
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

　今年も横浜の街が花と緑であふれる「ガーデンネックレス横浜2019」が、3月
23日から72日間にわたり開幕します。みなとエリアの山下公園や港の見える丘
公園、郊外部の里山ガーデンでは、桜やチューリップ、パンジーなど春の花々が色

とりどりに咲き誇り、皆様をお迎えします。
　5月には新たに、市の花「バラ」を主役にした「横浜ローズウィーク」を開催します。市内のバラ園をご案内
するガイドツアーやワークショップ、レストランやホテルでのスイーツの競演など、バラの魅力を存分に体感
できるイベントが目白押しです。西洋バラは、今から160年前、開港間もない横浜から日本へ上陸したと言わ
れ、それ以来、市民の皆様に親しまれてきました。開港の歴史を感じる港の風景をめぐりながら、どうぞバラ
の街歩きをお楽しみください。
　花と緑には、人々の心を豊かにするばかりでなく、街の魅力を高め、賑わいを創り出す力があります。花と
緑と笑顔があふれる街「ガーデンシティ横浜」の取組を推進し、2026年の国際園芸博覧会の招致にもつなげ
ていきます。そして、多くの皆様とともに守り、育んできた横浜の豊かな自然環境を次世代にしっかりと引き
継いでいきたいと思います。

花と緑あふれるガーデンシティ横浜

人　口
世帯数

3,739,836人
1,692,156世帯

※紙面中、特に記載がない場合、市
外局番は「045」です。
※収集した個人情報や意見は「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。

（2019年2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。

今年も横浜が花と緑でいっぱいに

ガーデンネックレス横浜2019
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→詳しくは、最終ページで

4月7日（日）は統一地方選挙の投票日です。 期日前投票など詳しくは、
各区版を確認してください。

里山ガーデン  大花壇（2018年3月）里山ガーデン  大花壇（2018年3月）
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【この記事に関する問合せは】財政局財政課へ　　 671-2231　　 664-7185

平成31年度予算案を
まとめました

備蓄品を準備しましょう

災害への備え、
していますか？

平成31年度予算案の主なポイント

市民1人あたり予算のつかいみち（一般会計）

「施策の推進と財政の健全性の維持」の両立 徹底した
事務事業の見直し

各会計の予算規模

会計名 予算額 対前年度増減率

特別会計

公営企業会計

全会計総計

1兆3,282億円

3兆7,048億円

2.0％

3.1％

6,152億円 8.8％

力強い経済成長と文化芸術創造都市の実現　
●市内中小企業支援・商店街の賑わい創出　●戦略的な企業誘致の推進
●第7回アフリカ開発会議、ラグビーワールドカップ2019TMの開催　●2019・2020年に「文化・観光」施策を重点的に展開

花と緑にあふれる環境先進都市
●ガーデンネックレス横浜2019　●国際園芸博覧会の招致推進　●SDGs未来都市の実現

超高齢社会への挑戦
●地域包括ケアシステムの構築・推進　●健康づくりの推進

人が、企業が集い躍動するまちづくり
●都心臨海部の機能強化　●郊外部の活性化　●地域交通サポートの拡充　●総合的な空家等対策の強化

未来を創る多様な人づくり
●子育て支援　●子どもの貧困対策　●学校教育の充実　●教職員の働き方改革　●女性の活躍支援　●外国人材の受入環境の整備

未来を創る強靱な都市づくり
●災害対応力の強化　●交通ネットワークの整備　●クルーズ客船受入機能強化、臨海部の賑わい創出　●公共施設の老朽化対策

3月23日（土）～6月2日（日）、9月中旬～10月中旬　
ガーデンネックレス横浜 2019
＜5月3日（金・祝）～6月2日（日） 横浜ローズウィーク＞

8月28日（水）～30日（金）
第7回アフリカ開発会議

9月15日（日）～11月15日（金）
横浜音祭り 2019

9月20日（金）～11月2日（土）
ラグビーワールドカップ 2019TM

もっとくわしく知りたい！
平成31年度
予算案について
詳しくはこちら

財政広報誌
ひと目でわかる横浜の財政
4月中旬発行予定
【配布場所】
市庁舎1階市民情報センター、各区役所
広報相談係、行政サービスコーナー、市
内市民利用施設など

　多くの被害をもたらした東日本大震災から8年が経過します。
　東日本大震災からの教訓を基に制定した「よこはま地震防災市民憲章」では、「食料・飲料水
などの備蓄」、「防災訓練への参加」など、私たち一人ひとりにできる日頃の備えなどについて
まとめています。災害の発生を防ぐことはできませんが、被害を減らすために、いつ起こる
かわからない大地震への備えを見直してみましょう。

定期的に使い、
無理なく備蓄しましょう

家族構成によって
必要なものは異なります

　大地震発生時は、行政からの支援はすぐには届きません。また、食料品や
日用品を購入することが難しくなります。家族構成や生活スタイルにあわ
せて、必要な備蓄をしておきましょう。

　備蓄する量の目安は
最低3日分です。避難
する際に必要となるも
のは、すぐに持ち出せ
るようにリュックなど
に入れ、非常持出品と
して準備しておきま
しょう。

　食料や日用品を少し多く買い備えて、
順番に使いながら新たに買い足していく
ローリングストック（循環型備蓄）という
考え方があります。
　定期的に使い、使った分を買い足すこ
とで無理なく、備蓄することができます。

地域の訓練に
参加しましょう

　自治会町内会の防災訓練や地域防災拠点の避難所開設・運営訓練など、
地域ではさまざまな防災活動を実施しています。
　一人ひとりが、訓練に参加して、災害への備えに取り組みましょう。

乳幼児のいる家庭
ミルク、ほ乳びん、離乳食、スプー
ン、おむつ、おしり拭き、タオル
（ガーゼ）、着替え、ベビー毛布、抱っ
こひも、乳幼児のおもちゃ など

妊婦のいる家庭
母子健康手帳、診察券、さらし、脱脂
綿、ガーゼ など

要介護者のいる家庭
着替え、おむつ、障害者手帳、補助具
などの予備 など

【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

□飲料水
1人3日分で9Lが目安です。
（例）3人家族の場合、9L×3人＝27L

備蓄品リスト

　水防法等の一部を改正する法律、避難勧告等に関するガイ
ドラインの改定や、本市の取組、市民の意見を踏まえ、主に次
の点を修正しました。運用開始は4月1日からです。

■災害に強い人・地域づくりの推進  ～要援護者等の対策強化～
　洪水または土砂災害のリスクが高い地域の要配慮者利用施設に対し、
「避難確保計画の作成・報告」と「計画に基づく訓練の実施」が義務化された
ことを明記しました。

■わかりやすい避難行動の伝達  ～「逃げ遅れゼロ」の実現～
　避難勧告等に関するガイドラインの改定に基づき、高齢者等の要援護者
が避難を開始する段階であることなどを明確にするため、「避難準備情報」
を「避難準備・高齢者等避難開始」と伝達するなど、よりわかりやすく迅速
な避難行動を促す表現に修正しました。

