決のためには死ぬしかない」と追い詰められていきま
す。自殺は誰にでも起こり得ることです。
　2016年の自殺者数は全国で2万1,897人、市では507人（2016
年警察統計）でした。日本の自殺死亡率※は主要先進7か国
の中で最も高い状況です。

※人口10万人あたりの自殺者数

　アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症…依存症の人
は、意志が弱い?　本人の性格が、依存症にさせている?　それは違
います。誰でもなる可能性があります。
　例えばアルコール依存症は、お酒の飲み方をコントロールできな
くなる病気です。お酒を飲み続けることで、食事や睡眠がおろそか
になり、自身の健康を害したり、生活資金のやりくりができなく
なったりします。それが原因で日々の生活が面倒になり、家事や仕
事、学校を休みがちになり、本人がお酒を飲み続けるための言い訳
をして人間関係を悪くさせることもあります。
　依存症は、糖尿病や高血圧のような慢性疾患に例えられることも
あります。正しい知識を得たり、上記の相談先などのさまざまな助
けを借りたりしながらお酒や薬物、ギャンブルなどに頼らない日々
を続けることで、回復をしていくことが可能です。

※依存症…医学的には依存症は、アルコールや薬物など、ある特定の物質の使用に関して「やめたくて
も、やめられない」状態のことですが、今回は、行為や過程に関してそのような状態に陥ることを含め
て依存症と表現しています

自殺はとても身近な問題

依存症って知っていますか？
健康福祉局障害企画課　　 671-4134　　 671-3566

こころの健康相談センター　
　 671-4455　　 662-3525

こころの健康に関する市民意識調査
（2016年10月実施）

本気で自殺をしたいと
　　　　　　　考えたことがある

周りで自殺をした人がいる

自殺を思いとどまった理由

「相談をして思いとどまった」
　　　　　　　　　人の相談相手

6～7人に  1人

5人に  2人
「家族や大切な人・
友人などの存在」
「時間の経過」が  3割
6割以上が
友人や同居家族

9月は「自殺対策強化月間」 
世界自殺予防デー（10日）、自殺予防週間（10日～16日）に
あわせ、市では9月を「自殺対策強化月間」としています

依存症について
～その理解と援助、自殺対策の視点から～
10月3日（火）　14時～16時　
会　場：開港記念会館（中区本町1-6）
講　師：　村　理司さん

（横浜市立大学附属市民総合医療センター  精神医療センター助教）

定　員：先着400人　
申込み：9月11日（月）からホームページか電話かFAXで

市大地域貢献センターまで

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

※手話・筆記通訳、保育の申込みは、　
　9月15日（金）15時までに、こころの健康相談センター　　671-4455　　662-3525 へ

講 演 会

災害に遭ったその時、

私たちの命は、
私たちで守る

いま、地震が起きたら、どう行動するか

周りのためにできることが、必ずある

災害への備えとともに
自助・共助の大切さを次の世代に

　災害の発生を防ぐことはできませんが、
被害を減らすことはできます。そのため
には「市民一人ひとりの日頃の備え（自
助）」と「地域での助け合い（共助）」が欠か
せません。自助・共助の大切さを共通認識
として持ってもらうために策定したもの
が「よこはま地震防災市民憲章」です。こ
の憲章をもとに発災時に心がけることや
日頃の備えについて紹介します。総務局危機管理課　　 671-4351　　 641-1677  よこはま地震防災市民憲章 検 索

大地震が来た !  その時に

強い揺れを感じたら、
その場にあった身の安全を図る

避難する時はガスの元栓を
締め、電気のブレーカーを落とし、
備蓄食品と常用薬を持って行く

うわさやデマに
惑わされることなく、
冷静な行動を

強い揺れ、長い揺れを感じたら
津波の可能性が…  大声で周りに
知らせながら高いところへ避難を

揺れが収まったら、
速やかに火の始末を

●自宅の耐震化、家具の転倒防止対
策を行う

●地域を知り、地域にある危険性を
知っておく（地域の安全な場所は
どこか、日頃から確認しておく）

●最低3日分の飲料水・食料とトイレ
パックを備蓄し、消火器を設置す
る

●家族や大切な人との連絡方法を決
めておく

●いっとき避難場所、地域防災拠点
や広域避難場所、津波からの避難
場所を確認しておく

●家族で、地域で、会社で防災訓練に
参加する

災
害
が
起
き
た
時
に
役
立
つ

　
　
　
　
日
頃
の
備
え

近所の高齢者、
障害者の安否を
確認し、安全な
場所へ移動する

　大地震では転倒・移動した家具類が負
傷や逃げ遅れの原因になります。自分
や家族の命を守るために、家具の転倒防
止対策を行いましょう。

家具の転倒防止対策 大地震の際の火災に備え
「感震ブレーカー」を設置しよう

同居している家族全員が次の①～③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）。
①75歳以上
②障害者手帳の交付を受けている
③介護保険法による要介護・要支援の
　認定を受けている

申込み：9月1日（金）～11月30日（木）

横浜市まちづくりセンター
　 262-0666（月～金曜：10時～16時）　　 
　 315-4099（聴覚・言語に障害のある人専用）

総務局危機管理課
　 671-3456　　 641-1677

転倒防止器具の無料取付け代行
先着

200件

　大地震で発生した火災の6割以上が電気
に起因する火災と言われています。大き
な揺れを感じて電気を自動的に止める「感
震ブレーカー」の設置は、地震時の出火を
大きく減らす効果が期待できます。

