
 

 

平成 27 年度  

第５回栄区制３０周年記念事業実行委員会 次第 

 

日時：平成 27 年 12 月 16 日（水）15:00～16:50 

場所：栄区役所新館４階 ８号会議室      

 

 

１ 報告 

（１） 栄区制30周年記念事業実行委員会役員について 

（２） 平成27年度の取組について  （資料１） 

（３） 平成28年度事業計画について （資料２） 

（４） 協賛依頼について       （資料３） 
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 栄区制３０周年記念事業実行委員会規約 

（名称） 

第１条 本会は、栄区制３０周年記念事業実行委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 委員会は、栄区が区制３０周年を迎える記念の年にふさわしい各種事業を実施す

ることを目的とする。 

（役割） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。 

（１）記念事業の普及・啓発、区民の参加意識の盛り上げに関すること。 

（２）記念事業の実施に関すること。 

（３）その他、委員会の目的達成に必要なこと。 

（組織） 

第４条 委員会は、別表に掲げる団体等の構成員をもって組織する。 

２ 委員会には、委員、顧問、参与を置く。 

（理事） 

第５条 委員会に理事を置く。 

（１）理 事 １０名以上１５名以内   

２ 理事は、委員の互選により選出する。 

３ 理事は、理事会を組織し、会務の運営上必要な事項を審議、検討を行う。 

４ 理事は、緊急、軽微な案件について、第３条に挙げた役割を行うことができる。この

場合、次に開催される委員会においてその旨を報告することとする。 

（役員） 

第６条 委員会に次の役員を置く。 

（１）会 長  １ 名 

（２）副会長  若干名 

（３）会 計  １ 名 

（４）監 事  ２ 名 

２ 役員は、理事の互選により選出する。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、委員会を招集し、議長となるほか、会務全般を掌握する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のある時は、その職務を代理する。 

３ 会計は、委員会の会計事務を行う。 

４ 監事は、委員会の会計を監査する。 

（理事会） 

第８条 理事会は会長が招集しその議長となる。 

（１）理事会は理事の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（構成員の任期） 

第９条 構成員の任期は、栄区制３０周年記念事業の終了後、最初に開催する委員会の解

散時までとする。 



（会議） 

第１０条 委員会の会議は、必要に応じて開催する。 

（顧問、参与） 

第１１条 顧問及び参与は、委員会の求めに応じて必要な助言等を行う。 

（部会） 

第１２条 委員会に、次の部会を置く。 

（１）栄区で実施される栄区制 30 周年記念事業の盛り上げの創出のため、賑わい部会を置 

く。 

（２）団体及び企業等への協賛依頼を行うため、協賛依頼部会を置く。 

（財務） 

第１３条 委員会の経費は、補助金、協賛金その他の収入をもって充てる。 

２ 会計年度は、当該の年の４月１日に始まり、翌年の３月３１日をもって終了する。 

  ただし、平成２６年度の会計年度は、施行日をもって始めるものとする。 

（事務局） 

第１４条 事務局は、栄区役所総務課内に置く。 

（補則） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別途定める。 

 

附 則 

この規約は、平成２７年３月８日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２７年６月２４日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２７年７月１７日から施行する。 

 



 

 

 

 

平成27年度の取組について 

 

 

１ これまでの取組状況(～Ｈ27.12) 

  自治会町内会をはじめとした地域でのイベント・広報活動などにより、区民の皆様に区制30周

年の周知が広まりました。 

(1) 地域イベントの広がり 

自治会町内会・各種団体などの多くのイベント等を地域イベントとして位置づけ、区制30周

年のPRを行いました。特に、夏祭り・敬老の集いでの集中的広報は効果がありました。また、

自治会館や施設等、店舗などでポスターやのぼり旗等の掲出にご協力いただきました。（別紙） 

～10月２日 

（プレイベント） 

10月３日～12月16日 

（実施済み） 

12月17日～28年３月31日 

（実施予定） 

126件 124件 33件 

 

(2) コアイベントの盛り上げ 

コアイベントとしては、既存イベントの工夫により、30周年らしい盛り上げにつながりまし

た。特に、区民まつりでは、新たにパレードなどが実施され、お祝いムードが高まりました。 

イベント名／会場 ※オープニングイベント／栄公会堂 開催日時 平成27年10月３日（土） 

同時開催されたセーフコミュニティフォーラムのほか、栄区を拠点に活躍する劇団ぽかぽかによ

る演出や、さかえ竹の鼓KIDｓ♪の元気溢れるダンスと栄区制30 周年記念ロゴマークを表現する

パフォーマンスなど、区民の皆様にご参加いただき、栄区らしい記念事業のスタートを切りました。 

◆ 参加者数：４００名 

イベント名／会場 ※さかえ・ふれあいコンサート／栄公会堂 開催日時 平成27年11月１日（日） 

当日は「障がい者長崎打楽団『瑞宝太鼓（ずいほうたいこ）』」の皆様に心に響く太鼓の演奏を披

露していただきました。会場は大いに盛り上がり、ご来場の皆様の障害に対する理解が深まり、夢

に向かって努力することの大切さを感じていただけるイベントになりました。 

◆ 参加者数：５５０名 

イベント名／会場 栄区民まつり／本郷中学校 開催日時 平成27年11月７日（土） 

栄区最大のイベント区民まつり！ 今年は天候にも恵まれ、大勢のお客様で賑わいました。出展

する各エリア、各団体、各店舗の皆様とともに会場全体を30周年に染め上げ、その賑わいは、区

制30周年記念パレード会場まで溢れ出ました。 

◆ 参加者数：５０，０００名 

※ 新規事業 

資料１ 

 



