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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  １１月定例会  
 

日時 平成 29 年 11 月 17 日（金） 

午後２時００分～ 

場所 区役所２０２会議室 

 

 

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 平成 30 年度家庭防災員研修受講者の推薦のお願いについて 

（消防局）…資料 市１ 

【推薦依頼：11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

【ちらし：11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】 

 
家庭防災員制度につきましては近年、「自助」とともに「共助」の重要性が高

まっていることなどを踏まえ、「自助から始まり地域における防災活動の担い手

としても活躍できる家庭防災員」を養成することを目的としており、平成 30

年度は次のとおり家庭防災員研修受講者の推薦を依頼します。自治会町内会の

無理のない範囲で、ご推薦をお願いいたします。 

 
◎提出期限 平成 30 年４月 30 日(月) 

◎提出書類 家庭防災員研修受講者推薦書（第１号様式） 

 
【連絡先】保土ケ谷消防署予防課 辻 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6696 ／ FAX：334-6699 

E-MAIL：ak10-satou@city.yokohama.jp 

 

 

２ 第 26 期青少年指導員候補者の推薦について 

（こども青少年局）…資料 市２ 

【11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
第 25期青少年指導員の任期が、平成 30年３月 31日を持って満了となります。

つきましては、第 26 期青少年指導員（任期：平成 30 年４月１日～平成 32 年３

月 31 日）候補者を推薦していただきますようお願いします。 

 

◎提出書類：第 26 期（平成 30・31 年度）横浜市青少年指導員候補者推薦書 

参考資料  
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 ◎提出期限：平成 30 年２月２日（金） 

※期日までの提出が難しい場合には、地域振興課までご連絡ください。 

 ◎提出先：保土ケ谷区地域振興課生涯学習支援係（電話 334-6308） 

 

※候補者の推薦は「横浜市青少年指導員委嘱要領」及び「第 26 期横浜市青少年

指導員委嘱手続き」に基づき実施してください。 

 
【連絡先】保土ケ谷区役所地域振興課 鈴木、川満 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6308 ／ FAX：332-7409 

E-MAIL：ho-seisyounen@city.yokohama.jp 

 

 
３ 旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会基本構想（素案）に対する市民意

見募集について 

（政策局）…資料 市３ 

【11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
米軍から返還された旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会基本構想（素

案）の市民意見を募集します。 

 

(1) 募集期間：平成 29 年 12 月 20 日(水)～平成 30 年１月 19 日(金) 

(2) 概要版の配布場所：市民情報センター、各区役所広報相談係 等 

(3) 説明会の開催（事前申込不要、当日先着 100 名） 

①日時：平成 29 年 12 月 21 日（木）18 時～19 時 

  場所：瀬谷区役所５階大会議室（瀬谷区二ツ橋町 190） 

②日時：平成 29 年 12 月 22 日（金）18 時～19 時 

  場所：旭区役所新館２階大会議室（旭区鶴ケ峰 1-4-12） 

(4) 意見の提出方法：概要版のハガキ、ファックス、電子メール、政策局政策

課ホームページ  

 

【連絡先】政策局政策課 

〒231-0017 中区港町１－１ 

TEL：671-3125 ／ FAX：663-4613 

E-MAIL：ss-engeihaku@city.yokohama.jp 

ホームページ： 

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/engeihaku/

shouchikentou.html 
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４ 住宅宿泊事業法への対応について 

（文化観光局）…資料 市４ 

【資料の送付はありません】 

 

「住宅宿泊事業法」が平成 30 年６月に施行されるにあたり、横浜市では同法

第 18 条に基づき、条例の制定を検討しています。「(仮称)横浜市住宅宿泊事業

に関する条例」の骨子を作成しましたので、閲覧するとともにパブリックコメ

ント(市民意見募集)を行います。 

(1) 案内資料 

「(仮称)横浜市住宅宿泊事業に関する条例」の骨子及び市民意見募集ちらし 

(2) 受付期間 

平成 29 年 11 月 20 日（月）～12 月 19 日（火）必着 

(3) 閲覧場所 

市民情報センター（市庁舎１階）又は各区区政推進課 

(4) 受付方法 

①電子メール ②郵送又は観光振興課へ持参 ③ファックス 

 

