
各種手続・窓口案内・市営交通の案内など   横浜市コールセンター
664 -2828
callcenter@city.yokohama.jp

毎日8時～21時
に こ に こ

　朝夕は涼しさを増し、街に出ると、少しずつ色づき始めた木々やコスモスの花に
秋の訪れが感じられる季節となりました。秋を見つけようと、散策を楽しまれて
いる方も多いのではないでしょうか。

　よこはま動物園ズーラシアに隣接する里山ガーデンでは、春に続き、1ヘクタールの大花壇をオープンして
います。今回のテーマは「錦秋の丘」。黄、橙、朱色と鮮やかな色の草花が一面に広がる、どこか懐かしい里山
の秋をぜひご覧ください。
　市内では、サツマイモや柿などの収穫が始まり、本格的に秋野菜や新米を楽しめる時期を迎えます。旬の食
材を味わうのも、実りの秋の楽しみですね。
　10月末には、横浜マラソン2018が開催されます。市内外から参加する28,000人のランナーが横浜の街
を一斉に駆け抜ける姿は圧巻です。給水ポイントでの応援パフォーマンスや地元銘菓を中心とした「ラッキー
給食」など、横浜ならではのおもてなしはもちろん、沿道からの声援にランナー達が笑顔で応えるなどの温か
い交流も見逃せません。
　スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋。横浜の秋は、国際色豊かなお祭り、文化・芸術に親しむイベントも盛り
だくさんです。どうぞお楽しみください。

横浜の秋を楽しむ

人　口
世帯数

3,740,367人
1,690,463世帯

※紙面中、特に記載がない場合、市
外局番は「045」です。
※いただいた個人情報やご意見は
「横浜市個人情報の保護に関す
る条例」に従い、目的の範囲内で
適正に管理・利用します。

（2018年9月1日現在）

ホームページから広報よこはま市版・各区版を閲覧できます。 広報よこはま 検 索

市政へのご提案は、「市民からの提案」と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号を書いて区役所へ。

この秋もガーデンネックレス横浜2018 ～市内各所や里山ガーデンへ～

【里山ガーデンフェスタに関する問合せは】

NTTハローダイヤルへ　　 050-5548-8686 案内期間10月17日（水）まで  8時～22時
【ガーデンネックレス横浜の取組に関する問合せは】

ガーデンネックレス横浜実行委員会（環境創造局みどりアップ推進課）へ　　 671-2629　　 224-6627

ガーデンネックレス横浜2018 検 索

秋の里山ガーデンフェスタ10月14日（日）まで開催中
里山ガーデンフェスタは、里山ガーデンの大花壇や周辺の花や緑を楽しむ期間限定イベントです。

【会場】  里山ガーデン よこはま動物園ズーラシア隣接
（旭区上白根町1425-4）

里山ガーデン秋の大花壇（2017）里山ガーデン秋の大花壇（2017）
青葉区：フラワーダイアログあおば 
　　　　三上真史さんによるトークショー（8月）
青葉区：フラワーダイアログあおば 
　　　　三上真史さんによるトークショー（8月）

磯子区：区庁舎前花時計磯子区：区庁舎前花時計
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　本市では、家賃などの補助を行うことにより、収入が一定基
準以下の人が民間の賃貸住宅に入居がしやすくなるための制
度（家賃補助付きセーフティネット住宅）を始めました。
　家賃補助付きセーフティネット住宅は、市から住宅所有者に
対して家賃の補助（40,000円まで、原則10年間）と家賃債務保証
料※の補助（60,000円まで、初回のみ）を行うことにより、入居者
の経済的な負担が軽減されます。
※家賃債務保証料とは、部屋を借りる際に必要な連帯保証人に代わって、家賃債務保証会社が家
賃債務を引き受けることです。

　県内の皮膚がん患者登録者数※は10年間で約3倍に増加してい
ることから、市民病院では、10月から「皮膚がんチェック」を始め
ます。皮膚科医師による皮膚がん検査は全国的にみても珍しく、
市内では初めてです。「ほくろが急に大きくなってきた」など、
具体的な症状がある人だけでなく、なんとなく不安な人もまず
はチェックを受けてください。
　がんを早期発見するためには、がん検診が効果的です。この機
会にぜひ､市民病院でほかのがん検診と併せて受けてください。
※がん登録状況：神奈川県悪性新生物登録年報（第40報、2016年9月）より

家賃補助付きセーフティネット住宅の
制度が開始されました

【この記事に関する問合せは】

建築局住宅政策課へ　　 671-4121　　 641-2756

【この記事に関する問合せは】財政局財政課へ　　 671-2231　　 664-7185

平成29年度一般会計決算の概要

　現在、市会で審議されている平成29年度一般会計決算の概要を
お知らせします。

●市税収入は2年連続の増収、
　市税収納率は過去最高を更新
　個人市民税や法人市民税、固定資産
税の増収などにより、市税収入は対前
年度比0.9％の増となり、2年連続の増
収となりました。また、市税収納率は
過去最高を更新し、99.2％となりまし
た。

●一般会計が対応する
　借入金残高の縮減
　特別会計・企業会計・外郭団体を含
めた「一般会計が対応する借入金残
高」は、前年度末に比べ280億円の縮減
を図り、3兆1,549億円となりました。

●中期4か年計画 2014～2017の
　「総仕上げ」の年
　計画に掲げた目標の達成に向けて、いじめ対
策や子どもの貧困など喫緊の課題への対応や
待機児童対策などの子育て施策の充実、健康づ
くりや地域包括ケアシステムの構築の推進な
どに取り組むとともに、都市インフラの強化や
20街区MICE施設の整備、通学路の安全対策、
防災・減災対策、中小企業支援やIoTなど成長
分野の育成、全国都市緑化よこはまフェアの開
催によるにぎわいの創出などに取り組みまし
た。
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　平成29年度一般会計の決算は、歳入決算額1兆6,869億円、歳出決算額1
兆6,702億円となりました。また、歳入歳出差引額から、平成30年度に繰
り越すべき財源を除いた実質収支は73億円の黒字となりました。

33,382
32,725

31,830
32,313

知ってほしい横浜市の財政情報

ハマの台所事情

実質収支
CーD

73億円

31,549

横浜市債マスコット
「ハマサイ」

横浜市　セーフティネット住宅 検 索

市民病院の皮膚科医師による
「皮膚がんチェック」を始めます

【この記事に関する問合せは】

市民病院がん検診センターへ　　 331-1961　　 341-9781

横浜市立市民病院　がん検診 検 索

　芸術・学術などの文化の発展に尽力し、その功績が顕著な人・
団体に「横浜文化賞」を、文化・芸術の分野で今後の活躍が期待
される人・団体に「文化・芸術奨励賞」を贈呈しています。

　阪田知樹さん（平成29年度「文化・芸術
奨励賞」受賞）によるピアノコンサートを
開催します。

平成30年度横浜文化賞
贈呈式・記念コンサートを開催します

【この記事に関する問合せは】

文化観光局文化振興課へ　　 671-3715　　 663-5606

横浜文化賞 検 索

里親制度とは
　研修と施設での養育実
習を経て登録里親となっ
た家庭に、さまざまな事情
により、親の元で暮らすこ
とができない子どもたち
を迎え入れ、養育する制度
です。

10月は里親月間
里親制度を知っていますか？

【この記事に関する問合せは】こども青少年局こども家庭課へ　　 671-2394　　 681-0925横浜市　里親 検 索

　本市では、15歳～39
歳のひきこもりなどの
困難を抱える若者の状
態に合わせて、本人や
家族から相談を受け、
継続的に支援する事業
を実施しています。
　また、地域ユースプ
ラザの相談員が、区役
所で出張相談も行って
います（毎月2回／予約
制）。

