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ヨコハマトリエンナーレ2017 ―島と星座とガラパゴス― 開幕
接続と孤立から世界のいまを考える
会　期：8月4日（金）―11月5日（日）　休場日：第2・第4木曜

　3年に1度開催される現代アートの国際展「横浜トリエンナーレ」。
　グローバル化が急速に進む一方で、紛争や難民・移民の問題、英国のEU離脱などで世界は大
きく揺れています。ヨコハマトリエンナーレ2017では、接続と孤立をテーマに、世界のいま
を考える約40組のアーティストによるさまざまなアート作品を展示します。

詳しくは２ページで。

※セット券
上記鑑賞券にプラス600円で、BankART Life Vパスポート・黄金町バザール2017パスポートがセットになります（中学生以下無料）

鑑賞券（当日）
メイン会場に会期中1回ずつ
入場できるチケット

一般

1,800円

大学･専門学校生

1,200円

高校生

800円

パオラ・ピヴィ《I and I（芸術のために立ち上がらねば）》2014　Photo: Guillaume Ziccarelli Courtesy of the Artist & Perrotin

チケット

ヨコトリ 検 索

中学生以下・障害のある人と
その介護者1人

無料
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　同和問題は、「同和地区」あるいは「被差別部落」とも言われ
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、現在もなお存在する、いわれなき差別問題です。
　私たちは普段から「差別はいけないこと、私には人を差別
する意識はないし、差別したこともない」と考えているで
しょう。ですが、気づかないうちに、偏見や差別によって、他
人を傷つけかねないということを心に留めておく必要があ
ります。
　2016年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施
行されました。そこでは、「現在もなお部落差別が存在する」
と位置付けられ、「部落差別は許されないものである」という
認識の下に、「部落差別を解消する必要性に対する国民一人
ひとりの理解を深めるよう努めることにより、部落差別のな
い社会を実現すること」が示されました。
　同和問題解決への第一歩として、まずは、自分の中にある
先入観や固定観念を見つめなおし、相手を傷つけないものの
見方、考え方を一緒に深めてみませんか。

現在もなお存在する差別　～同和問題～

♥♥♥♥

♥

♥

市民局人権課　　 671-2718　　 681-5453

人権について考えよう
通知カード・マイナンバーカードを

受け取りましたか？

　郵送した際に、不在などで受け取ることができなかっ
た通知カードは、住んでいる区役所で保管しています。
　本人確認書類を持参し、住んでいる区の区役所戸籍課
で受け取ってください。

　交付通知書（案内はがき）に書いてある受取期限が過ぎていても、
マイナンバーカードを渡しています。
　受取方法は区によって異なります。確認の上、早めに受け取ってく
ださい。

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

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

横浜市　マイナンバーカード　受取 検 索

通知カードを受け取っていない人へ

マイナンバーカードを申請し、受け取っていない人へ

ご注意

※通知カード：マイナンバー（個人番号）を知らせる紙製のカードです

　2回目の開催となる「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」は、障害の有無にかかわらず、アートの力で多様な人々が出会い、お互いを理解し、協働でき
る社会を目指したプロジェクトです。
　前回展「first contact」からの3年間は、出会った人と人が関係性を掘り下げ、相互理解を深めてきました。
　今回のテーマは「sense of oneness とけあうところ」。互いの個性や特徴を生かし合い、社会にあふれる「壁」や「境界線」をとかしていく瞬間
を体感しませんか。

　横浜トリエンナーレは、横浜臨海部の歴史的建造物や倉庫、空きオフィスなどをアー
ティストの活動の場に転用した「創造界隈拠点」をはじめ、アートを通じたまちづくりを
行っています。会期中は、幅広い世代の皆さんが楽しめるよう、さまざまなアートプログ
ラムを開催します。
会　　場：横浜美術館、赤レンガ倉庫1号館、開港記念会館地下
開場時間：10時～18時（最終入場17時30分）

※10月27日～29日、11月2日～4日の6日間は20時30分まで開場（最終入場20時）

ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017

アートをつくりに出かけよう！
アートを感じに出かけよう！

1万人とつくろう！
　市内からアジア諸国まで、そして子どもから大人までさまざまな人々が制作に参
加し、制作人数1万人を目指す世界規模のワークショップです。

◆whitescaper
　形状保持の特殊な糸を手で編んで、巨大なアート作品を作ります。
会場：象の鼻テラス（中区海岸通1）
日時：8月の水曜  11時～17時
料金：無料
※この他、市内各所でワークショップを実施します。詳細はホームページを確認してください

つくったものが実を結ぶ！
　「不思議の森の大夜会」をテーマにフェスティバルを開催します。ワークショッ
プで制作した巨大なアート作品や、パフォーマンスを披露します。
会場：象の鼻パーク、象の鼻テラス（中区海岸通1）
日時：10月7日（土）～9日（祝）
料金：無料（一部有料プログラムあり）

whitescaper 前回の様子 Photo : Kyosuke Asano

臨時福祉給付金の申請はしましたか？
　臨時福祉給付金（経済対策分）は、消費税率引上げに伴う所得の
少ない人への影響を緩和するためのものです。給付金を受け取
るには申請が必要であり、期限後は受け付けできませんので早め
に申請してください。

　対象要件
　28年1月1日時点で市内に住民票があり、28年度分の市民税が課
税されていない人（課税者に扶養されている人、生活保護・中国残
留邦人などに対する支援給付などを受給している人を除く）。
※28年度臨時福祉給付金の受給者も申請が必要です

