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　新学年がスタートし、ようやく新しい生活にも慣れた子どもたちは、学援隊
や地域の皆さまと元気にあいさつを交わし、登校しています。毎朝、街角で目
にする光景に、横浜の子どもたちが、地域で大切に守り育てられていることを
実感しています。

　核家族化が進み、地域社会、人間関係が希薄になったと言われていますが、横浜には、地域を愛し、地域
の絆を深めようと熱心に活動されている多くの皆さまがいらっしゃいます。先日、瀬谷区と金沢区にあ
る地域の交流拠点を訪問する機会がありました。子どもから高齢者まで、誰もが安心して過ごせる居場
所です。子どもたちを見守るための広場を作ったり、認知症の勉強会や健康づくりなどにも取り組んで
いらっしゃいます。こうしたコミュニティや自治会活動の一つひとつが、地域の暮らしを支え、豊かに
してくださっているのだと思います。
　日本各地で発生している地震や豪雨による大規模災害でも、地域の絆が大きな力となっています。近
所で声を掛け合い、食料を持ち寄って、避難生活を送る姿に、改めて地域のつながりの大切さを痛感した
方も多いと思います。
　周りに暮らす方へのちょっとした気遣い、あいさつが、住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らす
秘訣かもしれません。横浜市も、地域のつながりをしっかり支えてまいります。

温かなつながりが地域を支える

を動画で紹介しています
広報よこはま拾い読み 検 索

「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。

助け合い、支え合う、
住みよいまちを目指して活動しています。
詳しくは2ページで　

花の植え替えの活動（4月撮影）花の植え替えの活動（4月撮影）
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　同じ世代の仲間とともに地域で活動してみませんか。
　かがやきクラブ横浜(市老人クラブ連合会)では、文化・趣味
の活動や健康づくりにつながるスポーツ活動などを行ってい
ます。地域との関わりや、ともに活動する仲間がいると、楽し
く健康を維持・増進でき、介護予防にもつながります。

※（　）内は一例です

●文化趣味の活動（カラオケ大会・囲碁・将棋）
●介護予防のレクリエーション・スポーツ活動
　（ラジオ体操・ウオーキングイベント）
●地域交流（登下校の見守り・旅行）  ほか

かがやきクラブ横浜かがやきクラブ横浜かがやきクラブ横浜
で一緒に活動しましょう！

青葉
旭
泉
磯子

972-3076
360-5056
801-6008
752-3452

神奈川
金沢
港南
港北

313-1708
784-5121
841-0252
547-6506

栄
瀬谷
都筑
鶴見

894-8418
303-2845
944-1826
505-5581

各区の老人クラブ連合会
戸塚
中
西
保土ケ谷

871-6084
681-8480
451-3183
331-3322

緑
南
933-1133
713-8566

市老人クラブ連合会　
　 433-1256　　 433-1257

かがやきクラブ横浜 検 索

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  ホームページより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負担があります

研修修了後、市内の介護事業所などへの
就業を支援します。

応 募 条 件   求職中の40～60代で、介護分野に関心があり、
介護事業所などへの就職を希望する人

定 　 　 員   選考により1期・2期各40人

募集・研修期間    第1期募集／ 5月 1日（月）～22日（月）必着
研 修／ 6月23日（金）～9月11日（月）

第2期募集／ 8月 1日（火）～21日（月）必着
研 修／ 9月25日（月）～12月13日（水）

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、市からの業務委託により実施しています

※各合計
162時間（約30日）
の研修実施 横浜市福祉事業経営者会 検 索

●シニアを対象とした就労支援セミナー
●民間企業・福祉施設と連携した就職説明会
●ボランティア活動入門セミナー
●シルバー人材センター登録説明会
その他、健康に関するセミナーなど

ラジオ体操

シニア大学

セミナーの様子

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）

民間企業や福祉施設などと共同で
下記セミナーを開催していく予定です。

カナいきネット 検 索

自治会町内会、入っていて良かった！
子どもを見守ってくれます 震災の時も、無事を確かめに来てくれました

町内会の仲間と過ごす時間が、日々の楽しみ近所に知り合いができて安心

　町内の防犯パトロールや、登下校時の子ども
の見守りなどを行い、安心・安全なまちであり
続けるよう活動しています。

　防災用品の備蓄や、防災訓練の実施など、
「いざという時」のための活動に力を入れて
います。

　子育てサロンや健康サロンを開催し、地域ぐ
るみで子育て支援や健康づくりをしています。

　家族で楽しめるお祭りや運動会などのイベ
ントを開催し、顔の見える関係づくりをしてい
ます。

　地域の清掃活動や、ごみ集積所の管理を行
い、きれいで住みよいまちづくりに取り組んで
います。

当町内会では、お子さんが生まれたご家庭に誕
生祝いをプレゼントし、お祝いの気持ちと町内
会が歓迎しているということを伝えています。
他にもさまざまな行事を行い、会員の皆さんに
楽しく交流を深めてもらっています。