ひきこもりなどの困難を抱える若者の自立支援

【この記事に関する問合せは】こども青少年局青少年育成課へ　　 671-2324　　 663-1926横浜市　若者自立支援 検 索

　本市では、子どもを市立小学校・義務教育学校へ
進学させるにあたり、経済的な理由で困っている人
に対して入学準備費、学用品費、給食費、修学旅行費
などを援助する制度を設けています（収入などの審
査があります）。そのうち、「入学準備費」については、平成31年
度分より支給時期が7月から3月に早まり、申請時期も4月から前
年の12月に変更となります。入学前に支給を受けることによっ
て、ランドセルや通学用の服などを準備しやすくなります。

就学援助制度
入学準備費の申請時期が変わります

【この記事に関する問合せは】

教育委員会事務局学校支援・地域連携課へ　　671-3270　　 681-1414

横浜市　就学援助制度 検 索

入居できる人の主な要件
●世帯の月収額が158,000円を超えていないこと
●横浜市内に在住または在勤で持ち家がないこと
●生活保護法に規定する住宅扶助または生活困窮者自立支援法に
　規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと  など

詳しくはホームページを見てください。
※制度の仕組みや住宅の一覧などが確認できます。

開 始 日：10月13日（土）から（原則毎月第2土曜日の午前）（奇数月は女性限定）
対 象 者：受診を希望する人（年齢・性別は不問）
実施場所：市民病院がん検診センター　
検査方法：皮膚科医師が最大3か所、拡大鏡などで状態を確認し、治療の

必要性を判定します。
費　　用：1,900円 ※予約制（予約開始は10月1日から）

予約専用ダイヤル　　333-1581
9時～16時45分（土・日曜、祝日除く）

通常のほくろ 悪性黒色腫（ほくろのがん）

贈呈式・記念コンサートに
市民の皆さんを招待します

【日時】  11月22日（木） 13時30分～15時30分
【会場】  みなとみらいホール 小ホール

（西区みなとみらい2-3-6）
【定員】  抽選250人  ※コンサートは約30分
【申込み】  往復はがきに、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・人数（2人まで可）・

在勤、在学の人は勤務先、学校名、手話通訳希望の有無・車いす来場の有無、
返信面に住所・氏名を記入の上、10月19日（金）必着。

【宛先】  〒231-0017  横浜市中区港町1-1  「横浜市文化観光局  横浜文化賞担当」

○C HIDEKI NAMAI

もっと詳しく里親制度について
知りたい人は

パネル展示、
オリジナル缶バッジ作成体験など
【場所・日時】 イオン金沢八景店（金沢区泥亀1-27-1）

10月27日（土） 11時～15時
イオン天王町店（保土ケ谷区川辺町3）
10月28日（日） 11時～15時

里親制度説明会（制度説明・里親体験談）
【場所・日時】 鶴見公会堂

（鶴見区豊岡町2－1  フーガ1  6・7階）
12月5日（水）14時30分～16時30分

【申 込 み】 ホームページか電話（中央児童
相談所     260-6510）で

里親制度・フレンドホーム事業に
ついてはこちら

若者に関する総合相談　
青少年相談センター
若者に関する総合相談　
青少年相談センター

ひきこもりからの回復期の若者の居場所　
地域ユースプラザ
ひきこもりからの回復期の若者の居場所　
地域ユースプラザ

キャリアカウンセラーによる個別相談・セミナー・就労体験
若者サポートステーション
キャリアカウンセラーによる個別相談・セミナー・就労体験
若者サポートステーション

　青少年相談センター（南区浦舟町3-44-2）　　　   260-6615
　月～金曜 8時45分～17時（祝休日を除く）

　地域ユースプラザ  ※［  ］内が、各地域ユースプラザの担当区です。
東部ユースプラザ（鶴見区鶴見中央3-23-8）　　　 642-7001 ［鶴見・神奈川・西・中・南区］

西部ユースプラザ（保土ケ谷区天王町1-30-17）　　334-3041 ［保土ケ谷・旭・泉・瀬谷区］

南部ユースプラザ（磯子区磯子3-4-23）　　　　　761-4313 ［港南・磯子・金沢・戸塚・栄区］

北部ユースプラザ（都筑区茅ケ崎中央11-3）　　　 948-5503 ［港北・緑・青葉・都筑区］

各プラザ共通  月～土曜 11時～19時（第3月曜〈祝休日の場合は第2月曜〉・祝休日を除く）

　よこはま若者サポートステーション（西区北幸1-11-15）
　 290-7234  月～土曜 10時～18時
（第3月曜〈祝休日の場合は第2月曜〉・祝休日を除く）

　よこはま若者サポートステーション 新横浜サテライト
　 （港北区新横浜3-18-6）　※7月開所　

　 290-7234  火～金曜 10時～18時（祝休日を除く）
※電話はよこはま若者サポートステーションと共通です。

　湘南・横浜若者サポートステーション（鎌倉市小袋谷1-6-1）
　 0467-42-0203  月～金曜 10時～18時（祝休日を除く）

・人と関わることが苦手で外出ができない
・学校や仕事を辞めてから毎日家で過ごしている
・子どもがひきこもっていて将来が心配

・安心して過ごせる居場所が欲しい
・外に出て、人と関わりたい
・生活のリズムを整えたい

・働きたいけど何から始めれば
いいのか分からない

・どんな仕事が自分には
できるのだろう

困難を抱える若者の現状や、若者自立支援機関の取組紹介、若者への関わり方など、ひきこもりなどの若者の理解
を深めるセミナーおよび個別相談会を9～12月にかけて市内全区で実施します（既に実施済の区もあります）。
詳しくは、各地域ユースプラザまで問い合わせてください。

ひきこもりなどの若者
支援セミナー・相談会

自
立
へ

横浜市　決算 検 索

マ イ ス

アイオーティー

家賃が
安くなって
うれしい !

入居できた !

さ か た と も き

就学援助制度の対象者
所得が基準以下であることや現在児童扶養手当を受けていること
など、さまざまな条件があります。
詳しくはホームページか問合せ先に連絡してください。

申請方法
就学時健康診断の実施日に配布する申請書を、就学通知書に記載の
就学予定校に12月3日（月）～18日（火）の間に提出してください。

里親家庭での養育による効果
　里親制度には、子どもに対して
次のような効果が期待できます。
①特定の大人との愛着関係の下で
養育される安心感の中で、自己
肯定感や信頼感を獲得できる。
②将来、家庭生活を築く上でのモ
デルにできる。
③地域社会の中で社会性を養い、
豊かな生活経験を通じて生活技
術を獲得できる。

短期で預かる「フレンド
ホーム事業」もあります
　施設で生活する子どもたち
の中には、さまざまな事情で家
族との交流ができない子ども
がいます。そのような子ども
が家庭生活を体験できるよう、
フレンドホームとして登録し
た家庭に一時的に預かっても
らう制度です。
　フレンドホームについての
相談は、居住区の地域を担当す
る児童相談所で行っています。
この機会に、休日などを子ども
と一緒に過ごしてみませんか。

一緒に考えます！

ヨコハマ
ポートファミリー

※項目ごとに表示単位未満を四捨五入しているため差引額は一致しない場合があります。

詳しくは
ホームページを
見てください

平成30年度受賞者はこちら→

詳細は
ホームページを
見てください

ほくろの色が均一ではなく、濃淡が混じっている場合は、ほくろのがんの可能性があり
ます。

↓
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市内では初めてです。「ほくろが急に大きくなってきた」など、
具体的な症状がある人だけでなく、なんとなく不安な人もまず
はチェックを受けてください。
　がんを早期発見するためには、がん検診が効果的です。この機
会にぜひ､市民病院でほかのがん検診と併せて受けてください。
※がん登録状況：神奈川県悪性新生物登録年報（第40報、2016年9月）より

家賃補助付きセーフティネット住宅の
制度が開始されました

【この記事に関する問合せは】

建築局住宅政策課へ　　 671-4121　　 641-2756

【この記事に関する問合せは】財政局財政課へ　　 671-2231　　 664-7185

平成29年度一般会計決算の概要

　現在、市会で審議されている平成29年度一般会計決算の概要を
お知らせします。

●市税収入は2年連続の増収、
　市税収納率は過去最高を更新
　個人市民税や法人市民税、固定資産
税の増収などにより、市税収入は対前
年度比0.9％の増となり、2年連続の増
収となりました。また、市税収納率は
過去最高を更新し、99.2％となりまし
た。

