第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年９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 30 年８月末現在・既届）
発生件数 ：
６３９件（前年比 ５４件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
２２件（ 〃
８件）
振り込め ：
４８件（ 〃
１６件）
自転車盗 ：
２２７件（ 〃
４５件）
ひったくり：
０件（ 〃
△１件）

（金沢警察署）

【振り込め詐欺キーワード】
○還付金の返還手続きはＡＴＭではできません。
○必要があってお金を渡すときは、息子さんや
お孫さんの顔を確認してから渡すようにして
下さい。
○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取
りに行くことは絶対にありません。

◎最近の犯罪傾向 区所職員を名乗るオレオレ詐欺が連続発生しています。
違法駐車追放運動・首都圏放置自転車クリーンキ

◆交通事故発生件数（平成 30 年８月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
３８１件（前年比
４件）
死者数 ：
１件（ 〃
△１件）
負傷者数 ：
４４１件（ 〃 △３０件）

ャンペーン
１０月１日（月）～１０月３１日（水）
第 49 回全国白バイ安全運転競技大会
１０月１３日（土）
、１４日（日）

◎最近の傾向 ８月中、金沢区内の人身交通事故発生件数は前年に比べて、やや増加傾向でした。

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

平成 30 年

火災件数

損傷被害

主な
出火原因

平成 29 年

増△減
△１４ ※平成 30 年度

１８

３２

１０

１７

△７

その他の火災

８

１５

△７

死者

０

３

△３

負傷者

３

４

△１

たばこ

１

３

△２

こんろ

１

３

△２

ストーブ

１

１

０

排気管

１

０

１

その他

１４

２５

△１１

平成 30 年

平成 29 年

７，５４０

７，２５４

急病

５，０２７

４，８６３

一般負傷

１，３１５

１，２０７

交通事故

３４３

３７１

その他（自損・加害等）

８１０

８１３

建物火災

火災種別

（平成30 年８月末現在）

全国統一防火標語
「忘れてない？ サイフ
にスマホに火の確認」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数

内 訳

増△減

※区内の救急件数が
増加中です。
２０９
救急車の適正利用に
１０８ ついて、ご協力お願い
いたします。
△２８
２８６

△３

（備考）平成30 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

３ 民間ブロック塀の補助事業について

（建築局建築防災課）

平成３０年６月の大阪府北部における地震によるブロック塀の倒壊による被害が発生したことを
受けて、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、コンクリートブロック塀等の所有
者が実施する除却などの改善工事費を補助する制度を創設します。
本制度は８月２２日に記者発表し、建築局のホームページにてお知らせしているところですが、さ
らに広く市民の皆様に周知するため、自治会町内会での回覧にご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：建築局建築防災課 ☎６７１－２９３０

４ 「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」
改訂素案の市民意見募集について
（教育委員会事務局学校計画課）
横浜市では、平成２２年１２月に策定した「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関
する基本方針」に基づき、児童生徒の良好な教育環境を確保するため、学校規模の適正化等を推進し
ています。この方針の策定から７年以上が経過しているため、見直しの作業をすすめているところで
す。
このたび、学識経験者・保護者代表・地域代表・学校関係者からなる附属機関である「横浜市学校
規模適正化等検討委員会」から議論の内容をまとめた答申が教育委員会に提出され、この答申を踏ま
えた「改訂素案」を作成しましたので、素案に対する市民の皆様からのご意見を募集します。
◆募集期間（予定） ９月２８日（金）～１０月２９日（月）
◆意見の提出方法

(1) 電子メール ky-keikaku@city.yokohama.jp
(2) 郵送（消印有効）
〒231－0017 横浜市中区港町１－１（関内駅前第一ビル３階）
横浜市教育委員会事務局 施設部 学校計画課
(3) ＦＡＸ ６５１－１４１７
※郵送の場合、書式は問いません。