毎年、火災を想定した放水訓練に力を入れ、会員
が消火栓へのホースの接続など、消火用具の取
り扱いの習熟訓練を実施しています。今年から
は、新たに町内の人の安否確認の仕組みを作り、
「全員参加」を目指した防災訓練を実施していき
ます。

中区  本牧二丁目北部町内会

小島　智子会長

戸塚区  東明会

工藤　道雄会長

助け合い、支え合う自治会町内会です
　市内には約2,900の自治会町内会があり、各地域で住民の皆さんが安心して快
適な毎日を過ごせるように、住みよいまちづくりを目指して地道で幅広い活動に
取り組んでいます。また、日々の自治会町内会の活動を通して、住民の皆さんがお
互いに助け合い、支え合う関係を育むことを目指しています。特に災害時は、近所
の人とお互いの命を救い合うことにもなります。ぜひ、居住区の自治会町内会の
活動をのぞいてみて、少しずつでも、興味のある活動から参加してみてください。

横浜市町内会連合会　松澤　孝郎 会長

加入の申込みは、自治会町内会か、
居住区の地域振興課へ　
　 市民局地域活動推進課
　　 671-2317　　 664-0734

生きがい就労支援スポット生きがい就労支援スポット生きがい就労支援スポット
で豊かなセカンドライフを！

　生きがい就労支援スポットは、シニアの皆さん
が地域や企業などの担い手として、いきいきと活
躍できるよう、就労やボランティア・地域活動な
どの社会参加を応援する相談窓口です。

29年度セミナー

●住み慣れた地域でセカンドライフを豊かにしたい
●地域で仲間を見つけたい！活動したい！

●自分のペースで働きたい
●充実した生活に向けて何かを学びたい
●自分の知識・能力を地域で活かしたい

子どもが学校の帰り道に一人になることを心配
していましたが、自治会の人が横断歩道で見守
りをしてくれたり、登下校中の子どもを気にか
け、声をかけてくれることが心強いです。
40代　女性

東日本大震災の時、自治会長や役員の人が、一人
暮らしの人の家を一軒一軒回り、声をかけて安
否確認をしてくれました。不安で心細い中、救わ
れました。
60代　女性

引っ越してきたばかりで知り合いもいなく不安
なとき、町内会の役員の人に声をかけていただ
き、ほっとしました。家族で町内会の行事に参
加するうち、知り合いの人が増え、安心して暮ら
しています。
30代　男性

一人暮らしの高齢者の食事会に毎月参加してい
ます。皆さんと食事をしながらお話ししたり、
役員の人がギター演奏や防犯の紙芝居を披露し
てくれたりと、楽しいひと時です。町内会の人
が日頃から気にかけてくれ、感謝しています。
70代　男性

防犯・交通安全

お祭り・イベント

まちの美化

子育て支援・健康づくり

防　災

まずは気軽に連絡してください
専門スタッフが相談を受けます

とうめいかい

たかよし
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NTTハローダイヤル　
　 050-5548-8686（6月4日まで、8時～22時）
　 264-8978

　花と緑の祭典、第33回 全国都市緑化よこはまフェア
を開催（6月4日まで）しています。
　5月上旬から、市の花である「バラ」が見頃を迎えま
す。よこはまフェア各会場のバラ園では、見せ方のテー
マを変え、それに合わせたさまざまな品種のバラが咲
き誇ります。多彩なバラの競演を楽しんでください。

○C ITOON/GN2017

シンボル
キャラクター
「ガーデンベア」

連続するバラのアーチやオベリスク※により立体
的な演出が目を引く。既存のバラに新たなバラと
多種類の草花を加え、彩り豊かにリニューアル。

日本大通りの両側が1000本のバラを中心とした
花で彩られる。200基のオベリスク※を使用した
「華麗なるバラの競演」。

約100品種の香る植物を集めたガーデン。ローズ
アーチは、まるでバラの甘い香りのフレグランス
シャワー。

山下公園

「未来のバラ園」
日本大通り

「日本大通りフラワーフェスタ」
港の見える丘公園

「香りの庭」

※つる植物の誘引につかう支柱

この夏、世界の現代アートが横浜に
　3年に一度の現代アー
トの国際展「ヨコハマト
リエンナーレ2017」が8月
に開幕します。
　今回のタイトルは「島
と星座とガラパゴス」。
世界の「接続性」と「孤立」
をテーマに、さまざまな
作品を展開します。