簡易タイプ
ホームセンター・

家電量販店などで購入

分電盤タイプ
電気工事店など
による設置工事

　狭あい道路は、道路の幅員が4m未満の狭い道路です。9月1日から改正条例が施行され、原
則として整備促進路線に接する土地で建築行為などをする際は、建築確認申請などの30日以
上前に協議の申請が必要となります。

狭あい道路沿いの土地で建築行為などをする際は、拡幅整備に関する協議が義務化 建築局建築防災課　
　 671-4544　　 663-3255

横浜市　iマッピー 検 索
iマッピーのページから、対象の場所を検索。地図の表示後、
「建築基準法道路種別」をチェック。白い網掛けで表示され
ている道路が狭あい道路の整備促進路線です。

整備促進路線の調べ方

横浜市　狭あい 検 索詳しくは

机の下では
机の脚をつかむ

何もない場所では、「だんごむし」のポーズ

パソコン

ブレーカー

スマホ ラジオ

テレビ

　人は、他の誰かとのつながりの中で生きています。一人
で悩まず、友人や家族など身近な人、あるいは相談・支援機
関に相談してください。
　心配して声をかける、心理的に支える、必要なサポート
につなげる、周りの人が悩んでいる人のためにできること
はたくさんあります。

横浜市　生きる 検 索

本人のほか、家族や友人が相談することもできます。

相 談 先

大切な人を自死・自殺で亡くした人へ

依存症で困っている人に

こころの病・こころの健康

自死遺族ホットライン
　 226-5151  第1・3水曜（祝休日を除く）　

　 10時～15時
自死遺族の集い「そよ風」
安心して思いを語り合う集いです。
第3金曜10時～12時30分
会場：こころの健康相談センター
　　　（中区日本大通18 KRCビル）
　 671-4455　　 662-3525

依存症相談〈面接相談（予約制）・電話相談〉
こころの健康相談センター内 
　 671-4408  月～金曜（祝休日を除く）

　 8時45分～17時

各区役所  精神保健福祉相談
月～金曜（祝休日を除く）  8時45分～17時
詳しくは居住区の高齢・障害支援課へ問い合わせを（予約制）

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

さとし

横浜市　防災 検 索
いざという時は
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に起因する火災と言われています。大き
な揺れを感じて電気を自動的に止める「感
震ブレーカー」の設置は、地震時の出火を
大きく減らす効果が期待できます。

簡易タイプ
ホームセンター・

家電量販店などで購入

分電盤タイプ
電気工事店など
による設置工事

　狭あい道路は、道路の幅員が4m未満の狭い道路です。9月1日から改正条例が施行され、原
則として整備促進路線に接する土地で建築行為などをする際は、建築確認申請などの30日以
上前に協議の申請が必要となります。

狭あい道路沿いの土地で建築行為などをする際は、拡幅整備に関する協議が義務化 建築局建築防災課　
　 671-4544　　 663-3255

横浜市　iマッピー 検 索
iマッピーのページから、対象の場所を検索。地図の表示後、
「建築基準法道路種別」をチェック。白い網掛けで表示され
ている道路が狭あい道路の整備促進路線です。

整備促進路線の調べ方

横浜市　狭あい 検 索詳しくは

机の下では
机の脚をつかむ

何もない場所では、「だんごむし」のポーズ

パソコン

ブレーカー

スマホ ラジオ

テレビ

　人は、他の誰かとのつながりの中で生きています。一人
で悩まず、友人や家族など身近な人、あるいは相談・支援機
関に相談してください。
　心配して声をかける、心理的に支える、必要なサポート
につなげる、周りの人が悩んでいる人のためにできること
はたくさんあります。

横浜市　生きる 検 索

本人のほか、家族や友人が相談することもできます。

相 談 先

大切な人を自死・自殺で亡くした人へ

依存症で困っている人に

こころの病・こころの健康

自死遺族ホットライン
　 226-5151  第1・3水曜（祝休日を除く）　

　 10時～15時
自死遺族の集い「そよ風」
安心して思いを語り合う集いです。
第3金曜10時～12時30分
会場：こころの健康相談センター
　　　（中区日本大通18 KRCビル）
　 671-4455　　 662-3525

依存症相談〈面接相談（予約制）・電話相談〉
こころの健康相談センター内 
　 671-4408  月～金曜（祝休日を除く）

　 8時45分～17時

各区役所  精神保健福祉相談
月～金曜（祝休日を除く）  8時45分～17時
詳しくは居住区の高齢・障害支援課へ問い合わせを（予約制）

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

さとし

横浜市　防災 検 索
いざという時は
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10、11月はみどりアップ月間

　横浜みどりアップ計画で、着々と横浜の緑が守られ、魅
力ある緑がつくられています。
　気軽なみどりアップの楽しみ方を紹介します。全国都
市緑化よこはまフェアで多くの人でにぎわった場所もあ
ります。秋のみどりアップを楽しみましょう！

横浜みどり税を活用し進めている横浜みどりアップ計画。
21年度からスタートし、26年度からは2期目が始まっています。
3か年の成果を横浜みどりアップ葉っぴーが紹介します。