【この記事に関する問合せは】

総務局危機対処計画課へ　　 671-4359　　 641-1677

市防災計画「風水害等対策編」を修正しました

　3月下旬より、土砂災害警戒情報が発表された際、がけ崩れの
危険などを伝えるため、神奈川県から対象地域に緊急速報メー
ルが配信されます。さらに、本市から、土砂災害警戒情報の発
表とともに事前に定めた区域（即時避難勧告対象区域）に避難
勧告を発令し、そのことを緊急速報メールで配信します。対象
区域については日頃からホームページで確認しましょう。

【緊急速報メールに関する問合せは】

総務局緊急対策課へ　　 671-2064　　 641-1677
【避難勧告の対象区域に関する問合せは】各区総務課防災担当へ

土砂災害警戒情報発表時における
緊急速報メール（エリアメール）※の配信について

横浜市　即時避難勧告対象区域 検 索

備える

日常で
使う

買い
足す

　市民が将来にわたり、安全と安心、夢と希望を感じられる横浜を実現するための計画「中期4か年計画2018～2021」を
着実に進め、安全・安心な市民生活を支えます。
　国際的なビッグイベント開催のチャンスをいかし、横浜の魅力を磨き、発信します。

横浜市　31予算案 検 索

150,965円
（32.0％）

124,620円
（26.5％）

52,574円
（11.2％） 47,236円

（10.0％）
27,636円
（5.9％）

26,811円
（5.7％） 13,066円

（2.8％）
11,380円
（2.4％）

11,701円
（2.5％） 4,883円

（1.0％）

市民1人あたり予算

470,872円

□食料品
クラッカーなど調理せずに食べられ
るものや、缶切りが不要な缶詰など。
※食物アレルギーがある人は、自分に適したもの
を備蓄するようにしましょう。

□トイレパック
1人3日分で15個程度が目安です。
※トイレパックとは、家庭のトイレなどに設置し
て使用する「凝固剤」と「処理袋」のセットです。
ホームセンターなどで購入できます。

～過去の大地震経験者から学ぶ～
被災時にあってよかったもの
～過去の大地震経験者から学ぶ～
被災時にあってよかったもの

　過去の大地震では、断水が起きたため、生
活用水（洗濯、入浴、洗面、トイレなど）や飲
食用の水で困った人が多くいました。そん
な時、役立ったのが、水の備蓄はもちろん、
水を運ぶポリタンクや台車、体を拭く
ウェットティッシュだと言われています。
　また、停電やガスの不通によって、食事や
家族間の連絡で困った人も多くおり、懐中
電灯や携帯ラジオ、携帯電話用充電器、乾電
池、卓上コンロも重宝されました。女性に
ついては、生理用品などの備蓄も役立った
と言われています。

一般会計 1兆7,615億円 2.0％

　主に市税を財源とし、市の一般的
な行政サービスを行う一般会計の予
算規模は1兆7,615億円になりまし
た。前年度に比べて2.0％増、5年連
続のプラス予算です。全会計総計は
3.1％増のプラス予算です。

　2020年の完成を目指した公共投資を進めながら、市民に
身近な道路や公園、学校施設の整備・営繕、社会福祉施設の
整備などにしっかりと取り組んでいきます（市債活用額
1,720億円）。
　一般会計が対応する借入金残高※は、平成33年度末に平成
29年度末残高以下にするよう、引き続き管理していきます。
※一般会計の市債残高および一般会計が対応する特別会計、公営企業会計、外郭団体の借入
金残高。

　事業の必要性や有効
性などについて検証し、
事業の見直しを実施し
ました（見直し効果額
110億円）。

　子育て支援や福祉、教育、環境、防災など、市民生活に密接にかかわる課題にきめ細かく
対応します。約6割を「子育て・教育」「福祉・保健・医療」に使っていきます。

子育て・
教育に

福祉・保健・
医療に

市役所の
運営等に

道路・住宅・
計画的な
街づくりに

地球温暖化
対策や水・
緑の保全に

横浜の魅力
づくりや経
済の発展に

地域づくり
やスポーツ
活動・区の
運営に

救急・消防に ごみの処理
や減量・リサ
イクルに

地下鉄・
バス・水道
事業に

一般会計歳入  総額  1兆7,615億円

一般会計歳出  総額  1兆7,615億円

市税
47.5%

国・県支出金
23.0%

市債
9.8%

その他
18.5%

地方交付税  1.2%

計画的な市債活用による
一般会計が対応する借入金残高の管理 不断の行政改革の推進

©oono ryusuke TM ©Rugby World Cup Limited 2015.
All rights reserved.

人件費
20.5%

扶助費
28.6%

公債費
10.5%

行政運営費
15.3%

施設等
整備費
14.1%

繰出金
11.0%

（2019年1月1日時点の人口374万944人で計算）
※（　）内は構成比

□紙皿、紙コップ
□ビニール袋
□ティッシュペーパー
□トイレットペーパー

□タオル
□ランタン、懐中電灯
□携帯ラジオ
□予備バッテリー、携帯電話用充電器

□常用薬、お薬手帳、救急医薬品
□生理用品
□ホイッスル
※このリストに掲載の品目がすべてではありません。

※事前登録不要のメールです。

※数値は、項目ごとに四捨五入しているため、
　合計が一致しない場合があります。



●　　　　　　　　2019（平成31）年 3 月号2 　　　　　　　 2019（平成31）年 3 月号　●3

【この記事に関する問合せは】財政局財政課へ　　 671-2231　　 664-7185

平成31年度予算案を
まとめました

備蓄品を準備しましょう

災害への備え、
していますか？

平成31年度予算案の主なポイント

市民1人あたり予算のつかいみち（一般会計）

「施策の推進と財政の健全性の維持」の両立 徹底した
事務事業の見直し

各会計の予算規模

会計名 予算額 対前年度増減率

特別会計

公営企業会計

全会計総計

1兆3,282億円

3兆7,048億円

2.0％

3.1％

6,152億円 8.8％

力強い経済成長と文化芸術創造都市の実現　
●市内中小企業支援・商店街の賑わい創出　●戦略的な企業誘致の推進
●第7回アフリカ開発会議、ラグビーワールドカップ2019TMの開催　●2019・2020年に「文化・観光」施策を重点的に展開