■会期：8月4日（金）～11月5日（日）  第2・4木曜休場
■時間：10時～18時  ※入場は閉場の30分前まで
■会場：横浜美術館、赤レンガ倉庫1号館、開港記念会館地下ほか

前売券販売は8月3日まで。お得にアート巡りができるセット券もおすすめ！

ヨコハマトリエンナーレ2017
鑑賞券

セット券※

前売1,500円
（当日1,800円）

前売2,100円
（当日2,400円）

前売900円
（当日1,200円）

前売1,500円
（当日1,800円）

前売500円
（当日800円）

前売1,100円
（当日1,400円）

高校生（中学生以下無料）大学・専門学校生一般

※ヨコハマトリエンナーレ2017鑑賞券とBankART Life Vパスポートおよび黄金町バザール2017パス
　ポートのセット

・中学生以下は無料（入場当日、学生証または年齢のわかるものが必要）
・障害のある人とその介護者1人は無料（入場当日、身体障害者手帳など障害のあることを証する書類が
必要）

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

－5月は多彩なバラの競演を－

ラグビー日本代表テストマッチの試合会場が日産スタジアムに決定！
　日産スタジアムでのラグビー日本代表戦は初開催。
　ラグビー日本代表と前回のラグビーワールドカップ準優
勝のオーストラリア代表（愛称：ワラビーズ）が対戦します。
　ぜひ会場で、世界最高峰の試合を観戦してください。

【日時】 11月４日（土）キックオフ時間未定
【会場】 日産スタジアム（横浜国際総合競技場）
　 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
　　 671-4578　　 664-0669

5月には歩行者の頭上にバラのアーチが連なります

シルバーや青などの落ち着いた色彩が中心の庭
園。庭園の主役は、約150品種1200株のイング
リッシュローズ。

港の見える丘公園

「イングリッシュローズの庭」

イメージ図

5月には植栽にバラの群生がそそり立ちます イメージ図

広報親善大使の三上真史さんがデザインしたウェ
ルカムガーデンでは、三上さんをイメージして作
られたバラの品種「爽」が見頃に。

そう

里山ガーデン

「ウェルカムガーデン」
横浜動物の森公園植物公園予定地
（旭区・よこはま動物園ズーラシア隣接）

ガーデンベアのフォトスポットで記念撮影を

ヨコトリ 検 索

よこはまフェア 検 索

テストマッチとは…各国代表同士の強化試合

●フォレストアドベンチャーよこはま（有料・予約制）
木々の間を滑空するアスレチック体験
●グランピングサイト
（一部有料・予約制）
森の中で楽しむカフェや、お
しゃれなテントでの都会的な
キャンプ体験
●土・日曜開催ワークショップ
（一部有料・予約制）
多肉植物などのミニ鉢づくり、植木鉢づくりなど
●里山ウオーク
近隣3駅から里山ガーデンまでのウオーキングイベント

その他イベントなど詳しくはホームページで。

里山ガーデンには参加型イベントがたくさん！
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■市立学校教員
小・中・高等・特別支援学校教諭、養
護教諭。受験資格等、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
一次試験日＝7月9日（日）
5月19日まで
教育委員会教職員人事課（ 671
－3246 681－1413）
■市立小・中・特別支援学校 学校司書
詳細は で
選考20人
5月19日まで
教育委員会指導企画課（ 671－
4174 664－5499）
■よこはま教師塾の塾生
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
受験対象の教員免許状取得者か
30年度中に取得見込者
6月1日～30日
説明会　5月11日（木）･26日（金）、6
月8日（木）･21日（水）の18時30分。問
合先で
教育委員会教職員育成課（西区
花咲町6－145､ 411－0516 411－
0533）
■ヨコハマ・りぶいん　空家待ち
登録者

ファミリー向け賃貸住宅。事前に抽
選で順位を決め、空家発生時に入居
を斡旋。収入制限ほかあり。収入に
応じ家賃助成あり。詳細はチラシ（5
月18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
※先着順受付の空家もあり
6月1日まで
ジェイエーアメニティーハウス
（ 435－9419）か建築局住宅政策課
（ 671－4121 641－2756）
■高齢者向け優良賃貸住宅　空家
待ち登録者

