
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

　梅雨の季節になりました。木々の緑が深まる中、しっとりと雨に濡れて咲
く紫陽花が街に彩りを添えています。
　適度な雨は、私たちの生活に欠かせない貴重な水資源です。生き物や草花

にとっては、まさに恵みの雨。市内各所で雨上がりの夜空に瞬くホタルを毎年楽しみにしている方も多
いのではないでしょうか。そして、都市農業が盛んな横浜では、これから夏野菜が旬を迎えます。農家
の皆さんが丹精込めて作った、新鮮でみずみずしい地元の野菜をいただけるのも、この季節ならではの
贅沢です。
　一方で、松尾芭蕉が「五月雨を集めて早し最上川」と、長雨で勢いを増した川の流れを詠んだように、梅
雨時は河川の氾濫、地盤の緩みなどから、水害や土砂災害の危険も高まります。大雨に関する情報に注
意して、雨が続く時には、危険な場所に近づかないことが大切です。また、お出かけの際には、視界不良
やスリップによる交通事故にもご注意ください。
　梅雨が過ぎれば、いよいよ本格的な夏が始まります。季節の変わり目は、体調管理にもお気をつけい
ただき、どうか健やかにお過ごしください。

梅雨の季節

人　口
世帯数

3,739,030人
1,687,330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5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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【この記事に関する問合せは】消防局救急課　　 334-6494　　 334-6785
または  健康福祉局保健事業課へ　　 671-2451　　 671-4469

横浜市　熱中症 検 索

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

熱中症を予防しましょう
　昨年、5月から9月にかけて、市内で熱中症により救急搬送された人は734人でした。
梅雨が明けて、急に気温が上昇すると、熱中症が疑われる症状で救急搬送される人が増加
する傾向にあります。夏を涼しく過ごせるような工夫を心がけ、熱中症を防ぎましょう。

【この記事に関する問合せは】総務局危機管理課へ　　 671-2012　　 641-1677
横浜市　防災の地図 検 索

防災よこはま 検 索

大雨に備えましょう 　6月に入ると梅雨や台風の時期を迎えます。大雨による浸水や土砂災害などに備えて、
適切な情報収集の方法と、いざという時の避難行動について確認しましょう。

こんな日は熱中症に注意！

情報収集が大切です 避難する時は状況に応じた行動をしましょう

特に注意してください

熱中症予防の4つのポイント

●気温が高い　●風が弱い
●湿度が高い　●急に暑くなった

日頃の健康管理 こまめな水分・塩分補給

涼しい服装・日傘や帽子 部屋の温度調整

高齢者の場合
●のどが渇かなくても、こまめ
な水分・塩分補給が必要です。
●暑さに対する感覚機能が低下
しているため、部屋の温度を
確認し、エアコンなどを上手
に活用しましょう。

　テレビやラジオ、市のホームページなどで気象情報や避難情報を確認できます。
　防災情報Eメールやアプリを活用して情報発信をしていますので、事前に登録しておきま
しょう。

　気象情報や避難情報をもとに、危険が迫る前に周りの状況に
応じて、早めに避難を開始しましょう。

幼児の場合
●晴れた日には、地面に近いほ
ど気温が高くなるため、幼児
は大人よりも暑い環境にいま
す。
●幼児は体温の調節機能が十分
に発達していないので、注意
が必要です。

熱 中症 かな ？と思ったら

救 急車 を呼 ぶか迷ったときは

・涼しい場所へ避難させる
・衣服を脱がせ、体を冷やす
・水分・塩分を補給する

横浜市救急相談センター（年中無休・24時間対応）
＃7119 または 　   222-7119

意識がない、呼びかけに
反応しない場合は、
すぐに救急車を要請
しましょう！

横浜市救急受診ガイド
　パソコンやスマートフォンで、急な病
気やけがの緊急性を確認できます。二次
元コードからもアクセスできます。
※各区消防署にて、冊子版も配布しています。

ハザードマップについては

防災・減災については

防災情報Eメール
　二次元コードを読み取るか、entry-yokohama@bousai-mail.jpへ空メールを
送信してください。登録案内メールが届きます。

Yahoo!防災速報
　二次元コードを読み取り、スマートフォンから利用できる「アプリ版」をダウン
ロードするか、パソコンや従来型の携帯電話から利用できる「メール版」に登録す
ることで、防災緊急情報を受信できます。

水平避難
　指定緊急避難場所な
どの避難場所、近くの高
台、土砂災害警戒区域外
の親戚の家などへ避難
してください。

垂直避難
　堅牢な建物の2階以上また
は、近隣の高い建物へ避難して
ください。

屋内退避
　夜間や危機が差し迫っている場
合など、屋外へ避難するとかえって
危険な場合は、建物内の安全な場所
（斜面など危険な場所の反対側かつ
2階以上）へ退避してください。

自宅周辺の危険性も
確認しましょう
あらかじめハザード
マップなどで、どのよ
うな危険性があるか確
認しましょう。
※鶴見川、帷子川、境川、大岡川、各
水系の洪水浸水想定区域が見直
されています。  

避難情報 皆さんの行動

避難準備・
高齢者等避難開始

避難勧告

高齢者、子ども、障害のある人、病気の人など、
避難に時間を要する人は、避難行動を開始して
ください。

安全な場所へ避難を開始してください。

避難指示（緊急） まだ避難行動をとっていない人は、直ちに避難を
開始してください。

港北区
生きがい就労支援スポットがアピタテラス横浜綱島に開所しました

金沢区
生きがい就労支援スポットの
相談受付時間が変更になりました　生きがい就労支援スポットは、「これまでの経験を活かして働きたい」、「地域で活躍したい」などシニアの人たち

が豊かなセカンドライフを送るための地域密着型相談窓口です。ぜひ気軽に相談してください（相談無料）。

◆相談受付時間
　月～土曜  10時～18時
◆問合せ・相談予約
 　  947-2475　　 947-2476
◆住所
　港北区綱島東4-3-17
　アピタテラス横浜綱島1階
◆対象者
　市内在住の概ね60歳以上
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◆相談受付時間
　月・水・金曜 10時～15時（12時～13時は除く）
　※祝休日休み。
◆問合せ・相談予約
 　  370-8356　　 370-8379
◆住所
　金沢区泥亀1-21-5
　いきいきセンター金沢1階
◆対象者
　市内在住の概ね60歳以上

