1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和３年３月）
Ⅰ 行政関係
１ 警察署管内犯罪・交通事故発生状況について
◆犯罪発生件数（令和３年２月末現在）
発生件数 ：
７５件（前年比 △２８件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
０件（ 〃
△１件）
特殊詐欺 ：
３件（ 〃
△１１件）
自転車盗 ：
２０件（ 〃
△８件）
ひったくり：
０件（ 〃
±０件）

（金沢警察署）

○こんな言葉を電話で聞いたら詐欺だ！
「急にお金が必要！用意して！」
「キャッシュカードを預かります！」
「ＡＴＭで医療費を還付します！」
○留守番電話設定のお願い！
「犯人は留守番電話を嫌います！」
「常に留守番電話設定を！」
「留守番電話が作動する前に取らないで！」
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◎最近の犯罪傾向 区役所職員を名乗る還付金詐欺が発生しています。
◆交通事故発生件数（令和３年２月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
９３件（前年比
＋１件）
死者数 ：
０件（ 〃
△３件）
負傷者数 ：
１０４件（ 〃
△３件）

春の全国交通安全運動
４月６日（火）～１５日（木）
交通事故死ゼロを目指す日 シートベルトの日
４月１０日（土）
～ご協力お願いします。～

◎最近の傾向 県内で、20 歳未満の若い世代の自転車事故が多く発生しています。

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）

＜火災状況＞（金沢区内）
区分

／

年

火災件数
火災種別

損害程度

主な
出火原因

（令和３年２月末現在）
令和３年

令和２年

増△減

※コンロによる火災が発生

△１ しています。

８

９

建物火災

７

６

１ コンロの使用中は、目を離

その他の火災

１

３

△２ さず、その場から離れない

死者

１

０

負傷者

１

４

△３ また、衣服への着火にも注

こんろ

２

１

たばこ

１

１

１ 意が必要です。袖口をまく
０ るなどをして、火がつかな

電灯・電話等の配線

１

２

△１ いように心がけましょう。

放火（疑い含む）

１

０

１

その他

３

５

△２

１ ようにしましょう。

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

令和３年

令和２年

増△減

救急出場件数

１，７２７

１，９３３

△２０６

急病

１，１３９

１，２８０

△１４１

一般負傷

３２８

３６０

△３２

交通事故

８４

７７

７

※急な病気やけがで受診の
相談をしたいときは・・・
☎＃７１１９
(携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ
回線の固定電話)
または
☎０４５２３２-７１１９

その他（自損・加害等）
１７６
２１６
△４０
（備考）令和３年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。放火欄については、疑いを含みます。

３ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

１ ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について
第１回～５回までの事業説明会の実績を報告します。また、サテライト会場については、新型コ
ロナウイルス感染症の影響等により、すべての会場での実施を見合わせました。
２ 横浜イノベーションＩＲのイメージポスターについて
横浜イノベーションＩＲの情報を広く市民の皆様に知っていただくために、イメージポスターを
作成しました。３月は、横浜駅中央西口駅前広場や鉄道６社の駅構内に掲出しています。
３ 横浜イノベーションＩＲのオンラインシンポジウム開催について
横浜イノベーションＩＲに関するオンラインシンポジウムを３月 27 日（土）13 時に開催します。
ＹｏｕＴｕｂｅサイトでライブ配信しますので、どなたでもご覧いただけます。
４ 広報よこはま特別号の発行について
１月 21 日に発表した実施方針の内容をご説明する広報よこはま特別号を３月 14 日に発行しまし
た。なお、３月の配送便で各自治会町内会長様あてに１部お送りいたします。

（各単会１部）

◆横浜イノベーションＩＲのオンラインシンポジウム ＹｏｕＴｕｂｅ

◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

４ 令和２年金沢区民栄誉賞受賞者（追加）及び令和２年いきいき区民表彰
受賞者について
（総務課）
令和２年金沢区民栄誉賞受賞者（追加）及び令和２年いきいき区民表彰受賞者が決定しましたので、
ご報告いたします。

