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毎日8時～21時
に こ に こ

　日に日に暑さが増し、間もなく夏本番。子どもたちが待ちに待った夏休み
ももうすぐです。
　横浜の緑豊かな自然の中では、生き物や草花の観察、川遊びや魚釣りなどが
できます。街中の美術館や博物館では、自由に絵の具を使って思い切り好き

な絵を描いたり、粘土で遊んだり、自分の手を動かして楽しむイベントが盛りだくさんです。動物園で
動物と触れ合ったり、プールで心ゆくまで遊ぶのもいいですね。
　8月に開催される、横浜の街を舞台に繰り広げられる心躍るダンスの祭典「Dance Dance Dance @ 
YOKOHAMA 2018」には、お子さまも参加できる「ダンス縁日」もあります。
　じっくりと自然観察をしたり、スポーツにチャレンジしたり、文化芸術の情緒あふれる世界に触れて
みたりなど、訪れた先での出来事やそこで出会う人との交流は、新しい発見や、驚き・喜びといった感動
を与えてくれます。
　子どもたちには、長い夏休みを存分に使って、わくわくドキドキできる体験をたくさんして欲しいと
思います。
　ぜひ、心に残る楽しい夏をお過ごしください。

楽しい夏休みを

人　口
世帯数

3,740,497人
1,688,999世帯

※紙面中、特に記載がない場合、市
外局番は横浜「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6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。

Photo : Yuta.KPhoto : Yuta.K

子どもとお
でかけ特集

夏を満喫
しよう!!

詳しくは２
・３ページ

へ。

ダ ン ス 　 ダ ン ス 　 ダ ン ス 　 アット

ヨ コ ハ マ 　 ニーマルイチハチ



●　　　　　　　　2018（平成30）年 7 月号2 　　　　　　　 2018（平成30）年 7 月号　●3

よこはまの夏  おもいでの夏 　今日はどこへ行こう。今日は何をしよう。家族で、仲間でこうした話が弾む季節です。
普段経験のできないことを楽しめるのが横浜の夏のいいところ。思い出がまたひとつ増えるかも。
こまめな水分補給など、熱中症に気をつけて出かけてください。

　子どもたちが、「描いたりつくったり」することを楽しみながら、
「自分でする」「自分がする」という気持ちを引き出し、やってみたい
という意欲を育むことを目的としたプログラムです。
　絵の具・ねんど・紙を素材に3つのコーナーで自由に遊べます。

　常設展示室では「横浜に生きた人びとの生活の歴史」をテーマに、
横浜3万年の歴史を6つの時代に分けて展示。「原始Ⅱ」では、博物館
に隣接する約2千年前の弥生時代の遺跡「大塚・歳勝土遺跡」の発掘当
時の全景をジオラマで見ることができます。

子どものアトリエプログラム「親子のフリーゾーン」

申込・入場方法
対　　象：小学生以下の子どもとその保護者
参 加 費：小学生以下無料  保護者および中学生以上100円
定　　員：500人（先着）
開催日時：日曜（月3回程度）  10時～11時30分
受付期間：各開催日の1週間前の日曜12時から開催日2日前の金曜24時まで
申　　込：横浜美術館ホームページ、親子のフリーゾーン「申込フォーム」から

えのぐコーナー
　好きなところに自由に
絵の具で絵を描くフリー
ペインティング、さまざ
まな色を作る色水遊びな
ど、絵の具を使っていろ
いろな遊びができるよ！

スポーツ
土器パズル
　土器の破片を元の形に組み
立てる立体型のパズルです。
　制限時間内に完成できるか
な？

おもしろいぞ！
紙芝居
　昭和の子どもたちが熱中し
た紙芝居の世界を体験できま
す。毎月楽しみに来てくれる
小学生も！ねんどコーナー

　土ねんどを使って自由
に好きなものを作ること
ができます。たくさん
作って遊ぼう！

かみコーナー
　紙やダンボールなどの
端材があります。のりや
はさみも揃っていますの
でアイデアを生かしてさ
まざまなものを作ろう！

場　　所：西区みなとみらい3-4-1
開館時間：10時～18時

子どものアトリエ詳細は、
ホームページを確認してください。

休 館 日：木曜日（8月16日は開館）

場　　所：都筑区中川中央1-18-1
開館時間：9時～17時（券売は16時30分まで）※

※大塚遺跡・都筑民家園を除く
　公園部分は24時間オープン

休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌日）
入 館 料：一　　般  400円

高・大学生  200円
小・中学生  100円

場　　所：中区山下町18
開館時間：9時30分～17時

（入館は16時30分まで）

休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌日）
入 館 料：高校生以上 400円
　　　　　小・中学生  200円

つくってみよう(ワークショップ)

ラストサタデープログラム

夢のドールハウス＆ドール ～12分の1の世界～

ミニチャーハンの食品サンプルづくり
日　時：8月4日（土）・5日（日）　
　　　　10時～・12時～・14時～
参加費：500円  別途入館料が必要

アイスせっけんづくり
日　時：8月25日（土）・26日（日）
　　　　10時～・12時～・14時～
参加費：400円  別途入館料が必要

　定　員：各回15人
　申込方法： 7月15日（日）までに横浜人形の家ホームページから
　　　　　　※申込多数の場合は抽選

　ドールハウスをはじめ、12分の1サイズのドールや服、小物、ミニチュアのお店な
どを紹介します。小さな夢の世界に、それぞれの物語を思い描いて見てください。

日　時：7月7日（土）～8月26日（日）
観覧料：〈小・中学生〉150円　〈高校生以上〉300円
　　　　別途入館料が必要

　毎月最終土曜日開催。楽しく歴史に触れられる、博物館ならではのイベントを
行っています。（高校生以下は毎週土曜日入館無料）

　事前申込なしで参加できるワークショップが7月25日から新たにはじまります！

　館内のミュージアムショッ
プでオリジナルキットを購入
して「勾玉」、「小田原提灯」な
どをボランティアの人たちと
一緒に作ろう！

　「見て」「触れて」「感じて」遊ぶことができる企画展を随時開催。
家族で楽しい時間を過ごしてください。

帆船日本丸

親子で体験！日本丸の帆をはろう！
日時：7月16日（祝）　
　　　13時～13時30分、14時～14時30分
場所：帆船日本丸
定員：各回60人（開始30分前より整理券を配付、定員になり次第終了）
料金：入館料のみ

