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山手資料館……………………………… 112
山手西洋館……………………………… 111
山手テニス発祥記念館…………………… 113
山手234番館……………………………… 111
山手111番館……………………………… 111
Yahoo!防災速報……………………………26

ゆ
遺言（公証相談）……………………… 40・41
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予診票（乳幼児）……………………………48
予防接種（ワクチン）…………………… 48・92
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ライトセンター………………………………91
ラポール
（横浜ラポール）
……………………91

り
リサイクル……………………………………56
罹災（りさい）証明書…………………………27
リフォーム
（ハウスクエア横浜）
……………60
療育医療給付………………………………88
両親教室……………………………………44
緑化に対する固定資産税の軽減……………75
緑化の相談（緑の相談所）……………………44
リリス
（栄区民文化センター）
…………… 107
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歴史博物館（県立歴史博物館）………… 112
歴史博物館（横浜市歴史博物館）……… 113

ろ
労災病院（横浜市北東部中核施設）………82
老人クラブの運営費などの助成……………92
老人福祉センター……………………………93
老人ホーム
（特別養護・養護・軽費など）
……93
労働基準監督署……………………………65
労働情報・相談コーナー… …………………65
労働相談窓口………………………………65
老齢基礎年金………………………………79
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ワークピア横浜…………………………… 110
YCAT（横浜シティ・エア・ターミナル）
………95
※「さくいん」の中では、一般的な呼び方や
愛称で表記している場合があります。また、
「横浜」、
「横浜市」、
「市立」、
「県立」、
「神奈川
県」などの表記は、省略している場合があり
ます。
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