※報告書は、区役所広報相談係や、みどりアップ計画ホームページで
　確認できます

地域ぐるみの緑のまちづくりが
35地区で進んでいるよ

みどりアップ計画で市内の水田の
90%(120.8ヘクタール)を保全して
いるよ

3年間で、日産スタジアム39個
分(266.6ヘクタール)の面積
の森が保全されたよ

横浜みどりアップ計画とは
緑豊かな環境を将来に残すために、市民の皆さ
んと一緒に緑を守り、つくり、育てていく計画。
「市民とともに次世代につなぐ森を育む」、「市民
が身近に農を感じる場をつくる」、「市民が実感
できる緑をつくる」の3つの柱で進めています。

みどりアップ月間　2017 検 索

横浜市　収穫体験農園 検 索

詳しくは

　全国都市緑化よこはまフェアの会場となっ
た山下公園や港の見える丘公園（中区）のロー
ズガーデン。秋にもバラが見頃を迎えます。

　かつては横浜にも田んぼがたくさんありました。
一面に広がる田んぼや、森と田畑が一体となった
谷戸の美しさは、かけがえのない風景です。

　市内で気軽に楽しめる「収穫体験農
園」で季節の旬の野菜や果物を収穫で
きるほか、直売所や青空市でも秋の味
覚が楽しめます。

　森の生き物情報を学び、環境学習や自然
体験イベントが楽しめます。散策の前に立
ち寄ると、新しい発見があるかも。

　すがすがしい空気の中で、食べるお弁当は格別です。現在37
か所の市民の森が公開されており、今後も続々と開園します。

全国都市緑化よこはまフェアの様子（港の見える丘公園  中区山手町）（5月撮影）

寺家ふるさと村（青葉区寺家町）

池辺市民の森（都筑区池辺町）

ウェルカムセンター
寺家ふるさと村  「四季の家」（青葉区寺家町414）
新治里山公園  「にいはる里山交流センター」（緑区新治町887）
環境活動支援センター交流スペース（保土ケ谷区狩場町213）
舞岡ふるさと村  「虹の家」（戸塚区舞岡町2832）
自然観察の森  「自然観察センター」（栄区上郷町1562-1）

市民の森ガイドマップ好評配布中
市役所市民情報センターや環境創造局みどり
アップ推進課で無料配布しています。ホーム
ページでも公開しています。

詳しくは市版最終ページを参照

全国都市緑化よこはまフェアでの
里山ガーデンの様子

10月1日（日）～11月30日（木）
5館のスタンプを集めると、

すてきな景品を
プレゼント

「横浜みどりアップ計画」全体について　　　 環境創造局政策課　　 671-4214　　 641-3490
「横浜みどりアップ計画」各事業について　  環境創造局みどりアップ推進課　　 671-2712　　 224-6627
「横浜みどり税」について　　　　　　　区役所税務課または財政局税務課　　 671-2253　　 641-2775

秋バラの見頃
10月中旬～11月上旬

やと
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■市営久保山墓地・日野こもれび
納骨堂使用者

詳細は申込書（区役所広報相談係、行
政サービスコーナーで配布）か で
9月29日まで
健康福祉局環境施設課（ 671－
2450 664－6753）

■市技能職員
ごみ等の収集運搬、水再生セン
ター等での清掃など。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＝10月29日（日）
1983年4月2日～2000年4月1日生
まれの人
9月22日まで
総務局人事課（ 671－4003 662
－7712）

■市立病院勤務の正看護師（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12日（日）
正看護師・助産師か平成29年度
中に免許取得見込者
10月31日まで
医療局病院経営本部人事課（
0120－74－4174 664－3851）

■通学区域特認校  平成30年度就学者
特色ある教育を実施している小中
学校に通学区域外から通える制
度。詳細はチラシ（区役所広報相談
係で配布）か で
小学校・義務教育学校12月15日､
中学校1月19日まで
教育委員会学校計画課（ 671－
3252 651－1417）

■敬老月間　施設の市民優待利用
住所・年齢が確認できる書類持参
①9月15日（金）～18日（祝）・20日（水）・
21日（木）②9月16日（土）～18日（祝）
③9月18日（祝）④9月18日（祝）～22
日（金）
①金沢動物園、ズーラシア

　 ②ランドマークタワー（展望フロア）
　③そごう美術館、日本郵船氷川
丸、日本郵船歴史博物館、人形
の家、帆船日本丸・横浜みなと博
物館、マリンタワー（展望フロア）
　④ふれーゆ
①～③65歳以上④60歳以上
①～③無料④半額
①～③市コールセンター（ 664 
－2525 664－2828）④前記か会場
のふれーゆ（ 521－1010）

■高齢者インフルエンザ予防接種
10月1日（日）～12月31日（日）
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）

■養育費セミナー
申込方法等詳細は で

10月20日（金）10時
青少年育成センター
ひとり親家庭か離婚予定の親、
抽選20人
1歳6か月～未就学児（予約制）
9月27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）

■よこはま障害者就職面接会
10月20日（金）12時30分～16時
文化体育館
障害者手帳所持者
10月6日までにハローワーク（横
浜〈中区山下町209帝蚕関内ビ
ル、 663－8609〉、港北〈港北区
新横浜3－24－6、 474－1221〉、横
浜南〈金沢区寺前1－9－6、 788－
8609〉）へ障害者手帳を持参
前記か健康福祉局障害企画課
（ 671－3992 671－3566）

■障害者パソコン講習会 基礎2
　①ワード②エクセル
各13時､全4回
　①10月17日（火）・19日（木）・24日（火）・
26日（木）②10月18日（水）・20日（金）・
25日（水）・27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。基礎1
受講者か、①文書作成・編集可能
な人②基本的関数がわかる人。
各抽選8人
3160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）

