第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 警察署管内犯罪・交通事故発生状況について
◆犯罪発生件数（平成27 年５月末現在）
発生件数 ：
４９６件（前年同時期比較
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
９件（
〃
振り込め ：
７件（
〃
自転車盗 ：
１６６件（
〃
ひったくり：
１件（
〃
◆交通事故発生件数（平成27 年５月末現在）
発生件数 ：
２２５件（前年同時期比較
死者数 ：
３人（
〃
負傷者数 ：
２５７人（
〃

△８５件）

（金沢警察署）

◆自転車盗の被害に遭わないため
に、
「駐輪の際は自宅でも必ず施錠

△８件） を！」
△２３件）
+４件） ◆夏の交通事故防止運動
平成 27 年７月 11 日（土）
△１０件）
～７月 20 日（月）
+２４件） ※特別対策
+３人）
７月６日（月）～７月 25 日（土）
+１８人）

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）

＜火災状況＞（金沢区内）
区分

／

年

火災件数

損傷被害

主な
出火原因

平成 27 年

平成 26 年
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６ ※平成 27 年度全国統一
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１２
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８

４ 防火標語

その他の火災

６

４

２

死者

０

０

負傷者

４

０

４

放火（疑い含む）

３

２

１

こんろ

１

０

１

ストーブ

１

０

１

ロースター

１

０

１

１２

１０

２

平成 27 年

平成 26 年

４，０６２

３，９５７

２，６８９

２，５０４

一般負傷

６６５

７２６

交通事故

２６０

２６３

その他

４４８

４６４

建物火災

火災種別

（５月末現在）

その他

±０ 「無防備な 心に火災が
かくれんぼ」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数
急病

内 訳

（自損・加害等）

（備考）平成２７年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

※熱中症は暑さに慣れ
ていない梅雨の時期に
１０５
も起こります。水分補
１８５ 給をして熱中症からカ
△６１ ラダを守ろう！

増△減

△３

※ＡＥＤの取扱いな
△１６ ど、応急手当を覚えて、
あなたも救命のリレー
の第一走者に！

３ 「よこはまプレミアム商品券」の予約販売について
（経済局商業振興課）
横浜市では、市内経済と商店街の活性化につなげるため、
「よこはまプレミアム商品券」を発行し
ます。
この商品券は、１冊の販売価格が１万円で、１万２千円分のお買いものができる、２千円のプレミ
アムがついた大変魅力ある商品券です。市内のさまざまな場所でご利用いただけますので、この機会
にぜひ、お申込みください。
◆発行概要
（１）販 売 価 格：10,000 円／冊
※１冊 12,000 円分（1,000 円券×11 枚、500 円券×２枚の 13 枚綴り）
※500 円券×２枚は横浜市商店街総連合会加盟店舗（正会員）での利用に限定
（２）発

行

者：よこはまプレミアム商品券実行委員会
（市商連、横浜商工会議所、横浜市）

（３）販 売 方 法：インターネット又は、ハガキによる予約販売（抽選）
（４）予約受付期間：平成 27 年６月 19 日（金）～７月 21 日（火）
（５）購 入 対 象 者：どなたでも可 ※法人不可
（６）購 入 限 度 額：１人 10 冊まで ※応募多数の場合は、１人５冊までに制限
（７）利 用 期 間：平成 27 年８月 21 日（金）～12 月 31 日（木）
（８）当選通知の発送：応募多数の場合、抽選を行います。当選者のみに当選通知（引換販売券）
を圧着ハガキで送付します。
（８月中旬発送予定）
なお、落選の場合のお知らせはいたしませんので、ご了承ください。
（９）商品券の購入：お申込みの際にご指定いただいた「引換販売窓口」に当選通知（引換販売
券）と現金を持参し、商品券を購入していただきます。
引換販売窓口については、ホームページ又はコールセンターでご確認くだ
さい。
◆問合せ：コールセンター ☎０５７０－０２２－１１

