
平成 27年 6月度 柏尾町内会 役員会議題

作成 総務部 齋藤

日 時 : 平成 27年 6月 27日 (土)午 後 7時～9時
場 所 : 柏尾町内会館 2階大会議室

議 題 :(司会進行 : 天本冨」会長)

1. 柏尾地区連合町内会広報部会報告 : (6/27 コミハウスにて開催)

(1)6月 度区連会報告 : 別紙参照

(2)柏尾地区の課題について

①舞岡柏尾地域ケアプラザ祭り (6/14)の結果報告と収益金の配分

②大人のインディアカ大会進捗報告 (6/28 柏尾小体育館、55チーム):皆川副会長

③少年少女スポーツ大会について (7/19 柏尾小体育館):子ども会

④防災会議の報告 (6/27 コミハウスにて開催):澁谷副会長

⑤平成 27年度 地区懇談会について (7/11 コミハウス、テーマ)

⑥消防器材置き場 (車庫)の移設についての地元説明会報告 (6/27)

2. 柏尾町内会関連議題について

(1)平成 27年度評議員 0組長会議の結果報告 :賞本冨」総務

(2)追分不動尊の祭礼について :別紙参照 (7/27 不動尊にて):天本冨」会長

(3)柏尾町内会納涼盆踊り大会の提案 (8/1 柏尾小校庭): 皆川副会長

(4)消防車庫及び防災倉庫の建設に関するプロジェクトの発足 (主旨、担当、他)

3。  その他報告事項

(1)柏尾Sヽらリサロンの報告 : 小山部会長

(2)会館運営委員会からの報告 : 小宮委員長

(3)戸塚区役所への提出書類 : 「町の防災活動補助金」の実績報告と申請 済

4. 配布物 (回覧/ポスター)について

* 舞中だより、「横浜みどリアップ計画」、「横浜市民共済新規契約募集」、その他

5。  広報仕分け日  7月 1日 (水)各 評議員は午後以降引き取りを (婦人部)

ズ嘔千
%′ ♂)

6.懇  談

以上
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澤塩H^MA   塚 区連合 町 内会 自治会連絡会  6月 定例会

日時 平成27年 6月 18日 (木 )午後 2時

会場 戸塚区役所 9階特別会議室

1 お知 らせ 僣 薬・ 消防・ ごみ量 )

/「,1       、

07月 区連会 について

日 時 平成27年 7月 21日 (火)午後 2時

会 場 戸塚区役所 9階特別会議室

5 その他事項

(1)平成27年度地球環境保全功労者・地域環境美化功労者「環境大臣表彰」について

(2)「よこはま夜の動物園2015 ナイ ト金沢Z00」 開催のお知 らせ

(3)平成27年度区連会夏季OF修会について

(4)そ の他

8

「夏休み戸塚区大防災フェアJ

開催のお知 らせ とポスター掲出
について

【広報 1こ はま7月 号掲載予定】

総務課
1青 幸間是tt

掲示板

「夏休み戸塚区大1方災フエアJ

を開催 lン ,た すので、お知らせし

ます.

