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　ラグビーワールドカップ2019TM、東京2020オリンピック･パラリン
ピックと、国際的なスポーツイベントが2年連続して横浜で開催される
「かつてない2年間」。世界から多くの注目が集まるこの機会に向けて、い

よいよ本格的な準備がスタートします。
　横浜を世界に魅せる時。世界中に「横浜ファン」を増やす絶好のチャンスです。スポーツだけで
なく、多彩な文化プログラムにも取り組み、横浜ならではの魅力を磨き上げていきます。
　横浜は英国オリンピック代表チームのホストタウンに選ばれました。市民や企業の皆様とご一
緒に、最高の「おもてなし」でお迎えします。そして、英国をはじめ、さまざまな国の皆様と、スポー
ツ・文化・教育など幅広い分野で交流の機会をつくっていきます。ことに、子どもたちにはトップ
アスリートの皆様と身近にふれあうことで、将来の夢や希望に胸を膨らませて欲しいと思います。
　選手たちの熱いプレーは、言葉や世代の壁を超え、私たちに多くの勇気と感動を与えてくれま
す。競技会場はもちろん、街全体で大会を盛り上げ、横浜で生まれる新たな感動を、皆様と分かち
合いたいと思っています。

横浜で新たな感動が生まれる

○C JR 2019, Photo by H.Nagaoka

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI
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市民局スポーツ振興課　　 671-3690　　 664-0669

　ラグビーワールドカップ2019TM、東京2020オリンピック・パラリンピックと
いう2つの国際的なスポーツイベントが、横浜でも開催されることが決定してい
ます。両大会に向け、市民・経済界・関係団体などの皆さんと一体になり観戦者・
競技者を歓迎し盛り上げるとともに、開催を契機としたさまざまな取組を推進し
ていくため「横浜ビジョン」を策定しました。その他にも横浜は、市民が誇り応援
できるプロスポーツチームがあり、自ら参加できる「横浜マラソン2017」の開催
も控えています。横浜で開催されるスポーツイベントで盛り上がりましょう！

　2019年開催のラグビーワールドカップ2019™決勝戦と、
2020年開催の東京2020オリンピックのサッカー競技が、横
浜国際総合競技場で予定されています。また昨年12月に
は、東京2020オリンピックの野球・ソフトボール競技の主
会場が、横浜スタジアムに決定しました。

2019年9月20日（金）～11月2日（土）の約6週間
  参加チーム　20チーム
  試 合 数　48試合

（予選40試合、決勝トーナメント8試合）
  決 勝 戦　11月2日（土）横浜国際総合競技場

（試合は全国12会場で開催）

■第32回オリンピック競技大会（2020/東京）
2020年7月24日（金）～8月9日（日）の17日間
  競 技 数　33競技
■東京2020パラリンピック競技大会
2020年8月25日（火）～9月6日（日）の13日間
  競 技 数　22競技

横浜国際総合競技場

横浜スタジアム

　両大会の開催という世界の注目が集まるチャンスを生かし、横浜の魅力・活動を世界に発信していく
ため「横浜ビジョン」を策定しました。両大会に向けた市の「基本姿勢」や「取組の柱」、「取組から生まれ
るレガシー（次の世代への贈りもの）」などをまとめています。 横浜ビジョン 検 索

横浜マラソン 検 索

　「横浜マラソン2017」を10月29日（日）に開
催します。参加者は3000人増えて、フルマラ
ソンなど4種目合計で2万8000人に！ラン
ナー募集は4月を予定。今から体を鍛えて、
気持ちよく秋の横浜を駆け抜けましょう！

事務局　　 651-0666　　 226-5037

　2時間で自分がどこまで走れるのか挑戦で
きるイベントを実施。参加者の中から抽選で
「横浜マラソン2017」の出走権（有料）が当たる
チャンスも。大会エントリー前にまずは力試
ししてみてください。

日　程　3月19日（日）　
会　場　臨港パーク（西区みなとみらい1-1-1）
対　象　先着1200人
料　金　2,000円
申込方法　2月13日（月）12時から、

大会ホームページで受付

エントリー前の力試し！
「横浜マラソン2017」プレイベント

　2月25日にJ1リーグ、2月26日にJ2リーグが開幕します。横浜を拠点とする「横浜F・マリノ
ス」「横浜FC」の両チームは、試合への市民招待や小学校への訪問、商店街イベントへの参加な
ど、地域に根ざした活動をしています。選手の迫力あるプレー、サポーターの熱気は、スタジ
アムに行かなければ感じられません。両チームをぜひ応援しに行きましょう！

Jリーグが創設された当時から加盟する伝
統あるチーム。「この街には、横浜F・マリノ
スがある」をスローガンに地域に密着した
活動を行っています。
今シーズンは、伝統チームの誇りを胸に、
13年ぶりのリーグ優勝を目指します。

横浜F・マリノス
C   Y.F.MARINOS 

昨シーズンは惜しくもJ1昇格に向けたプ
レーオフ進出はならず、現在J2で闘ってい
ます。シーズン開幕戦の2月26日は、Jリー
グの最年長ゴール記録を持つ三浦知良選
手の誕生日。勝利で弾みをつけ、J1昇格を
目指します。