■横濱ジャズプロムナード
料金等詳細は で
10月7日（土）・8日（日）
実行委員会（ 211－1510 221－
0216）

■青少年のための音楽会　横響
①オペラ名曲集
②オベロン序曲（ウェーバー）ほか
①9月20日（水）19時②10月29日（日）14時
県立音楽堂
各1000円、チケットポート横浜
店（西区高島2－16－B1－430）で②9
月21日から販売（①は販売中）
事務局（ 080－3308－1321）か文
化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■関内ホールで
　①ひなたぼっこコンサート
　②関内寄席 三遊亭小遊三・林家
　たい平 二人会
①9月24日（日）11時・13時30分

　②10月14日（土）14時
①未就学児と保護者2人1組②未

就学児は入場不可
①1組1000円②3600円、問合先で
販売中
会場の関内ホール（中区住吉町4
－42－1、 662－8411 662－2050、
9月11・12日、10月10日休み）

■ヨコトリダンス
10月1日（日）13時・15時
ランドマークプラザ（西区みな
とみらい2－2－1）
文化観光局文化プログラム推進
課（ 671－4170 663－1928）

■わんにゃん ファミリーコンサート
人と動物の関わりを伝える。ペット
同伴不可。申込方法等詳細は で
11月12日（日）13時30分
戸塚公会堂
小学生以下と家族、抽選560人
10月6日まで
市動物愛護センター（ 471－2111 
471－2133）

■講座｢前立腺がんの早期発見と
治療法｣
9月19日（火）14時
市大金沢八景キャンパス
抽選100人
9月15日までに か に 居住区

を書いて、市大附属病院（
787－2887 787－2901）へ

■講座｢慢性呼吸不全の最新治療｣
9月24日（日）13時30分
横浜ラポール（港北区鳥山町1752）
当日先着100人
もみじ会（杉本 ・ 901－7446）
か健康福祉局障害福祉課（ 671
－3602）

■総合保健医療センターから  講座
　 ①② LDLコレステロールが気に

なる人へ③精神障害者当事者と
学ぶ暮らしと資源
①10月5日（木）14時

　②10月7日（土）14時
　③10月14日（土）13時30分
①横浜ラポール②③申込先で
各先着100人
①②500円
9月14日から か に 希望
日を書いて、総合保健医療セン
ター（ 475－0178 475－0002）へ

■講演｢知ろう防ごう脳卒中｣
10月25日（水）13時30分
関内ホール（中区住吉町4－42－1）
当日先着800人

※手話通訳希望者は10月11日まで
に申込みを
脳卒中・神経脊椎センター（
753－2500 753－2859）

■教室｢小児の食物アレルギー｣
10月26日（木）15時
先着50人
1歳～未就学児（予約制）
9月11日から か に 保育
希望の有無を書いて、会場のみ
なと赤十字病院（ 628－6381
628－6101）へ

■シンポジウム｢がんになっても
安心して暮らせる緩和ケア｣
12月9日（土）12時15分
開港記念会館

抽選250人
11月30日までに に を書
いて、中区役所高齢・障害支援課
（〒231－0021中区日本大通35）へ
医療局・がん疾病対策課（671－
2721 664－3851）

■講演｢里親家庭の体験談｣
10月14日（土）14時
開港記念会館
先着50人
1歳6か月～未就学児（予約制）
9月11日から に 居住区 保
育希望は子の 性別を書いて、こ
ども青少年局こども家庭課（ 671
－2394 681－0925）へ。 からも可

■高齢者健康福祉講演会
健康体操も｡申込方法等詳細は で
11月7日（火）13時30分
健康福祉総合センター
抽選200人
10月13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）

■訪問看護入門研修
申込方法等詳細は問合せか で
11月16日（木）・17日（金）､全2回
看護師免許所持者､選考30人
10月12日まで
会場の県看護協会（ 263－2933 
263－2905）か健康福祉局高齢

在宅支援課（ 671－2405）
■シンポジウム｢知っておきたい

輸入食品｣
10月28日（土）10時
社会福祉センター
先着300人
2歳～未就学児（予約制）
9月19日から か に を書
いて、健康福祉局食品衛生課（
671－2461 641－6074）へ

※保育・手話通訳希望者は10月20
日までに申込みを

■講座①宇宙で活動する技術 放
射線が見せる世界②見て聞いて
触って がん治療を感じよう
①10月7日（土）14時

　②10月22日（日）9時30分
パシフィコ横浜
①小学生、抽選100人

　②小学5年～中学生､抽選50人
①9月30日②10月15日までに で
文化観光局MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■防災ライセンス資機材取扱講習会
申込方法等詳細は で
各9時。①10月14日（土）②10月21日
（土）③10月29日（日）④11月11日（土）
①共進中学校②立野小学校

　③生麦小学校④川井小学校
各抽選48人
①9月22日②9月29日③10月6日

　④10月20日まで
総務局危機管理課（ 671－2011 
641－1677）

■つながりのまちづくりフォーラム
申込方法等詳細は で
11月1日（水）17時
情文ホール
先着200人
9月11日から
市民活動支援センター（ 223－
2666 223－2888）
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■講座｢CO2削減とエシカル消費｣
申込方法等詳細は9月11日から で
10月1日（日）10時30分、10月29日
（日）13時30分
県民センター
各先着30人
9月11日から
県ファイナンシャルプランナーズ
協同組合（ 315－0121 315－0122）
か経済局消費経済課（ 671－2584）