(3) リレーイベント（山車・神輿づくりプロジェクト）について 

地区連合町内会ごとに体制づくりや制作物の内容（新規物又は既存の山車、神輿の活用等）

などについて、検討を進めていただいています。 

(4) 様々な手段による情報発信 

地域イベントなどの実施状況や今後の予定などをホームページ、フェイスブックなどで情報

発信しています。 

 

２ 今後の取組(Ｈ28.１～Ｈ28.３) 

(1) 地域イベントの展開 

どんど焼きなどのイベントを地域イベントとして位置づけ、栄区制30周年事業として推進し 

ます。 

(2) コアイベントの盛り上げ 

イベント名／会場 ほっとイルミネーション／本郷台駅間広場 開催日時 

平成27年12月９日（水）
～平成28年１月11日
（月・祝） 

イルミネーションで本郷台駅前を華やかに演出！今年度は、栄区制30周年をイメージして、訪れた

皆さまが思わず立ち止まるような夢と希望を乗せた光をお届けしています。 

イベント名／会場 
新年祝賀会・消防出初式 

／栄スポーツセンター・公会堂 
開催日時 平成28年１月５日（火） 

区制30 周年を迎える平成28 年最初のイベントとして、新年祝賀会での区民の皆さまによるおも

てなしを始め、消防出初式での音楽隊による盛り上げや、総合訓練等の中で30 周年を記念した企画

を盛り込みながら、皆さまとともにお祝いムードを高めます。 

イベント名／会場 ※こどもフェスティバル／栄スポーツセンター 開催日時 平成28年２月２日（火） 

区内の保育園、幼稚園などの次代を担う「さかえっ子」が400 名以上集い、集団遊びを行います。

親子が楽しめるブースも出展し、「さかえっ子」の元気と笑顔を未来に向けて発信します。 

イベント名／会場 ※フラワーバレンタイン／本郷台駅前広場 開催日時 平成28年２月13日（土） 

28 年度実施予定の「花いっぱいプロジェクト」のキックオフイベントとして、花を通して、大切

な人に日頃の感謝の気持ちを伝えてもらうイベントを開催します。世代を超えて「花を愛し、育む人

の輪を広げる」きっかけをつくり、30 周年を花で盛り上げていきます。 

イベント名／会場 
中学校対校駅伝・ヤングフェスティバル 

／本郷台駅周辺 
開催日時 平成28年３月20日（日） 

駅伝では、地域の方や卒業生にも参加いただくため、各校ののぼり旗を掲げた応援ゾーンを新設し

ます。ヤンフェスでは、30周年のテーマ「感謝・つながり・夢」をそのままテーマにしたステージを

展開する等、当日は「中学生が主役の一日」として、若い力で盛り上げます。 

※ 新規事業 



No 日程 名称・場所 内容

1
8月22日～
10月17日

第57回栄区サッカー大会（少年の部）
豊田高校跡地Ｇ・埋蔵文化センターＧ・栄区内小学校Ｇ他

栄区サッカー協会登録少年8チームをL（5・6年生）LL（3・4年
生）SL（1・2年生）とカテゴリーを分け、クラスによっては、
A・Bブロックにわけて、優勝・準優勝第3位までの順位を決め表
彰を行い、年2回に分けて行うサッカー大会。