横浜FC

昨シーズン、悲願のクライマック
スシリーズ進出を果たした横浜DeNAベイス
ターズ。今シーズンは19年ぶりの日本一を目標
に更なる飛躍を目指します！

横浜DeNAベイスターズ
神奈川県内初のプロバスケット

チームは、28年９月に始まったB.LEAGUE
で奮闘中。シーズンは中盤戦に突入し、白熱
した試合を繰り広げています。

横浜ビー・コルセアーズ

ビ ー リ ー グ

横浜熱闘倶楽部 検 索その他試合の日程などはホームページで確認を！

そのほか、横浜のプロスポーツチームも応援しよう！

3月31日（金） プロ野球開幕
4月  4日（火） 本拠地開幕（横浜スタジアム）

横浜での3月の試合

3月11日（土）・12日（日）
25日（土）・26日（日） 

横浜国際プール

よこはまフェア 検 索

全国都市緑化よこはまフェア
　よこはまフェアのテーマは「歴史と未来の横浜・花と緑の物語」。開港の歴史と
未来をつなぐ横浜の代表的な場所が美しい花と緑にあふれ、「花と緑豊かなまち横
浜」を表現します。よこはまフェアを盛り上げる最新イベントなど詳しくは、ホー
ムページで確認を。春はぜひ花と緑のイベントを楽しんでください。

第
33
回

　テーマソングは、4人組ボーカルグループ
「GReeeeN」が制作しました。タイトルは「キミ
マツ」。ミュージックビデオ（歌を紹介する映像
作品）は横浜が舞台となっており、「歌」でよこは
まフェアを盛り上げます。

グリーン
歌

　女優の波瑠さんがよこはまフェアを一緒に盛り
上げます。今後の活躍に期待してください！

人

　期間中、夜のグランモール公園が光と音の演出で幻想的な空間に生
まれ変わります。演出を手掛けるのは、デジタルテクノロジーとアー
トを融合させ、独創的な事業を展開する「チームラボ」。テーマソング
にのせて、光と花と緑
の幻想空間が広がりま
す。
　その他、山下公園や
横浜公園などでもライ
トアップを実施しま
す！

光と音

波瑠さんからのコメント
横浜はドラマでお世話になったこともあり、とても大好きな街です。

今回、その横浜市で開催される「よこはまフェア」のフラワーアンバサダーに
任命されたことは、お花が大好きな私にとってダブルの喜びです。

私の名前と同じ読みでもある「はる」に開催される
お花と緑の祭典をこころから楽しみにしています。

環境創造局全国都市緑化フェア推進課　　 671-3789　　 663-0027

開催
期間

■よこはまフェア開会式
　市民招待
【 日　時 】 3月25日（土）  11時30分～12時30分（予定）
【 会　場 】 大さん橋ホール（中区海岸通1-1-4）
【 対　象 】 抽選100人
【申込方法】 2月25日までに、往復はがきに、

代表者の住所・電話番号・
2人までの名前を明記

【申 込 先】 〒231-8445 
中区太田町2-23 YMBCビル9階
第33回全国都市緑化よこはまフェア開会式運営事務局
　 663-9151　　 227-0765

■みなとガーデン、里山ガーデン両会場を
　よこはまフェア統括アドバイザーと歩くガイドツアー
【 日　時 】 ３月27日（月）  ９時～17時（予定）
【 対　象 】 抽選40人
【 料　金 】 1人4000円
【申込方法】 2月25日までに、はがきに、

代表者の住所・電話番号・
2人までの名前・年齢を明記

【申 込 先】 〒221-0052 神奈川区栄町5-1 
YCS5階 （株）横浜メディアアド内
 第33回全国都市緑化よこはまフェアガイドツアー事務局
　  451-0863　　 451-0872

※横浜駅集合、新横浜駅または横浜駅解散。バスと徒歩（2～3km）で移動
※当落は郵送で案内

イベント情報

まもなく開
催！

略歴
女優。NHK連続テレビ小説「あさが
来た」のヒロインを演じる。本作で国
際ドラマフェスティバル 東京ドラマ
アワード2016にて主演女優賞を受賞。

シンボルキャラクター
「ガーデンベア」

○C ITOON/GN2017

体操男子団体決勝で演技する白井選手

ラグビーワールドカップ2019TM、
東京2020オリンピック・パラリンピック

に向けた横浜ビジョン

○C YDB

○C Y.F.M

○C YOKOHAMA FC

○C YDB

スマートフォンなどを利用した参加型の演出もあります

※期間中は、赤レンガ倉庫1号館で「特別展示 GReeeeN Garden」があります

は る

2月25日（土） 開幕戦 VS 浦和レッズ
（日産スタジアム）

2月26日（日） 開幕戦 VS 松本山雅FC
（ニッパツ三ツ沢球技場）

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI
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【 対　象 】 抽選40人
【 料　金 】 1人4000円
【申込方法】 2月25日までに、はがきに、