（各単会１部）

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

５ 令和３年度横浜市市民活動保険について

（総務課）

「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする方が安心
して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営しています。令和３年
度もこれまでと同様に、継続して実施します。
事業周知のため、令和３年度版のリーフレットを各自治会町内会長あてにお送りします。よろしく
お願いいたします。
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

（各単会１部）

６ その他
（１） 自治会町内会における回覧の取扱いについて

（地域振興課）

自治会町内会における回覧については、新型コロナウイルス感染症の影響により、区役所からの
依頼を見合わせてきたところです。しかし、回覧は、地域における重要な情報伝達手段であり、再
開を望む声を多くいただいています。
そこで、広報よこはまやインターネットでは、対象者への十分な周知が難しい案件を中心に、区
役所からの回覧依頼を再開させていただきます。
一方、回覧板を受取ることを不安に感じる方からの声もいただいていますので、不安に感じる方
への回覧は見合わせるなど、事情に応じたご配慮をお願いいたします。
また、回覧板に張り付けられるシールを配布（回覧部数×２枚分）いたしますので、ご活用くだ
さい。

（回覧板数）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

（２）地域力通信ハーモニー令和２年度第３号、４号の回覧について
（地域振興課）
自治会町内会長さまにすでに、お送りさせていただきました、金沢区地域情報誌「ハーモニー第３
号」
（１１月発行）と「ハーモニー第４号」
（２月発行）につきましては、地域の皆様がコロナ禍の中
で、工夫して開催した事業を中心に掲載させていただいておりますので、可能な限り、回覧のご協力
をお願いします。

（回覧板）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（３）
「市民防災の日」金沢かわら版（３月号）について
（金沢消防署総務・予防課）
「市民防災の日」金沢かわら版（３月号）を発行しましたので、ご覧ください。 （各単会１部）
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

Ⅱ 関係団体等
１ 令和３年度横浜市交通安全運動について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
令和３年度の交通安全運動・強化月間について市民の皆様へ周知を図るため、年間の実施計画
を送付するとともに地域の皆様への周知及び御協力をお願いいたします。
（各単会１部）
◆年間スローガン 「安全は 心と時間の ゆとりから」
◆年間計画
（１）春の全国交通安全運動
（２）交通事故死ゼロを目指す日
（３）夏の交通事故防止運動
（４）秋の全国交通安全運動
（５）交通事故死ゼロを目指す日
（６）年末の交通事故防止運動

： ４月６日（火）～１５日（木）
： ４月１０日（土）
： ７月１１日（日）～ ７月２０日（火）
： ９月２１日（火）～ ９月３０日（木）
： ９月３０日（木）
：１２月１１日（土）～１２月２０日（月）

◆問合せ：金沢区安全・安心まちづくり推進協議会事務局
（金沢区地域振興課内）☎７８８－７８０１

２ 「安全安心かなざわ」第１５号の回覧について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
金沢区安全・安心まちづくり推進協議会の広報紙である「安全安心かなざわ」第１５号（令
和 2 年３月発行）について、各自治会・町内会に回覧を依頼します。
最近金沢区で被害が増えている特殊詐欺等の注意喚起として、地域での周知をお願いいたし
ます。
（回覧板）

◆問合せ：金沢区安全・安心まちづくり推進協議会事務局
（金沢区地域振興課内）☎７８８－７８０１

３ 「防犯かながわ」第１６０号の回覧について （金沢防犯協会）
神奈川県防犯協会連合会より「防犯かながわ」第１６０号を発行しましたので、自治会町内
会への回覧をお願いいたします。
（回覧板）
◆問合せ
金沢防犯協会
☎ ７８５－５６５６

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和３年３月）
Ⅰ 行政関係
１ 新型コロナウイルスワクチン接種に関する自治会町内会への広報協力依
頼について
（健康福祉局健康安全課）
４月以降に予定されている接種開始に向けて、対象者別の接種時期や個別通知、接種手法等に
ついて、御案内します。また、ワクチン接種広報ポスターの掲出について御協力をお願いいたし
ます。

