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毎日8時～21時
に こ に こ

　横浜の街を舞台に繰り広げられる、日本最大級のダンスの祭典「Dance Dance 
Dance @ YOKOHAMA 2018」がいよいよ開幕。３年ぶりに横浜の街がダンス
で躍動します。ダンスの祭典は、2012年に初めて開催し、回を重ねるごとに本当
に多くの方にご参加いただいています。
　今年も8月4日から9月30日までの58日間に渡り、バレエ、コンテンポラリー、

ストリート、ソシアル、チア、フラ、日本舞踊など、オールジャンルの約200ものダンスプログラムで皆様をお
迎えします。横浜港の美しいイルミネーションを背景に、オープニングを飾る野外ステージ「横浜ベイサイド
バレエ」をはじめ、国内外のトップアーティストによる数々の公演は必見です。また、日仏交流160周年にあ
たる本年は、横浜市と姉妹都市提携を結んでいるフランスのリヨン市のダンスフェスティバルと連携したプ
ログラムを展開します。
　市街地ではDance Dance Dance @ YOKOHAMAの特徴の一つである、誰もが気軽に参加して「踊る愉
しさ」を体感できるプログラム「横浜ダンスパラダイス」や、子どもたちがプロのダンサーからダンスを学ぶ
ワークショップも開催します。
　ダンスは国籍、性別、世代、障害の有無など、あらゆるボーダーを超える力を持つコミュニケーションの芸術
です。この夏、ダンスファンはもちろんのこと、ダンスは初めてという方も、横浜でしか経験できないダンスの
祭典を、観て、そして踊って、思う存分お楽しみください。

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018
開幕

人　口
世帯数

3,740,833人
1,689,894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7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。
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涼しく過ごす、夏の夜
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涼し く過 ごす 、夏の夜
普段見られない夜の動物園を一般公開

よこはま夜の動物園

心地よい潮風を感じて

みなとみらい大盆踊り

【日時】  8月の土・日曜  20時30分まで
【会場】  よこはま動物園ズーラシア・

野毛山動物園・金沢動物園

よこはま動物園ズーラシア

■ズーラシア夜市
　今年はベトナムホイアンのランタン祭りをテーマに、
園内を装飾。おいしいアジアングルメや雑貨も大集合。
8月の土・日曜　16時～20時30分

　本格的なやぐらを組んだ盆踊りは、飛び入り参加もでき
ます。また、金魚すくいやヨーヨー釣りをはじめとする昔
ながらの縁日や、地元・横浜の料理が並ぶ屋台コーナーな
ど遊びも充実しています。

野毛山動物園

■ガーデンライブ
　ひだまり広場で音楽の演奏ライブを開催。
8月の土曜、8月12日（日）  各回約30分　①18時～　②19時～

■動物ガイド
　飼育係員による動物ガイド。気になる動物の秘密を聞
いてみませんか。
8月の土・日曜　①18時30分～　②19時30分～

金沢動物園

■むし・虫・カブトムシ！展
　外国産カブトムシの展示や、期間限定で
国産カブトムシ放し飼いゾーンをオープン。
8月26日（日）まで

■こどもまつり
　小さな子どもでも楽しめる動物のお面づくりのワーク
ショップなど。　8月11日（祝）・12日（日）17時～20時

よこはまのどうぶつえん 検 索 【この記事に関する問合せは】環境創造局動物園課へ　　 671-4124　　 633-9171

みなとみらい大盆踊り 検 索
【この記事に関する問合せは】

パシフィコ横浜へ　　 221-2155　　 681-3735

納涼ガーデンまつり 2018 検 索
【この記事に関する問合せは】

事務局へ　　 232-4924　　 681-3735

キリン 夜を彩る「ズーラシア夜市」（イメージ）

フンボルトペンギン ミナミコアリクイ

オオカンガルー ナイト金沢イルミネーション

動物園内にミストが設置され、
涼しく過ごせます。

【日時】  8月17日（金）・18日（土）  16時30分～20時30分
【会場】  臨港パーク

大通り公園納涼ガーデンまつり×
ヨコハマ・モシッソヨ！ 2018

　東北の名産品の販売や、日本や韓国などの料理を楽しめ
ます。ステージは、韓国のアーティストの出演やDance 
Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2018と連携したダンス
パフォーマンスで盛り上がります。

【日時】  8月15日（水）～17日（金）  16時～20時30分
【会場】  大通り公園

３年に一度、横浜で開催される日本最大級のダンスフェスティバル。この夏は、横浜でダンスの魅力を発見しませんか。

この夏、横浜で ダンスを踊ろう

横浜ダンスパラダイス 8月11日（祝）～9月30日（日）
Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2018 観覧

無料

　あらゆるダンスパフォーマンスを観覧無料で楽しめる参加型のダンスイベントを紹介します。ジャンルの異なるさまざまなダンスに触れ合え
るこの機会。各会場では、フェスティバルのディレクターも務めるコンドルズ主宰・近藤良平さんが振り付けをしたオリジナルダンスの「レッド・
シューズ」を教えるコーナーもあります。
　9月30日のフィナーレへ向けて、一緒に踊ってみませんか。

横浜ダンスパラダイス　会場一覧　※実施時間はすべて午後。詳しくは、ホームページまたは問合せを。

8月11日（祝）

8月12日（日）

8月15日（水）

8月16日（木）・17日（金）

8月18日（土）

8月25日（土）

8月26日（日）

9月1日（土）

9月8日（土）

9月15日（土）

9月16日（日）

9月17日（祝）

9月22日（土）

9月23日（祝）

9月24日（休）

9月30日（日）

たまプラーザ テラス ゲートプラザ１F　フェスティバルコート

戸塚駅東口ペデストリアンデッキ

三井アウトレットパーク　横浜ベイサイド

日産スタジアム 場外東ゲート前広場

大通り公園

ランドマークプラザ 1F サカタのタネ ガーデンスクエア

元町ショッピングストリート

ランドマークプラザ 1F サカタのタネ ガーデンスクエア

元町ショッピングストリート 

吉田町本通り

クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル

クイーンズスクエア横浜 クイーンズパーク／
グランモール公園 美術の広場／パシフィコ横浜プラザ広場

ランドマークプラザ 1F サカタのタネ ガーデンスクエア

いずみ野駅 相鉄ライフいずみ野前広場

イセザキ・モール1・2St.