2
10月1日～
11月15日

第27回栄区民綱引大会
栄スポーツセンター

綱引大会

3 10月3日（土） 犬山町会・子ども会育成会バス旅行 子ども会による鴨川シーワールドバス旅行

4 10月3～4日
第18回豊田地区センターまつり
豊田地区センター

地区センター利用団体等による発表、展示等

5 10月4日（日）
町内囲碁大会
上之町内会館

町内会員による囲碁大会

6 10月4日（日）
栄区ターゲット・バードゴルフ協会親善大会兼一日体験者
教室
住友電工（株）横浜製作所グラウンド

ターゲット・バードゴルフ競技会

7 10月9日（金）
第20回栄区福祉大会
栄公会堂

8 10月9日（金）
ぷらっとカフェ～学びカフェ～
さかえ区民活動センター　ぷらっと栄

ぷらっと栄でお茶を飲みながら、みんなで楽しくお話しします
10月は郷土史を学びます

9 10月10日（土）
本郷台自治会秋祭り
本郷台中央公園

チアリーディング、和太鼓、吹奏楽（小山台中）、小菅ケ谷ソー
ラン、お餅つき、子供ゲーム他　雨天時翌日

10 10月11日（日）
笠間ふるさと秋祭り
笠間小学校

秋祭り

11 10月11日（日）
ふれあいスポーツ大会
いの山東公園

上郷西連合町会に属する自治会対抗運動会

12 10月11日（日）
小菅ケ谷レクレーション大会
小菅ケ谷球技場

健民祭

13
10月12日
（月・祝）

飯島地区運動会
飯島中学校

飯島町内会をはじめ隣接する７自治会と共催で運動会を開催し、
親睦を図ります

14
10月12日
（月・祝）

横浜元気!!スポーツレクリエーションフェスティバル2015
栄公会堂・栄スポーツセンター

体育の日を中心に市内各区のスポーツセンターを拠点として「ス
ポーツの普及振興」を目的として毎年開催するイベント。文化的
事業も実施

15 10月13日（火）
ポールウォーキングで健康アップ！新しいシティーウォー
クでさっそうと闊歩！
上郷地区センター　体育館・周辺地域

地域の高齢化に対応する「ポールウォーキング」でのウォーキン
グイベント。講師：日本ポールウォーキング協会代表理事　杉浦
伸郎氏

16 10月14～18日
フォトSAKAE写真展（栄区民芸術祭2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員及び区民による作品展

17 10月14～18日
陶芸展（栄区民芸術祭2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員及び区民による作品展

18 10月15日（木）
シニアファッションショー
鎌倉芸術館

ファッションショー

19 10月15日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ケ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

20 10月17日（土）
さかえ・ふれあい運動会
桂台中学校

障害児・者と、区内すべての市立中学校のボランティア等が交流
し、福祉活動を実践体験することで、障害児・者の理解を深めま
す

21 10月17日（土） 豊田ふれあいフェスティバル

22 10月17日（土）
ミセコン脳トレ
イトーヨーカ堂 桂台店 ２Fレストコーナー

音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運動（湘南桂台周辺地域活性
化の自治会協働イベント）

23 10月17日（土）
第21回桂山クラブ文化祭
桂台小学校

桂山クラブ、桂台小学生等3世代の作品展示、サークルの発表

24 10月17～18日
湘南ハイツ文化祭
湘南ハイツ自治会館・荒井沢中谷公園

湘南ハイツ自治会の文化祭

25 10月17～18日
合唱の祭典（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員及び区民による公演

26 10月18日（日）
友愛楽市
上郷深田公園

高齢者を意識した活用交換会
雨天時は25日に順延

27 10月18日（日）
いたちまつり2015
小菅ケ谷地域ケアプラザ・栄区生活支援センター

栄区生活支援センターとの共催で、施設利用者や地域住民による
模擬店や体験コーナー等の祭り

28 10月18日（日）
桂公田町会　大運動会
本郷中学校 校庭　他

桂公田町会の親睦並びに健康増進

29 10月18日（日）
上郷西シニアクラブ連合会　第２回グラウンドゴルフ大会
いの山東公園

日頃勤しんでいるグラウンドゴルフを通じて、元気年齢を高め、
会員同士が進行を深め、栄区シニアクラブ連合会グラウンドゴル
フ大会への選考に資する

30 10月20～24日
書道展（栄区民芸術祭2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員及び区民による作品展

31 10月21～27日
公園アイ愛・GO護　展示会
栄公会堂

公園愛護会の活動を紹介したパネル等の展示会

32 10月22日（木）
第９回栄区・鎌倉親善交流グランドゴルフ大会
笛田公園（仮）

グランドゴルフ

33 10月23～25日
翠風荘文化祭
老人福祉センター「翠風荘」

日頃の同好会の成果を展示・発表して、地域の方々と交流を深め
るイベント。水彩画などの体験コーナーもあり楽しめる内容と
なっています

34 10月24日（土）
第29回秋季栄区ソフトテニス大会
金井公園コート

試合（一般の部、成年の部）

35 10月24日（土）
第７回栄区民テニス大会「ベテラン団体戦」
日野中央公園テニスコート

36 10月24日（土）
地域交流会
百合ヶ丘自治会内

模擬店、イベント、抽選会など
雨天時は25日に順延

37 10月24日（土）
江戸時代の古民家で「能舞・能管コンサート」の紅葉狩
本郷ふじやま公園

名主の屋敷で開催。秋に因んだ演目を選びました

38 10月24日（土）
キャンドルナイトｉｎ本郷台2015
JR本郷台駅前広場

本郷台の駅前をやさしい明かりのキャンドルで灯します

栄区制30周年記念地域イベント一覧

（2015年12月16日現在）

別紙



No 日程 名称・場所 内容

39 10月24～25日
芸能秋の祭典（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員による公演

40 10月25日（日）
栄区民剣道大会
栄スポーツセンター

栄区民の剣道大会

41 10月25日（日）
第26回上郷東音楽祭
上郷地区センター

横浜栄区民吹奏楽団と上郷中学校吹奏楽部のジョイントコンサー
ト

42 10月25日（日）
ハロウィンの仮装をして楽しもう
中野幼稚園、元大橋町内

ハロウィンの仮装をして、スタンプラリー形式で町内会を回りま
す。

43 10月25日（日）
オール世代交流会
桂山公園

「敬老のおもてなし」とすべての世代が参加できるゲーム・音楽
鑑賞・遊び等を通して交流を深める

44 10月25日（日）
第６回愛・ひかりフェスタ
（福）訪問の家 朋・径・桂台地域ケアプラザ

近隣地域の皆様と模擬店やライブパフォーマンス等のイベントを
催す

45 10月25日（日）
ファソニッポンズードフェスタ
あーすぷらざ

皆さんの知らないブルキナファソをたくさん紹介します！

46 10月25～29日
美術展（栄区民芸術祭2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員及び区民による作品展