（ポスター掲示）

◆現時点の状況
本市では、新型コロナウイルスワクチン接種に向け、国の示す接種順位等に従って、対象と
なる方全員がワクチンの接種を受けられるよう準備を進めています。
一方で、国の示すスケジュールが流動的であり、また、当初のワクチン供給量が本市の対象
者（６５歳以上の高齢者数：約９３万人）に比べてごくわずかとなる見込みです。
そのため、本市では、供給されるワクチンを有効的に活用することや円滑な市民接種を進め
るため、市民接種の開始時期となる４月においては、以下の通り対応します。
（１）接種手法
①市が設置する特設会場で行う「集団接種」
、②身近な病院・診療所等で行う「個別接種」
、
③高齢者施設で行う「施設接種」の３つの手法で実施予定です。
４月以降に、先ずは高齢者施設等での施設接種から開始します。
※「集団接種」
「個別接種」については、４月 26 日以降のワクチン供給量が判明するまで実
施を見合わせ、今後のスケジュールは追ってお知らせします。
（２）接種券の発送時期
未定（ワクチン供給量が判明するまで当面発送を見合わせ）
（３）接種対象者
原則として、横浜市内に居住する方
（４）個別通知
横浜市から個別通知を発送します。個別通知は、発送後のコールセンターへの問い合わせ
や予約集中を避けるため、対象者ごとに発送時期をずらして通知を送付します。
（５）予約方法
ワクチン接種のための予約システムを新たに開設します。

接種の流れ
イメージ図

◆横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎０１２０－０４５－０７０
受付時間：９時～１９時（土、日、祝・休日も実施）
※日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・ポルトガル語・スペイン語
◆問合せ：健康福祉局健康安全課 ☎６７１－４８４１

２ 令和３年度初期消火器具等補助事業の申請について
（金沢消防署総務・予防課）
自治会町内会が初期消火器具等を設置・更新（器具全て）する費用の一部を補助する事業を行ってい
ます。令和３年度は、既存の初期消火器具等を対象として、劣化したホース等の機材の一部を更新する
費用の一部について補助する事業を新たに実施します。
また、自治会町内会が所有するスタンドパイプ式初期消火器具を、設置協力店舗に設置することがで
きます。まずは、お近くの消防署又は出張所にご相談ください。

（各単会１部）

◆初期消火器具等補助事業
（１）申請要件（下記３つに当てはまる自治会町内会）
ア 地域に消火栓がある。
イ 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。
ウ 定期的に訓練を実施できる。
（２）申請受付期間：令和３年４月１日（木）～令和３年９月３０日（木）
（３）補助率
ア 新規設置及び器具全ての更新設置：整備費の２／３（上限２０万円）
イ 一部更新：整備費の２／３（上限７万円）
◆設置協力店舗への初期消火器具の設置
（１）受付期間：令和３年４月１日（木）～令和３年７月３０日（金）
（２）設置協力店舗
コンビニエン コミュニティストア、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、
スストア
ポプラ、ミニストップ、ローソン、ローソン＋スリーエフ
外食チェーン
壱鵠堂、エルトリート、牛庵、ココス、サイゼリヤ、ジョリーパスタ、すき家、
瀬戸うどん、デニーズ、伝丸、なか卯、華屋与兵衛、
はま寿司、ビッグボーイ、マクドナルド、モリバコーヒー、𠮷野家
ドラッグスト ウェルシア薬局、薬クリエイト、薬セイジョー、サンドラッグ、ハックドラッグ、
ア
フィットケア・デポ
自動車販売店
神奈川スバル、神奈川ダイハツ販売、神奈川トヨタ、関東マツダ、関東三菱自動
車販売、スズキ自販神奈川、トヨタカローラ神奈川、トヨタカローラ横浜、日産
プリンス神奈川、ネッツトヨタ神奈川、ネッツトヨタ横浜、ホンダカーズ横浜、
横浜トヨペット
本
ブックオフ
紳士服
ＡＯＫＩ
運輸
ヤマト運輸
◆注意事項
（１）設置依頼は、消防局予防課が一括して店舗の本社に対して行いますので、自治会町内会から各店
舗への設置依頼やお問合せはご遠慮願います。
（２）申請に基づき、本社から設置可否の回答があります。場合によっては、ご希望に添えないことが
ありますことをご承知おきください。なお、実際に設置するには、自治会町内会と会社間で協定を
締結する必要がありますが、その事務は消防署で支援します。
（３）器具の設置、撤去等費用は自治会町内会負担です。また、設置に起因して生じた損害等は自治会町内会の
責任となります。
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