花と緑にあふれる環境先進都市
●ガーデンネックレス横浜2019　●国際園芸博覧会の招致推進　●SDGs未来都市の実現

超高齢社会への挑戦
●地域包括ケアシステムの構築・推進　●健康づくりの推進

人が、企業が集い躍動するまちづくり
●都心臨海部の機能強化　●郊外部の活性化　●地域交通サポートの拡充　●総合的な空家等対策の強化

未来を創る多様な人づくり
●子育て支援　●子どもの貧困対策　●学校教育の充実　●教職員の働き方改革　●女性の活躍支援　●外国人材の受入環境の整備

未来を創る強靱な都市づくり
●災害対応力の強化　●交通ネットワークの整備　●クルーズ客船受入機能強化、臨海部の賑わい創出　●公共施設の老朽化対策

3月23日（土）～6月2日（日）、9月中旬～10月中旬　
ガーデンネックレス横浜 2019
＜5月3日（金・祝）～6月2日（日） 横浜ローズウィーク＞

8月28日（水）～30日（金）
第7回アフリカ開発会議

9月15日（日）～11月15日（金）
横浜音祭り 2019

9月20日（金）～11月2日（土）
ラグビーワールドカップ 2019TM

もっとくわしく知りたい！
平成31年度
予算案について
詳しくはこちら

財政広報誌
ひと目でわかる横浜の財政
4月中旬発行予定
【配布場所】
市庁舎1階市民情報センター、各区役所
広報相談係、行政サービスコーナー、市
内市民利用施設など

　多くの被害をもたらした東日本大震災から8年が経過します。
　東日本大震災からの教訓を基に制定した「よこはま地震防災市民憲章」では、「食料・飲料水
などの備蓄」、「防災訓練への参加」など、私たち一人ひとりにできる日頃の備えなどについて
まとめています。災害の発生を防ぐことはできませんが、被害を減らすために、いつ起こる
かわからない大地震への備えを見直してみましょう。

定期的に使い、
無理なく備蓄しましょう

家族構成によって
必要なものは異なります

　大地震発生時は、行政からの支援はすぐには届きません。また、食料品や
日用品を購入することが難しくなります。家族構成や生活スタイルにあわ
せて、必要な備蓄をしておきましょう。

　備蓄する量の目安は
最低3日分です。避難
する際に必要となるも
のは、すぐに持ち出せ
るようにリュックなど
に入れ、非常持出品と
して準備しておきま
しょう。

　食料や日用品を少し多く買い備えて、
順番に使いながら新たに買い足していく
ローリングストック（循環型備蓄）という
考え方があります。
　定期的に使い、使った分を買い足すこ
とで無理なく、備蓄することができます。

地域の訓練に
参加しましょう

　自治会町内会の防災訓練や地域防災拠点の避難所開設・運営訓練など、
地域ではさまざまな防災活動を実施しています。
　一人ひとりが、訓練に参加して、災害への備えに取り組みましょう。

乳幼児のいる家庭
ミルク、ほ乳びん、離乳食、スプー
ン、おむつ、おしり拭き、タオル
（ガーゼ）、着替え、ベビー毛布、抱っ
こひも、乳幼児のおもちゃ など

妊婦のいる家庭
母子健康手帳、診察券、さらし、脱脂
綿、ガーゼ など

要介護者のいる家庭
着替え、おむつ、障害者手帳、補助具
などの予備 など

【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

□飲料水
1人3日分で9Lが目安です。
（例）3人家族の場合、9L×3人＝27L

備蓄品リスト

　水防法等の一部を改正する法律、避難勧告等に関するガイ
ドラインの改定や、本市の取組、市民の意見を踏まえ、主に次
の点を修正しました。運用開始は4月1日からです。

■災害に強い人・地域づくりの推進  ～要援護者等の対策強化～
　洪水または土砂災害のリスクが高い地域の要配慮者利用施設に対し、
「避難確保計画の作成・報告」と「計画に基づく訓練の実施」が義務化された
ことを明記しました。

■わかりやすい避難行動の伝達  ～「逃げ遅れゼロ」の実現～
　避難勧告等に関するガイドラインの改定に基づき、高齢者等の要援護者
が避難を開始する段階であることなどを明確にするため、「避難準備情報」
を「避難準備・高齢者等避難開始」と伝達するなど、よりわかりやすく迅速
な避難行動を促す表現に修正しました。

【この記事に関する問合せは】

総務局危機対処計画課へ　　 671-4359　　 641-1677

市防災計画「風水害等対策編」を修正しました

　3月下旬より、土砂災害警戒情報が発表された際、がけ崩れの
危険などを伝えるため、神奈川県から対象地域に緊急速報メー
ルが配信されます。さらに、本市から、土砂災害警戒情報の発
表とともに事前に定めた区域（即時避難勧告対象区域）に避難
勧告を発令し、そのことを緊急速報メールで配信します。対象
区域については日頃からホームページで確認しましょう。

【緊急速報メールに関する問合せは】

総務局緊急対策課へ　　 671-2064　　 641-1677
【避難勧告の対象区域に関する問合せは】各区総務課防災担当へ

土砂災害警戒情報発表時における
緊急速報メール（エリアメール）※の配信について

横浜市　即時避難勧告対象区域 検 索

備える

日常で
使う

買い
足す

　市民が将来にわたり、安全と安心、夢と希望を感じられる横浜を実現するための計画「中期4か年計画2018～2021」を
着実に進め、安全・安心な市民生活を支えます。
　国際的なビッグイベント開催のチャンスをいかし、横浜の魅力を磨き、発信します。

横浜市　31予算案 検 索

150,965円
（32.0％）

124,620円
（26.5％）

52,574円
（11.2％） 47,236円

（10.0％）
27,636円
（5.9％）

26,811円
（5.7％） 13,066円

（2.8％）
11,380円
（2.4％）

11,701円
（2.5％） 4,883円

（1.0％）

市民1人あたり予算

470,872円

□食料品
クラッカーなど調理せずに食べられ
るものや、缶切りが不要な缶詰など。
※食物アレルギーがある人は、自分に適したもの
を備蓄するようにしましょう。

□トイレパック
1人3日分で15個程度が目安です。
※トイレパックとは、家庭のトイレなどに設置し
て使用する「凝固剤」と「処理袋」のセットです。
ホームセンターなどで購入できます。

～過去の大地震経験者から学ぶ～
被災時にあってよかったもの
～過去の大地震経験者から学ぶ～
被災時にあってよかったもの

　過去の大地震では、断水が起きたため、生
活用水（洗濯、入浴、洗面、トイレなど）や飲
食用の水で困った人が多くいました。そん
な時、役立ったのが、水の備蓄はもちろん、
水を運ぶポリタンクや台車、体を拭く
ウェットティッシュだと言われています。
　また、停電やガスの不通によって、食事や
家族間の連絡で困った人も多くおり、懐中
電灯や携帯ラジオ、携帯電話用充電器、乾電
池、卓上コンロも重宝されました。女性に
ついては、生理用品などの備蓄も役立った
と言われています。

一般会計 1兆7,615億円 2.0％

　主に市税を財源とし、市の一般的
な行政サービスを行う一般会計の予
算規模は1兆7,615億円になりまし
た。前年度に比べて2.0％増、5年連
続のプラス予算です。全会計総計は
3.1％増のプラス予算です。