●一般会計が対応する
　借入金残高の縮減
　特別会計・企業会計・外郭団体を含
めた「一般会計が対応する借入金残
高」は、前年度末に比べ280億円の縮減
を図り、3兆1,549億円となりました。

●中期4か年計画 2014～2017の
　「総仕上げ」の年
　計画に掲げた目標の達成に向けて、いじめ対
策や子どもの貧困など喫緊の課題への対応や
待機児童対策などの子育て施策の充実、健康づ
くりや地域包括ケアシステムの構築の推進な
どに取り組むとともに、都市インフラの強化や
20街区MICE施設の整備、通学路の安全対策、
防災・減災対策、中小企業支援やIoTなど成長
分野の育成、全国都市緑化よこはまフェアの開
催によるにぎわいの創出などに取り組みまし
た。

歳入
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　平成29年度一般会計の決算は、歳入決算額1兆6,869億円、歳出決算額1
兆6,702億円となりました。また、歳入歳出差引額から、平成30年度に繰
り越すべき財源を除いた実質収支は73億円の黒字となりました。

33,382
32,725

31,830
32,313

知ってほしい横浜市の財政情報

ハマの台所事情

実質収支
CーD

73億円

31,549

横浜市債マスコット
「ハマサイ」

横浜市　セーフティネット住宅 検 索

市民病院の皮膚科医師による
「皮膚がんチェック」を始めます

【この記事に関する問合せは】

市民病院がん検診センターへ　　 331-1961　　 341-9781

横浜市立市民病院　がん検診 検 索

　芸術・学術などの文化の発展に尽力し、その功績が顕著な人・
団体に「横浜文化賞」を、文化・芸術の分野で今後の活躍が期待
される人・団体に「文化・芸術奨励賞」を贈呈しています。

　阪田知樹さん（平成29年度「文化・芸術
奨励賞」受賞）によるピアノコンサートを
開催します。

平成30年度横浜文化賞
贈呈式・記念コンサートを開催します

【この記事に関する問合せは】

文化観光局文化振興課へ　　 671-3715　　 663-5606

横浜文化賞 検 索

里親制度とは
　研修と施設での養育実
習を経て登録里親となっ
た家庭に、さまざまな事情
により、親の元で暮らすこ
とができない子どもたち
を迎え入れ、養育する制度
です。

10月は里親月間
里親制度を知っていますか？

【この記事に関する問合せは】こども青少年局こども家庭課へ　　 671-2394　　 681-0925横浜市　里親 検 索

　本市では、15歳～39
歳のひきこもりなどの
困難を抱える若者の状
態に合わせて、本人や
家族から相談を受け、
継続的に支援する事業
を実施しています。
　また、地域ユースプ
ラザの相談員が、区役
所で出張相談も行って
います（毎月2回／予約
制）。

ひきこもりなどの困難を抱える若者の自立支援

【この記事に関する問合せは】こども青少年局青少年育成課へ　　 671-2324　　 663-1926横浜市　若者自立支援 検 索

　本市では、子どもを市立小学校・義務教育学校へ
進学させるにあたり、経済的な理由で困っている人
に対して入学準備費、学用品費、給食費、修学旅行費
などを援助する制度を設けています（収入などの審
査があります）。そのうち、「入学準備費」については、平成31年
度分より支給時期が7月から3月に早まり、申請時期も4月から前
年の12月に変更となります。入学前に支給を受けることによっ
て、ランドセルや通学用の服などを準備しやすくなります。

就学援助制度
入学準備費の申請時期が変わります

【この記事に関する問合せは】

教育委員会事務局学校支援・地域連携課へ　　671-3270　　 681-1414

横浜市　就学援助制度 検 索

入居できる人の主な要件
●世帯の月収額が158,000円を超えていないこと
●横浜市内に在住または在勤で持ち家がないこと
●生活保護法に規定する住宅扶助または生活困窮者自立支援法に
　規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと  など

詳しくはホームページを見てください。
※制度の仕組みや住宅の一覧などが確認できます。

開 始 日：10月13日（土）から（原則毎月第2土曜日の午前）（奇数月は女性限定）
対 象 者：受診を希望する人（年齢・性別は不問）
実施場所：市民病院がん検診センター　
検査方法：皮膚科医師が最大3か所、拡大鏡などで状態を確認し、治療の

必要性を判定します。
費　　用：1,900円 ※予約制（予約開始は10月1日から）

予約専用ダイヤル　　333-1581
9時～16時45分（土・日曜、祝日除く）

通常のほくろ 悪性黒色腫（ほくろのがん）

贈呈式・記念コンサートに
市民の皆さんを招待します

【日時】  11月22日（木） 13時30分～15時30分
【会場】  みなとみらいホール 小ホール

（西区みなとみらい2-3-6）
【定員】  抽選250人  ※コンサートは約30分
【申込み】  往復はがきに、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・人数（2人まで可）・

在勤、在学の人は勤務先、学校名、手話通訳希望の有無・車いす来場の有無、
返信面に住所・氏名を記入の上、10月19日（金）必着。

【宛先】  〒231-0017  横浜市中区港町1-1  「横浜市文化観光局  横浜文化賞担当」

○C HIDEKI NAMAI

もっと詳しく里親制度について
知りたい人は

パネル展示、
オリジナル缶バッジ作成体験など
【場所・日時】 イオン金沢八景店（金沢区泥亀1-27-1）

10月27日（土） 11時～15時
イオン天王町店（保土ケ谷区川辺町3）
10月28日（日） 11時～15時

里親制度説明会（制度説明・里親体験談）
【場所・日時】 鶴見公会堂

（鶴見区豊岡町2－1  フーガ1  6・7階）
12月5日（水）14時30分～16時30分

【申 込 み】 ホームページか電話（中央児童
相談所     260-6510）で

里親制度・フレンドホーム事業に
ついてはこちら

若者に関する総合相談　
青少年相談センター
若者に関する総合相談　
青少年相談センター

ひきこもりからの回復期の若者の居場所　
地域ユースプラザ
ひきこもりからの回復期の若者の居場所　
地域ユースプラザ

キャリアカウンセラーによる個別相談・セミナー・就労体験
若者サポートステーション
キャリアカウンセラーによる個別相談・セミナー・就労体験
若者サポートステーション

　青少年相談センター（南区浦舟町3-44-2）　　　   260-6615
　月～金曜 8時45分～17時（祝休日を除く）

　地域ユースプラザ  ※［  ］内が、各地域ユースプラザの担当区です。
東部ユースプラザ（鶴見区鶴見中央3-23-8）　　　 642-7001 ［鶴見・神奈川・西・中・南区］

西部ユースプラザ（保土ケ谷区天王町1-30-17）　　334-3041 ［保土ケ谷・旭・泉・瀬谷区］

南部ユースプラザ（磯子区磯子3-4-23）　　　　　761-4313 ［港南・磯子・金沢・戸塚・栄区］

北部ユースプラザ（都筑区茅ケ崎中央11-3）　　　 948-5503 ［港北・緑・青葉・都筑区］

各プラザ共通  月～土曜 11時～19時（第3月曜〈祝休日の場合は第2月曜〉・祝休日を除く）

　よこはま若者サポートステーション（西区北幸1-11-15）
　 290-7234  月～土曜 10時～18時
（第3月曜〈祝休日の場合は第2月曜〉・祝休日を除く）

　よこはま若者サポートステーション 新横浜サテライト
　 （港北区新横浜3-18-6）　※7月開所　

　 290-7234  火～金曜 10時～18時（祝休日を除く）
※電話はよこはま若者サポートステーションと共通です。

　湘南・横浜若者サポートステーション（鎌倉市小袋谷1-6-1）
　 0467-42-0203  月～金曜 10時～18時（祝休日を除く）

・人と関わることが苦手で外出ができない
・学校や仕事を辞めてから毎日家で過ごしている
・子どもがひきこもっていて将来が心配

・安心して過ごせる居場所が欲しい
・外に出て、人と関わりたい
・生活のリズムを整えたい

・働きたいけど何から始めれば
いいのか分からない

・どんな仕事が自分には
できるのだろう

困難を抱える若者の現状や、若者自立支援機関の取組紹介、若者への関わり方など、ひきこもりなどの若者の理解
を深めるセミナーおよび個別相談会を9～12月にかけて市内全区で実施します（既に実施済の区もあります）。
詳しくは、各地域ユースプラザまで問い合わせてください。

ひきこもりなどの若者
支援セミナー・相談会

自
立
へ

横浜市　決算 検 索

マ イ ス

アイオーティー

家賃が
安くなって
うれしい !