関内マリナード地下街 マリナード広場

馬車道商店街 馬車道ひろば

山下公園

ランドマークプラザ 1F サカタのタネ ガーデンスクエア／
グランモール公園 美術の広場

横浜港大さん橋国際客船ターミナル

新都市プラザ（そごう横浜店地下2階正面入口前）

ららぽーと横浜

クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル

日産 グローバル本社ギャラリー

クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル／
クイーンズスクエア横浜 クイーンズパーク

JR桜木町駅 駅前広場

MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア

ランドマークプラザ 1F　サカタのタネ ガーデンスクエア

みなとみらい駅改札外コンコース みらいチューブ

グランモール公園 円形広場

グランモール公園 美術の広場 

アフリカンステージ

［連携］納涼ガーデンまつり×ヨコハマ・モシッソヨ！2018

s**t kingz ❶
ポカリガチダンス ＠ YOKOHAMA

フォークロアステージ

［連携］BATTLE DELIGHT 
-ALL STYLE SOLO BATTLE- ❷

［連携］ハマこい2018

チアステージ

［連携］いずみ野マルシェ＋2018

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

［連携］プリキュア15周年記念企画
ダンススペシャルステージ❸
ゲストダンサー

オールジャンルステージ

アイドルステージ

ひつじのショーンステージ❹、フェリス女学院大学

OSK日本歌劇団❺、フェリス女学院大学

❶ s**t kingz（シットキングス）

　Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018の最終日となる
9月30日には、ダンスパラダイスに参加したダンサーや観客が集
まり、オリジナルダンス「レッド・シューズ」をみんなで踊る大規
模なフィナーレを開催します。
　各会場で練習したり、配信されている動画で振り付けを覚え
て、一緒に踊りましょう。　

フィナーレは全員集合！  みんなで踊ろう「レッド・シューズ」
横浜ダンスパラダイス  フィナーレスペシャルプログラム

【日時】  9月30日（日）  17時30分～19時
【会場】  グランモール公園  美術の広場（横浜美術館前）

❺ OSK日本歌劇団（イメージ）

❹ ひつじのショーンステージ（イメージ）

❸ プリキュア15周年記念企画  ダンススペシャルステージ

❷ BATTLE DELIGHT -ALL STYLE SOLO BATTLE-

○C ABC-A・東映アニメーション

キンタロー。さん
フィナーレスペシャル
プログラムに参加！

【横浜ダンスパラダイスに関する問合せは】運営事務局へ　　 323-9351　　 323-9352
【Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2018に関する問合せは】実行委員会へ　　 663-1365　　 663-1928

DDD横浜 検 索

日付 内容会場 

　夜行性動物の活動的な姿や昼行性動物の寝姿など、夜ならではの動物の生態を観察し、
昼間とは違った楽しみ方ができます。イルミネーションも華やかに飾られます。

最終入園時間：19時

最終入園時間：20時

最終入園時間：19時30分

ズー

よいち
【入園料】 大人800円　　 959-1000

【入園料】 無料　　 231-1307

【入園料】 大人500円　　 783-9100

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

パリスマッチ×中村蓉

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

［連携］吉田まちじゅうビアガーデン 
横浜ポールダンスバトル・イン吉田町

［連携］ヨコハマ大学まつり2018

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

フィナーレスペシャルプログラム

「レッド・シューズ」
動画はこちらから

みんなで

一緒に踊ろ
う！

近藤良平さん

童謡「赤い靴」をモチーフにしたオリジナル音源とオリジナル
ダンスを創作しました。今年のDance Dance Dance @ 
YOKOHAMA 2018 を楽しんでもらうためにもぜひ、この
「ダンスの贈り物」が皆さんに届くことを願います。

よう

過去のステージイベントの様子

ダンス　　  ダンス　　  ダンス　アット　　   ヨコハマ　   ニーマルイチハチ

マークイズ
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OSK日本歌劇団❺、フェリス女学院大学

❶ s**t kingz（シットキングス）

　Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018の最終日となる
9月30日には、ダンスパラダイスに参加したダンサーや観客が集
まり、オリジナルダンス「レッド・シューズ」をみんなで踊る大規
模なフィナーレを開催します。
　各会場で練習したり、配信されている動画で振り付けを覚え
て、一緒に踊りましょう。　

フィナーレは全員集合！  みんなで踊ろう「レッド・シューズ」
横浜ダンスパラダイス  フィナーレスペシャルプログラム

【日時】  9月30日（日）  17時30分～19時
【会場】  グランモール公園  美術の広場（横浜美術館前）

❺ OSK日本歌劇団（イメージ）

❹ ひつじのショーンステージ（イメージ）

❸ プリキュア15周年記念企画  ダンススペシャルステージ

❷ BATTLE DELIGHT -ALL STYLE SOLO BATTLE-

○C ABC-A・東映アニメーション

キンタロー。さん
フィナーレスペシャル
プログラムに参加！

【横浜ダンスパラダイスに関する問合せは】運営事務局へ　　 323-9351　　 323-9352
【Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2018に関する問合せは】実行委員会へ　　 663-1365　　 663-1928