■経営者講演会
申込方法等詳細は9月11日から で
12月4日（月）15時
横浜メディア・ビジネスセンター
市内中小企業経営者か市内で創
業予定の人、先着50人
9月11日から
横浜企業経営支援財団（ 225－
3714 225－3738）

■シルバーIT講習　入門
申込方法等詳細は問合せを
各コース火・水曜、全2回
　午前＝9時15分、午後＝13時30分
　《初めてのパソコン》10月10・11日午前
　《初めてのワード》10月17・18日午前
　《初めてのエクセル》10月17・18日午後
各コース50歳以上、抽選18人
3700円
9月25日まで
会場のシルバー人材センター（
847－1800 847－1716）

■カタログで楽しむ美術展
9月20日（水）～10月9日（祝）
会場の中央図書館（西区老松町
1､ 262－7336 262－0054）

■動物愛護フェスタよこはま
災害時のペット対策ほか。詳細は で
9月23日（祝）10時～15時。荒天中止
山下公園
市動物愛護センター（ 471－
2111 471－2133）

■ヨコハマ大学まつり
一部要事前申込。詳細は で

9月30日（土）・10月1日（日）10時30分
～18時
クイーンズスクエア（西区みな
とみらい2－3）周辺
政策局大学調整課（ 671－4272 
664－9055）

■保育士就職面接会
9月24日（日）13時～16時
新都市ホール
保育士資格保有者か取得見込者
9月23日までに で
事務局（ 681－3734 681－3735）
かこども青少年局保育対策課
（ 671－4469）

■訪問看護就職説明会
10月17日（火）10時30分
健康福祉総合センター
看護師免許所持者、選考40人
10月3日までに で横浜在宅看
護協議会（ 080－6680－1133）へ。
からも可
前記か健康福祉局高齢在宅支援
課（ 671－2405 681－7789）

■横浜農業探検隊  参加者募集
直売所見学とサツマイモ掘り等｡費
用等詳細は で
10月9日（祝）9時15分
舞岡ふるさと村
抽選30人
9月15日までに に 代表者の
参加者全員の を書いて、環境創
造局農政推進課（〒231－0017中区港
町1－1､ 671－2635 664－4425）へ

■浄水場と耐震補強工事現場 バス見学会
申込方法等詳細は で
10月21日（土）9時、関内駅集合
小雀浄水場
抽選30人
9月29日まで
水道局建設課（ 331－5560 332
－1494）

■川井浄水場・道志水源林バス見学会
道志の湯入浴（実費負担）も。申込
方法等詳細は で
10月31日（火）8時、関内駅集合
抽選45人
9月29日まで
水道局水源林管理所（ 0554－52
－2004 0554－52－2915）

■男女共同参画の未来図 30周年記念式典
パネルディスカッションも。詳細は で

11月12日（日）13時30分
情文ホール
抽選200人
1歳6か月～未就学児（予約制）
9月30日までに に 保育
希望・手話通訳の有無を書いて、
市男女共同参画推進協会（ 862
－5141 862－3101）へ

■家族一緒に秋の葉っぱで仮装をしよう
申込方法等詳細は で
10月21日（土）10時
1～4歳と保護者､先着15組30人
9月12日から
会場の環境活動支援センター
（ 711－0635 721－6356）

■市民クルーズ
　①ぱしふぃっくびいなす 伊勢
　②飛鳥Ⅱ 四日市・大阪
　③ぱしふぃっくびいなす 
　屋久島と瀬戸内海・京都 
横浜港発着。詳細はチラシ（区役所
広報相談係で配布）か で
①11月14日（火）～16日（木）
　②11月17日（金）～21日（火）
　③11月21日（火）～26日（日）
抽選。①16室②20室③15室
大人1人。①7万6500円～②17万
6800円～③19万3800円～
①9月30日②9月20日③9月25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）

■スポレク中央イベント
一部要事前申込。詳細は9月5日か
らチラシ（区役所地域振興課で配
布）か で
10月15日（日）10時～15時。荒天中止
新横浜公園（港北区小机町3300）
市体育協会（ 640－0018 640－
0024）

■リレー・フォー・ライフ・ジャパン 横浜
がん征圧チャリティーウオーク
9月30日（土）12時～10月1日（日）12
時。荒天中止
臨港パーク（西区みなとみらい1－1－1）
1000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）

■横浜FC対アビスパ福岡戦 市民招待
対象・申込方法等詳細は9月11日から で
10月7日（土）18時
ニッパツ三ツ沢球技場
9月11日から
横浜FC（ 372－5212）か市民局ス
ポーツ振興課（ 671－3584 664
－0669）

■スポーツ医科学センターで
　①健康・体力チェック
　②秋の健康教室
②費用・申込方法等詳細は で
①10月15日（日）10時・13時
　②10月～12月の月～金曜
①18歳以上､当日先着100人
　②16歳以上、各抽選30～80人
②9月20日まで
会場のスポーツ医科学センター
（港北区小机町3302－5、 477－
5050 477－5052）

■水道みちウオーキング
水道施設の見学も。コース・申込方
法等詳細は で
10月5日（木）・16日（月）・18日（水）・27
日（金）・11月15日（水）
各抽選30人
9月15日まで
水道局総務課（ 633－0110 664
－6774）

■国民健康保険被保険者証の更新
10月からの新しい証（9月中に郵
送）の有効期限は2019年7月31日に
変更。保険料を滞納していると、有
効期限の短い証を交付の場合も
居住区の区役所保険年金係か
健康福祉局保険年金課（ 671－
2423 664－0403）