代表者の住所・電話番号・
2人までの名前・年齢を明記

【申 込 先】 〒221-0052 神奈川区栄町5-1 
YCS5階 （株）横浜メディアアド内
 第33回全国都市緑化よこはまフェアガイドツアー事務局
　  451-0863　　 451-0872

※横浜駅集合、新横浜駅または横浜駅解散。バスと徒歩（2～3km）で移動
※当落は郵送で案内

イベント情報

まもなく開
催！

略歴
女優。NHK連続テレビ小説「あさが
来た」のヒロインを演じる。本作で国
際ドラマフェスティバル 東京ドラマ
アワード2016にて主演女優賞を受賞。

シンボルキャラクター
「ガーデンベア」

○C ITOON/GN2017

体操男子団体決勝で演技する白井選手

ラグビーワールドカップ2019TM、
東京2020オリンピック・パラリンピック

に向けた横浜ビジョン

○C YDB

○C Y.F.M

○C YOKOHAMA FC

○C YDB

スマートフォンなどを利用した参加型の演出もあります

※期間中は、赤レンガ倉庫1号館で「特別展示 GReeeeN Garden」があります

は る

2月25日（土） 開幕戦 VS 浦和レッズ
（日産スタジアム）

2月26日（日） 開幕戦 VS 松本山雅FC
（ニッパツ三ツ沢球技場）

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI
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横浜 大都市制度 検 索

「特別自治市」の実現を
目指しています！

　市は、人口減少・少子高齢化の進行、市と県の二重行政や不十分な税
制上の措置など、大都市特有の課題を抱えています。これらの課題を
解決し、暮らしやすく活力ある都市にするため、横浜にふさわしい大
都市制度「特別自治市」の実現を目指しています。

政策局大都市制度推進課　　 671-2952　　 663-6561

●国以外の仕事は、市がすべて担います
　市と県の二重行政が解消され、行政の無駄がなくなります。

●税金が市民の皆さんのために使われていることが
　明確になる税制が実現します
　生み出された財源を行政サービスの向上や市内経済の活性
化に活用します。

●県や近接市町村と協力して行政を運営します
　環境対策などの広域的な業務については、さらに連携協力を
進めます。

●市役所と区役所で解決できることが増えます
　これまで市と県で分担していた業務を、市でまとめて担当す
るようになるため、市民の皆さんのニーズに沿って、きめ細か
く、より迅速に対応することができます。

特別自治市になると、行政サービスや税金はどうなるの？

特別自治市になると、暮らしはどう変わるの？

特別自治市の実現に向けて、今後どう進めていくの？

特別自治市の実現には地方自治法などの法改
正が必要です。他の政令指定都市と共に力を
合わせて、国などへ提案・要望していきます。

子育て支援やがけ対策など、市民生活に直結
する分野を中心に、引き続き税財源と権限の
移譲に向けた協議を進めます。

出前説明会の実施や24年から毎年開催して
いる「大都市制度フォーラム」などを通じて、
制度についてわかりやすく伝えていきます。

国などへの提案・要望 県との協議 市民の皆さんへの広報

出前説明会のご案内
市民の皆さんのところへ市の
職員が出向いて、「特別自治市」
についてわかりやすく説明し
ます。自治会・町内会や各種
サークル、少人数のグループで
も構いません。気軽に問い合
わせてください。

　横浜の未来に向けた取組や、「特別自治市」
実現による効果などについて、わかりやすく
話します。
日時：3月4日（土） 

13時30分～16時（開場13時）
第1部 基調講演  林 文子（横浜市長）
第2部 座 談 会  別所 哲也さん
　　　　　　　渡辺 真理さん ほか

会場：栄公会堂
申込方法など詳しくは、問い合わせかホーム
ページで

「大都市制度フォーラムin栄区」
を開催します

■地方自治をめぐる国の動き ～地方自治法の一部改正

「横浜市区役所事務分掌条例」の施行（28年４月）
法が要請する区役所が分担する事務を列記する
だけでなく、「区役所の役割」や「区局連携・調整
に関する事項」を明記しました

特別自治市実現を見据え、総合区制度も含め、区
のあり方について継続的に検討していきます

区役所が分担する事務を条例で定める

区に代えて総合区※を設け、議会の同
意を得て選ばれる総合区長(特別職)を
置くことができる

改正により規定された内容 市の対応

※現在の18の行政区と同様の市の組織ですが、区長は、議会の同意を得て選ばれる特別職の「総合区長」となり、
総合区の職員の任命などや総合区が執行する事務に関係する予算について、市長に意見を述べることができます

神奈川県

国

市町村

横
浜
市

行政区

国
税

県
税

市
町
村
税

税財源 仕事量

二重行政

現在

神奈川県

国

市町村

横
浜
市

行政区

国
税

特
別
自
治
市
税

税財源 仕事量

特別自治市

特別自治市とは？
　現在の「政令指定都市」制度を見直し、大都市の役割に
見合った権限と税財源をあわせ持った新たな大都市制
度です。

　大都市制度について初めて本格的な議論が行われた内閣総理大臣の諮問機関「第30次地方制度
調査会」の答申（25年）の中で、「特別自治市」の意義が明確に認められました。この答申を踏まえ、
大都市制度改革の一環として、政令指定都市制度の見直しなどを盛り込んだ「地方自治法の一部
を改正する法律」が成立し、28年4月に施行されました。

