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適正に管理・利用します

横浜市役所  〒231-0017  中区港町1-1  　671-2121（代表）     www.city.yokohama.lg.jp

（2017年6月1日現在）

イラスト：柳原良平
（横浜みなと博物館所蔵）

体感しよう！横浜の海の魅力！
8月5日（土）10時～18時
6日（日）10時～17時

大さん橋ホール
（中区海岸通1-1-4）

投票日に用事のある人は
期日前投票へ！
7月17日（祝）～29日（土）まで（土・日曜を含む）

期日前投票所など詳しくは
区版を確認してください。

選挙管理委員会　
　 671-3335　　 681-6479

横浜市長選 検 索
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海洋都市横浜うみ博2017

ピカチュウだけじゃない

ピカチュウ大量発生チュウ！
夜の動物に会いに行こう！

よこはま夜の動物園

横浜の海と港の魅力を身近に体感

横浜スパークリングトワイライト2017
8月5日（土）10時～18時　　
8月6日（日）10時～17時
大さん橋ホール（中区海岸通1-1-4）

7月15（土）・16日（日）11時30分～20時30分
山下公園およびその周辺、公園前海上（中区）

運営事務局　　 663-9151　　 227-0765
うみ博2017 検 索

8月9日（水）～15日（火）
みなとみらい21地区（西区みなとみらい）ほか

文化観光局横浜魅力づくり室　　 671-3680　　 663-7880

ピカチュウ大量発生チュウ 検 索

よこはまのどうぶつえん 検 索

実行委員会　　 681-2353　　 681-3735

スパークリングトワイライト 検 索

　横浜の「海」を見て、触れて、感じるイベントが、今年は土・日曜に
開催されます。テレビ番組「ザ！鉄腕！DASH！！」出演の海洋
環境専門家・木村尚さんによる講演会や大型船舶の一般公開。ま
た実際に水辺の生き物に触れるブース、チリモン探しやペーパー
クラフトなどもあり、夏休みの宿題にピッタリ。海の食を味わえ
る飲食ブースもあるので、子どもも大人も1日中楽しめます。

　世界的な知名度を持つ「ポケットモンスター（ポケモン）」。そ
の人気ポケモン「ピカチュウ」1,500匹がみなとみらい21地区に大
量発生します！期間中は、ピカチュウの大行進や、ずぶぬれスプ
ラッシュショーなどで街じゅうがにぎわいます。今年は空や海
にもピカチュウが登場予定です！

　8月毎週土・日曜、8月11日（祝）は開園時間を20時30分まで延長。
夜になると活発に動く動物など、昼間と違う様子が楽しめます。

　海・陸・空で展開する多彩な
プログラムが魅力の「スパーク
リングトワイライト」。夜は、
空を彩る花火やイルミネー
ションで装飾された船を鑑賞
し、日中は、ヘリコプターの海
難レスキューデモや消防船の
放水訓練、世界の踊りや日本の
みこしが練り歩くパレードな
どを見ることができます。

たかし

サメやヒトデにタッチ
ペンギンも登場

ちりめんじゃこの中に入っている
小さな生き物（チリモン）を探す

1日3000発の花火が夜空を鮮やかに

アフリカのサバンナ　草原エリア

オセアニア区カンガルー展示場

ライトアップされた展示場

国際色あふれるパレード

ヘリコプターの海難レスキューデモ

　ピカチュウ100匹がカーニバルをテーマに、大規模なパレードを
実施。ダンサーやパフォーマーとともに、盛り上げます。

8月14日（月）  日本大通り
※雨天・荒天時は中止になる場合があります

クイーンズスクエア横浜での行進（昨年の様子）

ズーラシア　最終入園19時まで
一般800円・高校生300円・小中学生200円

●ズーラシア夜市
　台北の夜市（ナイトマーケット）の
ようなグルメ・雑貨ブースを出店。
また台湾ちょうちん・花布を使用し
たデコレーションを実施

夜の特別プログラム

金沢動物園　最終入園19時30分まで
一般500円・高校生300円・小中学生200円

●こどもまつり（8月11日～13日）
　子どもも楽しめるお祭りの開催
●ひかるどうぶつえん（8月26日・27日）
　光のアート作品の展示　

野毛山動物園　最終入園20時まで
●ナイトのげやま特別ガイド
　飼育係員が夜の動物たちの様子を
説明するガイドを1日に2種類実施

各動物園の通常の開園時間は、9時30分～16時30分（入園は16時まで）です。
住所や休園日などは、はま情報「施設から」で確認してください。

木村尚さん
が横浜の海

をテーマに
思いを語る

コラム

「＠ヨコハ
マ」を掲載

しています
。

8月31日まで、連携イベント会場でスタンプラリー開催！
詳しくはホームページで

うみ博連携スタンプラリー開催します

スタンプ
イメージ

○C 2017 Pokemon.
○C 1995-2017 Nintendo/
Creatures Inc./
GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・
Pokemonは任天堂・
クリーチャーズ・ゲームフリーク
の登録商標です。　