日時 : 8月 8日 (土 )9時 3()分 ～

励り「 :消防訓繰ヤンタ

「

9
「大雨か ら身を守 るために」に
ついて

総務課

大flが 降ってきたときの注意点

や災害から身を守るための避難

行動等についてお知らせ しま
~「

て,

2 依頼事項

N0 議  題 担当部署 資料種別 概   要

1

平成27年度戸塚区社会福祉協議
会一般会費・世帯会費の納入に
ついて

戸塚区
社会福祉協議会

依頼

平成27年度戸塚区社会福祉協議
会一般会費・L帯会費をお納め
ください。
納入期限 :7月 末

2
「第 3回戸塚区集合住宅団地つ
ながる連絡会」の開催について

戸塚区
社会福祉協議会

情報提供

「第 3回戸塚区集合住宅団地つ
ながる連絡会」を開催 しますの
で、お知らせします。
日日寺:8月 27日 (木 )13:30～

3
平成27年度戸塚区体育協会会費
の納入について

戸塚体育協会 依頼

平成27年度戸塚区体育協会会費
をお納めください。
納入期限 :9月 末

4

平成27年度河り|1愛護月間での河
川・水路等の清掃活動への協力
について

戸塚土木事務所
依頼

町内会 1部

河り愛護月間での河り|・ 水路等
の清掃活動へのご協力をお願い
します。

Э

LED防 犯灯整備事業について

【市連会議題】
地域振興課

依頼
町内会 1部

東電柱又はNTT柱 へのしED防犯灯の
新設、鋼管ポール防犯灯整備、防
犯灯の撤去の申請をされる場合
は、申請書類を戸塚区地域振興課
でお受け取りの上、ご提出くださ
い 。

提出期限 :7月 31日 (金 )

NIo 議  題 担当部署 資料́種別 概   要

「Dance Dance Dance
OYOKOIIAMA2015」 開催 に伴 うポス

ター掲出依頼について
【市連会議題】

地域IFI興課 掲示板

「Dance DanceOYOKO地へヽlA2015J

を開催 しますので、ポスター掲
出をお願い lン ます。

5 情報提供

陥 議  題 担当部署 資料種別 lrl  要

l]
平成27年 7月 号
広報 とつか トピックス

区政推進課 情報提供
広報よこは■戸塚区版の内容を
お知らせ lン ます。

3 重要な情報提供

No 議  題 担当部署 資料種別 概  要

b

「よこはまプレミアム商品券J

の予約販売について
【市連会議題】
【広報よこはま7月 号掲載フ定】

経済局
商業振興課

情報提供

「よこはまプレミアム商品券」を
発行しますので、ぜひ、お申し込
みください。
予約受付 :6月 19日 (金 )～

7

横浜みどリアップ計画 (計画期
間 :平成26-30年度)の平成26

年度実績報告について
【市連会議題】
【広報よこはま9月 号掲載予定】

南部農政事務所
税務課

情報提供
町内会 1部

f/1回 覧

【町内会 1部 】
平成26年度報告書概要版
【班回覧l

平成26年度実績リーフレット



料

日

課

２７

団

資

月

防

６年

消

明

２７

局

成

防

党

平

肖

消 防 団器 具 置 場 の 建 設 に つ いて

1 本市消防団の組織

消防団は、常備消防といわれる消防本部・消防署 とともに、消防組織法に基づい

て設けられている消防機関で、全国の市町村にあ ります。両者は連携協力 してあら

ゆる災害に対応 していますが、消防団は、動員力や地域密着性に特徴があり、地域

防災力の中核 として期待 され、活動を行つています。

2 消防団の主な活動

消防団員は、本市非常勤の特別職公務員であり、消防署 と連携 して、以下のよう

な活動を行つています。

(1)火災等の災害対応

火災発生時に、消火活動を実施 しています。

(2)台風等の風水害

大型台風等で被害が甚大な場合、消防団員が器具置場に参集 し、災害対応を行

っています。

(3)地震災害

震度 5強以上の地震が発生 した際、全消防団員が自動参集 し、災害対応を行い

ます。

(4)訓練

ポンプ操法訓練等の放水訓練や大規模災害対応訓練など各種訓練を、年間通 じ

て実施 しています。

(5)巡回警戒

春・秋の火災予防週間の期間中や年末年始消防特別警備の期間中のほか、連続

放火火災等が発生 した際などに、火災予防に関する巡回警戒を実施 しています。

(6)地域住民等に対する協力、支援及び併発に関する業務

自治会や学校等に対 し、火災や地震、応急手当等に関する防災指導を、年間通

じて実施 しています。

3 消防団器具置場の整備

消防団の器具置場整備については、可搬式小型動カポンプ積載車の車庫 としての

用途や災害時の作戦本部 として使用する活動拠′ほとしての用途を目的に、本市の負

担で、順次整備を実施 しています。

今年度の器具置場建設事業は、立ち退き要求や老朽化等による更新要望のある器

具置場を中心に、整備を進めています。



4 戸塚消防団第二分団第 2班器具置場の建設予定地 (別紙 )

