
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

　優しい風と五月晴れの澄み渡る空。鳥のさえずりは心地よく、若葉の緑が
すがすがしく感じられます。折々の花や自然に触れながら、ウォーキングを
するのが楽しい季節になりました。
　日常生活の中で楽しみながら健康づくりができる「よこはまウォーキング

ポイント」は、26年11月のスタート以来、おかげさまで約30万人の皆様にご参加いただいています。「歩
き始めて体力がついた」とのお声もいただき、参加者の9割の方が健康だと感じられています。また、地
域では、魅力満載のマップが作られ、皆様がご一緒にウォーキングに励まれたり、周囲との会話や挨拶が
ふえるなど、うれしいお話も伺っています。
　この4月から、スマートフォン用の無料歩数計アプリの配信を開始しました。アプリを利用して、お
勧めのウォーキングコースを確認できたり、参加者の皆様が紹介したいウォーキング中の風景などを投
稿することもできますので、ぜひご利用ください。
　気軽に始められ、無理なく自分のペースで体を動かすことができるのがウォーキングの魅力です。街
中では、ツツジに続き、市の花バラも見頃を迎えます。初夏を感じながら、ウォーキングで健康づくりを
始めてみませんか。

ウォーキングで健康づくりを

人　口
世帯数

3,731,706人
1,680,768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4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
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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。

詳しくは２ページで
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【この記事に関する問合せは】

よこはまウォーキングポイント事業事務局（月～金曜9時30分～17時30分〈祝休日は除く〉）へ
0570-080-130  または  　681-4655　　 0120-580-376

【ガーデンネックレス横浜2018に関する問合せは】

NTTハローダイヤル　　 050-5548-8686（8時～22時、6月4日まで）
【この記事に関する問合せは】 環境創造局みどりアップ推進課へ　　 671-2688　　 224-6627

　よこはまウォーキングポイント事業は、18歳以上の市内在住・
在勤・在学の人を対象にした、楽しみながら継続して健康づくりに
取り組める事業です。歩いた歩数がポイントとして加算され、

貯まったポイントに応じ、抽選でプレゼントが当たります。
　また、従来の歩数計に加え、4月から歩数計アプリの配信を開始
しました。

アプリで楽しむウォーキング

ウォーキングコースを見てみよう 

ウォーキングコース
は100コース以上！
　各区の歩きたくなる
魅力的なコースを掲載
しています。
　ウォーキングコース
に挑戦し、全てのチェッ
クポイントを回ると、達
成証明書が発行されま
す。

山と緑を感じる自然豊かなコース
　区内のコースだけでなく、複数の区にまたがるコー
スも歩数計アプリに掲載されています。
　緑区から旭区へと続く左図のコースは、中山駅から、
横浜動物の森公園などを経由し、鶴ケ峰駅までを結ぶ
約7.4kmの起伏に富んだコースです。
　コースの近くには、よこはま動物園ズーラシア（有
料）もあり、1日楽しめます。

みんなで写真を
共有しよう！
　ウォーキング中の写
真を投稿でき、参加者み
んなの投稿も見ること
ができます。
　投稿で新たな発見も
でき、みんなとつながり
ながら楽しむことがで
きます。

いろいろなランキング
が楽しめる！
　参加者の年代、歩数な
どに応じたランキングで
自分の順位を確認するこ
とができます。
　自分に合った種類のラ
ンキングで楽しみながら
ウォーキングを継続でき
ます。

歩数計アプリは、従来の歩数計の機能はそのままに、
アプリならではの機能が追加されています。

アプリでできる主な機能

※歩きながらのスマートフォン操作は大変危険です。
　安全に配慮して、通行の妨げにならない場所で
　操作してください。

　スマートフォンのアプリストアで「よこはまウォー
キングポイント」と検索し、アプリ（無料）をインス
トールしてください。インストール後、アプリを起動
し、画面の案内に従って参加登録をしてください。
　なお、歩数計とアプリは相互のデータ
連携ができませんので注意してください。

　スマートフォンを持っていない人、または従来の歩
数計を使用したい人は、申込書※2に必要事項を記入し、
本人確認書類※3のコピーを添付して、申込書に記載の
宛て先に郵送で申し込みしてください。
※1  数量限定。1人1回限り配布。送料は参加者負担です。
※2  区役所広報相談係や福祉保健課などで配布。
※3  運転免許証、各種健康保険証など、氏名・住所・生年月日が確認できるもの。

歩数計※1の申込方法 歩数計アプリの参加方法

よこはまウォーキングポイント 検 索
ガーデンネックレス横浜 検 索

ガーデンネックレス横浜2018 　市の花であるバラを市民の皆さんに楽しん
でもらえるよう、「ガーデンネックレス横浜
2018」の取組を通じて、バラの街づくりに
力を入れています。
　まもなく見頃を迎える、横浜のバラの魅力
と歴史を紹介します。

　西洋バラは、明治元年に
山手の植物商クレマーに
よって導入されました。
　その後、横浜や東京の植
物商が普及に取り組み、政
治家や高官などから栽培
が広がっていきました。

横浜開港とバラ

　開港以来、市民に親しま
れてきたバラは、1989年に
市制100周年を記念して、
市民の投票により市の花
として定められ、花と緑あ
ふれる横浜を創造するシ
ンボルとなっています。

