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　衣替えの季節になると、今ではすっかり見かけなくなった夏の家支度を懐
かしく思い出すことがあります。よしずを軒先に立てかけたり、畳の上に

ござを敷いて足元を涼しくしたり。
　季節にあわせた快適さを工夫する中で、私たちは自然を身近に感じることができました。今では冷暖
房のおかげで大変便利な反面、自然から学び、活用することを忘れがちです。地球環境を守るためにも、
日々の暮らしの中で自然との共生を意識することが大切ですね。
　横浜の子どもたちも、毎年夏休み期間に小まめな節電や緑のカーテンなど、こども「エコ活。」大作戦！
に取り組んでいます。昨年は、市内226校、約4万人の子どもたちがさまざまな環境行動にチャレンジ
してくれました。私たち一人ひとりの環境に優しい取組の積み重ねが、誰もが心豊かに暮らすことがで
きる、かけがえのない未来につながっています。
　先月のアジア開発銀行第50回年次総会では、67の国と地域から5千人の皆さまをお迎えし、美しい花
と緑に彩られた環境未来都市・横浜の取組にアジアの要人の方々からも高いご評価をいただきました。
　これからも、環境を守り、次世代に引き継いでいく取組を、ご一緒にたゆまず続けていきましょう。

小さな積み重ねが未来をつくる

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。

自然観察会  都筑中央公園（都筑区）自然観察会  都筑中央公園（都筑区）

広報よこはま拾い読み 検 索
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　今から130年前の1887年、横浜に日本で初めての近代
水道※が誕生しました。現在のように当たり前に水道が使
えるようになるまでには、さまざまな困難がありました
が、市民の皆さんの協力の下で乗り越えてきました。

※川などから取り入れた水をろ過して鉄管などを用いて有圧で給水し、いつ
でも使うことのできる水道のことです

山梨県の道志川から取水を開始
人口増加への対応と経費削減のた
め、取水所を道志川に移す。

1897年
川井浄水場完成
新たに、山手地区への
給水を開始。

1901年

日本初の
近代水道が誕生
相模川と道志川の合流地
点の三井（現在の相模原市
緑区津久井町）で取水し、
約44㎞離れた野毛山浄水
場まで水を送り、関内・関
外の市街地へ給水を開始。

西谷浄水場完成
市域拡大に伴う著しい人口
増加により水需要は増大。

1915年

関東大震災
施設が壊滅的な被害を受け
る。

1923年

震災復興事業
被害が最も大きかった野毛山浄水場
は、大震災の教訓から形を変え、強固
な円形配水池に生まれ変わる。

1924～1929年

横浜大空襲
見渡すかぎり
がれきの山と
化し、水道施設
も再び甚大な
被害を受ける。

1945年

1947年 工業用水道事業を開始
京浜工業地帯における工業
用水の不足と地下水のくみ
上げによる地盤沈下を防ぐ
ため設立。

1960年

「神奈川県内広域水道企業団」を設立
高度経済成長に伴う産業の発展と都市への
人口集中による水需要の急増に対応するた
め、横浜市・神奈川県・川崎市・横須賀市が共
同で設立。企業団から4団体に水道水を供給。

1969年

三保ダム完成
再び見舞われた異常渇水
を乗り切る。

1978年

宮ケ瀬ダム完成
将来にわたり安定
して水を届けられ
る水源と施設が整
う。
※2001年に本格始動

2000年

1887年　横浜水道の歴史がここからスタート

2017年　現在の横浜市水道局

●災害に強い水道を目指して
古くなった水道管を地震に強い水道管に取り替える
工事や、配水池などの施設の耐震化工事を計画的に進
め、災害に強い水道への整備を行っています。

●施設の再整備
2014年、川井浄水場は自然エネルギーを活用した国内
で最大規模の膜ろ過施設「セラロッカ」を導入し、新し
く生まれ変わりました。また現在は、西谷浄水場の再
整備を進めています。

　わずか100戸ほどの村だった横浜は、1859年の開港を機に人口が急増。海
を埋め立てた横浜の井戸水は塩分を含み、塩辛い水ばかりでした。また、衛
生的な水が確保できず伝染病が流行したり、消火用の水が不足していたこ
とから大火が発生したりすることもしばしば…

これからも川井、西谷、小雀の3つの浄水場
や約9,200kmにおよぶ水道管など施設の
維持管理を適切に行い、24時間365日安
全で良質な水を安定してお届けします。

1916年に道志村の
山林を購入。以来、
道志水源林として
管理・保全。

現在、市の給水量の
約半分は企業団か
ら購入。

山手地区は高台のため、多額の費
用をかけてポンプで水を送る必
要があったことなどから、創設当
時は給水されていなかった。

これ以前は、ポンプを
使って川から水をく
み上げていたため、多
額のポンプ運転費用
がかかっていた。

洗濯機、自家用風呂、
水洗トイレが急速に
普及するなど生活水
準も向上し、水需要
はさらに増大。

通水を記念して吉田橋（現在の中区）で行われた
消防出初式

野毛山浄水場の惨状

野毛山浄水場跡に震災復興工事で完成した
野毛山配水池（1927年3月完成）

焼け跡での生活（1945年）
（横浜市史資料室資料）

宮ケ瀬ダム

　人間の暮らしは、食べ物や衣服の材料、木材、水や空気など、自然の
恵みや循環に支えられています。
　６月は環境月間。自然や環境のためにできることを改めて考えて
みませんか。日々の暮らしの中でできる、環境にやさしいことはたく
さんあります。一人ひとりが小さな工夫から取り組んでいくと、大き
な力になります。また、仲間が増え、つながっていけば、楽しみも活動
も広がります。

6月は環境に関するさまざまなイベントを開催しています。
参加して、環境にやさしい行動のきっかけをみつけましょう。
イベントの情報は、ホームページを確認してください。

ツイッターでも取組のヒントやイベントの情報を発信しています。
横浜環境情報のツイッターアカウント　@yokohama_kankyo

横浜市　生きもののつながり 検 索

　　　 環境教育出前講座
　森や川や海などの自然の大切さや、環境と
生活の関わりなどについて、市民団体・企業・
市役所など専門知識を持った講師が地域に
出向き、わかりやすく講義を行っています。