専任のキャリアカウンセラーが面談します

　毎日の生活に欠かせない水道水。
　安全で良質な水道水を届けるため、徹底
した品質管理を行っています。

市内の
大学に通う
皆さん

見学を
終えて

皆さんが毎日使っている水道水は、ダムや川を水源として、
取水施設や浄水場などの多くの施設、そして水道管を通って蛇口まで送られます（写真：西谷浄水場）。

水道水の品質はどのように
決められているの？

基準が守られているかどうか、
どうやって確認するの？

水質検査室以外でも
水質検査を行っているの？

朝も昼も夜も、いつでも安全な
水道を使えるのは、水道局で
徹底した管理がされている
からなんだね。

　国が定めた水質基準があり、この基準を守
ることが義務付けられています。

　水質検査室でさまざまな検査機器を使っ
て検査し、安全な水であることを確認してい
ます。

　水道法に基づき、水道水の色、濁り、塩素の
残留効果を市内各所の蛇口で毎日測定して
います。このうち、塩素の残留効果は24時間
自動で測定しており、色、濁りについても平成
31年度から24時間自動で測定する予定です。
　そのほか、水源や浄水場の出入口でも検査
を行っています。

　水道水の安全性を保つことはもちろんの
こと、水道水を届けるために必要不可欠な水
道施設の維持管理も行っています。

義務付けされている
水質基準は51項目もあるんだって。
このほかにも市では、任意とされて
いる約70項目についても検査を
しているんだとか。

　水道は生活に欠かせないものです。万が一、
水質基準の値を超えて水道水を供給できなく
なったら大変です。市では国の基準より2～10
倍厳しい水質管理値を独自に設定し、これを常
に達成することで、安全で良質な水を届けてい
ます。

国の基準よりも厳しい水質管理値

常に安全な水道水を届けられるように、
高いレベルで管理されているんだね。

たくさんの種類の検査
機器が並んでいるよ。
ここで細かく検査
しているんだね。

いろいろな場所で検査して、蛇口に届く
水道水が安全であることを確かめて
いるから、安心して使えるね。●細菌検査

　大腸菌が存在していな
いかなどを検査し、水道
水がきちんと消毒されて
いることを確認します。

●生物検査
　水中に存在する生物の
種類や数を確認し、使用
する薬品の量の調整など
をします。

模擬体験 模擬体験

例えばこんな検査が…

顕微鏡をのぞいています。紫外線ライトで照らすと大腸菌
が存在しているか確認できます。

浄水場で飲んだ「できたての水」が
率直においしかったです。水道水が
蛇口に届くまでにはいろいろな
工程があると分かりました。

安心して水を使え
るのは、たくさんの
人のおかげだと
思いました。

水道局で働く
職員のプロ意識を
感じました。

浄水場の「できたての水」を試飲

【3ページの記事に関する問合せは】 水道局水質課へ　　 371-5656　　 371-6942
【この記事に関する問合せは】 健康福祉局高齢健康福祉課へ　　 671-3920　　 641-6408

豆知
識

　水道水は塩素で消毒することで、その
まま飲めるように安全性が保たれてい
ます。塩素は、雑菌や病原菌などに対し
て強い殺菌力をもっていますが、水道水
を一生飲み続けても健康には全く影響
がない濃度になっています。

　塩素は、温度が高かったり、日光が当たると分解されやすいと
いう性質があります。くみ置きする場合は暗い場所で保管し、
夏は3日程度、冬は1週間程度を目安に取り替えてください。
　また、保存容器はきれいなものを使ってください。特に、ス
ポーツ飲料などが入っていたペットボトルは、ボトルに付着し
ている糖分が塩素を分解してしまうため、おすすめできません。

決められた量の塩素が含まれているか
測定し、きちんと消毒されているか
検査します。　

避難情報の意味を事前に確認しましょう

※このほか、気象情報などの意味も事前に確認しましょう。

ママパパ ワタシ ヘルスィ ジィジ バァバ

でいき

横浜市救急受診ガイド 検 索

・その時受診可能な病院・診療所の案内（1番）
・症状に基づく緊急性や受診の必要性についてアドバイス（2番）
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　※祝休日休み。
◆問合せ・相談予約
 　  370-8356　　 370-8379
◆住所
　金沢区泥亀1-21-5
　いきいきセンター金沢1階
◆対象者
　市内在住の概ね60歳以上

専任のキャリアカウンセラーが面談します

　毎日の生活に欠かせない水道水。
　安全で良質な水道水を届けるため、徹底
した品質管理を行っています。

市内の
大学に通う
皆さん

見学を
終えて

皆さんが毎日使っている水道水は、ダムや川を水源として、
取水施設や浄水場などの多くの施設、そして水道管を通って蛇口まで送られます（写真：西谷浄水場）。

水道水の品質はどのように
決められているの？

基準が守られているかどうか、
どうやって確認するの？

水質検査室以外でも
水質検査を行っているの？

朝も昼も夜も、いつでも安全な
水道を使えるのは、水道局で
徹底した管理がされている
からなんだね。

　国が定めた水質基準があり、この基準を守
ることが義務付けられています。

　水質検査室でさまざまな検査機器を使っ
て検査し、安全な水であることを確認してい
ます。

　水道法に基づき、水道水の色、濁り、塩素の
残留効果を市内各所の蛇口で毎日測定して
います。このうち、塩素の残留効果は24時間
自動で測定しており、色、濁りについても平成
31年度から24時間自動で測定する予定です。
　そのほか、水源や浄水場の出入口でも検査
を行っています。

　水道水の安全性を保つことはもちろんの
こと、水道水を届けるために必要不可欠な水
道施設の維持管理も行っています。

義務付けされている
水質基準は51項目もあるんだって。
このほかにも市では、任意とされて
いる約70項目についても検査を
しているんだとか。

　水道は生活に欠かせないものです。万が一、
水質基準の値を超えて水道水を供給できなく
なったら大変です。市では国の基準より2～10
倍厳しい水質管理値を独自に設定し、これを常
に達成することで、安全で良質な水を届けてい
ます。