市の花バラの制定

　1923年の関東大震災で
大きな被害を受けた横浜
に、米国シアトルの日本人
会から援助が届きました。
　本市はその返礼として
石灯籠を贈り、シアトルか
らは重ねてバラの苗が本
市に贈られました。親善
の証であるシアトルのバ
ラは、山下公園や野毛山公
園などで増やされ、その苗
は市民に安価で配布され
「愛市の花」として普及す
ることとなりました。

バラを通じた
日米の交流

これからが見頃。市内のバラの名所

横浜ゆかりのバラ バラ園ガイドツアー

香りの庭
　香りがとどまりやすい沈
床花壇※の形を生かし、約
100品種の香りのバラや香り
の植物を集めたローズガー
デンです。ローズアーチで
はバラの香りのシャワーが
降り注ぎます。
※花壇の位置を周囲より低く設け、
見下ろすように設計された花壇。

バラとカスケードの庭
　約80品種、500株のバラと
カスケード（小さな滝）を中
心とした庭園で、まるで絵画
の中を歩くような景色が広
がります。庭を眺めながら
山手111番館のカフェでお茶
も楽しめます。

未来のバラ園
　丈夫で育てやすいバラを中心に、誰にで
も栽培できるバラ園を目指し、「未来のバラ
園」と名付けました。約190品種、2,300株の
バラに多種類の草花を加え、連続するアー
チやタワーによる立体的なバラ園となって
います。

イングリッシュローズ
の庭
　「横浜市イギリス館」を背景
として、あたかも自分がイギ
リスの庭園にいるような、風
情を感じられるバラ園です。
　約150品種、1,100株のイン
グリッシュローズを中心に、
シルバーやブルーを中心とし
た草花による色彩が調和した
庭園です。

港の見える丘公園 山下公園

　「外交官の家」の周辺に今年新たに約300
株のバラが植えられ、庭園の魅力が高まり
ました。

山手イタリア山庭園

　開催中の「ガーデンネックレス横浜2018」の会場である山下公園の
「未来のバラ園」では、横浜にゆかりのあるバラを見ることができます。

ローズ  ヨコハマ
　横浜ばら会創立50周年を記念し、市の花にふさわ
しい品種として創出された、大輪の黄色いバラ。

ル  ポール  ロマンティーク
　花名の意味は「ロマンチックな港」。
　花つきが良いため、満開時は圧巻の景色に。
　未来のバラ園の中央に植栽。

はまみらい
　開港150周年を記念して選定され、横浜の
さらなる発展への願いを込めて名付けられた

香り高いバラ。

山下公園
で見られ

る！
山下公園

で見られ
る！

山下公園
で見られ

る！

はまみらい

【日時・会場】①５月19日（土） 山下公園
②５月20日（日） 港の見える丘公園
各13時30分、14時30分、15時30分
※荒天中止

【人　数】各先着30人

【ガイド】市職員または（株）サカタのタネ社員

【申込み】ガイド開始5分前までに、
下記の場所に集合

山下公園…中央入口（噴水周辺）
港の見える丘公園…中央入口

　見頃を迎えたバラ園を歩きながら、職員
や管理者が見どころを案内します。

アプリについての詳細はこちら

今宿東公園今宿東公園

鶴ケ峰駅（相鉄）鶴ケ峰駅（相鉄）

よこはま動物園ズーラシアよこはま動物園ズーラシア

四季の森公園四季の森公園

中山駅
（JR・地下鉄）
中山駅

（JR・地下鉄）

NEW

【ガイドツアーに関する問合せは】

環境創造局南部公園緑地事務所へ
　　 671-3648　　 664-2588

ガーデンネックレス横浜2018は、6月3日（日）まで
バラの開花情報についてはこちら

バラの歴史
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【申込み】ガイド開始5分前までに、
下記の場所に集合

山下公園…中央入口（噴水周辺）
港の見える丘公園…中央入口

　見頃を迎えたバラ園を歩きながら、職員
や管理者が見どころを案内します。

アプリについての詳細はこちら

今宿東公園今宿東公園

鶴ケ峰駅（相鉄）鶴ケ峰駅（相鉄）

よこはま動物園ズーラシアよこはま動物園ズーラシア

四季の森公園四季の森公園

中山駅
（JR・地下鉄）
中山駅

（JR・地下鉄）

NEW

【ガイドツアーに関する問合せは】

環境創造局南部公園緑地事務所へ
　　 671-3648　　 664-2588

ガーデンネックレス横浜2018は、6月3日（日）まで
バラの開花情報についてはこちら

バラの歴史
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横浜動物の森公園横浜動物の森公園

① 中山駅

② 四季の森公園

③ 横浜動物の森公園

④ 今宿東公園

①②

③

④

⑦

当時の山手の洋館の様子
（開港資料館所蔵）

シアトルのバラ植樹の様子
（市史資料室所蔵）
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あいし

⑤ 鶴ケ峰公園

⑥ 帷子川親水緑道

⑦ 鶴ケ峰駅

チェックポイント
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よこはまシニア通信
【この記事に関する問合せは】道路局交通安全・自転車政策課へ　　 671-2323　　 663-6868

介護職員初任者研修
研修場所  ウィリング横浜（港南区上大岡西1-6-1）ほか
費　　用  無料（テキスト代・職場見学の交通費などの負担あり）
申込方法  問合先ホームページより申込書をダウンロードし、郵送にて提出してください