市に窓口を一本化し、手続時間
を短縮できます。

市と県に分かれている就職相談や職
業訓練などを市にまとめ、就労支援
メニューを充実し、早期就職に向け
て支援します。

保育園、認定こども園は市、幼稚園は県
に分かれている業務を市にまとめ、子育
て家庭の要望に寄り添いながら、総合的
な支援ができます。

急傾斜地（がけ地）の指定や保全工事は
県、二次災害の危険性があるがけの応急
措置は市に分かれている業務をまとめ
て、災害に強いまちづくりを進めます。

JAPAN

PASSPORT

JAPAN

PASSPORT

市
県 市

住民票、税金、パスポート……
同じ場所で手続したい

窓口

仕事

家の近くで子どもを
預けられるのか相談したい

身近な場所で相談して、仕事を探したい がけ崩れを防ぐために、工事をしたい
がけ対策

子育て
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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
3月5日までに で
市民局広聴相談課（ 671－2335
212－0911）

■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＝3月5日（日）
正看護師･助産師か28年度中に
免許取得見込者
2月21日まで
医療局病院経営本部人事課（
0120－74－4174 664－3851）

■市立特別支援学校正看護師（嘱
託員）

詳細は申込書（問合先で配布。 か
ら入手）で
正看護師免許取得者
2月28日まで
教育委員会特別支援教育課（
671－3958 663－1831）

■中学校夜間学級　入級者
詳細は問合せを
在住か在勤で、15歳（学齢）を超え、
原則中学校を卒業していない人
教育委員会指導企画課（ 671－
4449 664－5499）

■児童相談所一時保護所アルバイト
4月から1年間。詳細は で
選考日＝3月3日（金）
保育士・社会福祉士・社会福祉主
事任用の各資格保持者、計約10人
2月24日までに か に
性別、職種、資格を書いて、中央
児童相談所（ 260－6510 262－
4155）へ

■養育費セミナー
申込方法等詳細は で
3月2日（木）10時
青少年育成センター
ひとり親家庭の親、抽選10人
1歳6か月～未就学児（予約制）
2月15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　4･5月生募集
　①パソコン基礎科
　② OA経理科、介護･医療事務OA科
　③CAD製図科
　④ITビジネス科、IT・Webプログ

ラミング科
　⑤介護総合科、医療・調剤事務OA科
費用等詳細は①～③2月15日④⑤4

月3日から申込書（ハローワークで
配布）か で
①4月18日（火）～6月26日（月）の45日

　②4月18日（火）～7月26日（水）の65日
　③4月19日（水）～9月29日（金）の105日
　④⑤5月19日（金）～8月23日（水）の60日
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①～③20人④⑤
30人
①～③3月24日④⑤4月19日まで
説明会　各10時･14時、問合先で。
①～③3月7日（火）④4月10日（月）⑤
4月11日（火）
会場の中央職業訓練校（中区山下
町253、 664－6825 664－2081）

■視覚障害者　日常生活用具
　展示体験会
2月12日（日）10時30分～16時
横浜ラポール（港北区鳥山町1752）
視覚障害者福祉協会（ 475－2061
475－2064）か健康福祉局障害福

祉課（ 671－3602）
■腎不全者料理教室と個別相談会
3月5日（日）9時30分
技能文化会館
抽選20人
500円
2月17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）

■ハマピック　個人競技参加者募集
市障害者スポーツ大会。料金・申込
方法等詳細は申込書（区役所高齢・
障害支援課､問合先で配布）か で
4月9日（日）～5月7日（日）
選考｡ 障害種別により種目が異
なる
2月28日まで
横浜ラポール（ 475－2050 475
－2053）か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■障害者パソコン講習会
　パソコン＆iPad入門
　①②知的障害者
　③④視覚障害者
③④は画面拡大｡詳細は問合せを
各13時

　①3月4日（土）
　②3月5日（日）
　③3月7日（火）･8日（水）
　④3月9日（木）･10日（金）
横浜ラポール
15歳以上（中学生除く）の初心
者、各抽選8人
500円
2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）

■講座｢認知症の理解のために」
2月25日（土）14時

県総合薬事保健センター（磯子
区西町14－11）
当日先着200人
済生会横浜市南部病院（ 832－
1111 832－8335）

■市大エクステンション講座
　「歯科インプラント治療」
3月3日（金）14時
情文ホール
先着230人
2月13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｢胆のうがん・胆管がん」
3月7日（火）15時
戸塚区役所
先着180人
2月13日から で横浜医療セン
ター（ 853－8357 853－8356）へ

■みなと赤十字病院から 講演
　①知らないと損 鼻と耳のアレ

ルギー
　②関節リウマチの診断から治療

まで
①3月12日（日）13時

　②3月18日（土）14時
①ワークピア横浜

　②横浜シンポジア
①抽選300人②先着200人
①2月28日までに に 質
問②2月13日から か に
性別を書いて、みなと赤十

字病院（〒231－8682中区新山下
3－12－1、 ①628－6816②628－
6381､ 628－6101）へ

■シンポジウム｢ICTを活用した地
域医療連携ネットワーク｣

申込方法等詳細は で
3月24日（金）18時15分
情文ホール
医療・介護関係者、先着230人
2月13日から
医療局医療政策課（ 671－2972
664－3851）