　給付金額　

1人につき 1万5,000円（支給は1回です）
　申請期限　

29年 9月6日（水）まで（当日消印有効）
専用ダイヤル （29年12月28日まで設置 毎日9時～18時）
　 0120-391-370　　 664-2271

給付金キャラクター
カクニンジャ

ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017 検 索

ハローダイヤル　　 03-5777-8600（8時～22時）
組織委員会　　　　 663-7232　　 681-7606

ヨコハマトリエンナーレ2017が展開される3つの会場

セット券でヨコトリと一緒に楽しめる
アートプログラム

そのほか、周辺で行われるアートプログラム

横浜美術館（西区みなとみらい3-4-1） 赤レンガ倉庫1号館（中区新港1-1-1） 開港記念会館地下（中区本町1-6）
　アイ・ウェイウェイ（艾未未）が横浜美術館の
外壁と柱を使い、救命ボートと救命胴衣を用い
て難民問題に関連した大型のインスタレーショ
ン※を発表するなど、屋外・屋内にさまざまな作
品が展示されます。

Creative Waterway　－川と海でつなぐ創造の拠点
　大岡川と海を中心とした屋外に多様なアート作品を展示し、まちをアートでつなぐプロ
グラムです。横浜の風景や音声による演劇体験、展示作品が船上で鑑賞できるアートク
ルーズも実施します。

YCC Temporary　鬼頭健吾
　YCC ヨコハマ創造都市センター主催のアートプログラム・シリーズ
の第3弾です。

BankART Life V　- 観光
　「観光」をテーマに、歴史的建造物など、横浜を形成してきた
さまざまなエレメントの断面を巡り、新しい横浜を発見する
時間旅行プログラム。

会　場：BankART Studio NYK（中区海岸通3-9）ほか
期　間：8月4日（金）～11月5日（日）　

10時～19時
（10月27日～29日、11月2日～4日は21時30分まで）

休場日： 第2・第4木曜
※単体券での入場は1,000円。単体券・セット券ともにフリーパス制、中学生以下無料。
　別途有料プログラムあり

　2008年にスタートしたアートフェスティバル。アジアを
中心に国内外の若手アーティストの作品をまち中に展開。

会　場：初黄・日ノ出町地区（京急線「日ノ出町駅」から
「黄金町駅」間の高架下スタジオほか）

期　間：［vol.1］ 8月4日（金）～9月13日（水）
［vol.2］ 9月15日（金）～11月5日（日）  
11時～18時30分（10月27日～29日、11月2日～4日は20時30分まで）　

休場日： 第2・第4木曜
※単体券での入場は700円。単体券・セット券ともにフリーパス制、中学生以下無料

　小沢剛がグローバルに活躍した歴史上の人物
に焦点を当てた「帰って来た」シリーズを新たに
発表します。明治の世を駆け抜けた横浜生まれ
の伝説的な思想家・美術史家を蘇らせます。

　柳幸典による捨てられた材木や電気製品など
の間からのぞくギョロッとした大きな目の作
品。題名を訳すと「プロジェクト・ゴジラ̶目の
ある風景̶」です。

バンカート  　　　ライフ  ファイブ

BankART1929　　 663-2812　　 663-2813

黄金町エリアマネジメントセンター 　　 261-5467　　 325-7222 

黄金町エリアマネジメントセンター 　　 261-5467　　 325-7222 

展示場所：上記地図▼印の周辺エリア
期　　間：8月4日（金）～11月5日（日）  ※作品によって展示・実施期間が異なります
料　　金：無料（一部有料のプログラムあり）

会場：YCC ヨコハマ創造都市センター
期間： 8月4日（金）～9月17日（日）　11時～18時

※金・土曜、祝日19時30分まで（入場は閉場の30分前まで）
料金：500円（高校生以下入場無料） ※高校生は要学生証提示

YCC ヨコハマ創造都市センター
　 307-5305　　 307-5322

《Reframe》 2016
Exhibition view at 
Palazzo Strozzi, 
Photo: Alessandro Moggi 
©Ai Weiwei Studio

《Project God-zilla 
― Landscape with 
an Eye ―》 2016
Photo by 
Tatsuhiko 
NAKAGAWA

キャンディー・バード
《Office Worker》2016

クリエイティブ　　　 ウオーターウェイ テンポラリー

センス    オブ    ワンネス

ファースト　コンタクト

事務局　　 661-0602　　 661-0603

申請期限

9月6日まで
消印有効

※展示空間の壁や床にオブ
ジェや装置を置いて場所
や空間全体を作品として
体験させる表現方法・ジャ
ンルの一つ

つよし ゆきのり

黄金町バザール2017
- Double Façade  他者と出会うための複数の方法

ダブル　　　ファサード

▼

▼

▼
▼

小沢剛新作制作風景  　撮影：ボビー・ブラフマ／大岡寛典

日本丸
メモリアルパーク

急な坂スタジオ

THE BAYS

象の鼻テラス

ホワイトスケーパー

横浜港大さん橋
国際客船ターミナル

　通知カードおよびマイナンバーカードは引っ越しなどにより、
現在住んでいる区で受け取れない場合があります。
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時間旅行プログラム。

会　場：BankART Studio NYK（中区海岸通3-9）ほか
期　間：8月4日（金）～11月5日（日）　

10時～19時
（10月27日～29日、11月2日～4日は21時30分まで）

休場日： 第2・第4木曜
※単体券での入場は1,000円。単体券・セット券ともにフリーパス制、中学生以下無料。
　別途有料プログラムあり

　2008年にスタートしたアートフェスティバル。アジアを
中心に国内外の若手アーティストの作品をまち中に展開。

会　場：初黄・日ノ出町地区（京急線「日ノ出町駅」から
「黄金町駅」間の高架下スタジオほか）

期　間：［vol.1］ 8月4日（金）～9月13日（水）
［vol.2］ 9月15日（金）～11月5日（日）  
11時～18時30分（10月27日～29日、11月2日～4日は20時30分まで）　