DDD横浜 検 索

日付 内容会場 

　夜行性動物の活動的な姿や昼行性動物の寝姿など、夜ならではの動物の生態を観察し、
昼間とは違った楽しみ方ができます。イルミネーションも華やかに飾られます。

最終入園時間：19時

最終入園時間：20時

最終入園時間：19時30分

ズー

よいち
【入園料】 大人800円　　 959-1000

【入園料】 無料　　 231-1307

【入園料】 大人500円　　 783-9100

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

パリスマッチ×中村蓉

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

［連携］吉田まちじゅうビアガーデン 
横浜ポールダンスバトル・イン吉田町

［連携］ヨコハマ大学まつり2018

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

オールジャンルステージ

フィナーレスペシャルプログラム

「レッド・シューズ」
動画はこちらから

みんなで

一緒に踊ろ
う！

近藤良平さん

童謡「赤い靴」をモチーフにしたオリジナル音源とオリジナル
ダンスを創作しました。今年のDance Dance Dance @ 
YOKOHAMA 2018 を楽しんでもらうためにもぜひ、この
「ダンスの贈り物」が皆さんに届くことを願います。

よう

過去のステージイベントの様子

ダンス　　  ダンス　　  ダンス　アット　　   ヨコハマ　   ニーマルイチハチ

マークイズ
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GOGO健康!!  ロコモ予防大作戦

動画配信中!! ハマトレ（体験編） ～横浜市歌バージョン～

ハマトレ  体験編 検 索 【この記事に関する問合せは】健康福祉局地域包括ケア推進課へ　　 671-3463　　 681-7789

【この記事に関する問合せは】

敬老パス専用コールセンターへ　　 664-2530　　 664-2529

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

　ハマトレはロコモ※を予防するために、本市が開発した20種類の運動からなるオリジ
ナルトレーニングです。「毎日、気軽に楽しみたい！」の声に応えて、11種類の運動に
絞って、市歌に合わせて再編しました。
　家族と一緒に、仲間とウォーキングの準備運動としてなど、気軽に試してください！
※ロコモとは、ロコモティブシンドロームの略称です。
　加齢に伴う筋力低下や骨・関節の疾患など運動器の障害がおこり、「立つ、座る、歩く」などの
　移動能力が低下する状態のことをいいます。

敬老パスの更新が始まります

　市内の路線バス（市営・民営）、市営地下
鉄、金沢シーサイドラインが利用できる
乗車証です。市内に住む70歳以上の希望
者に交付しています。
※毎年10月1日に切り替えです。

①【更新】 9月30日期限の敬老パスを所持
し、平成30年度分を申請済みの人には、
9月中旬までに納付書か引換券を郵送
します。　

②【新規】 新たに敬老パスを希望する人
は下記コールセンターに連絡してくだ
さい。申請書を送ります。

敬老特別乗車証（敬老パス）とは？

「年間の高額介護サービス費」の支給の対象となる場合

申請について

【この記事に関する問合せは】福祉事業経営者会へ
840-5815　　 840-5816

介護職員初任者研修

　「介護分野に関心がある」、「介護事業所などに就職したい」、「希
望があっても、経験がない」･･･そんな人をサポートします。研修
を受講した後、市内の介護事業所などへの就業を支援します。

受講料無料

【対 　 　 象】　求職中の40～60代、選考40人
【募集・研修期間】　募集／8月20日（月）必着

研修／9月25日（火）～12月10日（月）
合計162時間（約30日）の研修実施

【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】　問合先ホームページから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自己負担があります。

※本介護職員初任者研修は、市から業務委託により実施しています。

【この記事に関する問合せは】

居住区の区役所保険年金課または健康福祉局介護保険課へ
681-5074　　 681-7789

「年間の高額介護サービス費」の支給が始まります
2018年8月サービス利用分からグループホーム助成の内容を拡充します
介護サービスの利用者負担軽減について（市独自制度）

　1か月の介護サービスの利用者負担の合計が一定の上限額を超
えるときには、申請すると高額介護サービス費が払い戻されます。
　上記に加え、2017年8月サービス利用分から、利用者負担割合が
1割の人のみの世帯では、8月1日から翌年の7月31日までの1年間
の利用者負担の合計が上限額446,400円を超えるときには、超えた
分が「年間の高額介護サービス費」として払い戻されます（2020年7
月31日利用分までの時限措置）。

【制度利用の申請手続き（助成証の交付）に関する問合せは】
居住区の区役所保険年金課へ
【助成金の支給に関する問合せは】
健康福祉局介護保険課へ

681-5074　　 681-7789

　介護サービスの利用料などを負担することが困難で、一定の
資産・収入基準などに該当する市民税非課税世帯の人は、介護
サービスの利用者負担が一部軽減されます。
　制度を利用するには、区役所で申請手続きを行ってください
（申請には収入・資産の額を証する書類の添付が必要です）。