47 10月27日（火）
手話サークル「希」秋のレクリェーション
山下公園、横浜港

サークル内の親睦と横浜探検

48 10月29日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ケ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

49 10月29～31日
生け花展（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員及び区民による作品展

50
10月30日～

11月1日
礼法　いまに伝わる和の心（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員による公演

51 10月31日（土）
ロッキー「ハロウィン」
桂山公園こどもログハウス ロッキー

仮装したロッキーくんを探してお菓子をゲット

52 10月31日（土）
野七里　秋の文化祭
野七里地域ケアプラザ

ケアプラザの貸室団体による発表会
作品展示、演奏、小物・お菓子等の販売

53
10月31日・

11月1日
パソコン村文化祭
中野地域ケアプラザ

日頃のパソコン学習の成果を展示して、地域の皆さんに見ていた
だく

54
10月31日・

11月1日
お茶会（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員によるお茶会

55
10月31日・

11月1日
陶芸・盆栽・苔玉・篆刻体験教室（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員による体験教室

56
10月31日～

11月3日
手工芸展（栄区民芸術祭2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員及び区民による作品展

57 11月1日（日）
第29回栄区民テニス大会「ミックスダブルス」
金井公園・日野中央公園

11月15日・22日、12月13日・20日・27日

58 11月1日（日）
慶寿会
本郷小学校

59 11月1日（日）
第12回栄区民スポーツフェスティバル
栄スポーツセンター・本郷中学校

栄区民の体育協会として、20専門部の特性を活かした。『楽し
く』『誰でも』参加できるスポーツ体験コーナーを企画し、一人
でも多くの区民に参加していただく。

60 11月1～3日
園芸展（盆栽・苔玉・山野草）（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員及び区民による作品展

61 11月1～11日
第30回栄区菊花大会（栄区民芸術祭2015）
栄スポーツセンター前

文化協会会員及び区民による作品展

62

投票期間
11月1～25日

結果発表：11月
29日

チラシ選手権
さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

行ってみたくなるチラシの一番を決める『チラシ選手権』を開催
します。

63
11月3日

（火・祝）
囲碁まつり（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂、本郷地区センター

文化協会会員による囲碁イベント

64
11月3日

（火・祝）
さかえ邦楽の集い（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員による公演

65
11月3日

（火・祝）
シャンソンの夕べ（栄区民芸術祭2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員による公演

66
11月3日

（火・祝）

素敵なすてきなクラシックコンサート（栄区民芸術祭
2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員による公演

67
11月3日（火・

祝）
第３回かみごう☆こどもキラキラフェスタ
上郷地区センター

こどものためのお祭り。体験・ゲームなど。

68 11月4～8日
第30回記念栄区美術家協会展（栄区民芸術祭2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員及び区民による作品展

69 11月5日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

70 11月6日（金）
第19回栄区グランドゴルフ大会
小菅ケ谷スポーツ広場

71 11月7日（土）
器楽の祭典➀（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員による公演

72 11月7日（土）
ぷらっとカフェ～秋を楽しむカフェ～
さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