休場日： 第2・第4木曜
※単体券での入場は700円。単体券・セット券ともにフリーパス制、中学生以下無料

　小沢剛がグローバルに活躍した歴史上の人物
に焦点を当てた「帰って来た」シリーズを新たに
発表します。明治の世を駆け抜けた横浜生まれ
の伝説的な思想家・美術史家を蘇らせます。

　柳幸典による捨てられた材木や電気製品など
の間からのぞくギョロッとした大きな目の作
品。題名を訳すと「プロジェクト・ゴジラ̶目の
ある風景̶」です。

バンカート  　　　ライフ  ファイブ

BankART1929　　 663-2812　　 663-2813

黄金町エリアマネジメントセンター 　　 261-5467　　 325-7222 

黄金町エリアマネジメントセンター 　　 261-5467　　 325-7222 

展示場所：上記地図▼印の周辺エリア
期　　間：8月4日（金）～11月5日（日）  ※作品によって展示・実施期間が異なります
料　　金：無料（一部有料のプログラムあり）

会場：YCC ヨコハマ創造都市センター
期間： 8月4日（金）～9月17日（日）　11時～18時

※金・土曜、祝日19時30分まで（入場は閉場の30分前まで）
料金：500円（高校生以下入場無料） ※高校生は要学生証提示

YCC ヨコハマ創造都市センター
　 307-5305　　 307-5322
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キャンディー・バード
《Office Worker》2016

クリエイティブ　　　 ウオーターウェイ テンポラリー

センス    オブ    ワンネス

ファースト　コンタクト

事務局　　 661-0602　　 661-0603

申請期限

9月6日まで
消印有効

※展示空間の壁や床にオブ
ジェや装置を置いて場所
や空間全体を作品として
体験させる表現方法・ジャ
ンルの一つ

つよし ゆきのり

黄金町バザール2017
- Double Façade  他者と出会うための複数の方法
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小沢剛新作制作風景  　撮影：ボビー・ブラフマ／大岡寛典

日本丸
メモリアルパーク

急な坂スタジオ

THE BAYS

象の鼻テラス

ホワイトスケーパー

横浜港大さん橋
国際客船ターミナル

　通知カードおよびマイナンバーカードは引っ越しなどにより、
現在住んでいる区で受け取れない場合があります。
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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 パパ ママ ワタシ ジィジ バァバヘルスィ

　高齢者の介護予防を目的としたグループ「憩いのサロン（愛知県知多
郡武豊町）」を調査した日本老年学的評価研究によると、グループに参
加していた人の認知症リスクが3割減ったという結果※が出ています。
市でも同様の活動として「元気づくりステーション」があり、現在260か
所で活動しています。

70代・男性
通うようになってコミュニティーが広がり、地域とのつながりができました。

80代・男性
これまでは趣味のクラシック鑑賞も家でCDを聴くぐらいでしたが、
コンサートホールに行って楽しむようになりました。

80代・女性
ケアプラザの催し物や、他のサークル活動への参加も増えました。
若返ったし、動ける間は通い続けたいです。

認知症予防ゲームの様子　おおむね65歳以上の人たちが健康づくりや介護予防のために自主
的・継続的に行うグループ活動のことです。活動内容はさまざまで、体
操・筋力トレーニング（ハマトレ）やウオーキング、健康マージャンな
ど。自治会町内会館や公園など、身近なところを活動場所にしている
ため地域の仲間の輪が広がり、楽しく続けることができます。

　ご自宅の近くで活動する、グループを紹介します。
　区役所高齢・障害支援課や地域包括支援センター（地域ケアプ
ラザ）に相談してください。

健康福祉局高齢在宅支援課　　 671-4129　　 681-7789

　協賛店で提示すると、割引や優待入場などの特典が受けられる「濱とも
カード」。65歳以上の人が利用でき、市内百貨店や商店街、公共・観光施設な
ど約1,900店舗が協賛店になっています。協賛店リストは、区役所、行政サー
ビスコーナーで配布しています。

65歳以上で 濱ともカード

　「介護分野に関心がある」、「介護事業所などに就職したい」。希望があって
も、経験がない…そんな人をサポートします。受講料無料※の研修を受講し
た後、市内の介護事業所などへの就業を支援します。

介護の分野で 介護職員初任者研修  受講生募集

　豊かなセカンドライフを送るための相談窓口です。「定年後
も自分にあった活動や働き方を考えたい」などの希望はありま
せんか。スタッフが一人ひとりにあった案内をします。

能力・経験を活かして

金沢区生きがい就労支援スポット

　市内の路線バス（市営・民営）と市営地下鉄、シーサイドライン
が、何回でも乗り降り自由な乗車証。70歳以上の希望者に交付
します。 ※所得に応じた負担金が必要です

70歳以上には 敬老パス（敬老特別乗車証）

カードの受け取りは？
区役所高齢・障害支援課で受け取れます（要本人確認資料の提示）。
新たに65歳になる人には介護保険証に同封して送付します。

旬な情報！濱ともカードを提示すると…
「ヨコハマトリエンナーレ2017」当日券が100円引きに。
展示の内容など詳しくは2ページを確認してください。

就職・ボランティアセミナーの案内
●カーネル・サンダースに学ぶ生涯現役のすすめと就職説明会
9月21日（木）14時
65歳で再出発したカーネルの人生や
外食産業の店舗での仕事などを紹介
●社会福祉協議会によるボランティア入門セミナー
9月28日（木）14時
今後もさまざまなセミナーの開催を予定しています