楽しく学べる企画が盛りだくさん 7月22日（日）深海調査船の見学会

日時：7月21日（土）・22日（日）　10時～17時
場所：大さん橋ホール（大さん橋国際客船ターミナル内）
料金：入場無料

日時：7月14日（土）・15日（日）
　　　11時30分～20時30分

場所：山下公園  及びその周辺、公園前海上

　本物の船や生き物など、海のさまざまな魅力を体験できるイベント。夏のお出
かけや子どもたちの自由研究にもおすすめです。

　花火の打ち上げやパレード、横浜の老舗や
世界の食のレストランなど多彩なプログラ
ムを展開します。

　子どもから大人まで、気軽にダンスに
触れ、夏の横浜を楽しむ「ダンス縁日」と
連携した、スペシャルステージ！

スパークリングトワイライト

ダンス縁日＠横浜ベイサイドステージ

　帆船日本丸では、現役当時の姿を多くの人に見て
もらうため、定期的にイベントを実施しています。

○C JAMSTEC

日時：8月8日（水）
場所：象の鼻パーク 特設ステージ
出演：レ・ロマネスク ほか
料金：入場無料

レ・ロマネスク

○C Akihiko Sonoda

7月14日から9月24日まで
「モネ  それからの100年」が開催されます。

横浜美術館 検 索 横浜人形の家 検 索
【この記事に関する問合せは】横浜人形の家へ

671-9361　　 671-9022
【この記事に関する問合せは】横浜美術館へ

　 221-0300　　 221-0317
横浜市歴史博物館 検 索

広報よこはま拾い読み 検 索

【この記事に関する問合せは】

横浜市歴史博物館へ
　　 912-7777　　 912-7781

ワークショップ「れきし工房」

帆船日本丸 検 索
【この記事に関する問合せは】

帆船日本丸・横浜みなと博物館へ
　　 221-0280　　 221-0227

スパークリングトワイライト 検 索

【この記事に関する問合せは】

実行委員会運営事務局へ
　　 681-2353　　 681-3735

うみ博 検 索
【この記事に関する問合せは】運営事務局へ

663-9151　　 227-0965

DDD横浜 検 索
【この記事に関する問合せは】実行委員会へ

663-1365　　 663-1928広報よこはま拾い読み  「親子のフリーゾーン」生き生きとした参加者の様子、主催者の思いを動画で紹介!
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観覧料：一　般 1,600円　　高・大学生 1,200円　　
中学生 　600円　　小学生以下 無料

※65歳以上の当日料金は1,500円（要証明書、美術館券売所でのみ販売）。

企画展示室では7月21日から9月9日まで、明治150年記念企画展
「戊辰の横浜 名もなき民の慶応四年」を開催します。
観覧料：一般  500円　　高・大学生  200円　　小・中学生  100円
※高校生以下は毎週土曜日入館無料

総帆展帆
日時：7月16日（祝）　
　　　展帆/10時30分～11時30分　
　　　畳帆/15時～16時
場所：帆船日本丸
定員：なし
料金：船内見学は要入館料
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【この記事に関する問合せは】運営事務局へ

663-9151　　 227-0965

DDD横浜 検 索
【この記事に関する問合せは】実行委員会へ

663-1365　　 663-1928広報よこはま拾い読み  「親子のフリーゾーン」生き生きとした参加者の様子、主催者の思いを動画で紹介!
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観覧料：一　般 1,600円　　高・大学生 1,200円　　
中学生 　600円　　小学生以下 無料

※65歳以上の当日料金は1,500円（要証明書、美術館券売所でのみ販売）。

企画展示室では7月21日から9月9日まで、明治150年記念企画展
「戊辰の横浜 名もなき民の慶応四年」を開催します。
観覧料：一般  500円　　高・大学生  200円　　小・中学生  100円
※高校生以下は毎週土曜日入館無料

総帆展帆
日時：7月16日（祝）　
　　　展帆/10時30分～11時30分　
　　　畳帆/15時～16時
場所：帆船日本丸
定員：なし
料金：船内見学は要入館料

（常設展観覧料）
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生活あんしんサポート事業
～横浜市生活支援サービス高齢者見守り恊働事業～

横浜市生活あんしん 検 索 【この記事に関する問合せは】健康福祉局高齢在宅支援課へ　　 671-2405　　 681-7789

【利用者負担に関する問合せは】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　　 671-4253　　 681-7789
【サービス利用に関する問合せは】居住区の区役所高齢・障害支援課へ