横浜市　環境教育出前講座 検 索 林を観察する子どもたち
（旭区・こども自然公園）

あっ、大雨だ！ 日頃から大雨に備えておくことは、
災害を未然に防ぎ、落ち着いた行動・避難につながります。

暮らしている家、
まちの地形を知る
住んでいるのは
アパート・マンション? 一戸建て?
川がある、坂が多い、崖がある…
街の地形の特徴は?
　大雨への備えは、身近なチェックからはじ
めることができます。
　暮らしている地域が、どのような被害を受
ける可能性があるかを知るには、各災害に応
じた「ハザードマップ」が役に立ちます。

各種ハザードマップはホームページで確認
できます。

ハザードマップで、
どんな危険があるのかチェック
　崖崩れや河川、下水道からあふれる
水などによってどのような被害が想定
されるかを、各区の地域の地図上で確
認できるのが「ハザードマップ」。大雨
に関係するハザードマップは3つあり、
発災の危険度がわかります。

◎土砂災害ハザードマップ
◎洪水ハザードマップ
　（河川などのはん濫）
◎内水ハザードマップ
　（市街地に降った雨で下水道管や水
路などからあふれて起きる浸水）横浜市　防災の地図 検 索

万が一の時には、避難のサインに注意して

　避難情報・気象情報をもとに普
段から避難行動を確認しておき
ましょう。
●危機管理情報のチェック
（河川はん濫・土砂災害の危険、
避難・気象などの情報）　
●下水道や水路などからの浸水
●崖崩れの前兆現象
（小石がパラパラ落下、斜面に
わき水や亀裂が発生など）

下記避難情報が出たら…

〈避難準備・高齢者等避難開始〉　
高齢者や子ども、障害のある人など避難
に時間を要する人は避難行動を開始して
ください。

〈避難勧告〉　
安全な場所へ避難してください。

〈避難指示(緊急)〉　
まだ避難行動をとっていない人は、直ち
に避難してください。

総務局危機管理課　　 671-2012　　 641-1677

横浜市　危機管理室 検 索

浸水被害、
土砂災害を防ぐために
　浸水被害を防止・軽減させるため、日頃から備える、
助成金制度を活用してあらかじめ崖の改善を行うな
どの対策が重要です。

雨水ますの清掃　
　大雨の時に雨水ますがふ
さがっていると雨水が流れ
にくくなり、浸水するおそれ
があります。日頃から側溝
や雨水ますをふさがないよ
う清掃を心がけてください。

崖地の改善工事に
対する助成金制度
　崖崩れの発生が予
想される自然崖や人
工崖、崖崩れが発生し
二次災害のおそれが
ある崖に対して、土地
所有者などが行う対
策工事の費用を一部
助成します。

環境創造局
下水道事業マネジメント課
　 671-2840　　 664-0571

建築局建築防災課
　 671-2948　　 663-3255

横浜市民防災センターで、大雨対策などの市民向け防災講座を随時開催。詳しくはホームページで確認してください。
7月から 「防セン アカデミー」 開講 市民防災センター　　 411-0119　　 312-0386 横浜市民防災センター　 検 索

相模ダム完成
戦後の資材高騰、工期の
延長など困難を乗り越
え完成。

環境創造局政策課　　 671-2484　　 641-3490

整備前

整備後

整備前

整備後

　横浜市制施行

1985年　市の人口が
300万人を超える1968年　市の人口が

200万人を超える

小雀浄水場完成
横須賀市と共同で築造。

1965年

完成当時の小雀浄水場

1959年
横浜開港100年

1942年　市の人口が
100万人を超える

1889年

弾道ミサイル落下時の行動について

　弾道ミサイルが発射され、日本に落下する可能性がある場合、緊急速報
メールやテレビ、ラジオなどを通じて緊急情報が流れます。緊急情報が
流れたら、速やかな避難行動・正確かつ迅速な情報収集をお願いします。

総務局危機管理課　
　 671-2172　　 641-1677 横浜市国民保護 検 索

横浜市防災情報Eメール 検 索 Yahoo!防災速報 検 索市が発信する情報は防災情報EメールやYahoo!防災速報でも確認できます。是非、活用してください。

屋外にいる
場合

建物がない
場合

屋内にいる
場合

できる限り頑丈な建物や地下（地下街や
地下駅舎などの地下施設）に避難

窓から離れるか、
窓のない部屋に移動

口と鼻をハンカチで覆い、
現場から直ちに離れ、
密閉性の高い屋内または
風上へ避難

換気扇を止め、窓を閉め、
目張りをして室内を密閉

物陰に身を隠すか、
地面に伏せて頭部を保護

正しい避難行動 近くに落下したら

横浜市　がけ防災 検 索

みい

城山ダム完成
全国的な異常渇水に苦しむ中、津久井湖
を水源として馬入川からの取水を開始
し、この窮地を乗り切る。

1965年

ばにゅう

神奈川県知事が依頼した
英国人技師H.S.パーマー
の指導により完成。
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維持管理を適切に行い、24時間365日安
全で良質な水を安定してお届けします。

1916年に道志村の
山林を購入。以来、
道志水源林として
管理・保全。

現在、市の給水量の
約半分は企業団か
ら購入。

山手地区は高台のため、多額の費
用をかけてポンプで水を送る必
要があったことなどから、創設当
時は給水されていなかった。

これ以前は、ポンプを
使って川から水をく
み上げていたため、多
額のポンプ運転費用
がかかっていた。

洗濯機、自家用風呂、
水洗トイレが急速に
普及するなど生活水
準も向上し、水需要
はさらに増大。

通水を記念して吉田橋（現在の中区）で行われた
消防出初式

野毛山浄水場の惨状

野毛山浄水場跡に震災復興工事で完成した
野毛山配水池（1927年3月完成）

焼け跡での生活（1945年）
（横浜市史資料室資料）

宮ケ瀬ダム

　人間の暮らしは、食べ物や衣服の材料、木材、水や空気など、自然の
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あっ、大雨だ！ 日頃から大雨に備えておくことは、
災害を未然に防ぎ、落ち着いた行動・避難につながります。

暮らしている家、
まちの地形を知る
住んでいるのは
アパート・マンション? 一戸建て?
川がある、坂が多い、崖がある…
街の地形の特徴は?
大雨への備えは、身近なチェックからはじ

めることができます。
暮らしている地域が、どのような被害を受

ける可能性があるかを知るには、各災害に応
じた「ハザードマップ」が役に立ちます。

各種ハザードマップはホームページで確認
できます。

ハザードマップで、
どんな危険があるのかチェック
崖崩れや河川、下水道からあふれる

水などによってどのような被害が想定
されるかを、各区の地域の地図上で確
認できるのが「ハザードマップ」。大雨
に関係するハザードマップは3つあり、
発災の危険度がわかります。