市認定の民間住宅。緑区北八朔町。
事前に抽選で順位を決め、空家発生
時に入居を斡旋。詳細はチラシ（5
月18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
申込時に在住か在勤の60歳以上
6月1日まで
ジェイエーアメニティーハウス
（ 435－9419）か建築局住宅政策課
（ 671－4121 641－2756）

■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
6月24日～9月30日の土･日曜、全
15回
児童扶養手当支給水準のひとり
親家庭の親、選考8人
5400円
5月31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　7月生募集
　①パソコン基礎科
　②OA経理科、介護･医療事務OA科
費用等詳細は5月9日から申込書（ハ
ローワークで配布）か で
①7月19日（水）～9月29日（金）の45
日間②8月3日（木）～11月16日（木）
の65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
6月6日～15日
説明会　6月2日（金）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
6月25日（日）9時30分
技能文化会館
抽選20人
500円
5月30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）
■障害者パソコン講習会　
　エクセル基礎2
6月27日（火）～30日（金）13時、全4回
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）の肢体･
内部・精神･聴覚等障害者で基礎
1受講者か、基本的な関数が分か
る人、抽選8人
3160円
5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）
■「ヘルプマーク｣配布中
区役所高齢･障害支援課
外見では分からないが配慮が必
要な人
市コールセンター（ 664－2525 
664－2828）

■「広報よこはま」録音版・点字版
市版の点字、市版･各区版のCD、市
版と南北各9区分のデイジーを郵送
視覚障害者
で市民局広報課（ 671－2332 
661－2351）へ

■青少年のための音楽会　横響
①交響曲第4番（ブルックナー）ほか
②全日本学生音楽コンクール市民
賞受賞者との共演ほか
①6月14日（水）19時

　②7月30日（日）14時
県立音楽堂
各1000円、ちけっとぽーと横浜
店（西区高島2－16－B1－430）で②6

月15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－
3714 663－5606）
■関内ホールで
　①馬車道ショートパフォーマン
スライブ　アンダーグラウンド
　②にじいろこんちぇると
①7月 1日（土）15時

　②7月23日（日）14時
②4歳以下入場不可
各1000円（①は当日1500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、
5月8･22日、6月5日休み）
■ミュージック・マスターズ・コー
ス・ジャパン演奏会　市民招待
　①講師室内楽
　②受講生室内楽
　③オーケストラ
未就学児入場不可
①7月 8日（土）14時

　②7月12日（水）18時
　③7月17日（祝）14時
①さくらプラザ②③みなとみら
いホール
各抽選。①50人②100人③300人
5月26日 までに （演奏会ごと
に1人1枚）に 希望日、人
数（2人まで）を書いて、MMCJ事
務局（〒107－0062東京都港区南
青山2－4－15－S306）へ
文化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）
■劇団四季｢オペラ座の怪人｣
　中学生招待
　①鑑賞会②バックヤードツアー
対象･申込方法等詳細は で
①7月21日（金）・28日（金）、8月1日
（火）･2日（水）13時30分②8月2日（水）
終演後
KAAT神奈川芸術劇場
6月9日まで
文化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）
■パラトリエンナーレ出演者募集
申込方法等詳細はチラシ（市役所市
民情報センターで配布）か で
選考日＝6月3日（土）
5月29日まで
事務局（象の鼻テラス内、 661
－0602 661－0603）か文化観光局
創造都市推進課（ 671－2288）
■「ヨコハマ・四季の緑」フォトコ
ンテスト　作品募集

詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布。 から入手）で
5月10日～6月30日
緑の協会（ 228－9421 680－
2031）

■みなと赤十字病院から　教室
　①成人の咳ぜん息
　②小児の気管支ぜん息
各15時。①6月7日（水）②6月22日（木）
各先着50人
②1歳～未就学児（予約制）
5月11日から か に ②
は保育希望の有無も書いて、会

場のみなと赤十字病院（ 628－
6381 628－6101）へ
■教室｢ぜん息等の正しい薬の使い方」
6月15日（木）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
5月11日から か に を
書いて、健康福祉局保健事業課
（ 671－2482 663－4469）へ
■市大エクステンション講座
　①皮膚がん②大動脈瘤の進行の
しくみ③夜間頻尿
①6月8日（木）14時

　②6月26日（月）18時30分
　③6月29日（木）14時
①③情文ホール②ウィリング横浜
各先着。①③230人②100人
5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