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

事業者名 電話番号主な料金サービス

0120-123-581

823-0765

547-1400

472-7912

949-0091

847-1800

470-6441

963-1977

989-2325

433-8816

372-3384

624-1593

505-9574

260-0873

625-3274

836-1801

374-3673

843-8328

762-0851

791-7690

334-7746

442-4240

341-4192

921-5550

520-8544

471-3877

360-0131

717-5941

935-1477

　   … 生活支援（家事援助など）　　   … 買物代行・同行
　   … その他（配食・食材宅配など）

青葉区

都筑区

保土ケ谷区 西区

港北区

鶴見区

神奈川区

緑区

瀬谷区 旭区

中区
泉区

戸塚区

南区

磯子区

金沢区

港南区

栄区

■事業者のサービス提供区

　生活あんしんサポート事業は、掃除、配食、草むしり、電球交換、買い
物代行・同行など、日常の困りごとを民間事業者が手伝う事業です。
サービス提供時、利用者に異変などがあった場合は、親族へ連絡する
など見守りを行います。
　サービス内容や利用料金※などについては、「事業者一覧」と「事業
者のサービス提供区」から事業者を選び、直接問い合わせてください。

宅　　配：108円/週1回

生活支援：1,620円/30分未満

生活支援：1,296円/1時間

生活支援：500円/15分

生活支援：600円/10分

生活支援：500円/30分

生活支援：2,000円/1時間

生活支援：750円/15分

生活支援：500円/15分

生活支援：1,080円/20分

生活支援：500円/15分

生活支援：1,250円～/1時間

生活支援：500円/15分

生活支援：1,500円/30分

生活支援：4,500円/２時間 

買い物代行：300円/1回

生活支援：500円/15分

生活支援：680円/15分

生活支援：500円/15分

生活支援：1,500円/1時間

生活支援：500円/15分

買い物代行：300円/１回

生活支援1,080円/30分

買い物代行・同行：200円/1回

生活支援：1,380円/30分

買い物代行：購入代金の10％

生活支援：1,900円/1時間

生活支援：2,970円/1時間

生活支援：600円/15分

■事業者一覧
※サービス・商品の代金は自己負担です（公的サービスではありません）。

　65歳以上の人の介護保険サービス利
用時の利用者負担の割合は、所得に応じ
て1割または2割と定められていました
が、8月1日利用分からは、特に所得の高
い人については「3割」になります。
　要介護(支援)認定などを受けている人
に対しては、利用者負担の割合を証する
「介護保険負担割合証」を交付していま
す。
　この証は毎年7月31日に有効期限が切
れることから、8月1日以降有効な新しい
証を、7月上旬に区役所から送付します。

■利用者負担割合の判定　※利用者負担割合の基準は、政省令などで定められることにより確定します。

※1  税法上の合計所得金額から土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額。
※2  合計所得金額から公的年金等に係る雑所得（公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額）を差し引いた金額。

①本人が市民税非課税の人
②本人の合計所得金額※1が160万円未満の人
③本人の合計所得金額が160万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす人
ア．世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、
本人の「公的年金等収入額＋その他の合計所得金額※2」の合計が280万円未満

イ．世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の
「公的年金等収入額＋その他の合計所得金額」の合計が346万円未満

④生活保護等受給者
⑤旧措置入所者(平成12年4月1日以前から、市町村の措置により特別養護老人ホームに入所している人)
⑥第2号被保険者(40歳から64歳までの人)

①1割に該当しない人のうち、本人の合計所得金額が220万円未満の人
②本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす人
ア．世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、
本人の「公的年金等収入額＋その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満

イ．世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の
「公的年金等収入額＋その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満

1割及び2割の条件に該当しない人

割合

1割

2割

3割

基準
8月から
一定以上の所得がある人は
介護保険サービスの
利用者負担割合が変わります

※問合せの内容や氏名、住所などの個人情報は保護されます。

家事 買い物 その他
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■市長とのティー・ミーティング
　参加グループ（平成30年度下半期分）
市長と意見交換。15歳以上（中学生除
く）のグループ、抽選2組。詳細はチラ
シ（区役所広報相談係で配布）か で

7月31日まで
市民局広聴相談課（ 671－2333
212－0911）

■市職員（高校卒程度、免許資格職、社会人）
詳細は受験案内（7月上旬から区役所
広報相談係で配布）か で

1次試験日＝9月23日（日）
7月27日まで
人事委員会任用課（ 671－3347
641－2757）

■自衛官等
航空学生、一般曹候補生、自衛官候
補生。詳細は問合せを

9月7日まで
自衛隊神奈川地方協力本部（ 662
－9429 662－9498）か市民局区連
絡調整課（ 671－2728）か区役所総
務課

■都市計画審議会市民委員
まちづくりに携わった経験のある20歳
以上の在住者、選考2人。11月から2年

8月3日までに で
建築局都市計画課（ 671－2657
664－7707）

■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。①青葉区市ケ尾
町ほか・都筑区大丸ほか②鶴見区鶴見
中央ほか③戸塚区品濃町ほか。事前
に抽選で順位を決め、空家発生時に
入居をあっせん｡ 申込時に在住か在
勤の60歳以上

①7月20日まで②③7月27日までに
募集案内（7月6日から区役所広報相
談係で配布）で
①丸西建設（ 042－796－6307）②住
宅供給公社（ 451－7766）③パワー
ズアンリミテッド（ 439－0028）
か、建築局住宅政策課（ 671－
4121 641－2756）

■よこはまグッドバランス賞認定事業所
男女ともに働きやすい中小事業所。
各種認定メリットあり。詳細は で

8月31日まで
説明会 各14時30分。7月11日（水）男
女共同参画センター横浜南で開催。
7月30日（月）開港記念会館で開催
政策局男女共同参画推進課（ 671
－4479 663－3431）