介護職員初任者研修修了後、
市内の介護事業所などへの就業を支援します。

応 募 条 件   求職中の40～60代で、介護分野に関心があり、
介護事業所などへの就職を希望する人

定 　 　 員   選考により1期・2期各40人
募集・研修期間  　第1期募集／ 5月 1日（火）～21日（月）必着

研 修／ 6月20日（水）～9月10日（月）

第2期募集／ 8月 1日（水）～20日（月）必着
研 修／ 9月25日（火）～12月10日（月）

【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  8時45分～17時（土・日曜、祝日休み）

※それぞれ合計
162時間（約30日）
の研修実施。 横浜市福祉事業経営者会 検 索

よこはまシニアボランティアポイント 高齢者優待入浴券を使ってみませんか
地域貢献を通じて生きがいづくり 65歳以上の市民が対象

現在の参加者は
17,000人を
突破しました！

イメージキャラクター
健康ほうし君

対象となる活動例

よこはまシニアボランティアポイントとは？
　介護施設などの対象施設でボランティア活動を
行った場合にポイントがたまり、ポイントに応じ
て、寄附・換金できる仕組みです。参加するには、登
録研修会の受講が必要です。

○介護施設などでのお茶出しやゲームの手伝い
○地域の高齢者への配食・会食サービス

登録研修会　いずれも13時開始

5月15日（火）／鶴見公会堂
5月23日（水）／開港記念会館
6月 5日（火）／中山地区センター
6月13日（水）／瀬谷公会堂

かながわ福祉サービス振興会  　 671-0296 　  671-0295

6月27日（水）／栄公会堂
7月 6日（金）／南公会堂
7月30日（月）／開港記念会館

申込先
※事前申込みが必要です。

【この記事に関する問合せは】健康福祉局介護保険課へ
　 671-4252　　 681-7789

【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

※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。

　市内銭湯では、65歳以上の
市民を対象に、毎月1回、150円
で入浴できる高齢者入浴サー
ビスを実施しています。利用
する際は、「高齢者優待入浴
券」が必要です。「高齢者優待
入浴券」は各銭湯で3か月ごと
（6月・9月・12月・3月）に配布を
しています。配布開始日など
詳しくは、銭湯の受付で確認
してください。

「車」も「自転車」も知っておきたい

自転車の基本ルール
　自転車による事故を防ぐために、車も自転車も「自転車の基本
ルール」を理解しましょう。
　自転車の運転者は交通ルール・マナーを守り、車の運転者は自転
車が車道を通行することを理解するなど、互いに「SHARE THE 
ROAD」の思いやりを持って、安全に車道を通行しましょう。

「SHARE THE ROAD」とは、車道を通行する
「車」と「自転車」が互いを思いやって車道を共
有することをいいます。「車」が「自転車」を抜
くときは、「十分な間隔をとる」か「徐行」をしま
しょう。また「自転車」は、まわりの安全確認を
しながら、車道の左側を通行しましょう。

車道の左側の端を通
行します。車道の右
側は通行できません。

車道の左側の
端はどこ？
右図の斜線部分が、車
道の左側の端です。
路肩などは通行場所
ではありません。

交差点でも「車道の左側の
端」が基本です。自動車の
左折専用レーンがあって
も、車道の左側の端を直進
します。

横断歩道を
通行していいの？
原則いけません。
ただし、歩行者の通行を妨
げる恐れがない場合は、通
行できます。

■主な条件
①標識がある
②13歳未満、70歳以上
③車道通行が著しく危険
　（連続した路上駐車、工事など）

■通行方法
①ゆっくり（徐行）
②車道寄りを歩行者優先で

押し歩きは、歩行者？
押し歩きをすれば、歩行者扱い
となります。歩道、横断歩道も
通行できます。

自転車の通行場所 交差点の直進方法 歩道の通行条件とその方法

歩行者も交通事故防止への取組として、反射材を身に付けるよう
にしましょう。反射材は、車のライトなどの光を反射するため、
運転者に自分の存在を知らせることができます。

自転車が加害者となる事故の場合、相手の怪我など
への損害賠償が発生します。いざという時に備え、
「自転車保険」へ加入しましょう。

歩行者も
交通安全

自転車に乗るなら
保険へ加入

横浜市　自転車 検 索

路肩など

よこはま
健康ファミリィ
キャラクター

ワタシ ジィジ バァバママパパ ヘルスィ

（           ）

「普通自転車歩道
通行可」の標識

見本



2018（平成30）年 5 月号 13

■市立学校教員
詳細は受験案内（区役所広報相談係
で配布）か で

一次試験日＝7月8日（日）
5月18日まで
教育委員会教職員人事課（ 671－
3246 681－1413）

■市立小・中・特別支援・義務教育学校
　学校司書
選考。詳細は で

5月17日まで
教育委員会指導企画課（ 671－
4174 664－5499）

■よこはま教師塾アイ・カレッジの塾生
詳細は募集案内（区役所広報相談係
で配布。 から入手）で

6月1日〜30日
説明会　5月12日（土）・19日（土）13時、
5月25日（金）・6月20日（水）18時30分。
問合先で開催
教育委員会教職員育成課（ 411－
0516 411－0533）

■介護保険運営協議会委員
各選考。40〜64歳1人､ 65歳以上2人。
8月から3年間。詳細は で

5月31日まで
健康福祉局介護保険課（ 671－4252 

681－7789）
■開港5都市景観まちづくり会議 
　横浜大会　運営メンバー
7月から月1〜2回の会議と2019年秋
の大会参加｡ 2018年7月1日時点で18
歳以上の個人か団体､ 選考｡ 詳細は