横浜市福祉事業経営者会 検 索

・10％の利用者負担を5％に軽減
・居住費等（家賃・食費・光熱水費）を月額55,000円
または30,000円を上限に助成※

10％の利用者負担を3％または5％に軽減

ユニット型個室の居住費を月額5,000円程度（日額165円）助成

在宅サービス助成

グループホーム
助成

施設居住費助成

※2018年7月利用分までは、助成上限は月額29,800円です。

助成の種類 主な助成内容

二次元コードは
こちら

▶ハマトレを習いたい、
　リーフレットがほしい場合は、
　区役所や居住区の地域ケアプラザまで

骨折・転倒 20.5％

関節疾患 14.2％

高齢による衰弱 11.9％

脊椎損傷 3.8％心臓病 8.3％

脳血管疾患 
7.6％

がん 4.7％

呼吸器疾患 1.9％

認知症 0.8％

その他18.8％

無回答 7.6％
ロコモティブシンドローム

「うらふね脳の健康
教室」でのハマトレ

の様子

南区地域ボランティアによる実演

※9月30日までは、平成29年度の敬老パスを利用してください。

交付には所得に
応じた負担金が
必要です

※2017年8月以降に他市町村から転入された人へ
　他市町村での介護サービスの利用分を含めて利用者負担の合計が上限を超える可能性が
　ある場合は、記載の問合先に連絡してください。

　支給およびお知らせの送付は11月以降（順次）を予定しています。

「高額介護サービス費」の
支給をすでに受けている人

支給を一度も受けていない人

現在、支給を受けている口座に振り込まれますので、
申請手続きは不要です。

お知らせを送付しますので、申請手続きをしてください。

拡充

制度についての
詳しい説明はこちら
（読み込み後、4.利用者負担の軽減へ）

約半分はロコモが
占めています

要支援認定理由
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■市立特別支援学校 嘱託看護師
東俣野特別支援学校勤務。詳細は申
込書（ から入手）で

8月22日まで
教育委員会特別支援教育課（ 671
－3958 663－1831）

■更新①福祉特別乗車券（障害）
　②福祉タクシー利用券（重度障害）
9月30日期限の各券を所持し、10月以
降も資格を継続する人へ、8月31日ま
でに①普通郵便で納付書を送付②簡
易書留で利用券を送付。新規申請は
居住区の福祉保健センターへ

専用コールセンター（ 900－9445 
550－3348〈8月24日～9月21日〉）

か健康福祉局障害福祉課（ 671－
2401 671－3566）

■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

9月21日（金）9時45分～11時45分
技能文化会館
1歳6か月～未就学児（予約制）
8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）

■ ひとり親の就職・転職
　応援セミナー
抽選18人。詳細は で

9月21日（金）・25日（火）・28日（金）10時
～12時､ 全3回
9月7日までに で、会場の男女共
同参画センター横浜（ 862－5141 

862－3101）
■中央職業訓練校  10月生募集
　①パソコン基礎科
　②CAD製図科
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）､ 各選
考20人｡ 詳細は申込書（ハローワーク
で配布）か で

①10月～12月②10月～2019年3月
9月5日まで
説明会　8月23日（木）10時・14時、問
合先で開催
会場の中央職業訓練校（ 664－6825 

664－2081）
■人工肛門・膀胱 地区別相談会
人工肛門・膀胱保有者か関係者、各当
日先着100人

各13時30分～16時30分
　中・西部＝9月1日（土）､ 北部＝9月11

日（火）､ 南部＝9月16日（日）
健康福祉総合センター
オストミー協会（ 475－2061 475－
2064）か健康福祉局障害福祉課（
671－3602）

■あんしんノート書き方講座
障害のある人と家族、各選考50人｡
詳細は で

各10時～13時、全2回。9月26日（水）・
27日（木）、11月27日（火）・28日（水）
横浜ラポール
9月5日まで
障害者支援センター（ 681－1277 

680－1550）

■障害者パソコン講習会  基礎1
　①ワード②エクセル
15歳以上（中学生除く）の肢体・内部・
精神・聴覚等障害者で文字入力可能
な人、各抽選8人。3,160円

各13時～16時､全4回｡ ①9月4日（火）
～7日（金）②9月18日（火）～21日（金）
横浜ラポール
8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）
申込先か健康福祉局障害福祉課

（ 671－3602）

■わんにゃん ミニコンサート
小学生以下と家族、先着200人。人と
動物の関わりを伝える。ペット同伴
不可。詳細は で

9月11日（火）10時30分～11時30分
8月13日から
会場の動物愛護センター（ 471－
2111 471－2133）

■横響と第九を歌う会  会員募集
高校生以上、先着500人｡ 4,000円。詳
細はチラシ（区役所広報相談係で配
布）で

練習＝9月23日（祝）～12月13日（木）
　公演＝12月16日（日）

磯子公会堂ほか
9月23日17時から磯子公会堂へ
事務局（木本 070－6467－7098）
か文化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）

■作品募集①ハマ展②県女流展
各選考｡ ①7,000円②8,000円。詳細は
申込書（区役所広報相談係で配布）で

①搬入＝10月20日（土）・21日（日）、展
示＝10月31日（水）～11月12日（月）

※写真の搬入は9月9日（日）
　②搬入＝11月17日（土）、展示＝11月

28日（水）～12月3日（月）
市民ギャラリー
①横浜美術協会（ ・ 251－1156）
②協会事務所（川井 090－3433－
2785）か､ 文化観光局文化振興課