戸塚区柏尾町 430-1道路用地

5 消防団器具置場の仕様

軽積載車又は普通積載車及び資機材の収納、水道施設 。トイ レの設置、班の調整

会議が実施可能である鉄骨造平屋建て 33rを基準 として整備 しています。

なお、公園内への建設については、鉄骨造 2階建て (建築面積 20メ、延べ面積

40r)を基準 として整備 しています。

6´ 今後のスケジュール (予定 )

平成 27年 4月 ～ 8月 :設計  (7R渉 7・ F Tiメ )

平成 27年 9月 ～10月  :施工業者選定

平成 27年 11月    :工 事説明会  (7び
｀
ミで

)

平成 28年 3月    :完 成

「

~~~~~~~~~― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――¬

|【参考】                         |
1平成 20年度建設器具置場 (神奈川消防団第一分団第 1班 )

【問い合わせ先】

横浜市消防局消防団課

志熊・黒田 。芦垣

塵絹舌:045-334-6403



平成 27年 7月 吉 日

各位 殿 回 覧

柏尾町内会長  齋藤純一

不動尊祭礼担当 天本 武

戸塚は、江戸 (東京)から40キロの地点に位置しており江戸を朝旅立ちますと、

保土ヶ谷・戸塚・藤沢あたりが一泊目の宿場となるところから戸塚宿として栄え

ました。

柏尾町にも中宿・角屋等の品位の高い旅籠が存在しておりました。また、東海道

から大山阿夫利神社等へ参拝する大山街道への分岐点としても有名な地であります。

この大山阿夫利神社・追分不動尊へ参拝する方々の安全と無事を祈願するため、

柏尾町に追分不動尊が建立され獣した。

柏尾町の人々も雨乞いを祈願するため、大山阿夫利神社・追分不動尊参拝講が

行われました。

現在も、町内の方と有志の方々で毎年参拝致しております。

このような歴史と伝統を1晋来に残すため、追分不動尊の祭礼を毎年7月 27日 に

開催致 しております。皆様お誘い合わせの上ご参拝下さいます様お願い致 します。

言己

日時 :平成 27年 7月 27日 (月 )18:00～ 20:00

場所 :柏尾町 追分不動尊 (不動坂交差点近く)

横浜市地域史跡 ――― 柏尾の大山道道標 二―― 平成元年 12月 25日登録

大山は、江戸時代から広く関東一用の人長のあいだに信lfOされていました。

大山道はこうした参拝者の道で、旧東海道から大山への入り□が柏尾町です。

以  上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



02:平成 27年 6月 27

平成 27年度

柏尾町内会納涼盆踊り大会 開催要項(案 )

第一部会

1.柏尾 町 内会納涼盆踊 り大会
1)日 時 :平成27年 8月 1日 (土 )開場17時 (模擬店等)(踊 り開始時間 19時～21時 )

予備 日:8月 1日 雨天の場合は、8月 2日 (日 )開催

雨天時の対応 :午前8時に実行委員メンバーにて協議
2)会場 :柏尾小学校校庭 (約 半分使用)

3)主催 :柏 尾町内会

2.大会概 要
1)やぐらを中心に、出店を回りに配置した会場設定
2)やぐらの上で太鼓をたたき、周りで踊りを踊る
3)出店は町内関係者による店と、町内会員の有志による店

3.大会 実行 委員メンバー

大会実行委員長      町内会長 斎藤純一

大会実行委員       副会長 天本 武、澁谷 進 、皆川 孝

総務部、会計

第一部会    事業推進部、青少年部、婦人部、子供会、青年会

第二部会    保健活動部、民生児童委員、消費生活、柏和会

第二部会    防災部、家庭防災員、防犯部、環境事業推進部

その他     団体役員、地区担当役員、地域推薦団体

4.各 関係 先への届 出の件

1)会場借用依頼書

2)勝亦さまへ太鼓演奏依頼

3)昇光社様へ依頼

4)保健所への届け出

5)小学校への借用品依頼

5.盆踊 り大会 開催 案 内の件
1)盆踊り開催案内(町 内回覧)