国の基準よりも厳しい水質管理値

常に安全な水道水を届けられるように、
高いレベルで管理されているんだね。

たくさんの種類の検査
機器が並んでいるよ。
ここで細かく検査
しているんだね。

いろいろな場所で検査して、蛇口に届く
水道水が安全であることを確かめて
いるから、安心して使えるね。●細菌検査

　大腸菌が存在していな
いかなどを検査し、水道
水がきちんと消毒されて
いることを確認します。

●生物検査
　水中に存在する生物の
種類や数を確認し、使用
する薬品の量の調整など
をします。

模擬体験 模擬体験

例えばこんな検査が…

顕微鏡をのぞいています。紫外線ライトで照らすと大腸菌
が存在しているか確認できます。

浄水場で飲んだ「できたての水」が
率直においしかったです。水道水が
蛇口に届くまでにはいろいろな
工程があると分かりました。

安心して水を使え
るのは、たくさんの
人のおかげだと
思いました。

水道局で働く
職員のプロ意識を
感じました。

浄水場の「できたての水」を試飲

【3ページの記事に関する問合せは】 水道局水質課へ　　 371-5656　　 371-6942
【この記事に関する問合せは】 健康福祉局高齢健康福祉課へ　　 671-3920　　 641-6408

豆知
識

　水道水は塩素で消毒することで、その
まま飲めるように安全性が保たれてい
ます。塩素は、雑菌や病原菌などに対し
て強い殺菌力をもっていますが、水道水
を一生飲み続けても健康には全く影響
がない濃度になっています。

　塩素は、温度が高かったり、日光が当たると分解されやすいと
いう性質があります。くみ置きする場合は暗い場所で保管し、
夏は3日程度、冬は1週間程度を目安に取り替えてください。
　また、保存容器はきれいなものを使ってください。特に、ス
ポーツ飲料などが入っていたペットボトルは、ボトルに付着し
ている糖分が塩素を分解してしまうため、おすすめできません。

決められた量の塩素が含まれているか
測定し、きちんと消毒されているか
検査します。　

避難情報の意味を事前に確認しましょう

※このほか、気象情報などの意味も事前に確認しましょう。

ママパパ ワタシ ヘルスィ ジィジ バァバ

でいき

横浜市救急受診ガイド 検 索

・その時受診可能な病院・診療所の案内（1番）
・症状に基づく緊急性や受診の必要性についてアドバイス（2番）
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水道料金の使い道
～水道料金はどのように使われている？～

効率的に経営するための主な工夫

　水道事業の大部分は、皆さんから支払われる水道料金で成り
立っています。

520円
（19％）

410円
（15％）

360円
（13％）

410円
（15％）

1,050円
（38％）2,750円

（1か月換算）

※1  水道料金は下水道使用料と合わせて2か月に1度の支払い
※2  2か月あたりの使用水量を42m3と仮定

2か月分 1か月分

古くなった水道管
などの取替え費用に

施設整備のために
借りたお金の返済に

神奈川県内広域水道
企業団※3 から水道水を

購入する費用に

水道水をつくって
各家庭に届ける

費用に

水道局職員の
人件費に

2か月分の水道料金・下水道使用料※1を約10,000円※2と仮定

水道料金：5,500円 水道料金：2,750円

水道料金は、下のグラフのように
使われています。

※3 高度経済成長に伴う水需要の急増に
対応するため、横浜市・神奈川県・川崎市・
横須賀市が共同で設立。
企業団から4団体に水道水を供給。

水道料金の半分は、古くなった水道管などの取替えや過去の水道
施設整備のために借りたお金の返済に使われています。

ポイント

【水道料金の使い道に関する問合せは】

水道局経営企画課へ
633-0143

　　 663-6732私たちの水道の未来　横浜 検 索

横浜市 水道料金等在り方審議会 検 索

水道料金の使い道を説明した
動画もぜひ見てください。

　今後は、人口が減少してさらに水需要が減少することが予想され
るため、水道管の取替え工事の時にこれまでと同じ太さの水道管を
設置すると過大な施設となってしまいます。そこで、現在の水需要
に見合った適正な規模の水道管へ更新しています。

　平成30年度に予定している取替え工事の5分の1程度はこの方法
が可能で、全体事業費の約2％（4億2,000万円）のコスト削減を見込
んでいます。

水需要に見合った適正な規模の水道管への更新

　川井浄水場は老朽化が進んでいたため再整備を行い、2014年に
生まれ変わりました。最新鋭の浄水場では、1日に処理できる水の
量が約1.6倍に増えました。
　川井浄水場は標高が高い場所にあるため、浄水場でできた水道
水を、ポンプを使わず高低差による自然エネルギーだけで多くの
地域に送ることができます。
　1日に処理できる水の量が増えた
ことで、自然エネルギーで送ること
ができる地域が広がり、停電などに
よる断水が起きにくくなるととも
に、電力料金を年間で約7,000万円
削減することができました。

自然エネルギーの力を利用して電力削減

【水道管の更新に関する問合せは】

水道局配水課へ　　633-0172　　 664-6739

【電力削減に関する問合せは】

水道局浄水課へ　　633-0178　　 663-8820

　水道水を届けるために必要不可欠な水道管や浄水場などの施設は、老朽化が進んでいるた
め更新していかなければならず、そのためには多額の費用がかかります。施設の更新にかか
る費用は水道事業の主な財源である水道料金収入で賄われています。しかし水道料金収入
は、平成13年度をピークに減少が続いており、また、本市の人口減少が予測通り2020年から始
まると、さらに減少することが見込まれています。
　こうした厳しい状況でも安全な水を安定して届けるために、今後の水道料金などの在り方
を考える必要があることから、水道事業や企業経営の専門家などによる審議会を2018年4月
に設置し、議論を開始しました。

水道料金などの在り方を議論する審議会を設置しました

【審議会に関する問合せは】水道局経営企画課へ　　 633-0143　　 663-6732

水道局からのお知らせ

　5つの水源地※の提携施設で「水源通行手
形」を提示すると、割引などの各種優待を受け
ることができます。
　さらに、優待を利用したときに「手形」にス
タンプを押してもらうと、集めた数に応じて
記念品プレゼントに応募できます。

水源通行手形を持って水源地へ行こう

　2019年に横浜で開催される第7回アフ
リカ開発会議（TICAD7）のPRボトルを、
6月1日から市関連施設の自動販売機や売
店などで販売します。売上金の一部は横
浜の水源保全活動とアフリカ支援のため
に寄付されます。