■セミナー｢子ども食堂って何？｣
講演とパネルディスカッション
3月21日（火）13時30分
社会福祉センター
先着250人
2月11日から に を書いて
ウィリング横浜（ 847－6666
847－6676）へ
前記かこども青少年局企画調整
課（ 671－4281）

■要約筆記者養成講習会
　①手書き②パソコン
聴覚障害者等の意思疎通支援
4月13日～30年2月15日の木曜、
各全39回｡①10時30分②14時
横浜ラポール
18歳以上､ 各選考20人｡ ②講習
期間中にノートパソコン保有で
入力可能な人
4400円
3月8日までに に
を書いて､ 中途失聴 ･難聴者協
会（〒222－0035港北区鳥山町
1752､ 475－2064）へ
選考 ･説明会　参加必須。3月16

日（木）①10時30分②14時､会場で
前記か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）

■防災ライセンス資機材取扱講習会
申込方法等詳細は で
3月26日（日）9時
新吉田第二小学校
抽選48人
3月3日まで
総務局危機管理課（ 671－2011
641－1677）

■横浜サイン・フォーラム
魅力ある看板について。表彰式と
講演会
3月4日（土）13時30分
情文ホール
3月3日までに で
都市整備局景観調整課（ 671－
2648 663－8641）

■高齢犬・猫との暮らし方セミ
ナー

ペット同伴不可
2月25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）

■市民農業大学講座
援農･緑化ボランティアを養成。野
菜･果樹コース､ 花･緑コース｡ 会
場・申込方法等詳細は募集要領（区
役所広報相談係で配布、 から入
手）で
4月から｡全20回
29年4月1日時点で67歳以下、各
コース抽選30人
1万4000円
3月1日まで
環境活動支援センター（ 711－
0635 721－6356）

■シンポジウム｢高校生の自立支援」
3月10日（金）18時30分
先着70人
2月11日から で会場の青少年
育成センター（ 664－6251 664
－6254）へ。 からも可

■春の親子料理教室
3月11日（土）9時
小学4年～中学生と保護者、抽選
15組30人
1組2000円
3月1日までに で会場の中央卸
売市場本場（ 459－3337 459－
3307）へ。 からも可

■春休み  こどもおさらい教室
国語･算数･英語
3月27日（月）～29日（水）14時、全3回
小学生､抽選30人
5400円
2月26日までに で
会場のシルバー人材センター
（ 847－1800 847－1716）
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■教室｢不思議なカラーマジック」
化学実験体験
3月18日（土）10時・11時30分・13時
30分・15時
慶應義塾大学日吉キャンパス
小学生、各回先着40人
2月11日から で
日本化学会（ 03－3292－6163）か
文化観光局 MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■合同就職面接会
履歴書複数持参
2月23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）
■訪問看護就職説明会
2月25日（土）10時30分
開港記念会館
看護師免許保有者、選考100人
2月24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（ 671－3924 681－7789）

■保育士就職面接会
3月7日（火）13時～16時
技能文化会館
保育士資格保有者か取得見込者
3月6日までに申込書（区役所広

報相談係で配布）で。 からも可
事務局（ 681－3734 681－3735）
かこども青少年局保育対策課
（ 671－4469）

■製図コンクール展
横浜建築高等職業訓練校生の製図
①2月28日（火）～3月6日（月）8時30
分～17時15分
②3月7日（火）～11日（土）9時～19時
（8日は休み、11日は17時まで） 
①市役所市民広間②技能文化会
館（中区万代町2－4－7）
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■ブルーカーボン事業
①わかめ収穫②シンポジウム
3月4日（土）
①11時（受付は10時30分から）､
荒天中止
②14時（受付は13時30分から）
八景島シーパラダイス
当日先着
①小中学生30人②80人
温暖化対策統括本部プロジェクト
推進課（ 671－4109 663－5110）

■地域緑の活動報告会＆交流会
3月4日（土）13時
技能文化会館（中区万代町2－4－7）
当日先着50人
環境創造局みどりアップ推進課
（ 671－3447 224－6627）

■都市緑化よこはまフェア
趣味の園芸 公開収録

申込方法等詳細は で
3月10日（金）13時
港の見える丘公園
抽選25組50人
2月28日まで
環境創造局全国都市緑化フェ
ア推進課（ 671－3785 663－
0027）

■立川晴の輔のハレルヤ！独演会
2月19日（日）18時30分
未就学児入場不可
2500円（当日2800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、
2月6･7日休み）

■理科戦隊ハッケンジャー
実験イベントほか
3月11日（土）13時
技能文化会館
小中学生、抽選150人
2月27日までに で
応用物理学会（ 03－5802－0864）
か文化観光局MICE振興課（ 671
－3546 663－6540）