■小･中･高校生の脊柱側弯症講演会
6月17日（土）10時30分
県民共済みらいホール（中区桜
木町1－1－8－2）
当日先着300人
2歳～未就学児

※保育・手話通訳希望は6月8日ま
でに申込みを
脳卒中･神経脊椎センター（
753－2500 753－2859）
■｢ビールと健康｣料理教室
6月3日（土）10時30分､ 14時30分
20歳以上、各抽選32人
4500円
5月15日までに に 性別、
希望時間を書いて、会場の東京
ガス横浜ショールーム（〒220－
0012西区みなとみらい3－5－1、
650－6632）へ。 からも可。当選
者に通知
前記か健康福祉局保健事業課
（ 671－4042 663－4469）
■障害者パソコンボランティア
　養成講座
詳細は申込書（ から入手）で
6月21日（水）・22日（木）10時、全2回
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）、抽選8人
1000円
6月8日まで
障害者社会参加推進センター
（ 475－2060 475－2064）
■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30分、午後＝13時30分
　《初めてのパソコン》6月6･7日午
前、7月4･5日午前
　《初めてのワード》6月13･14日午
前、7月11･12日午前
　《初めてのエクセル》6月13･14日
午後、7月11･12日午後
各コース50歳以上、抽選18人
3700円
6月開催分は5月29日、7月開催分
は6月26日まで
会場のシルバー人材センター
（ 847－1800 847－1716）
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■開港記念日　施設の無料開放
時間等詳細は各施設に問合せを
6月2日（金）
《来館者全員》海づり施設、開港
資料館、都市発展記念館､ユー
ラシア文化館､市歴史博物館､横
浜美術館
　《大学生以下》シルク博物館､山
手資料館　
　《高校生以下》大佛次郎記念館、
三溪園､ 市電保存館､日本郵船
氷川丸、日本郵船歴史博物館､
人形の家、はまぎん こども宇宙
科学館（入館料）、帆船日本丸･横
浜みなと博物館､マリンタワー､
三菱みなとみらい技術館、ラン
ドマークタワー展望フロア、青
葉･旭･泉･港南･瀬谷･戸塚･西
スポーツセンター（個人利用･ト
レーニング室）
　《中学生以下》金沢動物園､ズー
　ラシア､プール（旭･栄･清水ケ丘
公園･都筑･保土ケ谷）､リネツ金
沢（浴場除く）、横浜銀行アイス
アリーナ（滑走料）､港北除く各
区スポーツセンター（個人利用･
トレーニング室）
市民局地域活動推進課（ 671－
3625 664－0734）
■ファンケルフィットネスヨコハマ
観覧者募集

アマチュアダンスの発表・コンテスト
6月11日（日）10時～18時
パシフィコ横浜（西区みなとみ
らい1－1－1）
1000円
市体育協会（ 640－0018 640－
0024）

■歯と口の健康週間フェスティバル
歯科相談、サイコロゲームほか
6月18日（日）11時～16時
クイーンズサークル（西区みな

とみらい2－3）
健康福祉局保健事業課（ 671－
4042 663－4469）
■展示｢世界のみどりから知ろ
う！生きもののつながり」
5月16日（火）～6月4日（日）
会場の中央図書館（西区老松町1、
262－7336 262－0054）

■環境研究合同発表会
生物、大気等の環境研究成果
6月7日（水）13時
技能文化会館（中区万代町2－4－7）
当日先着250人
環境科学研究所（ 453－2550
453－2560）
■川井浄水場・道志水源林見学
道志の湯入浴（実費負担）も
6月7日（水）8時、関内駅集合、バス
で移動
抽選45人
5月18日までに に を書い
て、水道局水源林管理所（〒402
－0200山梨県南都留郡道志村
9020､ 0554－52－2004 0554－
52－2915）へ

■「横浜のおいしい水」検定
①3級（通信試験）②1・2級（会場試
験）。詳細は5月8日から申込書（区
役所広報相談係で配布。 から入
手）で
②6月25日（日）
②西公会堂
①7月31日②5月31日まで
水道局計画課（ 633－0180 663
－8820）
■市民クルーズ　
　①にっぽん丸 熊野古道･新宮
　②飛鳥Ⅱ 夏休み 鳥羽
横浜港発着。詳細はチラシ（区役
所広報相談係で配布）か で
①7月13日（木）～15日（土）
　②7月29日（土）～8月1日（火）
抽選。①15室②22室
大人1人。①8万2800円～②15万
3000円～
①5月15日②5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）