■知的・精神障害のある人 市嘱託員募集
パソコン入力、庁内メールの運搬・仕
分けほか。詳細は募集案内（区役所広
報相談係で配布。 から入手）で

1次選考日＝7月21日（土）
7月17日まで
総務局人事課（ 671－4003 662－
7712）

■児童扶養手当現況届の提出を
認定中の人（支給停止含む）へ7月中に案内
を送付。8月中に区役所へ提出を。受給か
ら5年以上の人は関係書類の提出も必要

区役所こども家庭支援課かこど

も青少年局こども家庭課（ 680－
1192 641－8424）

■①障害児福祉手当・特別障害者手当
　②特別児童扶養手当
所得制限あり。施設入所者除く。①日
常生活で常に介護を必要とする重度障
害児・者②障害児を監護する父母等

居住区の福祉保健センター
申込先か①健康福祉局障害福祉課

（ 671－3891 671－3566）②こど
も青少年局こども家庭課（ 680－
1192 641－8424）

■シニアボランティアポイント
　登録研修会
65歳以上、先着｡ 詳細は7月11日から
チラシ（区役所高齢・障害支援課で配
布）か で

各13時～16時
　8月3日（金）＝保土ケ谷公会堂、8月

29日（水）＝金沢地区センター、9月6
日（木）＝都筑公会堂、9月12日（水）＝
開港記念会館、9月28日（金）＝戸塚
公会堂、10月5日（金）＝港北公会堂
7月11日から で事務局（ 671－0296）
申込先か健康福祉局介護保険課

（ 671－4252 681－7789）
■人工肛門・膀胱 初心者相談会
人工肛門・膀胱保有者か関係者、当日
先着100人

7月15日（日）13時30分～16時30分
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）
■障害者パソコン講習会 入門
　①パソコン②③パソコン&iPad
15歳以上（中学生除く）、各抽選8人。
①肢体・内部・精神・聴覚等障害の初心者、
2,080円②③知的障害の初心者、500円

各13時～16時｡ ①8月7日（火）～10日
（金）、全4回②8月20日（月）・21日（火）、
全2回③8月22日（水）・24日（金）、全2回
横浜ラポール
7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）
■腎不全者料理教室
抽選20人、500円

8月26日（日）9時30分～12時
技能文化会館
7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）
申込先か健康福祉局障害福祉課

（ 671－3602）
■平成30年度版｢暮らしのガイド｣
　点字版・デイジー版発行
点字版は会場で閲覧可、郵送希望は
問合先へ。デイジー版は会場で配布

7月23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（ 671－3736 661－
2351）

■薬物依存症者と家族フォーラム
講演、体験談ほか。当日先着500人

8月26日（日）10時30分～16時30分
南公会堂
健康福祉局障害福祉課（ 671－
3602 671－3566）

■講演｢すい臓がんと膝・股関節の痛み」
当日先着300人

7月13日（金）14時～16時
横浜ラポール
横浜労災病院（ 474－8111 474－
8344）

■講演｢ひざの痛みと物忘れ｣
当日先着310人

7月17日（火）13時30分～16時
杉田劇場
脳卒中・神経脊椎センター（ 753－
2500 753－2894）

■ぜんそく等リハビリ教室
　「正しい薬の使い方」
ぜんそくや肺気腫等の人と家族、先着20人

7月25日（水）14時～15時30分
鶴見中央コミュニティハウス
7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）

■市大エクステンション講座
　｢女性のがん｣
先着150人。詳細は で

8月3日（金）14時～16時
アートフォーラムあざみ野
7月11日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）

■講座｢夏休み子ども向けミニ病院体験」
小学4～6年生、抽選50人。保護者同伴

8月5日（日）13時～16時
7月20日までに で
会場の市民病院（ 331－1961 332
－5599）

■ボランティア養成講座 入門 
　視覚障害者への①音訳②点訳
各抽選20人、3,000円

各14時～16時
　①9月 5 日～11月28日の水曜、全13回
　②9月11日～12月18日の火曜、全15回

①健康福祉総合センター
　②鶴見区社会福祉協議会

7月31日までに に を書
いて、視覚障害者福祉協会（〒222
－0035港北区鳥山町1752、 475－
2061 475－2064）
申込先か健康福祉局障害福祉課

（ 671－3602）
■歴史を生かしたまちづくりセミナー
当日先着200人、500円｡ 詳細は7月2
日から で

7月15日（日）13時30分～16時
開港記念会館
都市整備局都市デザイン室（ 671
－2023 664－4539）

■夏休み親子下水道教室
水再生センター、ズーラシアなどを見学。
小学生と保護者、各先着50人｡ 詳細は で

8月7日（火）～10日（金）・14日（火）・15日（水）
7月11日から
環境創造局下水道施設管理課（
671－3969 641－4870）

■セミナー｢人とペットの災害対策｣
当日先着300人

8月11日（祝）10時～11時45分
社会福祉センター
動物愛護センター（ 471－2111
471－2133）

■夏休み親子料理教室
小学4年～中学生と保護者、抽選15組

30人。1組2,000円
8月11日（祝）9時～13時30分
7月25日までに で
会場の中央卸売市場本場（ 459－
3337 459－3307）

■パンを知ろう 親子料理教室
小学3～6年生と保護者、各抽選16組
32人｡ 1組1,500円。詳細は で

8月23日（木）9時・13時
横浜綜合パン
7月18日まで
よこはま学校食育財団（ 662－2541 

662－7834）
■教室｢作って学ぼう 電気のおもし

ろさ大切さ｣
模型電気自動車、オルゴールを製作。
小学生、各コース先着25人。小学1～
3年生は保護者同伴

8月12日（日）9時30分・11時30分・14
時・16時
かながわ県民センター
7月11日から で
文化観光局 MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■シルバーIT講習 入門
　①初めてのパソコン
　②初めてのワード
50歳以上、各抽選18人｡ 3,700円｡ 詳
細は問合せを