【連絡先】文化観光局観光振興課 

〒231-0015 中区尾上町 1 丁目８番地 

TEL：671-2596 ／ FAX：663-6540 

E-MAIL：minpakujorei@city.yokohama.jp 

 

 
５ 第７期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（よこはま地域包括

ケア計画）素案等について 

（健康福祉局）…資料 市５ 

【資料の送付はありません】 

 

10 月の区連会定例会にてご説明させていただいた「第７期 横浜市高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画」素案に関する説明会を保土ケ谷区でも開催い

たしました。現在、素案についてパブリックコメントを実施しておりますので、

ご意見をお寄せいただきますようお願いいたします。 

素案冊子は、市民情報センター、区役所、地域ケアプラザ、老人福祉センタ

ー、地区センターで配布しています。また、下記ホームページでもご覧いただ

けます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/kyoutuu/jourei/jigyoukei

kaku/dai7ki-keikaku/index.html 
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なお、区民説明会では、併せて、「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向け

た保土ケ谷区行動指針」骨子案についてもご報告いたしました。  

 

【連絡先】保土ケ谷区役所高齢・障害支援課 矢作、保下 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6328 ／ FAX：331-6550 

 

 

６ 横浜教育ビジョン 2030（仮称）素案のパブリックコメント実施について 

（教育委員会事務局）…資料 市６ 

【11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
横浜市教育委員会では、2030 年頃の社会のあり方や新学習指導要領の考え

方を踏まえ、「横浜教育ビジョン」を礎とした新たなビジョンを策定することと

しました。そのため、市民の皆様に広くご意見をいただくために、パブリック

コメントを実施します。  

 
◎パブリックコメント実施期間  

平成 29 年 12 月 15 日（金）～平成 30 年１月 15 日（月） 

◎資料配架先  

市役所市民情報室、区役所広報相談係、行政サービスコーナー 等  

 

【連絡先】教育委員会事務局教育政策推進課 

〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

TEL：671-3243／ FAX：663-3118 

E-MAIL：ky-box@city.yokohama.jp 
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Ⅱ  『区連会議題』  
 
１ 保土ケ谷区内の治安状況について 

（保土ケ谷警察署）…資料 区１  

【資料の送付はありません】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○刑法犯の発生状況（平成 29 年 10 月末） 

 10月中 
平成29年 

(1～10月) 

平成28年 

(1～10月) 
増減 

振り込め詐欺 6 41 36 +5 

ひったくり  1 3 6 -3 

空 き 巣  4 26 24 +2 

自 動 車 盗 1 18 14 +4 

オートバイ盗 10 88 80 +8 

自 転 車 盗  10 89 172 -83 
自動販売機
ね ら い  0 3 3 ±0 

車上ねらい 7 49 53 -4 

そ の 他 42 483 547 -64 

計  81 800 935 -135 
  

《要注意》  
○振り込め詐欺について 

10 月末の振り込め詐欺の被害件数は 41 件、

前年比プラス 5 件、被害総額は約 7,000 万円で

依然として高い水準で推移しています。 

ここ 近の多い手口は次のとおりです。 

警察官、デパートや家電量販店の従業員を名

乗り「貴方のカードで買い物をしていった人が

います。これから、キャッシュカードを回収に

行きます。」等と電話をした上で、警察官や銀

行協会等の職員を騙った犯人が、被害者宅でキ

ャッシュカードを預かり、暗証番号を聞き出

し、お金を引き出すものです。 

警察官等がキャッシュカードを預かったり、

暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。 

一度、犯人からの電話に出てしまうと、冷静

に判断することは、とても難しく、被害にあっ

てしまうことが多いので、普段から留守番電話

に設定することと相手の音声を録音する録音

機器を設置するようにして下さい。  

○交通事故発生状況（平成 29年 10月末） 

  10月中 
平成29年 
(1～10月) 