■29年度軽自動車税の納期限
納税通知書は5月1日発送予定
5月31日（水）
居住区の区役所税務課か財政
局税務課（ 671－3669 641－
2775）
■国民年金保険料　学生納付特例
前年所得が一定額以下の学生。
継続希望者も手続を
《申請書が送られてきた人》　
　必要事項を記入等して郵送
　《申請書が送られてこない人》　
在学証明書か学生証と年金手
帳、印鑑を持参し、居住区の区
役所国民年金係へ
前記か健康福祉局保険年金課
（ 671－2418 664－0403）
■国民健康保険特定健診
5月下旬送付の受診券に記載され
た受診奨励期間内に受診を（有料）
4月1日以前から加入の、29年度
中に40～74歳になる人
専用ダイヤル（ 664－2606 664
－2828）
■市有地の公募販売
価格等詳細は5月中旬から か募
集要領（市役所市民情報センター、
区役所広報相談係で配布）で
財政局取得処分課（ 671－2264 
662－5369）

■性的少数者向け
　①LGBT相談
　②③交流スペース
①日程等詳細は で
②30年3月までの第1土曜13時～
17時（14時までは10代のみ）

　③30年3月までの第3日曜13時～
16時30分（14時までは10代のみ）
①青少年相談センター
　②男女共同参画センター横浜
 （戸塚区上倉田町435－1）
　③男女共同参画センター横浜北
 （青葉区あざみ野南1－17－3）
① でSHIP（ 594－6160、水・金・
土曜の16時～21時、日曜14時～
18時）へ
①前記か市民局人権課（ 671－ 
2718 681－5453）②③男女共
同参画センター横浜（ 862－
5052 862－3101、第4木曜休み）
■「人権擁護委員の日」特設相談
いやがらせ、人権侵害等に対応
6月1日（木）12時30分～16時
健康福祉総合センター（中区桜
木町1－1）
横浜地方法務局（ 641－7926）か市民
局人権課（ 671－2379 681－5453）
■市民活動保険
事前の登録手続不要。詳細はリーフ
レット（区役所庶務係で配布）か で
市内で活動するボランティア
市民局地域活動推進課（ 671－
3625 664－0734）
■市立図書館の休館
全館＝5月15日
港南･港北･戸塚＝5月23日～25日
都筑･鶴見･保土ケ谷＝6月6日～8日
中央図書館（ 262－7334 262－
0052）
■群馬県昭和村での市民優待開始
4月から村民料金で施設利用が可
能に。詳細は問合せを
政策局大都市制度推進課（ 671
－4082 663－6561）
■国民生活基礎調査にご協力を
6月19日までに該当地区の各世帯
に調査員証をつけた調査員が訪問
調査基準日＝6月1日（木）
区役所福祉保健課か健康福祉局
保健事業課（ 671－2451 663－
4469）
■市民意識調査にご協力を
事前に調査票を送付、調査員が訪問回収
5月中旬～6月上旬
18歳以上、3200人
政策局政策課（ 671－2028 663
－1225）

েऽोॎॊ -ؚ5ঢ়കਨઠ
都市整備局都市交通課　　 671-3518　　 663-3415

　関内・関外地区活性化推進計画の優先的取組として、市・地元・JR東日本が共同
し、JR関内駅北口やその周辺の整備を行っています。4月23日には、その一部が完
成し、新しい北口改札の利用を開始しました。新しい改札内には、多機能トイレと
エレベーター、エスカレーターが新しく設置されており、より便利に利用できるよ
うになりました。今後も、より利用しやすい駅および駅周辺を目指し、30年度の完
成に向け、引き続き工事を進めます。

バリアフリー化
　①エレベーター
　②多機能トイレ

使いやすさ向上
　③エスカレーター
　④改札内スペースを拡大

ऒऒऋਹप

①

②

③
④

新改札イメージ

構内イメージ

（整備中）

整備前

整備後
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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

5月 6日
13日
20日
27日
※タイトルは変更になる場合があります

乗りもので横浜観光
横浜の文化財2
緑区特集
横浜開港 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 5 月号

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室①インターネット･携帯電話
の落とし穴②健康食品と機能性表
示食品
各13時30分
　①6月23日（金）②6月27日（火）
①栄区役所新館（栄区桂町303－
19）②磯子公会堂（磯子区磯子3－
5－1）
各当日先着。①120人②300人