健康福祉局からのお知らせ

資源循環局から「回収」のお知らせ

後期高齢者医療保険料の
軽減率が変わります

　75歳以上の人などが加入する後期高齢者医療制度の保険料の
軽減率が29年度から変わります。被保険者の皆さんには7月中
旬に保険料額決定通知書を発送します。

　高齢者と若者の間での世代間公平を図り、負担能力に応じた
負担をしていただくため、29年8月診療分から、70歳以上の高額
療養費の自己負担上限額が変わります。
　詳しくは、加入している健康保険に問い合わせてください。

　これまでインターネットではできなかった、粗大ごみ持込み
の申込みが、8月1日（火）8時30分から利用できます。

神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター　
　 0570-001120　　 441-1500 か 区役所保険年金課

70歳以上の高額療養費の
上限額が変わります

75歳以上の人

　 神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター
　　 0570-001120　　 441-1500
国民健康保険に加入の70～74歳の人

　 健康福祉局保険年金課　　 671-2424　　 664-0403

加入している健康保険

横浜市国民健康保険・
後期高齢者医療制度に
加入している人

居住区の
区役所保険年金課

それ以外の健康保険・
共済組合などに
加入している人

※ 診療月を含む12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目から「多数回」該当となり、
　 上限額が4万4,400円に下がります。

所得区分

現役並み

一般

低所得者
Ⅰ・Ⅱ

自己負担
割合

３割

1割または
2割

１割または
２割

住民税
課税区分

課税世帯

課税世帯

非課税世帯

外来のみ
（個人ごと）

5万7,600円

1万4,000円
年間上限

14万4,000円

外来＋入院（世帯ごと）

80,100円＋
（医療費-26万7,000円）×1%
<多数回 4万4,400円※>

5万7,600円
<多数回4万4,400円※>

国民健康保険・後期高齢者
医療制度の場合

29年8月診療分からの自己負担上限額（月）
（赤枠内が変更部分です）

家庭で不要になった水銀式の
体温計・血圧計・温度計を
期間限定で回収します！

粗大ごみのインターネット受付が
便利になります！

資源循環局業務課　　 671-3819　　 662-1225 資源循環局業務課　　 671-3815　　 662-1225

粗大ごみ受付センター　　 0570-200-530
（携帯・IP電話からは　 330-3953）

※処理手数料は収集依頼をする場合と同額です
※インターネット受付の品目一覧にないものは粗大ごみ受付センターへ電話で申込みを
　してください

鶴見資源化センター

神明台ストックヤード

港南ストックヤード

長坂谷ストックヤード

鶴見区末広町1-15-1（鶴見工場内）

泉区池の谷3949-1（神明台処分地内）

港南区日野南3-1-2（港南資源回収センター内）

緑区寺山町745-45

受付時間：当日持込みの受け付けは当日15時まで。
港南ストックヤードの日曜持込みの
申込みは前日の16時まで。

横浜市　粗大ごみ 検 索

持込場所

回収期間：7月3日（月）～12月28日（木）
対象品目：家庭で使用していない水銀式の体温計・

血圧計・温度計（電子式および液体が赤く着色されている
体温計・血圧計・温度計は対象外です）

回収ボックス設置場所：区役所、資源循環局事務所、ステッカーを
貼っている薬局・ドラッグストア

このイベントは海と日本プロジェクトの
一環で実施しています

1 均等割額 2 所得割額
保険料算定のもととなる
所得金額×8.66％

年間保険料額 +＝

1 後期高齢者医療制度
に加入する前日まで
被用者保険の被扶養
者だった人（均等割
額）

2 保険料算定のもとと
なる所得金額が58万
円以下の人（所得割
額）

納付額
（3割）

本
来
の
均
等
割
額

28年度 29年度

9割軽減 7割軽減

←軽減特例→

納付額
（5割）

納付額
（8割）

本
来
の
所
得
割
額

28年度 29年度

5割軽減 2割軽減

←軽減特例→

29年度
保険料

1万3,020円
（ひと月あたり約1,085円）

29年度
保険料

6万7,300円※
（ひと月あたり約5,609円）

※年金収入200万円の場合

変更ありません4万3,492円

納付額
（1割）

区役所保険年金課か

「ヨコハマ3R夢！」
マスコット  イーオ

はなぬの

◆1、2の軽減率が変わる人
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長坂谷ストックヤード

鶴見区末広町1-15-1（鶴見工場内）

泉区池の谷3949-1（神明台処分地内）

港南区日野南3-1-2（港南資源回収センター内）

緑区寺山町745-45

受付時間：当日持込みの受け付けは当日15時まで。
港南ストックヤードの日曜持込みの
申込みは前日の16時まで。

横浜市　粗大ごみ 検 索

持込場所

回収期間：7月3日（月）～12月28日（木）
対象品目：家庭で使用していない水銀式の体温計・

血圧計・温度計（電子式および液体が赤く着色されている
体温計・血圧計・温度計は対象外です）

回収ボックス設置場所：区役所、資源循環局事務所、ステッカーを
貼っている薬局・ドラッグストア

このイベントは海と日本プロジェクトの
一環で実施しています

1 均等割額 2 所得割額
保険料算定のもととなる
所得金額×8.66％

年間保険料額 +＝

1 後期高齢者医療制度
に加入する前日まで
被用者保険の被扶養
者だった人（均等割
額）

2 保険料算定のもとと
なる所得金額が58万
円以下の人（所得割
額）

納付額
（3割）

本
来
の
均
等
割
額

28年度 29年度

9割軽減 7割軽減

←軽減特例→

納付額
（5割）

納付額
（8割）

本
来
の
所
得
割
額

28年度 29年度

5割軽減 2割軽減

←軽減特例→

29年度
保険料

1万3,020円
（ひと月あたり約1,085円）

29年度
保険料

6万7,300円※
（ひと月あたり約5,609円）

※年金収入200万円の場合

変更ありません4万3,429円

納付額
（1割）

区役所保険年金課か

「ヨコハマ3R夢！」
マスコット  イーオ

はなぬの

◆1、2の軽減率が変わる人
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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