「はまっ子どうし The Water」
TICAD７ ボトル　登場

※5つの水源地：相模湖、津久井湖、丹沢湖、宮ケ瀬湖、道志川

【水源通行手形に関する問合せは】

水道局浄水課へ　　633-0178　　 663-8820水源通行手形　横浜 検 索
【はまっ子どうしに関する問合せは】水道局公民連携推進課へ

　　633-0157　　 681-6572

【ご注文は】水道局お客さまサービスセンターへ
　　847-6262　　 848-4281

■配布場所：各区役所広報相談係、水道局各水道事務所ほか
■配布期間：6月1日（金）～12月28日（金） 手形の利用は12月31日（月）まで

木製の水源通行手形

直径15cmの水道管

直径10cmの水道管

直径15cmの水道管

直径15cmの水道管

直径10cmの水道管

旧 旧

旧

新

新

水道管を細くして工事費を削減

水道管の本数を減らして工事費を
削減

■管の直径を小さくする ■２本の管を１本にまとめる

自然エネルギー活用の仕組み

そのうち

第1回審議会の様子

標高の高低差を利用

（平成28年度
決算をもとに作成）
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■交通局職員（バス・地下鉄）
詳細は受験案内（6月12日から区役所
広報相談係で配布｡ から入手）で

試験日＝8月4日（土）・5日（日）
7月11日まで
交通局人事課（ 326－3833 322－
3911）

■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＝①7月21日（土）②8月4日（土）
①7月6日まで

　②7月20日まで
医療局病院経営本部人事課（
0120－74－4174 664－3851）

■消費生活審議会  市民委員
2018年6月27日時点で20歳以上、選考
若干名（経験者等除く）｡ 10月から2年間

6月27日までに申込書（区役所広報
相談係で配布｡ から入手）で
経済局消費経済課（ 671－2585
664－9533）

■子どもの電話相談  受け手ボラン
ティア

20～65歳､ 抽選50人。養成講座参加
必須

6月25日までに で
よこはまチャイルドライン（ 342
－0255〈月・水・木曜11時～19時〉
342－0288）かこども青少年局こど
も家庭課（ 671－4288）

■身体に障害のある人  市職員募集
詳細は受験案内（6月13日から区役所
広報相談係で配布）か で

1次選考日＝9月2日（日）
7月6日まで
人事委員会任用課（ 671－3347
641－2757）

■障害者自動車改造費用の助成対象
品目追加

車いす収納装置。詳細は問合せを
居住区の区役所高齢・障害支援課
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

7月18日（水）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）
6月29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  9月生募集
① ITビジネス科、IT・Webプログラ

ミング科

②介護総合科、医療・調剤事務OA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
科選考30人｡ 詳細は6月15日から申
込書（ハローワークで配布）か で

9月～12月
7月20日まで
説明会　各10時・14時、問合先で
開催。①7月10日（火）②7月11日（水）
会場の中央職業訓練校（ 664－
6825 664－2081）

■災害時用ストーマ（人工肛門・膀
胱）用装具の保管場所提供

在住のストーマ用装具使用者、抽選
6月30日までに申込書（区役所高
齢・障害支援課で配布､ から入
手）で
健康福祉局障害企画課（ 671－
3603 671－3566）

■障害者パソコン講習会 iPad
　①③入門②活用
各15歳以上（中学生除く）､ 抽選8人
①肢体・内部・精神・聴覚等障害の初心者
②肢体・内部・精神・聴覚等障害で基
本操作ができる人
③聴覚障害の初心者
①1,904円②500円③2,512円

各13時～16時
　①7月3日（火）・4日（水）、全2回 
　②7月5日（木）・6日（金）､ 全2回
　③7月23日（月）～27日（金）､ 全4回

横浜ラポール
6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）
申込先か健康福祉局障害福祉課

（ 671－3602）
■盲特別支援学校  夏の相談日
視覚障害者・関係者向けに、生活・学
習・進路について対応

7月30日（月）～ 8月3日（金）の9時～ 
16時
7月2日までに で会場の盲特別支
援学校（ 431－1629 423－0284）

■劇団四季｢ノートルダムの鐘｣
　高校生招待
　①鑑賞会②バックステージツアー

①8月8日（水）～10日（金）の13時30分
～16時5分

　②8月10日（金）終演後
KAAT神奈川芸術劇場
6月30日までに で
文化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）

■横濱ジャズプロムナード2018
　ボランティア募集
18歳以上｡ イベント運営、舞台裏方
等。8・10月に説明会あり。申込方法
等詳細は で

10月6日（土）・7日（日）
6月11日から
実行委員会（ 211－1510 221－0216）

■小・中・高校生の脊柱側弯症講演会
当日先着418人

6月30日（土）13時30分～14時30分
開港記念会館
2歳～未就学児

※保育・手話通訳希望者は6月14日ま
でに申込みを
脳卒中・神経脊椎センター（ 753－
2500 753－2894）

■教室｢関節リウマチの手術療法｣
先着50人

7月2日（月）15時～16時
6月11日から か に を書い
て、会場のみなと赤十字病院（
628－6381 628－6101）

■講座｢よくわかる肺がん外科治療」
先着120人

7月5日（木）15時～16時30分
戸塚区役所
6月18日から で横浜医療セン
ター（ 853－8357 853－8356）

■シンポジウム
　｢在宅医療における高齢者救急｣
当日先着300人

7月10日（火）14時～16時30分
健康福祉総合センター
横浜市医師会（ 201－7366 201
－8768）か医療局がん・疾病対策課

（ 671－2721）
■市大エクステンション講座
　「皮膚のがん 最新治療」
先着230人。詳細は で

7月12日（木）14時～16時
情文ホール
6月11日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）

■盲特別支援学校  サマーセミナー
体験を通して視覚障害を学ぶ。
各選考20人
①小学4年生以上（教員除く）②教員

各9時～14時30分
　①7月31日（火）②8月1日（水）

7月7日までに に全員の
所属、動機を書いて、会場の盲特
別支援学校（〒221－0005神奈川区
松見町1－26、 431－1629 423－
0284）

■動物愛護センターから  セミナー
　①みんなで解決 猫トラブル
　②犬のしつけ・手入れの仕方
各先着。①90人②100人
ペット同伴不可

①6月23日（土）14時～16時
　②7月7日（土）10時～12時

①港南区役所②戸塚区役所
6月11日から で動物愛護セン
ター（ 471－2111 471－2133）

■マンション管理基礎セミナー
管理組合新任役員、先着120人

7月21日（土）9時30分～16時30分
技能文化会館
6月12日から に を書いて、
マンション管理組合サポートセン
ター（ ・ 663－5459）
申込先か建築局住宅再生課（ 671
－2954）