2)町内会等掲示板・ポスター作成 掲示 (30枚 )

3)各種関係者への招待状の作成・酉己送

6.予算関係
1)実行予算

① 町内会よりの計上額
(子供会 :70,000円 、青少年部 :100,000円 )

② その他よりの計上額

第一部会

第一部会

第一部会

第一部会

第一部会

総務部

子供会

第一部会
4)当 日の来賓関係者への御礼状 (封筒 )作成 (100枚 ?)   総務部

170,000円

+ 45.000円

予算合計額

盆踊り 1/5

215,000円



2)備 品追力日(クーラボックス*1)購入 10,000円

3)予算管理体制

会計は町内会会計とし、子供会及び青少年部等に準備金として前渡しする。

前渡し金は、盆踊り会計として、子供会及び青少年部より会計責任者を選出して

一括管理し、終了後町内会会計に報告し、決裁を受ける。

7.当 日運営
1)機材運搬 :集合 :8時 00分  町内会館集合

運搬担当    :天 本(勇 )、 江橋 (賢 )、 鈴木、市川、岩野、皆川

トラック借用    江橋(賢)様 、天本 (勇 )

2)会場設営 :日 時 :8月 1日 (土)午前9時集合 柏尾小学校 校庭

会場設営 (やぐら、テント 等)    全役員

会場内電気配線(照 明関係)    皆川、中島

各出店 :各 出店担当にて準備を行う

受付、来賓、本部 看板作成。設置

3)会場設営内容                  全員担当
・テント                     6張 り(本 部2張り)

・やぐら(パイプ、継ぎ手、工具)         一式
・祝儀掲示板
・提灯
・模擬店
。投光機設置
・受け付け、招待席、本部席
・ゴミ箱設置 (分別品の明確化/現品展示 )

・休憩用座席*5(ビールケースから学校の椅子に変更 )

4)会場機材

① やぐら一式 (パイプ、金具、工具、床材、紅白テープ、看板)

② テーブル:24(本部-10、 子供会-7、 青少年-7)

③ テーブル :10(模擬店)PTAより借用

④ 卓球台:2セット

⑤ 椅子41脚 (本部 20、 子供会-16、 青少年-5)

⑥ テント:6(本部-2、 子供会-2、 青少年部 2)町内 4、 昇光社-2)

⑦ 投光器 (レンタル)4台、発電機 (レンタル)2台

③ 音響機器 (アンプ、スピーカ、テープ…0)

⑨ ACコ ードリール

⑩ 提灯 (全部)

① 電球 (全部)

⑫ ご祝儀掲示板一式

⑬ 青少年部の模擬店一式 (釜戸、焼き鳥器具*8、 鉄板、炭、火箸、軍手)

⑭ ブロック:10個 (生ビール台、焼き鳥器具)

⑮ 焼き鳥の周囲囲い(パイプ、すだれ*10)

⑩ ジャグ*3、 クーラーボックス*6

① ビールケース*10、 水槽*4(柏屋より借用)

⑬ コンパネ*8

⑩ 本部(受付、…)、 出店 (名 札、値札。・0)

盆踊 り 2/5



5)設営 日昼食 お手伝い全員に町内会より用意予定

6)広報車町内案内      うぐいす嬢 (子供会、防災部 )による町内案内

1日 15時及び 17時 (学校裏門より)

7)食材の運搬         焼きそば材料、フランクフルト、とうもろこしと、

婦人部おでんなど、食材の運搬 (16:00頃 )

8)役員 夕食         役員 におにぎりを配布

必要数を7月 の役員会にて集計(皆川 )

9)会場 人数カウント 門にて入退場者数のカウント(防 災部、防犯部に依頼 )

10)ゴミ処理          ゴミ(生ゴミ以外 )は分別をして学校 に一次保管

市に回収依頼予定 (8/4頃 回収予定 )

8.撤去

日時 :8月 2日 (日 )全員 午前9時集合  柏尾小学校 校庭 (午前中)

尚、1日 雨天時は2日 開催、3日 (月 )撤去となります。

9。 役割 分担
1)大 会本部受付け係          吉倉、中嶋、戸谷
2)ご祝儀 (のし)掲示          田山、千葉、賞本
3)進行・レコード係           天本副会長、鍋田
4)会場警備 (人数計数)        防災部長、交通部長