ぷらっと栄でお茶を飲みながら、みんなで楽しくお話しします。
11月は栄区の花、菊のお話を聞きます。

73 11月7日（土）
平成27年度区民まつり（食品衛生協会）
本郷中学校校庭

食品衛生クイズ、パネル展、景品プレゼント、子どもお楽しみ
コーナーなど

74 11月8日（日）
栄フィル名曲コンサート（栄区民芸術祭2015）
栄公会堂

文化協会会員による公演

75 11月8日（日）
さわやかスポーツ＆辛煮会
上郷地区センター・上之町内会館

体力テスト、軽スポーツ、辛煮会

76 11月8日（日）
パソコンを活用しよう！
さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

パソコンを活用しよう！

77 11月9～11日
第29回栄区趣味の作品展
栄公会堂

文化協会会員及び区民による作品展

78 11月10日（火）
秋季敬老昼食懇談会
小菅ケ谷地域ケアプラザ多目的ホール

70歳以上の一人暮らし及び90歳以上の方を招待し昼食を食べな
がら懇談し親睦を深める。

79 11月12日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

80 11月14日（土）
野外を楽しもう！
公田町中央公園

サツマイモ掘り、野外調理、ゲーム大会など、秋の一日を野外で
楽しみます。



No 日程 名称・場所 内容

81 11月14日（土）
豊田みのりの集い
飯島小学校

82 11月14日（土）
ふじやま農園収穫祭
本郷ふじやま公園

イモ掘り体験と石焼いも。ふじやま鍋販売。
荒天時は15日に順延

83 11月15日（日）
器楽の祭典➁（栄区民芸術祭2015）
栄区民文化センターリリス

文化協会会員による公演

84 11月15日（日）
書・篆刻の年賀状体験教室（栄区民芸術祭2015）
本郷地区センター

文化協会会員による体験教室

85 11月15日（日）
本郷第三連合親睦ソフトボール大会
本郷中学校グラウンド

自治会・町内対抗戦によるソフトボール大会

86 11月15日（日）
パソコンを活用しよう！
さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

年末年始のご挨拶&旅行計画の作成を通じて、パソコンやインター
ネット活用技術を学びます。

87 11月15日（日）
みんなでまなぼう防災！
小菅ケ谷スポーツ広場・球技棟

いざという時のために、簡単な食事や、新聞紙やビニール袋で身
の回りのものを作ります。

88 11月15日（日）
第29回栄区民テニス大会「ミックスダブルス」
金井公園、日野中央公園

89 11月15日（日）
カサマルシェ
石井造園（株）

野菜・お菓子・お惣菜・ワークショップ多彩なイベントをご用意
しております！

90 11月15～22日
アートdeつながるショップ・ショップ・ショップ＝さか
え・ショップ＆アート
栄警察署付近商店街

栄区の商店街を舞台に開催されるアートイベントです。栄区内の
商店主とさまざまなジャンルのアーティストがペアを組み、それ
ぞれの個性にあった作品を制作することで、店舗がアートギャラ
リーに変身します。作品見学などでスタンプラリー、最終日に抽
選会もあります。

91 11月17日（火）
古文書講座「横浜開港後の外国人遊歩区域について」
あーすぷらざ

日本が開国したことに伴い横浜開港に合わせ外国人の行動範囲を
定めたことによる出来事

92 11月18日（水）

あんしん老いじたく事業　エンディングノート完成記念講
演会
「遺品整理業者が明かす～おひとりさまでもだいじょうぶ
な理由～」
栄区役所新館４階８号会議室

終末期の迎え方や心構え、自分らしい人生を送るための準備につ
いて考える

93 11月19日（木）
アクティブ栄　秋のバスツアー
秩父・長瀞方面

アクティブ栄恒例のバス研修旅行

94 11月19日（木）
友愛活動員研修会
栄公会堂

栄区シニアクラブ友愛活動を行っている会員の研修会

95 11月20日（金）
秋の自然の森歩き（円海山周辺）ウォーキング
円海山周辺（昇龍橋、横浜自然観察の森、大丸山）

秋の樹木ウォッチングやいたち川の源流など、円海山周辺をゆっ
くり楽しむウォーキングです。

96 11月21日（土）
ミセコン脳トレ（音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運
動）
イトーヨーカ堂桂台店 ２Ｆレストコーナー

湘南桂台周辺地域活性化の自治会協働イベント

97 11月21～22日
本郷小学校コミュニティハウス　作品展
本郷小学校コミュニティハウス

日頃心を込め制作した作品の展示

98 11月22日（日）
バーベキュー＆工作教室
上郷・森の家

バーベキューとクリスマスグッズ作り

99 11月22日（日）
せせらぎ緑道祭り
せせらぎ緑道

せせらぎ緑道の秋の風情を楽しみながら、模擬店を開き飲食物の
振舞いや販売を行います

100 11月22日（日）
第24回ロッキーまつり
桂山公園こどもログハウス「ロッキー」

1,チャン助さん「マジック＆ジャクリングショー」
2,工作教室「ひだまりのちょうちょ」（ソーラーで動くちょう
ちょ）
3,普段遊べない、トランポリン・段ボールキャタピラーなど

101 11月22日（日）
かぜの子まつり
本郷台公園

毎年恒例の学童保育所「かぜの子まつり」を本郷台公園にて開催
いたします！フリーマーケット、屋台、ゲームコーナーなど楽し
い催し物が盛りだくさん。是非お越しください♪

102
11月23日
（月・祝）

栄区民弓道大会
本郷ふじやま公園弓道場

区民の弓道愛好家が対象

103
11月23日
（月・祝）

「いきいき小菅ケ谷」2015グラウンドゴルフ大会
小菅ケ谷スポーツ広場

グラウンドゴルフ大会

104 11月26日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

地域の子育て中の母親や青少年等が企画参加し、歌のお姉さん、お兄さ
んと一緒に活動発表を行う

105 11月28日（土）
第29回秋季栄区ソフトテニス教室
金井公園コート

初心者から上級者に対応。中学生・高校生にも対応。

106 11月28日（土）
サーチウォーク大会
中野地域ケアプラザ

栄区民の一般・親子を対象（隣接する市・区民を含む）に、当ク
ラブ考案の競技を行う。中野地域ケアプラザとの共催行事

107 11月29日（日）
栄図書館「歴史講座」
栄図書館

地元栄区公田町で出土した縄文土器「人面把手（じんめんとっ
て」を題材に郷土の歴史を学びます。講師：県立歴史博物館　千
葉毅さん

108 11月29日（日）
パソコンを活用しよう！
さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」

年末年始のご挨拶&旅行計画の作成を通じて、パソコンやインター
ネット活用技術を学びます

109 11月29日（日） 本郷小学校コミュニティハウス発表会 箏、リコーダー等の日頃の練習成果の発表

110 11月29日（日）
第24回栄カップサッカー大会（少年の部）
豊田高校跡地Ｇ・柏陽高校

栄区サッカー協会所属のＬ（5・6年生）の選抜チームと、神奈川
県内外の招待チームによる予選リーグ、トーナメント方式のサッ
カー大会。

111
11月中旬～
12月中旬、
12/4（金）

障害者週間キャンペーン
自治会町内会・学校の掲示板、本郷台駅前及びその周辺

ポスター掲示、街頭キャンペーン

112 12月2日（水）
孫育て講座（仮）第一回
栄区地域子育て支援拠点にこりんく

地域の子育てに関心のある方向けに「孫育て講座」を実施。見守
りのある地域づくりの啓発を行う（セーフコミュニティ）

113 12月3日（木）
孫育て講座（仮）第二回
栄区地域子育て支援拠点にこりんく

拠点周知・利用者との交流会（遊び）等

114 12月3日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ケ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