買い物 ちょっとした
手伝い

家事

̶ 横浜市生活支援サービス高齢者見守り協働事業 ̶ 事業者名 電話番号主な料金サービス

0120-123-581

823-0765

547-1400

472-7912

949-0091

847-1800

470-6441

963-1977

989-2325

433-8816

372-3384

624-1593

505-9574

260-0873

625-3274

847-2001

836-1801

374-3673

843-8328

762-0851

791-7690

334-7746

442-4240

341-4192

921-5550

520-8544

471-3877

943-2707

360-0131

366-0366

717-5941

935-1477

　   … 買物代行・同行など　　   … 生活サービス（家事援助など）
　   … その他サービス（配食、食材宅配など）

青葉区
都筑区

保土ケ谷区 西区

港北区

鶴見区

神奈川区

緑区

瀬谷区

旭区

中区
泉区

戸塚区

南区

磯子区

金沢区

港南区

栄区

■事業者のサービス提供区

　生活あんしんサポート事業は、掃除、配食、草
むしり、電球交換、買い物代行・同行など、日常
の困りごとを民間事業者が手伝う事業です。
サービス提供時、利用者に異変などがあった場
合、親族へ連絡するなど見守りを行います。
　サービス内容や利用料金※などについては、
「事業者一覧」と「事業者のサービス提供区」か
ら事業者を選び、直接問い合わせてください。

宅　　配：108円/週1回

生活支援：1,620円/30分未満

生活支援：1,296円/1時間

生活支援：500円/15分

生活支援：600円/10分

生活支援：500円/30分

生活支援：1,600円/1時間

生活支援：750円/15分

生活支援：500円/15分

生活支援：1,620円/30分未満

生活支援：500円/15分

生活支援：1,250円～/1時間

生活支援：500円/15分

生活支援：1,500円/30分

生活支援：4,500円/２時間 

買い物代行：300円/1回

買い物代行：300円/１回

生活支援：500円/15分

生活支援：500円/15分

生活支援：500円/15分

生活支援：1,500円/1時間

生活支援：1,500円/30分

買い物代行：300円/１回～

生活支援：1,080円/30分

買い物代行・同行：200円/１回

生活支援1,380円/30分

買い物代行：購入代金の10％

生活支援：1,620円/30分まで　

生活支援：1,900円/1時間

生活支援：1,500円/30分

生活支援：2,970円/1時間

生活支援：600円/15分

■事業者一覧

健康福祉局高齢在宅支援課
　 671-4074　　 681-7789

※サービス・商品の代金は自己負担となります（公的サービスではありません） 

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　※事前申込が必要です

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？
　事業の受入か所（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、寄付・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

かながわ福祉サービス振興会　　 671-0296　  671-0295

健康福祉局介護保険課　　 671-4252　　 681-7789

10月11日（水）／都筑公会堂
10月17日（火）／開港記念会館
10月31日（火）／中山地区センター
11月 7日（火）／磯子公会堂
11月24日（金）／開港記念会館

イメージ
キャラクター
健康ほうし君

8月 1日（火）／港北公会堂
8月31日（木）／開港記念会館
9月 4日（月）／戸塚公会堂
9月21日（木）／保土ケ谷公会堂
9月27日（水）／金沢地区センター

高額介護サービス費の
自己負担上限額が変わります

　1か月の介護サービスの利用者負担が所得に応じた一定の上限額を
超えるときには、区役所に申請すると「高額介護サービス費」が払い戻
されます。8月利用分から所得区分が一般世帯の人の上限額について、
これまでの3万7,200円から4万4,400円に引き上げられます。

市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828　
または居住区の区役所保険年金課

※1割負担となる被保険者のみの世帯は、新たに自己負担額の年間上限額446,400円が設定されます
（3年間の時限措置で、年間の負担上限額の適用期間は8月1日から翌年7月31日まで）

現役並み所得（課税所得145万円以上の人）

一般世帯（市民税課税世帯で上記以外の人）

市民税非課税世帯

・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の
合計が年間80万円以下の人

・老齢福祉年金受給者

生活保護受給者など

4万4,400円（世帯）

【変更】※4万4,400円（世帯）

2万4,600円（世帯）

2万4,600円（世帯）
1万5,000円（個人）

1万5,000円（個人）

所得区分 上限（月額）

現在の参加者は
1万5000人を
突破しました！

申込先
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■市職員（高校卒程度、免許資格職、
社会人）

試験区分等詳細は受験案内（7月
上旬から区役所広報相談係、行政
サービスコーナーで配布）か で
1次試験日＝9月24日（日）
7月12日～28日
人事委員会任用課（ 671－3347 
641－2757）