※手話通訳希望者は①6月2日②6
月6日までに申込みを
■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、 
5月17・18日休み〕
①三遊亭兼好　横浜ひとり会
②爆笑演芸会
③志ん輔三昧
④立川生志落語会
⑤頑張るたけ平 
②おぼんこぼんほか
③古今亭志ん輔ほか
⑤林家たけ平
①6月12日（月）19時
　②6月13日（火）14時
　③6月14日（水）19時
　④6月15日（木）19時
　⑤6月24日（土）14時
1500円～3100円
■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木曜休み〕
女性のための学び直しプログラム
保育･子どもに関わる仕事への再
就職準備
6月20･27日、7月4日の火曜10時
女性、各先着15人
2か月～未就学児（予約制）
5月11日から で。 からも可
説明会　6月6日（火）10時。申込み
は5月11日から で問合先へ
■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

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031、5月15日

休み〕
①横浜狂言堂
② 人間国宝･山本東次郎の狂言の
時間
①｢隠狸｣｢呂蓮｣②｢附子｣｢首引｣
各14時
　①6月11日（日）②8月5日（土）
2000円（②は18歳以下500円）、5
月13日12時から か で

■帆船日本丸〔西区みなとみらい2
－1－1、 221－0280 221－0277、月
曜休み〕
総帆展帆
5月28日（日）10時30分から帆を
広げ、16時までにたたむ。荒天
中止

■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）、Ⓑブラフ18番館（ ・
662－6318、第2水曜休み）〕
①絵本読み聞かせ
②花と器のハーモニー
①5月18日（木）10時30分
　②5月27日（土）～6月4日（日）9時30
分～17時
①Ⓐ②西洋館7館
①6歳以下と保護者、当日先着30
組60人
■自然観察の森〔栄区上郷町1562
－1、 894－7474 894－8892、月
曜休み〕
親子でバードウオッチング
申込方法等詳細は で
5月28日（日）10時
6歳～中学生と保護者、抽選30人
5月15日まで

市民局市民情報課　　 671-4321　　 664-7201

5月30日から

個人情報保護法が変わります

　 個人情報保護法質問ダイヤル（国）　　03-6457-9849
受付時間：9時30分～17時30分（土・日曜、祝休日を除く）

個人情報保護委員会 検 索

法の解釈・個人情報保護制度についての問合せは国の相談窓口へ

マイナンバーカードで生活を便利に
市コールセンター　
　 664-2525（８時～21時）　　 664-2828

横浜市　コンビニ交付 検 索

　マイナンバーカードを利用して、住民票の写しなど各種証
明書が取得できる「コンビニ交付」を開始しています。
　利用にはマイナンバーカードが必要です。
　詳しくはホームページで確認してください。

コンビニのマルチコピー機で
住民票が取得できます

「マイナポータル」の利用で、さらに便利に！
　今秋以降には、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」の本格運用が開始されます。マイナポー
タルでは行政機関が持っている自分の個人情報や、行政機関
同士が行った自分の情報のやりとり履歴などを確認できるよ
うになる予定です。
　利用にはマイナンバーカードが必要です。
※7月から試行運用開始の予定。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

マイナンバーキャラクター
マイナちゃんマイナンバー総合フリーダイヤル（国）　

　 0120-95-0178 マイナポータル 検 索

　法の対象が、中小企業や小規模団体にも拡大されました。従来か
ら個人情報を適切に取り扱っていれば大きな負担とはなりません。
　詳しくはホームページを確認してください。

横浜を感じるミニコラム

 『横浜の風を感じて』上田  藍（トライアスロン選手）
　レース前に選手はエネルギーをためるため、炭
水化物を取ります。私はいつもお蕎麦屋さんで山
盛りのお蕎麦を食べてレースに臨みます。宿泊す
るホテルに戻り、カーテンを開けると、横浜のき
れいな夜景をバックに、トライアスロンの設営が

始まっています。観光スポットでレースができる
感謝と、大会を開催する大変さを改めて感じ、盛
り上げるためにも結果を残したいという思いが芽
生えます。
　トライアスロンの魅力はたくさんあって語り尽
くせません。例えば、フィニッシュでのハイタッチ。
ゴールする喜びやよくがんばったという労いを共
有でき、選手と観客の距離がぐっと近くなります。
また横浜大会では、山下公園の氷川丸の横で泳ぎ、
観光地を駆け抜けていく。普段は水着では走り回
らないところを駆け回るのも楽しいです。
　私は、種目ではランが得意。後半追い上げ型で
す。攻め続けるレース展開でマイナス思考をする
と、身体が動かなくなってしまいます。トライア
スロンという大好きな競技に出会って、すべてを
プラス思考に変えていくということを学びました。
　選手は、期待され、声をかけていただくことが

力になります。当日はぜひ沿道で応援していただ
けると嬉しいです。横浜大会での結果がいいのは、
皆さんの応援を一身に受けて走れているからと思
います。今まで2・3位になったことはありますが、
表彰台では1位がまだないので、メダルの色をそ
ろえるため、1位の金メダルを目指します。