◎土砂災害ハザードマップ
◎洪水ハザードマップ
（河川などのはん濫）
◎内水ハザードマップ
（市街地に降った雨で下水道管や水
路などからあふれて起きる浸水）横浜市　防災の地図 検 索

万が一の時には、避難のサインに注意して

　避難情報・気象情報をもとに普
段から避難行動を確認しておき
ましょう。
●危機管理情報のチェック
（河川はん濫・土砂災害の危険、
避難・気象などの情報）　
●下水道や水路などからの浸水
●崖崩れの前兆現象
（小石がパラパラ落下、斜面に
わき水や亀裂が発生など）

下記避難情報が出たら…

〈避難準備・高齢者等避難開始〉　
高齢者や子ども、障害のある人など避難
に時間を要する人は避難行動を開始して
ください。

〈避難勧告〉　
安全な場所へ避難してください。

〈避難指示(緊急)〉　
まだ避難行動をとっていない人は、直ち
に避難してください。

総務局危機管理課　　 671-2012　　 641-1677

横浜市　危機管理室 検 索

浸水被害、
土砂災害を防ぐために
　浸水被害を防止・軽減させるため、日頃から備える、
助成金制度を活用してあらかじめ崖の改善を行うな
どの対策が重要です。

雨水ますの清掃　
　大雨の時に雨水ますがふ
さがっていると雨水が流れ
にくくなり、浸水するおそれ
があります。日頃から側溝
や雨水ますをふさがないよ
う清掃を心がけてください。

崖地の改善工事に
対する助成金制度
　崖崩れの発生が予
想される自然崖や人
工崖、崖崩れが発生し
二次災害のおそれが
ある崖に対して、土地
所有者などが行う対
策工事の費用を一部
助成します。

環境創造局
下水道事業マネジメント課
　 671-2840　　 664-0571

建築局建築防災課
　 671-2948　　 663-3255

横浜市民防災センターで、大雨対策などの市民向け防災講座を随時開催。詳しくはホームページで確認してください。
7月から 「防セン アカデミー」 開講 市民防災センター　　 411-0119　　 312-0386 横浜市民防災センター　 検 索

相模ダム完成
戦後の資材高騰、工期の
延長など困難を乗り越
え完成。

環境創造局政策課　　 671-2484　　 641-3490

整備前

整備後

整備前

整備後

　横浜市制施行

1985年　市の人口が
300万人を超える1968年　市の人口が

200万人を超える

小雀浄水場完成
横須賀市と共同で築造。

1965年

完成当時の小雀浄水場

1959年
横浜開港100年

1942年　市の人口が
100万人を超える

1889年

弾道ミサイル落下時の行動について

　弾道ミサイルが発射され、日本に落下する可能性がある場合、緊急速報
メールやテレビ、ラジオなどを通じて緊急情報が流れます。緊急情報が
流れたら、速やかな避難行動・正確かつ迅速な情報収集をお願いします。

総務局危機管理課　
　 671-2172　　 641-1677 横浜市国民保護 検 索

横浜市防災情報Eメール 検 索 Yahoo!防災速報 検 索市が発信する情報は防災情報EメールやYahoo!防災速報でも確認できます。是非、活用してください。

屋外にいる
場合

建物がない
場合

屋内にいる
場合

できる限り頑丈な建物や地下（地下街や
地下駅舎などの地下施設）に避難

窓から離れるか、
窓のない部屋に移動

口と鼻をハンカチで覆い、
現場から直ちに離れ、
密閉性の高い屋内または
風上へ避難

換気扇を止め、窓を閉め、
目張りをして室内を密閉

物陰に身を隠すか、
地面に伏せて頭部を保護

正しい避難行動 近くに落下したら

横浜市　がけ防災 検 索

日本初の
近代水道が誕生
相模川と道志川の合流地

みい

点の三井（現在の相模原市
緑区三井）で取水し、
約44㎞離れた野毛山浄水
場まで水を送り、関内・関
外の市街地へ給水を開始。

城山ダム完成
全国的な異常渇水に苦しむ中、津久井湖
を水源として馬入川からの取水を開始
し、この窮地を乗り切る。

1965年

ばにゅう

神奈川県知事が依頼した
英国人技師H.S.パーマー
の指導により完成。
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　847-6262　  848-4281
おかけ間違いのないようご注意ください

水道に関する問合せは、24時間365日いつでも 
水道局お客さまサービスセンターへ
水道料金のお支払いには口座振替・クレジットカード払いをご利用ください

はちよんなな

No.126

水道事業会計 29年度 予算の概要水道事業会計 29年度 予算の概要水道事業会計 29年度 予算の概要
水道施設の整備に関する収支

140億円

406億円

合計

   996億円

1,177億円

収入
（税込）

支出
（税込）

※差引（収入－支出）の不足額は積み立てたお金などで対応しています

水道事業会計、工業用水道事業会計予算の詳細は、水道局ホームページに掲載しています。 横浜水道　予算 検 索

横浜水道130年　イベント 検 索

水道事業の運営に関する収支

856億円

771億円

「見て学び・行って体感」をコンセプトに、
さまざまなイベントを企画しています。

　市の水源である相模湖、津久井湖、丹沢湖、
宮ケ瀬湖、道志川地域の提携施設で「水源通
行手形」を提示すると、割引などの各種優待
を受けることができます。さらに、優待を利
用したときにスタンプを押してもらうと、記
念品プレゼントに応募できます。

配布場所
各区役所広報相談係、
水道局各水道事務所ほか

詳しくは水道局ホームページへ

水源通行手形　横浜 検 索

近代水道創設130年記念事業

浄水場などの特別見学会【８～11月】
　普段は見ることができない浄水場内の施設
や現在行っている水道施設の耐震補強工事現
場の見学などをします。（詳細は7月以降に順次案内予定）

