


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

環境創造局公園緑地維持課長       得能 千秋          Tel 045-671-3431 

■■■横浜情報文化センター情文ホールへのアクセス■■■ 

（横浜市中区日本大通 11 番地） 
※受付は横浜情報文化センター６階の、情文ホール入口になります。 

    

 

    ・ みなとみらい線「日本大通り駅」 ３番出口０分 

    ・ ＪＲ・横浜市営地下鉄「関内駅」 徒歩１０分  

 



■令和元年度 横浜市公園愛護会表彰  個人表彰

№ 所属区 愛護会名 職位

1 鶴見区 市場下町公園愛護会 会長

2 鶴見区 潮田仲通公園愛護会 会長

3 鶴見区
上の宮第一公園愛護会
上の宮第二公園愛護会
上の宮第三公園愛護会

会長

4 鶴見区 生麦貝ノ浜緑地公園愛護会 会長

5 鶴見区 生麦貝ノ浜東緑地公園愛護会 会長

6 神奈川区 浦島公園愛護会 会長

7 神奈川区 織茂公園愛護会 会長

8 神奈川区 神大寺第三公園愛護会 会長

9 神奈川区 平川町北公園愛護会 会長

10 神奈川区 三ツ沢中町北公園愛護会 会長

11 西区 西戸部町二丁目公園愛護会 会長

12 中区
三之谷公園愛護会

三之谷北公園愛護会
三之谷南公園愛護会

会長

13 中区 本牧町二丁目公園愛護会 会長

14 中区 山下町公園愛護会 会長

15 中区 新山下公園愛護会 会長

16 南区
永田台第一公園愛護会
永田台第二公園愛護会
永田台第三公園愛護会

会長

17 南区 六ツ川二丁目第四公園愛護会 会長

18 港南区 笹下七丁目公園愛護会 会長

19 港南区 東永谷二丁目公園愛護会 会長

20 保土ケ谷区 桜美林公園愛護会 会長

21 保土ケ谷区 明神台公園愛護会 会長



■令和元年度 横浜市公園愛護会表彰  個人表彰

№ 所属区 愛護会名 職位

22 旭区 旭台中央公園愛護会 会長

23 旭区 えびね公園愛護会 会長

24 旭区 大貫谷公園愛護会 会長

25 旭区
笹野台第三公園愛護会
笹野台南公園愛護会

会長

26 旭区 上白根ふる里公園愛護会 会長

27 旭区 さちが丘公園愛護会 会長

28 磯子区 磯子台公園愛護会 会長

29 磯子区 杉田遠道山公園愛護会 会長

30 磯子区 滝頭第二公園愛護会 会長

31 磯子区 根岸馬場町公園愛護会 会長

32 磯子区
丸山中公園愛護会
分田公園愛護会

会長

33 磯子区
森五丁目公園愛護会
森六丁目公園愛護会

会長

34 磯子区
洋光台駅前公園愛護会

洋光台緑地トンボ池愛護会
会長

35 金沢区

朝比奈町公園愛護会
東朝比奈三丁目公園愛護会
東朝比奈ふれあい公園愛護会

六浦大道公園愛護会
六浦西第一公園愛護会
六浦西第二公園愛護会
六浦西第三公園愛護会
六浦西第四公園愛護会
六浦谷戸田公園愛護会

会長

36 金沢区 金沢町第二公園愛護会 会長

37 金沢区 釜利谷坂本第二公園愛護会 会長

38 金沢区
長浜みはらし公園愛護会

堀口公園愛護会
堀口第三公園愛護会

会長

39 金沢区
六浦あざみ公園愛護会
六浦しらゆり公園愛護会
六浦ひなぎく公園愛護会

会長

40 港北区 篠原町第二公園愛護会 会長





■令和元年度 横浜市公園愛護会表彰 団体表彰

№ 区名 愛護会名

1 鶴見 駒岡堂ノ前公園愛護会

2 鶴見 東寺尾中台公園愛護会

3 神奈川 三枚町第一公園愛護会

4 西 新田間公園愛護会

5 中 鷺山公園愛護会

6 南 鳥井戸公園愛護会

7 南
六ツ川二丁目第一公園愛護会
六ツ川二丁目第三公園愛護会

8 港南 港南ふれあい公園愛護会

9 港南
下永谷八木第二公園愛護会
下永谷八木第三公園愛護会

10 保土ケ谷 向台公園愛護会

11 旭 今宿東公園A地区公園愛護会

12 旭 今宿東公園B地区公園愛護会

13 旭 今宿東公園C地区公園愛護会

14 磯子 上中里向坂公園愛護会

15 磯子 田中町第一公園愛護会

16 金沢 方丈公園愛護会

17 金沢 能見台野地久保公園愛護会

18 金沢
六浦三艘第一公園愛護会
六浦三艘第二公園愛護会

19 港北 下田町四丁目公園愛護会

20 港北 高田第四公園愛護会



№ 区名 愛護会名

21 港北 新田公園愛護会

22 緑 上の原公園愛護会

23 緑 南長津田公園愛護会

24 青葉 山内公園愛護会

25 青葉
若草台第一公園愛護会
若草台第二公園愛護会

26 都筑 荏田東まつば公園愛護会

27 戸塚 俣野町第一公園愛護会

28 戸塚 十ノ区やまもも公園愛護会

29 栄 矢沢なかよし公園草地広場愛護会

30 栄 矢沢なかよし公園自由広場愛護会

31 泉 中田町第八公園愛護会

32 瀬谷 本郷四丁目第二公園愛護会