　2020年の完成を目指した公共投資を進めながら、市民に
身近な道路や公園、学校施設の整備・営繕、社会福祉施設の
整備などにしっかりと取り組んでいきます（市債活用額
1,720億円）。
　一般会計が対応する借入金残高※は、平成33年度末に平成
29年度末残高以下にするよう、引き続き管理していきます。
※一般会計の市債残高および一般会計が対応する特別会計、公営企業会計、外郭団体の借入
金残高。

　事業の必要性や有効
性などについて検証し、
事業の見直しを実施し
ました（見直し効果額
110億円）。

　子育て支援や福祉、教育、環境、防災など、市民生活に密接にかかわる課題にきめ細かく
対応します。約6割を「子育て・教育」「福祉・保健・医療」に使っていきます。

子育て・
教育に

福祉・保健・
医療に

市役所の
運営等に

道路・住宅・
計画的な
街づくりに

地球温暖化
対策や水・
緑の保全に

横浜の魅力
づくりや経
済の発展に

地域づくり
やスポーツ
活動・区の
運営に

救急・消防に ごみの処理
や減量・リサ
イクルに

地下鉄・
バス・水道
事業に

一般会計歳入  総額  1兆7,615億円

一般会計歳出  総額  1兆7,615億円

市税
47.5%

国・県支出金
23.0%

市債
9.8%

その他
18.5%

地方交付税  1.2%

計画的な市債活用による
一般会計が対応する借入金残高の管理 不断の行政改革の推進

©oono ryusuke TM ©Rugby World Cup Limited 2015.
All rights reserved.

人件費
20.5%

扶助費
28.6%

公債費
10.5%

行政運営費
15.3%

施設等
整備費
14.1%

繰出金
11.0%

（2019年1月1日時点の人口374万944人で計算）
※（　）内は構成比

□紙皿、紙コップ
□ビニール袋
□ティッシュペーパー
□トイレットペーパー

□タオル
□ランタン、懐中電灯
□携帯ラジオ
□予備バッテリー、携帯電話用充電器

□常用薬、お薬手帳、救急医薬品
□生理用品
□ホイッスル
※このリストに掲載の品目がすべてではありません。

※事前登録不要のメールです。

※数値は、項目ごとに四捨五入しているため、
　合計が一致しない場合があります。
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　スタートアップオフィス「F-SUSよこはま」は、
本市が運営する、女性起業家のための会員制シェ
アオフィスです。インキュベーションマネー
ジャー※が女性起業家を総合的に支援するほか、専
門コンサルタントである女性起業家支援チームが
さまざまな課題解決に向けて支援をするため、安
心して事業を進めることができます。
　さらに、定期的に会員の交流会を開催していま
す。会員同士が繋がりを持つことで、異業種の交
流による新しいビジネスが生まれるだけでなく、
モチベーションを高めながら、相互に成長してい
くことが期待できます。
※起業家の起業ノウハウなど不足するものを支援し、 事業達成まで導く人の
こと。

女性起業家のためのシェアオフィス

F-SUSよこはま体験見学会

【この記事に関する問合せは】F-SUSよこはま事務局へ　　 225-3726　　 225-3738

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 ワタシ ジィジ バァバヘルスィママパパ

エフ 　 サ ス

●肢体不自由特別支援学校とは
　肢体不自由特別支援学校には、肢体不自由に加えて知的障害が
ある子どもたちや、医療的なケアが必要な子どもたちも通ってい
ます。自分では動くことや意思表示することが難しい子どもた
ちには、身体の使い方を練習したり、
周囲とコミュニケーションをスムー
ズにとるための学習に取り組んだり
するなど、障害の状況に合わせた教育
を行っています。また、ICT機器を活
用して学習を進めることもあります。

市立特別支援学校（肢体不自由）の
再編整備

【この記事に関する問合せは】教育委員会事務局特別支援教育課へ　　 671-3958　　 663-1831

F-SUSよこはまでは、
あなたがやりたいことが、

しっかりとビジネスになる手伝いをします。
卒業した後も、継続的に支援を行い、
あなたの事業を応援します。

日　　時：4月  3日（水）
5月10日（金）

参加人数：各回20人
費　　用：無料
場　　所：F-SUSよこはま（中区太田町2-23 

横浜メディア・ビジネスセンター6階）

内　　容：・F-SUSよこはま施設見学
・現会員による座談会
・インキュベーションマネージャーと
の個別相談（30分・希望者のみ）など

申込み日：3月11日（月）9時から
定員になり次第、募集終了します。

申込方法：F-SUSよこはま事務局へ電話また
はEメールで、氏名、電話番号・Eメー
ルアドレス、参加希望日時、個別相談
の希望の有無を連絡してください。

　 225-3726（月～金曜  9時～17時）
　 f-sus@idec.or.jp

【第1回】10時～12時　
【第2回】14時～16時

体 験 見 学 会

　本市では、障害（肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、知的障害、病
弱）のある子どもたちが通う市立特別支援学校を市内12か所に設
置しています。4月より新たに肢体不自由の学校が1校増えて13
校になります。

●肢体不自由特別支援学校の再編整備
　昨今では、通学する子どもたちの人数の増加により過大規模化
する学校がでてきたことや、スクールバスによる通学の長時間化
などの課題がありました。そこで、4月に新たな特別支援学校を整
備するとともに、居住地により通学区域を設定し通学時間の長時
間化の解消を目指していきます。

　学校の統合により空き校舎となっ
ていた旧左近山第二小学校を改修・
増築して、肢体不自由児のための特
別支援学校を整備しています。敷地
内にはコミュニティハウスが併設さ
れるなど、「地域とともに、やさしく、
元気に」をスローガンに掲げ、地域に
愛される学校をつくっていきます。

　4月より上菅田特別支援学校の「北綱
島分校」となりますが、学校の所在地や
教育環境については、これまでと変わる
ことはありません。
※平成27年度の計画では、左近山特別支援学校
の新設に伴い閉校することとしてきましたが、
当初の計画を変更し、平成30年市会第1回定例
会での条例改正により、平成31年度より分校
として存続していくことを明確にしています。

左近山特別支援学校（4月開校予定） 北綱島特別支援学校

市立特別支援学校で、児童生徒への医療的ケアに携わる看護師を
募集しています。詳しくはホームページを確認してください。

横浜市立　特別支援学校　看護師 検 索

i

　「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉祭」は、60歳以上の人を中心に、
あらゆる世代が楽しみ、交流を深めることができる健康と福祉の総合的な祭典です。
　選手としての参加以外にもふれあい広場など、誰でも楽しめるイベントも数多く開催されます。

【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　　 671-2406　　 641-6408

授業の様子

～高齢者が主役の健康と福祉の祭典～

全国健康福祉祭（ねんりんピック和歌山）

　介護施設など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。日程などは、今月の「はま情報」で確認してください。

【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

よこはまシニアボランティアに参加しませんか

大会日程 11月９日（土）～12日（火）

卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、ゲートボール、ペタンク、弓道、
剣道、グラウンド・ゴルフ、サッカー、ソフトバレーボール、ウォークラリー、
太極拳、ダンススポーツ、囲碁、将棋、健康マージャン、なぎなた／計18種目