FAX０５０－３７３０－９６８６

（※月～金曜、10:00～17:00（予約期間中は土曜も開設）
）
ホームページ http://www.p-shouhinken.com/yokohama

４ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）平成 26 年度の実
績報告について
（環境創造局みどりアップ推進課）
横浜市では、
「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、
「横浜みどり税」を財源の
一部にして「横浜みどりアップ計画」
（計画期間：平成 26-30 年度）を推進しているところです。
このたび、同計画の平成 26 年度の主な事業実績や横浜みどり税の使いみちについてまとめたリー
フレットを作成いたしました。
つきましては、自治会町内会への班回覧をお願いします。
また、
「横浜みどりアップ計画市民推進会議平成 26 年度報告書概要版」を各自治会町内会長宛てに
１部送付します。
（配送ルート）
◆問合せ：環境創造局みどりアップ推進課 ☎６７１－２７１２

５ 津波警報伝達システムの訓練放送及び避難訓練について

（総務課）

海の公園における海開きに合わせて津波警報伝達システムの訓練放送を実施します。
また、訓練放送を受け、避難場所である「なぎさ広場」までの導線を確認しながら津波避難訓練
を実施するものです。
つきましては、訓練放送実施案内のチラシについて掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆実施日時
平成２７年７月１１日（土） １１時００分頃 ※雨天実施
◆放送内容
ピンポンパンポン（上り）
「こちらは、横浜市です。ただいまから津波訓練用の放送を行います。
」
サイレン ウー 約３秒 × ２回
「訓練、訓練、ただいま大津波警報が発表されました。ただちに高いところへ避難してくださ
い。より早く、より高いところへ避難してください。
」
「以上で、訓練放送を終了します。
」
ピンポンパンポン（下り）
◆放送場所
海の公園
柳町コミュニティハウス

１号幹線沿緑地（幸浦一丁目）
長浜水路沿緑地（福浦一丁目）

八景小学校

海辺の散歩道（福浦一丁目）

金沢小学校

小柴崎緑道（柴町）

六浦中学校
野島公園詰所付近
横浜市野島青少年研修センター付近
横浜ベイサイドマリーナ

中央卸売市場南部市場
八景島
並木第一小学校
資源循環局金沢工場（幸浦二丁目）

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

６ 土砂災害警戒区域等（土石流災害）の指定について
（横浜川崎治水事務所）
土砂災害防止法に基づき、神奈川県が渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受ける
おそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等について基礎調査を行います。
また、その基礎調査結果により土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定します。
◆土砂災害防止法とは
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな影響を与えてい
ます。また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれの
ある危険な箇所も年々増加し続けています。
そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危
険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地
規制等のソフト対策を推進しようとするものです。
◆土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは
（１）土砂災害警戒区域
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認
められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
（２）土砂災害特別警戒区域
土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危
害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物
の構造規制等が行われます。
◆土砂災害警戒区域等指定までの流れについて
（１）基礎調査の実施：現地にて基礎調査を行いました。
（２）土砂災害警戒区域等の設定作業：調査結果を基に調書（区域表示した図書）等を作成し、
土砂災害警戒区域等の設定作業を行いました。
（３）住民の方への調査結果のお知らせ：説明会により調査結果をお知らせします。
（４）市町村への意見照会：神奈川県は横浜市に対して文書による意見照会を行います。
（５）市町村からの意見回答：横浜市は神奈川県に対して文書による意見回答を行います。
（６）区域指定：神奈川県は横浜市の意見を参考にして区域指定を行い、神奈川県公報に登載
（７）告示：神奈川県公報登載日をもって区域指定日となります。
（８）告示図書の縦覧：告示事項を記載した図書を、神奈川県（横浜川崎治水事務所）と横浜
市（建築局建築防災課）にて縦覧します。
（９）警戒避難体制の整備等：横浜市は警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で、必
要な事項を記載したハザードマップを配布します。
◆金沢区における指定予定区域（基礎調査実施区域）
朝比奈町、六浦町
◆問合せ：横浜川崎治水事務所 ☎４１１－２５００