で
5月25日まで
都市整備局都市デザイン室（ 671
－3850 664－4539）

■ヨコハマ・りぶいん  空家待ち登録者
ファミリー向け賃貸住宅。詳細は5月
17日からチラシ（区役所広報相談係
で配布）で

5月31日まで｡ 先着順受付の空家も
あり
ジェイエーアメニティーハウス（
435－9419）か建築局住宅政策課（
671－4121 641－2756）

■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。緑区北八朔町。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｡ 詳細は5月17日から
申込書（区役所広報相談係で配布）で

5月31日まで
ジェイエーアメニティハウス（
435－9419）か建築局住宅政策課（
671－4121 641－2756）

■横浜・人・まち・デザイン賞
まちづくり活動や、まちの個性とな
る景観を表彰。詳細は申込書（区役所
広報相談係で配布）か で

6月30日まで
都市整備局地域まちづくり課（
671－2679 663－8641）

■介護職員初任者研修（通信課程）
児童扶養手当支給水準のひとり親家
庭の親、選考5人。5,400円。詳細はチ
ラシ（区役所こども家庭支援課で配
布）か で

6月23日（土）〜 9月22日（土）の土・日
曜、全15回
5月25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　7月生募集
　①パソコン基礎科
　②OA経理科、介護・医療事務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20人｡ 詳細は5月8日から申込書

（ハローワークで配布）か で
①7月〜9月

　②8月〜11月
6月14日まで
説明会　6月1日（金）10時・14時｡ 問
合先で開催
会場の中央職業訓練校（ 664－
6825 664－2081）

■腎不全者料理教室
抽選20人、500円

6月3日（日）9時30分〜12時
技能文化会館
5月15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）
■障害者パソコン講習会
　エクセル基礎2
15歳以上（中学生除く）の肢体・内部・
精神・聴覚等障害者で、基礎1受講者
か基本的な関数が分かる人、抽選8
人。3,160円

6月19日（火）〜22日（金）13時〜16時、
全4回
横浜ラポール
5月19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）
■「広報よこはま」録音版・点字版
視覚障害者向けに市版の点字、市版・
各区版のCD、市版と南北各9区分の
デイジーを郵送

で市民局広報課（ 671－2332
661－2351）

■陽だまりコンサート
3歳以下入場不可。1,000円､ 問合先で
販売中

5月18日（金）13時30分〜15時10分
都筑公会堂
関内ホール仮事務所（ 662－8411
662－2050、日・月曜・祝日休み）

■青少年のための音楽会　横響
①展覧会の絵（ムソルグスキー）ほか
②全日本学生音楽コンクール市民賞
受賞者との共演ほか。各1,000円、チ
ケットポート横浜店で。①販売中②6
月14日から販売

①6月7日（木）19時〜21時
　②7月28日（土）14時〜16時

①県立青少年センター
　②はまぎんホール

事務局（ 080－3308－1321）か文化
観光局文化振興課（ 671－3715
663－5606）

■ミュージック・マスターズ・コー
ス・ジャパン演奏会　市民招待

　①講師室内楽
　②受講生室内楽
　③オーケストラ
未就学児入場不可｡ 各抽選。①②100
人③350人

①7月5日（木）19時〜21時
　②7月10日（火）18時〜21時15分
　③7月15日（日）14時〜16時

みなとみらいホール
5月25日までに （演奏会ごとに1
人1回まで）に 希望日、人
数（2人まで）を書いて、MMCJ事務
局（〒107－0062東京都港区南青山2
－4－15－S504）
文化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■講演｢めまいのメカニズム  脳卒中
の切らない治療｣

当日先着400人
5月12日（土）13時30分〜15時
南公会堂
脳卒中・神経脊椎センター（ 753－
2500 753－2859）

■市大エクステンション講座
  「体にやさしい  肺がん・大腸がん

最新治療法」
先着230人

6月5日（火）14時〜16時
情文ホール
5月11日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）。

からも可
■みなと赤十字病院から　教室
　①成人ぜんそくと上手につき合おう
　②小児の気管支ぜんそく
各先着50人

①6月6日（水）15時〜16時
　②6月28日（木）15時〜16時30分

②1歳〜未就学児（予約制）
5月11日から か に ②は
保育希望の有無も書いて、会場の 
みなと赤十字病院（ 628－6381
628－6101）

■障害者パソコンボランティア養成
講座

15歳以上（中学生除く）、抽選8人。1,000
円。詳細は申込書（ から入手）で

6月13日（水）・14日（木）10時〜16時、
全2回
横浜ラポール
6月6日まで
障害者社会参加推進センター（
475－2060 475－2064）

■森づくりボランティア入門講座
18歳以上、先着30人｡ 詳細はチラシ

（区役所広報相談係で配布）か で
6月17日・24日、7月8日の日曜9時30
分〜15時、全3回
新治里山公園
5月11日から
環境活動支援センター（ 711－0635 