■貿易実務研修講座  基礎コース
未経験者か新任者、先着50人。8,000円

7月6日（金）・11日（水）10時～17時､ 全
2回
神奈川中小企業センタービル
6月11日から で
横浜貿易協会（ 211－0282 211－
0285）か経済局国際ビジネス課（
671－3837）

■起業チャレンジセミナー
市内で起業予定の人、先着30人

7月25日（水）14時～16時
中央図書館
6月26日から で
横浜企業経営支援財団（ 225－
3714 225－3738）

■講座｢パソコンで学ぶ進化生物学
と分子系統解析」

高校生、抽選50人
7月8日（日）10時～12時
パシフィコ横浜
6月25日までに で
文化観光局 MICE振興課（ 671－
3546 663－6540）

■横浜医療センター  健康フェア
健康チェック、相談ほか

6月16日（土）11時～15時
戸塚区役所
横浜医療センター（ 853－8357
853－8356）

■合同就職面接会
履歴書複数持参

7月5日（木）13時～16時（受付は15時
45分まで）
新都市ホール
ハローワーク横浜（ 222－8609
201－6284）か経済局雇用労働課（
671－2343）

■ヨコハマ市民まち普請事業
　1次コンテスト
まちづくりに関する市民提案の公開
審査会

7月14日（土）10時～17時30分
みなとみらい21プレゼンテーショ
ンルーム
都市整備局地域まちづくり課（
671－2679 663－8641）

■夜のマリンタワーを階段でチャレ
ンジ

のぼ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）

7月14～16日、8月11・12日の土・日曜・
祝日18時～21時。雨天・強風中止
会場のマリンタワー（ 664－1100 

680－1656）か文化観光局観光振
興課（ 671－3652）

■環境研究合同発表会
生物、大気等の環境研究成果。当日
先着250人

6月20日（水）13時～16時45分
技能文化会館
環境科学研究所（ 453－2550 453
－2560）

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyouiku/kankyoukoudou/

■繁殖センター「科学スクール」
研究体験ほか。各抽選16人､ 400円

各10時15分～15時
　中学生＝7月27日（金）・28日（土）
　高校生以上＝7月29日（日）

7月13日までに に 希望
日、過去参加の有無を書いて、会
場の繁殖センター（〒241－0804旭
区川井宿町155－1､ 955－1911
955－1060）

　これまでマークで記載していた
内容を、一部文章化することで、
よりわかりやすく読めるように変
更しました。

はま情報の記載方法を
一部変更しました！
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■YSCPフォーラム2018
横浜スマートビジネス協議会の取組
報告会。抽選200人。詳細は で

6月25日（月）14時～16時30分
情文ホール
6月18日まで
温暖化対策統括本部プロジェクト
推進課（ 671－4155 663－5110）

■うみ博2018 参加者募集
　①自動車専用船 船内見学会
　②タグボート乗船体験
各抽選、中学生以下は保護者同伴
①3歳以上､ 計1,000人
②小学生以上､ 計30人

①7月21日（土）10時30分～17時
　②7月22日（日）10時30分～15時30分

6月29日までに で
事務局（ 663－9151 227－0765）

■子どもアドベンチャー
小中学生の市役所等での職業体験

（一部有料・要事前申込）。詳細は6月
13日からチラシ（区役所広報相談係
で配布）か で

8月16日（木）・17日（金）10時～16時
教育委員会生涯学習文化財課（
671－3282 224－5863）

■小児ぜんそく・アレルギーキャンプ
5～12歳のぜんそく・食物アレルギー・
アトピー性皮膚炎の患児、先着20人。
親同伴

8月25日（土）8時30分～16時30分
こども自然公園青少年野外活動セ
ンター
6月11日から でみなと赤十字病
院（ 628－6381 628－6101）

■親子横浜農業探検隊  参加者募集
中学生以下と保護者､ 抽選30人。ト
ウモロコシの収穫とサボテン直売所
見学。費用等詳細は で

7月14日（土）9時～12時30分
6月15日まで
環境創造局農政推進課（ 671－
2635 664－4425）

■感じてみよう 生きものたちの
　おしゃべり
小学1～3年生と保護者､ 各抽選15組
30人。詳細は で

7月21日（土）・24日（火）14時～16時30分
児童遊園地
6月25日まで
環境活動支援センター（ 711－
0635 721－6356）

■小学生のための港内見学会
小学生と2人までの保護者、各コー
ス抽選100人。詳細は で

各13時～16時30分
　青果ふ頭コース＝7月27日（金）
　自動車ふ頭コース＝7月31日（火）

7月9日まで
横浜港振興協会（ 671－7241 671
－7350）か港湾局賑わい振興課（
671－2888）

■横浜 FC対ヴァンフォーレ甲府戦 
市民招待

在住が分かる証明書等持参
6月24日（日）14時～16時
ニッパツ三ツ沢球技場
横浜 FC（ 372－5212）か市民局ス
ポーツ振興課（ 671－4574 664－
0669）

