市連会７月定例会資料
令 和 元 年 ７ 月 12 日
市民局地域活動推進課

各自治会町内会長

様

自治会町内会のための講習会の開催について
日頃から市政・区政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今年度も、自治会町内会の運営や加入促進に関する講演と自治会町内会の取組事例の
発表をセットにした講習会を市内３か所で開催するほか、神奈川新聞社から講師を招い
ての会報紙作成講習会・展示会を開催します。
つきましては、皆様からの多くのご参加と、会報紙のご出展をお待ちしておりますの
で、よろしくお願いいたします。
１

講習会の概要

（１）講演会・事例発表会
ア

日時・会場
第１回

令和元年８月 31 日（土）10:00～12:00（9:30 開場）
南区役所

第２回

７階会議室

令和元年９月８日（日）10:00～12:00（9:30 開場）
泉区役所

第３回

４階４ABC 会議室

令和元年９月 14 日（土）10:00～12:00（9:30 開場）
港北区役所

イ

４階１・２会議室

内容
・講演（１～３回共通）
「開かれた自治会町内会の運営について」

講師：水津

陽子氏

（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表）
・事例発表（各回１事例）
自治会町内会・連合自治会による活動事例発表
（会を盛り上げる活動や、担い手や加入者を増やす工夫など）
（２）会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会）
ア

日時・会場
令和元年９月 21 日（土）14:30～16：00（14:00 開場）
神奈川県立かながわ労働プラザ

イ

３階ホール

内容
「新聞記者が教える！会報紙の作り方」

講師：菱倉

昌二氏

（神奈川新聞社

編集局

編集委員）

（３）申込方法
【参加対象】どなたでも参加できます。
自治会町内会運営でお困りの方、他の自治会町内会の取り組み事例を
知りたい方、会報紙に磨きをかけたい方

など

【申込方法】別紙の申込書に記入していただき、各区地域振興課へ持参またはＦＡＸ
でお申込みください。
【申込締切】令和元年８月 16 日（金）まで
２

会報紙の募集
「会報誌展示会」での会報紙を募集します。お寄せいただいた会報紙に講師からのア
ドバイスを添えて、会場にて展示いたします。なお、講習会の教材として使用させてい
ただく場合もございますので、ご承知おきください。
※提出いただいた会報紙はご返却いたしかねます。
※冊子など複数ページのものは、展示できない場合あります。
【提出方法】
紙で提出する場合・・・会報紙２部を各区地域振興課へご提出ください。
データで提出する場合・・・以下のメールアドレスにお送りください。
市民局あて

sh-jichikai@city.yokohama.jp

【申込締切】令和元年８月 16 日（金）まで

【担当】横浜市市民局地域活動推進課
電話：671－2318

FAX：664－0734

Ｅメール: sh-jichikai@city.yokohama.jp

自治会町内会のための講習会
１

１

講演会・事例発表

２ 会報紙作成講習会

講演会・事例発表
自治会運営に関する講演と地元の町内会による事例発表をセットにした講習会です。
会の適切な運営方法、会計の透明化、加入促進のアイデアなど、役立つ情報が満載です！

第一部 講演会（１～３回共通）
「開かれた自治会町内会の運営について」
第二部

講師：水津

陽子氏

事例発表…各区で活躍している自治会町内会の事例発表です。

第１回 南区

「下一流！防災訓練 ～子どもは地域の情報源～」

【日時】令和元年
【会場】南区役所

８月３１日(土) 10:00～12:00
７階会議室 【発表】井土ケ谷下町第一町内会

【会場・アクセス】

第２回 泉区

【定員】
約 100 人

南区役所７階 会議室（南区浦舟町２丁目３３番地）
●（市営地下鉄ブルーライン）「阪東橋駅」（１B 出口）徒歩８分
●（京急）
「黄金町駅」徒歩約１４分

「自治会活動を支えるシニアの力」

【日時】令和元年
【会場】泉区役所
【会場・アクセス】

９月８日(日) 10:00～12:00
４階４ABC 会議室 【発表】ひなた山第二自治会

【定員】
約 100 人

泉区役所 （泉区泉中央北五丁目１番１号）
●（相鉄）
「いずみ中央駅」 徒歩９分
●（市営地下鉄ブルーライン）「立場駅」徒歩１５分

第３回 港北区「マンション町内会の夢 ～子供の笑顔が町の財産～」
【日時】令和元年 ９月１４日(土) 10:00～12:00
【会場】港北区役所 ４階１・２会議室 【発表】大倉山ハイム町内会
【会場・アクセス】