入居できた !

さ か た と も き

就学援助制度の対象者
所得が基準以下であることや現在児童扶養手当を受けていること
など、さまざまな条件があります。
詳しくはホームページか問合せ先に連絡してください。

申請方法
就学時健康診断の実施日に配布する申請書を、就学通知書に記載の
就学予定校に12月3日（月）～18日（火）の間に提出してください。

里親家庭での養育による効果
　里親制度には、子どもに対して
次のような効果が期待できます。
①特定の大人との愛着関係の下で
養育される安心感の中で、自己
肯定感や信頼感を獲得できる。
②将来、家庭生活を築く上でのモ
デルにできる。
③地域社会の中で社会性を養い、
豊かな生活経験を通じて生活技
術を獲得できる。

短期で預かる「フレンド
ホーム事業」もあります
　施設で生活する子どもたち
の中には、さまざまな事情で家
族との交流ができない子ども
がいます。そのような子ども
が家庭生活を体験できるよう、
フレンドホームとして登録し
た家庭に一時的に預かっても
らう制度です。
　フレンドホームについての
相談は、居住区の地域を担当す
る児童相談所で行っています。
この機会に、休日などを子ども
と一緒に過ごしてみませんか。

一緒に考えます！

ヨコハマ
ポートファミリー

※項目ごとに表示単位未満を四捨五入しているため差引額は一致しない場合があります。

詳しくは
ホームページを
見てください

平成30年度受賞者はこちら→

詳細は
ホームページを
見てください

ほくろの色が均一ではなく、濃淡が混じっている場合は、ほくろのがんの可能性があり
ます。

↓
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旧耐震基準の木造住宅に住んでいる人へのお知らせ

　本市では、旧耐震の木造住宅を対象に耐震改修工事
費用の補助を行っています。木造住宅の耐震化を進め
るため、補助限度額を30万円増額した105万円（非課税
世帯145万円）で行っていましたが、増額を今年度で終
了します。申請を検討している人は問合せ先に問合せ
てください。

耐震改修工事への補助限度額30万円増額終了
　大地震時に住宅の倒壊から身を守
るため、「ベッドにフレームなどを設
置」することや、「住宅の一部に安全
な空間（耐震シェルター）を作る」た
めの費用を補助しています。

建物の倒壊から命を守る対策への補助

【この記事に関する問合せは】建築局建築防災課へ　　 671-2943　　 663-3255

【申請】
10月末までに
申請してください。
※工事期間は個々の状況により
　変わりますので、早めに申請
　してください。

【対象要件】  ・木造2階建て以下
・1981年5月以前着工
・自宅（借家を含む）
※そのほか条件あり。

横浜市　木造住宅耐震改修 検 索

詳しくは、ホームページを確認してください。

横浜市　防災ベッド 検 索詳しくは、ホームページを確認してください。

防災ベッド
補助限度額：10万円

介護の日フォーラム
　介護をする人、介護される人、全ての人が元気になれるイベントです。
いま介護に関わっていない人もぜひ参加してください。

【この記事に関する問合せは】市コールセンターへ　　 664-2525　　 664-2828

高齢者施設・住まいの相談センター

　専門の相談員が窓口や電話で特別養護老人ホーム、介
護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホームなどの
基本情報・入所待ち状況など、さまざまな情報の提供や、
個別・具体的な相談を行っています。

　特別養護老人ホームの入所申込者に対して、
電話で一人ひとりの状況に適した施設や住ま
いを案内しています。

【この記事に関する問合せは】健康福祉局高齢施設課へ　　 671-3923　　 641-6408

【日　時】  11月13日（火） 10時～17時
【会　場】  新都市ホール（西区高島2-18-1 横浜新都市ビル9階）

【住　　所】  港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー10階

【受　　付】  　  342-8866　　 840-5816

【受付時間】  9時～17時（土・日曜・祝休日、年末年始は除く）

講演会 ブース出展映画上映会 ＆ 講演会

「優しさを伝えるケア技術：ユマニチュード  」
～新しい認知症のケア～

【映　画】  「ケアニン ～あなたでよかった～」

耐震シェルター  補助限度額：30万円

高齢者の施設や住まいの相談窓口 「施設のコンシェルジュ」からの
各種サービスの案内

予約優先

●特別養護老人ホームって
どうやって選べばいいの？
●高齢者が生活しやすい
住まいはあるの？
●医療的ケアを受けられる
施設ってあるの？
●特別養護老人ホーム以外の
施設で、介護を受けられる
施設ってあるの？

相談事例

【対象要件】
・木造2階建て以下
・1981年5月以前着工
・自宅（持ち家）
※そのほか条件あり。

　本市の事業や本市関連団体を紹介す
るブースを出展します。
　ブースでは、「健康」や「介護（予防）」
に関する体験や各種相談ができます。

●高齢者施設・介護の相談会
　各種施設（特別養護老人ホーム・介護老人
保健施設・グループホームなど）についての
説明や、個別のブースで相談に応じます。

●本市オリジナルトレーニング
　「ハマトレ」でロコモ予防
　その他多数出展があります。

○R

?

もり

　ユマニチュードは、フランス発祥の、高齢者とりわけ
認知症の方に有効なケアの方法です。
　「見ること」「話すこと」「触れること」で、ケアを受け
る人に変化が生まれるため、「魔法のようなケア」とも
称されています。そんな新しい認知症のケアについて、
認定インストラクターによる講演会を行います。

【講　師】  盛  真知子さん     金沢  小百合さん
11時～12時（開場10時45分）
申込不要・当日先着400人

　新人の介護福祉士を主人
公に、介護という仕事を通
じ、働くことの意味、人や地
域のつながりの尊さを描い
た映画です。
　この映画で語られるセリ
フは、全て実際の介護現場か
ら出た生きた言葉です。
【講演会】  本作のモデル施設 

あおいけあ代表  

加藤　忠相さんによる講演
13時～16時（開場12時45分）
申込不要・当日先着400人

ただすけ

※HUMANITUDEおよびユマニチュードの名称およびそのロゴは、
　日本およびその他の国における仏国SAS Humanitude社の商標
　または登録商標です。
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■市立病院勤務の看護師・助産師
　（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＝11月11日（日）
10月26日まで
医療局病院経営本部人事課（ 0120－ 
74－4174 664－3851）

■交通局バス乗務員等（正規職員）
詳細は10月9日から受験案内（区役所
広報相談係で配布）か で
試験日＝12月1日（土）
11月8日まで
交通局人事課（ 326－3833 322－
3911）

■市立小学校 外国人非常勤講師
2019年3月31日時点で65歳未満で、
英語と日本語の日常会話ができ、大
学卒か同程度以上で就労制限のない
在留資格のある外国人（帰化による
日本国籍取得者含む）。選考。2019年
4月から1年間、1日3～4時間、週2回
程度。時給3,150円（予定。交通費込）。
詳細は で
11月16日まで
教育委員会国際教育課（ 671－3585 
664－5499）

■市民委員
　①地域まちづくり推進委員会
　②ヨコハマ市民まち普請事業部会
20歳以上、各選考2人｡ 2019年4月か
ら2年間。詳細は で
11月30日までに申込書（区役所広
報相談係で配布）で
都市整備局地域まちづくり課（
671－2939 663－8641）