（ 671－3715 663－5606）
■市民防災センター映画祭 作品募集
防災・減災がテーマのショートムー
ビーと作文のコンテスト。詳細は で

11月30日まで
市民防災センター（ 312－0119
312－0386）

■化学物質セミナー
抽選30人。化学物質と日常のリスク

9月2日（日）14時～15時45分
情報文化センター
8月16日までに で
環境創造局環境管理課（ 671－2487 

681－2790）
■市大エクステンション講座
　①最新の肝臓病治療
　 ②ロコモティブシンドロームの正

しい理解
　③認知症
各先着｡ ①230人②80人③400人

①9月 5 日（水）14時～16時
　②9月 6 日（木）14時～15時20分
　③9月13日（木）14時～16時

①情報文化センター
　②フォーラム南太田
　③南公会堂

8月16日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）。

からも可

■講座「世界の飢餓と国連WFPの取り組み」
先着40人

9月9日（日）14時～16時
8月14日から で
会場の中央図書館（ 262－7336
262－0054）

■糖尿病講習会
各当日先着50人。詳細は で

各14時～16時。9月20日（木）・10月18
日（木）
会場のみなと赤十字病院（ 628－
6100 628－6101）

■講座「前立腺がんの治療と検診」
先着280人。詳細は8月6日から で

9月22日（土）10時～11時30分
県民共済みらいホール
8月13日から でがん検診セン
ター（市民病院内､ 331－1753
341－9781）

■講座｢はじめての東洋医学｣
先着30人｡ 使えるツボ・灸の実技と
講義。詳細は で

9月29日（土）10時～12時
9月3日から で会場の盲特別支援
学校（ 431－1629 423－0284）

■講演｢知ってほしい ぜんそくあれこれ｣
先着200人。詳細は で

10月8日（祝）13時30分～16時10分
情報文化センター
1歳～未就学児（予約制）
8月17日から で事務局（ 0120－
890－180 0120－896－891）
申込先か健康福祉局保健事業課

（ 671－2493）
■インターンシッププログラム
　2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

8月27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）

■教室｢会計学ってオモシロい」
小学5年生～中学生､抽選40人。講演・
職業紹介ほか。詳細は で

8月17日（金）15時～17時
みなとみらいエクステンションセ
ンター

8月15日まで
文化観光局MICE振興課（ 671－3546 

663－6540）
■市民法律講座
抽選260人。1,000円｡ 詳細は8月15日
からチラシ（区役所広報相談係で配
布）か で

10月4日（木）～11月15日（木）
　18時30分～20時30分､ 全7回

関内ホール
9月21日まで
市民局市民相談室（ 671－2306
663－3433）

■ピカチュウ大量発生チュウ！
ピカチュウやイーブイの大行進ほか。
詳細は で

8月10日（金）～16日（木）。荒天中止
みなとみらい21地区
文化観光局企画課（ 671－4142
663－7880）

■ハマの職人展2018
こども技能体験教室ほか。一部有料

8月18日（土）10時～16時30分
マークイズみなとみらい
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■展示｢飢餓のない世界を目指して｣
8月21日（火）～9月17日（祝）
会場の中央図書館（ 262－7336
262－0054）

■浜なし・浜ぶどう持寄品評会
　①宣伝販売②展示③即売
①③売切れ次第終了

8月23日（木）。荒天中止
　①10時②10時30分③11時
※即売は9時30分から会場で整理券

配布
JA横浜｢ハマッ子｣直売所みなみ店
JA横浜（ 805－6612）か環境創造
局農業振興課（ 671－2639 664－
4425）

■薬物乱用防止キャンペーン
　①ポスター作品展
　②啓発イベント

①8月28日（火）～ 9月2日（日）11時～
19時②9月2日（日）11時～16時
①みなとみらいギャラリー

　②クイーンズサークル
事務局（薬剤師会内､ 761－7840
754－3000）か健康福祉局医療安全
課（ 671－3876）
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■一般公開
　①理化学研究所横浜キャンパス
　②市大鶴見キャンパス
科学の体験イベント、講演会ほか。鶴見
駅から無料送迎バスあり。詳細は で

9月1日（土）10時～16時30分（入場15
時30分まで）
①理研（ 503－9111 503－9142）

　②市大（ 508－7201 505－3531）

■よこはま保育フォーラム2018
保育実践発表､ 就職相談会ほか

9月2日（日）10時～15時
パシフィコ横浜
社会福祉協議会（ 201－2218 201
－1661）

■みなとみらいスマートフェスティ
バル2018

先端技術と音楽・アートの融合。費用
等詳細は で

9月8日（土）18時30分～20時
臨港パークほか
事務局（神奈川新聞社内、 227－
0801 227－0765）か温暖化対策統
括本部環境未来都市推進課（ 671
－4371）

■マリンタワーを階段でチャレンジ
上りきった人にプレゼントあり。小
学生以下は保護者同伴。750円（市民
割引あり）

9月8・9日・10月13・14・28日の土・日
曜10時～15時。雨天・強風中止
会場のマリンタワー（ 664－1100 

680－1656）

 

■横浜建築高等職業訓練校 見学会
　①実技訓練②学科訓練
中学生～40歳、各先着10人。詳細は で

各10時～12時30分
　①9月8日（土）
　②9月15日（土）

①産業技術短期大学校
　②横浜建築高等職業訓練校

①8月13日から②8月20日から
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■障害者週間 ポスター・作文の募集
詳細はチラシ（区役所高齢・障害支援
課で配布）か で

9月5日まで
健康福祉局障害企画課（ 671－3604 

671－3566）
■グリーンキッズ2018・夏
小中学生、各当日先着15人｡ 東京湾の
生き物を飼育員と観察。詳細は で

8月21日（火）・22日（水）11時～11時30
分（受付10時30分から）。荒天中止
八景島シーパラダイス
温暖化対策統括本部プロジェクト
推進課（ 671－4109 663－5110）

■風力発電所親子バス見学会
小学生以上の親子、抽選55人。1人
700円。詳細は で

8月25日（土）12時45分～16時30分
ハマウィングと三菱みなとみらい
技術館
8月15日まで
地球温暖化対策推進協議会（ 681
－9910 681－3934）か温暖化対策
統括本部調整課（ 671－4372）

■市民クルーズ　
　ぱしふぃっくびいなす 別府・宮島
抽選15室｡ 大人1人110,500円～｡
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