７ 金沢文庫駅西口交通広場の改修について

（金沢土木事務所）

金沢文庫駅西口交通広場において、車両と歩行者の交錯やバリアフリー対策の不備等の課題に対
応するため、改修を行います。
◆金沢文庫駅西口交通広場の課題と対応策
課題１ バス降車バースから駅に向かう歩行者の乱横断と車両の交錯
対応１ 島型バースへの横断者の乱横断が発生しない動線計画を設定
→降車バースは交通広場外周部に設定し、島型バースは使用しない。
課題２ 交通広場内で駅送迎の一般車が不規則に停車し、周辺街路まで交通渋滞が発生
対応２ 交通事業者（バス・タクシー）動線と一般車動線の整流化を図る。
→交通広場への一般車の時間帯入構制限を設定し、アピタ・自転車駐車場間の市道に
一般車乗降バースを整備・・・アピタ新築の際、歩道用のセットバックを下協議済
課題３ 十分な歩道幅が無く、バス利用者の列と歩行者・自転車通行に支障が生じている。
対応３ 交通広場利用者と歩行者・自転車動線の分離を極力図る。
→三菱東京 UFJ 銀行沿いのバス乗車バースを廃止（将来的なバス停用地とする。
）
→バス乗車バースを島型バースに見直し、歩行者動線と分離
課題４ バリアフリー対策の不備
対応４ 切り下げ基準、規格に準じた点字ブロック設置を図る。
→タクシー乗車バースを見直し、専用バースの確保、交通島のセミフラット化整備
◆現在の状況
（１）バス事業者、及びタクシー事業者には説明済み
（２）現在、金沢警察署と協議中
◆金沢土木事務所 ☎７８１－２５１１

８ 「環境未来都市 横浜 かなざわフォーラム」開催のお知らせ
（区政推進課）
５月区連会でお知らせしましたとおり、
「環境未来都市 横浜 かなざわフォーラム」を開催します。
講演やパネルディスカッションにより、金沢区の環境を次世代に伝え、引き継ぐことを目指します。
つきましては、周知のためのチラシについて掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日時
平成 27 年７月 18 日（土） 開場：13 時 00 分

開演：13 時 30 分

◆会場
金沢公会堂（入場無料）
◆プログラム
（１）第２回金沢区環境にやさしい活動表彰 表彰式
（２）基調講演
「金沢区の環境を次世代に引き継ぐために～海・山・川との関わり方・伝え方を考える～」
講師：上田 勝彦（東京海洋大学客員教授）
（３）パネルディスカッション
パ ネ リ ス ト：上田 勝彦（東京海洋大学客員教授）
木村 尚（金沢八景－東京湾アマモ場再生会議）
佐野 真吾（ふるさと侍従川に親しむ会 副代表）
コーディネーター：中津 秀之（関東学院大学建築・環境学部准教授）
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２６

９ 「金沢区地域づくり大学校」の実施について
（地域振興課区民活動支援担当）
平成 27 年年 9 月から平成 28 年 2 月まで「金沢区地域づくり大学校」を実施します。
（全 6 回）
つきましては、地域の皆さまにより一層の事業周知を図りたいため、各自治会町内会長あて、実施
のお知らせを配送させていただきます。
（配送ルート）
◆開催概要
開催日時