■ビーチスポーツフェスタ2018
　参加チーム募集
バレーボール、ハンドボール、サッ
カー、テニス。費用等詳細は で

7月28日～8月5日の土・日曜
海の公園
横浜市体育協会（ 640－0018 640
－0024）

■スポーツ医科学センターで
　①少年野球クリニック
　②夏の健康教室
①先着②抽選。費用等詳細は で

①7月21日（土）16時15分～19時15分
　②7月～9月

①6月11日から②6月21日まで
会場のスポーツ医科学センター

（ 477－5050 477－5052）
■ぜんそく児水中運動教室
年長～小学4年生で、1人でプールに
入れるぜんそく児、先着30人

8月31日～10月26日の金曜16時～
18時、全9回
ム・ウ21あざみ野
6月11日から で
健康福祉局保健事業課（ 671－
2482 663－4469）

■平成30年度個人市民税・県民税
　納期限（第1期）
税額決定・納税通知書は6月1日発送
予定

7月2日（月）
居住区の区役所税務課か財政局税
務課（ 671－3669 641－2775）

■国民健康保険についてお知らせ
平成30年度保険料額決定通知書を6
月中旬に発送。均等割額の軽減判定
所得の引き上げ等あり。詳細は で

区役所保険係か健康福祉局保険年
金課（ 671－2422 664－0403）

■児童手当の現況届提出を
　①提出期限  ②電子申請期間
①対象者へ受給に必要な現況届を送付
②申請にはマイナンバーカード等が
必要。詳細は で

①6月30日（土）まで
　②6月1日（金）～30日（土）

こども青少年局こども家庭課（
641－8411 641－8412）

■民泊制度コールセンター開設
質問・苦情相談などはコールセンター

（ 0570－041－389〈9時～22時〉）へ。
からも可
前記か健康福祉局生活衛生課（
671－2447 641－6074）

■「成人の日」を祝うつどい
1998年4月2日～ 1999年4月1日生ま
れで、各区に住民登録している人へ
12月上旬に入場券を送付

2019年1月14日（祝）
　《10時30分》青葉・旭・神奈川・港北・

都筑・西・保土ケ谷・緑区
　《14時30分》泉・磯子・金沢・港南・

栄・瀬谷・鶴見・戸塚・中・南区
横浜アリーナ
教育委員会生涯学習文化財課（
671－3282 224－5863）

■タクシー配車アプリ  タクベル
　配信中
スムーズな配車、空車・迎車の位置
確認、ネット決済可。詳細は で

経済局新産業創造課（ 671－4602 
664－4867）

■私立幼稚園就園奨励補助金
4月1日～ 6月1日に私学助成を受け
る幼稚園に在園する在住の園児に交
付。1人年額48,000円～（世帯の平成
30年度市民税課税額による）

6月上旬に各幼稚園で配布の申込
書で
こども青少年局子育て支援課（
671－2085 663－1925） 

■中小企業融資の案内
資金を創設・拡充。詳細は問合せを

経済局金融課（ 671－2592 664－
4867）

■民間移管予定保育所運営法人の
　募集説明会
認可保育所を運営する社会福祉法
人・公益法人に、川井宿保育園（旭
区）・笹下南保育園（港南区）・清水ケ
丘保育園（南区）・細谷戸保育園（瀬谷
区）を2020年4月移管。詳細は で

6月22日（金）14時～15時30分
開港記念会館
6月15日までに でこども青少年
局保育・教育運営課（ 671－2400
664－5479）

■里親制度説明会
体験談あり｡ 詳細はチラシ（区役所広
報相談係で配布）か で

6月29日（金）10時～12時
予約制
6月27日までに か に 保
育希望の有無を書いて、会場の西
部児童相談所（ 331－5471 333－
6082）

■シニア向け企業説明会
55歳以上､ 先着18人。詳細は で

7月4日（水）10時～15時
6月11日から 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）

■市立図書館の休館
全館＝6月18日（月）
港北・栄・瀬谷・中＝6月12日（火）～14
日（木）
中央（移動図書館も）＝6月19日（火）～
21日 （木）
港南・戸塚・緑＝6月26日（火）～28日（木）
金沢・都筑・鶴見＝7月3日（火）～5日（木）

中央図書館（ 262－7334 262－
0052）

■上郷・森の家 休館
2019年1月1日（祝）～8月31日（土）（予
定）
市民局地域施設課（ 671－2327
664－5295）

■環境アセスメント図書の縦覧
　（仮称）横濱ゲートタワープロジェ

クト計画段階配慮書
環境情報提供書の提出は問合先へ

6月25日～7月9日
西区役所広報相談係､ 問合先
環境創造局環境影響評価課（ 671
－2495 663－7831）

■危機管理アンケート調査に協力を
15歳以上、10,000人へ事前に調査票
を送付、同封の封筒で返送を

6月中旬～7月下旬
総務局危機管理課（ 671－4351
641－1677）

■市民意見募集
　①第4期横浜市地域福祉保健計画
（素案）

　②横浜都市交通計画改定（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
係で。 からも可

①6月29日まで
　②6月4日～7月6日

①健康福祉局福祉保健課（ 671－
3567 664－3622）②都市整備局都
市交通課（ 671－4128 663－3415）

■みなとみらいホール〔西区みなとみ
らい2－3－6、 682－2000 682－2023、
6月11・25日、7月9日休み〕
①こどものためのオペラ・ワーク
ショップ
②音楽と舞踏の小品集 水・空気・光
③0歳からのオルガン・コンサート
①｢不思議の国のアリス」。3歳から
入場可②未就学児入場不可

会場で販売中。①1,000円、小学生以
下500円②4,000円③600円、小学生以
下400円

①8月11日（祝）11時～12時20分・14時
～15時20分②8月30日（木）13時30分
～15時30分、19時～ 21時③9月5日

（水）11時～11時40分、14時～14時40分
■横浜美術館〔西区みなとみらい3－4－1、

221－0300 221－0317、木曜休み〕
ヌード展特別資料展示

10月10日（水）まで
■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2､
263－3055 263－3031、6月11日・7月2・
9日休み〕
①横浜狂言堂
②修羅能の世界 青葉の笛
①｢腹不立｣｢連歌盗人｣②龍笛独奏､
管絃､ 能「敦盛 二段之舞 脇之語」
①2,000円、6月9日12時から、②5,000
円～ 7,000円、6月16日12時から、
か で

①7月8日（日）14時～15時55分
　②9月22日（土）14時～16時
■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室｢生命保険の基礎知識｣
当日先着300人

7月20日（金）13時30分～15時30分
旭公会堂

※手話通訳希望者は問合せを
■都市発展記念館〔中区日本大通12、

663－2424 663－2453､ 月曜休み､
入館料300円〕
展示｢伸びる鉄道 広がる道路」

7月1日（日）まで
■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､ 入館料400円〕
展示
①｢帆船日本丸のエンジン｣
②｢豪華客船ノルマンディー｣

①7月16日（祝）まで
　②6月30日（土）～8月26日（日）
■自然観察の森〔栄区上郷町1562－1 

894－7474 894－8892、月曜休み〕
①森を守るボランティア体験
②水辺のいきもの調査隊
①小学生以上（小学生は保護者同伴）
②小学生と保護者、各抽選40人。詳
細は で