各火・水曜の9時30分～12時、全2回
　①8月7・8日、9月4・5日②8月14・15

日、9月11・12日
①7月25日まで②8月24日まで
会場のシルバー人材センター（
847－1800 847－1716）

■展示｢横浜の昭和を生きた人びと｣
7月14日（土）～9月17日（祝）
中央図書館
市史資料室（ 251－3260 251－
7321、7月17日休み）

■図書館で夏休み
調べもの講座、図書館体験ほか。詳
細は7月2日から で

7月18日（水）～8月31日（金）
市立図書館18館
中央図書館（ 262－7334 262－
0052、7月17日休み）

■人権よこはまキャンペーン2018
パラリンピック競技体験、パネル展示ほか

7月21日（土）12時～16時30分
新都市プラザ
市民局人権課（ 671－2718 681－
5453）

■8月1日は水の日
水循環のパネル展示

8月1日（水）11時～16時
センター北駅3F出口2
道路局河川管理課（ 671－2855
651－0715）

■市民防災センターで
　①サマーフェスティバル
　②消防音楽隊ふれあいコンサート
　③夏休み防災自由研究
③小学生、各先着50人。一部有料

①7月22日（日）10時～16時
　②8月4日（土）13時30分～14時30分

③音楽＝8月4日（土）、火災＝8月15日（水）
③7月11日から で
会場の市民防災センター（ ①③
312－0119②311－0100、 312－0386）
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■衛生研究所施設公開
科学実験体験や衛生情報の紹介

8月4日（土）9時30分～16時
会場の衛生研究所（ 370－8460
370－8462）

■環境科学研究所施設公開
身近な環境の調査・研究の紹介

8月5日（日）9時30分～16時
会場の環境科学研究所（ 453－
2550 453－2560）

■みなとみらい風力発電体感イベント
オリジナル風車づくりほか

8月4日（土）・5日（日）10時～16時
マークイズみなとみらい
環境創造局環境エネルギー課（
671－2681 641－3490）

■カーボンオフセットプロジェクト
参加者募集

省エネ行動をする市民に抽選でプレ
ゼント。詳細は7月2日から で

市コールセンター（ 664－2525
664－2828）

■動物愛護センター自由研究企画
小・中学生、各当日先着100人

各10時～11時。7月26日（木）・8月23日（木）
会場の動物愛護センター（ 471－
2111 471－2133）

■工業用水道施設・ユーザー工場 バス見学会
小学4～ 6年生と保護者、抽選40人。
詳細は で

7月27日（金）9時15分～16時15分
小雀浄水場と磯子火力発電所
7月17日まで
水道局工業用水課（ 954－3331
953－4274）

■横浜建築高等職業訓練校 見学会
中学生～40歳、各先着10人。詳細は

で
各10時～12時30分

　①7月28日（土）②8月4日（土）
①産業技術短期大学校
②横浜建築高等職業訓練校
①7月12日から②7月18日から
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■国際交流協会で
①夏休み地球市民講座
②国際機関で働きたい人のための
キャリア・ガイダンス

高校生以上30歳以下か教職員、各先着。
①各30人②70人。500円。詳細は で

①8月24日（金）10時・13時・15時
　②8月25日（土）14時

7月11日から
会場の国際交流協会（ 222－1174 

222－1187）
■子ども国際平和スピーチコンテスト

参観者募集
各抽選100人｡ 詳細はチラシ（区役所
広報相談係で配布。 から入手）で

各13時30分～16時30分。小学生の部＝
7月24日（火）、中学生の部＝7月25日（水）
西公会堂
7月17日まで
教育委員会国際教育課（ 671－
3585 664－5499）

■市営交通カレンダー2019 写真募集
詳細は で

7月23日まで
市コールセンター（ 664－2525
664－2828）

■ヨコハマ・四季の緑フォトコンテ
スト  作品募集

詳細は申込書（区役所広報相談係で
配布）か で

9月20日まで
緑の協会（ 228－9421 680－2031）

■横浜港客船フォトコンテスト
作品募集

2017年9月～2018年8月に横浜港で撮
影のクルーズ客船写真。詳細は申込

書（区役所広報相談係で配布）か で
9月18日まで
事務局（横浜港振興協会内、 671－
7241 671－7350）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
在住で当日まで有効なパスポートか
運転免許証所持者、抽選46人（乳幼
児も1人）。20歳未満は保護者同伴。詳
細は で

8月15日（水）11時～12時30分
大さん橋国際客船ターミナル
7月17日まで
事務局（ 663－7267 681－2695）
か港湾局客船事業推進課（ 671－7272）

■市民クルーズ 飛鳥Ⅱ 四日市・土佐
抽選15室。大人1人、150,450円～｡ 横
浜港発着。詳細は7月2日からチラシ

（区役所広報相談係で配布）か で
11月18日（日）～22日（木）
取扱旅行会社｡ 7月31日まで
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■道志村キャンプ場 市民優待
18歳以下の利用料（キャンプ場＝1人
1泊600円まで、テントサイト＝1区画
1泊1,000円まで）を助成。詳細は で

