
 

 

平成 28 年度  

第２回栄区制 30 周年記念事業実行委員会 次第 

 

日時：平成 29 年２月２日（木）16:30～17:15 

 場所：栄区役所新館４階 ８号会議室      

 

 

１ 議事 

（１）栄区30周年感謝祭について           （資料１） 

（２）平成29年度予算案について           （資料２） 

（３）栄区の「区の木」制定記念 植樹式について   （資料３） 

（４）今後のスケジュールについて          （資料４） 

 

 

 



 



 

 

 

栄区制30周年記念事業 クロージングイベント２日目 

栄区30周年感謝祭について 
 

 

１ 開催日時及び会場について 

  日時：平成29年３月20日（月・祝）12:00～18:30 

会場：本郷台駅前広場及びたっちーらんど（栄公会堂） 

（雨天時は栄公会堂のみ開催） 

※「栄公会堂・栄スポーツセンター」の愛称が「たっちーらんど」に 

決まりました。 

 

２ 栄区30周年感謝祭の内容について 

（１）本郷台駅前広場 

ア オープニング・ステージ（13:00～13:30） 

（ア）サファリパークＤｕｏによるミニコンサート 

（イ）香瑠鼓（さかえっ子体操の作詞・作曲・振付）率いる「あぴラッキー」に

よるダンス・パフォーマンス。 

イ 山車・神輿づくりプロジェクト紹介（13:30～14:30） 

  各地区連合で制作した山車・神輿を駅前広場に展示し、制作に携わった方へ

のインタビュー等により山車・神輿づくりを紹介。ステージでは地域の皆様に

よるパフォーマンスを披露。 

ウ 感謝・つながり・夢ライブ（17:00～18:00） 

ＫＡＮＫＡＷＡトリオによるジャズライブ。オルガン、ギター、ドラムのバ

ンド編成で、スタンダード曲を中心に演奏。 

エ 飲食物販（12:00～18:30） 

栄区商店会連合会の協力による出店 

オ 旗飾り（フラッグ・ガーランド）の展示（前日～18:30） 

区内の幼稚園・保育園に通うこどもたちが作成した飾りを会場に装飾します。

なお、お披露目は、栄区制30周年記念事業のひとつ「こどもフェスティバル」 

（２月14日開催：たっちーらんど（栄スポーツセンター））で行います。 

※ 司会者 

藏下芽夢氏（「まちの名人・達人」アナウンス分野登録者。区内行事出演多数） 

 

 

資料１ 
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（２）栄公会堂 

ア 栄区30周年記念事業閉会式 第１部「閉会式」（15:00～15:30） 

（ア）栄区の魅力発信動画の上映（開会前15分間） 

「こたえは森にかくれてる-MISIA×YOKOHAMA- フォトコンテスト」への応

募作品をMISIAの曲に乗せて。５分程度。 

28年11月3日開催の栄区制30周年記念式典で上映済のもの。 

（イ）開会挨拶：栄区長 

（ウ）来賓紹介・祝辞：栄区選出議員団代表 

歴代栄区長 

（エ）「30周年記念事業の500日を500秒で振り返る」動画上映 

27年10月3日のオープニングイベント以降の約500日間に実施してきたイベ

ント（主にコアイベント）の写真を「栄区賛歌」に乗せてスライドショー形

式で約500秒にまとめたもの。区職員が制作。 

（オ）山車・神輿づくりプロジェクト紹介動画 

各地区連合が総力を挙げて取り組んだ山車・神輿の制作からパレードまで

の軌跡を映像で振り返り、プロジェクトのフィナーレを飾る。５分程度。 

（カ）「区の木」制定報告 

イ 栄区30周年記念事業閉会式 第２部「栄区30周年感謝合唱祭」（15:30～16:30） 

歌の力で世代間の「感謝・つながり・夢」を伝えます。出演団体との調整や

当日の演出は栄区音楽協会の協力を得て進めます。 

（ア）各団体合唱 

各世代を代表した３団体（栄区少年少女合唱団、西本郷小学校ハッピー・

レインボーコーラス、音楽協会コーラス塾 栄フロイデ・コール）の合唱。 

曲目は、「明るい未来を感じさせる春めいた曲」をテーマに各団体で選定。 

（イ）合同合唱 

上記３団体による合同合唱。曲目は「COSMOS」「栄区賛歌～大地に耳を」。 

指揮：富澤裕（合唱曲の作曲・編曲・指揮で全国的に著名） 

（ウ）全体合唱 

上記３団体と来場者による合唱。曲目は「翼をください」。 

（エ）閉会挨拶：栄区制３０周年記念事業実行委員会会長 

ウ 山車・神輿づくりプロジェクト紹介（14:30～17:00） 

７地区連合の山車・神輿をポスターで紹介 

※ 司会者 

  柏陽高校生徒 

（３）区庁舎周辺 

「区の木」制定記念植樹式（16:40～16:55） 
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３ 来賓・招待客について 