10月22日（月）～26日（金）
取扱旅行会社。8月31日まで
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

写真提供：日本クルーズ株式会社

■ラグビー観戦  市民招待
サントリーサンゴリアス対 NECグ
リーンロケッツ。抽選20組40人。詳
細は で

9月22日（土）18時～19時40分
ニッパツ三ツ沢球技場
8月24日まで
市民局ラグビーワールドカップ担
当（ 671－4566 664－1588）

■初心者スケート教室
4歳以上、先着100人。氷上運動会へ
の参加も可能。費用等詳細は で

9月29日（土）11時15分～12時15分 
8月20日から
会場の横浜銀行アイスアリーナ

（ 411－8008 411－8010）

■下水道施設・横浜港 ウォーキング
見学会

小学生以上、抽選80人。中部水再生
センター見学後、山下公園まで歩き、
船で海上見学。詳細は で

9月8日（土）9時～14時
8月23日まで
中部水再生センター（ 621－4114 

624－3428）

■平成30年度個人市民税・県民税
　納期限（第2期） 

8月31日（金）まで
居住区の区役所税務課か財政局税
務課（ 671－2253 641－2775）

■小学校就学時健康診断
平成31年度入学者。詳細は9月上旬か
ら で

10月中旬～12月上旬

教育委員会健康教育課（ 671－3275 
681－1456）

■中小企業の設備投資をサポート
平成32年度までに先端設備等導入
計画を策定・認定の企業。詳細は問
合せを

経済局ものづくり支援課（ 671－
2597 664－4867）

■風しん予防接種と抗体検査の実施
麻しん風しん混合（ MR）ワクチンや
風しん単独ワクチンを2回以上接種 
していない19歳以上の、妊娠希望の
女性とそのパートナー、妊婦のパー
トナー。予防接種は3,300円。詳細は

で
2019年3月31日（日）まで
協力医療機関
予防接種コールセンター（ 330－
8561 664－7296）

■石綿（アスベスト）検診
各先着12人。詳細は で

各13時～16時
　《検査》
　①9月11日（火）・13日（木）・25日（火）
　②10月1日（月）・16日（火）・24日（水）
　《結果説明会》
　①10月30日（火）②11月30日（金）

総合保健医療センター
8月13日から で健康福祉局保健
事業課（ 671－2493 663－4469）

■離婚・DV・男女問題等 法律相談会
女性弁護士が対応。各先着6人

8月16日（木）・30日（木）13時～16時
8月13日から か直接、会場の市民
局市民相談室（ 671－2306 663－
3433）

■環境アセスメント図書の縦覧
　中外製薬株式会社横浜研究拠点プ

ロジェクト  環境影響評価準備書
意見書の提出は問合先へ

8月24日（金）～10月9日（火）（予定）
問合先か戸塚区役所企画調整係
環境創造局環境影響評価課（ 671
－2495 663－7831）

■都市計画マスタープラン港南区プ
ラン改定素案 市民意見募集

資料の閲覧は期間中、市役所市民情
報センター、問合先で。 からも可

8月13日～9月14日
港南区役所企画調整係（ 847－8319 

841－7030）
■広報企画審議会

9月5日（水）14時～16時
関内中央ビル
 市民局広報課（ 671－3736 661－
2351）

■みなとみらいホール〔 682－2000 
682－2023、8月13～17日・27日・9月3

日休み〕
おんがくファミリーランド
①おおきなかぶ・100万回生きたねこ
②野毛山動物園の謝肉祭
3歳以上。1,200円（小学生以下500円）、
会場で販売中

8月11日（祝）①13時～13時45分②14
時15分～15時

■横浜能楽堂〔 263－3055 263－
3031､ 8月6・13日・9月10日休み〕
横浜狂言堂
｢御茶の水｣｢附子｣。2,000円、8月11日
12時から か で

9月9日（日）14時～15時25分
■横浜にぎわい座〔 231－2515 231
－4545、8月22・23日休み〕

①名作落語の夕べ  長講の会
②三遊亭好の助真打昇進披露公演
③小満ん・正蔵二人会
④踊る！はなしか三人衆
2,000円～3,100円、会場で販売中

①9月1日（土）18時～20時30分
　②9月13日（木）14時～16時
　③9月15日（土）14時～16時
　④9月24日（休）14時～16時
■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室
①「高齢者専用ホームの基礎知識」
②「かしこい消費でエコラク生活」
各当日先着。①80人②100人

①9月12日（水）14時～16時
　②9月29日（土）13時30分～15時30分

①瀬谷区役所②鶴見区役所
※手話通訳希望者は問合せを
■男女共同参画センター〔Ⓐ横浜南

（ 714－5911 714－5912、第3月曜休
み）〕
①夫婦関係・離婚をめぐる法律講座
　中高年編
②ガールズ編 しごと準備講座
①女性、先着35人。1,200円
②15～39歳のシングル女性、抽選20
人。300円。詳細は で

①9月20日（木）10時～12時
　②10月10日（水）～11月12日（月）10時

15分～12時15分、全11回
①Ⓐ、②Ⓐほか
①2か月～未就学児（予約制・有料）
①8月11日から か直接会場へ

　②9月25日までに申込書（説明会で
配布。 から入手）で

▷ 説明会　②9月11日（火）13時30分。
申込みは8月13日から か で

■歴史博物館〔 912－7777 912－
7781、月曜休み〕
展示｢戊辰の横浜 名もなき民の慶応
四年｣
500円

9月9日（日）まで
■開港資料館〔 201－2100 201－
2102、月曜休み〕
展示「戊辰の横浜 開港都市の明治元
年」
200円

10月28日（日）まで
■ユーラシア文化館〔 663－2424
663－2453、月曜休み〕
展示｢バリを抱きしめて｣
300円

9月24日（休）まで
■帆船日本丸〔 221－0280 221－
0277、月曜休み〕
①総帆展帆
②海と船の絵本コンテスト
②オリジナル絵本作品募集

①8月19日（日）10時30分から帆を広
げ､ 16時までにたたむ。荒天中止
②9月2日までに申込書（ から入
手）で

ライオン／ナイトズーラシア
（よこはま動物園ズーラシア）

「涼しく過ごす、夏の夜」
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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