◆資料の閲覧方法

ホームページに掲載するほか、市役所市民情報センター、金沢区役所広報相
談係でご覧になれます。

◆問合せ：教育委員会事務局学校計画課 ☎６７１－３２５２

５ 防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について
（総務局危機対処計画課）
横浜市では、横浜市防災計画「風水害対策編」について、水防法等の一部を改正する法律や避難勧
告等に関するガイドラインの改定、最近の災害を踏まえた対策や横浜市各区局の取組など、必要な修
正を進めています。
そこで、計画の修正にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、市民意見募集を実施します
のでお知らせします。
パンフレットは区役所、市民情報センター等で配布し、本市ホームページでも公開します。
また、広報よこはま１０月号でお知らせするほか、記者発表も行う予定です。
（配送ルート）
◆募 集 期 間 １０月１日（月）～１１月２日（金）
◆意見の提出方法

(1) 電子メール so-kikitaisho@city.yokohama.jp
(2) 郵送（消印有効）
〒231－0017 横浜市中区港町１－１ 横浜市役所５階
横浜市総務局危機管理室危機対処計画課
(3) ＦＡＸ ６４１－１６７７
※郵送の場合、書式は問いません。
※リーフレット添付の専用はがきは切手不要です。

◆資料の閲覧方法

ホームページに掲載するほか、市役所市民情報センター、金沢区役所総務課
でご覧になれます。

◆問合せ：総務局危機管理室危機対処計画課 ☎６７１－４３５９ ＦＡＸ６４１－１６７７

６ 横浜マラソン２０１８開催に伴う交通規制チラシの回覧について
（横浜マラソン組織委員会事務局）（市民局）
横浜マラソン２０１８の開催にあたり、沿道周辺で交通規制が実施されますので、ご理解ご協力を
いただくために規制チラシの回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆開催日：１０月２８日（日）
◆交通規制時間（コース全般）
（１）首都高速：５：００頃～１６：００頃
（２）一 般 道：６：３０頃～１５：３０頃
◆問合せ：横浜マラソン交通規制コールセンター ☎３１９－６６７３（交通規制に関する問合せ）
横浜マラソン組織委員会事務局 ☎６５１－０６６６（大会全般に関する問合せ）

７ 「東京２０２０オリンピック・パラリンピック横浜市・都市ボランティア
募集」チラシの掲出ついて（市民局オリンピック・パラリンピック推進課）
東京２０２０オリンピック・パラリンピックでは、横浜でサッカー、野球・ソフトボールのオリ
ンピック競技が行われます。横浜市では、安全で円滑な大会運営を支援し、横浜を訪れる国内外の
方々を「おもてなしの心」でお迎えする横浜市・都市ボランティアを募集します。
つきましては、貴自治会町内会の掲示板に横浜市・都市ボランティア募集チラシの掲出をしてい
ただきますようお願いいたします。
◆問合せ：市民局オリンピック・パラリンピック推進課 ☎６７１－４５８８

８ 「キヤノンブレディスローカップ２０１８」自治会町内会掲示板への
チラシ掲出について
（市民局ラグビーワールドカップ 2019 推進課）
市民局では、ラグビーワールドカップ２０１９の決勝戦が開催される都市として、ラグビー競技
普及活動に取り組みを進めております。来る１０月２７日、
「ニュージーランド代表（オールブラ
ックス） 対 オーストラリア代表戦（ワラビーズ）
」が日産スタジアムにて開催されます。
つきましては、別添のチラシを貴自治会・町内会掲示板に掲出していただきますよう、お願い申
します。
（配送ルート）
◆開催日時
◆会
場
◆入 場 料

１０月２７日（土）午後３時キックオフ
日産スタジアム
チケット（前売り）大人 ７，０００円、小中３，０００円から
※インターネット、チケットぴあで発売中

◆問合せ：市民局 ラグビーワールドカップ 2019 推進課 ☎６７１－４５６６

９ 平成３０年度「見にきて身になる！ミニ体験講座」の周知について
（地域振興課 地域力推進担当）
１０月１０日から１１月６日までの期間に金沢区の市民公益活動及び生涯学習を推進し、豊かな地
域社会づくりに資することを目的として、区内区民利用施設及びコミュニティサロン１５施設にて金
沢区「街の先生」及び登録団体が３１講座を実施します。
つきましては事業周知のためのパンフレットの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