水道施設をめぐるスタンプラリー【８月】
　浄水場などに行ってスタンプを集めると、記
念品をもらえます。（7月に案内予定）

水源地バスツアー【８・10月】
　自然豊かな水源地を訪れ、水源林の見学など
をします。（7・9月に募集予定）

6月以降もイベントを予定しています

6月からスタート
見て学ぶ

行って体感

水道施設を訪ねるウオーキング
イベント【10～11月頃】
　浄水場などを訪ねて水道の歴史を知
るウオーキングイベントを行います。
（9月に募集予定）

このほかにもさまざまなイベントを予定しています。
詳細は水道局ホームページに順次掲載します。

支出予算（1,177億円）の内訳支出予算（1,177億円）の内訳

■管路の更新・耐震化　214億円
　老朽化した配水管111㎞を地震に強い水道管に更新します。

■基幹施設の更新・耐震化　80億円
　配水池などの基幹施設を耐震化するとともに、ポンプなどの電
機設備を計画的に更新します。

■水源の保全　4億8,000万円
　山梨県道志村の水源林を計画的に管理するとともに、神奈川県
などと共同して相模湖や津久井湖の水源水質を保全します。

■西谷浄水場の再整備　1億1,000万円
　37年度の完成を目指して浄水処理施設や導水路の設計を進め
ます。

■熊本地震を踏まえた災害対応力の強化　1,000万円
　横浜市管工事協同組合などの民間事業者との連携の強化などに
より、本市や他都市が被災した場合の災害対応力を強化します。

　水道事業の主な財源である水道料金収入は、13年度の料金改定以来、節水機器
の普及などにより減少傾向が続いています。この間、人件費などの削減や資産
の有効活用など事業経営の効率化を図ることで施設等整備費を確保し、計画的
に水道管や配水池などの施設の更新・耐震化に取り組んできました。
　今後の経営環境は、水道料金収入の減少傾向が続く一方、高度経済成長期に建
設した多くの施設が更新の時期を迎えるため、さらに厳しくなることが見込ま
れます。このため、水需要に適した施設規模への見直しや更新時期の平準化、さ
らなる経費縮減など、一層の経営努力を進めていきます。

　私たちの体は、約60％が水分です。体の水分が不足すると、熱中症などの症状があ
らわれ、命の危険に陥ることもあります。これから暑くなる季節には、こまめに水分
補給することが大切です。

暮らしに身近な水道水 ～健康のため水を飲もう～

水道事業財政の推移

1 2

3 4 5

6

9時から
10時ごろ

7 8

起床後すぐ 朝食時

昼食時

入浴後

15時ごろ

夕食時 就寝前

水分補給のポイント

浄水場内の施設を見学

物件費（動力費・薬品費・委託料など）
人件費

地方債の
償還費

減価償却費

神奈川県内広域水道企業団※からの水道水購入費

施設等整備費

146117

168

214
166

366

214

80

72

水道管の
耐震化・更新費

配水池・ポンプなどの
耐震化・更新費

設備や建物などの改良・修繕費

（億円）

800

700

600

500

400

300

600

500

400

300

200

100

（億円）

（平成）

（億円）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水道料金収入（左軸）

施設等整備費（右軸）

水道料金収入と施設等整備費の推移

水源通行手形を持って水源地へ行こう

※3ページ中央（1969年）参照

決算 予算 計画

789

339
366 369

682
656

※コップ1杯は120cc程度

主な取組
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■子育てりぶいん　入居者
市認定の民間住宅。8月・38戸予定。
所得制限ほかあり。収入に応じ家
賃助成あり
18歳未満の子がいるか妊娠中の
人がいる世帯、抽選
6月16日までに申込書（6月2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
建築局住宅政策課（ 671－4121 
641－2756）

■高齢者向け優良賃貸住宅
　①入居者②③空家待ち登録者
市認定の民間住宅。抽選
①12月予定。保土ケ谷区帷子町42戸
②③事前に順位を決め、空家発生
時に入居を斡旋｡ ②鶴見区鶴見中
央ほか③磯子区中原ほか
申込時に在住か在勤の60歳以上
6月30日までに申込書（区役所広
報相談係、行政サービスコーナ
ーで配布）で
①③パワーズアンリミテッド（
439－0028）②市住宅供給公社（
451－7766）か、建築局住宅政策課
（ 671－4121 641－2756）

■民間移管予定保育所の運営法人
荏田西保育園（青葉区）･上永谷西
保育園（港南区）･川島保育園（保土
ケ谷区）･杉田保育園（磯子区）
31年4月移管
認可保育所を運営する社会福祉
法人、公益社団・財団法人、選考
7月20日～25日に申込書（ から
入手）で
説明会　6月16日（金）・23日（金）14
時、開港記念会館で。申込みは6
月15日までに で問合先へ
こども青少年局保育・教育運営
課（ 671－2400 664－5479）

■親と子のつどいの広場　運営団体
申込方法等詳細は6月9日から で
7月14日まで
説明会　6月15日（木）10時、問合先で
こども青少年局子育て支援課（  
671－2705 663－1925）

■身体に障害のある人　市職員募集
詳細は受験案内（6月7日から区役
所広報相談係、行政サービスコー
ナーで配布）か で
1次選考日＝8月27日（日）
7月7日まで
人事委員会任用課（ 671－3347 
641－2757）

■ストーマ（人工肛門・膀胱）用装具
の保管用ロッカー貸出
在住のストーマ用装具使用者、
抽選540人
6月30日までに申込書（区役所高齢･
障害支援課で配布､ から入手）で
健康福祉局障害企画課（ 671－
3603 671－3566）

■養育費セミナー
申込方法等詳細は で
7月31日（月）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）
7月7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）

■夏の相談日
生活、学習、進路について
7月31日（月）～8月4日（金）9時～16時
視覚障害者、関係者
7月3日までに で会場の盲特別支
援学校（ 431－1629 423－0284）へ

■中央職業訓練校　9月生募集
　①ITビジネス科、IT・Webプログ

ラミング科②介護総合科、医療・
調剤事務OA科

費用等詳細は6月15日から申込書
（ハローワークで配布）か で
9月1日（金）～12月4日（月）の60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30人
7月21日まで
説明会　各10時・14時、問合先
で。①7月10日（月）②7月11日（火）
会場の中央職業訓練校（中区山下
町253、 664－6825 664－2081）

■障害者パソコン講習会 iPad
　①③入門②活用
各13時｡ ①7月18日（火）･19日（水）､
全2回②7月20日（木）･21日（金）､全2
回③7月25日（火）～28日（金）､全4回
横浜ラポール
各15歳以上（中学生除く）､抽選8人。

　①肢体・内部・精神･聴覚等障害
の初心者②肢体・内部・精神･聴
覚等障害で基本操作ができる人
③聴覚障害の初心者
①1904円②500円③2512円
6月20日までに に 希
望日、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）