パスの申請は？
更　新　9月30日期限の敬老パスを所持し、

29年度分を申請済みの人には、
納付書か引換券を9月中旬までに
郵送します。　

新　規　問合先に連絡してください。

市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828
専用コールセンター　
　 664-2530　　 664-2529

対 　 　 象　求職中の40～60代、選考40人
募集・研修期間　募　集／ 8月 1日（火）～21日（月）必着

研　修／ 9月25日（月）～12月13日（水）
●合計162時間（約30日）の研修実施

研 修 場 所　ウィリング横浜（港南区上大岡西1-6-1）ほか
申 込 方 法　問合先ホームページから申込書を

ダウンロードし、郵送にて提出してください
※テキスト代・職場見学の交通費などの自己負担があります

市福祉事業経営者会
　 840-5815　　 840-5816　8時45分～17時（土・日曜、祝休日休み）

本介護職員初任者研修は、市から業務委託により実施しています

生きがい就労支援スポット（金沢区泥亀1-21-5 いきいきセンター金沢内）
相談予約　　 370-8356　　 370-8379 
（月～金曜9時～17時、土・日曜、祝休日休み）

元気づくりステーションとは

参加者の声

※引用文献：引地博之、近藤克則、竹田徳則、河内一郎 Social interaction and cognitive decline: Results of a 7-year 
community intervention. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 3: 23-32, 2017

元気づくりステーションのひとつ  金沢区「スリーA並木の風」
　脳の活性化を目的とした
プログラム「スリーA」を
実施。

参加したい時は

○C kfcj
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■29年度ヨコハマ eアンケートメ
ンバー

インターネットで市政に関するア
ンケートに協力。メンバーに特典、
回答者にプレゼント（抽選）あり

29年4月1日時点で15歳以上の在
住者
8月31日までに で
市民局広聴相談課（ 671－2335 

212－0911）
■よこはまグッドバランス賞認定

事業所
各種認定メリットあり。詳細は で

働きやすく子育てしやすい中小
事業所
8月31日まで
政策局男女共同参画推進課（
671－2035 663－3431）

■29年度妊婦歯科健診実施医療機関
登録希望機関は9月6日までに申請
書（8月10日送付予定）の提出を

こども青少年局こども家庭課
（ 671－2455 681－0925）

■更新①福祉特別乗車券（障害）
　②福祉タクシー利用券（重度障害）
8月31日までに①普通郵便で納付書
②簡易書留で利用券を送付。新規申
請は居住区の福祉保健センターへ

9月30日期限の各券を所持し、10
月以降も資格を継続する人
専用コールセンター（ 330－3266 

330－8262〈8月18日～9月15日〉）
か健康福祉局障害福祉課（ 671－
2428）

■視覚障害者専用プール開放
8月4日（金）～15日（火）13時～16時

（ 8月8日～11日休み）。荒天時は
問合せを
視覚障害者と家族・介助者（ 1人
で歩けない人は介助者同伴）
会場の盲特別支援学校（神奈川
区松見町1－26、 431－1629 423
－0284）

■介護職員初任者研修（通信課程）
申込方法等詳細はチラシ（区役所
こども家庭支援課で配布）か で

9月16日～ 12月23日の土・日曜、
全18回
児童扶養手当支給水準のひとり
親家庭の親、選考6人
5400円
8月25日まで
ひとり親サポートよこはま（
227－6337 227－6338）かこども
青少年局こども家庭課（ 681－
0915）

■中央職業訓練校 10月生募集
　①パソコン基礎科②CAD製図科
費用等詳細は申込書（ハローワー
クで配布）か で

①10月10日（火）～12月15日（金）の
45日間

　②10月11日（水）～30年3月28日（水）
の105日間
離職中の求職者（ひとり親家庭

の親、生活保護受給者の優先枠
あり）､ 各科選考20人
9月6日まで
説明会　8月22日（火）10時・14時、
問合先で
会場の中央職業訓練校（中区山下
町253、 664－6825 664－2081）

■腎不全者料理教室
9月3日（日）9時30分
技能文化会館
抽選20人
500円
8月15日までに に を書い
て、腎友会（〒222－0035港北区
鳥山町1752、 475－2061 475－
2064）へ
前記か健康福祉局障害福祉課

（ 671－3602）
■人工肛門・膀胱 地区別相談会

各13時30分
　中・西部＝9月3日（日）、北部＝9月9

日（土）、南部＝9月19日（火）
健康福祉総合センター（中区桜
木町1－1）
人工肛門・膀胱保有者か関係者、
各当日先着100人
オストミー協会（ 475－2061
475－2064）か健康福祉局障害福
祉課（ 671－3602）

■あんしんノート書き方講座
申込方法等詳細は で

各10時、全2回
　9月28日（木）・29日（金）、11月29日

（水）・30日（木）
横浜ラポール
障害のある人と家族、各選考60人
9月8日まで
障害者支援センター（ 681－
1277 680－1550）

■障害者パソコン講習会 基礎1
　①ワード②エクセル

各13時､ 全4回
　①9月5日（火）・7日（木）・19日（火）・21

日（木）
　②9月6日（水）・8日（金）・20日（水）・22

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
入力のできる人、各抽選8人
3160円
8月19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）

■安全安心コンサート
防犯・防災の啓発。詳細は で

9月14日（木）14時
関内ホール
抽選1000人
8月21日までに に 人数（2

人まで）を書いて、消防音楽隊
（〒221－0844神奈川区沢渡4－7、

311－0100 312－0386）へ
■韓国文化公演 市民招待
共鳴の創作打楽器演奏とゴリラク
ルーのブレイクダンス。申込方法
等詳細は で

9月27日（水）18時30分
県立音楽堂
抽選300人
8月31日まで
文化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■関内ホールで
　①広瀬和生太鼓判 関内寄席ね