３ 令和３年度津波警報伝達システム試験放送の実施について（総務課）
津波に対する避難意識向上と区内１６か所に設置されている防災スピーカーの認知拡大を目的と
して、令和３年度も「津波警報伝達システム」の試験放送を毎月実施します。

（各単会１部）

◆実施日時（毎月第２月曜日 午前１０時～ １分程度）※祝日の場合は翌日実施
令和３年 ４月１２日（月）
、５月１０日（月）
、６月１４日（月）
、７月１２日（月）
、
８月１０日（火）
、９月１３日（月）
、１０月１１日（月）
、１１月８日（月）
、１２月１３日（月）
令和４年 １月１１日（火）
、２月１４日（月）
、３月１４日（月）
◆放送内容
ピンポンパンポン（上り）
「こちらは、横浜市です。ただいまから、試験放送を行います。
訓練、訓練、訓練、訓練。これで、試験放送を終了します。
」
ピンポンパンポン（下り）
◆防災スピーカー設置場所
①八景小学校（泥亀一丁目）②小柴崎緑道（柴町）③海の公園（海の公園）④八景島（八景島）
⑤金沢小学校（町屋町）⑥野島公園詰所（野島町）⑦野島青少年研修センター（野島町）
⑧柳町コミュニティハウス（柳町一丁目）⑨六浦中学校（六浦一丁目）
⑩横浜南部市場（鳥浜町）⑪横浜ベイサイドマリーナ（白帆）⑫海辺の散歩道（福浦一丁目）
⑬並木第一小学校（並木一丁目）⑭資源循環局金沢工場（幸浦二丁目）
⑮長浜水路沿緑地（福浦一丁目）⑯１号幹線沿緑地（幸浦一丁目）
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

４ 緊急時情報システムの変更登録及び令和３年度訓練日程について
（総務課）
災害時等に迅速かつ確実な情報の受伝達を行うための緊急時情報システムについて、令和３年度
の一斉伝達訓練を行います。
また、会長の交代等による登録内容の変更や新規登録につきましては、緊急時情報システム登録
書を総務課までご提出いただきますよう、お願いいたします。
（３名まで登録可能）
（各単会１部）
◆訓練予定日 ※毎回１０時～
令和３年６月１日（火）
、７月９日（金）
、９月１日（水）
、１１月５日（金）
、
令和４年１月１７日（月）
、３月１１日（金） ［全６回］
◆その他
実際に集中豪雨等の災害時や緊急時には、本システムを活用して情報の受伝達を行います。
◆問合せ：総務課

☎７８８－７７０６

５ 令和３年度「町の防災組織」活動費補助金の交付申請及び前年度の活動
報告について
（総務課）
令和３年度も引き続き、自治会町内会等により組織されている「町の防災組織」が行う自主防災
活動を支援します。
「町の防災組織」が行う防災訓練や防災資機材の購入等の活動を支援するため、
１世帯あたり１６０円の活動費を補助いたしますので、別添の手引きをご確認のうえ申請手続きを
お願いします。
また、令和２年度に補助金の交付を受けている団体は、実績報告書をご提出ください。
（各単会１部）
◆提出期限：令和３年８月３１日（火）まで
◆問合せ：総務課

☎７８８－７７０６

６ 令和３年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金申請について
（地域振興課）
自治会町内会や地区連合町内会が実施する公益的活動に係る経費や地域に対して公益的な活動を
行う他団体が実施する事業への負担金や会費等を支援、補助します。
併せて、防犯灯維持管理費についても補助しますので、補助金申請手続きをお願いします。
また、令和２年度に「地域活動推進費補助金」の交付を受けた団体は、
「令和２年度地域活動推進
費活動実績報告書」を必ず御提出ください。
「申請事務の手引き」及び「提出書類の様式」は、金沢区役所ホームページからも入手できます。
※今年度から、総会資料と併せて総会議事録の提出も必要です。詳細については、依頼文および「申請事
務の手引き」をご覧ください。
◆金沢区役所ホームページ 「金沢区役所 自治会町内会」で検索
◆提出期限
令和３年８月３１日（火）まで
◆問合せ 地域振興課 ☎７８８－７８０１