■29年度版｢暮らしのガイド｣
　点字版・デイジー版配布
点字版は後記会場で受付、後日郵送
7月10日（月）から
市役所市民情報センター、区役
所広報相談係、市立図書館
市民局広報課（ 671－2332 661
－2351）

■関内ホールで
　①ひなたぼっこコンサート
　②三遊亭白鳥・春風亭一之輔 二人会
　③松井祐貴ソロライブ
①6月25日（日）11時･13時30分②8
月5日（土）14時③8月19日（土）16時
②③未就学児は入場不可
①1組（未就学児と保護者）1000円

　②3600円③3500円、問合先で販売中
会場の関内ホール（中区住吉町4
－42－1、 662－1221 662－2050、
6月5日･7月10日休み）

■消防音楽隊　定期公演
7月8日（土）14時
緑公会堂
抽選500人
6月20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

■横濱ジャズプロムナード　
　ボランティア募集
イベント運営、舞台裏方等。8・10月に
説明会あり。申込方法等詳細は で
10月7日（土）･8日（日）
18歳以上
6月12日から
実行委員会（ 211－1510 221－
0216）

■横浜港客船フォトコンテスト 作品募集
28年9月～29年8月に横浜港で撮影
のクルーズ客船写真。詳細はチラシ
（区役所広報相談係で配布）か で
9月15日 までに事務局（横浜港
振興協会内､ 671－7241 671－
7350）へ
前記か港湾局客船事業推進課（  
671－7272）

■講座｢がんの化学療法･抗がん剤」
7月5日（水）15時
戸塚区役所
先着130人
6月19日から で横浜医療セン
ター（ 853－8357 853－8356）へ

■講座「食の安全とアトピー性皮膚炎」
7月6日（木）14時
横浜ラポール（港北区鳥山町1752）
当日先着300人
横浜労災病院（ 474－8111 474
－8344）

■市大エクステンション講座
　①女性のがん
　②最新の肝臓病治療
①7月7日（金）14時②7月30日（日）13時
①フォーラム南太田②はまぎん
ホールヴィアマーレ（西区みなと
みらい3－1－1）
①先着50人②当日先着500人
①6月12日から で市大地域貢
献センター（ 787－8930 701－
4338）へ。 からも可

■講演「小児ぜん息と食物アレルギー」
7月18日（火）13時
みどりアートパーク
先着200人
6月12日から申込書（区役所広報
相談係で配布）で
こども青少年局こども家庭課（  
671－2455 681－0925）

■薬物依存症者と家族フォーラム
①体験講座②講演
7月23日（日）。①10時②13時
南公会堂（南区浦舟町2－33）
当日先着。①30人②500人
健康福祉局障害福祉課（ 671－
3602 671－3566）

■講演｢自分を傷つけずにいられ
ない子どもたち」

申込方法等詳細は で
7月11日（火）13時
関内ホール

先着250人
6月11日から
よこはまユース（ 662－4170
662－7645）

■講座「発達障害の子ども・青少年
の理解と支援」

申込方法等詳細は で
7月13日（木）･18日（火）9時30分
各先着50人
1000円
6月14日から
会場の青少年育成センター（
664－6251 664－6254）

■サマーセミナー
体験を通して視覚障害を学ぶ
各9時。①8月1日（火）②8月2日（水）
各選考20人。①小学4年生以上
（教員除く）②教員
7月7日までに に全員の
所属、動機を書いて、会場の盲

特別支援学校（〒221－0005神奈
川区松見町1－26、 431－1629
423－0284）へ

■愛犬の健康と幸せのセミナー
ペット同伴不可
6月24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）

■親子水道水質教室
申込方法等詳細は で
7月26日（水）･27日（木）13時
西谷浄水場
小学4～6年生と保護者、各抽選
20組40人
6月29日まで
水道局水質課（ 371－5656 371
－6942）

■マンション管理基礎セミナー
7月22日（土）9時30分
技能文化会館
管理組合新任役員、先着90人
6月12日から に を書い
て、マンション管理組合サポー
トセンター（ ・ 663－5459）へ
前記か建築局住宅再生課（ 671
－2954）

■貿易実務研修講座　基礎コース
7月3日（月）･6日（木）10時､全2回
神奈川中小企業センタービル
未経験者か新任者、先着50人
8000円
6月12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）

■講演｢ライフネット生命の起業物語」
8月19日（土）14時
市内で起業予定の50歳以上、先
着50人
6月12日から で横浜企業経営
支援財団（ 225－3714 225－
3738）へ。 からも可
会場の中央図書館（ 262－7336）

■講演｢理系の仕事って面白い」
理系女子の本音を聞く
7月15日（土）13時30分
産業貿易センター
高校生、抽選40人
6月30日までに で
文化観光局MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）
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■合同就職面接会
履歴書複数持参
7月6日（木）13時～16時（受付は15
時45分まで）
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 
201－6284）か経済局雇用労働

課（ 671－2343）
■夜のマリンタワーを階段で制覇
のぼりきった人にプレゼントあり。
小学生以下は保護者同伴
7月8・9日、8月11日～13日の土・
日曜、祝日18時～21時。雨天・強
風中止
750円（市民割引あり）
会場のマリンタワー（中区山下
町15、 664－1100）か文化観光局
観光振興課（ 671－3652 663－
6540）

■ヨコハマ市民まち普請事業
　1次コンテスト
市民主体のまちづくり整備提案の
公開選考
7月8日（土）10時～17時30分（予定）
みなとみらい21プレゼンテーショ
ンルーム（西区みなとみらい2－3－
5クイーンズスクエア横浜クイー
ンモール）
都市整備局地域まちづくり課
（ 671－2679 663－8641）

■一日メディカルパーク
医療体験講座、パネル展示ほか。
小学生は保護者同伴
7月29日（土）10時～15時
小学4年～高校生、抽選250人
6月20日までに で
会場の市民病院（ 331－1961
332－5599）

■小児ぜん息・アレルギーキャンプ
8月19日（土）8時30分
こども自然公園青少年野外活動
センター
5～12歳のぜん息・食物アレルギ
ー・アトピー性皮膚炎の患児と
親、先着20組40人
6月12日から でみなと赤十字

病院（ 628－6381 628－6101）へ
■風力発電所親子バス見学会
6月25日（日）9時30分、情報文化セ
ンター集合
ハマウィングと三菱みなとみら
い技術館
小学生以上の親子、抽選55人
1人700円
6月15日までに に 保護者の