くすと
　②関内寄席 柳家喬太郎・桃月庵

白酒二人会
各14時

　①9月16日（土）②9月23日（祝）
①2000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、
8月7・8・21日、9月11日休み）

■爆笑！ 濱っ子寄席
柳家権太楼、柳家さん喬ほか

10月20日（金）18時
関内ホール
1000円～3500円
9月1日から でよこはまユース

（ 662－3716 662－7645）へ
■横響と第九を歌う会 会員募集
詳細はチラシ（区役所広報相談係
で配布）で

練習＝9月17日（日）～12月15日（金）
公演＝12月17日（日）
磯子公会堂（磯子区磯子3－5－1）
ほか
高校生以上、先着300人
5000円
9月17日17時から磯子公会堂で
事務局（きたの 090 － 4361－
9686）か文化観光局文化振興課

（ 671－3715 663－5606）
■市民ミュージカル｢アクアの肖

像｣出演者募集
練習＝9月24日（日）～30年2月10日

（土）、全26回
　公演＝30年2月11日（祝）・12日（休）、

全4回
南公会堂ほか
在住の小学生～90歳、選考70人
3万9000円
9月9日までに か に
を書いて､ 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）

■作品募集
　①県女流展②ハマ展
詳細は申込書（区役所広報相談係
で配布）で

①搬入＝10月7日（土）、展示＝10
月18日（水）～23日（月）

　②搬入＝10月21日（土）・22日（日）
（写真は9月10日）、展示＝11月1
日（水）～13日（月）
市民ギャラリー
選考
①8000円②7000円
①協会事務所（川井 090－3433－

2785）②横浜美術協会（ ・ 681
－5158）か､ 文化観光局文化振興
課（ 671－3715 663－5606）

■講座｢口腔がんと口腔ケア｣
9月7日（木）15時
戸塚区役所
先着130人
8月21日から で横浜医療セン
ター（ 853－8357 853－8356）へ

■教室｢季節の変わり目のぜん息
対策｣
9月15日（金）14時
鶴見中央コミュニティハウス
ぜん息や肺気腫等の人と家族、
先着20人
8月14日から か に を
書いて、健康福祉局保健事業課

（ 671－2482 663－4469）へ
■みなと赤十字病院から 講座
　①糖尿病と正しく付き合う
　②関節リウマチの福祉制度と療

養生活
①9月16日（土）13時

　②9月26日（火）15時
①はまぎんホールヴィアマーレ

　②申込先
①抽選450人②先着50人
①9月6日までに に 質
問②8月14日から か に
を書いて､ みなと赤十字病院

（〒231－8682中区新山下3－12－1、
①628－6816②628－6381､ 628

－6101）へ。①当選者に通知
■市大エクステンション講座
　①誰でも分かる食物アレルギー
　②認知症

各14時
　①9月20日（水）
　②9月21日（木）

①アートフォーラムあざみ野
　②フォーラム南太田

各先着
　①150人②50人

8月16日から で市大地域貢献
センター（ 787－8930 701－
4338）へ。 からも可

■講座｢はじめての東洋医学｣
講義とマッサージ・灸の実技。詳細
は で

9月30日（土）10時
先着30人
8月31日から で会場の盲特別
支援学校（ 431－1629 423－
0284）へ

■講演｢アレルギーの常識｣
10月8日（日）13時30分
情文ホール
先着200人
1歳～未就学児（予約制）
8月17日から で事務局（ 0120
－251－875 0120－896－891）へ。

からも可
前記か健康福祉局保健事業課

（ 671－2482）
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■ドライブレコーダー活用の交通
安全教室参加者募集

詳細はチラシ（区役所広報相談係
で配布）か で

ドライブレコーダー設置期間＝
9月～12月の1週間程度
30年1・2月の交通安全教室への
参加と自家用車にドライブレコ
ーダー設置が可能な65歳以上、
先着40人
8月21日から か に 生年
月日を書いて、ジェネクスト（
594－9366 594－9368）へ
前記か道路局交通安全・自転車
政策課（ 671－2323）

■猫セミナー しつけ・トレーニン
グ編

ペット同伴不可
9月9日（土）14時
当日先着100人
会場の市動物愛護センター（神奈
川区菅田町75－4、 471－2111
471－2133）

■考えよう！食べること・捨てること
講演・パネルディスカッションほ
か。申込方法等詳細は で

10月1日（日）12時30分
はまぎんホールヴィアマーレ
先着200人
8月14日から
資源循環局3R推進課（ 671－
2530 663－5834）

■森づくりボランティア入門講座
10月7日・21日・11月11日の土曜 
9時30分、全3回
新治里山公園
18歳以上、先着30人
8月12日から に を書い
て、環境活動支援センター（
711－0635 721－6356）へ

■インターンシップ2期生募集
研修から就職までを支援。説明会
あり。日程等詳細は で

各選考
　①18～39歳、13人
　②キャリアブランクのある女性、

17人
8月28日まで
会場の市就職サポートセンター

（ 0120－915－574）か経済局雇用
労働課（ 671－2304 664－9188）

■貿易実務研修講座 実務コース
9月4日（月）・5日（火）・8日（金）10時30
分､ 全3回
神奈川中小企業センタービル
基礎コース受講者か経験者、先
着50人
8000円
8月11日から で
横浜貿易協会（ 211－0282 211
－0285）か経済局誘致推進課（
671－2594）