■下水道排水設備工事責任技術者
　①更新講習会②試験
①②5,200円
①1月11日（金）・15日（火）・16日（水）・22
日（火）・23日（水）の希望する1日②2月
7日（木）
11日30日までに申込書（①対象者へ
10月中旬発送②10月9日～11月16日
に環境創造局管路保全課で配布）で
東京都下水道サービス（ 03－3241
－0843）か環境創造局管路保全課
（ 671－2830 641－5330）

■高齢者向け優良賃貸住宅 入居者
市認定の民間住宅。港南区日野。60
歳以上、抽選
10月26日までに申込書（10月11日
から区役所広報相談係で配布）で
システムハウジング（ 742－1000 
742－7500）か建築局住宅政策課

（ 671－4121）
■ユニット型特別養護老人ホーム入居者
要介護3～5の認定者、要介護1・2で
特例要件該当者。各選考①130人②
170人。2019年5月開所予定。詳細は
申込書（区役所福祉保健センターで
配布）で。①（仮称）日野フェニックス
（港南区、 822－5709）②（仮称）ひま
わり（港南区､ 080－3755－8601）
11月20日まで
各施設か健康福祉局高齢施設課
（ 671－3923 641－6408）

■市営住宅入居者
707戸。抽選｡ 詳細は募集のしおり（10
月5日から区役所広報相談係で配布）で

10月19日まで
住宅供給公社（ 451－7777 451－
7769）

■養育費セミナー
ひとり親家庭か離婚予定の親、抽選
20人｡詳細は で
11月14日（水）9時45分～11時45分
青少年育成センター
1歳6か月～未就学児（予約制）
10月30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 12月生募集
　①OA経理科②介護・医療事務OA科
離職中の求職者（ひとり親家庭の親
と生活保護受給者の優先枠あり）、各
選考20人。費用等詳細は10月4日から
申込書（ハローワークで配布）か で
12月～2019年3月
11月12日まで
説明会　10月23日（火）10時・14時、
問合先で開催
会場の中央職業訓練校（ 664－
6825 664－2081）

■シニアボランティアポイント
　登録研修会
65歳以上。要事前申込み。詳細はチラシ
（区役所高齢・障害支援課で配布）か で
各13時～16時。10月17日（水）＝磯子
公会堂、11月1日（木）＝青葉公会堂、
11月9日（金）＝神奈川公会堂、11月
29日（木）＝港南地区センター
事務局（ 671－0296 671－0295）
か健康福祉局介護保険課（ 671－
4252）

■講座｢聞こえと補聴器」
聞こえに不安のある人と家族、各抽
選60人｡詳細は で
各13時30分～16時。①11月5日（月）
②11月12日（月）③11月27日（火）
①③横浜ラポール②戸塚公会堂
10月18日まで
障害者社会参加推進センター（
475－2060 475－2064）か健康福祉
局障害福祉課（ 671－3602）

■障害者パソコン講習会 写真の取
り込みと加工
文字入力可能な15歳以上（中学生除
く）の肢体・内部・精神・聴覚等障害者、
各抽選8人。①②500円。詳細は で
各13時～16時、全2回｡ ①11月6日
（火）・7日（水）②11月8日（木）・9日（金）
横浜ラポール
10月20日まで
障害者社会参加推進センター（
475－2060 475－2064）か健康福祉
局障害福祉課（ 671－3602）

■ホッチポッチミュージックフェス
ティバル
10月14日（日）11時30分～17時。荒
天中止
日本大通りほか
実行委員会（アークシップ内、 323
－9351 323－9352）か文化観光局創
造都市推進課（ 671－3864）。当日
は市コールセンター（ 664－2525）

■消防音楽隊ハロウィン・パーティー
コンサート。仮装来場者にはプレゼ
ントあり
10月20日（土）13時30分～14時30分
会場の市民防災センター（ 311－
0100 312－0386）

■市民広間演奏会
　①秋の部②特別演奏会
②2,000円（当日2,500円）、事務局か会
場で販売中
①12月4日までの火・金曜（11月23
日除く）12時10分～12時50分
　②11月18日（日）14時～15時30分
①市役所市民広間
　②みなとみらいホール

事務局（ヤマハ横浜店内、 311－
1202 313－4687）か文化観光局文
化振興課（ 671－3714）

■音遊び＆展覧会鑑賞会
各抽選15組30人。保護者と①②4歳
まで③5歳～小学3年生
11月24日（土）
　①10時20分②11時50分③14時
横浜美術館
10月15日までに で
文化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）

■全日本学生音楽コンクール市民賞
選定員募集

16歳以上、各部門抽選20人。詳細は
申込書（区役所広報相談係で配布）か
で
11月29日（木）～12月5日（水）
みなとみらいホール
10月18日まで
文化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）

■みなと赤十字病院で
　①糖尿病講習会
　②教室｢成人ぜんそくの自己管理｣
　③教室「関節リウマチの合併症」
①各当日先着50人②③各先着50人
①各14時～16時。10月18日（木）・11
月22日（木）②11月7日（水）15時～16
時③11月27日（火）15時～16時
②③10月11日から か に
を書いて、会場のみなと赤十字病
院（ ①628－6100②③628－6381､
628－6101）

■講演｢糖尿病ってどんな病気？｣
当日先着300人
11月6日（火）13時～16時
横浜ラポール
横浜労災病院（ 474－8111 474－
8344）

■市大エクステンション講座
　①脳卒中 手遅れにならないために
　②血液のがんとは
　③胃腸炎への対策
各先着。①230人②120人③80人
各14時～16時。①11月11日（日）
　②11月16日（金）③11月29日（木）
①情報文化センター②中央図書館
③南区役所
10月11日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）。
からも可

■ぜんそく等リハビリ教室
　｢息苦しさを楽にする呼吸筋スト

レッチ」

ぜんそくや肺気腫等の人と家族､先
着20人。詳細はチラシ（区役所高齢・
障害支援課で配布）で
11月28日（水）14時～15時30分
鶴見中央コミュニティハウス
10月11日から で健康福祉局保健
事業課（ 671－2493 663－4469）

■防災ライセンス資機材取扱講習会
各抽選48人。詳細は で
各9時～16時。①11月17日（土）②12
月2日（日）③12月8日（土）
①中川西中学校②東俣野小学校
　③南瀬谷中学校
①10月26日まで②11月9日まで
　③11月16日まで

総務局危機管理課（ 671－2011
641－1677）

■インターンシッププログラム3期生
募集

各選考13人。①18～39歳②再就職希
望の女性。研修から就職までを支援。
説明会あり。詳細は で
10月26日までに で会場の就職サ
ポートセンター（ 0120－915－574）
申込先か経済局雇用労働課（ 671
－2343 664－9188）

■講演｢救急医療 命を救う、社会を
支える仕事」

中学・高校生、抽選100人
11月18日（日）10時～12時
横浜みなとみらい21
10月31日までに で
文化観光局MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■講座｢地域から共生社会を築く｣
各先着30人。詳細はチラシ（市立図書
館で配布）か で
各18時30分～20時。10月26日（金）・
11月16日（金）・12月14日（金）・1月16日
（水）・2月13日（水）
かながわ労働プラザ
10月11日から
教育委員会生涯学習文化財課（
671－3282 224－5863）

■犯罪被害者等支援市民講演会
先着500人｡詳細は で
11月9日（金）13時～16時
鶴見公会堂
6か月～未就学児（予約制）
10月11日から で市民局人権課
（ 671－3118 681－5453）

■親族後見人等向け講習会
　①基礎編②実務編
各先着50人。親族後見人候補者で申
立中か、①申立検討中の人②親族後
見人。費用等詳細は で
①11月28日（水）13時30分～16時30
分②12月10日（月）・13日（木）10時～
12時､全2回
健康福祉総合センター
10月26日から申込書（問合先で配
布。 から入手）で
横浜生活あんしんセンター（ 201
－2009 201－9116）