■科学探査船タラ号乗船体験会
講義も。申込方法等詳細は で
3月18日（土）13時
小学生と保護者、抽選45組90人
2月22日まで
NHK横浜放送局（ 212－2822）か
国際局国際連携課（ 671－2079
664－7145）

■市民クルーズ　飛鳥Ⅱ
新宮・高知・別府

横浜港発着。詳細はチラシ（区役所
広報相談係で配布）か で
3月20日（祝）～25日（土）
抽選40室
大人1人、22万8800円～
2月15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）

■こどもマリンスクール
帆船日本丸・南伊豆臨海学園での
船員活動体験や宿泊ほか
5月～30年3月
過去未参加の29年4月時点で小
学4～6年生、抽選176人
8万円
3月8日までに申込書（2月上旬か

ら区役所広報相談係、市立小学
校で配布）を市体育協会（ 640－
0055 640－0024）へ

■スポーツ医科学センターで
①足関節のテーピング講座（講義）
②中学生期の部活指導講座
③バスケットボール教室
④足関節のテーピング講座（実技）
①3月8日（水）18時
②3月18日（土）10時
③3月19日（日）9時30分
④3月22日（水）18時
各先着
ジュニアスポーツ指導者①50人
②80人④30人
③中学･高校生80人
2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

■粗大ごみの申込みはお早めに
3・4月は受付が集中するので早め
に申込みを
月～土曜（祝日を含む）｡受付セ
ンター（ 0570－200－530〈携帯
･IP電話からは 330－3953〉）へ。
からも可

資源循環局業務課（ 671－2557
662－1225）

■横浜水缶の年度末注文は
お早めに

3月31日までの配達希望は3月21日
までに注文を

水道局お客さまサービスセン
ター（ 847－6262 848－4281）へ

　28年の救急出動件数は、過去最多を更新し、18万7,491件（速報値）となりまし
た。消防局では、救急車を必要とする人のもとにいち早く駆けつけるため、昨
年は救急車を3台増やしましたが、それでも救急隊1隊当たりの出動件数は増加
しています。
　救急出動件数が多くなると、出動中
の近くの救急隊に代わって、遠くの救
急隊が出動するケースが増えますの
で、現場到着時間が遅くなる恐れがあ
ります。
　救急車は限りある資源です。急な病
気やけがで救急車を呼ぶか迷ったとき
は、横浜市救急相談センター(＃7119)を
利用し、緊急性を相談するなど、救急車
の上手な利用に協力をお願いします。

救急車の出動が急増中！

消防局救急課　　 334-6494 334-6785

緊急に救急車が必要なときは  119

シャープ

医療従事者が相談に応じます

（携帯電話、PHS、プッシュ回線の固定電話）

または

222-7119
（すべての電話で利用できます）

横浜市救急相談センター

24時間  年中無休

救急車を呼ぶか迷ったら

過去10年間の救急出動件数の推移

185,000

165,000

145,000

125,000

平成19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
（年）

（件・人） 187,491件

163,814人

出動件数 搬送人員
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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

2月 4日
11日
18日
25日
※タイトルは変更になる場合があります

横浜のパン 
横浜のバレンタイン
横浜サイン
フォト・ヨコハマ2017 10：47～10：52頃

5：10～5：20

8：30～9：00
16：30～16：35

ハマ自慢！横浜を知る
100のキーワード

（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

平成29（2017）年 2 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、2月7～9・13・20日休み〕
①デーモン閣下の邦楽維新
②金子三勇士 ピアノ
③ジャストコンポーズド 能・謡×
弦楽四重奏
①3月3日（金）19時
　②3月8日（水）12時10分
　③3月12日（日）17時
①5000円②1800円③3000円、会
場で販売中

■自然観察の森〔栄区上郷町1562－1､
894－7474 894－8892､ kansatsuno

mori@gmail.com､月曜休み〕
はじめてのちいさなしぜんかんさ
つ会
3月26日（日）10時30分･13時30分、
雨天時4月1日
3歳～小学2年生と保護者､各回
抽選20人
3月4日までに か に 全員
の 子の 希望時間を明記

■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
2月16日（木）10時30分
6歳以下と保護者、当日先着30組60人

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－
110－1、 231－2515 231－4545、2
月22･23日休み〕
①お笑いぱっちり倶楽部寄席
②米紫・吉弥 ふたり会
③神田京子独演会
④百萬演 百栄・萬橘二人会
⑤爆笑演芸会
①ナイツほか②桂米紫､桂吉弥④
春風亭百栄､三遊亭萬橘⑤おぼん・
こぼんほか
①3月7日（火）19時
　②3月8日（水）19時
　③3月9日（木）19時
　④3月12日（日）14時
　⑤3月15日（水）14時
3100円、会場で販売中

■男女共同参画センター横浜南
〔南区南太田1－7－20、 714－5911
714－5912、第3月曜休み〕
夫婦関係・離婚をめぐる法律講座
子の養育編
3月2日（木）10時
女性、先着40人
1000円
2か月～未就学児（予約制・有料）
2月11日から か直接会場へ

■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）､ 金沢動物
園（金沢区釜利谷東5－15－1、 783
－9100 782－9972、月曜休み）〕
バレンタインイベント
動物に特別なエサをプレゼント。
時間等詳細は問合せを
2月11日（祝）・12日（日）
800円 500円