4人までの を書いて、地
球温暖化対策推進協議会（〒231
－0016中区真砂町4－43、 681－
9910 681－3934）へ
前記か温暖化対策統括本部調整
課（ 671－2719）

■横浜農業探検隊　参加者募集
旭区内で野菜の収穫体験｡詳細は で
7月22日（土）9時、横浜駅集合、バ
スで移動
抽選30人
1000円
6月30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

■子ども国際平和スピーチコンテ
スト 参観者募集
各13時30分。小学生の部＝7月25
日（火）、中学生の部＝7月26日（水）
西公会堂
各抽選100人
7月3日までに に 希望日
（両日可）を書いて、教育委員会国
際教育課（〒231－0017中区港町1－
1、 671－3585 664－5499）へ

■子どもアドベンチャー
市役所等での職業体験（一部有料・
要事前申込）。詳細は6月15日から
チラシ（区役所広報相談係、市立図
書館で配布）か で
8月17日（木）･18日（金）10時～16時
小中学生
教育委員会生涯学習文化財課
（ 671－3283 224－5863）

■小学生港内見学会
申込方法等詳細は で
各13時、山下公園集合
　青果ふ頭コース＝7月27日（木）
　自動車ふ頭コース＝7月28日（金）
小学生と2人までの保護者、各抽

選100人
6月30日まで
横浜港振興協会（ 671－7241
671－7350）か港湾局賑わい振興
課（ 671－2888）

■横浜港海上見学会
遊覧船で見学。停泊中のマジェス
ティック･プリンセスも眺望可。中
学生以下は保護者同伴。申込方法
等詳細は問合せか で
7月3日（月）9時30分・14時30分
山下公園発着
抽選200人（乳幼児も1人）
6月15日まで
事務局（ 212－2880 681-2695）
か港湾局客船事業推進課（ 671
－7272）

■ダイヤモンド･プリンセス船内
見学会

20歳未満は保護者同伴。申込方法
等詳細は で
8月4日（金）11時
大さん橋国際客船ターミナル
在住で、当日まで有効なパスポ
ートか運転免許証所持者か7月7
日までに取得見込者、抽選46人
（乳幼児も1人）
6月15日まで
事務局（ 212－2880 681-2695）
か港湾局客船事業推進課（ 671
－7272）

■市民クルーズ
　①ぱしふぃっくびいなす 伊勢志摩
　②コスタ･ビクトリア 徳島阿波

踊り･釜山･神戸
　③飛鳥Ⅱフラ オン アスカⅡ
①③横浜港発着②横浜港発神戸港
着。詳細はチラシ（区役所広報相談
係で配布）か で
①7月6日（木）～8日（土）
　②8月13日（日）～18日（金）
　③8月19日（土）～21日（月）
各抽選。①20室②36室③22室
大人1人、②は諸税等別途費用あ
り。①7万400円～②8万9820円
～③9万1800円～
①6月16日②③6月30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）

■ビーチスポーツフェスタ　
　参加チーム募集
バレーボール、ハンドボール、サッ
カー、テニス。参加料・申込方法等
詳細は で
7月29日～8月6日の土・日曜
海の公園
市体育協会（ 640－0018 640－
0024）

■スポーツ医科学センターで
　①減量・脂肪燃焼教室6月・7月
　②少年野球クリニック
　③夏の健康教室
費用・申込方法等詳細は で
①②6月11日から③6月21日まで
会場のスポーツ医科学センター
（ 477－5050 477－5052）

■29年度個人市民税・県民税
　納期限（第1期）
税額決定・納税通知書は6月1日発
送予定
6月30日（金）まで
居住区の区役所税務課か財政局税
務課（ 671－3669 641－2775）

■国民健康保険についてお知らせ
29年度保険料額決定通知書を6月中
旬に発送。均等割額の軽減判定所得
の引き上げ等あり。詳細は で

区役所保険係か健康福祉局保険年
金課（ 671－2422 664－0403）

■児童手当の現況届提出を
対象者に受給に必要な現況届を送付
6月30日（金）まで
こども青少年局こども家庭課
（ 641－8411 641－8412）

■私立幼稚園就園奨励補助金
1人年額4万8000円～（世帯の29年
度市民税課税額による）
4月1日～6月1日に在住で私学助
成を受ける幼稚園の園児
6月上旬に各幼稚園で配布の申込書で
こども青少年局子育て支援課
（ 671－2085 663－1925）

選挙管理委員会　　 671-3335　　 681-6479

　市では、妊娠期から子育て期への切れ目のない支援をしています。その一環として、
妊娠・出産により大きく変化した産後の身体が回復する期間（産じょく期）の健康管理の
充実と経済的負担の軽減のため、「産婦健康診査費用」の一部助成を実施します。

7月30日（日）は横浜市長選挙の投票日です
時間：7時～20時

産婦健康診査費用の一部助成を実施します

対象：29年6月1日以降に出産した市民
内容：産後2週間・1か月の健診に各5,000円の補助

※ 産後2週間健診は医師が必要と判断した人に実施

機関：市内の産科医療機関（分娩を取扱う助産所含む）
※ 市外の医療機関で受診した場合は、助成は受けられません

方法：補助券を使用
① 6月1日以降に妊娠の届出を行う場合

母子健康手帳交付時に、各区役所こども家庭支援課で配布

② すでに母子健康手帳を交付されている場合
出産後の退院までに、出産した市内医療機関で配布 横浜市産婦健康診査 検 索

産婦健診の実施内容や補助券配布など
詳しくはホームページで

こども青少年局こども家庭課　　 671-2455　　 681-0925

消費生活トラブルで困った時は…
消費生活総合センターへ
■見ていないはずの有料動画の料金を
　請求された（ワンクリック請求・架空請求）
■アパートを退去時に高額請求された
■リフォーム工事の訪問勧誘を断りたい
■クーリング・オフをしたいが
　やり方が分からない
など、困った時には
まずは電話で相談を！

消費生活総合センター　
　 845-6666　　 845-7720
月～金曜  9時～18時
土・日 曜  9時～16時45分

〈祝休日を除く〉

横浜市消費生活総合センター 検 索
※来所相談は事前予約制

はまのタスケ

大切な一票です。忘れずに投票しましょう。
イコットJr.
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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

6月 3日
10日
17日
24日
※タイトルは変更になる場合があります

横浜とフランス
父の日直前 横浜の“父”
横浜肉祭り
金沢動物園35周年 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