本市参加競技種目本市参加競技種目

〇各種目の市の代表選考会の日程・会場などについては、広報よこはま「はま情報」にて随時お知らせします。
　※一部選考が終了・地区予選を開始している種目があります。
〇市の代表は、大会参加費の一部補助があります。 昨年の様子

イメージ
キャラクター
健康ほうし君

2021年は神奈川県で開催されます!
大会日程 2021年11月6日（土）～9日（火）
　県内で、全32種目の交流大会とさまざまな
イベントが開催されます。
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●広報よこはま2019年2月号の訂正
はま情報の「募集」に掲載した横浜
開港祭の記事に誤りがありました。
ドリーム  オブ  ハーモニー参加者
の対象
誤）2019年4月時点で小学5・6年生
正）2019年2月時点で小学生以上
お詫びの上訂正し、以下に再掲載
します

■横浜開港祭 
　ドリーム オブ ハーモニー参加者
選考。詳細は で。
2019年2月時点で小学生以上
6月2日（日）（練習は4・5月の土・日曜）
臨港パークほか
3月8日まで
実行委員会（ 212－5511 212－
5510）か文化観光局MICE振興課（
671-4234）

■市職員（技術先行枠）
詳細は受験案内（区役所広報相談係
で配布）か で
試験日＝4月21日（日）
3月20日まで
人事委員会任用課（ 671－3347
641－2757）

■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＝①4月21日（日）②5月19日（日）
①4月5日まで②4月26日まで
医療局病院経営本部人事課（
0120－74－4174 664－3851）

横浜市看護職員 採用

■市高等学校奨学生
選考。月5,000円支給（返還不要）。詳
細は申込書（3月下旬から県内の高
校、区役所広報相談係で配布。 か
ら入手）で
教育委員会高校教育課（ 671－
3272 640－1866）

■都市美対策審議会 市民委員
20歳以上､ 選考2人。8月から2年間。
詳細は募集要項（3月4日から区役所
広報相談係で配布）か で
4月10日まで
都市整備局都市デザイン室（ 671
－2023 664－4539）

■市民病院ガイドボランティア
選考。患者の案内やリハビリ患者の
送迎・車いす補助等｡詳細は問合せを
市民病院医事課（ 331－1961 334
－5645）

■世界トライアスロン横浜大会を
　サポートする小学生
2019年4月1日時点で小学3～6年生、
抽選。詳細は で
5月18日（土）
3月31日まで
事務局（ 680－5538 641－2371）

■ザよこはまパレード（国際仮装行
列）審査員

2019年4月1日時点で18歳以上、審査
対象者と無関係な人、抽選5人。交通
費自己負担。詳細は で
5月3日（金・祝）。荒天時5月4日（土・祝）
3月29日まで
説明会　参加必須。4月12日（金）16時
実行委員会（ 671－7423 671－
0131）か文化観光局MICE振興課（
671－3546）

■横浜マイスター
技能普及を行う手作業主体の卓越し
た技能職者、選考
4月19日までに申込書（4月1日から
問合先で配布）で
説明会　3月28日（木）18時30分。技
能文化会館で開催。申込みは3月14
日から で問合先へ
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

■4月から粗大ごみ受付センターの
FAX番号が変更

聴覚・言語障害者専用
受付センター（ 550－3599）
資源循環局業務課（ 671－3815
662－1225）

■中央職業訓練校  5月生募集
　① IT・Webプログラミング科､
　　OA経理科（中級）
　②医療・調剤事務OA科､ 介護総合科
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。費用等詳細は4月1日から
申込書（ハローワークで配布）か で
5月～8月
4月18日まで
説明会　各10時・14時、問合先で開
催。①4月8日（月）②4月9日（火）
会場の中央職業訓練校（ 664－
6825 664－2081）

■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3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
　4月16日（火）＝旭公会堂
　4月25日（木）＝青葉公会堂
　5月14日（火）＝開港記念会館
　5月22日（水）＝鶴見公会堂
　5月30日（木）＝中川地区センター
3月11日から で事務局（ 671－
0296 671－0295）

申込先か健康福祉局介護保険課
（ 671－4252）

■視覚障害者向け日常生活用具
　展示体験会
3月16日（土）10時30分～16時
横浜ラポール
視覚障害者福祉協会（ 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
　①パソコン入門
　②ワード基礎
　③エクセル基礎
15歳以上（中学生除く）、肢体・内部・
精神・聴覚等障害者、各抽選8人。
①初心者。1,580円
②③文字入力可能な人。3,160円
各13時～16時
　①4月11日（木）・12日（金）､全2回
　②4月16日（火）～19日（金）、全4回
　③ 4月22日（月）～24日（水）・26日（金）､
　　全4回
横浜ラポール
3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）

■開港記念式典・コンサート
抽選1,000人。詳細は で
6月2日（日）14時～16時
みなとみらいホール
6か月～未就学児（予約制）
4月8日まで
窓口（ 650－7851 661－0604）か 
文化観光局企画課（ 671－4123）

■消防音楽隊 防災ふれあいコンサート
当日先着300人。防災の啓発｡詳細は
で
3月24日（日）13時30分～14時45分
会場の市民防災センター（ 311－
0100 312－0386）

■糖尿病講習会
当日先着50人
3月28日（木）14時～16時
会場のみなと赤十字病院（ 628－
6100 628－6101）

■講演｢呼吸器疾患の吸入療法・酸素療法｣
当日先着100人
3月31日（日）13時30分～15時
横浜ラポール
もみじ会（杉本 ・ 901－7446）か
健康福祉局障害福祉課（ 671－
3602）

■地域緑のまちづくり提案募集
　支援講座
詳細は3月15日からチラシ（区役所広
報相談係で配布）か で
4月13日（土）・23日（火）・5月8日（水）・11
日（土）
関内中央ビルほか
環境創造局みどりアップ推進課
（ 671－3447 224－6627）

■こどもを望む夫婦のための講座
先着80人｡不妊体験者による体験談､
交流会もあり｡詳細は で
3月21日（木・祝）13時30分～16時40分
開港記念会館
3月11日から
こども青少年局こども家庭課（
671－3874 681－0925）

■シルバーパソコン講習
50歳以上、各抽選18人。3,700円
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》4月2・3日午
前、5月7・8日午前
　《初めてのワード》4月2・3日午後、 
5月14・15日午前
　《初めてのエクセル》4月9・10日午
後、5月7・8日午後
3月22日までに で会場のシル
バー人材センター（ 847－1800
847－1716）

■ひつじのショーン 
　サイクルスタンプラリー
横浜・横須賀でイギリスにゆかりの
ある施設16か所を巡る。抽選でプレ
ゼントあり。詳細は で
6月9日（日）まで
道路局交通安全・自転車政策課（
671－2323 663－6868）