■ハマこい2017
時間等詳細は で

9月2日（土）9時30分～19時。荒天
中止
みなとみらい21地区周辺
事務局（ 451－0863 451－0872）
か文化観光局文化プログラム推
進課（ 671－4309）

■よこはま保育フォーラム
保育実践発表、就職相談会ほか

8月27日（日）10時～16時
パシフィコ横浜（西区みなとみ
らい1－1－1）
市社会福祉協議会（ 201－2218 

201－1661） 
■浜なしなど持寄品評会
　①宣伝販売②展示③即売

8月22日（火） 9月5日（火）
　各①10時②10時30分③11時（9時

30分から会場で整理券配布）
JA横浜｢ハマッ子｣直売所

  Ａみなみ店（泉区中田西2－1－1）
  Ｂ中里店（青葉区下谷本町40－2）

①③当日先着
JA横浜（ 805－6612）か環境創
造局農業振興課（ 671－2639
664－4425）

■薬物乱用防止キャンペーン
　①ポスター作品展②イベント

①9月5日（火）～10日（日）11時～19
時②9月10日（日）11時～16時
①みなとみらいギャラリー

　②クイーンズサークル（①②西
区みなとみらい2－3）
事務局（市薬剤師会内､ 761－
7840 754－3000）か健康福祉局
医療安全課（ 671－3876）

■展示｢吉田新田 完成350周年｣
8月22日（火）～9月18日（祝）
会場の中央図書館（西区老松町
1､ 262－7336 262－0054）

■市大鶴見キャンパス一般公開
科学の体験イベント、講演会ほか。
詳細は で。鶴見駅から無料送迎 
バスあり

9月23日（祝）10時～16時30分（入
場15時30分まで）
会場の理化学研究所横浜キャン
パス（鶴見区末広町1－7－22、
503－9111 503－9142）か市大鶴
見キャンパス（鶴見区末広町1－7
－29､ 508－7201）

■グリーンキッズ・夏
東京湾の生き物を飼育員と観察。
詳細は で

8月22日（火）・23日（水）11時（受付10
時30分から）。荒天中止
八景島シーパラダイス
小中学生、各当日先着15人
温暖化対策統括本部プロジェク
ト推進課（ 671－4109 663－5110）

■親子風力発電所見学会
風力発電の仕組みを学ぶ講座も

8月26日（土）9時15分、社会福祉セ
ンター集合
ハマウィングと三菱みなとみら
い技術館
小中学生と保護者、抽選100人
8月16日までに に 4人までの

子の学年､保護者の を書い
て、環境創造局環境エネルギー課

（〒231－0017中区港町1－1、 671－
2681 641－3490）へ

■市民クルーズ
①ぱしふぃっくびいなす 南紀・瀬戸内
②ぱしふぃっくびいなす 日本一周
③飛鳥Ⅱ 博多・横浜
④飛鳥Ⅱ ザ・グレン・ミラーオー 

ケストラ
①②④横浜港発着③博多港発横浜
港着。詳細はチラシ（区役所広報相
談係で配布）か で

①9月14日（木）～17日（日）
　②9月20日（水）～27日（水）
　③10月10日（火）～12日（木）
　④11月8日（水）～10日（金）

抽選。①16室②③15室④20室
大人1人

　①11万9000円～②28万7300円～
　③8万8400円～④9万100円～

①②8月18日③④8月31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in みなとみらい
一部要事前申込 
詳細はチラシ（区役所地域振興課
で配布）か で

9月10日（日）10時～15時。荒天中止
桜木町駅前広場
市体育協会（ 640－0018 640－
0024）

■ラグビー観戦 市民招待
①10月22日（日）11時30分＝成蹊
大対青山学院大、14時＝日体大
対筑波大

　②11月18日（土）11時30分＝日体大

対青山学院大、14時＝明治大対
帝京大

　③12月16日（土）13時＝キヤノンイー
グルス対NECグリーンロケッツ

　④12月17日（日）11時30分＝ファー
ストステージ2位対4位、14時＝
ファーストステージ1位対3位

　⑤11月4日（土）午後＝日本代表対
オーストラリア代表
①～④ニッパツ三ツ沢球技場

　⑤日産スタジアム
各抽選。①②25組50人③⑤15組
30人④20組40人
8月25日までに （1人1通まで）
に 希望日時を書いて､ 市民
局ラグビーワールドカップ担当

（〒231－0017中区港町1－1､ 671
－4578 664－0669）へ｡ 当選者に
は9月末までに通知

■スポーツ医科学センター
　①減量・脂肪燃焼教室8月・9月
　②ボディメイク・筋力アップ教室
日程・費用等詳細は で

15歳以上（中学生除く）、各先着
15人
8月11日から で会場のスポーツ
医科学センター（ 477－5050
477－5052）へ

■下水道施設・横浜港 ウオーキン
グ見学会

山下公園まで歩き、遊覧船で海上
見学。申込方法等詳細は で

9月9日（土）9時、中部水再生セン
ター集合
小学生以上、抽選50人
8月23日まで
会場の中部水再生センター（
621－4114 624－3428）

■29年度個人市民税・県民税
　納期限（第2期）

8月31日（木）まで
居住区の区役所税務課か財政局
税務課（ 671－2253 641－2775）

■狭あい道路整備の協議が義務化
詳細は問合せを

9月1日（金）から
建築局建築防災課（ 671－4544 

663－3255）
■風しん予防接種と抗体検査の実施
詳細は で

30年3月31日（土）まで
協力医療機関
麻しん風しん混合（ MR）ワクチ
ンや風しん単独ワクチンの接種
を2回以上していない19歳以上
の、妊娠希望の女性とそのパー
トナー、妊婦のパートナー
麻しん風しん混合ワクチン