5)広報車 (当 日15時、17時)運 転手:  防災部長

広報原稿作成、うぐいす嬢:  子供会、防災部
6)接待係               リーダ:総務部長

野尻、斎藤(節 )、 齋藤(由 )、 千野、

黒川、飯田、青木
7)踊 り手               婦人部、子供会、他
8)会場の設置 (テント、立看板、飾りつけ) 全員

10。 手配 担 当
1)当 日役員の夕食係 (お にぎり集計、配布)        第一部会 (皆川 )

2)太鼓の用意 (内海 洋希秀に依頼)           第一部会
3)ごみ箱 (ダンボール箱)                長沼さま依頼
4)花火の用意、食券の準備 ごゝ祝儀 (のし)用 紙準備     総務部、黒川
5)水槽借用 (子供会-1、 本部-1、 青少年部-2)    柏屋(金子相談役)

6)投光機レンタル手配                 第一部会
7)校庭の鍵借用 (F日 、外トイレ、PTA室 、防災倉庫)     第一部会
8)接客用記念品 (タオル100本、缶ビール100缶 、他)    会計
9)踊つた方々への粗品 (200人分)            子供会
10)花火用のゴザ準備                   深瀬
11)トイレットベーパー  女性トイレ             数個
12)お礼 (勝亦様、…。

)
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11;し り

客督 klゴ 日休 )午後1時～3時

2)場  所 :柏 尾町内会館

3)指  導 :婦人部

12.慰 労会 (日 時・場 所 )

8月 2日 (日 )午前11時00分 (片付け終了後)～  柏尾町内会館 (準備は婦人部に依頼)

13.そ の他確認 事項
1)盆踊り大会の開催準備、後片付けについては実行委員会が中心となり、役員全員の

協力で行うこととする。
2)会計については「盆踊り会計」として別枠処理し、残金をすべて「慰労金」として分配せ

ずに、会計に戻すこと。
3)売店の準備の間、会場には、常に人を残しておき、外部の人間による機材の盗難等に

注意すること。
4)当 日の役員は目印として、「豆絞り」手ぬぐいをつけること。
5)接待に使うビール、ジュース、焼きそば等を売店から持ち出すときは「食券/交換券」を

提出して交換のこと。
6)食中毒の季節でもあり、食物、飲み物の衛生管理は徹底して行うこと(消 毒薬使用)

7)雨天その他の理由によつて、実施か中止の判断は当日の朝8時 に実行委員会を開催

して決定し、広報車(消 防車)にて町内に連絡する。
8)注意事項をよく守り全員で協力してお年寄りから子供さんまでが楽しめる大会にする。

9)当 日役員用夕食用おにぎりの配布方法
7月 役員会にて必要数の集計(本部、各部単位)担当 :皆川

当日は16:00(納入は15:30)に本部テントにて配布(各 部代表者が取りに行く)

10)役員全員に食券 (各 自500円 、子供会の食券も可)を配布し、各自飲食物と交換する。

(子 供会発行の券はゲーム専用とする。お釣り用として50円 券も用意 :総務)

配布方法 :夕 食 (お にぎり)と 同時に配布します。担当:本部

対象 :役員全員、踊り手 (踊 りのみ)、 当日のお手伝い

模擬店は食券か現金のみの販売とします (勝手に売り物を持ち出さない)

11)終了後、売り物の残数を各担当は確認をお願いします。

残飯、売れ残り品などは会場に残さず持ち帰るc

14.模 擬 店 (2014年 実績 )

1)子供会の模擬店
。おもちゃ              @50円 ～100円
・ スーパーボールすくい       @50円 /回
・ ヨーヨーすくい          @50円 /回
。ラムネ              @100円
・ ゲームコーナ(輪投げ)      @50円 /2回
・ 駄菓子             @10～ 60円
。 チューペット            @20円
。 輪投げ