■西部地区子ども健康フォーラム
小児の成長、ぜんそく治療の講演。
詳細は で
10月27日（土）14時30分～16時45分
10月26日まで
事務局（ 0120－446－870 0120－
652－215）か会場の聖マリアンナ
医科大学横浜市西部病院（ 366－
1111）
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■やっぱり読書の秋
大人のための朗読会ほか。詳細は で
10月10日（水）～11月30日（金）
市立図書館18館ほか
中央図書館（ 262－7334 262－
0052、10月9日休み）

■ディワリ・イン・ヨコハマ2018
インドの祭り。詳細は で
10月13日（土）・14日（日）10時～19時
山下公園
実行委員会（在日インド商工協会
内、 662－1905）か国際局国際連携
課（ 671－4711 664－7145）

■東京湾大感謝祭2018
詳細は で
10月20日（土）・21日（日）10時～17時
（21日は16時30分まで）。荒天中止
赤レンガ倉庫イベント広場ほか
事務局（ 03－5805－1059）か港湾局
賑わい振興課（ 671－7342 651－
7996）

■不動産鑑定士による無料相談会・
地価パネル展
10月15日（月）10時～16時
新都市プラザ
不動産鑑定士協会（ 661－0280
661－0263）か都市整備局企画課（
671－3953）

■よこはま技能まつり
職人技の披露、ものづくり体験ほか。
一部有料
10月21日（日）10時～16時。荒天中止
日本大通り
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■横浜マイスターまつり
職人技の披露、小中学生技能体験ほ
か。一部有料・要事前申込。詳細は10
月15日からチラシ（区役所広報相談
係で配布）か で
11月11日（日）10時～16時
技能文化会館
事務局（ 664－6610 681－3735）か
経済局雇用労働課（ 671－4098）

■横浜ガジェットまつり2018
ロボット、ドローン等。詳細は で
11月9日（金）17時～20時
　11月10日（土）11時～16時
富士ゼロックスR&Dスクエアほか
経済局新産業創造課（ 671－3487 
664－4867）

■はまりんフェスタ2018
地下鉄・バス車両展示ほか
11月10日（土）10時～15時。荒天中止
川和車両基地
市コールセンター（ 664－2525
664－2828）

■よこはま地域福祉フォーラム
詳細は申込書（問合先で配布）か で
12月6日（木）10時15分～16時
関内ホールほか
11月16日まで
社会福祉協議会（ 201－2090 201
－8385）

■中央図書館で展示
　①｢横浜と上海 姉妹友好の本棚から」
　②神奈川近代文学館 寺山修司展

関連図書
10月10日（水）～11月18日（日）
会場の中央図書館（ 262－7336
262－0054）

■食の安全を考えるシンポジウム
先着250人。魚と日本人がテーマ。詳
細は10月11日から で
11月17日（土）10時～12時30分
社会福祉センター
2歳～未就学児（予約制）
10月11日から で健康福祉局食品

衛生課（ 671－2461 641－6074）
※保育・手話通訳希望者は11月8日ま
でに申込みを

■繁殖センター特別公開
施設公開と研究紹介。各当日先着40
人。800円
各13時～14時、荒天中止。10月13
日（土）・14日（日）

※当日11時30分からズーラシア北門
で整理券配布
会場の繁殖センター（ 955－1911 
955－1060）

■ガーデンネックレス横浜2018
　①②ガーデンガイド
　③講演｢バラの香りの秘密｣
①②当日各先着30人③先着150人。
詳細は で
①10月17日（水）10時～10時40分・11
時～11時40分､荒天中止
　②10月24日（水）10時～10時40分・11
時～11時40分、荒天中止
　③10月30日（火）14時～15時30分
①山下公園②港の見える丘公園
　③神奈川近代文学館
③10月11日から
環境創造局南部公園緑地事務所
（ 671－3648 664－2588）

■緑の協会から
　①チューリップ球根植え
　②昭和村産こんにゃく芋堀り体験
各抽選。①180人②30人。詳細は で
11月10日（土）9時30分～12時、雨天
時は翌日
横浜公園
10月15日まで
緑の協会（ 228－9433 641－0821）

■環境活動支援センターで
　①野鳥のためのクリスマスリースづくり
　②親子で、遊んで発見 森の宝物たち
小学1～3年生と保護者、各抽選15組
30人｡詳細は で
①11月11日（日）13時30分～16時
　②各10時～15時
　11月17日（土）・12月9日（日）・15日（土）
10月25日まで
会場の環境活動支援センター（
711－0635 721－6356）

■西部水再生センター バス見学会
先着50人。俣野別邸庭園見学もあり。
詳細は で
11月27日（火）10時～15時
10月26日から
西部水再生センター（ 852－6471 
852－7604）

■横浜農業探検隊
　①親子で舞岡コース②柴コース
各抽選30人。①中学生以下と保護者
②小学生以下は保護者同伴。収穫体
験ほか。費用等詳細は で
①11月10日（土）9時～13時30分
　②11月24日（土）9時15分～15時
10月15日まで
環境創造局農政推進課（ 671－
2635 664－4425）

■市民クルーズ 飛鳥Ⅱ 新春の伊勢
抽選15室｡大人1人96,900円～。横浜
港発着。詳細はチラシ（区役所広報相
談係で配布）か で
1月24日（木）～26日（土）
取扱旅行会社。10月31日まで
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■ベイサイド スポーツ カーニバル
ウォーキング、スポーツ体験ほか。
一部有料・要事前申込。詳細は10月5
日から で
11月17日（土）10時～16時
赤レンガ倉庫イベント広場

体育協会（ 640－0018 640－0024）
■横浜銀行アイスアリーナ 市民招待
各抽選。①300人②500人
11月23日（金・祝）
　①10時～12時②13時～15時30分
11月4日までに で
会場の横浜銀行アイスアリーナ
（ 411－8008 411－8010）

■親子ラグビー教室
小学生以上の親子、先着50組
11月25日（日）13時30分～15時30分
新横浜公園
10月25日から で
市民局ラグビーワールドカップ担
当（ 671－4566 664－1588）

■スポーツ医科学センターで
　①少年サッカー選手のためのケガ

予防講座
　②減量・脂肪燃焼教室10月・11月
各先着。費用等詳細は で
10月11日から
会場のスポーツ医科学センター
（ 477－5050 477－5052）

■みどりアップ健康ウォーキング
　①青葉区②中区
各先着30人。中学生以下は保護者同伴
各9時～13時
　①10月22日（月）②11月10日（土）
　雨天時は①10月23日（火）②11月17
日（土）
①10月11日から②10月23日から
で、①体育協会（ 640－0014 640
－0024）②中スポーツセンター（
625－0300 624－1969）

■下水道施設・ビール工場
　ウォーキング見学会
北部下水道センター見学後、歩いて
キリンビール横浜工場へ。小学生以
上､先着50人
11月10日（土）10時～16時20分
10月11日から で北部下水道セン
ター（ 503－0201 503－0132）

■平成30年度個人市民税・県民税 
　納期限（第3期）
10月31日（水）
居住区の区役所税務課か財政局税
務課（ 671－2253 641－2775）

■全ての飲食店に消火器の設置が義
務化

詳細は問合せを
2019年10月1日（火）から
消防局指導課（ 334－6408 334－
6610）

■九都県市 省エネ家電買替キャンペーン
二酸化炭素排出量削減を目指す。抽
選でプレゼントあり。詳細は で
10月1日（月）～12月31日（月）
事務局（関東図書内、 048－862－
2901 048－862－2908）か温暖化対
策統括本部調整課（ 671－2661）

■戦没者追悼式
横浜駅西口から無料送迎バスあり
11月1日（木）11時～12時。荒天中止
三ツ沢公園
健康福祉局援護対策担当（ 671－
2411 664－0403）か区役所生活支
援課

■市立保育所の民間移管
2021年4月予定
滝頭（磯子区）・荏田北（青葉区）・茅
ケ崎（都筑区）・俣野（戸塚区）保育園
こども青少年局保育・教育運営課
（ 671－2400 664－5479）