2019年3月31日利用分まで
道志村観光協会（ 0554－52－1414）
かこども青少年局青少年育成課

（ 671－2353 663－1926）
■横浜銀行アイスアリーナ 区民優待月間
貸靴付利用料金を割引。住所が確認
できるものを持参。詳細は で

7月＝磯子・金沢・栄・南区、8月＝港
南・戸塚・中・西区、9月＝神奈川・鶴
見・緑区、10月＝旭・泉・瀬谷・保土
ケ谷区、11月＝青葉・港北・都筑区
会場の横浜銀行アイスアリーナ

（ 411－8008 411－8010）
■スケート体験教室
各先着。①小学生以上、30人。1,000
円②4～6歳の未就学児、40人。700円

①7月29日（日）・8月15日（水）17時～18
時②8月8・22日・9月12・19日の水曜
14時30分～15時30分
開催日の2週間前から で、会場の
横浜銀行アイスアリーナ（ 411－
8008 411－8010）

■国民年金保険料免除等の制度
原則、本人・世帯主・配偶者の前年所
得が一定の金額以下か失業等で納付
が困難な人。本人が50歳未満の場合、
納付猶予制度もあり。希望者は区役
所で申請。詳細は問合せを

居住区の区役所国民年金係か健康
福祉局保険年金課（ 671－2418
664－0403）

■後期高齢者医療制度
①保険証更新②保険料率改定

①8月1日から新保険証（橙色）に。7
月中に送付②平成30・31年度分。均
等割額＝41,600円、所得割率＝8.25％

区役所保険年金課か健康福祉局医療
援助課（ 671－2409 664－0403）

■市有地の先着順販売
価格等詳細は募集要領（問合先で配
布。 から入手）で。売却済みの場合
あり、事前に問合せを

財政局取得処分課（ 671－2264
662－5369）

■病児保育室の新規開所
6か月～小学6年生の病気の子を預
かる施設。1日2,000円（実費負担等あ
り）。要事前登録・予約

月～金曜（祝休日除く）8時30分～18時
しんぜんクリニック｢しんぜん病児保
育室｣（泉区、 435－5580）、バニーこ
ども診療所「病児保育室ラパンノアー
ル」（磯子区、 830－0767）、かわなこ
どもクリニック「病児保育室かんが
るーむ」（金沢区、 374－5761）
会場かこども青少年局保育・教育運
営課（ 671－2427 664－5479）

■新生児聴覚検査費用の一部補助
市内に住民登録がある妊婦が2018年7月
1日以降に出産した新生児。詳細は で

こども青少年局こども家庭課（
671－3874 681－0925）

■南高校附属中学校説明会
小学6年生と保護者、各当日先着。居
住区による時間指定あり。詳細は で

7月26日（木）・28日（土）
南公会堂
南高校附属中学校（ 822－9300
822－2876）

■横浜サイエンスフロンティア高校
附属中学校説明会

小学6年生と保護者、各先着
7月28日（土）・29日（日）
7月13日から で
会場の横浜サイエンスフロンティ
ア高校附属中学校（ 511－3654
506－3680）

■性別による差別等の相談
月～水・金・土曜の9時～16時

で男女共同参画センター横浜
（ 862－5063 862－4811）

■がん体験者による相談
毎月第1木曜・第2金曜・第3・4水曜
の11時～16時
会場の市民病院（ 331－1961 341
－9781）

■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

①8月8日・9月12日・10月10日の水曜14
時～15時30分②8月16日・30日・9月20
日・10月18日の木曜14時～16時
みなと赤十字病院
7月11日から で健康福祉局保健
事業課（ 671－2493 663－4469）

■｢財政のあらまし（1）｣の閲覧
平成30年度当初予算及び平成29年度
下半期の予算執行状況。 からも可

市役所市民情報センター、区役所
広報相談係
財政局財政課（ 671－2231 664－
7185）

■季刊誌「横濱」61号発売
「京急線が好き。｣、610円。デイジー
版は7月下旬から市役所市民情報セ
ンターで販売、600円

7月6日（金）
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横浜動物の森公園未整備区域
基本計画（案）
②犯罪被害者等支援に関する条例案の骨子
③地球温暖化対策実行計画
④環境管理計画

　（生物多様性横浜行動計画含む）
⑤下水道事業中期経営計画2018
⑥災害廃棄物処理計画（素案）
⑦一般廃棄物処理基本計画推進計画素案

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、問合先で。 からも可

①7月25日まで②7月27日まで
　③～⑦7月31日まで

①環境創造局公園緑地整備課（
671－4125 671－2724）②市民局人権
課（ 671－3118 681－5453）③温暖化
対策統括本部調整課（ 671－2623

663－5110）④環境創造局政策課（ 671
－4102 641－3490）⑤環境創造局下
水道事業マネジメント課（ 671－
3865 664－0571）⑥資源循環局総務
課（ 671－2501 641－1807）⑦資源
循環局政策調整課（ 671－2502
641－1807）

■都市計画マスタープラン 市民意見募集
①神奈川区②南区③保土ケ谷区
区プラン改定原案

資料の閲覧は期間中、市役所市民情
報センター、区役所企画調整係（①
神奈川②南③保土ケ谷区）、問合先
で。 からも可

①③7月11日～27日②7月2日～20日
区役所企画調整係①神奈川（ 411
－7028 314－8890）②南（ 341－
1233 341－1240）③保土ケ谷（
334－6227 333－7945）

■公共事業事前評価 市民意見募集
中央卸売市場本場青果部施設整備事業

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（神奈川）、問合先で。 からも可

7月2日～8月2日
①経済局運営調整課（   459－3302
     459－3307）

■みなとみらいホール〔 682－2020 
682－2023、7月9・30日休み〕

ヨコハマ・コーラルフェスト出演合唱団募集
抽選118団体。1団体5,000円と1人1,500円

2019年2月15日（金）～17日（日）
8月24日までに申込書（区役所広報
相談係で配布）で
事務局（和田 080－5979－4580）

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－110－1、
231－2515 231－4545、7月18・19日休み〕