☎ ７８８－７８０６

10 金沢区生涯学習交流会「フォーラム KANAZAWA２０１８」のチラシ回覧
について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区の生涯学習や地域での活動を紹介する「フォーラム KANAZAWA２０１８」を開催いたし
ますので、チラシの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日
◆会
◆内
◆申

時：１１月１７日（土）午前１０時～午後３時３０分
場：金沢区役所
容：
「街の先生」や「生涯学習団体」の活動などの展示や体験
込：当日直接会場へ（入場無料 ※一部実費負担があります。
）

◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

11 健康づくり月間事業について

☎ ７８８－７８０６

（福祉保健課）

健康づくり月間事業として、金沢区三師会による講演会や相談事業をはじめ、いきいきフェスタ
での健康づくり月間コーナーの開催や健康ウオーキングなど、健康づくりに関する各種イベントを
実施します。
つきましては、イベント周知のため、掲示板へのポスター掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆金沢区健康づくり月間
１０月１日（月）～１１月１７日（土）まで
◆自由参加イベント（申込不要、参加無料）
（１） 動物の飼育・健康相談、無料糞便検査（１０月１日～１５日）
（２） お薬手帳の啓発（１０月１日～１５日）
（３） 健康づくりパネル展（１０月２４日～２６日）
（４） 金沢区の魅力いっぱい健康ウオーキング２０１８（１１月１７日）
◆歯科医師会 無料口腔がん検診（要申込）
日
時
１０月２５日（木）午後１時～４時
会
場
金沢区三師会館
対
象
区内在住、在学、在勤の成人の方でお口の粘膜や歯ぐき、舌に異常や違和感、
心配のある人 ３０人抽選
申込・締切
往復はがきで金沢区三師会（〒236-0015 金沢町 48）に申込（１０月４日必着）
。
◆金沢区三師会のイベント【１０月４日（木）金沢区役所・公会堂】
（要申込、参加無料）
（１）開催講演（午後１時３０分～午後４時、受付：午後１時～）公会堂多目的室
①「
“誤嚥”を防いでいつまでも美味しく食べるために！～嚥下障害とリハビリテーション～」
【講師】横浜なみきリハビリテーション病院 リハビリテーション科科長 廣瀬裕介 氏
申込：９／１２～２０までにお電話で金沢区三師会へ申込み（先着８０名）
（２）健康相談（午後１時３０分～午後３時３０分、受付：午後３時まで）区役所５階
（３）歯科相談（午後２時３０分～午後４時３０分、受付：午後４時まで）区役所５階
（４）お薬相談（午後１時００分～午後４時３０分、受付：午後４時まで）区役所５階
◆ 問合せ：福祉保健課
金沢区三師会

☎ ７８８－７８４０（健康づくり月間全体について）
☎ ７８２－８７８５（三師会のイベントについて）

12 脳卒中・神経脊椎センター 市民講演会「ひざの痛みともの忘れ」について
（医療局病院経営本部 脳卒中・神経脊椎センター）
本講演は、7 月に多くの方にご来場頂いた講演の再演です。もの忘れについては、日本認知症学会
の理事長である秋山医師が、また、ひざの痛みについては、市大整形外科名誉教授の齋藤病院長が、
予防法や最新治療についてわかりやすくお話します。より多くの方にご参加いただけるよう、自治
会町内会でポスター掲示をお願いいたします。
（配送ルート）
【講演会概要】
◆開 催 日 時
◆会
場
◆料 金・申 込
◆申込方法・期限
◆内
容