　＝3300円
市予防接種コールセンター（
330－8561 664－7296）

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

市
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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

8月 5日
12日
19日
26日

※タイトルは変更になる場合があります

磯子区特集
応援します！自由研究
ヨコハマトリエンナーレ2017
夏の疲れを涼しく癒す 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 8 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、8月14～17日・21日、9月4日
休み〕
①0歳からのオルガン・コンサート
②避難訓練コンサート
③オルガン1ドルコンサート（下半期）
②避難訓練体験と吹奏楽コンサー
ト。車椅子等での来場は事前に申
込みを

①9月6日（水）11時・14時
　②9月7日（木）10時30分
　③10月30日（月）・11月29日（水）・30

年1月24日（水）・3月23日（金）の12時
10分（10月30日は19時も）
①未就学児入場可②当日先着
500人③3歳未満はロビー席で。
詳細は問合せを
①600円、小学生以下400円、会
場で販売中③各回100円か1ド
ル、当日会場で

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室｢健康食品と機能性表示食品｣

9月29日（金）14時
瀬谷区役所
当日先着80人

※手話通訳希望者は9月8日までに
申込みを

■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）〕
野外コンサート

8月13日（日）16時30分、荒天中止
当日先着50人

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、 
263－3055 263－3031､ 8月14・21日

休み〕
横浜狂言堂
｢咲嘩｣｢犬山伏｣

9月10日（日）14時
2000円、8月12日12時から か で

■男女共同参画センター〔Ａ横浜
北（青葉区あざみ野南1－17－3、
910－5700 910－5755、第4月曜休
み）、Ｂ横浜南（南区南太田1－7－20、

714－5911 714－5912、第3月曜
休み）〕
①夫婦関係・離婚をめぐる法律講
座 中高年編
②映画｢百合祭｣＆トークセッション
③ガールズ編 しごと準備講座
①参加費等免除制度あり。詳細は
問合せを

①9月14日（木）10時
　②10月22日（日）13時30分
　③10月23日（月）～11月22日（水）10

時15分､ 全11回
①③Ｂ、②Ａ
①女性、先着35人②先着150人

　③15～39歳のシングル女性、抽
選20人
①1200円③300円
予約制・有料。①2か月～未就学
児②1歳6か月～未就学児
①8月11日から か直接会場へ

　②8月21日から か で
　③10月4日までに申込書（説明会

で配布。 で入手）で
説明会　③9月20日（水）13時30分。
申込みは8月11日から か で

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、8
月16・17日休み〕
①桂米團治独演会
②桜木町駅裏旅館騒動記
③日本演芸家連合まつり

①9月8日（金）19時②9月10日（日）14
時③9月13日（水）14時
3100円、会場で販売中

■歴史博物館〔都筑区中川中央1－18－
1､ 912－7777 912－7781、月曜休み〕
展示｢歴史×妖×芳年｣

8月27日（日）まで
500円

■開港資料館〔中区日本大通3、
201－2100 201－2102、月曜休み〕
展示「横浜の西洋人社会と日本人」

10月22日（日）まで
200円

■帆船日本丸〔〒220－0012西区み
なとみらい2－1－1、 221－0280
221－0277、月曜休み〕
①総帆展帆②日本丸の航跡映画会

①8月20日（日）10時30分から帆を
広げ､ 16時までにたたむ。荒天
中止②8月26日（土）14時
②高校生以上、抽選100人
②500円
②8月19日までに に を明記

■三溪園〔中区本牧三之谷58－1、
621－0635 621－6343〕
鶴翔閣公開

8月11日（祝）～16日（水）
700円

■自然観察の森〔栄区上郷町1562
－1､ 894－7474 894－8892、月
曜休み〕
①森を守るボランティア体験
②生きものと出会う森さんぽ
申込方法等詳細は で

①8月20日（日）9時30分
　②9月23日（祝）・24日（日）10時

①小学生以上（小学生は保護者
同伴）

　②3～6歳の未就学児と保護者、
各抽選40人
①8月11日から②9月9日まで

■市立動物園〔Ａズーラシア（旭区
上白根町1175－1、 959－1000 959
－1450、火曜休み）､ Ｂ野毛山動物園

（西区老松町63－10、 231－1307
231－3842、月曜休み）､ C金沢動物
園（金沢区釜利谷東5－15－1、 783－
9100 782－9972、月曜休み）〕
①むし・虫・カブトムシ展
②夜の動物園
②入園時間を延長

