
第 2部 金沢区町内会連合会定/pll会 好成28年 2月 )

行政関係
1 平成 28年度 金沢区家庭防災員研修実施計画について

(金沢消防署)

昨年 11月の区連会にて平成 28年度家庭防災員の推薦の御依頼をさせていただきましたが、研

修実施計画が確定しましたので、お知らせいたします。

晒己送ル′―卜)

※開催内容は、災害発生等で変更されることがありますので、あらかじめ御了承ください。

※スキルアップ研修は、普通救命講習 I(一般)の内容で実施します。

(普通救命講習修了証が交付されます。)

◇問合せ :金沢消防署 予防課 8781-0119
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2 火災予防広報に伴うポスター掲出及びチラシ回覧の徒l協力について

(金沢消防署)
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金沢消防署では、火災原因の常に上位であるガスコンロからの出火防止を図るため、ガス関連事

業所と協働し、「Siセンサーコンロ普及啓発」ポスター (M片面)及びチラシ lA4両面)を作成い

たしました。

つきましては、「Siセンサーコンロ普及啓発」ポスターの掲出及びチラシの班回覧をお願い申し

上げます。

m遡匠 D
◇ポスター掲出期限

平成28年 3月末まで

◇問合せ :金沢消防署 予防課 圏781-0119

横浜市民防災センターリニューアルオープンについて (金沢消防署)

平成 27年度、改修工事を進めていた「横浜市民防災センター」がこのたびリニューアルオープ |

ンする運びとなりましたので、お知らせします。

改修後は、「自助・共助の大切さを伝え、その行動が起こせる人の育成」を目的として、地震な

どの様々な体験を通じ、わかりやすく、楽しみながら防災 。減災を学ぶことができる本市の中核施

設として生まれ変わります。

廼己送ル/― 卜)

0リニューアルオープン日時

平成 28年 4月 1日 (金)9時 30分

◇来場案内等

(1)開館時間 :9時 30分～17時 00分 ※入館無料

(2)休 館 日:毎週月曜日 (祝日の場合は、その翌日)及び年末年始

(3)利用方法 :当 日、横浜市民防災センターの受付でお申込みください。

※満員となる場合もありますので、事前のご予約をお勧めします。

(4)予約方法 :電話、メール、FⅨ、又は受付で直接お申込みください。

圏 :312-0119
F船[:312-0386

E Inail:sy― kenganocity Юbhama ip                       
´

(5)アクセス :〒2210844 横浜市神奈川区沢渡4-7 横潤駅西日から徒歩約 10分

※駐車場はございません。

◆問合せ :横浜市民防災センター 8312-0119



「広報よこはま」「ヨヨハマ議会だより」等の配付について

(区政推進調

平成 28年度「広報よこはま」「県のたよりJ「ヨコハマ議会だよりJの各峠
｀ヽ、の配布をお願い

します。

また、これまでも皆さまのご協力により配布を行っておりますが、平成 28年度も、自治会町内

会へ未加入の世帯を含む全世帯への配布に管田協力くださいますようお願い申し上げます。

なお、配布担当者や配布部数の変更がありましたら、変更連絡票にて御連絡をお願いします。

廼己コレ′―卜)

0広報配布謝金

(1)「広報よこはま」→ 1部あたり9円

(2)「県のたより」 → 1部あたり8円

(3)「ヨコハマ議会だよりJ→ 1音6あたり4円

◇配布謝金の支払い

「広報よこはま」「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」を合わせて、年度内に2回

(平成 28年 10月 と平成 29年 3月 )に分けてお支払いします。

0送付時期と送付方法

毎月末日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へお届けしま丸

※平成 29年 1月号は、平成 28年 12月 29日 までにお届けします。

※各畔 へは、毎月 10日までに配布をお願いします。

◇その他

(1) 自治会町内会活IJJと してボランティアで広報紙を配布しているときに、万―事故で

負傷した場合には、原則、横浜市が実施する市民活動保険の対象となります 0川兄に

より対象にならない場合もありまつ 。事故に遭われた時には、区役所総務課庶務係ま

で御相談ください。

(2) 各自治会町内会の区域内にあります、グリレープホームなどの施設から広報紙の配布

の依頼がありましたら、配布について御配慮くださいますようお願いいたします。

(3) 配布員が確保できないなど、毎月の配布業務にお困りの場合は、民間事業者による

ポスティングに切り替える等の対応も承っていますので、区役所広報相談係又は、市

民局広報課まで鉾l連絡ください。

(4) 平成 28年度も、市版にて自治会町内会の活動を紹介していくことを予定してい

ます。

自治会町内会の加入促進にも御活用いただければと存じますので、未加入世帯への画己布

に特段の御配慮をいただきますよう、お願い申し上げます。

◇問合せ :0ム報に関すること)区政推進課広報相談係  固788-7722

(広報に関すること)市民局 広報課     8671-2332
(市民活動保険に関すること)総務課 庶務係  困788-7704

5 その他



Ⅱ 関係団体等

1。 平成 28年度共同募金運動への協力依頼及び、平成 27
年度各種募金の中間報告について

(金沢区社会福祉協議会)

◆ 平成 28年度 共同募金運動への自治会町内会を通じた戸別募金に ,

ご協力をお願いします。

(1)実施時期 :平成 28年 10月 1日 ～平成 28年 12月 31日

(2)目 標額  :28,480,000円
(内訳)広域計画分 11, 400, 000円

地域計画分 17, 080, 000円
一世帯あたり目安額  390円 (平成 27年と同額)

◆ 平成 27年度の次の募金等の2月 10日現在の各地区ごとの実績を

報告 (中 間報告)いたしましたので、ご確認をお願いいたします。

(1)日 本赤十字社社資
(2)更生保護協会賛助金

(3)共同募金会募金

◆ 問 合 せ  金沢区社会福祉協議会

8788-6080
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