上田 藍さん：昭和58年京都府生まれ。
ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・
稲毛インター所属。高校3年で関西の
トライアスロン大会に初参加し、初優
勝。卒業後本格的にトライアスロンを
始め、以後日本の競技第一人者に。北
京、ロンドン、リオデジャネイロの各オ
リンピック日本代表。世界トライアス
ロンシリーズ横浜大会では、立ち上げ
から日本代表として参加しており、26
年に銀メダル、28年に銅メダルを獲得。

プロフィール
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エリート選手が、赤レンガ倉庫を駆けめぐる!

2017世界トライアスロンシリーズ横浜大会
山下公園（中区）周辺特設会場　山下公園スタート・フィニッシュ

　スイム(水泳)・バイク(自転車)・ラン(ランニング) 3種目の総合力で
競うトライアスロン。その最高峰の大会が「2017世界トライアスロ
ンシリーズ横浜大会」です。世界各国から集まった選手たちが、山下
公園やみなとみらい21地区など横浜の観光地を舞台に熱戦を繰り広
げます。8回目の開催となる今大会、横浜の街はトライアスロン一色
に染まります。

　今大会の注目は、13日開催のエリートパラ
トライアスロン、エリート男女の部。バイク
コースに新たに赤レンガ倉庫間を走るコー
スが加わり、世界のトップアスリートが赤レ
ンガ倉庫イベント広場を駆けめぐります。
選手たちには高
度なテクニック
が求められ、より
疾走感あふれる
レースを間近に
観戦できます。

　リオデジャネイロパラリンピックに出場
した選手をはじめ、世界のトップアスリート
が集まるエリートパラトライアスロン。今
大会でも熱い戦いが
繰り広げられます。
14日にはエイジパラ
トライアスロンも開
催。スポーツに情熱
を注ぐ姿は見応えが
あります。

　選手や一般来場者から大人気の「EXPO」。
全国都市緑化よこはまフェア開催の中、花と
緑にあふれた山下公園に50社以上が出展。
会場でしか手に入らない大会グッズや横浜
ならではの飲食物、楽しいステージイベント
が、観戦を盛り
上げます。よこ
はまウオーキン
グポイントとの
大会連携企画も
開催します。

エキスポ

エリートコースに「赤レンガ倉庫」 見応え十分、パラトライアスロン レースとともに楽しむ「EXPO」

エリートパラトライアスロン：6時55分～9時10分
エリート女子：10時6分～12時16分
エリート男子：13時6分～15時6分

エイジの部（一般参加）：7時15分～14時

NHK BS1　13日（土）10時～15時15分テレビ中継予定

事務局　　 680-5538　　 641-2371  横浜トライアスロン 検 索

○C Shugo TAKEMI ○C Shugo TAKEMI

 

エリートコース図

スタート

フィニッシュ

トランジションエリア

スイム：1.5km（0.75km×2周回）
バイク：40km（4.45km×9周回）
ラ　ン：10km（2.5km×4周回）

コース
スイムコース
バイクコース
ランコース

　開催両日の会場方面への移動には公共の交通機関を利用してください。交通規制・う回については外出前にホームページで確認い
ただき、当日は案内看板や現場スタッフの指示に従ってください。交通規制にご協力ください

県庁・横浜税関・開港記念会
館周辺は、上位争いを繰り広
げるランやバイクの駆け引
きが最大の見もの。選手の
息づかいが聞こえてきます。

横浜三塔エリア スタートの興奮、種目を切り替え
るトランジションでの歓声、そし
てフィニッシュに向かう選手と
観客とのハイタッチ。大会の魅力
が凝縮された観戦ポイントです。

山下公園

赤レンガ倉庫

新港サークルウオーク

横浜ワールドポーターズ

横浜税関

神奈川県庁

開港記念会館

馬車道駅みなとみらい線

日本大通り駅

ホテルモントレ横浜

マリンタワー

中華街

元町・中華街駅

山
下
ふ
頭

横浜港

山下公園山下公園

日本郵船氷川丸

象の鼻パーク

横浜の観光スポットを選手が駆けめぐる
人気の観戦ポイント。大観覧車前や新た
にエリートコースに加えられた赤レンガ
倉庫の間を疾走するバイクのスピードに
圧倒されます。

赤レンガ倉庫・みなとみらい21地区エリア

日本郵船歴史博物館

横浜開港
資料館

大
さ
ん
橋