8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

横浜の橋
Dance Dance Dance 
@ YOKOHAMA 2018
伊勢佐木町
横浜の麺

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

京急線が好き。

横浜を感じるミニコラム

 『横浜とダンスと私』 キンタロー。（タレント）

　両親がいつも仕事で忙しかったので、子どもの頃
はテレビばかり見ていました。子ども番組で同年代
の子が出ていると、「私も出たいなぁ」って思って。
昔のテレビって、今みたいな薄型じゃなくて、箱型
だったじゃないですか。「あの箱に入ればテレビに出
られる！」って思って、テレビのすき間に頭をねじ
込んでました(笑)。その頃から、いつかはテレビに

出て、大勢の人を楽しませたいと思っていましたね。
　社交ダンスとの出会いは大学生の時。芸人になり
たいという夢は決まっていて、それに役立つ部活に
入ろうと思っていろいろ探していたところ、目につ
いたダンス部がとてもかっこ良く見えました。しか
も、もう一つ迷っていたアナウンス部は活動が週5
日だったのに、こちらは週3日でOKとのこと。迷わ
ず「こっちだ！」って(笑)。蓋を開けたら週3日どこ
ろの騒ぎではなくほぼ毎日でしたが…。
　入部の動機はこんな感じでしたが、練習は真面
目にやりましたね。その甲斐あって、最近では皆
さんの前でダンスを披露させて頂く機会が増え
ました。この夏開催される、横浜の街ぐるみでダ
ンスの素晴らしさを伝えるDダンスance Dダンスance Dダンスance @

アット

 
Y

ヨ コ ハ マ

OKOHAMA2
ニーマルイチハチ

0 1 8でも、横浜ダンスパラダイスに出
演させて頂くことになりました！プロもアマも、そ
してジャンルも超えて、大勢で一緒にダンスをする

イベントということで、今からとても楽しみです。
　今までダンスと縁がなかった人も、きっと新しい
発見があると思いますので、ぜひ遊びに来てくださ
い！余談ですが、横浜は私と夫の初デートの場所で
もあります(笑)。横浜最高！

女性起業家による商品販売・ワークショップが一堂に集まるイベントを新規開催！

同和問題

【この記事に関する問合せは】
事務局へ　 211-5595　 228-9079

9時〜17時／土・日曜、祝休日休み

【この記事に関する問合せは】
市民局人権課へ　 671-2718　 681-5453

横浜女性起業家C
コ レ ク シ ョ ン

OLLECTION 2018

身の周りの言葉から人権を考える

　女性起業家の事業PRイベントとして、展示会「横浜女性起業家COLLECTION 2018」を
開催します。当日は、女性の感性をいかした雑貨やアクセサリーなどの商品販売や子どもも
楽しめる体験型ワークショップを行います。親子で楽しめるイベントですので、ぜひ皆さ
んで参加してください。

日　　時  9月6日（木）11時〜19時
会　　場   新都市ホール9F（西区高島2−18−1、来場無料）
内　　容  アクセサリーや小物雑貨などの販売、体験ワークショップなど

※内容などは変更となる場合があります。   

※写真は、展示会の出展内容イメージです。実際の出展内容は、決定し次第ホームページに掲載します。

　私たちの身の周りには、さまざまな言い
伝えがあります。
　例えば「北枕は縁起が悪い」「黒猫が横
切ると不吉」といった言葉を知っている
人も多いでしょう。普段の生活の中でも
聞くことがあると思いますが、こうした
言い伝えの根拠を考えてみると、明確で
ないものや、根拠のないものがあること
に気付かされます。
　ここでは、こうした言い伝えの是非を問
うわけではありませんが、正しい知識のな
いまま、「周りの人がそう言っているから」
という理由だけで信じてしまうと、「差別」

につながるおそれがあります。
　ところで、あなたは同和問題を知ってい
ますか。
　同和問題は、「同和地区」あるいは「被差
別部落」とも言われる特定の地域での出生
等、その地域の出身であることなどを理由
として続いている人権問題です。
　私たちが何気なく信じていることのなか
には、誰かを差別することにつながってい
るものはないでしょうか。知らないうちに
誰かを傷つけてしまわないように、まずは
自分の心の中にある先入観や固定観念を見
つめ直すことから始めてみませんか。

キンタロー。さん：愛知県出身。大学生時
代に競技ダンス部に入部し、社交ダンスの
全国大会で４位に入賞。2011年4月に松竹
芸能タレントスクールに入り、お笑いタレン
トの道へ。元AKB48前田敦子さんのモノマ
ネなどで人気を博す一方、社交ダンス世
界選手権「2017 WDSF シニア1」で、アジア
人歴代最高位7位の成績を残すなど、社交
ダンスの世界でも活躍中。日本最大級の
ダンスフェスティバルDance Dance Dance 
@ YOKOHAMA 2018では、横浜ダンスパラダ
イス9月30日（日）のフィナーレに出演予定。