内容

第１講

９月５日（土） ９:30～14:30

●開講式
●マップづくりレクチャー

第２講

９月 26 日（土） 9:00～15:00

●まち歩き・マップづくり
（金沢南部地区（称名寺周辺）
）

第３講

11 月７日（土） 9:30～16:00

●区内現地見学会
（瀬ケ崎東部町内会・高舟台自治会ほか）

第４講

12 月５日（土） 9:00～17:00

●区外現地見学会（港南区）

第５講

１月 16 日（土）９:30～12:30

●夢プラン作成

第６講

２月 27 日（土） 14:00～17:00

●夢プラン発表・卒業式

※日程・内容は変更になる場合があります。
◆対象者
自分の住む地域の困りごとを「何とかしたい！」と思っている、金沢区在住の方
（定員：30 名 ※応募者多数の場合抽選）
◆受講料
無料（ただし、交通費・昼食代等はご負担ください。
）
◆応募方法
金沢区民活動センター窓口や区内区民利用施設にて７月１日（水）から配布する申込書に必
要事項を御記入のうえ、E メール、FAX 又は郵送で、８月 10 日（月）までに金沢区民活動セン
ターへお送りください。
◆申込み先
（１）郵

送：〒236-0021 横浜市金沢区泥亀 2-9-1 金沢区民活動センター 宛

（２）F A X：０４５－７８９－２１４７
（３）E メール：kz-kumincenter@city.yokohama.jp
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当 ☎７８８－７８０６

10 金澤写真アルバムについて

（地域振興課地域力推進担当）

金沢区の移り変わりを記録する貴重な写真を「区民の共有財産」としてアーカイブするためのサイ
ト「金澤写真アルバム」を６月１２日にオープンしました。
金沢区役所が広報などのために撮影し、保有している記録写真をオープンデータとして公開すると
ともに、区民の皆さまからも写真を募集します。
（配送ルート）
◆ホームページ
http://kzp.city.yokohama.lg.jp（もしくは、
『金澤写真アルバム』で検索してください。
）
◆募集要項
写真を提供いただける方は、
「金澤写真アルバム登録書」に必要事項を記載の上、以下のいず
れかの方法で金沢区地域振興課地域力推進担当へ送付してください。
（１）写真またはフィルムの場合
写真またはフィルムに「金澤写真アルバム登録書」を添えて、地域振興課地域力推進担
当（区役所４階①窓口）まで郵送または御持参ください。
（２）デジタルデータの場合
「金澤写真アルバム登録書（Word 形式）
」に必要事項を記載の上、申出書ファイルと
画像を地域振興課地域力推進担当（kz-tiikiryoku@city.yokohama.jp）宛てにメールを
送ってください。
◆その他
写真はオープンデータとして公開されますので、まち歩きなどの地域のイベントやパンフレッ
トなど、様々な形で活用していただけます。区民の皆さま、事業者様など、どなたでも利用可能
です。
◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８８２ FAX７８８－１９３７

11 Dance Dance Dance@YOKOHAMA2015 開催に伴うポスター掲出依
頼について
（地域振興課）
本市では、文化芸術による賑わいの創出と経済活性化を図るため、本年度、ダンスフェスティバル
「Dance Dance Dance@YOKOHAMA2015」を開催します。
つきましては、全市的な盛り上がりを図るべく、各自治会町内会の掲示板へのポスター掲出に御協
力をお願いします。
（配送ルート）
◆概要
（１）開催期間：平成 27 年８月１日（土）～10 月４日（日）
（コア期間 65 日間）
（２）主

催：横浜アーツフェスティバル実行委員会

（３）ジャンル：コンテンポラリー、ストリート、ソシアル、チア、日本舞踊、バレエ、
フラ・ポリネシアン、盆踊りなどオールジャンル
（４）会

場：横浜市内全域（横浜の「街」そのものが舞台）

（５）プログラム数：約 200 プログラム（見込）
◆問合せ：文化観光局文化プログラム推進課 ☎６７１－４３１０

12 横浜市衛生研究所の施設公開について

（地域振興課）

横浜市衛生研究所が、金沢区に移転してから初めての施設公開を行います。
夏休み期間中ですので、お子さま等の見学も歓迎しております。
◆日時
平成 27 年８月８日（土） ９：30～16：00
◆会場
横浜市衛生研究所（住所：横浜市金沢区富岡東二丁目７番１号） ※参加費無料
◆内容
特別講演、パネル展示、体験コーナー等
◆問合せ：横浜市衛生研究所 ☎３７０－８４６０