港北区役所（港北区大豆戸町２６番地１）
●（東急東横）
「大倉山駅」徒歩７分

【定員】
約 100 人

２

会報紙作成講習会
新聞記者による会報紙の作り方講座です。
お寄せいただいた会報紙を教材に、新聞づくりのプロがコツを伝授します！

■内容

「新聞記者が教える！会報紙の作り方」

講師：菱倉 昌二氏

■日時

令和元年

■場所

かながわ労働プラザ ３階 ホール（中区寿町１丁目４番地）

9 月 21 日（土） 14:30～16:00 （14:00 開場）

●JR 京浜東北・根岸線「石川町駅」中華街口（北口）徒歩３分
●横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」出口２徒歩１２分

会場内で会報紙を展示します！
みなさまの作品をお寄せください！

各区の自治会町内会からお寄せいただいた会
報紙を、講師からのアドバイスとともに、会
場に展示します。また、講習会でも教材とし
て使用させていただきます。

【提出方法】
紙で提出する場合・・・会報紙２部を各区地域振興課へご提出ください。
データで提出する場合・・・以下のメールアドレスにお送りください。
市民局あて sh-jichikai@city.yokohama.jp
【申込締切】令和元年 ８月 1６日（金）まで

３

お申し込み方法

受講を希望される方は、別添の申込書により、８月 16 日（金）までに各区の地域
振興課にお申し込みください。

４

講師のご紹介
講演会

水津

陽子氏

合同会社 フォーティ R&C 代表
地域活性化・まちづくり、経営コンサルタントとして、全国の自治体や
商店街等で多数の講演実績あり。
自治会町内会に関する書籍も執筆している。

会報紙作成講習会

菱倉

昌二氏

神奈川新聞社 編集局 編集委員
横浜生まれの横浜育ち。
神奈川新聞に２０１６年度、市内１８区の第１位項目を紹介するコラム
「わが区がイチバン！」を連載し、好評を博した。記者としての活動のほか、
新聞の読み方や作り方などを伝授する講演活動も行っている。

主催：横浜市 市民局 地域活動推進課（電話：671-2318）

【南区役所】
●市営地下鉄「阪東橋」駅（１Ｂ出口）
●京浜急行「黄金町」駅

徒歩約８分

徒歩約１４分

【泉区役所】
●相鉄いずみ野線「いずみ中央」駅から徒歩約５分

港北区地域振興課 渡辺 あて
（FAX ５４０－２２４５）

令和元年

自治会町内会のための講習会

月

日

参加申込書

受講を希望される方は、区名、自治会町内会名、氏名、電話番号、その他
必要事項をご記入の上、
この申込書を 各区地域振興課まで ご提出ください。
※応募者多数の場合は、抽選により決定させていただきます。受講が不可の場合のみ、
８/26(月)までにお電話でその旨をご連絡いたします。
応募が定員内で、抽選を行わない場合は特にご連絡いたしません ので、当日はそのま
まお申込みいただいた会場にお越しください。

～ご記入欄～
●区
名
：
【港北区 】
●自治会町内会名 ：【
●会報紙の出展
あり ・ なし （○印をおつけください。）
●講習会の参加希望について
講演会・事例発表会

氏

名

電話番号

８/31
南区

９/8
泉区

9/14
港北区

】

会報紙
講習会
９/21
労働プラザ

※参加を希望する日に、○印をご記入ください。
講演会・事例発表会と会報紙講習会の両方に参加することも可能です。
※講習会の申し込みにあたり収集する氏名・電話番号の個人情報は「横浜市個人情報の保
護に関する条例」の規定に従い、適正に管理し、主催者から連絡の必要が生じた場合にの
み使用します。
◆お申し込み締切：令和元年８月 16 日（金）まで （講習会参加・会報紙出展ともに）
◆会報紙の出展方法…会報紙２部を各区地域振興課へご提出ください
※データでの提出が可能な場合は、E メールで市民局地域活動推進課へ。
≪Ｅメールアドレス≫

sh-jichikai@city.yokohama.jp

◆お申し込み・お問い合わせ先

港北区地域振興課
地域活動係

港北区大豆戸町 26 番地１

電話：540-2235 ＦＡＸ：540-2245
（FAX でもお申込みできます）