■世界自閉症啓発デー in 横浜
①②発達障害の書籍展示③④ブルー
ライトアップ。詳細は で
①3月17日（日）まで
　②3月19日（火）～4月8日（月）
　③4月2日（火）18時30分～22時
　④4月2日（火）日没～24時
①中図書館
　②中央図書館
　③日産スタジアム
　④よこはまコスモワールド
こども青少年局障害児福祉保健課
（ 671－4278 663－2304）

■横浜マイスター展
匠の技を紹介
3月17日（日）10時～16時
ランドマークプラザフェスティバ
ルスクエア
経済局雇用労働課（ 671－4098
664－9188）

●�平成31年度予算の執行を伴う
事業などは、市会での議決後に
確定します。
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■北西線建設現場フォトコンテスト
作品展
3月19日（火）～4月14日（日）
中央図書館
道路局横浜環状北西線建設課（
671－3630 651－3269）

■LGBTへの理解を深めよう
当事者・支援者によるトークイベン
トほか
3月21日（木・祝）13時～16時
新都市プラザ
市民局人権課（ 671－2718 681－
5453）

■パープルデー ライトアップ
てんかんの啓発
3月22日（金）～26日（火）、日没～翌日
の日の出
象の鼻パーク
健康福祉局障害企画課（ 671－
3606 671－3566）

■アースアワー2019 in 横浜
消灯カウントダウンイベントほか
3月30日（土）19時～21時30分
桜木町駅前広場
WWFジャパン（ 03－3769－1711
03－3769－1717）か温暖化対策統括
本部調整課（ 671－2661）

■風力発電所親子バス見学会
小学生以上の子と保護者、抽選55人。
1人700円。詳細は で
3月26日（火）12時30分～16時45分
ハマウィングと鶴見焼却工場
3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）

■高校生の留学報告会
当日先着100人。世界を目指す若者応
援基金で留学した高校生の成果。詳
細は で
3月26日（火）15時～17時
開港記念会館 
国際局政策総務課（ 671－3826
664－7145）

■横浜港入港客船 ふ頭内見学会
停泊予定の客船を岸壁等から眺望。
費用等詳細はチラシ（区役所広報相
談係で配布）か で
4月19日（金）・27日（土）・28日（日）・5月5
日（日・祝）・6日（月・休）
事務局（ 479－4658）か港湾局客
船事業推進課（ 671－7237 201－
8983）

■市民クルーズ
　①にっぽん丸  九州・瀬戸内
　②ぱしふぃっくびいなす 瀬戸内海
　③飛鳥Ⅱ ひたち・横浜
各抽選、15室。大人1人①222,300円～
②166,600円～③84,600円～。
①②横浜港発着③仙台港発横浜港
着。詳細はチラシ（区役所広報相談係
で配布）か で
①5月12日（日）～17日（金）
　②5月17日（金）～22日（水）
　③5月25日（土）～27日（月）
取扱旅行会社。①3月15日まで②3
月29日まで③3月24日まで
港湾局客船事業推進課（ 671－
7272 201－8983）

■500 Days to Go！ フェスティバル
東京2020オリンピック・パラリン
ピックPRステージほか。詳細はチラ
シ（区役所広報相談係で配布）か で
3月16日（土）10時～17時
新横浜公園一帯

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

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

開催自治体  横浜市
野球・ソフトボール サッカー

東京2020　横浜市

■市民招待
　①サッカー キリンチャレンジカップ
　②卓球 ライオンアジアカップ
各抽選。①5組10人②計75組150人
①3月22日（金）②4月5日（金）～7日（日）
①日産スタジアム②文化体育館
3月15日までに で
市民局スポーツ振興課（ 671－
4574 664－0669）

■横浜港カッターレース 参加者募集
抽選計204組､ 1組8人（15歳以上）｡シ
ニアは年齢合計360歳以上。費用等
詳細は で
5月26日（日）8時～17時
山下公園
3月29日までに申込書（ で入手）
を実行委員会（横浜アーチスト内、
664－3731 681－3735）
申込先か港湾局賑わい振興課（
671－2888）

■ドラゴンボートレース  参加者募集
選考200組､ 1組15～20人。
1組100,000円。詳細は で
6月1日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日）
山下公園
4月23日まで
ドラゴンボート協会（ 261－1163 
261－6766）か文化観光局MICE振

興課（ 671－4234）
■スポーツ医科学センターで　
　①幼児短期水泳教室
　②初めての体操教室
2019年4月1日時点で①3歳以上の未
就学児、各先着20人②3歳、先着30人。
費用等詳細は で
① 3月29日（金）15時30分～16時30
分・30日（土）14時～15時・31日（日）
10時～11時

　②3月30日（土）9時～9時45分
3月11日から で会場のスポーツ
医科学センター（ 477－5050 477
－5052）

■ねんりんピック和歌山  市代表選考会
　①健康マージャン
　②ソフトバレーボール
2019年4月1日時点で60歳以上。費用
等詳細は問合せを。市代表は大会参
加費用の一部補助あり
①3月31日（日）②4月20日（土）
①麻雀サロンシルバー
　②旭スポーツセンター
①3月27日まで②3月20日まで
①県麻雀段位審査会（齋藤 620－
3558）②横浜ソフトバレーボール
連盟（吉江 090－5347－4159）か、
健康福祉局高齢健康福祉課（ 671
－2406 641－6408）

■4月から国民年金保険料の産前産
後期間は免除に

詳細は問合せを
居住区の区役所保険年金課か健康
福祉局保険年金課（ 671－2418
664－0403）

■4月から男性不妊治療費の
　初回助成上限を増額
詳細は3月20日から で
こども青少年局こども家庭課（
671－3874 681－0925）

■長津田駅行政サービスコーナーの閉所
3月31日（日）
市コールセンター（ 664－2525
664－2828） 

■マリンタワーから
　①展望フロア入場料が半額
　②全館一時休館
①3月25日（月）～31日（日）。強風中止
　②4月から約3年間
①会場のマリンタワー（ 664－
1100 680－1656）②文化観光局観
光振興課（ 671－3652 663－6540）

■固定資産税 土地・家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧

固定資産税納税者か代理人（委任状
必要）。運転免許証など官公署発行の
顔写真付き本人確認書類を持参
4月1日（月）～5月7日（火）
会場の資産所在地の区役所税務
課か財政局固定資産税課（ 671－
2259 641－2775）

■公共事業事前評価 市民意見募集
　① 松風学園再整備事業（一部建替

え・改修）
　②新本牧ふ頭Ⅰ期地区整備事業
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
（①泉②中区）、問合先で。 からも可
3月1日～4月1日
①健康福祉局障害支援課（ 671－
3560 671－3566）②港湾局政策調
整課（ 671－7390 671－7310）

■都市計画マスタープラン 
　南区プラン公表
関係図書の縦覧は問合先か都市整備
局地域まちづくり課で。 からも可
南区役所企画調整係（ 341－1232 
341－1240）