■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＝①8月5日（土）②9月10日（日）
正看護師・助産師か29年度中に
免許取得見込者
①7月25日②8月29日まで
医療局病院経営本部人事課（
0120－74－4174 664－3851）

■自衛官等
航空学生､ 一般曹候補生､ 自衛官
候補生。詳細は問合せを
9月8日まで
自衛隊神奈川地方協力本部（
662－9429 662－9498）か市民局区
連絡調整課（ 671－2727）か区役
所庶務係

■高齢者向け優良賃貸住宅
　①空家待ち登録者②入居者
市認定の民間住宅。抽選
①事前に順位を決め、空家発生時
に入居を斡旋｡青葉区市ケ尾町ほか
②30年4月予定。戸塚区品濃町92戸
申込時に在住か在勤の60歳以上
①7月21日②7月31日までに申込書
（①7月7日②7月3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
①丸西建設（ 042－796－6307）②
パワーズアンリミテッド（ 439
－0028）か、建築局住宅政策課（
671－4121 641－2756）

■知的障害のある人 市嘱託員募集
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、行政サービスコー
ナーで配布。 から入手）で
1次選考日＝7月22日（土）
7月18日まで
総務局人事課（ 671－4003 662－ 
7712）

■①障害児福祉手当・特別障害者
手当②特別児童扶養手当

所得制限あり
施設入所者除く。①日常生活で常
に介護を必要とする重度障害児･者
②障害児を監護する父母等
居住区の福祉保健センターへ
前記か①健康福祉局障害福祉課
（ 671－3891 671－3566）②こど
も青少年局こども家庭課（ 680
－1192 641－8424）

■障害者パソコン講習会 入門
　①パソコン②③パソコン&iPad
各13時｡ ①8月1日（火）～4日（金）、
全4回②8月22日（火）･23日（水）、全
2回③8月24日（木）･25日（金）、全2回
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）の初心者､
各抽選8人。①肢体・内部・精神･聴
覚等障害者②③知的障害者
①2080円②③500円
7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）

■ヨコトリライブ観覧者募集
現代アートと音楽、ダンスが融合
するライブとパフォーマンスショー
9月1日（金）17時30分
新都市ホール
抽選800人
8月9日までに で
文化観光局文化プログラム推進
課（ 671－3682 663－1928）

■関内ホールで
　①陽だまりコンサート
　②宇崎竜童 弾き語りライブ
①8月25日（金）13時30分

　②9月2日（土）16時30分
①3歳以下と②未就学児は入場
不可
①1000円②5500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、
7月10･24日、8月7･8日休み）

■市大エクステンション講座
　｢がん転移抑制法｣
8月25日（金）18時30分
ウィリング横浜
先着100人
7月11日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）。
からも可

■ボランティア養成講座入門
　視覚障害者への①点訳②音訳
各14時。①9月6日～12月13日の
水曜､全15回②9月13日～12月13
日の水曜､全14回
①青葉区社会福祉協議会

　②戸塚区福祉保健活動拠点
各抽選20人
3000円
8月5日までに に を書い

て、視覚障害者福祉協会（〒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）

■夏休み防災自由研究
　①地震②防災食③火災実験
日程・申込方法等詳細は で
①8月2日（水）②8月5日（土）③8月16
日（水）
各先着30人
7月11日から
会場の市民防災センター（神奈
川区沢渡4－7、 312－0119 312－
0386）

■高齢犬･猫との暮らし方セミナー
ペット同伴不可
7月22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）

■親子下水道教室
水再生センターとズーラシア等を
見学。日程・申込方法等詳細は で
8月8日（火）・9日（水）・10日（木）・14日
（月）･16日（水）
小学生と保護者、各先着50人
7月11日から
環境創造局下水道施設管理課
（ 671－3969 641－4870）

■化学物質セミナー
化学物質との付き合い方とマイクロ
プラスチックによる海洋汚染
8月20日（日）14時
鶴見公会堂
抽選50人
7月31日までに で
環境創造局環境管理課（ 671－
2487 681－2790）

■市民法律講座
日程等詳細は7月18日から で
9月14日（木）～10月24日（火）18時30
分､全7回
関内ホール
抽選260人
1000円
8月15日までに に 手話・
筆記通訳希望の有無を書いて、
市民局市民相談室（〒231－0017
中区港町1－1、 671－2306 663－
3433）へ

■パンを知ろう 親子料理教室
8月24日（木）9時・13時
横浜綜合パン
在住・在学の小学3～6年生と保
護者､各抽選16組32人
1組1000円
8月4日までに に 子の 希
望時間を書いて、よこはま学校
食育財団（〒231－0015中区尾上町
1－6、 662－2541 662－7834）へ

■シルバー I T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》8月8･9日午
前、9月5･6日午前
　《初めてのワード》8月15･16日午
前、9月12･13日午前
　《初めてのエクセル》8月15･16日
午後、9月12･13日午後
各コース50歳以上、抽選18人