１１月６日（火）午前１０時～１２時３０分
磯子公会堂（磯子区総合庁舎１階）
入場無料、事前申込制（先着４００名）
ＦＡＸか電話で申込（申込期限１０月２６日）
【第１部】講演「もの忘れ」秋山治彦臨床研究部長
【第２部】講演「ひざの痛み」齋藤知行病院長

◆問合せ：横浜市立脳卒中・神経脊椎センター総務課 ☎７５３－２５００

13 「いきいきフェスタ２０１８」でフードドライブの実施について
（地域振興課資源化推進担当）
第４４回金沢まつり『いきいきフェスタ』でフードドライブを実施しますので、皆様ご協力お願い
いたします。
（配送ルート）
◆フードドライブとは
家庭などで余った食品を集め、食べ物に困っている施設や人に届ける活動です。
◆寄付を受けられる食品は
・常温保存が可能な缶詰、レトルト食品、飲み物、お米等
・賞味期限が記載してあるもの
・賞味期限残が２か月以上あるもの
◆寄付を受けられない食品
・アルコール、常温保存ができないもの、開封したもの等
・賞味期限が切れたもの、賞味期限が２か月未満のもの
・賞味期限の記載がないもの
◆寄付を受ける日時・場所
１０月２０日（土）午前１０時～午後３時３０分『いきいきフェスタ』３Ｒ夢(スリム)ブース
◆問合せ：地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８
資源循環局金沢事務所 ☎７８１－３３７５

14 水道メーター検針及び料金整理業務などの委託事業者変更について
（水道局洋光台水道事務所）
平成３０年１０月１日から水道メーター検針、料金整理業務及び、引っ越し等に伴う開栓・閉栓
業務を行う事業者が「株式会社日本ウォーターテックス」に変更となります。
これに伴い、委託事業者変更のお知らせを広報よこはま金沢区版９月号に掲載しますが、委託事
業者が広報チラシを１０月・１１月の水道メーター検針の際、各戸へ配布いたしますので、お知ら
せいたします。
◆問合せ：水道局洋光台水道事務所 ☎８３３－７４９１

15「秋の火災予防運動」に伴うポスターの掲出及び駅頭広報の実施について
（金沢消防署）
火災が発生し拡大しやすい時季を迎え、火災予防意識の啓発を図り、火災による死傷者の発生や
財産の焼失を防ぐことを目的として、全国一斉に「秋の火災予防運動」が実施されます。
つきましては、防火ポスターを掲示板等に掲出していただき、火災予防意識の啓発にご活用くださ
いますようお願いします。
また、区内主要駅の駅頭において、広報活動を実施したしますので、ご協力お願いいたします。
（配送ルート）
◆秋の火災予防運動
１ 実 施 期 間
１１月９日（金）から１１月１５日（木）まで
２ 全国統一防火標語
『わすれてない？ サイフにスマホに火の確認』
３ 配
送
物
防火ポスター
４ 駅 頭 広 報
(1) 京浜急行電鉄 金沢文庫駅舎（日時：１１月８日（木）午後６時～６時３０分）
(2) 京浜急行電鉄 京急富岡駅舎（日時：１１月９日（金）午後６時～６時３０分）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎ ７８１－０１１９

16 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（８・９月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（８・９月号）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．金沢区制７０周年記念 第４４回金沢まつり「花火大会」のお礼及び「いきいき
フェスタ」の開催ポスター掲出について（金沢まつり実行委員会）
金沢区制７０周年記念 第４４回金沢まつり「花火大会」は、多くの皆さまに御覧いただき、
開催することができました。
皆様方の御支援・御協力に感謝申し上げます。
引き続き、金沢まつり「いきいきフェスタ」を次のとおり開催いたしますので、是非、御参
加いただくようお願いいたします。
また、自治会町内会の掲示板へのポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
【金沢まつり・いきいきフェスタ】
◆日時 １０月２０日（土）午前１０時～午後３時３０分
荒天時は翌日に順延します。
◆会 場 海の公園
◆内 容 バザー・事業ＰＲコーナー、ステージ、健康づくりコーナー、
フリーマーケット、お楽しみ抽選会
など
◆問合せ 金沢まつり実行委員会事務局（金沢区地域振興課）
☎ ７８８－７８０１