■開港資料館〔中区日本大通3、
201－2100 201－2102、月曜休み〕
展示｢時を超えて・ハマの史跡の物
語｣
4月23日（日）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、月曜休み〕
①展示｢海難と救助｣
②総帆展帆協力者募集
②申込方法等詳細は で
①2月18日（土）～4月16日（日）
　②訓練日＝4月8・9・22日の土・日
曜10時、全3回。予備日23日
②訓練に参加可能な18歳～原則
40歳、抽選30人
①200円
②3月25日まで

■ユーラシア文化館〔中区日本大
通12、 663－2424 663－2453、月
曜休み〕
増田彰久写真展
4月9日（日）まで
300円

■バイクの廃車申告／市・県民税
の申告ほか

《①バイクの廃車申告》
29年4月1日時点の所有者に29年度
分を課税。廃棄・譲渡の場合は3月
中に申告を。125cc以下は登録して
いる区役所軽自動車税担当、125cc
超は神奈川県軽自動車協会へ

《②個人市民税・県民税の申告》
29年1月1日時点、区内に住所があ
る人は3月15日までに区役所市民
税担当に申告を。給与所得のみで
勤務先から給与支払報告書が提出
されている人、所得税の確定申告
をする人は不要。税務署で確定申
告不要と言われた人（③の人を含
む）は市民税・県民税の申告が必要
な場合あり

《③年金所得者の所得税申告手続
不要制度》
公的年金等の収入金額が400万円
以下かつ公的年金等以外の所得

金額が20万円以下の場合、確定申
告不要。還付を受けるための提出
は可

《④税務署の臨時日曜開庁》
2月19･26日。所得税及び復興特別
所得税・贈与税・個人事業者の消
費税・地方消費税の申告書用紙配
布、作成アドバイス、受付（電話相
談等不可）。混雑時は受付終了の
場合あり。鶴見税務署･横浜中税
務署・保土ケ谷税務署は日石横浜
ホールで

《⑤確定申告書等の作成》
所得税及び復興特別所得税・贈与
税・消費税・地方消費税の申告書等
作成は の利用を
①区役所軽自動車税担当②区役
所市民税担当か、財政局税務課
（ ①671－3669②671－2253、
641－2775）③～⑤各税務署

※②～⑤はマイナンバー（個人番
号12桁）の記載と本人確認書類

（マイナンバーカードか番号確
認書類と身元確認書類）の提示
か複写の添付を

■不動産公売（共同期日入札）
市税･国民健康保険料･行政代執行
費用等の滞納処分で差押えた不動
産｡詳細は不動産公売広報（区役所
税務課で閲覧可）か で｡一部公売
中止の場合あり
3月8日（水）13時30分
中区役所
財政局徴収対策課（ 671－2184
641－2775）

■消費生活協働促進事業説明会
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
2月24日（金）14時
松村ビル別館
2月20日まで
経済局消費経済課（ 671－2584
664－9533）

■国民年金保険料は前納がお得
前納割引あり。2年･1年･半年前納
の申込みは2月28日までに金融機
関･年金事務所で｡ 29年4月分より
現金・クレジットでも2年前納が利
用可能に。詳細は問合せを

各年金事務所か健康福祉局保
険年金課（ 671－2418 664－
0403）

■市民意見募集　狭あい道路の整
備の促進に関する条例施行規則
の改正案（骨子）

資料の閲覧・配布は期間中、市役所
市民情報センター、区役所広報相
談係、問合先で。 からも可
3月1日～31日
建築局建築防災課（ 671－4544
663－3255）
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横浜を感じるミニコラム

 『ゴールボールに魅せられて』欠端 瑛子（パラリンピック ゴールボール選手）

　リオ・パラリンピックでは、観客が盛り上がっ
てくれて嬉しかったです。ゴールボールは「耳で
聞く競技」。お客様も目をつぶり「選手の声」や「ボ
ールの音」などを体感してから試合を見ると、違
った楽しみがあります。駆け引きを観察すると、

チームの作戦が分かって楽しいと思います。
　競技との出会いは、高校1年の時。最初は怖く
て見学するだけでした。2年の時に先生と同級生
に頼まれて実際に試合に参加してみたら楽しく
て。気がついたら数年後にはロンドン・パラリン
ピックに出場していました。まさか、スポーツで
日本代表になるなんて自分でもビックリ！
　遠征する私にとって、横浜は安心するホームで
す。生まれも育ちも、ずっと横浜なので、帰って
くると気持ちがリセットされます。思い出もたく
さんあって、金沢区の海の公園では、よくバーベ
キューをしましたし、今でも高校の友達と横浜駅
周辺に、ご飯を食べに行ったりします。
　今の目標は、2020年の代表メンバーに選ばれ
るように自分の技術を強化すること。リオではメ
ダルに届かなかったので、東京では金メダルを取
りたいです。あと、ゴールボールはまだ知名度が

低いので、いろいろな人に広められたらいいな、
と思います。横浜出身の選手として「横浜代表」
のつもりでがんばります。ぜひ、皆さんにゴール
ボールを見てほしいし、体験する機会があったら、
体験していただきたいです。