3700円
8月開催分は7月27日、9月開催分
は8月25日まで
会場のシルバー人材センター（
847－1800 847－1716）

■高校生就職フェア
7月24日（月）13時～16時30分
パシフィコ横浜（西区みなとみら
い1－1－1）
3月卒業予定者・教諭・保護者
ハローワーク横浜（ 211－7759）か
経済局雇用労働課（ 671－2343
664－9188）

■保育士おしごとフェア＆就職面
接会
8月7日（月）13時～16時
新都市ホール
保育士資格保有者か取得見込者
8月6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）

■展示｢昭和横浜の構想図 ･完成
予想図」
7月15日（土）～9月10日（日）
　（7月18日・8月21日除く）
中央図書館（西区老松町1）
市史資料室（ 251－3260 251－
7321）

■図書館で夏休み
図書館仕事体験､ 特別おはなし会
など。詳細は7月3日から で
7月19日（水）～8月31日（木）
市立図書館18館ほか
中央図書館（ 262－7334 262－
0052､ 7月18日・8月21日休み）

■｢近代水道130年の歩み｣展
7月19日（水）～8月20日（日）
中央図書館（西区老松町1）
水道局浄水課（ 633－0126 663
－8820）

■親子水道スタンプラリー
スタンプを集めた人にプレゼント
あり。詳細はチラシ（7月10日から
区役所広報相談係で配布）か で
8月1日（火）～31日（木）
市内浄水場ほか
水道局総務課（ 633－0110 664
－6774）

■川井浄水場・道志水源林
　親子バス見学会
道志の湯入浴（実費負担）も。申込
方法等詳細は で
8月2日（水）8時、関内駅集合
親子、抽選45人
7月18日まで
水道局水源林管理所（ 0554－52
－2004 0554－52－2915）
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■水の週間イベント
8月5日（土）11時～15時
新都市プラザ（西区高島2－18－1
横浜新都市ビル）
環境創造局下水道事業マネジメ
ント課（ 671－2941 664－0571）

■浄水場･耐震補強工事現場
　バス見学会
申込方法等詳細は7月3日から で
各9時、関内駅集合
　①8月11日（祝）②9月9日（土）
川井浄水場と鶴ケ峰配水池
各抽選30人。①小学生と保護者
7月20日まで
水道局建設課（ 331－5560 332
－1494）

■サマーコンファレンス
政治・経済・社会などのフォーラム
とセミナー。詳細は で
7月22日（土）9時～18時、7月23日
（日）9時～14時30分
パシフィコ横浜（西区みなとみ
らい1－1－1）
横浜青年会議所（ 671－7485
671－7489）か文化観光局MICE
振興課（ 671－3546）

■衛生研究所施設公開
科学実験体験や衛生情報の紹介
8月5日（土）9時30分～16時
会場の衛生研究所（金沢区富岡
東2－7－1、 370－8460 370－
8462）

■木原生物学研究所
　①施設公開
　②講演会
①模擬実験、種なしスイカ試食ほか
8月5日（土）
　①10時～15時30分②14時
②当日先着120人
会場の木原生物学研究所（戸塚
区舞岡町641－12、 820－1900
820－1901）

■環境科学研究所施設公開
身近な環境の調査・研究の紹介
8月6日（日）9時30分～16時
会場の環境科学研究所（神奈川
区恵比須町1､ 453－2550 453
－2560）

■みなとみらい
　風力発電体感イベント
オリジナル風車づくりほか

8月6日（日）10時～16時
マークイズみなとみらい（西区
みなとみらい3－5－1）
環境創造局環境エネルギー課
（ 671－2681 641－3490）

■ハマの職人展
こども技能体験教室、製作品等の
展示ほか。一部有料
8月20日（日）10時～16時
マークイズみなとみらい（西区
みなとみらい3－5－1）
経済局雇用労働課（ 671－4098 
664－9188）

■中高生夏期ボランティア体験 説明会
詳細は で
7月21日（金）17時、7月22日（土）14時
在住・在学の中学・高校生、各先
着30人
7月11日から で会場の青少年
交流・活動支援スペース（さくら
リビング内、 263－8020 263－
8252）へ

■市民クルーズ
　①ぱしふぃっくびいなす 南紀

串本･三河蒲郡
　②飛鳥Ⅱ ひたち･横浜
①横浜港発着②仙台港発横浜港
着。詳細はチラシ（7月3日から区役
所広報相談係で配布）か で
①8月19日（土）～22日（火）
　②9月14日（木）～16日（土）
各抽選。①16室②20室
大人1人。①11万8150円～②7万
1400円～
7月20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）

■市国際交流協会で
　①夏休み！ 地球市民講座
　②国際機関で働きたい人のため

のキャリア・ガイダンス
日程･申込方法等詳細は で。①国
際機関訪問、セミナーほか
①8月24日（木）～26日（土）
　②8月26日（土）15時
高校生以上30歳以下か教職員､

各先着。①30人②70人
500円
7月11日から
会場の市国際交流協会（ 222－
1174 222－1187）

■スポーツ医科学センターで
　①水泳教室②体操教室
　③少年野球クリニック
日程・費用・申込方法等詳細は で
①②7月11日③7月12日から
会場のスポーツ医科学センター
（①② ･ 477－5774③ 477－
5050 477－5052）