721－6356）
■講座｢法令の原典 官報って何だ？｣
先着40人。詳細は で

6月16日（土）14時〜16時
5月29日から で会場の中央図書
館（ 262－7336 262－0054）

■青少年関係初任者研修
青少年施設での活動を担う人、先着
30人。500円

5月24日（木）10時〜16時30分
5月11日から で
会場の青少年育成センター（ 664
－6251 664－6254）

■講座｢プロが伝授 植物の撮影方法」
小学3〜5年生と保護者、各抽選20組
40人｡ 詳細は で

6月2日（土）9時〜12時・13時〜16時
（荒天時翌日）
児童遊園地
5月20日まで
環境活動支援センター（ 711－0635 

721－6356）
■シルバーIT講習　入門
各コース50歳以上、抽選18人｡ 3,700
円。詳細は問合せを

各コース火・水曜、全2回
　午前＝9時30分〜12時
　午後＝13時30分〜16時
　《初めてのパソコン》6月5・6日午前
　《初めてのワード》6月12・13日午前
　《初めてのエクセル》6月12・13日午後

5月28日まで
会場のシルバー人材センター（
847－1800 847－1716）

■開港記念日　施設の無料開放
詳細は各施設に問合せを

《来館者全員》海づり施設、大佛次郎
記念館、開港資料館、都市発展記念
館､ ユーラシア文化館､ 横浜市歴史
博物館

《大学生以下》シルク博物館､ 山手資
料館

《高校生以下》三溪園､ 市電保存館、
日本郵船氷川丸、日本郵船歴史博物
館､ 人形の家（入館料）、はまぎん こ
ども宇宙科学館（入館料）、帆船日
本丸・横浜みなと博物館､ マリンタ
ワー、三菱みなとみらい技術館、横
浜美術館（コレクション展のみ）､ ラ
ンドマークタワー展望フロア、旭・
泉・磯子・金沢・港南・栄・瀬谷・都筑・
鶴見・戸塚・中・西・南スポーツセン
ター（個人利用・トレーニング室）

《中学生以下》金沢動物園､ ズーラシ
ア､ プール（旭・栄・清水ケ丘公園・都
筑・保土ケ谷）､ リネツ金沢（浴場利
用は除く）、横浜銀行アイスアリーナ

（滑走料のみ）、青葉・神奈川・港北・保
土ケ谷・緑スポーツセンター（個人利
用・トレーニング室）

6月2日（土）
市民局地域活動推進課（ 671－
3625 664－0734）

　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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■歯と口の健康週間フェスティバル
歯科相談、サイコロゲームほか

6月10日（日）11時〜16時
クイーンズサークル
健康福祉局保健事業課（ 671－4042 

663－4469）
■親子風力発電所見学会
小中学生と保護者、抽選100人

6月9日（土）9時15分〜12時
ハマウィング、三菱みなとみらい
技術館
5月25日までに に 4人までの 、
子の学年､ 保護者の を書いて、
環境創造局環境エネルギー課（〒231
－0017中区港町1－1、 671－2681 

641－3490）
■道志村水源林  間伐体験バスツアー
18歳以上、抽選35人。道志の湯入浴

（実費負担）あり
6月16日（土）7時30分〜18時30分
5月25日までに に参加者全員の

性別を書いて、水道局水
源林管理所（〒402－0200山梨県南
都留郡道志村9020､ 0554－52－
2004 0554－52－2915）

■「横浜のおいしい水」検定
①3級（通信試験）②1・2級（会場試
験）。詳細は5月7日から申込書（区役
所広報相談係で配布。 から入手）で

②6月24日（日）
②西公会堂
①7月31日まで②5月31日まで
水道局計画課（ 633－0180 663－
8820）

■市民クルーズ　
　①ぱしふぃっくびいなす　熱海花

火と伊勢・紀州
　②飛鳥Ⅱ　文楽
各抽選、15室。大人1人①130,900円
〜②88,400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

①8月19日（日）〜22日（水）
　②9月28日（金）〜30日（日）

取扱旅行会社｡ 5月31日まで
港湾局客船事業推進課（ 671－7272 

201－8983）

■ラグビー　パブリックビューイング
日本代表対イタリア代表。詳細は6
月1日から で

6月9日（土）14時45分から（予定）、荒
天中止
八景島シーパラダイス
市民局ラグビーワールドカップ 
担当（ 671－4566 664－0669）

■減量・脂肪燃焼教室5・6月
15歳以上（中学生除く）、各先着15人。
34,500円〜80,000円。詳細は で

5月24日（木）・6月15日（金）から3か月
コースか6か月コース
5月11日から で会場のスポーツ
医科学センター（ 477－5050 477
－5052）

■ねんりんピック富山　
　市代表選考会　ウォークラリー
2019年4月1日時点で在住の60歳以
上。1組5人、2,500円。詳細は問合せを

6月10日（日）

5月25日まで
レクリエーション連合（藤野 ・
832－4338）か健康福祉局高齢健康
福祉課（ 671－2406）

■平成30年度軽自動車税の納期限
納税通知書は5月1日発送予定

5月31日（木）
居住区の区役所税務課か財政局税
務課（ 671－3669 641－2775）

■市立3病院・市大附属2病院の料金
改定

①分娩介助料＝産児1人､ 180,000円
②民間の保険給付に必要な診断書料
＝1通､ 7,560円

①12月1日から
　②7月1日から

市民病院（ 331－1961 332－5599）、
脳卒中・神経脊椎センター（ 753－
2500 753－2859）､ みなと赤十字病
院（ 628－6100 628－6101）、市大
附属病院（ 787－2800 787－2866）、
市民総合医療センター（ 261－5656 

253－5796）
■国民年金保険料　学生納付特例
前年所得が一定額以下の学生。継続
希望者も手続を
《申請書が送られてきた人》必要事
項を記入等して郵送

　《申請書が送られてこない人》在学
証明書か学生証、年金手帳、印鑑
を持参し、居住区の区役所国民年
金係
申込先か健康福祉局保険年金課

（ 671－2418 664－0403）
■市有地の公募販売
詳細は5月中旬から 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）