13 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（６月号）及び、
火の用心通信（2015 年６月）№43 の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（６月号）及び、火の用心通信（2015 年６月）№43 を発
行しましたので、御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎ ７８１－０１１９

Ⅱ 関係団体等
１．第 65 回社会を明るくする運動に伴うポスターの掲出依頼
について
（金沢区保護司会）
第 65 回「社会を明るくする運動」の実施にあたり、区民への周知・啓発を図るため、
ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ 問合せ

金沢区保護司会
事務局 金沢区社会福祉協議会

☎７８８－６０８０

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 民生委員児童委員の委嘱状況について

（福祉保健課）

平成 27 年７月１日に新たに９人の方について、民生委員児童委員の委嘱を行います。推薦をいた
だいた自治会町内会、連合町内会の皆さまにこの場を借りて、お礼を申し上げます。
しかし、金沢区内では 16 地区について民生委員児童委員が欠員となっています。欠員のある自治
会町内会等については、12 月１日の委嘱に向けて個別に推薦の依頼をさせていただきますので、よ
ろしくお願いします。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

２ 第３期金沢区地域福祉保健計画策定について

（福祉保健課）

平成 28 年４月から始まる第３期金沢区地域福祉保健計画について、今後の策定スケジュール及び
区域計画の案をご説明します。
（配送ルート）
◆今後のスケジュール
平成 27 年３月～：
「平成 26 年度第２回地区推進連絡会」開催
５～８月：
「地区別計画検討部会」開催
９～11 月上旬まで：
「平成 27 年度第１回地区推進連絡会」開催（区長出席予定）
平成 28 年２～３月：第３期地域福祉保健計画確定・公表
４月～：第３期地域福祉保健計画実施
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８１３

３ 金沢区民活動センター登録団体「街の先生」一覧表の配布について
（地域振興課 区民活動センター）
区民活動センター「ゆめかもん」には、さまざまなジャンルで活躍されている「街の先生」や団
体の方々がボランティアとして登録されています。地域でのイベントや講演・講習会の出演者や講
師探しにお困りの時、
「街の先生」や登録団体の中から御要望にあった方をお探しするお手伝いを
しますので、お気軽に御相談ください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 区民活動センター（金沢区役所１階） ☎７８８－７８０３

４ LED 防犯灯整備事業について

（地域振興課）

横浜市では、平成 21 年度から防犯灯の LED 化を進め、自治会町内会の皆さまに御協力いただ
き、これまでに本市直接工事及び ESCO 事業と合わせて約 155,000 灯の LED 防犯灯を整備して
きました。
今年度も、昨年度に引き続き、本市の直接工事により、電柱への LED 防犯灯の新設及び鋼管ポ
ール防犯灯の整備を行います。
（配送ルート）
◆整備の優先順位について
（１）電柱への新設等
ア 鋼管ポールを撤去し、近くの東電柱または NTT 柱への新設
イ 東電柱または NTT 柱への新設
（２）鋼管ポール防犯灯の LED への交換及び新設
ア 鋼管ポール防犯灯の交換
腐食の激しいもの、曲がりなど、危険と判断したものを優先してポールごと LED
防犯灯に交換します。
イ 鋼管ポール防犯灯の新設
周辺に灯りが無く、夜間の歩行に支障があるなど、どうしても灯りを必要とする場
所で、
共架できる東電柱または、
NTT 柱がないところに LED 防犯灯を新設します。
（３）防犯灯の撤去（鋼管ポールまたは電柱共架）
腐食の激しいもの曲がりなど、危険と判断したものを優先して撤去します。
◆申請書類
申請される場合は、申請書類を地域振興課でお受け取りください。
◆提出期限
平成 27 年７月 31 日（金）までに地域振興課へ御提出ください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