名作落語の夕べ
3,100円、会場で販売中

8月4日（土）18時～20時30分
■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031、7月2・9日・8月
6日休み〕
修羅能の世界 修羅能と狂言
語「那須」、狂言「薩摩守」「通円」。
3,000円～4,500円、会場で販売中

10月7日（日）11時～12時30分
■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室「我が家のお葬式を考える」
当日先着80人

8月24日（金）13時30分～15時30分
港南区役所

※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〕
フォーラム南太田全館休館

10月1日（月）～11月5日（月）。音楽室
のみ11月14日（水）まで

■山手西洋館〔山手234番館（ ・ 625－
9393、第4水曜休み）〕
絵本フェスティバル2018

7月14日（土）～16日（祝）・20日（金）～22日（日）
西洋館7館

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

の場合翌日）休み〕
森を守るボランティア体験
小学生以上（小学生は保護者同伴）。
詳細は で

8月19日（日）9時30分～14時
7月11日から
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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

7月 7日
14日
21日
28日

※タイトルは変更になる場合があります。

都筑区特集
横浜と客船
ハマの夏休み
体が喜ぶ夏グルメ

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。

7月6日発売

横浜を感じるミニコラム

 『“くんちゃん”の成長を通して』 上白石 萌歌（女優）

　子どもの頃は横浜というと、教科書で見た街、異
国の地という印象で、自分とはちょっと縁遠いなと
思っていました。でも中学1年生で上京してからは、

学校の行事で中華街に行ったり、家族でスパゲティ
ナポリタン発祥のホテルに行って実際に食べたり、
友達とみなとみらいに遊びに行ったりして、上品で
オシャレなだけでなく、楽しくて親しみやすい街だ
なと思い、とても身近に感じるようになりました。
　7月公開のアニメーション映画「未来のミライ」は
そんな横浜の磯子が舞台になっています。私は主人
公の4歳の男の子、“くんちゃん”を演じています。声
優初挑戦で、年齢も性別もまったく違う役。しかも
元気で活発な“くんちゃん”と違って、私は大人しく
てよく寝ている子だったので（笑）、役作りの参考に、
実際に保育園にお邪魔して4歳の男の子と一緒にかけ
っこをしたり、積み木で遊んだりさせて頂きました。
  「未来のミライ」は本当に色々な顔を持った作品で、
観る人によって様々な印象を持ってもらえると思い
ます。子どもの目線で見ると4歳の男の子の冒険の
お話ですし、大人から見るとちょっと懐かしく感じ

てもらえるようなエピソードがたくさんあります。
でも全ての世代の方に共通で感じて頂けるのは、家
族の絆の強さだと思います。私が演じる“くんちゃん”
の行動・成長を通して、目には見えない家族のつな
がりや、その大切さを感じてもらえると嬉しいです。

保険料は全員に納めてもらう均等割額と年収に応じて納めてもらう
所得割額があります。

高齢者と若者の間での世代間公平や高齢者間での世代内公平を図り、負担能力に応じた負担を
していただくため、医療保険制度が見直されます。

【この記事に関する問合せは】
区役所保険年金課または神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンターへ

0570-001120　 441-1500

 【この記事に関する問合せは】 
区役所保険年金課または

（75歳以上の人）神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンターへ
0570-001120　 441-1500

（国民健康保険に加入の70歳～74歳の人）健康福祉局保険年金課へ
671-2424 664-0403

一部の後期高齢者の
保険料を見直します 

70歳以上の高額療養費の
上限額が変わります

後期高齢者医療制度に
加入する前日に被用者保険の

被扶養者だった人

保険料算定の基となる
所得金額が58万円以下の人

健康福祉局からのお知らせ

被保険者の皆さんには7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。

均等割額が
変わる人の
年間保険料

所得割額が
変わる人の
年間保険料

本
来
の
均
等
割
額

納付額
（3割）

納付額
（5割）

平成
29年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
30年度

７
割
軽
減

５
割
軽
減

本
来
の
所
得
割
額

本
来
の
所
得
割
額

納付額
（8割）

２
割
軽
減

軽
減
な
し

例：年金収入211万円の場合30年度平
成

年間保険料

均等割額：20,800円(5割軽減)
所得割額：0円

30年度平
成

年間保険料

均等割額：33,280円(2割軽減）
所得割額：（年金収入211万円－
控除153万円)×所得割率8.25%
＝47,850円
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平成
29年度

平成
29年度

平成
30年度
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例：年金収入211万円の場合

20,800円30年度平
成

年間保険料

均等割額：20,800円(5割軽減)
所得割額：0円

30年度 81,130円
平
成

年間保険料

均等割額：33,280円(2割軽減）
所得割額：（年金収入211万円－
控除153万円)×所得割率8.25%
＝47,850円

所得区分

国民健康保険・
後期高齢者
医療制度の場合

8月診療分からの
自己負担上限額（月）

（赤い太枠内が変更部分です）

自己負担
割合

住民税
課税区分

外来
(個人ごと)