平成28年 

(1～10月) 
増減 

発 生 件 数  45 464 467 -3 

死 者 数  0 0 2 -2 

負 傷 者 数  49 533 538 -5 
 
《発生傾向と対策》 

○ 人身交通事故は 10 月末現在で発生件数

が 464 件、前年比マイナス３件、負傷者数

は 533 人、前年比マイナス５人で発生件数

及び負傷者数共に若干の減少となっており

ます。現在まで交通死亡事故の発生はあり

ません。 

 

○ 保土ケ谷区内は主要道路の国道 16 号

線、国道１号線、環状２号における事故の

発生が多く、また、依然として二輪車関連

の事故も多発しています。 

警察署では管内の主要道路等における事

故や二輪車が関わる事故を１件でも減少さ

せるために主要道路等で警戒、交通検問に

よる交通取締り、安全運転アドバイス等を

実施しております。年末に向け悲惨な交通

事故を防ぐためにもご協力をお願いいたし

ます。 

 

○ 夕暮れ時の早めの点灯を。夕暮れ時は、

人も車も見えづらくなり、交通事故が多発

する時間帯です。前照灯を早めに点灯、こ

まめな切替で上向きライトを活用しましょ

う。 
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２ 保土ケ谷警察署通信について  

（保土ケ谷警察署）…資料 区２  

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】 

 
保土ケ谷警察署通信 第 147 号「年末年始特別警戒について」の回覧をお願

いします。  
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 29 年 10 月 31 日現在） 

（保土ケ谷消防署）…資料 区３ 

【資料の送付はありません】  

平成 29 年１月１日から 10 月 31 日までの保土ケ谷区内における火災・救急状

況を報告します。  

■火災状況                     (  )内は横浜市内  

  区分 
年 

火災 
件数 

火災種別 被害程度 

建物 
火災 

車両 
火災 

その他 
火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 29 年 29(664) 12 4 13 92 1 0 
平成 28 年 28(590) 21 3 4 193 2 7 
増△減 1(  74) △9 1 9 △101 △1 △7 

  ※ その他火災とは、雑草火災及びゴミや車両として運行できない廃車等が焼

損した火災です。 

（主な出火原因） 

  区分 
 

年 

放火 
（疑いを含

む） 

たばこ 
コンロ 

(食用油過熱

引火含む) 
電気機器 灯火 

平成 29 年 8 3 1 2 1 
平成 28 年 5 4 4 2 1 
増△減 3 △1 △3 0 0 

 ■地区別火災件数 

保土ケ谷地区 1 岩間地区 1 仏向地区 1 
保土ケ谷南部地区 0 中央地区 1 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 0 中央東部地区 0 西谷地区 0 
保土ケ谷東部地区 1 和田地区 0 上新地区 0 
保土ケ谷西部地区 1 上星川地区 1 新桜ケ丘地区 2 
権太坂境木地区 1 常盤台地区 1 上菅田地区 1 
岩井町原地区 0 川島東部地区 3 その他、未加盟 14 

                                                        計 29 件 

 ■救急状況                      (  )内は横浜市内 

  区分 
 

年 
件数 急病 

一般 
負傷 

交通 
事故 

その他 
※ 

１日 
あたり 

平成 29年 8,889(160,484) 5,992 1,580 576 741 29.2 
平成 28年 8,326(153,653) 5,751 1,373 558 644 27.3 
増△減 563( 6,831) 241 207 18 97 1.9 

※ その他には、自損行為・加害・運動競技・労働災害・火災・転院搬送等

が含まれます。 
 

 ■火災事案 

   10 月 6 日（金） 桜ケ丘一丁目    建物火災（負傷者なし) 

   10 月 7 日（土） 星川三丁目    建物火災(負傷者なし)  

   10 月 20 日(金)  新桜ケ丘一丁目  その他火災(負傷者なし) 
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４ 「平成 30 年保土ケ谷区消防出初式・防災フェア」ポスターの掲出について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４ 

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】 

 

平成 30 年保土ケ谷区消防出初式・防災フェアを次のとおり開催しますので、

ポスター掲出をご案内いたします。 

・実施日時  平成 30 年１月５日 (金) 午前 10 時から午前 11 時 30 分 

（防災フェアは 12 時 00 分まで開催） 

・実施場所  出初式会場   保土ケ谷小学校 

防災フェア会場 保土ケ谷消防署新庁舎建設予定地 

                保土ケ谷区神戸町 140-5 

・主 催   保土ケ谷区消防出初式実行委員会 

        保土ケ谷消防署 

        保土ヶ谷消防団 

 