「ヒアリ」に注意してください

を動画で紹介しています
「広報よこはま拾い読み」では、広報よこはまの
おすすめ記事を動画で配信しています。

広報よこはま拾い読み 検 索

区役所で保管しているマイナンバーの通知カードは

10月31日（火）で交付を終了します
　2015年11～12月中に郵送
され、不在などで受け取られ
ず区役所に返送された通知
カードは、2017年10月31日で
交付を終了します。

市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828
または区役所戸籍課

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

横浜市　通知カード　受取 検 索

　毒を持つ特定外来生物「ヒアリ」が
7月に横浜港で発見されました。ヒ
アリと思われるアリを見つけても、絶
対に素手で触らないでください。

「ヒアリ」の特徴
●赤茶色でツヤツヤしています。
　腹部（おしり）の色は暗めです。
●攻撃性が強く、毒針で刺します。

ヒアリと思われるアリを見つけたら？ 
●アリを踏む、巣（アリ塚）を壊すなど刺

激しない
●個体は市販のアリ用殺虫剤で駆除が可能

ヒアリに刺されたら？ 
　刺されると、熱いと感じるような激し
い痛みがあります。
●刺された後、20～30分程度
　安静にし、体調の変化がないか注意。
●息苦しさ、激しい動悸やめまいなど　
　の症状が出た場合
　重度のアレルギー反応「アナフィラキ
シー」の可能性が高い。救急車を要請す
るなど、すぐに医療機関の受診を。その
際、「アリに刺されたこと」「アナフィラ
キシーの可能性があること」を伝える。

※ヒアリは、これまで日本では見つかっていませんでしたが、6月
以降各地で発見されています。その多くは、外国から運ばれて
きたコンテナの中や、コンテナを水揚げするコンテナヤードで
見つかっています

環境創造局政策課　　 671-2478　　 641-3490 または
区役所生活衛生課
土・日曜、祝休日は、市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828 ヘ

横浜市　ヒアリ 検 索

※集団の中には
　いろいろな大きさ
　のアリが混じって
　います

体長2.5～6.0mm

環境省「ストップ・ザ・ヒアリ」
を基に作成

居住区の戸籍課で受け取ってください。
持参物：写真付き公的本人確認書類1点（顔写真付きでない場合は

2点）。代理人受取の場合は別途書類が必要です。

再発行のため、手数料（500円）がかかります。
マイナンバーカードは初回交付のみ無料です。

・ 紛失などによる通知カードの再発行は、有料です。
・ 引っ越しなどの理由で、現在の居住区で受け取れ

ない場合があります。

マイナンバー（個人番号）を知らせるカード

注意

まだ受け取っ
ていない場合

11月以降に
受け取る場合

通知カードの見本

紙製

市
の
施
設
で
は
、
定
期
点
検
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ど
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、
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業
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い
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す
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。
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市役所市民情報セン
ター、県内・都内の
主な書店ほかで発売

9月 2日
 9日
16日
23日
30日

※タイトルは変更になる場合があります

横浜の防災
働く人の健康づくり
活躍するシニア
横浜の月
ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017

10：47～10：52頃
5：10～5：20

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

大岡川を
めぐる物語

2017（平成29）年 9 月号

■みなとみらいホール〔西区みな
とみらい2－3－6、 682－2000
682－2023、9月4・25日休み〕
①市招待国際ピアノ演奏会
②菊地裕介　関本昌平　2台ピアノ
③�フィリップ・ジョルダン指揮�
ウィーン交響楽団
①11月3日（祝）14時
　②11月22日（水）12時10分
　③11月26日（日）15時
①3500円②1800円③8000円～ 
1万8000円､会場で販売中

■山手西洋館〔エリスマン邸（中区
元町1－77－4、 ・ 211－1101、第2
水曜休み）〕
絵本読み聞かせ
9月21日（木）・10月19日（木）10時30分
6歳以下と保護者、当日先着30組
60人

■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）休み､10月は無休〕
①シルバーウイークイベント
②文化祭
①ステージやブース出展
②自然環境関連イベント
荒天中止
　①9月16日（土）～18日（祝）
　②10月7日（土）～9日（祝）
500円

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031､ 9月11日・

10月2日休み〕
①横浜狂言堂
②能の花�能を彩る花
③初めての能楽教室
①｢栗焼｣｢月見座頭｣②｢紅葉狩 紅葉
ノ舞 群鬼ノ伝｣③謡・仕舞、能管、太鼓
①10月8日（日）14時②11月23日（祝）
14時③11月～2018年2月、各全
10回と合同発表会
①2000円、9月9日12時から か
で②5000円～7000円､会場で

販売中③2万4000円
③9月15日までに で

■歴史博物館〔都筑区中川中央1－
18－1､ 912－7777 912－7781、月
曜（祝日の場合翌日）休み〕
展示｢横浜に稲作がやってきた」
9月16日（土）～11月12日（日）
300円

■野島青少年研修センター〔金沢
区野島町24－2､ 782－9169 701－
9599〕
秘密基地作り
申込方法等詳細は で
10月28日（土）～29日（日）の1泊2日
小学3～6年生、抽選30人
5000円
10月10日まで

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、 
9月20・21日休み〕
①爆笑演芸会
②笑福亭福笑�独演会
③小満ん・正蔵�二人会
④ハマコタ�入船亭小辰�ひとり会
⑤�小南治改メ三代目桂小南�襲名
披露公演
①10月11日（水）14時②10月14日（土）
14時③10月15日（日）14時④10月22
日（日）14時⑤10月30日（月）19時
1500円～3100円、会場で販売中