外来＋入院
（世帯ごと）

現役並みⅢ

3割

課税所得
690万円以上

252,600円+（医療費−842,000円）×1％
＜多数回140,100円※2＞

現役並みⅡ※1 課税所得
380万円以上

167,400円+（医療費−558,000円）×1％
＜多数回93,000円※2＞

現役並みⅠ※1 課税所得
145万円以上

80,100円+（医療費−267,000円）×1％
＜多数回44,400円※2＞

一般 1割または
2割

課税所得
145万円未満

18,000円
年間上限
144,000円

57,600円
＜多数回44,400円※2＞

低所得者Ⅰ・Ⅱ 1割または
2割 非課税世帯 変更ありません

※それ以外の健康保険・共済組合などに加入している人は、加入している健康保険に問
い合わせてください。

対象者 対象者

８月診療分から70歳以上の高額療養費の自己負担上限額が変わります。
所得区分が現役並みの人は、外来のみの上限額が廃止され、住民税の課 
税区分によって上限額が細分化されます。一般の人は、外来の上限額
が引き上げられます。

上
かみしらいし

白石 萌
も か

歌さん：2000年生まれ。2011年 
に第7回「東宝シンデレラ」オーディション
で、当時史上最年少の10歳にてグランプ
リに選ばれ芸能界入り。2012年に女優とし
てデビュー。以後、ドラマ、映画など数々の
話題作に出演。横浜の磯子が舞台となる、
細田守監督のアニメーション映画「未来の
ミライ（2018年7月20日公開予定、東宝）」で
は、主人公である4歳の男の子、“くんちゃ
ん”を演じる。さらに映画「3D彼女 リアル
ガール（9月14日公開予定）」、10月からは舞
台「るろうに剣心」に出演する。

プロフィール

「
未
来
の
ミ
ラ
イ
」

（
細
田
守
監
督・ス
タ
ジ
オ
地
図
作
品
）

2
0
1
8
年
7
月
20
日（
金
）よ
り

全
国
東
宝
系
に
て
公
開

※1　�現役並みⅠ・Ⅱの人は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることがで
きます。

※2　�診療月を含む12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目から「多
数回」該当となり、＜＞内の金額に上限額が下がります。
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今
月
の
＠
ヨ
コ
ハ
マ
は
、女
優
の
上
白
石
萌
歌
さ
ん
。
掲
載
は
こ
の
ペ
ー
ジ
の
裏
で
す
。
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【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

マイナンバーカードを使って
コンビニで住民票などが取得できます！ 

コンビニ交付サービス
一時休止のお知らせ

横浜市　コンビニ交付 検 索

ガチチャーハン！ 検 索

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

　マイナンバーカードを使って、マルチコピー機のある全国のコンビ
ニで住民票などの証明書を取得できる、コンビニ交付サービスを利用
することができます。区役所が開いていない休日や早朝・夜間でも利
用できるほか、住民票などの一部の証明書は窓口よりも手数料が安く
なります。
　詳しくはホームページを確認してください。

ガチでうまい横浜の商店街チャーハンNo.1決定戦

「ガチチャーハン！」開催中！  
　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8弾は、「チャーハン」
をテーマに開催中です。
　各店自慢の40商品がエント
リーし、エントリー店を巡る
スタンプラリーなど、楽しい
企画が盛りだくさん。エントリーブックを手に入
れて、商店街を巡り、ぜひお気に入りの「チャーハ
ン」に投票してください。

横浜にオリンピックがやってくる！
【Tokyo 2020 2 Years to GO！】 in Yokohama

　1964年の東京大会から56年ぶりに、日本でオリンピック・パラ
リンピックが開催され、オリンピック競技のうち野球・ソフト
ボール競技とサッカー競技が本市で行われます。
　また、英国オリンピック・パラリンピック代表チームの事前
キャンプが、横浜市・慶應義塾大学・川崎市で実施されることも決
定しています。
　世界から注目が集まる東京2020オリンピック・パラリンピック
を、横浜から盛り上げていきましょう。

　システムメンテナンスのため、次の日程で終日、
証明書のコンビニ交付サービスを一時休止します。
　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。

便利です

【サービス休止日】
7月14日（土）  終日

【投票期間】  7月31日（火）まで
【投票方法】  ホームページ、エントリー店設置の投票箱、郵送
【エントリーブック配布場所】

エントリー店、エントリー店所属商店街、
区役所地域振興課、市役所市民情報センターほか

【各賞発表】  8月（予定）

【開催期間】  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）

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）

【この記事に関する問合せは】

（一社）横浜市商店街総連合会へ
　　 250-6613　　 262-2077

【この記事に関する問合せは】

市民局オリンピック・パラリンピック推進課へ
　　 671-3690　　 664-1588

●スタンプラリー企画「ガチ道」
では、エントリー商品を食べ
てスタンプを集めると、先着
で賞品がもらえます。
※数に限りがあります。

●ホームページから投票する
と、抽選で賞品がもらえます。

　7月24日（火）には東京2020オリンピック、8月25日（土）には東京2020パ
ラリンピックの2年前を迎えます。本市では、この1か月間をキャンペーン期
間とし、さまざまな広報や取組を行いますので注目してください。

2年前キャンペーン in 横浜 ～東京2020オリンピック・パラリンピック～

　オリンピアンによるステージやパラリンピック競技の体験会など、
子どもから大人まで楽しめるプログラムが盛りだくさん。
　ぜひ来場してください。
【日時】8月4日（土）11時～15時（予定）
【会場】クイーンズスクエア横浜（西区みなとみらい２-３）

コア
イベント

横浜市　東京2020 検 索

週刊少年チャンピオン（秋田書店発行）連載の「BEASTARS」
の板垣巴留先生描き下ろしイラストが表紙です。

エントリーブック
ビ ー ス タ ー ズ

いたがきぱる

野球・ソフトボール競技
横浜スタジアム（中区）

サッカー競技
横浜国際総合競技場（港北区）

【競技・会場】

○C （公財）横浜市体育協会