（各単会１部）

７ 自治会・町内会現況届の提出について

（地域振興課）

自治会町内会現況届及び口座振替依頼書の提出をお願いします（毎年度必要）
。
また、認可地縁団体として法人化されている自治会町内会で、代表者や規約等の変更がある場合
は、告示事項変更届出書又は規約変更認可申請書の提出をお願いします。告示事項変更届出書及び
規約変更認可申請書は、認可地縁団体（法人化された自治会町内会）にのみお送りします。
※「６ 令和３年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金申請について」の資料と一式になっ
ています。
※現況届など以下の届出書類は、金沢区役所ホームページからも入手できます。
◆金沢区役所ホームページ 「金沢区役所 自治会町内会」で検索
◆自治会町内会現況届
総会終了後、毎年度必ず提出してください。
※提出がない限り、配送物が新会長に届かず、前会長のところに届きます。
◆口座振替依頼書
総会終了後、毎年度必ず提出してください。
【認可地縁団体のみ】
◆告示事項変更届出書
告示事項を変更（会長の変更等）した場合、提出してください。
◆規約変更認可申請書
規約を変更する場合、提出してください。
（※規約中、会の目的、区域等の変更がある場合、併せて告示事項変更届出書の提出も必要です）
。

８ 令和３年度地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ
（市民局地域防犯支援課）
地域が取り組む防犯活動への支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部を補助す
る「地域防犯カメラ設置補助制度」を、神奈川県と連携して実施します。

（各単会１部）

◆補助制度概要
（１）補助対象経費
防犯カメラの機器購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板等の設置費
※電気料金、修繕・メンテナンスなどの維持管理費、更新に係る費用は対象外
（２）補助内容
防犯カメラ１台ごとに補助対象経費の９／１０（上限：２０万円）
（３）申請書、申請の手引 入手場所
ア 地域振興課
イ 市民局ホームページ 「横浜市 地域防犯カメラ設置補助金」で検索
（４）申請期限
令和３年６月３０日（水）必着
（５）提出先
地域振興課へ、持参または郵送
◆問合せ 地域振興課 ☎７８８－７８０１

９ 令和３年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について

（市民局地域防犯支援課）

令和３年度も引き続き、電柱及び鋼管ポールへのＬＥＤ防犯灯の整備を行ってまいりますので御
協力をお願いします。

（各単会１部）

◆ＬＥＤ防犯灯の新設について（自治会町内会からの申請に基づき設置）
設置場所の選定は、多くの地域の方が通行する道路を照明する場所とし、周囲に明かりが無く
夜間の歩行に支障があるところとします。
鋼管ポールＬＥＤ防犯灯は、近くに電柱が無いところに設置します。希望場所に下水管や水道
管等の埋設物がある場合には設置ができません。一度設置した鋼管ポールＬＥＤ防犯灯は、場所
の変更ができません。設置場所の決定は必ず近隣の方々の合意を得てください。
◆申請書類の提出期限について
（１）提出期限
令和３年５月３１日（月）までに、地域振興課に御提出ください。
（２）設置については、
「横浜市防犯灯設置基準」に基づいた設置となります。
申請場所が設置基準を満たさない場合は設置できません。また、設置灯数に制約があり申請
いただいても設置できない場合がありますので、御了承ください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

１０ 地域の防犯パトロールマニュアル動画の配信・DVD 貸出のお知らせ
（市民局地域防犯支援課）
自治会町内会等の防犯担当の方向けに、地域の防犯パトロールを効果的に行うためのポイントを
まとめた動画を製作いたしました。
みなさまでご視聴いただきますよう、お願いいたします。