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室｢地産地消ヨコハマの野菜たち｣
10月6日（金）13時30分
戸塚公会堂（戸塚区戸塚町127）
当日先着500人

※手話通訳希望者は9月15日まで
に申込みを

■自然観察の森〔栄区上郷町1562－
1、 894－7474 894－8892、月曜（祝
日の場合翌日）休み〕
①秋の森まるごと体験
②自然案内人講座
申込方法等詳細は で。①小学生
以下は保護者同伴
①10月22日（日）10時②11月4日
（土）・5日（日）9時30分、全2回
①先着30人②中学生以上、先着30人
②1000円
9月11日から

■帆船日本丸・横浜みなと博物館
〔西区みなとみらい2－1－1、 221－
0280 221－0277、月曜（祝日の場
合翌日）休み、9月19日開館〕
①乗りものクイズラリー
②総帆展帆
③総帆展帆協力者募集
④親子お魚料理教室
①会場の5施設でクイズに答える
と先着で特典あり③④申込方法等
詳細は で
①10月29日（日）まで
　②9月23日（祝）10時30分から帆を
広げ､ 16時までにたたむ。荒天中止
　③訓練日＝10月14・15・21日の土・
日曜10時、全3回。予備日22日
　④10月14日（土）9時
①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・横浜みな
と博物館､三菱みなとみらい技術
館④中央卸売市場
③訓練に参加可能な原則18～59
歳④小学4年～中学3年生と保護
者、抽選15組30人
①各施設による④1000円
③9月30日④10月4日まで

■開港資料館〔中区日本大通3、
201－2100 201－2102、月曜（祝日
の場合翌日）休み〕
展示「横浜の西洋人社会と日本人」
10月22日（日）まで
200円

■自殺予防週間　特別相談会
各13時～16時。9月14日（木）・21日
（木）・26日（火）・28日（木）
市役所市民相談室
各日先着。こころの健康相談3
人、借金相談6人
9月11日から か直接、市民局
市民相談室（ 671－2306 663－
3433）へ

■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
外国籍の入学希望者は区役所登録
担当へ
10月中旬
2018年4月入学者
前記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・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4日～15日に通学校へ
前記か教育委員会学校支援・地
域連携課（ 671－3270 681－
1414）

■市住宅供給公社住まいるインの移転
　①住まいの相談窓口
　②ヨコハマりぶいん・高齢者向

け優良賃貸住宅等賃貸住宅募集
窓口
10月1日（日）
①西区高島2－18－1横浜新都市ビル
　②神奈川区栄町8－1ヨコハマポー
トサイドビル
市住宅供給公社（ ①451－7762
②451－7766 451－7707）

■｢都市計画の方針｣｢線引き｣
　 全市見直しに関する都市計画案

の縦覧
意見書の提出等詳細は問合先へ
9月下旬～10月上旬（予定）
縦覧＝問合先。閲覧＝区役所区
政推進課（中区を除く）か で
建築局都市計画課（ 671－2657 

664－7707）
■環境アセスメント図書の縦覧
　中外製薬株式会社横浜研究拠点

プロジェクト　環境影響評価方
法書

意見書の提出は問合先へ
9月25日（月）～11月8日（水）（予定）
問合先か戸塚区役所企画調整係
環境創造局環境影響評価課（
671－2495 663－7831）

横浜を感じるミニコラム

 『ラグビー魂を伝えたい！』 吉田 義人（ラグビー元日本代表・世界選抜）

　僕には3つの故郷がある。まずは生まれ育った秋
田県男鹿半島、海と山に囲まれ自然の宝庫だ。あ
る日「ラグビーやろうぜ！」と友達が楕円球のボー
ルを持ってきた。前後左右予測がつかず転がる不
思議なラグビーボールにたちまち夢中になり、雪
の積もった田んぼで日が暮れるまで遊んだ。これ
がラグビーとの出逢い、９歳の時だった。次は大

学時代から現役選手として数々の想い出を授かっ
た東京。3つ目は今現在、家族と共に暮らす横浜。
緑豊かで海もある横浜はどことなく男鹿半島の景
色と似て懐かしさを感じる。
　その横浜が2019年ラグビーワールドカップ決勝
地になった。震えが止まらなかった。ラグビーは先
頭になって相手と闘う「勇気を試されるスポーツ」。
一人ひとりにポジションが与えられ、誰もが適材
適所で仲間に貢献でき、それが誇りになる。助け
合い認め合うことで仲間と一致団結し共に成長し
ていく。イギリスのパブリックスクールで教育に
取り入れられてきたラグビーは、子どもたちの心
身の成長に最適なスポーツだと思う。一人でも多
くの日本の子どもたちにラグビーに親しんでもら
うため世界初で0歳からのラグビーリトミックを開
発し、ラグビー普及活動を始めた。「Welcome to 
YOKOHAMA！」世界中の子どもたちと友達になれる

日のために。
　決勝戦では世界最強の闘いの中、横浜市民の皆
さんと「ラグビー」を合言葉に世界中のお客様を歓
迎するその日を思うと熱い気持ちが込み上げてく
る、このラグビー魂を伝えたい！