■みなとみらいホール〔 682－2000 
682－2023、3月4・11日・4月8日休み〕
①こどもの日コンサート
②ハチャトゥリアン・コンチェルツ
① 未就学児入場不可､ 未就学児
入場可②未就学児入場不可。会場で
販売中①2,500円②6,000円（②は3月 
2日から）
① 5月5日（日・祝） 13時～14時 15
時30分～16時20分

　②6月28日（金）19時～21時20分
■横浜美術館〔 221－0300 221－
0317、木曜（祝日の場合翌日）休み〕
①コレクション展
②�展示「イサム・ノグチと長谷川三郎」
①500円②1,500円
3月24日（日）まで

■関内ホール〔 662－1221 662－
2050、3月11・25日・4月8日休み〕
①小野リサ�コンサート
②押尾コータロー�コンサートツアー
6,000円、会場で販売中。未就学児入
場不可
①4月20日（土）17時30分～19時30分
②5月18日（土）18時～20時

■横浜能楽堂〔 263－3055 263－
3031、3月4～6日・4月8日休み〕
①横浜狂言堂
②史上空前の狂言会
①｢左近三郎｣「察化」②「独り松茸」
「唐相撲｣。①2,000円、3月9日12時か
ら か で②3,000円～5,000円、会
場で販売中
①4月14日（日）14時～15時25分
　②4月27日（土）14時～15時45分

■横浜にぎわい座〔 231－2515 231
－4545、3月19・20日休み〕
①名作落語の夕べ
②三遊亭円楽独演会
③立川志の八落語会
④風間杜夫の落語会
⑤入船亭小辰ひとり会
1,500円～3,100円､会場で販売中
①4月6日（土）18時～20時30分
　②4月8日（月）14時～16時
　③4月9日（火）19時～21時
　④4月15日（月）19時～21時
　⑤4月29日（月・祝）14時～16時
■男女共同参画センター横浜南〔
714－5911 714－5912、第3月曜休み〕
ガールズ編�しごと準備講座
15～39歳のシングル女性、抽選20人。
300円
5月10日（金）～6月10日（月）の10時15
分～12時15分、全11回
4月23日までに申込書（説明会で配
布。 から入手）で
説明会　4月11日（木）13時30分。申
込みは3月11日から か で

■帆船日本丸・横浜みなと博物館〔
221－0280 221－0277､ 月曜（祝日の
場合翌日）休み〕
①展示｢ボクが好きな客船｣
②総帆展帆協力者募集
③みなとキッズクラブメンバー募集
詳細は で。①柳原良平の作品②訓
練に参加可能な原則18～59歳､ 抽
選30人③小学4～6年生､ 抽選30人。
8,000円。体験教室ほか
①3月26日（火）～8月25日（日）
　② 訓練日＝4月13・14・20日の土・日曜

10時～16時、全3回。予備日21日（日）
　③5月～2020年3月､全7回
②3月25日まで③4月5日まで

■三溪園〔 621－0635 621－6343〕
観桜の夕べ
700円
3月22日（金）～31日（日）の18時30分～
21時（入園は20時30分まで）

■金沢動物園〔 783－9100 782－
9972、月曜休み、3月25日・4月1日は開
園〕
春まつり
500円。ミニ新幹線「ドクターイエ
ロー」乗車体験（別途費用あり）ほか
3月16日（土）・17日（日）。乗車体験は雨
天中止

今年も横浜が花と緑でいっぱいに

今春から新たに始まる、
市の花「バラ」を主役にしたイベント
「横浜ローズウィーク」などを

紹介しています！

ガーデンネックレス横浜2019
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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

3月  2日
3月  9日
3月16日
3月23日
3月30日

※タイトルは変更になる場合があります。

知られざる横浜のすごい企業
ハマの商店街
ハマのヒーリングスポット
ハマの生活道具
ハマのじゃく

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

ら♪ら♪ら♪
港北ニュータウン

横浜を感じるミニコラム

 『ショートケーキとコーヒー』 山本 東次郎（能楽師）

　昭和22年6月8日、多摩川能楽堂で行われた銕
てっせんかい

仙会
の定例会が終わった夕方、11歳の私は父に言われる
まま、幌付きトラックの荷台に乗った。観世寿夫・
栄夫・静夫ご兄弟やお囃子方、能楽師の一行が向か
ったのは横浜にあるとあるホテル、進駐軍の上官達

とそのご夫人のために能楽鑑賞会が開かれたのだ。
狂言は「蟹山伏」。シテ（主役）の山伏は父、強

ご う

力
り き

は内
弟子の中島、私は蟹の精の役であった。
　終演後の立食パーティーには出演者一同も参加さ
せてもらった。肉あり魚あり、名前も知らない西洋
料理のご馳走が宴会場いっぱい、巨大な皿に山のよ
うに盛られている。目の眩むような光景であった。
敗戦からまだ2年、日本中が想像を絶するような飢
餓状態にあった。母が大事な着物を抱えてどこか遠
くの農家に出掛け、さつま芋と交換してリュックサ
ックに詰めて帰ってくるのを暗くなるまでじっと
待っていた時、こんな贅沢をしている人たちがいた
のだ。
　パーティー会場には中島に連れられて行ったが、
父がどうしていたか記憶にない。「ギブミーチョコ
レート！」と叫びなから進駐軍のトラックを追いか
けていく子どもたちを見て、「お前があんな真似を

したら許さん。俺は必ず扇一本で日本を救う」と言
っていた父であった。子どもや弟子にはご馳走を堪
能させながら、賑やかな会場の外で独り、日本の再
建に思いを馳せていたのではないか。
　クリームたっぷりのショートケーキと初めて飲
んだコーヒー、甘くて苦い思い出である。

　3月から4月は、引っ越しに伴う届出が集中します。混雑が予想さ
れる日を避けて手続してください。
　特に、3月25日（月）と4月13日（土）は最も混雑することが予想され
ますので、なるべく別の日を利用してください。

●区役所戸籍課受付時間　
月〜金曜：8時45分〜17時　　第2・第4土曜：9時〜12時

　このイベントは、8月に横浜で開催される「第7回アフリカ開発会議」
の連携事業です。音楽やダンスなどア
フリカ文化に触れるステージやワーク
ショップ、マーケットやフードコートな
ど、子どもから大人まで、まるでアフリ
カを訪れたような交流や体験ができま
す。横浜でアフリカを満喫しましょう！ 

日　時 4月28日（日）、5月5日（日・祝）
 午後（山下ふ頭 集合・解散）

費　用 無料　
人　数  各日47人（応募者多数の場合

抽選）
対　象  市内在住で、当日まで有効な

運転免許証かパスポート所持
の人（乳幼児や子ども含む）。

  未成年者は、20歳以上の人の同伴が必要。車いすを利用の場合
は介助者が同伴。見学時ベビーカー不可。

申込期日 3月15日（金）（消印有効）まで
申込方法  往復はがきの往信面に、行事名（市民船内見学会）・希望日（どち

らか1日）・応募者全員（2人まで）の氏名（ローマ字）・性別・国籍・
生年月日（西暦）・パスポートまたは運転免許証の種類と番号・
住所・電話番号を記載し、返信面に当落通知の送付先を記載し
てください。