115
12月5（土）、

6日（日）
パソコン講座「応用編」
さかえ区民活動センター『ぷらっと栄』

団体活動の運営を、効率的、円滑に進めるためのパソコンやイン
ターネット活用技術を学びます。※両日同内容です。

116 12月5日（土）
ぷらっとカフェ～クリスマスカフェ～
さかえ区民活動センター『ぷらっと栄』

ぷらっと栄でお茶を飲みながら、みんなで楽しくお話しします。
12月は、クリスマスプレゼントを作ります。

117 12月5日（土）
さかえっ子体操講座
栄スポーツセンター

振付家、香瑠鼓氏による「さかえっ子体操」の講座。

118 12月6日（日）
パソコンを活用しよう！
さかえ区民活動センター『ぷらっと栄』

年末年始のご挨拶&旅行計画の作成を通じて、パソコンやインター
ネット活用技術を学びます



No 日程 名称・場所 内容

119 12月6日（日）
横浜市翠風荘「翠のつどい」
横浜市翠風荘

文化祭に発表していない同好会の活動成果発表の場として開催す
る。同好会同市、個人利用者との交流を図るとともに、近隣住民
に周知することにより翠風荘を知っていただく。

120 12月6日（日）
第6回てくてくウォーク栄
本郷台駅前～5・10・15km～区役所

魅力ある栄区の森、川を歩く

121 12月12日（土）
かみしばいアンサンブルよこはま2015
庄戸中コミュニティハウス

創作音楽かみしばいの公演

122 12月12～26日
はまっ子・キッズ作品展
栄区役所

栄区はまっ子ふれあいスクールや放課後キッズクラブを利用する
子どもたちが活動を通じて制作した工作や絵画等の展示

123 12月13日（日）
餅つき大会
上之公園

餅つき、雑煮、餅セット配布

124 12月13日（日）
パソコンを活用しよう！
さかえ区民活動センター『ぷらっと栄』

年末年始のご挨拶&旅行計画の作成を通じて、パソコンやインター
ネット活用技術を学びます。

125 12月18～20日
ロッキー「クリスマスイベント」
桂山公園こどもログハウス

牛乳パックを使って可愛いプレゼントボックスを作る。

126 12月19日（土）
ミセコン脳トレ（音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運
動）
イトーヨーカ堂 桂台店 ２Fレストコーナー

湘南桂台周辺地域活性化の自治会協働イベント

127 12月19日（土）
「さんぽみち」Happy クリスマス・ジョイントコンサート
栄公会堂地下１階スペース

日頃から「さんぽみち」や「栄公会堂」で活動を行っている音楽
系団体によるジョイントコンサートを実施します。区民の皆様
に、様々なジャンルの音楽を気軽に楽しんでいただく機会を提供
するとともに、演奏家同士の交流の場として開催します。

128 12月20日（日）
世代間交流サロン「ぬくもり」
桂台地域ケアプラザ

こどもも大人も参加しやすく楽しめるイベントや体験コーナー、
地域のサークルの作品展示など。

129 12月20日（日）
パソコンを活用しよう！
さかえ区民活動センター『ぷらっと栄』

年末年始のご挨拶&旅行計画の作成を通じて、パソコンやインター
ネット活用技術を学びます。

130 12月21日（月）
栄女声合唱団
栄区民文化センターリリス

栄女声合唱団　3rd Concert

131 1月9日、10日
パソコン講座「応用編」
さかえ区民活動センター『ぷらっと栄』

団体活動の運営を、効率的、円滑に進めるためのパソコンやイン
ターネット活用技術を学びます。※両日同内容です。 

132 1月9日（土）
第26回栄区民ロードレース大会
桂台小学校とその近隣

ロードレース大会（３キロ、５キロ、10キロ）

133 1月10日（日）
第8回富士見台どんどん焼き
本郷台三丁目公園

しめ飾り焼き

134 1月10日（日） 市営小菅ヶ谷第二住宅自治会どんど焼 どんど焼

135 1月10日（日） 小菅ヶ谷第一町内会さいと焼 さいと焼

136 1月10日（日） 小菅ヶ谷町内会もちつき大会・どんど焼 どんど焼

137 1月10日（日） 小菅ヶ谷西谷町内会さいと焼 さいと焼

138 1月10日（日） フローラ桂台自治会どんど焼 どんど焼

139 1月10日（日） 桂公田町会どんど焼 どんど焼

140 1月10日（日） 桂台自治会どんど焼 どんど焼

141 1月10日（日） 湘南桂台自治会どんど焼 どんど焼

1421月11日（月・祝）公田町団地自治会どんど焼 どんど焼

1431月11日（月・祝）
第26回栄区民「テニス教室」
日野中央公園

テニス教室

1441月11日（月・祝）
どんど焼き＆さわやかスポーツ大会
いの山東公園

どんど焼き、さわやかスポーツ、焼芋、トン汁配布

145 1月16日（土）
第26回栄区民テニス大会「シングルス」
金井公園、日野中央公園

2月7日・13日・21日、３月13日・21日

146 1月16日（土）
ミセコン脳トレ（音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運
動）
イトーヨーカ堂 桂台店 ２Fレストコーナー