横浜の地図を
楽しむ

2017（平成29）年 6 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、6月12･26日、7月3･10日休み〕
①ファミリー室内楽コンサート
②ヤングアメリカンズ・ショー
③NHK交響楽団
①｢ドイツ」。3歳未満不可
③｢ドン･ジョバンニ｣。未就学児不可
①8月11日（祝）14時②8月24日（木）
18時③9月11日（月）14時
①2000円②1000円③5000円～ 
1万5000円､会場で販売中（②は6
月6日から）

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－
2､ 263－3055 263－3031、6月12
日、7月3日･10日休み〕
①横浜狂言堂
②左右左 踊る新嘗祭
③芸の縁　山田流と宝生流
①｢鶏聟｣｢悪坊｣
②コンテンポラリーダンス
③筝曲｢長恨歌曲」､能｢楊貴妃 玉簾｣
各14時。①7月9日（日）②9月2日（土）
③9月18日（祝）
①2000円②3500円③5000円～7000
円、6月10日12時から か で

■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水辺のいきもの調査隊
申込方法等詳細は で。①小学生
は保護者同伴
①6月18日（日）9時30分
　②7月23日（日）・30日（日）10時。雨天
時7月29日･8月5日
①小学生以上②小学生と保護
者、各抽選40人
①6月11日から②7月14日まで

■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、月曜休み）､Ⓒ金沢動物園（金
沢区釜利谷東5－15－1、 783－9100
782－9972、月曜休み）〕
1日飼育体験
日程・申込方法等詳細は で
ⒶⒷⒸ
Ⓐ800円Ⓒ500円。別途保険料等
必要
7月7日まで

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、6
月21･22日休み〕
① 江戸落語・上方落語聴き比べの会 江戸編
②雲助・白酒親子会
③ポカスカ寄席
④柳家喬太郎が選んだ 新風落語会
⑤高橋キヨ子 民謡のこころ
①三遊亭兼好ほか
②五街道雲助ほか
③ポカスカジャンほか
①7月1日（土）18時
　②7月9日（日）14時
　③7月10日（月）19時
　④7月13日（木）19時
　⑤7月14日（金）18時30分
3100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
6月15日（木）10時30分
6歳以下と保護者、当日先着30組60人

■三溪園〔中区本牧三之谷58－1、
621－0635 621－6343〕
入園料の改定
高校生以上の料金が700円に。詳
細は で
7月1日（土）から

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720〕
教室①インターネット･携帯電話の落と
し穴②住宅リフォーム工事の基礎知識
各13時30分
　①7月20日（木）②7月28日（金）
①開港記念会館（中区本町1－6）
　②旭公会堂（旭区鶴ケ峰1－4－12）
各当日先着｡①100人②300人

※手話通訳希望者は①6月29日②7
月7日までに申込みを

■開港資料館〔中区日本大通3、
201－2100 201－2102、月曜休み〕
展示｢横浜･地図にない場所｣
7月17日（祝）まで
200円

■都市発展記念館〔中区日本大通
12､ 663－2424 663－2453、月曜休み〕
展示｢ようこそ！横浜地図ワールドへ」
7月2日（日）まで
300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、月曜休み〕
①総帆展帆
②石巻かほく復興写真展
①6月11日（日）10時30分から帆を
広げ、16時までにたたむ。荒天
中止②6月24日（土）～7月2日（日）

■中小企業融資の案内
事業承継に係る資金等を創設・拡
充。詳細は問合せを

経済局金融課（ 671－2592 664
－4867）

■「成人の日」を祝うつどい
12月上旬に対象者へ入場券を送付
1月8日（祝）。《10時30分》青葉・旭・
神奈川・港北・都筑・西・保土ケ谷・
緑区　《14時30分》泉・磯子・金沢・
港南・栄・瀬谷・鶴見・戸塚・中・南区
横浜アリーナ
9年4月2日～10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）

■｢都市鉱山からつくる！みんなの
メダルプロジェクト｣にご協力を

東京2020大会のメダルを小型家電
のリサイクル金属で制作。主催は

東京2020組織委員会
区役所等の小型家電回収ボックス
資源循環局業務課（ 671－3819 
662－1225）

■がん患者の就労相談
専門家が対応。事前に問合せを
第1・3木曜13時～16時30分
会場の市民病院（ 331－1961
341－9781）

■｢支援制度ガイドブック｣配布
市民活動等への助成金など支援一覧
6月5日（月）から
市民活動支援センター、区民活動
支援センター。 からも可
市民局地域活動推進課（ 671－
3625 664－0734）

■道志村と昭和村の紹介チラシと
ガイドマップ配布
30年3月30日（金）まで
市役所市民情報センター、区役所

広報相談係
政策局大都市制度推進課（ 671
－4082 663－6561）

■市立図書館の休館
全館＝6月19日。旭･金沢･山内＝6月
13日～15日。中央（移動図書館も）＝
6月20日～22日｡栄･瀬谷･中･南＝
6月27日～29日。泉･磯子･神奈川･ 
緑＝7月4日～6日

中央図書館（ 262－7334 262－
0052）

■社会教育コーナーの臨時休館
休館中も11月以降の利用予約は可
8月1日（火）～10月31日（火）
社会教育コーナー（ ･ 761－
4321）

■関内ホールの休館
詳細は で
11月13日（月）～30年10月中旬
文化観光局文化振興課（ 671－

3861 663－5606）
■市民意見募集  都市計画マスタープラン
　①磯子区プラン改定原案
　②金沢区プラン改定原案
資料の閲覧・配布は期間中、市役所市
民情報センター、区役所区政推進課
（①磯子②金沢のみ）で。 からも可
①6月12日～7月3日
　②6月16日～30日
①磯子区企画調整係（ 750－2331 
750－2533）②金沢区企画調整

係（ 788－7729 786－4887）
■市民意見募集
　横浜駅西口駅前広場改修
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
6月12日～7月12日
都市整備局都心再生課（ 671－
2693 664－3551）

横浜を感じるミニコラム

 『横浜辺りの者でござる』野村 萬斎（狂言師）

　横浜能楽堂ではよく公演をしていますが、実は
ゆかりがあります。横浜能楽堂は旧加賀藩主邸に
あった能舞台を復元したもの、そして私の先祖は
加賀藩お抱えの狂言師でした。柱が細いのが特徴
的で、観客席と舞台が近いので、よりライブ感が
得られて好きな舞台の一つです。