■市有地の公募販売
価格等詳細は10月上旬から か募集
要領（区役所広報相談係で配布）で

財政局取得処分課（ 671－2264
662－5369）

■よこはまふれあい助成金
市社協受付分。詳細は で
12月3日～21日
説明会　11月19日（月）15時、健康福
祉総合センターで開催
社会福祉協議会（ 201－8620 201
－1620）

■介護予防・生活支援サービス補助
事業説明会

先着500人。詳細は で
11月12日（月）13時30分～17時
戸塚公会堂
10月11日から
健康福祉局地域包括ケア推進課
（ 671－3464 681－7789）

■近隣トラブル・離婚・相続等調停
　相談会
民事・家事調停委員が対応
10月12日（金）10時～16時（受付15時
30分まで）
開港記念会館
市民局市民相談室（ 671－2306
663－3433）

■個別ぜんそく相談
各先着｡①15歳以上（中学生除く）､ 2
人②15歳未満､ 3人
①11月14日・12月12日・1月9日・2月
13日の水曜14時～15時30分
　②11月15日・12月20日・1月17日・2月
21日の木曜14時～16時
みなと赤十字病院
10月11日から で健康福祉局保健
事業課（ 671－2493 663－4469）

■市営交通カレンダー2019発売
1,000円。売切れ次第終了
10月1日（月）
地下鉄12駅ほか
市コールセンター（ 664－2525
664－2828）

■季刊誌「横濱」62号発売
「ハマの市場は楽しい｣、610円。デイ
ジー版は10月下旬から市役所市民情
報センターで販売､ 600円
10月6日（土）
県内・都内の書店ほか
市民局広報課（ 671－2331 661－
2351）

■市民意見募集
　①第3期教育振興基本計画（素案）
　②市立小・中学校の通学区域制度

及び学校規模に関する基本方針
（改訂素案）

　③防災計画風水害等対策編修正
　④関内駅周辺地区エリアコンセプ

トブック（案）
　⑤景観ビジョン（改定素案）
　⑥無電柱化推進計画（素案）
　⑦強靱化地域計画（素案）
資料の閲覧・配布は期間中、市役所市
民情報センター、区役所広報相談係
（③は総務課）、問合先（⑦は除く）で。
からも可
①②10月29日まで③10月1日～11
月2日④10月2日～29日⑤10月3日
～17日⑥10月9日～11月9日⑦10月
12日～11月26日
①教育委員会教育政策推進課（
671－3243 663－3118）
　②教育委員会学校計画課（ 671－
3252 651－1417）
　③総務局危機対処計画課（ 671－
4096 641－1677）
　④都市整備局都心再生課（ 671－
3963 664－3551）
　⑤都市整備局都市デザイン室（
671－3850 664－4539）
　⑥道路局企画課（ 671－2777 651
－6527）
　⑦政策局政策課（ 671－3126 663
－4613）
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市役所市民情報セ
ンター、県内・都内
の書店ほかで販売

10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

季刊誌「横濱」連動企画
ハマの市場は楽しい
ヨコハマとラグビー
頑張るハマの「パパ」
ヨコハマ3R夢

10：47～10：52頃
6：35～6：45

9：30～10：00
16：30～16：35（AM1422kHz）

ワイドFM91.6MHz
AM1134kHz

ワイドFM93.0MHz
AM1242kHz

ハマの市場は
楽しい

10月6日発売

■みなとみらいホール〔 682－2000 
682－2023、10月15・29日・11月12日

休み〕
市招待国際ピアノ演奏会
4,000円､会場で販売中
11月17日（土）14時～16時50分

■横浜美術館〔 221－0300 221－
0317、木曜休み〕
①駒井哲郎 煌めく紙上の宇宙
②開館記念日
①1,500円②展覧会観覧無料
①10月13日（土）～12月16日（日）
　②11月3日（土・祝）
■関内ホール〔 662－1221 662－
2050、10月9日休み〕
ダンス イン ライフ ヨコハマ
｢マリアージュ｣
演劇とダンスの狭間の物語。3,500円
（当日4,000円）、会場で販売中
10月20日（土）15時・19時、10月21日
（日）12時・16時
※未就学児は20日15時、21日12時の
み入場可

■横浜能楽堂〔 263－3055 263－
3031、10月1・15日・11月5日休み〕
修羅能の世界 名器・青山
琵琶 秘曲「啄木」､管絃 双調「陵王」、
能｢経正 古式｣。5,000円～7,000円、
会場で販売中
12月22日（土）14時～15時30分

■横浜にぎわい座〔 231－2515 231
－4545、10月17・18日休み〕
①名作落語の夕べ
②二人三客の会
③三遊亭円楽独演会
④新風落語会
⑤柳家さん喬独演会
3,100円、会場で販売中
①11月3日（土・祝）18時～20時30分
　②11月9日（金）19時～21時
　③11月12日（月）14時～16時
　④11月13日（火）19時～21時
　⑤11月15日（木）19時～21時
■陶芸センター〔 623－8904 625－
9087､ 10月12・15日休み〕
陶芸祭
作陶展、体験教室ほか
11月1日（木）～4日（日）10時～16時（4
日は15時まで）

■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室
①悪質商法に巻き込まれないために
②住宅リフォーム工事の基礎知識
各当日先着。①80人②300人
各13時30分～15時30分
　①11月21日（水）②11月27日（火）
①金沢区役所②港北公会堂

※手話通訳希望者は問合せを
■男女共同参画センター横浜〔 862
－5052 862－3101、第4木曜休み〕
夫婦関係・離婚をめぐる法律講座
DV・モラハラ編
女性､先着35人。1,200円
11月20日（火）10時～12時
1歳6か月～未就学児（予約制・有料）
10月11日から か で

■都市発展記念館〔 663－2424 663
－2453、月曜（祝日の場合翌日）休み〕
奥村泰宏・常盤とよ子写真展
300円
10月6日（土）～12月24日（月・休）

■帆船日本丸・横浜みなと博物館〔
221－0280 221－0277、月曜（祝日の
場合翌日）休み〕
①展示｢絵本でたのしむ 海と船｣
②コンテナくんの絵本ワークショップ
①400円
②3歳～小学生の子と親､抽選40人。
未就学児は保護者同伴。1人500円。
詳細は で
①10月20日（土）～12月9日（日）
　②11月4日（日）14時～15時30分
②10月25日まで

■自然観察の森〔 894－7474 894－
8892、月曜（祝日の場合翌日）休み〕
①自然案内人講座
②つながりの森を歩こう
中学生以上。①先着30人②抽選30人。
費用等詳細は で
①各9時30分～16時
　11月3日（土・祝）・4日（日）
　②11月23日（金・祝）9時30分～15時
①10月11日から②11月12日まで

■金沢動物園〔 783－9100 782－
9972、月曜（祝日の場合翌日）休み・10
月は無休〕
アニマルアートコラボ展
500円
10月6日（土）～11月11日（日）。荒天中止

横浜を感じるミニコラム

 『ラグビーの楽しさを伝えていきたい』 鈴木 彩香（ラグビー選手）

　ラグビーとの出会いは小学校3年生の時。友達と
近所の公園に行ったら、仲良く遊んでいる親子がい
たんですね。楕円形のボールを持って、腰につけた
リボンを奪い合ったりしていてすごく楽しそうだっ
たんで、「私たちも混ぜて！」って言って入れてもら
いました。その親子がやっていたのが、ラグビーの

ルールを基にして作られた安全なタグラグビーでし
た。そしてその時に一緒に遊んだ親子が、アルカス
クイーン熊谷のチームメイトの鈴木陽子さんとその
お父さんでした。
　鈴木陽子さんのお父さん、当時は「おじさん」っ
て呼んでいたんですが（笑）、おじさんは消防士さん
で、非番の平日にはいつも遊んでもらっていました。
公園でタグラグビーをやった後にご飯や銭湯に連れ
ていってもらったり、本当にお世話になりましたね。
おじさんのおかげでラグビーに出会えて、ラグビー
以外にもいろいろな事を教えてもらって、本当に感
謝しています。
　今、チームではプレーイングコーチという、選手
をしながら、他の選手にアドバイスをするような役
割をしています。普通の選手だったころと比べて、
いろいろな事を考えながら試合や練習をしなければ