Welcome to YOKOHAMA！

吉田義人さん：横浜市在住。秋田工業
高校、明治大学主将として共に全国優
勝。19歳で日本代表入り。世界の15人に
3度選抜、伊勢丹ラグビー部主将～筑波
大学大学院スポーツ教育修士号取得。31
歳で渡仏、日本人初の1部リーグプロラグ
ビー選手となる。横河電機ヘッドコーチと
して全勝優勝でトップリーグに昇格。明
治大学ラグビー部監督就任、14年ぶり対
抗戦優勝を果たす。現在、日本スポーツ
教育アカデミー理事長として活動。7人
制ラグビーチーム「サムライセブン」監督
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ラグビー　2年前イベント　横浜 検 索

□ 車のキーや免許証などを探し回ることが増えた
□ 曲がる際にウインカーを出し忘れることが増えた
□ 何度も行っている場所への道順が
　 すぐに思い出せないことが増えた
□ 車庫入れで壁やフェンスに車体をこすることが増えた
□ 駐車場所のラインや、枠内に合わせて
　 車を停めることが難しくなった
□ 急発進や急ブレーキ、急ハンドルなど、
　 運転が荒くなった（と言われるようになった）
□ 車の汚れが気にならず、あまり洗車をしなくなった
□ 洗車道具などをきれいに整理しなくなった
□ 好きだったドライブに行く回数が減った
□ 同乗者と会話しながらの運転がしづらくなった

運転時の認知機能チェックリスト

　長年の運転経験があり、交通事故とは無縁だった高齢
ドライバーでも、加齢による身体機能・認知機能の低下
によって、事故を引き起こす可能性が高まります。
チェックリストで3つ以上の項目に該当し、気になる人
は専門機関の受診を検討しましょう。
　また、運転に少しでも不安を感じたら、免許証を思い
切って返納してみませんか。返納すると、免許証の代わ
りに公的な証明書として使用できる「運転経歴証明書」
の交付を受けることもできます。返納手続きは、運転免
許本部または最寄りの警察署で行うことができます。

道路局交通安全・自転車政策課　　 671-2323　　 663-6868
免許証自主返納について　　県警察運転免許本部　　 365-3111

消防局消防団課　　 334-6403　　 334-6510

　全国都市緑化よこはまフェアの
里山ガーデンで大好評だった大花
壇が、再びオープンします。
　コスモスや市内産のマリーゴー
ルドなど、彩りあふれる秋の花々
で春とは違った趣の大花壇となり
ます。
　よこはまフェアで広報親善大使を務めた三上真史
さんがデザインしたウェルカムガーデンも再登場。
　隣接する「よこはま動物園ズーラシア」を楽しめる
企画などもあります。

【会場】  里山ガーデン（旭区上白根町1425-4）

環境創造局公園緑地整備課
　 671-4125　　 671-2724

里山ガーデンの大花壇が
秋の装いでオープン
9月22日（金）～10月22日（日）

消防団って何？
　市の消防団員は、非常勤・特別職の地方公
務員です。普段は本来の仕事や学業、家事
をしながら、災害時など必要な時に活動し
ます。市内には20の消防団があり、それぞ
れの地域性に合わせて活動しています。

どんな活動をしているの？
　火災を中心に、地域で発生した災害に消
防署と協力して対応しています。普段は、
各種災害に対応するための訓練だけでな
く、防災指導や救命指導などを行い、地域の
防災リーダーとして活躍しています。

どんな消防団員がいるの？
　満18歳以上で市内在住・在勤・在学の人な
ら、入団できます。会社員や自営業をはじ
め、学生や主婦その他、職種・年齢・性別を問
わず、さまざまな消防団員がいます。

消防団員
大募集 一緒に活動してみませんか

　将来、救急救命士
としてたくさんの
人の命を守りたい
という夢があり、学生でも活動ができる消
防団に興味を持ちました。
　ホースの取扱訓練や、現場で実際に使用
している資機材の取扱方法を学べるので、
「いざという
とき」に役立
てたいと思
います。

青葉消防団

尾関　歩香さん
あゆか

震災対策訓練

「地域を守りたい」という気持ちさえあれば、
だれでも活躍できる場があります。
入団に関する問い合わせは、
消防局消防団課まで。

高齢ドライバー事故  あなたは大丈夫ですか？

　日産スタジアム史上初のラグビー日本代表戦。スタンドからぜひ応援を。9月2日
（土）からチケット一般販売開始。自由席3,000円～（メインスタンド4,500円、ゴール
裏3,000円、小・中学生1,000円）。
※すべて前売価格 市民局ラグビーワールドカップ担当　　671-4566　　664-0669

ラグビーワールドカップ2019TM

大会2年前イベント in YOKOHAMA
9月18日（祝）14時

【会場】マークイズみなとみらい
（西区みなとみらい3-5-1）

　ラグビー元日本代表選手
らによるトークショーのほ
か、限定グッズが当たる抽
選会など楽しい企画が盛り
だくさん。決勝の地、横浜
でラグビー色満載の1日を
楽しんでください。

提供：NPO法人高齢者安全運転支援研究会
監修：日本認知症予防学会理事長  浦上克哉

三上真史さん

今年の秋は、里山でお花見！

運転経歴証明書

リポビタンDチャレンジカップ2017
ラグビー日本代表 VS オーストラリア代表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ラグビーワールドカップ2015準優勝国11月4日（土）
14時40分 キックオフ  日産スタジアム（港北区小机3300）

ラグビー日本代表戦　11月4日 検 索

里山ガーデン　秋の大花壇 検 索

詳しくは