①6月17日（日）9時30分～14時
　②各10時～15時。7月22日（日）・29日

（日）。雨天時7月28日・8月4日
①6月11日から

　②7月13日まで
■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、入園料800円）､ 野
毛山動物園（西区老松町63－10、 231
－1307 231－3842、月曜休み）、 金
沢動物園（金沢区釜利谷東5－15－1、
783－9100 782－9972、月曜休み､ 入
園料500円）〕
1日飼育体験
抽選。保険料等必要。詳細は で

7月下旬

7月6日まで
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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

6月 2日
9日

16日
23日
30日

※タイトルは変更になる場合があります

横浜開港
横浜で健康な歯に
横浜の「父」
横浜の一番
季刊誌「横濱」連動 京浜急行120周年

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

横浜のおいしい
ランチ

横浜を感じるミニコラム

 『家族4世代で横浜ファンです』 竹内 靖夫（文化放送アナウンサー）

　僕が横浜に住むようになったのは18歳の時。そ
れまでは東京の目黒に住んでいたんですが、両親が
家を建てるというので、横浜の戸塚区に移住をしま
した。で、その後僕も就職して、結婚をしまして、
新しい居を構える事になりました。場所は横浜の今
でいう青葉区。当時はまだ緑区でした。勤務先は東
京だったんですが、横浜から出る事なんて考えられ

ませんでしたね（笑）。結局現在まで45年以上横浜
に住んでいます。
　横浜の魅力はなんといっても色んな顔を持ってい
るところ。若い頃はやっぱり、港界隈のいわゆる「横
浜的」な景観がとても好きでした。でも年を重ねる
ごとに新しい発見がたくさんあって、最近では里山
の自然や、横浜野菜の素晴らしさにも魅力を感じる
ようになりました。
　横浜野菜と言えば、ここ数年母親と一緒に、実家
近くのお店の食べ歩きをしています。最近は横浜野
菜を使っていることを表示してくれている店が増え
て、とても楽しいですね。
　娘たちが小さい頃は家族で、当時実家近くにあっ
た遊園地ドリームランドや、ランドマークタワーの
展望台なんかに良く行きましたね。で、長女が結婚
して、子ども、僕にとっては孫ができまして、やっ
ぱり横浜に住んでる。僕の家からも近いので、今は

孫を連れて、寺家ふるさと村を散策したり、お弁当
を持ってこどもの国に行ったりしています。
　母、妻と僕、子ども、孫と4つの世代がそれぞれ
に楽しめる。こんな懐の深い街、他にはないんじゃ
ないかなぁ。林 文子市長と共演しているラジオで
はそんな横浜の魅力を少しでも多くの人に伝えられ
れば、と思っています。

開催期間 8月4日（土）～9月30日（日）　 会　　場 市内全域
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。
ダンスのジャンルはもちろん、国籍、ジェンダー、世代や障害の有無を超えて、さまざまな
人が楽しめる約200ものダンスプログラムが皆さんをお待ちしています。

【各公演に関する問合せは】実行委員会へ　 663-1365　 663-1928
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チケット発売！ 

ノーサイドの精神について
　かつて、ラグビーの試合終了の笛は「ノーサイ
ド」と呼ばれていましたが、時代とともに、「フル
タイム」と呼ばれることが一般的になってきまし
た。
　そんな中、日本では今でも、試合終了の笛を

「ノーサイド」と呼んでいます。
　理由は定かではありませんが、日本ラグビーの
先人たちは、「ボールを持つ側（＝サイド）がなく
なる」という意味の「ノーサイド」という言葉の中
に、相手と互いに健闘をたたえあう心を見いだし
たからなのかもしれません。
　そんな日本ラグビーの先人たちが大切に育んで
きた、どんなに激しく戦っても、試合が終われば、
たたえ合い、感謝し、永遠の友情を誓い合うスピ
リットは「ノーサイドの精神」と呼ばれており、
今も日本のラグビーを愛する人、一人ひとりの心
にしっかりと引き継がれています。

【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

大会ボランティア募集中
　現在、ラグビーワールドカップ2019日本
大会ボランティアを募集しています。チー
ム名は「TEAM　NO-SIDE(ノーサイド)」。
一緒に、日本ラグビーの先人たちが大切に
育んできたノーサイドの精神を体現し、世
界最高峰のビッグイベントを成功させま
しょう！
　7月18日(水)まで募集を行っていますの
で、ぜひ応募してください。

ラグビーワールドカップ　ボランティア

躍動する横浜を見にいこう。

チケットは6月3日（日）から発売！
①公式サイト	 	 	 　　	※各種プレイガイドでも購入可能　
②チケットセンター （神奈川芸術協会内）
　 453-5080（月～金曜10時～18時／土曜10時～15時／日曜・祝日休み）

公演チケット
の購入は

DDD横浜

日　程 8月4日（土）・5日（日）
会　場 象の鼻パーク 特設ステージ

チケット S席：6,000円、A席：4,500円、B席：3,000円ほか

日　程 8月22日（水）～25日（土）
会　場 赤レンガ倉庫1号館 3Fホール

チケット 4,000円（自由席）ほか

日　程 9月16日（日）・17日（祝）
会　場 KAAT神奈川芸術劇場 ホール

チケット S席：6,000円、A席：5,000円ほか

日　程 9月22日（土）～24日（祝）
会　場 KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

チケット 4,000円（自由席）ほか

photo：Kiyonori Hasegawa ©Richard Haughton

ヴェルサイユ宮殿での野
外公演をはじめ、欧州の
大都市で上演を重ねる東
京バレエ団が、レパート
リーからえりすぐりの３
作品を上演。

イギリスを代表する振付
家、アクラム・カーンによ
る、世界各地でヒットを
重ねる名作。子どもも楽
しめる、映像、演劇を融合
した絵本のようなダンス。

フランス・ナンシーを拠点とし、特に20世紀後半か
ら現代の前衛的な
作品の上演に定評
があるバレエ団が、
厳選３作品を上演。
巨匠から新世代ま
で、知られざるバレ
エの進化を教えて
くれる。