【連絡先】保土ケ谷消防署庶務課 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6696 ／ FAX：334-6699 

E-MAIL：sh00-kuwahara@city.yokohama.jp 

 

 

５ 土砂災害特別警戒区域の指定に向けた、崖地の現地調査等を始めます。 

～土砂災害に備えていただくために～ 

（神奈川県横浜川崎治水事務所）…資料 区５ 

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】 

 

現在、神奈川県では、土砂災害に備えていただくため、土砂災害防止法に基

づき、「土砂災害"特別"警戒区域」の指定に向けた基礎調査を進めています。 

今回、この作業に必要な「現地調査等」を始めますので、お知らせいたしま

す。 

 

【連絡先】神奈川県横浜川崎治水事務所工務部急傾斜地第一課  

〒220-0073 横浜市西区岡野 2-12-20 

TEL：045-411-2500（代表）／FAX：045-411-2602 

E-MAIL：hamasui.1945.kyukei-1@pref.kanagawa.jp 
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６ 保土ケ谷区さわやかスポーツフェスティバルについて 

（保土ケ谷区さわやかスポーツ普及委員会）…資料 区６ 

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】 

 

区内における生涯スポーツの普及・発展のため、さわやかスポーツフェステ

ィバルを開催しますので、チラシの回覧をお願いします。  

 
○開催日程 平成 30 年２月 11 日（日） 

○開催時間 ９：３０～１２：３０ 

○会場   保土ケ谷スポーツセンター 第一体育室 

○持ち物  動きやすい服装・室内シューズ 

○参加方法 当日直接「保土ケ谷スポーツセンター」までお越しください  

 

【連絡先】保土ケ谷さわやかスポーツ普及委員会事務局 

〒240-0005 保土ケ谷区神戸町 129-2 

TEL：080-4654-5035 ／ FAX：330-4398 

E-MAIL：sa01-abe@yspc.or.jp 

 

 

７ 平成 29 年度保土ケ谷区社会福祉協議会世帯賛助会費の募集について 

（保土ケ谷区社会福祉協議会）…区７ 

【保土ケ谷区社会福祉協議会より 11 月下旬にお送りします】 

 

区社協世帯賛助会費につきまして、各自治会町内会での募集、取りまとめ及

び納入のご協力をお願いいたします。 

 依頼文及び資材を 11 月下旬に各自治会町内会長宛（共同募金資材の配送指定

先と同一の送付先）に配送させていただきます。 

なお、納入いただいた額の一部を年度内に地区社協活動費として還元させて

いただくため、平成 30 年２月末までの納入をお願いいたします。 

 また、例年のことで恐縮ですが、当該会費は本会の趣旨に賛同していただき

会費を納入いただくものですので、任意の参加、任意の額でのご協力という点

をご周知くださいますようお願いいたします。  

 

【連絡先】保土ケ谷区社会福祉協議会 菊地 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 5-11 かるがも３階 

TEL：341-9876 ／ FAX：334-5805 

E-MAIL：h@shakyohodogaya.jp 
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８ 日本赤十字社会費募集協力事務費、共同募金広報紙「共同募金ほどがやだよ

り」および区社協広報紙「社協ほどがや」配布手数料の送金について 

（保土ケ谷区社会福祉協議会）…資料 区８ 

【保土ケ谷区社会福祉協議会より 11 月下旬にお送りします】 

 

５月にご協力いただいた日赤会費にかかる募集協力事務費と、10 月に配布い

ただいた広報紙２件分（「共同募金ほどがやだより」と「社協ほどがや」）の配

布手数料を、11 月末に各自治会町内会の指定口座にお振込みいたします。 

 つきましては、各自治会町内会会長宛てに、当該手数料の内訳を記載した通

知文を別途郵送いたします。入金確認ついて、お手配のほどよろしくお願いい

たします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区社会福祉協議会 土田 高戸 安達 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 5-11 かるがも 3 階 