５ その他

Ⅱ
１

関係団体等
平成 27 年度金沢区体育協会の事業協力費の依頼について
（金沢区体育協会）
金沢区体育協会の事業運営を円滑に実施するため事業協力費へのご協力依
頼を自治会町内会長様あてお送りしますので、ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆

事業協力費

１世帯あたり

２０円

※７月末までに同封の「払込取扱票」によりお振り込みを
お願いいたします。
◆ 問合せ

金沢区体育協会事務局
☎

２

（金沢スポーツセンター内）
７８２－９２３４

平成 27 年度金沢区青少年指導員協議会活動協力費の
依頼について
（金沢区青少年指導員協議会）
金沢区青少年指導員協議会の青少年の健全育成の各種活動を円滑に推進する
ため、活動協力費について自治会町内会長様あてお送りしますので、ご協力を
お願いいたします。
◆活動協力費

（配送ルート）

１世帯あたり

１０円

※７月末までに指定の口座に同封の払込用紙により、
お振り込みをお願いいたします。
◆問

合

せ

金沢区青少年指導員協議会
事務局 ： 金沢区地域振興課内

☎ ７８８－７８０５

３ その他
（１）金沢動物園 「2015 ナイト金沢 ZOO 毎週発見★夏の夜」
広報ポスターの掲出依頼について
（金沢動物園）
金沢動物園のイベント「2015 ナイト金沢 ZOO 毎週発見★夏の夜」を開催
いたしますので、広報ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ 問合せ

横浜市立金沢動物園

☎７８３－９１０１

（2）神奈川県立金沢文庫「企画展」、「講演会」ポスター掲出
について
（神奈川県立金沢文庫）
企画展「東の正倉院 ―金沢文庫」では、金沢北条氏によって集められた蔵
書金沢文庫と称名寺の盛衰の物語を古文書、古書、仏像、工芸品などを通して
紹介します。
また、講演会を開催しますので、企画展、講演会のポスターの掲出をお願い
いたします。
（配送ルート）
◆企画展「東の正倉院 ―金沢文庫」
平成 27 年 7 月 2 日（木）～9 月 27 日（日）
平成 27 年 7 月 25 日（土）午後 1 時 30 分～

◆講演会

平潟湾の生い立ち

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫

学芸課
☎

７０１－９０６９

FAX

７８８－１０６０

（3）「海の公園海水浴場の開場」
、「海開きイベント」の広報
ポスターの掲出依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
横浜市唯一の海水浴場である海の公園海水浴場が今年もオープンします。
また、海開きイベントを開催しますので、広報ポスターの掲出をお願いいたし
ます。
（配送ルート）
◆

海水浴場の開場

平成 27 年 7 月 11 日（土）～8 月 31 日（月）

◆

海開きイベント

平成 27 年 7 月 11 日（土）９時～12 時
ビーチクリーン、マーチングバンド、
子どもフラダンス、津波避難訓練など

◆ 問合せ

公益財団法人

横浜市緑の協会

海の管理センター

☎７０１－３４５０

（4）海の公園夏期海水浴場監視業務におけるライフガードの募集
ポスター掲出依頼について
（横浜海の公園ライフセービングクラブ）
横浜海の公園ライフセービングクラブでは、海水浴に訪れた方の安全を守る
ため海水浴場の監視活動を行っていますが、今夏の活動に参加いただける人材
を募集しています。つきましては、広報ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆

期

間

平成 27 年 7 月 11 日（土）～8 月 31 日（月）
午前８時 00 分～午後５時 30 分

◆

待

遇

手当支給、ユニフォーム支給

◆

募集対象

18 歳以上の男女（高校生応相談・社会人不可 ）

◆

問合せ

横浜海の公園ライフセービングクラブ
海の管理センター

☎０９０－３６８０－１５９８
E－mail y.umi-2015@docomo.ne.jp