マチュラン・ボルズは、リヨンを拠点に活動する気
鋭のサーカス・アーティスト。大きな車輪を使った
スリリングなアクロバット
ソロ『ラ マルシュ』、病気
で左脚を失ったエディ・タ
ベとのデュオ『アリ』の２
作品は、身体表現の新たな
可能性を教えてくれる。

ボレロ

日　程 8月10日（金）
会　場 象の鼻パーク 特設ステージ

チケット 2,500円（自由席）ほか

NHK「サラリーマンNEO」や「からだであそぼ」でも
人気の、近藤良平が主宰する「コ
ンドルズ」は、学ラン姿の男たち
が、ダンス、生演奏、人形劇、映
像、コントを展開するユニークな
ダンス集団。開放的な野外ステー
ジで、結成22年目を迎えるコン
ドルズの名場面をオムニバス形
式で見られるチャンスです。

日　程 8月12日（日）
会　場 象の鼻パーク 特設ステージ

チケット 2,000円（自由席）ほか

リオパラリンピック閉会式で世界から大きな注目
を浴びた義足のダンサー・大前光市と、アーティス
ティックスイミングやフィ
ギュアスケート日本代表選
手の演技指導も行う振付家・
平山素子が出演決定。近藤良
平の多彩な振付作品の数々
で贈るスペシャルな祝祭。

photo：HARU
コンドルズ

STEPTEXT

ラ マルシュ

横浜ベイサイドバレエ

コンドルズ

近藤良平・ヨコハマ・ガラ

平山素子、大前光市、近藤良平『int
ermezzo─本気のはしやすめ─』

アクラム・カーン『チョット・デッシュ』

バレエ・ロレーヌ公演

©Arno Paul

マチュラン・ボルズ公演 KAAT DANCE 
SERIES 2018

©Jean Louis Fernandez

KAAT DANCE 
SERIES 2018

竹内 靖夫さん：1955年生まれ。東京目黒区
で育ち、18歳の時に横浜市戸塚区に移住。
1978年にアナウンサーとして文化放送に
入社。以来、バンブー竹内の愛称で音楽番
組を中心に数々の番組を担当。軽妙な語り
口と明るいキャラクターで人気を博す。毎
週土曜日朝6時35分～45分に文化放送で
放送中の、「横浜流儀～ハマスタイル～」で
は、パーソナリティとして林 文子横浜市長
と共演中。

プロフィール

文化放送「横浜流儀～ハマスタイル～」毎週土曜日 6:35～6:45に放送中
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　「クーリング・オフ」とは、訪問販売など、不意打
ち性の高い販売方法で勧誘を受け、商品を買う契
約をしてしまったとき、一定の期間内であれば無
条件で契約を解除できる制度です。しかし、次の
ような場合には、クーリング・オフができません。

　このほか、自分で店舗などへ出向いて買い物を
した場合や3,000円未満の商品を現金で一括で支
払った場合などもクーリング・オフができません。

一定の期間内であれば
クーリング・オフができるもの
8日間　  貴金属などの訪問購入、訪問販売、電話勧

誘販売、エステティックサロンや語学教
室などの特定継続的役務提供、など

20日間　マルチ商法、内職・モニター商法

★クーリング・オフをする方法などは、
　横浜市消費生活総合センターに相談しましょう。

テレビショッピングで 7,530円の洋服を購入した。
試着してみたらイメージと違い、素材が固く
伸びが悪かった。販売会社に返品したいと伝えたら、
「開封し試着した商品は返品できない。
番組のテロップでも伝えている」と言われた。
やむを得ないのか。

クーリング・オフできる
？
できない？

　ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス)などで「1回目90％オフ」「初回実質
0円（送料のみ）」といった広告を見て商品を購入し
たところ、実際は定期購入契約だった…。購入し
た側には、「お試し」や「1回だけ」などしか目に入り
ませんが、後ろに小さく定期購入契約と書いてあ
るという事例が増えています。
例えば…

●お試しのつもりの健康飲料が定期購入に
ネットで初回価格600円の健康飲料を「お試し
のつもり」で購入した。その後、注文した覚えが
ないのに2回目の商品が届いた。
定期購入が条件になっていないかなど、注文時に慎重に
チェックしましょう。

●サンプルを申し込んだはずが
　定期購入になっていた
SNSの広告で試供品のダイエットサプリを申し
込んだ。その後もサプリが届くので明細を確認
すると定期購入になっており、代金が引き落と
されていた。
通信販売は原則、事業者が定めた返品特約に従うため、
購入条件や利用規約の内容をよく確認しましょう。

★トラブルになった場合には横浜市消費生活総合センターに相
　談しましょう。

これも定期購入になるの?

　「民事訴訟管理センター」や「法務省管轄支局◯◯」など、公的機関を装った詐
欺事業者からの架空請求ハガキ。消費者に、過去に利用した業者への未払いが
あると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動
産物の差押え」などと脅して不安にさせた上で、訴訟の取下げなどについて相
談するよう誘導します。身に覚えがない請求は、無視しましょう。

架空請求ハガキは無視 !

　皆さんも周りの人が何か困っている様子が見られたら声をか
けて、横浜市消費生活総合センターなどの相談機関があることを
伝えてください。
　最新のトラブル事例などを知りたい場合は、消費生活情報メー
ルマガジン「週刊はまのタスケ・メール」もぜひ利用してください。

架空請求ハガキの事業者例
・民事訴訟管理センター
・法務省管轄支局 
民事訴訟管理センター

・法務省管轄支局  日本中央機構
・法務省管轄支局　国民訴訟通達センター

身に覚えが
ない…

助け合いを
お願いします。

悪徳商法などの
消費者トラブルは
増えるいっぽう。

でも、ちょっと気をつける
ことで被害を防ぐことは

できますよ !
消費生活推進員
オリジナルキャラクター　

かしこちゃん
○C YUKI ISHII

相談はまず電話から　

横浜市消費生活総合センター
　 845-6666　　 845-7720
受付時間　月～金曜 9時～18時　土・日曜 9時～16時45分  ※祝・休日、年末年始を除く。

困った
な、
どうし

よう、

と思ったら、相談を

値引き初回0円

センターからのアドバイス
通信販売は、クーリング・オフ
の対象外です。そのため、返品
できるという特約がないと、返品は困難です。
商品申込みの際に、キャンセルや返品規定について
よく確認しましょう。