欠
かけはた

端瑛
えい

子
こ

さん：平成5年横浜生まれ。
目隠しをして、鈴入りのボールを相手
ゴールに転がすように投げ、得点を奪
い合うゴールボールの日本代表。先
天性白皮症による弱視があり、高校で
は盲学校に通い、競技に出会った。始
めて2年で日本代表になり、24年ロン
ドン・パラリンピックで、史上初とな
る団体競技の金メダルを獲得。28年
リオ・パラリンピックでは、チームは
準々決勝で敗れるも、得点をあげ活躍
をした。今後の活躍が期待される選手
である。

プロフィール

欠端選手の武器「回転投げ」で相手チームのゴールを狙う。

©JGBA
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　国際会議などのMICE※の開催を機に、市内の子どもたちが世
界で活躍する研究者との交流や、学校では体験できない学習を
通して、専門性の高い内容を楽しく学べる場をつくっています。

　市では、今後もMICEを活用した次世代育成事業を開催し、子ども
たちが将来を考えるきっかけを提供していきます。
　今後の募集はホームページやメールマガジンでお知らせします
ので、ぜひ参加してください！

マイス

文化観光局MICE振興課　　 671-3546 663-6540

※M：Meeting（企業などが行う会議）　I：Incentive Travel（企業などが行う報奨旅行・研修旅行）　C：Convention（国際機関や学会が主催する会議）　E：Event/Exhibition（イベント・展示会）

MICE次世代育成事業 検 索

フォトヨコハマ 検 索

　27年12月、先端科学について
第一線で研究する科学者・研究者
と参加した100人の中学生が一緒
に、必ず戻るブーメランの工作・
実験や、ブレッドボード（電化製
品の中にある電子回路の仕組み
を学ぶ入門用の電子回路）の電子
工作・実験を行いました。
＜参加者の声＞
「挑戦を続ければ達成できることや
実験が成功した喜びを味わえた」
「ブーメランのような身近なものの
原理が飛行機にも使われていると
知ってびっくりした」

　4月から10月までに開催した6講座の参加
者217人のアンケートの結果、207人の参加
者が、満足（とても満足、やや満足）と回答。

　3月開催の「不思議なカラーマジック」（日本化学会主催）、「理科
戦隊ハッケンジャー」（応用物理学会主催）の参加者を募集します。
詳しくは、はま情報（「不思議なカラーマジック」は「講演・講座」欄、
「理科戦隊ハッケンジャー」は「催し」欄）を確認してください。

募集

とても満足
164人

やや満足

どちらでもない 5人 やや不満 5人

不満 0人
43人

～写真のチカラ、あふれるヨコハマ

　撮る・みる・楽しむ。写真の祭典
「フォト・ヨコハマ2017」を開催し
ています。
　2月23日（木）～26日（日）には、オ
リジナルグッズがもらえるスタン
プラリーを今年も開催します。
　「高円宮妃殿下写真展-鳥たちの
煌きⅢ-」や、映画をテーマとした
写真展「MAGNUM CINEMA&映
画の中のヨコハマ」も注目です！

事務局　　 03-3545-8131
文化観光局MICE振興課　
671-4234 663-6540

公式リーフレットをもって、
市内をめぐろう！

高円宮妃殿下写真展
-鳥たちの煌きⅢ-

　今回で3回目となる高円宮妃殿下
の鳥の写真展。三溪園の鶴翔閣（横

浜市指定有形
文化財）で開
催します。

日時：2月28日（火）～3月６日（月）
会場：三溪園内鶴翔閣

（中区本牧三之谷58-1）
料金：大　人 500円  

小学生 200円（入園料）

マリリン・モンローから石原裕次
郎まで往年の銀幕スターたちの素
顔や、横浜を背景にした場面をお楽

しみください。

日時：2月15日（水）～2月26日（日）
会場：市民ギャラリー（西区宮崎町26-1）

Hollywood,1946
Robert Capa
©ICP/Magnum Photos

©日活

公式リーフ
レットは、
区役所、図書館
などで配布
しています

きらめ

マ グ ナ ム 　 　   シ ネ マ

　27年6月に開催した「スーパードクターが語る！世界最先端がん放
射線治療の今」に参加した2人の高校生が、この講座をきっかけに大
学医学部を目指し、合格を果たしました。
　この講座では市内の高校生を対象に、世界中で活躍する医師によ
る最先端のがん放射線治療の特別授業が行われました。
　ガンマナイフ（がん放射線治療機器のひとつ。0.1ミリレベルの精
度で病変部に集中照射できる）治療の第一人者である林基弘先生（東
京女子医科大学）の医学に対する熱い思いが生徒に通じ、将来を考え
るきっかけとなりました。

ミーティング インセンティブ　トラベル コンベンション イベント　 エキシビション

エムアールエス

かくしょうかく

写真展「MAGNUM CINEMA 
＆ 映画の中のヨコハマ」

林基弘先生の講演 最新機器をわかりやすく解説

必ず戻るブーメランの実験

ブレッドボードの電子工作