（１）来賓

各地区連合町内会長、栄区選出議員団、歴代栄区長

（２）招待客

30周年記念事業実行委員、各自治会町内会長、区内学校関係、関係団体、協賛

企業等 

参考：タイムスケジュール案 

  

 

時刻 駅前広場 公会堂

前日 【SAKAEヤングフェスティバル】

テント、ステージ等設営

朝 山車・神輿の搬入及び設営 会場設営

【みんな集まれ！地域の山車・神輿】

12:00 飲食物販ブース開店 合唱団体会場入り→リハーサル

13:00 オープニング・ステージ開演

出演：サファリパークDuo・あぴラッキー

13:30 オープニング・ステージ 終了

山車・神輿づくりプロジェクト紹介開始

14:30 山車・神輿づくりプロジェクト紹介終了

14:45 オープニング映像（栄区の魅力発信）

【栄区制30周年記念事業　閉会式】

15:00 ＫＡＮＫＡＷＡトリオ サウンドチェック 開会挨拶：栄区長

来賓祝辞：栄区選出議員団代表

　歴代栄区長代表

動画上映（500日振り返り→山車・神輿）

「区の木」制定報告

15:30 合唱祭：３団体→合同合唱→全体合唱

閉会挨拶：磯﨑実行委員長

16:30 閉会式 終了

【感謝・つながり・夢ライブ】

17:00 開演 撤収作業 開始

出演：ＫＡＮＫＡＷＡトリオ

18:30 終演（アンコール含む）飲食物販ブース閉店 撤収作業 完了

18:30 山車・神輿の搬出作業 開始

19:00 テント・ステージ等の撤収作業 開始

21:00 テント・ステージ等の撤収作業 完了

「区の木」制定記念植樹式区庁舎周辺
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平成29年度栄区制30周年記念事業予算書（案）

１　収 入 の 部 1,350,000 円

単位：円

項　　目 平成29年度(A)平成28年度(B)増減(A)－(B) 説           明

補助金 1,350,000 5,000,000 △ 3,650,000 横浜市補助金

協賛金 0 4,600,000 △ 4,600,000 栄区制30周年記念事業協賛金

1,350,000 9,600,000 △ 8,250,000

２　支 出 の 部 1,350,000 円

単位：円

項　　目 平成29年度(A)平成28年度(B)増減(A)－(B) 説           明

広報宣伝費 1,000,000 1,600,000 △ 600,000 記念誌印刷委託（約1,000部）

委託費 0 7,600,000 △ 7,600,000

会議運営費 350,000 400,000 △ 50,000 郵送費等

1,350,000 9,600,000 △ 8,250,000

資料２
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収入合計 9,668,159 円

支出合計 9,667,451 円

差引残高 708 円

１　収入の部 9,668,159 円

項　　目 予算額(A) 収入済額(B) 増減(A)－(B)

補助金 5,000,000 5,000,000 0

協賛金 4,600,000 4,668,105 △ 68,105

利息 0 54 △ 54

9,600,000 9,668,159 △ 68,159

２　支出の部 9,667,451 円

項　　目 予算額(A) 支出済額(B) 増減(A)－(B)

広報宣伝費 1,600,000 700,232 899,768

広報用タブレット端末レンタル料 (202,176円)

事業紹介用チラシ作成 (87,804円)

タウン誌への広告掲載（３件） (376,880円)

協賛ボード作成 (33,372円)

委託費 7,600,000 8,935,966 △ 1,335,966

私たちがつくる30周年事業補助金 (899,804円)

山車・神輿づくりプロジェクト (1,548,814円)

「出張！なんでも鑑定団in横浜・栄」 (341,280円)

記念式典 (2,434,864円)

さかえ音楽フェスティバル (998,964円)

記念切手用写真撮影 (100,864円)

金沢動物園コラボレーション (76,140円)

子どもたちの夢イベント (229,932円)

30周年イベントラリー (317,304円)

記念誌版下作成 (540,000円)

区の木植樹式 (100,000円) ★

クロージングイベント (1,348,000円) ★

会議運営費 400,000 31,253 368,747

通信費 (500円)