いけないので、大変ですがとても勉強になります。
女子ラグビーは男子に比べてまだまだ知名度が低い
ので、少しでも多くの方に見て頂けるよう、そして
子どもの頃おじさんに教えてもらったラグビーの楽
しさを、私も少しでも多くの人に伝えていけるよう
に頑張っていきますので、これからも応援よろしく
お願いします！

【この記事に関する問合せは】
事務局へ　 633-9660　 662-0082

【この記事に関する問合せは】
区役所戸籍課または市コールセンターへ　 664-2525　 664-2828

スマートイルミネーション横浜2018

申請したマイナンバーカード、
受け取りましたか？

　マイナンバーカードを申請し、まだ受け取っていない人は、受取
方法を確認の上、早めに受け取ってください。
　受け取りがない場合、改めて申請が必要になる場合があります。
※引っ越しなどをしている場合、現在の居住区で受け取れない場合があります。

　システムメンテナンスのため、終日、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取得は、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】10月22日（月）終日

　環境・省エネ技術とアートが織りなす、世界のどこにもない夜景作り
のプロジェクト「スマートイルミネーション横浜」。
　8回目となる今年は、「P

ポ テ ン シ ャ ル

otential o
オ ブ

f l
ラ イ ツ

ights（光が持つ可能性の追求）」
をテーマに、来場者が体感できたり、思わず写真に撮りたくなるような
色彩豊かな作品を多数展示します。

期　間  10月31日（水）～11月4日（日）17時30分～21時30分
 ※一部プログラムは年末まで展示

会　場  象の鼻パーク（中区海岸通1）、市内各所  

Photo : Kazue Kawase （YUKAI）
清掃用具を楽器にして、来場者同士がセッ
ションできる参加型の音と光の作品

足の中に入ることができ、来場者の動き
によって光が変化する作品

コンビニ交付サービス 一時休止のお知らせ

鈴木彩香さん：横浜市鶴見区出身。高
校2年生の時に7人制U-23日本代表に選ば
れる。関東学院大学に進学後も、アジア女
子ラグビー大会に出場する15人制日本代
表に選出されるなど、女子ラグビー選手と
して活躍。現在はプレーイングコーチとし
てアルカスクイーン熊谷に所属し若手選手
の育成にも力を入れる。ラグビーワールド
カップTM2019開催都市特別サポーター（神
奈川・横浜）。
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横浜市  マイナンバー

スマートイルミ
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国道15号線は渋滞が
予想されます。
国道1号線も、う回路として
利用してください。

横浜港シンボルタワーと
本牧海づり公園施設は
本牧陸橋経由で通行可。

国道357号線は南部市場から先、通行止。
国道16号線にう回してください。

並木出口を出たら
国道16号線にう回してください。

南本牧エリアへは本牧陸橋経由で通行可。

市場

パシフィコ横浜前
展示ホール北

栄町
中央市場入口

橋本町二丁目

横浜税関前
開港広場前

相生町一丁目
花咲町二丁目
本町三丁目

相生町一丁目

山下橋
B突堤入口

横浜港シンボルタワー

錦町錦町

三溪園
間門八幡橋

新中原南側

鳥浜町

横浜南部市場

横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

鎌
倉
街
道

通町一丁目

車橋

日野立体 笹
下
釜
利
谷
道
路

関ノ下

保土ケ谷橋

環状2号線

富岡町

井土ケ谷

両側交通規制
片側交通規制
（矢印方向通行可）

首都高速道路など
う回路

凡例

前里町四丁目

N

花咲町二丁目
本町三丁目

吉野町三丁目吉野町三丁目

打越

7
8

臨港パーク入口
みなとみらいトンネル

サークルウォーク

石
川
町
駅

石
川
町
駅

屏風ケ浦

青砥坂
栗木

橋本町二丁目→パシフィコ横浜方面通行止め。
国道15号線にう回してください。

10月28日（日）の交通規制のお知らせ

横浜公園出口（ベイブリッジ方向）

横浜公園入口（横浜駅方向）

新山下出口（ベイブリッジ方向）

新山下入口（ベイブリッジ方向）

本牧JCT～幸浦　東行西行　各出入口

横浜横須賀道路　金沢支線並木出口（ベイブリッジ方向）から先、通行止め

6時30分ごろ～9時40分ごろ

7時40分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

7時50分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時50分ごろ

6時30分ごろ～9時40分ごろ

7時50分ごろ～15時30分ごろ

7時50分ごろ～15時30分ごろ

8時00分ごろ～15時20分ごろ

8時00分ごろ～15時20分ごろ

8時00分ごろ～10時30分ごろ

8時10分ごろ～15時10分ごろ

8時20分ごろ～14時50分ごろ

8時20分ごろ～14時50分ごろ

5時30分ごろ～16時00分ごろ

8時20分ごろ～11時30分ごろ

8時40分ごろ～11時40分ごろ

8時40分ごろ～12時10分ごろ

8時50分ごろ～12時30分ごろ

5時00分ごろ～10時40分ごろ

7時50分ごろ～10時40分ごろ

5時00分ごろ～16時00分ごろ

8時00分ごろ～16時00分ごろ

5時00分ごろ～16時00分ごろ湾岸線

横羽線
狩場線

大会に伴い規制される一般道路規制時間

区間（コース） 規制時間（目安）

大会に伴い通行止めになる首都高速道路等の本線・出入口など

・規制時間は目安であり、競技状況などで変更する可能性があります

①とちのき通り西～②ポートサイド中央（海側）

②ポートサイド中央～③栄町（海側）

④中央市場入口～⑥市場

⑤橋本町二丁目～⑥市場

⑥市場～ a みなとみらいトンネル

a みなとみらいトンネル～⑧展示ホール北

①とちのき通り～⑦臨港パーク入口

⑧展示ホール北～⑨パシフィコ横浜前

⑨パシフィコ横浜前～⑩サークルウォーク

⑩サークルウォーク～⑪横浜税関前

⑪横浜税関前～⑬開港広場前

⑬開港広場前～⑭山下橋

⑪横浜税関前～⑫相生町一丁目～⑬開港広場前

⑭山下橋～⑮B突堤入口（海側）

⑮B突堤入口（海側）～⑯横浜港シンボルタワー

⑯横浜港シンボルタワー～⑰錦町

※首都高速湾岸線本牧ふ頭入口

⑰錦町～⑱小港橋～⑲間門（海側）

⑲間門～⑳八幡橋（海側）

⑳八幡橋～○21新中原南側（海側）

○21新中原南側（海側）～○22鳥浜町

とちのき通り西
ポートサイド中央
とちのき通り西
ポートサイド中央

小港橋小港橋
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横浜マラソン2018開催に伴う交通規制のお知らせ

【横浜マラソン交通規制に関する問合せは】横浜マラソン交通規制コールセンターへ　　 319-6673
  9時～17時（10月19日まで 月～金曜（祝・休日除く）、10月20日～27日）、10月28日５時～17時
【横浜マラソン2018に関する問合せは】事務局へ　　 651-0666　　 226-5037

横浜マラソン2018 検 索

※コース沿道や会場付近で無人航空機（ドローン・ラジコン
　飛行機など）を飛行させることはできません。

　いよいよ10月28日（日）に開催される「横浜マラソン2018」は、国
内外から参加の28,000人のランナーが横浜の名所を駆け抜けます。
　また10月26日（金）～28日（日）の3日間は、赤レンガ倉庫イベン
ト広場で「横浜マラソンEXPO2018」も開催します。ステージやブー
ス出展が盛りだくさんですので、ぜひ気軽に来場してください！

横浜マラソン2018 ～横浜を走る、世界が変わる。～

横浜マラソン2016 横浜マラソンEXPO2017

浜松町

本牧港前