■ぜん息児水中運動教室
9月1日～10月27日の金曜16時30
分、全9回
ム・ウ21あざみ野
1人でプールに入れるぜん息の
小学生、先着30人
7月11日から で
健康福祉局保健事業課（ 671－
2482 663－4469）

■親子で、遊んで発見 森の宝物たち
申込方法等詳細は で
9月17日（日）・23日（祝）10時
小学1～3年生と保護者、各抽選
15組30人
8月8日まで
会場の環境活動支援センター
（ 711－0635 721－6356）

■国民年金保険料免除・納付猶予
制度

対象者は申請で保険料免除。詳細
は問合せを
原則、本人・世帯主・配偶者とも
に、前年所得が基準額以下か失
業等で保険料納付が困難な人。
本人が50歳未満の場合、本人・配
偶者のみで判断可能
居住区の区役所国民年金係か

健康福祉局保険年金課（ 671－
2418 664－0403）

■児童扶養手当現況届の提出を
認定中の人（支給停止含む）に7月
中に案内を送付。8月中に区役所に
提出を。受給から5年以上の人は関
係書類の提出も

区役所こども家庭支援課かこど
も青少年局こども家庭課（ 680
－1192 641－8424）

■市有地の先着順販売
販売地・価格等詳細は募集要領（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

財政局取得処分課（ 671－2264 
662－5369）

■南高校附属中学校説明会
居住区による時間指定あり。詳細
は で
①7月23日（日）②7月25日（火）
①関内ホール（中区住吉町4－42－1）
②南公会堂（南区浦舟町2－33）
小学6年生と保護者、各当日先
着。①1050人②500人
南高校附属中学校（ 822－9300 
822－2876）

■横浜サイエンスフロンティア高校
附属中学校説明会

申込方法等詳細は で
①7月29日（土）②7月30日（日）
①関内ホール②問合先
小学6年生と保護者、各先着
　①1000人②360人
7月11日から
横浜サイエンスフロンティア高
校附属中学校（ 511－3654 506
－3680）

■がん体験者による相談
毎月第2金曜･第4水曜の11時～16時
会場の市民病院（保土ケ谷区岡
沢町56､ 331－1961 341－9781）

■個別ぜん息相談
各14時。①15歳以上＝8月9日・9
月13日・10月11日の水曜②15歳
未満＝8月17日･31日･9月21日
･10月19日の木曜
みなと赤十字病院
各先着｡①2人②3人
7月11日から で健康福祉局保
健事業課（ 671－2482 663－
4469）へ

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

あると便利！マイナンバーカード
　マイナンバーカードがあると、全国のコンビニで住民票などの証明書
を取得できる、便利なコンビニ交付サービスを利用することができます。
　マイナンバーカードは、通知カードと一体になって
いる申請書を使い、郵送やホームページで申請します。
　申請書を紛失した人や引越しで住所が変わった人に
は、居住区の区役所で本人確認の上、新しい申請書を渡
しています。詳しくはホームページを確認してくださ
い。

市コールセンター　　 664-2525　　 664-2828

システムメンテナンスのため、次の日程で、証明書のコンビニ交付サー
ビスを休止します。住民票などの証明書の交付は、区役所または行政
サービスコーナーを利用してください。

【サービス休止日】7月20日（木）終日（予定）

コンビニ交付サービス  一時休止のお知らせ

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 検 索

　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」。世界はグローバル化が急速にすすみ「接
続」性が高まる中で、紛争や難民・移民など「孤立」が国
際問題になっています。今
回は、接続と孤立をテーマに
世界の今を考えます。多様
なアート作品をぜひ楽しん
でください。

ヨコハマトリエンナーレ2017
「島と星座とガラパゴス」

NTTハローダイヤル　　 03-5777-8600（8時～22時）

組織委員会　　 663-7232　　 681-7606
8月4日（金）～11月5日（日）10時～18時　※入場は閉場の30分前まで

（10月27日～29日、11月2日～4日は20時30分まで）
休場日　第2・4木曜
主会場　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）

前売券販売中。お得にアート巡りできるセット券もあります。
詳しくはホームページで。

ヨコトリ 検 索
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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

7月 1日
8日

15日
22日
29日

※タイトルは変更になる場合があります

中区特集
季刊誌「横濱」連動企画 大岡川をめぐる物語
横浜で楽しむ夏休み～大人編～
横浜で楽しむ夏休み～子ども編～
横浜の水

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

7月7日発売

2017（平成29）年 7 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、7月3･10日休み〕
①伊藤亜美（バイオリン）＆佐野隆
哉（ピアノ）
②ライプチヒ・ゲバントハウス管
弦楽団
③ヨコハマ・コーラルフェスト出演
合唱団募集
①9月20日（水）12時10分・14時30
分②11月9日（木）19時③30年2月
16日（金）～18日（日）
③抽選118団体
①1000円②1万円～2万5000円、
会場で販売中③1団体5000円と 
1人1500円
③8月25日までに申込書（区役所
広報相談係で配布）で
③事務局（和田 080－5979－4580）

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、 
263－3055 263－3031､ 7月3･10