プロフィール

ラグビーファンが語る楽しみ方

　25年前の関東学院大学と大東文化大学の試合が
私のラグビー初観戦でした。関東学院大学は、自
分たちよりはるかに大きな外国人選手を抱えた大
東文化大学に初勝利を飾りました。ルールを知ら
なかったけど夢中で応援したこと、勝利の瞬間、皆
が号泣していたことは今でも鮮明に覚えています。
　ラグビーの魅力は、鍛え上げた選手達の激しい
接触プレー、走る、蹴る、投げる、飛ぶなどのプレー
の多様性、そして、ボールが楕円形であることだ
と思います。球体ではないボールはどこに転がる
か分からないため、ラグビー
を更に面白くしています。
　また、選手の声やぶつか
る音、スピード感や臨場感
は会場で観戦をしなければ
味わうことができないので、
ぜひ競技場に足を運んでほ
しいですね。

【この記事に関する問合せは】

市民局ラグビーワールドカップ2019推進課へ
671-4577　 664-0669

  ホームページ
「横浜ラグビー情報」を

オープンしました
　本市のラグビー情報や魅力を発信するホー
ムページを立ち上げました。 
　市内・県内のラグビーに関する情報、スクー
ルや試合会場の突撃取材コラムを随時発信す
るほか、ルールなどに関するコラムも掲載中。
　また、インスタグラムを活用し
た市民参加企画も予定していま
すので、ぜひ一度見てください！

横コレ2018

語り手：籠
かご

谷
や

園
その

子
こ

（関東学院大学職員）

数
々
の
社
交
ダ
ン
ス
大
会
に
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場

し
、入
賞
を
果
た
す



●　　　　　　　　2018（平成30）年 8 月号16

今
月
の
＠
ヨ
コ
ハ
マ
は
、タ
レ
ン
ト
の
キ
ン
タ
ロ
ー
。さ
ん
。
掲
載
は
こ
の
ペ
ー
ジ
の
裏
で
す
。
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がん検診を受けよう!!横浜防災フェア2018
　2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなる時代。
　がんの治療には、早期発見・早期治療が大切です。
　大切な未来のために、がん検診を受けましょう。　普段見ることのできない

ヘリコプターによる水難救助
訓練や、消防・防災関係車両の
展示、防災に関係するブース
が並び、子どもから大人まで
楽しみながら「防災・減災」に
ついて学べます。

【この記事に関する問合せは】

横浜市けんしん専用ダイヤルへ
　664-2606　　 664-2828
8時30分～17時15分（日曜、祝日休み）

【この記事に関する問合せは】

総務局危機管理課へ　 　671-2171　　 641-1677

【この記事に関する問合せは】総務局危機管理課へ
　　 671-4351　　 641-1677横浜防災フェア 検 索

【この記事に関する問合せは】総務局緊急対策課へ
　　 671-2064　　 641-1677横浜市総合防災訓練 検 索

【この記事に関する問合せは】市民防災センターへ
　　 312-0119　　 312-0386横浜市民防災センター 検 索

横浜市がん検診 検 索

●がん検診の種類・費用など

問診、胃部エックス線撮影検査
または胃部内視鏡検査
（エックス線検査と内視鏡検査の両方を
  同一年度に受診することはできません）

問診、胸部エックス線撮影検査

問診、便潜血検査

問診、視診、頸部細胞診検査、内診

問診、視触診+マンモグラフィ検査
（両方の受診が必要）

問診、血液検査

対象者

40歳以上（男女）

50歳以上（男女）

40歳以上（男女）

40歳以上（男女）

20歳以上（女性）

40歳以上（女性）

50歳以上（男性）

費用

3,140円

680円

600円

1,360円

1,370円
（視触診690円
マンモグラフィ680円）

1,000円

受診回数

年度※に1回

2年度に1回
（前年度に受診
していない人）

年度に1回

年度に1回

2年度に1回
（前年度に受診
していない人）

2年度に1回
（前年度に受診
していない人）

年度に1回

検査種類

胃がん
（エックス線）

胃がん
（内視鏡）

肺がん

大腸がん

子宮がん

乳がん

前立腺がん
（PSA検査）

検査項目

※年度とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。

横浜市国民健康保険に加入中の40歳～74歳の人は、
特定健診（無料）も年に一回受診しましょう。

【日時】  8月25日（土）・26日（日）  10時30分～17時
【会場】  赤レンガ倉庫  イベント広場（中区新港1-1）

総合防災訓練
【日時】  9月2日（日）  10～12時
【会場】  保土ケ谷公園（保土ケ谷区花見台4）

展示車両

消火訓練

救急消防フェア
【日時】  9月9日（日）  10時～15時
【会場】  市民防災センター（神奈川区沢渡4-7）

　一人ひとりの防災意識を高
め、地域の防災力・連携を強化
するために行う大規模な防災
訓練です。市民に加えて、多く
の機関が協力して行います。
　当日は警察・消防・自衛隊による訓練のほか、消火器や
AEDの使い方、煙体験や災害模擬体験なども実施します。
　防災訓練を通じて「防災・減災」について考え、いざという
時に備えましょう。

　「9月9日救急の日」に救急防災イベントを開催します。
　AED体験、はしご車搭乗体験、
飲食ブースのほか、東北応援ブー
スとしてのおいしいさんまの
チャリティ配布(数量限定)など、
イベント内容も盛りだくさん。
　子どもから大人まで楽しく学
べるイベントですので、ぜひ参加
してください。

けいぶ

入場無料
荒天中止

見学自由
荒天中止

電動の消防カートにも乗れる

入場無料
荒天中止

肺

子宮頸部

胃

前立腺

乳房

大腸

横浜市 平成30年7月豪雨災害募金
市庁舎・区役所などに募金箱を設置しています。
専用口座への振込も受け付けています。
詳細はホームページを確認してください。