■みなとみらい21まちづくりトラ
スト助成事業

団体・法人が行うみなとみらい21地
区の振興と活性化の活動等に｡ 詳細
は で

6月15日まで
横浜みなとみらい21（ 682－4403 

682－4400）
■性的少数者向け
　①②LGBT相談
　③④交流スペース
①②臨床心理士が対応｡ 各先着2人。
詳細はチラシ（区役所広報相談係で
配布）か で

2019年3月まで
　①月1回､ 月曜の夜間
　②月1回､ 木曜の午後
　③第1土曜13時〜17時（14時までは

10代のみ）
　④第3日曜（10月は第2日曜）13時〜

16時30分（14時までは10代のみ）
①西区福祉保健活動拠点

　②青少年相談センター
　③男女共同参画センター横浜
　④男女共同参画センター横浜北

①② でSHIP（ 594－6160、水・金・
土曜の16時〜21時・日曜14時〜18
時）
①②申込先か市民局人権課（ 671
－2718 681－5453③④男女共同参
画センター横浜（ 862－5052 862
－3101、第4木曜休み）

■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

5月23日（水）18時30分〜20時
予約制
5月22日までに か に 保
育希望の有無を書いて、会場の 

北部児童相談所（ 948－2441 948
－2452）

■「人権擁護委員の日」特設相談
いやがらせ、人権侵害等に対応

6月1日（金）12時30分〜17時
健康福祉総合センター
横浜地方法務局（ 641－7926）か
市民局人権課（ 671－2718 681－
5453）

■親と子のつどいの広場運営団体の
募集説明会

詳細は で
6月13日（水）10時〜11時30分
市役所
6か月〜未就学児
6月8日まで

※保育希望者は5月23日〜30日に申
込みを
こども青少年局子育て支援課（
671－2705 663－1925）

■市民活動保険
市内で活動するボランティアへの補
償制度｡ 事前の登録手続不要。詳細は
リーフレット（区役所総務課庶務係で
配布）か で

市民局地域活動推進課（ 671－3625 
664－0734）

■beyond2020プログラム
　認証受付開始
日本文化の魅力を発信する事業・活
動をする団体。詳細は で

文化観光局文化プログラム推進課
（ 671－3404 663－1928）

■市立図書館の休館
全館＝5月21日（月）
磯子・神奈川・保土ケ谷・南＝5月22日

（火）〜24日（木）
旭・泉・山内＝6月5日（火）〜7日（木）

中央図書館（ 262－7334 262－
0052）

■国民生活基礎調査に協力を
6月19日までに該当地区の各世帯に
調査員証をつけた調査員が訪問

区役所福祉保健課か健康福祉局保
健事業課（ 671－2451 663－4469）

■市民意識調査に協力を
18歳以上、3,200人へ事前に調査票を
送付、調査員が訪問回収

5月中旬〜6月上旬
政策局政策課（ 671－2028 663－
4613）

■みなとみらいホール〔西区みなとみ
らい2－3－6、 682－2000 682－2023、
5月7・28日休み〕
①パイプオルガン ガラ・コンサート
②ディオティマ弦楽四重奏団 バル
トーク全曲
③クラシック・マチネ 大山大輔
①2,000円②8,800円③各1,000円、会
場で販売中

①6月9日（土）14時〜16時
　②6月12日（火）18時30分〜21時45分

③8月8日（水）12時10分〜13時・14時
30分〜15時20分

■横浜能楽堂〔西区紅葉ケ丘27－2、
263－3055 263－3031、5月7・14日

休み〕
①横浜狂言堂
②人間国宝・山本東次郎の狂言の時間
①｢謀生種｣｢千鳥｣
②｢呼声｣｢髭櫓｣
2,000円、5月12日12時から か で

①6月10日（日）14時〜15時25分
　②8月11日（祝）14時〜15時55分

■横浜にぎわい座〔中区野毛町3－110
－1、 231－2515 231－4545、5月16・
17日休み〕
①白鳥 彦いちの新作ハイカラ通り
②五街道雲助一門会
③三遊亭兼好 横浜ひとり会
④頑張る たけ平
⑤粋歌ヨコハマサロン
1,500円〜3,100円､ 会場で販売中

①6月11日（月）19時〜21時
　②6月12日（火）19時〜21時
　③6月14日（木）19時〜21時
　④6月16日（土）14時〜16時
　⑤6月29日（金）19時〜21時
■消費生活総合センター〔 845－
5640 845－7720、祝日休み〕
教室｢輸入食品の安全性と注意点｣
各当日先着①80人②300人

各13時30分〜15時30分
　①6月13日（水）
　②6月26日（火）

①都筑区役所
　②磯子公会堂
※手話通訳希望者は問合せを
■男女共同参画センター横浜北〔青葉
区あざみ野南1－17－3､ 910－5700
910－5755、第4月曜休み〕
夫婦関係・離婚をめぐる法律講座
基本編
女性､ 先着35人。1,200円

6月15日（金）10時〜12時
2か月〜未就学児（予約制・有料）
5月11日から か で

■開港資料館〔中区日本大通3、 201
－2100 201－2102、月曜休み､ 入館料
200円〕
展示｢金属活字と明治の横浜｣

7月16日（祝）まで
■帆船日本丸〔西区みなとみらい2－1
－1、 221－0280 221－0277、月曜休
み、入館料400円〕
①親子で体験！日本丸の帆をはろう
②総帆展帆
①小中学生と保護者、各当日先着60人