日休み〕
①横浜狂言堂
②能の花 能を彩る花
①｢二千石｣｢薩摩守｣②復曲｢菊慈
童 酈縣山｣
①8月13日（日）14時
　②10月28日（土）14時
①2000円②5000円～7000円､①
7月8日②7月15日12時から か
で

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、7
月19･20日休み〕
①立川生志落語会
②なつやすみ爆笑競演
③柳亭市馬独演会
④踊る はなしか三人衆
①8月4日（金）19時
　②8月10日（木）14時
　③8月15日（火）14時
　④8月30日（水）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①我が家のお葬式を考える
②冷凍食品の基礎知識と安全性
①8月5日（土）14時
　②8月25日（金）13時30分
①かけはし都筑（都筑区荏田東4
－10－3）
　②鶴見区役所
各当日先着。①80人②150人

※手話通訳希望者は問合せを
■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｢ハマっ子、三浦半島をゆく｣
7月17日（祝）まで
200円

■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〕
①展示｢帆船日本丸の航跡｣
②モーター船工作教室
③親子海洋教室
④親子展帆参加者募集
⑤総帆展帆
費用・申込方法等詳細は で
①7月15日（土）～9月3日（日）
　②7月29日（土）9時30分･13時30
分、7月30日（日）13時30分
　③8月5日（土）10時
　④7月17日（祝）13時･14時（30分前
から整理券配布）
　⑤7月17日（祝）10時30分から帆を
広げ､ 16時までにたたむ。荒天
中止
②小学3～6年生､各抽選30人
　③小学1～3年生と保護者､抽選
25組50人
　④小中学生と保護者､各当日先
着60人
②7月19日③7月21日まで

■三溪園〔中区本牧三之谷58－1、
621－0635 621－6343〕
①早朝観蓮会
②朝顔展
①7月15日～8月6日の土・日曜・
祝日6時から②7月27日（木）～31
日（月）9時～12時
700円

■山手西洋館〔外交官の家（中区山
手町16、 ･ 662－8819、第4水曜
休み）､エリスマン邸（中区元町1－
77－4、 ･ 211－1101、第2水曜休
み）〕
①絵本フェスティバル
②絵画公募展
①絵本の読み聞かせ、展示ほか。
日程等詳細は で
①7月15日（土）～17日（祝）・21日（金）
～23日（日）
　②8月1日（火）～7日（月）
①西洋館7館②エリスマン邸

■人形の家〔中区山下町18､ 671－
9361 671－9022、月曜（祝日の場合
翌日）休み〕
①ユー ラブ ロディパーク
②シュタイフ アニマルワールド展
①7月19日（水）～8月31日（木）
　②7月22日（土）～9月3日（日）
①300円②800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〉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〉
休み）〕
クールビZOO
9月30日（土）まで
ⒶⒷⒸ
Ⓐ800円Ⓒ500円

■道志村キャンプ場 市民優待
利用料（キャンプ場＝1人1泊600
円まで、テントサイト＝1区画1泊
1000円まで）を助成。詳細は で
30年3月31日利用分まで
18歳以下
道志村観光協会（ 0554－52－
1414）かこども青少年局青少年育
成課（ 671－2353 663－1926）

■横浜銀行アイスアリーナ 
　区民優待月間
貸靴付利用料金を割引。住所が確
認できるものを持参。詳細は で
7月＝磯子･金沢･栄･南区

　8月＝港南･戸塚･中･西区
　9月＝神奈川･鶴見･緑区
　10月＝旭･泉･瀬谷･保土ケ谷区
　11月＝青葉･港北･都筑区
会場の横浜銀行アイスアリーナ
（神奈川区広台太田町1－1､ 411
－8008 411－8010）

■｢財政のあらまし（1）｣の閲覧
29年度当初予算及び28年度下半期
の予算執行状況。 からも可
市役所市民情報センター、区役
所広報相談係
 財政局財政課（ 671－2231 664
－7185）

■｢気候変動適応方針｣の策定・配布
市役所市民情報センター､区役
所広報相談係。 からも可
温暖化対策統括本部調整課（
671－4372 663－5110）

■季刊誌「横濱」57号発売
「大岡川をめぐる物語｣。デイジー
版は7月下旬から市役所市民情報
センターで販売
7月7日（金）
市役所市民情報センター、県内・
都内の主な書店ほか
610円
市民局広報課（ 671－2331 661

－2351）
■横浜の緑に関するアンケートに

ご協力を
市民5000人、樹林地所有者5000人、
農地所有者4000人対象。7月中旬に
調査票を送付､郵送で回答

環境創造局政策課（ 671－4214 
641－3490）

横浜を感じるミニコラム

 『海に面した街・横浜のプライド』木村 尚（海洋環境専門家）

　横浜港は、東京湾の中でも水深が浅い内湾に位
置しています。湾内は反時計回りに水が回ってい
て、約１か月程度で水が入れ替わります。そこに、
黒潮の分流や多摩川・荒川などの河川の水などさ
まざまな水が流れ込んでいます。川の影響も強く
受けすぎず、高い波で海岸がさらわれることもな