２．
「Aozora Factory＠海の公園なぎさ広場」の開催について
（NPO 法人 Aozora Factory）
１０月２０日に、海の公園なぎさ広場にて、地元企業のものづくりを中心とした体験型ワー
クショップイベント「Aozora Factory」を開催します。
LINKAI 横浜金沢の企業・団体と、大学生（横浜市立大学芦澤ゼミ）が企画・運営を行う２
０以上のワークショップが、区制７０周年を迎えた金沢区を盛り上げるとともに、LINKAI
横浜金沢の魅力を発信します。
開催案内チラシの掲示板への掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆ 問合せ NPO 法人 Aozora Factory

☎ ７８３－２３１１

３．第４８回横浜矯正展ポスターの掲出について
（横浜刑務所作業部門）

この「矯正展」は矯正施設における様々な活動等を広く一般社会に紹介することにより、被
収容者の改善更生を支援することを目的に開催します。
受刑者が改善更生を目指し、心を込めて作り上げた作品をご覧ください。
つきましては、ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日時

１１月３日（土）
、４日（日）午前９時３０分～午後３時

◆会場

横浜刑務所庁舎前等

◆交通

市営地下鉄「港南中央駅」から徒歩５分
京浜急行「上大岡駅」から徒歩１５分

◆問合せ 横浜刑務所作業部門

☎８４２－００４０

４．
「防犯かながわ」第１５５号の回覧について （金沢防犯協会）
神奈川県防犯協会連合会より発行の「防犯かながわ」第１５５号を発行しましたので、自治
会町内会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢防犯協会

☎ ７８５－５６５６

５．
「更生保護かなざわ」第８７号の回覧について（金沢保護司会）
横浜市金沢保護司会の広報誌「更生保護かなざわ」第 87 号を発行しましたので、自治会町内
会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ 金沢保護司会
事務局：金沢区社会福祉協議会 ☎ ７８８－６０８０

６．
「金沢区 Youth(ユース) ２１」第 7３号の回覧について
（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広報誌「金沢区 Youth(ユース)２１」第７３号を発行しましたの
で、自治会町内会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆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

☎ ７８８－７８０５

７．体育協会広報紙「金沢区体協だより」の回覧について
（金沢区体育協会）
金沢区体育協会の活動内容の周知及び情報交換を進めるため、
「金沢区体協だより」を発刊す
る運びとなりました。自治会町内会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢区体育協会

☎ ７８２－９２３４

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年 9 月）
Ⅰ 行政関係
１ 災害時要援護者支援アンケートのご協力について
（高齢・障害支援課）
災害時の要援護者支援につきまして、各自治会町内会で取り組みを進めていただいておりますが、
作成されている要支援者名簿の作成状況につきまして、アンケート調査へのご協力をお願いいたし
ます。
（配送ルート）
◆アンケート依頼内容
①災害時要援護者名簿の作成状況
②安否確認サポートグッズ（吊り下げ旗）の希望
◆回答方法・回答期限
配送ルートでお送りしたアンケートに記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。
回答期限：１０月１９日（金）消印有効
◆問合せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７４

２ 平成３０年度自治会町内会長永年在職者表彰式について（地域振興課）
本年度の自治会町内会長永年在職者表彰については、昨年度同様、長期在職者の方を対象とした
市長主催による表彰式を開催し、後日別途、各区で区長主催による区長感謝会を開催します。
◆表彰対象者
在職 10 年以上（５年ごと）の皆様をお招きし、市長から表彰をさせて頂きます。
また、来賓として各区連会長の皆様にもご参加いただきたく、よろしくお願いいたします。
◆会場
市長公舎を予定しております。
◆実施時期
２月中旬の２日間を予定しております。
※１日あたり９区の受賞者をお招き、表彰を行います。
◆その他
当日は、区役所から会場への送迎を予定しております。その他、詳細は決定次第ご報告します。
◆問合せ：金沢区地域振興課 ☎７８８－７８０２