荒天中止
　①5月13日（日）13時・14時。30分前か

ら整理券配布
　②5月13日（日）・27日（日）10時30分か

ら帆を広げ、16時までにたたむ
■山手西洋館〔エリスマン邸（中区元
町1－77－4、 ・ 211－1101、第2水曜
休み）〕
絵本の読み聞かせ
6歳以下と保護者、当日先着30組60
人

6月14日（木）10時30分〜11時30分
■人形の家〔中区山下町18､ 671－
9361 671－9022、月曜休み、入館料
400円〕
メルヘン人形劇フェスティバル

6月2日（土）・3日（日）11時〜16時
■三溪園〔中区本牧三之谷58－1、
621－0635 621－6343､ 入園料700円〕
蛍の夕べ

5月25日（金）〜6月3日（日）
　18時30分〜20時30分
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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

5月 5日
12日
19日
26日

※タイトルは変更になる場合があります

こどもの日特集 
ザよこはまパレード
はまサイクル
西区特集

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

 『自分の可能性を感じて挑戦するのが楽しい』 土田 和歌子（パラトライアスロン選手）

　私がスポーツを本格的に始めたのは交通事故に遭
い、車いす生活になってから。最初はリハビリのた
めだったのですが、やってみると「もっとうまくな
りたい」と思うようになって、競技スポーツに。遊
び心で参加した体験会からアイススレッジスピード
レースを始め、そしてそこで出会ったコーチが私を

パラリンピックへとつないでくれました。アイスス
レッジは冬の競技なので、夏はトレーニングのため
に陸上競技を始めて。次から次へと出会いが続いて、
今、トライアスロンをしている私がいます。
　3つの競技をつなぎ合わせていくトライアスロン
は、自分の肉体や乗り物のすべてを熟知しないとな
かなか結果が得られない。私が得意なのはランで５
km走ることですが、不得手なところをいかに縮め
られるかというところが面白いんです。大会で撃沈
することも多いけれど、次はどうやって乗り越えよ
うかというところが楽しくて。トライアスロンには、
まだわからない自分の可能性を感じられるのが魅力
なんです。
　横浜の街は横浜マラソンでも走っていましたが、
初めてトライアスロンに参加させていただいたと
き、「横浜のこの大会ってすごい」と感じました。市
民の方をはじめ多くの方がこの大会の成功のために

関わっているということや、陸上とはどこかちがう
盛り上がり、そしてなによりもその場にいられる喜
びを感じられます。観光名所の山下公園などを走れ
たり、氷川丸に向かって泳げたりということがとて
も楽しくて、今後自分の中で１つのステータスにな
っていくだろうと思います。

日　　程 	 8月11日（祝）〜9月30日（日）の土曜日（原則）
会　　場 	 	市内の商業施設、ショッピングストリート、駅前広場など

のオープンスペース
費　　用 	 1人1,500円
	 （大学生以下無料）

ジャンル 	 	オールジャンル（よさこ
い、チア、ストリートなど）

申込方法 	 	5月10日（木）から6月12
日（火）までにホームペー
ジから申込み

ダンスを踊ってみたい3〜18歳の初心者向けにワークショップを開催
日　　程 	 	7月29日（日）〜8月23日（木）
	 ※開催日はホームページで確認してください。

会　　場 	 市内18会場（計26クラス）
費　　用 	 500円
人　　数 	 各クラス抽選15人
ジャンル 	 	ヒップホップ、チアダンス、

ミュージカルダンス、創作ダ
ンス

申込方法 	 	6月1日（金）から7月6日（金）までにホームページから申込み

これまでマイナンバーカードは、郵送などで申請し、受取時は居住区
の戸籍課に来庁のうえ、カードを渡していました。この方法に加え、
本人が居住区の戸籍課窓口で事前に申請し、暗証番号を提出すること
で、後日、本人限定受取郵便でカードが受け取れるようになります。
申請後、受取までにおおむね1〜２か月程度要します。

平成30年度分の個人市民税・県民税（平成29年分の所得に対して課さ
れる個人住民税）から、所得に応じて課される所得割について、これ
まで市6％、県4％だった税率を、市8％、県2％とする税率変更が行
われました。なお、所得割の合計の税率は10％のままですので、この
税率変更による負担の増はありません（平成30年度の税額は、5月の特
別徴収税額決定通知書または6月の納税通知書を確認してください）。
この変更は、市立小・中学校の教職員の給与負担や学級編成基準等の
権限が、道府県から政令指定都市に移譲されたことに伴う税源移譲
で、全国で同様の税率変更が行われています。

【申込みに関する問合せは】運営事務局（NPO法人アークシップ内）
323-9351　 323-9352

【申込みに関する問合せは】実行委員会（文化観光局内）
663-1365　 663-1928

横浜市　マイナンバー 横浜市		平成29年度税制改正

3年に一度のダンスの祭典  D
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横浜の「街なか」で踊ろう！　
横浜ダンスパラダイス 出演者募集