湘南桂台周辺地域活性化の自治会協働イベント

147 1月17日（日）
本郷第三連合青少年指導員連絡協議会どんど焼
子ノ神日枝神社

どんど焼

148 2月6日（土）
社会福祉法人訪問の家設立30周年記念講演
栄公会堂

栄区桂台を中心として多くの栄区民に支えられ法人設立30周年を
迎えるため、区民への感謝の意を表して福祉関係の講演会を企
画。

149
2月6日（土）、

7日（日）
パソコン講座「応用編」
さかえ区民活動センター『ぷらっと栄』

団体活動の運営を、効率的、円滑に進めるためのパソコンやイン
ターネット活用技術を学びます。※両日同内容です。

150 2月14日（日）
ぷらっとカフェ～バレンタインカフェ～
さかえ区民活動センター『ぷらっと栄』

ぷらっと栄でお茶を飲みながら、みんなで楽しくお話しします。 

151 2月20日（土）
ミセコン脳トレ（音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運
動）
イトーヨーカ堂 桂台店 2Fレストコーナー

湘南桂台周辺地域活性化の自治会協働イベント

152 2月29日（月）
庄戸の音楽会
庄戸中コミュニティハウス

音楽コンサート

153 3月11日（金）
第30回栄区シニアクラブ連合「囲碁・将棋大会」
栄公会堂

154 3月12～14日
ふれあい文化祭
上郷矢沢コミュニティハウス

音楽会・作品展・お茶席

155 3月13日（日）
世代間交流サロン「ぬくもり」
桂台地域ケアプラザ

三世代交流イベント

156 3月19日（土）
ミセコン脳トレ（音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運
動）
イトーヨーカ堂 桂台店 ２Fレストコーナー

湘南桂台周辺地域活性化の自治会協働イベント

157 3月27日（日）
サーチウォーク大会
豊田地区センター

栄区民の一般・親子を対象（隣接する市・区民を含む）に、クラ
ブ考案の競技を行う。豊田地区センターとの共催行事。



 

 

 

28年度事業に向けた考え方 

 

１ 栄区らしい30周年の盛り上げ 

    

区制30周年記念事業は、区民の皆様が主役です。多くのアイデアと参加による取組が支えとな

り、それらが、区民全体の「感謝・つながり・夢」の共感につながっていきます。 

 そして、今、30周年記念についての周知は着実に広がり、「何かをしたい」「こんなことができ

そうだ」このような参加・提案の機運が高まりつつあります。これら一つ一つの機運を大切にし

て、巣立ちにつなげていきます。 

 多くの区民の皆様との関わりの中で、様々な参加や提案の機運を活かし、新しいイベントや行

動などを実現していきます。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

２ 参加・提案を広げるために 

 

栄区の活発な地域活動、一つ一つを大切にしながら、区民の皆様とともに30周年を機に一歩踏

み出すことで、その一つ一つのつながりから、さらに新たな価値や大きな活動の輪が生まれてい

きます。 

そのために、地域や各種団体などをはじめとした様々な場での個別意見交換とともに、参加・

提案を促す制度づくりや情報発信などを行います。 

 

                 

                            

 

 

 
 

27 年度 

知る 

28 年度 

参加・共感
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３ 検討を進めている主な事業例 

 