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2)青少年部の模擬店
・ ヤキソバ       @100円         300玉
・ ヤキトリ        @ 50円  10本 /1人  もも:3000本

・ フランクフルト      @100円          500本
0缶ビール       @250円         7箱
0カンチュウハイ     @150円         5箱
・ 茶、ジュース各種    @100円        22箱
・ 焼きとうもろこし     @ 50円          150個 (50本 *3)

・ 枝豆        @50円 /コップ     100個
・ 生ビール        @350円          70L
・ 看板、値札

3)婦 人部の模擬店
。 おでん       @200円 (5種類 )

4)町内有志による(2014年 予定 )

「コンドルズ」
・たこ焼き(¥150)、 ポテトフライ(¥100)、

・チキンナゲット(¥100)、 ワイン(チーズ)(¥200)

**「お 願 い 」**
氷、2L分の作製依頼 (ペットボトル、牛乳パックなどで1週 間程度凍らす)

当日(8/1)午後4時以降に会場へお願い致します。
以上
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回 覧
2015年 6月 27日

町内会長 齋藤純一

盆踊り実行委員会

柏尾町内会盆踊ιl大会お囃子六鼓のご案内

毎年8月 に柏尾町内会納涼盆踊り大会が柏尾小学校校庭で行われています。開場では、や

ぐらの上で盆踊りを盛り上げる太鼓が披露されています。太鼓のロロき手は、柏尾町にゆかり

のある方にお願いしていますが、た<さんの方に太鼓の楽しさをlllつ ていただきお祭りをよ

リー層盛り上げていきたいとの思いから、このたび柏尾町内会では、太鼓の叩き手を募集い

たします。

参加者は老若男女Fo5わず柏尾町にお住まいの方ならどなたでも結構です。小学生以上なら

お子さんだけの参加でも構いません。参加したい方を集めて太鼓の練習日を設けて先生に指

導していただきます。

皆様S、るつてご参加ください。お待ちしています。

1.練習日時    :7月 12日 (日 )、 19日 (日 )、 26日 (日)各 15時～

2.練習場所    :柏 尾町内会館

3.用意する物   :な し

4.費用      :無 料

5.練習方法  太鼓の代わりに古タイヤなどを利用。バチは代用品を用意 します。

6.指導者   金子 雅之氏 (現舞岡小学校 P tt A会長)

※ご不明点、ご質問などもお気軽にご連絡ください。

参力0申 し込み :皆川 (824-9137)

メール :minagamina@docomo.ne.ip



6月 8日 連合町内会 広報部会

No. 町内会 ・ 自治会名 日 時 場  所 備  考 担 当

1 粕尾町内会 8月 1日 (土)19時より 柏 屋ノ|ヽ 学 椿 椿 庭 開場 午後5時 皆川副会長

2 上粕尾町内会 7月 24日 (金 )、 25日 (土)18時 上柏尾第一公園 綿貫会長

3 柏陽台自治会 7月 25日 (土 )18時 中央広場 雨天 7月 26日 凍 峰 会 長

4 柏尾富士見台自治会 7月 25日 (土)18時 柏尾第二公園 池 原会 兵

5 柏尾台自治会 8月 1日 (土 )、 2日 (日 )18時 上柏尾第二公園 瀬田連長

6 優彩の街 自治会 柏陽台納涼祭に有志が参加 フk早子会 4ミユ

７
′ 東戸塚グリーンハイツ自治会 7月 18日 (土)17時 GH内儒主車場 青木会長

8 東戸塚マンション自治会 8月 22日 (土)17時 東戸塚M中 庭 団野会長
Ｏ
υ 県営柏尾アパート自治会 計画なし 小林会長

10 グランセレッソ横濱戸塚自治会 7月 19日 0レ)日 マンション正面入り口 初開催 要ヽ項未定 出作会長

(株 )ブリヂストン 横浜工場 8月 5日 (水)17時～ 横浜工場 メイン通路 笠部長

12 山崎製パン(株 ) 横浜工場 駐車場