①8月27日（日）まで
　②8月の土・日曜と8月11日（祝）
　Ａ=19時、Ｂ=20時、C=19時30分

①C､ ②ＡＢC
Ａ800円C500円

■特別弔慰金の請求は
　30年4月2日まで

居住区の区役所生活支援課へ
前記か健康福祉局援護対策担当

（ 671－2411 664－0403）
■石綿（アスベスト）検診
対象等詳細は で

各日13時～16時
　《検査》
　①9月7日（木）・12日（火）・19日（火）

②10月5日（木）・10日（火）・11日（水）
　《結果説明会》
　①10月30日（月）②11月27日（月）

総合保健医療センター
各先着12人

　検査と結果説明会の両日来所可
能な人
8月14日～9月28日に で健康福
祉局保健事業課（ 671－2482
663－4469）へ

■離婚・DV・男女問題等 法律相談会
女性弁護士が対応

8月24日（木）・29日（火）13時～16時
各先着6人
8月14日から か直接、会場の市
民局市民相談室（ 671－2306
663－3433）へ

■市民意見募集
　深谷通信所跡地利用基本計画（案）
資料の配布は期間中、市役所市民情

報センター、区役所広報相談係で。
からも可
8月1日～9月8日
政策局基地対策課（ 671－2472 

663－2318）
■市広報企画審議会

8月25日（金）10時
関内中央ビル（中区真砂町2－22）
市民局広報課（ 671－3736 661
－2351）

芳年漫画 舎那王於鞍馬山学武術之図（県立歴史博物館蔵）

横浜を感じるミニコラム

 『珍しい虫』 養老 孟司（解剖学者・ヨコハマトリエンナーレ2017構想会議メンバー）

　横浜といえば、1880年に神奈川区の豊
ぶ

顕
げん

寺
じ

の
池で採集されたキイロネクイハムシをまず思い出
す。でも甲

こうちゅう

虫が好きな人でないと、なんのことや

らわからないと思う。
　この虫を採集したのは、幕末から明治にかけて
日本に虫を採りに来た、ジョージ・ルイスという
イギリス人である。1885年にハムシ類の専門家
マーティン・ジャコビーによって新種として記載
され、標本はいまでもロンドンの自然史博物館に
ある。
　その後、昭和三十年代まで兵庫県や福岡県で見
つかったが、現在はおそらく絶滅した。日本の甲
虫で公式に絶滅と見做されているのは、この種類
だけである。スゲのような湿地の植物に依存し、
中国ではまだ絶滅していない。その点、トキに似
ている。
　「横浜」と言ったときに、キイロネクイハムシを
最初に想起する人は、ほとんどいないと思う。若
い世代ならみなとみらい、横浜美術館、お年寄り

なら山下公園、氷川丸、外国人墓地、老若共通な
ら中華街。虫を見るなら円海山だと思うけど、こ
れも知らない人がほとんどでしょうね。横浜って、
じつは広いんですけどね。

養老孟司さん：1937年神奈川県鎌倉市
生まれ。東京大学医学部卒業後、解剖
学教室に入る。同大学医学部教授を退
官後、1995年から名誉教授に。主な著
書は「からだの見方」（サントリー学芸
賞受賞）、「バカの壁」（毎日出版文化賞
特別賞受賞）など。科学的領域のみな
らず、文学にも造詣があり日本文芸家
協会会員でもある。趣味は昆虫採集。
8月4日から始まるヨコハマトリエン
ナーレ2017には、構想会議メンバーと
して参加。

プロフィール

ヨコハマトリエンナーレ2017公開対話シリーズ「ヨコ
ハマラウンド」で「0と1の間にあるアート」をテーマに議
論を重ねる
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よこはまウオーキングポイント 検 索

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

　歩数計を持って、楽しみながら健康づくりに取り組みませんか。市内約1000か所に設置
のリーダーに歩数計を乗せると、歩数がポイントとしてたまり、抽選で商品券などが当た
るチャンスも。自分の歩数データは、専用ホームページで確認できます。事業所単位での
受付、歩数計の一括配送も行っています。ぜひ参加してください。

　市内のイベントなどで専用ブースを展開し
ています。イベント会場で新規に申し込むと、
その場で歩数計を受け取ることができます
(要本人確認資料の提示)。
　8月9日～15日にみなとみらい21地区で開催
の「ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量
発生チュウ！」で受付予定。また、市内スポー
ツセンターでも受付します。その他、イベン
ト情報はホームページで確認してください。
※申込書（区役所、地区センター、地域ケアプラザで配布）
やホームページからも申込み可能です

　市内のウオーキングおすすめスポットなど
を紹介しています。ぜひ確認してください。

イベント会場などで気軽に申込み、即日受取

フェイスブックで配信開始

事務局　　 0570-080-130　　 681-4655
　　　　　 0120-580-376

2020年
市民病院が
新しくなります

　2020年の新病院開院に向け、9月上旬に診療棟
の建設工事に着手します。
　新病院では、救急医療の充実や感染症、災害医
療の拠点として機能を強化するとともに、個室
を増やすなど療養環境の向上を図ります。
　また、計画地の一部である三ツ沢公園野球場
については、8月1日からの準備工事に伴い、使用
できません。

医療局病院経営本部再整備課　
　 331-1829　　 332-5599

新病院イメージ

イベントと訓練から学ぶ「防災・減災」　

　普段見ることのできないヘリコプターによる水難救助訓練や、消
防・防災関係車両の展示、防災に関係するブースが並び、子どもから
大人まで楽しみながら防災・減災について学べます。ぜひ、参加し
てください。

　一人ひとりの防災意識を高め、地域
の防災力・連携を強化するために行う
大規模な防災訓練です。市民をはじ
め、多くの機関が協力して行います。
　当日は警察・消防・自衛隊による訓
練のほか、消火器やAEDの使い方、煙
体験や災害模擬体験なども実施しま
す。ぜひ、家族そろって参加してくだ
さい。
　防災訓練を通じて「防災・減災」につ
いて考え、いざという時に備えましょ
う。

日時：8月26日（土）・27日（日）  10時30分～17時
会場：赤レンガ倉庫（中区新港1-1）  イベント広場

日時：9月3日（日）  10時～12時
会場：日野中央公園（港南区日野中央2-2）荒天中

止
荒天中

止

総務局危機管理課　　 671-4351　　 641-1677 総務局緊急対策課　　 671-2064　　 641-1677

消防艇による放水訓練

地震から身を守る訓練

消火訓練消防車両の展示

見学自
由

入場無
料

市内スポーツセンター即日受取日程

※受付時間は11時～15時予定
　（歩数計は先着順、数量限定）
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西
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陸上競技場
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ニッパツ
三ツ沢
球技場

野球場
跡地

市民病院入口

岡沢町 現病院

新病院
（計画地）

首都高速三ツ沢線→

三ツ沢公園前