イベント名(仮称)／関係団体 イメージ 

セレモニー 

栄区制30周年記念事業記念式典 

区制30周年を迎える11月３日に、メインイベントとなる記念

式典を開催します。音楽などを交え、栄区の歴史とともに歩

んできた地域の皆さま、各種団体の皆さまと共に30年の節目

を祝い、未来につながるメッセージを届けます。 

リレーイベント 

山車・神輿づくりプロジェクト 

（地区連合町内会自治会） 

地区連合町内会ごとに山車や神輿等を制作し、区内のイベン

トや施設を巡回するとともに、多くの区民の方の手による飾

り付けを実施し、クロージングイベントで駅前広場に山車・

神輿等を展示します。 

さかえ音楽フェスティバル 

(栄区音楽協会、栄区区民活動支援協

会、リリス、学校など） 

「音楽で地域がつながる」「音楽で世代間がつながる」「音楽

でまちが盛り上がる」をテーマに、区民みんなが参加し、栄

区中が音楽のまちになるような音楽フェスティバルを秋に

開催します。 

さかえっ子自然アドベンチャー 

（学校、環境団体など） 

栄区の豊かな自然の中で、地域のつながりを感じ、一生の思

い出になるような魅力ある体験を実施することで、未来を担

う子ども達に夢を届けます。 

地区センター祭り・ケアプラザ祭

りイベントラリー 

30周年を盛り上げるため、８～11月に地区センターやケアプ

ラザで祭りなどのイベントを集中して開催！楽しめるだけ

でなく、地域でのつながりを実感できるような企画を多数展

開します。 

「つながりフォト」で振り返る 

栄区 

栄の歴史に思いをよせて、先人たちへの感謝を、写真ととも

に振り返る「つながりフォト」が区内各地で展開されます。 

その他イベント 

ふれあいコンサート 

（栄区社会福祉協議会） 

障害への理解を深めることを目的に、障害がありながら世界

を舞台に活躍されている演奏家によるコンサートを開催し

ます。区制30周年を祝し、「感謝・つながり・夢」を感じる

ことができるような素敵な演奏を披露していただきます。 

貸切列車で行く栄村宿泊ツアー

（ＪＲ東日本） 

本郷台駅から臨時列車を仕立て、友好協定都市の長野県栄村

を訪問する宿泊ツアーを企画。車中で、ゆったりとくつろぎ、

交流を図り、栄村では、おいしいお酒やおそば、満点の星空

のもと、あたたかい温泉もお楽しみください。 

いたち川桜ライトアップ 
セカンドステージのスタートは、いたち川のライトアップ！ 

満開の桜のもと、幻想的な空間を演出します。 

花いっぱいプロジェクト 

都市緑化フェアと連携し、区内各所を花で彩り、花いっぱい

のまち栄区の魅力づくりを行います。また、世代を超えて花

を育む人の輪づくりを行います。 

※ 平成28年２月に実行委員会を開催し、セカンドステージ事業計画をご説明する予定です。 



 
栄区制 30 周年記念事業協賛の依頼について 

 
  栄区制 30 周年にあたり様々な記念事業を開催するため、栄区内の多くの事業所・団体

等の皆さまからご理解、ご賛同をいただき、次のとおり協賛の依頼を進めてまいります。   

１ 協賛金の使途 
プレイベントや地域イベントの開催、地域での広報活動など、栄区制 30 周年記念事業

は区民の皆様のご参加によって推進されてきました。また、30 周年の周知に伴い、地域

の皆様からの参加や提案の機運も高まっています。「感謝・つながり・夢」というテーマ

のとおり、地域のつながりによる盛上げは記念事業の根幹を担っています。 
こうした区民の皆様の取組に還元させていただくため、ご協力いただきました協賛金

につきましては、区民の皆様の主体的な参加により実施される事業に使用いたします。 
今後、様々な参加や提案の機会を活かし、新しいイベントや行動につなげるため、個

別の意見交換や仕組みづくりを行ってまいります。 

 
２ 協賛の依頼先について 
（１）事業所・団体等 
  20 周年記念事業でご協賛いただいた 94 団体等のほかに 327 団体等を追加し、421 団体

等を依頼先としました。また、新たな依頼先についても随時進めます。 

       【協賛依頼先】 

 協賛依頼予定金額 依頼数 目標金額 

Ａ 10 万円以上 12（11）  
 

350 万円 
Ｂ ５万円程度 21（19） 

Ｃ １万円～３万円程度 101（60） 

Ｄ １万円未満 287（4） 

合計 421（94） 
   ※依頼数のうち（）内は 20 周年記念事業で協賛いただいた団体等の数（内数） 

（２）個人向け 
   新たに個人からも協賛金を受け入れる仕組みを取り入れます。 

 
３ 協賛依頼の進め方 
（１）事業所・団体等 
  年内に協賛依頼文書の送付や訪問を開始します。また、協賛金額は一事業所・団体あ

たり 5,000 円以上とさせていただきます。 
（２）個人向け 
  協賛金額を 1,000 円以上とします。 
（３）受け入れ期間 
  平成 28 年１月から６月とします。 
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４ 協賛者の報告等について 
ご協賛をいただいた事業所・団体等につきましては、各種イベントでのスポンサーボ 

ード掲出、記念誌での報告・お礼を掲載させていただくほか、常設スポンサーボードの 
区内設置についても検討しています。 

 
５ 28 年度予算案の作成 
 ２月中に協賛金収入を見込んだ平成 28 年度区制 30 周年記念実行委員会の予算案を作

成します。 

 



趣 意 書 

 

 

師走の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃より栄区の発展のため、区づくりの種々の面に亘りまして多大なご支

援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昭和 61 年 11 月 3 日に誕生いたしました栄区は、平成 28 年に区制 30

周年を迎えます。 

思えば、鎌倉郡本郷村・豊田村から横浜市に編入し戸塚区となり、その

後、栄区が誕生しました。先人たちのご尽力により、様々な困難を乗り越え

今の発展につながりました。 

区制 30 周年においては、多くの区民・事業所・団体の皆様の参加のもと、

「感謝・つながり・夢」をテーマに、多くの記念事業を実施し、お祝いしたいと

考えております。記念事業は、平成 27 年 10 月からスタートしました。 

これから 30 周年に向けて本格的に展開してまいります。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、上記の趣旨にご理解とご賛同

を賜り、平成 28 年度の区民の皆様の主体的な参加により実施される記念

事業につきまして、協賛金へのご協力を頂戴いたしたく、心よりお願い申し

上げます。 

 最後になりましたが、貴団体(貴社)の益々のご発展をお祈りいたします。 

  

なお、既にお願いをしていた場合には、重ねてのお願いになりまして大変

申し訳ありません。ご趣旨をご理解いただきご協力を何卒よろしくお願いい

たします。 

 

 

 

平成 27 年 12 月吉日 

 

 

栄区制 30 周年記念事業実行委員会 会長 磯﨑  保和  

栄区長    尾仲 富士夫 

 

 

 