（各単会１部）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

１１ 申請書等への押印・署名の見直しについて（市民局地域活動推進課）
本市にご提出いただく申請書等について、押印・署名の見直しを行い、準備が整ったものから３
月１日以降順次、押印・署名を廃止しています。
そのうち、
自治会町内会に関係する主な手続きの取扱いをまとめましたのでお知らせいたします。
（各単会１部）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

１２ 令和２年度自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査結果（速報）
について
（市民局地域活動推進課）
自治会町内会・地区連合町内会アンケートへの回答にご協力いただきありがとうございました。
単純集計の結果がまとまりましたのでお知らせいたします。

（各単会１部）

◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

１３ 「金沢区Ｒｕｎ＆Ｗａｌｋラリー」のチラシ掲示について
（地域振興課）
コロナ禍において実施できる形態で区民の健康増進及び走る機会の提供・習慣化を図るため、区
内の施設を巡る「金沢区Ｒｕｎ＆Ｗａｌｋラリー」を実施いたします。
開催にあたり、本取組のチラシ掲示についてご協力をお願いいたします。

（掲示板）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０５

１４ 自治会町内会長への記念品について

（地域振興課）

例年、自治会町内会長感謝会を開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の終息が見通
せない状況から、今年度は開催を見合わせました。つきましては、一年間の感謝を表し、自治会町
内会長へ記念品をお送りいたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

（各単会１部）

１５ 令和２年度福祉保健のつどい 基調講演 DVD 配布について
（福祉保健課）
３月６日に開催予定だった令和２年度福祉保健のつどいは、残念ながら中止となりました。そこで、
予定していた基調講演を動画撮影し、ＤＶＤを作成しました。
ＤＶＤのご紹介チラシとともに、後日郵送で地区連合町内会へ配布させていただきます。地区定例
会の場などでご活用いただけると幸いです。
なお動画は、今後 ＹｏｕＴｕｂｅ でも配信予定です。

（地区連合町内会へ郵送）

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４

１６ その他
（１）消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」について
（経済局消費経済課）
「月次相談リポート」を発行しましたので、ご覧ください。また、各自治会町内会の掲示板への
掲示について、ご協力をお願いします。
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５８４

（掲示板）

Ⅱ 関係団体等
１ 令和３年度 日本赤十字社会費募集について
（日本赤十字社金沢区地区委員会）
自治会町内会を通じた日本赤十字社会費の募集にご協力をお願いいたします。
◆令和３年度 日本赤十字社会費
１世帯当たりの金額（目安額） ２００円程度〔前年度と同額です 〕
◆資材調査について（郵送）
３月下旬に各自治会・町内会長あてに資材調査の依頼をさせていただきます。
◆実施時期
令和３年５月（赤十字運動月間）～令和３年１２月末日まで
（５月の区連会で改めて依頼いたします）
◆問 合 せ

日本赤十字社金沢区地区委員会
事務局 ： 金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８－６０８０

２ 「第 16 回自転車マナーアップ小学生大会」の開催について
（金沢区安全・安心まちづくり協議会）
自転車による交通事故を減少させるため、
「第 16 回自転車マナーアップ小学生大会」を開催し
ます。
例年は、こども、保護者、高齢者の３世代の交流による自転車競技を通じて、交通ルールとマ
ナーを身につけ交通事故の防止を図る大会ですが、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止となりました。今年は規模を縮小し、３世代ではなく小学生４人１チームの大会を開催
す る 予 定 と な り ま す の で 、 参 考 と し て お 知 ら せ い た し ま す 。
（各単会１部）
◆問合せ 金沢区安全・安心まちづくり協議会事務局（地域振興課内）
☎７８８－７８０１

３ 「関東学院大学春学期公開講座」のチラシについて
（関東学院大学社会連携センター）

２０２１年度は春学期公開講座を実施する予定です。公開講座のチラシの掲示を
お願いします。
（配送ルート）
公開講座内容の詳細は、社会連携センターへお問い合わせください。
専用の申込書付きの最新ガイドブックを無料で郵送いたします。
◆受付開始 ４月１日（木）
◆受付時間 平日 １０時～１６時
土曜日・日曜日・祝日は受け付けていません。
◆問合せ
関東学院大学 社会連携センター ☎７８６－７８９２
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