TEL：341-9876 ／ FAX：334-5805 

E-MAIL：h@shakyohodogaya.jp 

 

 

９ 「星天（ほしてん）ニュース第 38 号」の発行について 

（道路局事業推進課鉄道交差調整担当）…資料 区９ 

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】 

 

相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業について 

「星天ニュース第 38 号」を発行しました。 

・天王町駅付近では、高架橋
こうかきょう

基礎工事、駅舎柱の耐震補強工事を進めています。 

・星川駅付近では、高架
こ う か

上レールの敷設
ふ せ つ

及び駅コンコース階の構築を進めてい

ます。 

 

【連絡先】道路局事業推進課鉄道交差調整担当 

〒231-0017 中区港町 1－1 

TEL：671-2792 ／ FAX：651-6527 

E-MAIL：do-tetsudou@city.yokohama.jp 
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10 「横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業」について 

（高齢・障害支援課）…資料 区 10 

【資料の送付はありません】 

 

５月及び９月の区連会定例会にてご説明させていただいた、「横浜市介護予

防・生活支援サービス補助事業」について、平成 30 年度の募集を行います。 

引き続き、地域で補助事業に該当するような活動がある場合には、地域ケア

プラザ等にご相談ください。 

 

◎申請期間（平成 30 年度） 

１回目：平成 29 年 11 月 30 日（木)～12 月 26 日(火) 

２回目：平成 30 年６月中旬ごろ 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所高齢・障害支援課 矢作 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6328 ／ FAX：331-6550 

 

 
11 「伝えたい 保土ケ谷の味 ～おいしく食べて幸せカモ～」の発行について 

（福祉保健課）…資料 区 11 

【11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
心と身体の健康を守る毎日の食事。食に関する基本的な知識を持っていれば、

より健康づくりに活かせます。  

この度、そうした情報と、保土ケ谷区食生活等改善推進員会（ヘルスメイト）

が考案した、バランスのとれた野菜を摂取できる世代別のレシピや、区制 90

周年にちなんだ「お祝い膳」などを掲載したリーフレットを作成しました。  

地域での、健康づくりのお取組みの際などに、ご参考いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。  

 

【連絡先】保土ケ谷区役所福祉保健課健康づくり係 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6344 ／ FAX：333-6309 
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12 平成 29 年度保土ケ谷区災害医療検証訓練の実施報告について  

（福祉保健課）…資料 区 12 

【資料の送付はありません】 

 

保土ケ谷区で震度 6 弱以上の地震が発生した場合、医師・薬剤師・看護師（Y

ナース）等で医療救護隊が編成され、地域防災拠点を巡回診療します。そこで、

関係自治会町内会の皆様のご協力をいただき、地域防災拠点（今年度は境木小

学校地域防災拠点）の訓練と連携し、災害医療検証訓練を 10 月８日（日）に実

施しました。 

訓練では、医療救護隊の参集拠点であるサテライト（今年度は育生会横浜病

院）に参集し、徒歩で地域防災拠点（境木小学校）に移動しました。あわせて、

負傷者の状況把握や軽症者等の応急医療を行うとともに、より発災時に近い状

況を想定し、災害拠点病院である市民病院と合同で重症患者の搬送・受入訓練

を行いました。  

 

【連絡先】保土ケ谷区役所福祉保健課 野澤・平田 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2－9 

TEL：334-6343 ／ FAX：333-6309 

E-MAIL：ho-fukuho@city.yokohama.jp 

 

 

13 保土ケ谷区地域力通信第７号の発行について 

（区政推進課）…資料 区 13 

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】  

 

保土ケ谷区地域づくり大学校事業として、協働による地域づくりを目指し、

次代の地域活動を担う区民と区職員が一緒に、身近な地域課題の解決方法など

を学ぶ場として、地域づくりプロジェクト「ほどがや楽考（がっこう）」を開講

しています。  

今号では、「ほどがや楽考」について紹介いたします。地域の皆様に関心を持

っていただき、平成 30 年度の講座受講をご検討いただきたいと思います。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 大石 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２－９ 