会議用飲料の購入 (30,753円)

9,600,000 9,667,451 △ 67,451

横浜市補助金

利息

平成28年度栄区制30周年記念事業実行委員会決算見込

※「★」は見込額

単位：円

単位：円

説           明

説           明

栄区制30周年記念協賛金（現在受入終了）

参考
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栄区の「区の木」制定記念 植樹式について 

 

栄区制 30 周年を記念し、将来にわたって栄区の豊かな自然、緑を大切に守り、育む

ためのシンボルとして「区の木」を制定することとしました。 

 制定にあたって、栄区にゆかりのある「カツラ」、「サクラ」、「サルスベリ」、「ユリ

ノキ」の４つを候補樹木とした投票を行い、最多の 391 票を集めたサクラと、５票差

で次点となったカツラを栄区の「区の木」として制定しました。 

 

「区の木」制定を記念して、栄区制 30 周年記念事業クロージングイベント２日目の

「栄区 30 周年感謝祭」の中で植樹式を行います。 

なお、場所等の詳細は現在調整中であり、決まり次第お知らせします。 

 

（参考：「区の木」投票の概要） 
 ＜投票期間＞ 平成 28 年 11 月３日（木・祝）から平成 29 年１月５日（木）まで 
 ＜投票資格＞ 栄区に在住・在勤・在学の方 
 ＜投票総数＞ １，２１１票（無効票 15 票を含む） 
 ＜投票結果＞ サクラ（391 票）、カツラ（386 票）、サルスベリ（239 票）、ユリノキ（180 票） 

 

１ 記念植樹式日時・場所について 

  日時：平成 29 年３月 20 日（月・祝）16 時 40 分から 16 時 55 分まで（予定） 

  場所：栄区役所周辺 

 

＜栄区 30 周年感謝祭 タイムスケジュール（現時点案）＞ 

時間 （分） 本郷台駅前広場 
栄公会堂 

（たっちーらんど） 

12:00～  飲食物販ブース開店  

13:00～13:30 （30） ステージ  

13:30～14:30 （60） 
山車・神輿づくり 

プロジェクト紹介 
 

14:30～15:00 （30） 移動＜駅前広場 ⇒ 公会堂＞ 

15:00～16:30 （90）  30 周年記念事業 閉会式 

16:40～16:55 （15） 植樹式（区役所周辺を予定） 

16:55～17:00 （15） 移動＜区役所周辺 ⇒ 駅前広場＞ 

17:00～18:30 （90） ライブ  

 

２ 植樹式の内容について（予定） 

（１）開式挨拶 

（２）栄区「区の木」選定委員会委員長挨拶 

（３）記念植樹 

（４）記念撮影 

（５）閉式 

 

資料３ 
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栄区の「区の木」参考資料 

サクラ 

（樹木について） 

バラ科サクラ属の落葉高木。春の花木の代表であり、野生種 15 種のほか、園芸品

種数で 300 以上もあるサクラ属の総称。 

（栄区とのつながりについて） 

栄区の玄関口である本郷台駅前には、日米友好 100 周年を記念した「里帰り桜」

が植栽されています。 

また、栄区のシンボルリバー「いたち川」沿いの桜並木をはじめ、サクラを愛で

る場所が区内各所にあり、毎年多くの方に親しまれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カツラ 

（樹木について） 

カツラ科カツラ属の落葉高木。ハート型に似た円形の葉が特徴的で、秋には黄色

く紅葉する。幹は直立し、樹高は 20ｍにもなる。若木はスマートな三角形の樹形、

大木になると複数の幹が出て、株立ち樹形になることが多い。 

（栄区とのつながりについて） 

栄区には「カツラ」のつく町名（桂台、桂町）があり、区役所所在地でもある「桂

町」は、昭和 14 年に鎌倉郡から横浜市に編入の際に新設された歴史のある町名です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

桂台第一公園のサクラ 本郷台駅前「里帰り桜」 

本郷台中央公園のカツラ ハート形の葉 
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平成 29年度の予定について 

 
１ 実行委員会について 

５月下旬に平成29年度第１回栄区制30周年記念事業実行委員会の開催を 
予定しています。日時等、詳細については後日改めてご案内いたします。 

 
 
 
２ 記念誌について 

  平成29年度に記念誌を発行します。 
・配布対象（予定） 

  栄区制 30周年記念事業実行委員会、栄区制 30周年記念事業協賛企業・ 

団体等、区内の自治会・町内会、区内の各種団体、栄区功労者、交流都市等 

（約 1,000部発行予定） 

資料４ 
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