  ※ 応募は1人１通まで。
 ※参加者はキュナードメールマガジン会員に登録が必要。

申込先 〒231-0014 中区常盤町2-19 見学会事務局（株式会社旭広告社内）
当落通知時期 3月中旬から下旬まで

※当日の天候などにより、実際の窓口の状況と異なる場合があります。

住所変更手続は、引っ越し先の区役所戸籍課登録担当で行いま
す。「マイナンバーカード」または「通知カード」を必ず持参し
てください。

アフリカンフェスティバル
よこはま2019

大黒ふ頭客船ターミナル４月グランドオープン
客船「クイーン・エリザベス」船内見学会

日　時 4月5日（金）〜7日（日）11時〜19時（最終日は17時まで）
場　所 横浜赤レンガ倉庫1号館（中区新港1-1-1）
費　用 無料（ワークショップなど一部有料）

【この記事に関する問合せは】 見学会事務局へ 9時〜17時（土・日・祝休日を除く）
663-7267　 681-2695

開港160周年に客船「クイーン・エリザベス」が寄港！

山本東次郎さん：能楽大蔵流狂言方。
1937年5月5日、3世山本東次郎の長男とし
て生まれる。1942年「痿

し び り

痺」のシテで初舞
台。以後、狂言の伝承・普及に尽力。1972
年4世東次郎を襲名。1992年芸術選奨文
部大臣賞。1994年観世寿夫記念法政大学
能楽賞。2007年日本芸術院賞など受賞歴
多数。1998年に紫綬褒章。2012年には重要
無形文化財各個認定（人間国宝）。また、
2004年には山本東次郎家一門として、横
浜文化賞を受賞。

プロフィール

「
三さ
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ば
そ
う

番
三
」（
大
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【この記事に関する問合せは】 アフリカンフェスティバルよこはま実行委員会事務局へ
317-7890　 317-7643

【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

春の引っ越しシーズンは
区役所窓口が大変混雑します

戸籍課登録担当の混雑予想カレンダー

「マイナンバーカード・通知カードの
住所変更手続」も行ってください！
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昨年の様子

写真提供：キュナード・ライン
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統一地方選挙（市会・県会・知事）

今年も横浜が花と緑でいっぱいに

ガーデンネックレス横浜2019

【この記事に関する問合せは】NTTハローダイヤルへ　　 050-5548-8686  案内期間6月3日（月）まで　8時～22時　　 224-6627

　花と緑にあふれる都市「ガーデンシティ横浜」を推進し、
今年も「ガーデンネックレス横浜2019」を市民や企業と連携
して全市で展開します。この春は、開港以来市民に親しま
れてきた市の花「バラ」を主役にしたイベント「横浜ローズ
ウィーク」を新たに開催し、開港160周年の横浜を彩ります。

投票日 ４月7日（日）７時～20時
投票日に投票所に行くことが
できない見込みの人は、
期日前投票所を利用してください。

投票の際は、届いた「投票のご案内」を持参してください。
受付を早く済ませることができます。
なお、「投票のご案内」がなくても投票できます。

市会議員選挙の選挙公報の
点字・録音版「選挙のお知らせ」
4月3日以降、居住区の選挙管理委員会、
市立図書館に設置します。

選挙の種類

期日前投票期間

市会・県会・知事

3月30日（土）～4月6日（土）
知事のみ

3月22日（金）～29日（金）
※市会・県会は、この期間投票できません。

＊期日前投票所は、各区に区役所のほか、臨時期日前投票所を設置していますが、利用できる期間・時間が異なります。
　なお、投票できる期間が選挙ごとに異なりますので注意してください。
＊詳しくは、本紙各区版を確認してください。

今月号の記事で平成31年度予算の執行を伴う事業などは、市会での議決後に確定します。

【この記事に関する問合せは】各区選挙管理委員会か市選挙管理委員会へ　　 671-3336　　 681-6479

里山ガーデン
（旭区上白根町1425-4／よこはま動物園ズーラシア隣接）

【期間】3月23日（土）～5月6日（月・休） 
9時30分～16時30分  入場無料
　横浜産の花で彩る大花壇は春らしいパ
ステルカラーで彩られ、ウェルカムガー
デンや谷戸の菜の花畑では春の里山を感
じることができます。

　3月24日（日）・4月20日（土）には、里山ガーデンで
三上真史さんによるイベントを開催するほか、5月には
みなとエリア
で河合伸志さ
ん、吉谷桂子さ
んによる講演
会も実施しま
す。詳しくは、
ホームページ
を確認してく
ださい。

サクラの見どころ
（みなとみらい21地区さくら通り、汽車道、大岡川など）

【見ごろ】3月下旬～4月上旬
　港の景観とサクラが楽しめる春のおすすめの
散策スポットです。さくら通りや汽車道の桜並
木のほか、大岡川や掃部山公園で楽しめます。

チューリップの見どころ
（横浜公園、日本大通り、山下公園、新港中央広場）

【見ごろ】4月上旬～中旬
　横浜公園の約14万本のチューリップをは
じめ、4つの会場で異なるテーマのチュー
リップガーデンが楽しめます。

横浜ローズウィーク（山下公園、港の見える丘公園）

市内各所の見どころ

【期間】5月3日（金・祝）～6月2日（日）
【会場】山下公園、港の見える丘公園、日本大通り、

横浜山手西洋館ほか市内各所
　バラが満開になる5月に、バラを主役にしたさ
まざまなイベントを、市内各所で開催します。

●ばらフェスタ
最新品種のバラ展示など
5月15日（水）～19日（日）  大さん橋ホール
【費用】1,500円（前売りは1,200円）。詳しくは、3月22日（金）

からNTTハローダイヤルへ問い合わせてください。

●ローズ＆ガーデンマーケット
5月18日（土）～19日（日）  日本大通り

　市内18区で、ガーデンネックレス横浜に関連
したさまざまなイベントが開催されます。また、
市内各所に花壇や植栽も登場。市全域を花や緑で
ネックレスのようにつなげます。

ガーデンネックレス横浜 検 索

かもんやま

※写真は昨年の様子です。

横浜の花と緑をPRする
アンバサダー
三上真史さん

横浜イングリッシュガーデン
スーパーバイザー
河合伸志さん

ガーデンデザイナー
吉谷桂子さん

たかし

まさし

よしや

イベント情報

●よこはま花と緑のスプリングフェア2019
　4月12日（金）～5月6日（月・休）  入場無料

●みなとみらい21  さくらフェスタ2019
　3月23日（土）～31日（日）  入場無料

NEW

マスコット
キャラクター
ガーデンベア
ⓒITOON/GN
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