　横浜には独自の開放的な文化を感じます。子ども
の頃は、中華街に異国情緒を感じました。今は、ベ
イブリッジを渡る時に、港から感じる異国感からか、
車窓から見えるクレーンが、スターウォーズに出て
くる4つ足の機械に見えてワクワクします。
　狂言は「この辺りの者でござる」というセリフか
ら始まる演目が多いです。この辺りに住んでいる
人ということですから、時代・文化・国や地域を越
え、どこにでもいる人々が主人公です。狂言を観
るということは、自分と同じような人の日常のお
かしさをクスリと笑うこと。それは自分の短所や
不平不満をも笑い飛ばす力があります。
　能楽（能と狂言）はユネスコの世界文化遺産。と
いうことはみんなのものです。650年という歳月
を積み上げてきた非常に厚みがあるもので、どん
なことにも受け答えしてくれる度量があります。
もっと生活に活かしてもらえたらな、と思います。

禅の思想が反映されている、狂言。それは茶道や
華道にも通じるものがあり、「余白」を大事にして
います。それは、すべての情報を与えるのではな
く、皆さんの想像の中で遊んでくださいという姿
勢です。つまり世界観を完成させるのはあなた。
是非、自分を探しに、己を知るために、狂言の世
界にいらしてください。

野
のむらまんさい

村萬斎さん：1966年東京都生まれ。
祖父・故六世野村万蔵及び父・野村万作
に師事。重要無形文化財総合指定者。
3歳で初舞台。世田谷パブリックシア
ター芸術監督。横浜能楽堂はもちろん、
称名寺や関内ホールなどの横浜市内の
能・狂言公演にも多数出演。今年8月6
日開催のよこはま「万作・萬斎の会」は
今年で18回目を迎える。

プロフィール

8月6日よこはま「万作・萬斎の会」（横浜能楽堂）では狂言 
3番のうち「岡

おか

太
だ

夫
ゆう

」「蝉」2番に出演する。写真は「岡太夫」。

撮影・政川慎治
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ガチチョコ 検 索

　夏の恒例、横浜の商店街NO.1メニューを投票で決める「ガ
チ！」シリーズ第7弾。今年は、「チョコスイーツ」がテーマで
す。エントリー店を巡るスタンプラリーなど、楽しい企画も
盛りだくさん。エントリーブックを持って商店街を巡り、お
気に入りの「チョコスイーツ」を見つけてください。

　国が中心となり運営するオンラインサービス
「マイナポータル」のサービスが7月から順次利用
できるようになります。自分のパソコンなどの
端末から、サービスを利用することができます。

ガチでうまい横浜の商店街チョコスイーツＮＯ.1決定戦

期間：7月31日（月）まで
方法：エントリー店設置の

投票箱、郵送、
ホームページ

エントリーブック配布場所：
エントリー店・
所属商店街、
区役所地域振興課

・スタンプラリー企画「ガチ道」
エントリー店のスタンプを集めると、先着で
オリジナル賞品がもらえます

・人気コミックの描き下ろしイラスト
表紙は「六道の悪女たち」（中村勇志著作、
週刊少年チャンピオン
〈秋田書店発行〉連載）
で、ガチチョコ！のた
めの特別イラストです

ろくどう　  おんな

（一社）市商店街総連合会　
　 250-6613　　 262-2077

　子どもから大人まで海の魅力を体感できる「うみ博」。今年
は、8月5・6日の土・日曜に開催。水上で活躍する船を見学した
り、海洋に関する展示・ステージを観たり、海に関わる食を味わ
えます。楽しみながら、海の魅力について考えてみませんか。

練習船銀河丸

自動車専用船

タグボート（乗船体験）

船内見学会（事前申込）

8月5日

8月6日

8月6日

11時30分

10時～17時

10時30分
13時

14時30分

30人

1000人

各10人

講演会（着席券の事前申込）

8月5日

8月6日

木村　尚

上田  勝彦

たかし 11時
15時

13時50分
15時55分

各200人

各200人

見学船名 開催日 時間 定員（抽選）

講師 開催日 時間 定員（抽選）

運営事務局　　 663-9151　　 227-0765

マイナポータルで生活を便利に

マイナポータルの利用には、マイナンバーカードが必要です。

7月から利用できる主なサービス
■自己情報表示
　マイナンバー（個人番号）を利用する手続きで
行政機関などが保有する自分の個人情報を検索し
て、その内容を確認できます。

■情報提供等記録表示（やりとり履歴）
　行政機関同士がマイナンバー制度を利用して自
分の個人情報をやりとりした履歴を確認できます。

　その他、自身の年齢
や家族構成などに合っ
た行政サービスの検索
や、行政機関からのお
知らせを受け取れる機
能などについても、今
後利用できるようにな
る予定です。

※マイナポータルの利用には、マイナンバーカードのほか、パソコンなどの端末やICカード
リーダライタの用意、アカウント登録などの準備が必要です

マイナンバー総合フリーダイヤル（国）　
　 0120-95-0178　　 0120-601-785（聴覚障害者専用）

マイナポータル 検 索

横浜市　マイナンバーカード 検 索

　マイナンバーカードは、通知カードについている申請書の郵
送、またはインターネットから申請できます。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

市コールセンター　　 664-2525（８時～21時）　　664-2828

練習船銀河丸〈（独法）海技教育機構〉 自動車専用船〈日本郵船（株）〉

申込方法：6月20日から7月14日までに
ホームページで

横浜うみ博 検 索

海洋環境専門家・
テレビ番組
「ザ! 鉄腕! DASH!」出演

ウエカツ水産代表・
魚食の復興のために
活躍

小学4年生～中学3年生
および保護者

　世界一を決定する「ラグビーワールドカップ」。9回目とな
る2019年大会は、決勝戦が予定されている横浜国際総合競技
場のほか11の会場で開催されます。
　大会に先立ち、プール戦（予選）の組分け抽選会が5月10日
に京都迎賓館で行われました。日本代表はプールA。アイ
ルランドやスコットラン
ドなどと同じ組です。対
戦相手も決まり、いよいよ
本格的に始動するラグ
ビーワールドカップ2019。
世界が注目する本大会を、
横浜から盛り上げていき
ましょう！

ラグビーワールドカップ2019™の
プール組分け抽選会が開催されました！

市民局ラグビーワールドカップ・オリンピック・パラリンピック推進課
　 671-3589　　 664-0669

林市長もプレゼンターとして抽選に参加
左はワールドラグビーのビル・ボーモント会長

開催中