３ その他
（１） 街きれい金沢推進週間の実施に伴うごみ袋の配布について
街きれい金沢推進週間【１０月１３日（土）～１０月２１日（日）
】に伴い、各自治会町内会で
実施する地域清掃用のごみ袋を配布しますので御活用ください。
（配送ルート）
加入世帯数

自治会町内会数

袋配布枚数

合 計

０ ～ ５００

１１９

２０

２，３８０

５０１ ～１０００

３９

３０

１，１７０

１００１～１５００

１０

４０

４００

４

５０

２００

１５０１～
合

計

１７２

◆問合せ：地域振興課 資源化推進担当 ☎ ７８８－７８０８

―

４，１５０

Ⅱ 関係団体等
１．共同募金運動への協力について
（(社)金沢区社会福祉協議会）
自治会町内会の皆様には、共同募金運動に対し、多大なご尽力を賜り感謝申し
あげます。今年も共同募金運動（赤い羽根募金、年末たすけあい募金）は、１０月１日から始
まりますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
◆募金活動期間 １０月１日（月）～１２月３１日（月）
◆目 安 額

◆問合せ

赤 い 羽 根 募 金
１世帯あたり２７０円
年末たすけあい募金
１世帯あたり１２０円

神奈川県共同募金会金沢区支会
事務局（社）金沢区社会福祉協議会 ☎ ７８８－６０８０

２．
「民事・家事調停無料相談会」の開催に伴う案内チラシの掲出に
ついて
（横浜民事調停協会）
横浜民事調停協会は、調停無料相談会を次のとおり開催いたします。
開催案内チラシの自治会町内会掲示板への掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
◆会 場

◆内 容
◆申 込
◆問合せ

１０月１２日（金）
午前１０時～午後４時（受付終了 午後３時３０分）
横浜市開港記念会館
横浜市中区本町１－６
みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩１分
ＪＲ・市営地下鉄「関内駅」徒歩１０分
不動産、借金、相続、交通事故、離婚、近隣関係などのトラブル等でお困りの方
に裁判所の民事調停委員や家事調停委員が無料で相談をお受けします。
予約不要・当日会場で受付
横浜地方裁判所 庶務第二係
横浜家庭裁判所 庶務係

☎０４５－３４５－４１０４
☎０４５―３４５－３５０５

３．特別展「西湖憧憬」チラシの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「西湖憧憬―西湖梅をめぐる禅僧の交流と15 世紀の東国文化―」のご案内です。
中世の金沢は中国杭州の名勝西湖になぞらえられ、絵画や漢詩のテーマとなりました。金沢北
条氏が杭州から移植したと伝えられる「西湖梅」も、鎌倉を訪れた禅僧の関心を集めていました。
この展覧会では、東国で活躍した画僧祥啓と、同時期に西国で活動した雪舟との比較を通して中
国風景画の受容と展開を追い、東国文化の成熟を見ることができます。
（配送ルート）
◆日 時

９月２２日（土）～１１月１１日（日）
午前９時～午後 4 時 30 分 （入館は午後 4 時まで）

◆休館日

毎週月曜日（９月２４日、１０月８日は開館）
９月２５日(火)、１０月９日(火)

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

４．
「どうぶつえんの文化祭」のチラシの掲出依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
金沢動物園では、エコや環境について学ぶ金沢区制 70 周年記念コラボ「どうぶつえんの文
化祭」を開催します。焼きさんまの配布やアニマルアートコラボ展を
実施します。
別添チラシの掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日

時

◆同時開催

１０月６日（土）～１０月８日（月・祝）
アニマルアートコラボ展
１０月６日（土）～１１月１１日（日）

◆問合せ 横浜市立金沢動物園

☎７８３－９１００