プロダンサーが子どもたちに初心者向けレッスン
踊ってみよう！18区ダンスワークショップ 参加者募集

プロ・アマ
不問

©bozzo

講師として横浜DeNAベイスターズ
オフィシャルパフォーマンスチーム
diana（ディアーナ）も登場

DDD横浜 【この記事に関する問合せは】実行委員会（文化観光局内）へ		 663-1365　 663-1928

【この記事に関する問合せは】
区役所戸籍課またはコールセンターへ

664-2525　 664-2828

【この記事に関する問合せは】
財政局税務課へ

671-2253　 641-2775

マイナンバーカードを申請すると
郵送で受け取れるようになります

個人市民税・県民税の税率が
変更になりました

6月1日（金）から区役所で 平成30年度から

開 始 時 期 	 6月1日（金）
必要なもの 	 ①通知カード
	 ②住民基本台帳カード（持っている人のみ）
	 ③顔写真（縦4.5cm、横3.5cm）
	 ④運転免許証などの本人確認書類
詳しくは、ホームページで確認してください。

変更前 変更後
個 人 市 民 税 6％ 8％
個人道府県民税 4％  2％※
※�神奈川県では、水源環境保全のため所得割に0.025％の超過課税が実施されています。
　そのため、実際の県民税所得割は2.025％（移譲前は4.025％）となります。

合計の税率は
10％のまま。
負担増は
ありません。

©YDB

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

土田 和歌子さん：1974年東京都生まれ。
高校２年生の時に交通事故に遭い車いす
生活に。1998年長野パラリンピックではア
イススレッジスピードレースに出場し、金、
銀合わせて４つのメダルを獲得。陸上転向
後、2004年アテネパラリンピックでは5,000
ｍで金、マラソンで銀メダルを獲得し、日本
人史上初の夏・冬パラリンピック金メダリス
トとなった。2017年からはトライアスロンに
も参戦。ASTCパラトライアスロンアジア選
手権、世界トライアスロンシリーズ横浜大
会エリートパラトライアスロンで優勝。
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オリンピック出場資格を目指す熱戦

2018 ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会
世界パラトライアスロンシリーズ初戦

2018 ITU世界パラトライアスロンシリーズ横浜大会

　2018年の横浜大会は、
東京2020オリンピック出
場に向けたランキングポ
イント獲得の対象レース
となり、熱戦が期待されま
す。
*ITU : International Triathlon Union 

国際トライアスロン連合5月12日（土）・13日（日）  山下公園周辺特設会場：山下公園スタート・フィニッシュ
12日（土）  パラトライアスロン：   6時55分～ 9時 3分

エリート女子：10時 6分～12時16分
エリート男子：13時 6分～15時 6分

テレビ生中継

13日（日）  エイジグループ（スタンダード・スプリント・リレー・パラトライアスロン）：7時15分～14時

　開催両日の会場方面への移動には公共の交通機関を利用してください。交通規制・う回については外出前にホームページで確認いただき、
当日は案内看板や現場スタッフの指示に従ってください。交通規制にご協力ください

スイム：1.5km（0.75km×2周回）
バイク：40km（4.45km×9周回）
ラ　ン：10km（2.5km×4周回）

コース
スイムコース
バイクコース
ランコース 県庁・横浜税関・開港記念会館周辺は

上位争いを展開する選手のランやバ
イクの駆け引きが最大の見もの。選手
たちの息づかいが聞こえてきます。

横浜三塔エリア

大観覧車前、新港サークルウォーク、赤レンガ
倉庫の間などを疾走するバイクのスピードに
圧倒される、横浜観光スポットが集まる観戦ポ
イントです。

赤レンガ倉庫・みなとみらい21地区エリア

象の鼻パーク

開港記念会館

神奈川県庁

横浜税関

横浜開港
資料館

ホテルモントレ横浜

山下公園山下公園

中華街
日本大通り駅日本大通り駅

日本郵船歴史博物館

馬車道駅
みなとみらい線

横浜ワールドポーターズ

新港サークルウオーク

赤レンガ倉庫

横浜港

大
さ
ん
橋

日本郵船氷川丸

山
下
ふ
頭

マリンタワー

元町・中華街駅

横浜の風物詩
　2009年に開港150周年記念事業として
開催され、今回が9回目の開催となるITU
世界トライアスロンシリーズ横浜大会。
　トライアスロン、パラトライアスロン
とも世界各国から集まったエリート選
手たちが、山下公園や赤レンガ倉庫、み
なとみらい21地区など横浜の観光名所
を舞台にスイム・バイク・ランで繰り広
げる熱戦は、横浜の風物詩です。
　メイン会場の山下公園では「EXPO」
を開催。横浜ならではのグルメやステー
ジイベントで観戦を盛り上げます。

エ キ ス ポ

見逃せない！

NHK BS1  12日（土）  10時～15時15分

エリートコースマップ

トライアスロン ライブ（視聴サイト）  
●エリート女子・男子（有料）
●エリートパラトライアスロン・エイジグループ（無料）

EXPO会場

観戦スタンド

ホテル
ニューグランド

赤レンガ倉庫2棟間を駆けるバイク赤レンガ倉庫2棟間を駆けるバイク

ランフィニッシュランフィニッシュ

スイムスタートスイムスタート

パラトライアスロン
（ハンドサイクル）
パラトライアスロン
（ハンドサイクル）

スタートの興奮とスイム・バイク・ラン
の種目を切り替えるトランジションの
歓声、そしてフィニッシュに向かう選
手とのハイタッチ。大会の魅力を余す
ところなく体感できます。

山下公園周辺エリア

EXPOの賑わいEXPOの賑わい