TEL：334-6380 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：ho-chiikiryoku@city.yokohama.jp 
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14 「旧東海道保土ケ谷宿お休み処」の開館について 

（区政推進課）…資料 区 14 

【資料の送付はありません】 

 

保土ケ谷町自治会との連携により、国道１号沿いにある「保土ケ谷町自治会

館分室」において、「旧東海道保土ケ谷宿お休み処」が 10 月９日（祝）に開館

しました。11 月からは、毎週日曜日（12 月 31 日を除く）に開館しますので、

お知らせいたします。 

お休み処の周辺は、旧東海道保土ケ谷宿に関する見どころがたくさんあり、

まちあるきマップの配布、書籍の配架、パネルの展示などを行っています。 

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 吉池 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２－９ 

TEL：334-6227 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：ho-kikaku@city.yokohama.jp 

 

 

15 「第４回ほどがや防犯川柳コンクール」の作品募集について 

（地域振興課）…資料 区 15 

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】 

 
 保土ケ谷区では区内の各種関連団体と行政が一体となって犯罪に強い安心な

まちづくりを進めています。  

 その一環として、区民の皆様の防犯意識の向上を目的とした「ほどがや防犯

川柳コンクール」を今年度も開催いたします。小中学生の部と一般の部の２部

門ごとに募集テーマを設定し、犯罪や犯罪の被害の防止を具体的に呼び掛ける

川柳を募集します。また優秀作品は顕彰のうえ、広く区民に周知するとともに

今後の啓発活動に活用していきます。  

つきましては、募集のチラシを配布いたしますので、各町内会で班回覧によ

る周知をお願いいたします。  

 

【連絡先】保土ケ谷区役所地域振興課 山本、井上 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6304 ／ FAX：332-7409 

E-MAIL：ho-senryu@city.yokohama.jp 
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16 「保土ケ谷区制９０周年記念 倍賞千恵子コンサート」開催ポスター掲示に

ついて 

（保土ケ谷区制９０周年記念事業実行委員会イベント実施部会）…資料 区 16 

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】 

 
「保土ケ谷区制９０周年記念 倍賞千恵子コンサート」の開催告知ポスター

を地域振興課配送ルートでお送りしますので、ポスターの掲示にご協力をお願

いいたします。 

 

○ 開催日時：平成 30 年３月 25 日（日）14 時開場 14 時 30 分開演 

○ 開催場所：保土ケ谷公会堂（相鉄線「星川駅」北口下車徒歩３分） 

○ 対  象：保土ケ谷区在住・在学・在勤の方 

○ チケット販売：平成 30 年１月 13 日（土）から区役所地下売店で販売 

           ※初日の１月 13 日（土）のみ９時～12 時 

以降は、土・日・祝日を除く８時 45 分～17 時 

○ チケット代金：一般席（自由席 500 席）2,000 円 

９０周年記念席（全席指定 48 席、記念品付き）3,000 円 

 

【連絡先】保土ケ谷区制９０周年記念事業実行委員会イベント実施部会 

（事務局 保土ケ谷区役所地域振興課） 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6307 ／ FAX：332-7409 
 

 

17 掲示依頼 消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」11 月号 

（経済局） 

【11 月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】 

資料提供 保護司会報「すみれ 第 48 号」     （保土ケ谷保護司会） 

【11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 
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Ⅲ  『その他』  
 

 

 

 

 

 

Ⅳ  『次回定例会』  
１月定例会 

◎開催日 平成 30 年１月 18 日（木） 午後３時００分～ 

◎場 所 区役所本館２階 ２０２会議室 

 

 

 

 

 

 

 
★保土ケ谷区連合町内会長連絡会へのホームページへアクセス！！！  

 自治会への加入促進や、区連会のレジメが随時更新されていますので、お気軽

にアクセスしてください。  

 http://www.hodogaya-kurenkai.jp/ 

保⼟ケ⾕区連合町内会⻑連絡会 
 
◆ホームページでは、区内自治会町内会の活動紹介を順次掲載しています。  

 ※掲載を希望される自治会町内会の方は事務局（地域振興課）までぜひお問い

合わせください！  

 

 

  

 

検 索 