い絶好の位置にある横浜港。秋になると海にはな
んと熱帯魚がいっぱい！
　そんな横浜の海ですが、昔はとても汚かったで
す。特に、幼少期から母の実家である能登半島の
海を見ていた私は、複雑な思いでヘドロの海を見
ていました。それが影響したのかは分かりません
が、気がついたら海の専門家に。地元のことがき
ちんとやれない人間がエラそうなことを言いたく
ないという思いが強くて、ずっと横浜の海をきれ
いにする活動をしています。
　テレビで「DASH海岸」という横浜の海を再生さ
せる企画に携わっています。世間が狭くなって息
苦しい（笑）けれど、全国の海をきれいにする活動
に追い風が吹いたこと。また皆さんが海に関心を
持ってくれたことが本当に嬉しいです。潜在能力
の高い横浜の海、理論的に生き物がたくさん帰っ
てくるのは分かっていましたが、実証できたこと

も鼻が高いです。
　夢は、横浜の海で遊ぶ子どもたちとそれをあた
たかく見守る街づくり。子どもたちが海で遊ぶこ
とが自然になるといいなと思っています。そして、
横浜に港があるということにもっとプライドを持
ってほしいです。もっと港に来て、海を好きにな
ってもらいたいですね。

木村 尚
たかし

さん：1956年横浜市港北区生ま
れ。NPO法人「海辺つくり研究会」理事・
事務局長。日本の海洋環境や東京湾
の再生に尽力。主な著書は「都会の里
海・東京湾」、「ハマの海づくり（共著）」
など。2009年テレビ番組「ザ！鉄腕！
DASH！！」で、かつての東京湾の姿を取
り戻す企画「DASH海岸」に参加。横浜市
から東京湾の一角を借り受け、海のヘ
ドロを除去して干潟をつくるところか
ら企画をスタートさせる。

プロフィール

東京湾でミツクリザメを採取
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　梅雨明けとともに気温が急に高くなると、熱中症が疑われる人の
救急搬送が多くなってきます。
　夏を涼しく過ごせるような工夫を心がけ、熱中症を防ぎましょう。

熱中症を予防しましょう 消防局救急課　　 　　　　334-6494　　 334-6785
健康福祉局保健事業課　　 671-2451　　 663-4469

熱中症予防のポイント

あれ ？熱 中症 ？
① 涼しい場所へ避難させる
② 衣服を脱がせ、体を冷やす
③ 水分・塩分を補給する
救急車を呼ぶか迷った時には
横浜市救急相談センター（無休・24時間）
　 ＃7119（携帯電話・PHS・プッシュ回線）
または　　222-7119
※「意識がない」「呼びかけに反応しない」場合は、
　すぐに救急車を要請してください

８月17日（木）・18日（金）
教育委員会生涯学習文化財課　　 671-3283　　 224-5863経済局産業立地調整課　　 671-4602　　 664-4867

子どもアドベンチャー 検 索

　市内の小中学生を対象に、さまざまな仕事体験と、その仕事に従
事する人との出会いを通して、「働くこと」を知るイベントを開催
します。民間企業・団体をはじめ、大学、公的機関での見学や体験
ができるプログラムが充実。横浜をまるごと冒険できるイベント
です！

　参加条件や開催日時・内容はホームページで確認してください。

I・TOP横浜によるIoT技術を用いたビジネス創出などの取組の
一つとして、今回（株）ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）と神奈川
県タクシー協会が共同でタクシー配車の実証実験を行います。
実験では、タクシーの利便性を向上させるため配車アプリ
（DeNA開発）を使用します。

実証実験に関する情報：

実証実験期間：　　　　7月末～9月末（予定）
対象エリア：　　　　　中・西区・JR横浜線沿線（東神奈川駅～

長津田駅）周辺

※ I oTとは
パソコンやスマートフォンなどの情報通信機器のほか、身のまわりにある家電製品、自動車、
工場の機械などに感知機器・制御機器を取り込み、インターネットとつなげることで、生活や
仕事の効率をよくするという考え方。Internet of Thingsの略。

「賢いタクシー配車アプリ」 7月末からテスト配信

あいとっぷ

※写真は昨年の様子

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

横浜消防マスコットキャラクター
ハマくん

　市内には、ものづくりや I T分野に力のある事業所や研究機関があ
り、それぞれが持つ技術・知識を生かすことで、I oT※などを活用した
新たなビジネスモデルを創出できます。その支援を行うため、交流・
連携や人材育成の場として立ち上げたのが「I・TOP横浜」です。
　この事業では、自動運転、ドローンや住宅などに関する個別プロ
ジェクトを立ち上げ、「中小企業のチャレンジ支援」「社会課題解決へ
の貢献」を目標に、取組を行っています。

DeNA　配車アプリ 検 索

＊期間・エリアは変更となる場合があります。詳しくはホームページで確認してください

竪穴住居跡を掘ってみよう！

飼育係の一日を知ろう！

特に注意してください

●のどが渇いていなくても
水分補給が必要です

●暑さに対する感覚機能が
低下しているため、部屋
の温度をこまめに確認
し、エアコンなどを上手
に活用しましょう

高齢者の場合
●体温の調節機能が
十分に発達してい
ないので、注意し
ましょう

幼児の場合
、、 、、

日頃の
健康管理

こまめな
水分・塩分補給

涼しい服装
日傘や帽子

部屋の
温度調整


