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ＮＰＯ法人美しい港町横濱をつくる会 
           （ＮＰＯ法人ＵＭＹ）     

平成３０年３月１日 
 

会    報 
「平成２９年度事業ダイジェスト」 
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［第４回通常総会］ 

平成２８年度事業報告及び決算・平成２９年度事業計画 

及び予算何れも全会一致可決頂きました! 
 寒さも少し和らいだ 3 月 7 日(火)14 時より、横浜商工会議所８階会議 

室にて、38 会員 58 名の出席で「第４回通常総会」が開催されました。 

 １４時、森優子事業企画委員の司会ではじまり、本日の総会が成立してい 

る事を報告。次第に基づき鈴木一男会長(写真右)より挨拶を受け、引き続き、 

鈴木会長が議長に選任され、議事録署名人に竹下知孝氏、万田準二氏を任 

命、議事に入りました。 

平成 28 年度の事業報告に入り、各種事業結果について、三役会、理事会 

結果を事務局、組織委員会結果について高見澤尚弘組織委員長、広報委員会結果を菊嶋秀生広報

委員長、事業企画委員会結果及び事業結果を中谷忠弘事業企画委員長より報告を受けました。 

平成 28 年度決算については、当期収入の範囲で決算ができた事などが報告され、何れも全会

一致で、賛成可決されました。 

続いて、中谷忠宏事業企画委員長より、 

平成 29 年度事業計画について、一斉清掃 

をはじめ各種事業の充実を図っていきたい 

と述べ提案されました。 

平成 29 年度予算についても、事務局よ 

り予決算については、収入の範囲内で収め 

たい旨を発言し各費目予算を提案、何れも 

全会一致で可決頂きました。 

一切の議案が修了したことから、後藤元 

信副会長より閉会のことばが述べられ、１時間に亘り審議頂いた総会が幕を閉じました。 

［講演会］ ・・・野老真理子氏を講師に・・ 

  「年間３００を超える地域活動・清掃活動から学ぶもの」 
～地域と共に・地域密着型企業を目指して～と題して講演頂きました! 
平成 29 年度講演会が、3 月 7 日(火)15 時より同会場にて、当会会員及 

び市内公募から参加頂いた事業者も含め 80 名が出席し開催されました。 

 今回は「年間３００を超える地域活動・清掃活動から学ぶもの」～地域と 

共に・地域密着型企業を目指して～と題して、野老真理子氏（大里総合管理 

㈱代表取締役）をお招きし開催致しました。 

 講演では、母の苦労を傍目で見ながら卒業したので、迷い無く母の仕事を 

手伝おうと思い入社しました。入社した頃、５００人位のお客様でしたが 10 

年間で 6,000 人にした時、母は世代交代をしようと言って３４歳の時社長になりました。私が

社長になって3年目に22歳の青年の首にロープが引っ掛り即死をさせてしまうという大きな事

件があり、私はできる限りの事はしましたが、私としてはもう一つ再発防止をしなければいけな

いという事で選んだのが掃除でした。 

 後から見れば、何故見張りを付けなかったのか、その瞬間に気づけなかった、そんな指導をで

きなかった。こういう事で事故を起こしたので、

その瞬間に気づく、お客様の声に気づく、こんな

訓練をしなければいけないと言う事で、１日１時

間掃除をする会社にしました。 

その気づくという訓練を積上げてきた事で今日

のテーマに頂いた、300 の地域活動が生まれてい

きます。社員も私も、どんなに困難があっても出

来ると言う事を身につけた気がします。・・・ 
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［第１３回一斉清掃］ 

500名を超える参加者で西区・中区の街並みを 

２０コースに分かれ清掃しました！ 
花曇りの 4 月 22 日(土)午前 8 時 45 分に開会式が行われる 

ＪＲ桜木町駅前広場には、参加者が続々と集合し広場一杯に子 

供さんも含め 48 企業団体、533 名の方々が集まり、第 13 回 

一斉清掃が行われました。 

森優子事業企画委員の司会で始まり、当会を代表しして鈴木 

一男会長(写真右)より、休日にも関わらず多数参加頂いた事への 

お礼を含め挨拶がなされ、続いてコース等を策定した佐藤元英 

清掃企画担当より｢清掃活動における留意点を説明しました。 

司会者より、清掃活動に参加の会員などを報告し開会式は終了。全員による記念撮影を行い、

各班毎にリーダーによるミーティングが行われ、西区 10 コース、中区コースはエリア清掃も含

め 10 コース、計 20 コースに分かれて会場を後にしました。今回より、新たに関内地区の清掃

を「馬車道商店街協同組合」「関内まちづくり振興組合」の方々との連携で、関内エリアを一緒

に清掃を行いました。 

当日は、心配された雨も降らず、暑くもなく

清掃日和の中、11 時前には、西区コースはＪ

Ｒ東口駅前広場、中区コースは大通公園石の広

場に、各班リーダーを先頭に、缶やペットボト

ル、傘など沢山のゴミを持ちながらゴール。記

念撮影を行い、タカナシ乳業㈱より提供頂いた

飲物とお子様には㈱ありあけ提供の「ありあけ

のハーバー」が配られました。いつもご協賛頂

き、感謝･感謝。ありがとうございました。 
［中区クリーンアップ DAY2017］   
当会より 200名が参加し中区のイベントに寄与しました! 

 快晴となった 5 月 20 日(土)「中区クリーンアップ DAY2017」が 600 名 

を超える参加を得て、JR 桜木町駅前広場にて開催されました。 

 開会に先立ち、当会の開会式を 8 時 45 分より同会場広場にて行い、森事業 

企画委員(写真右)の司会で始まり、鈴木会長より、4 月に一斉清掃に多数参加頂 

いたお礼と熱中症に注意して下さいと挨拶され、記念撮影を行い中区クリーン 

アップ DAY に合流しました。 

 定刻に始まった開会式は、竹前中区長の挨拶、コースの設定や清掃を担当する佐藤氏より、清

掃に当たっての留意事項などが話され、全員でのラジオ体操、記念撮影を行いました。暑さを意

識してか、15 分で開会式は終了しリーダーのもと、それぞれのコースに出発しました。 

 当会からは、4 月 22 日に一斉清掃に多数参加頂いたにも関わらず、今回も 213 名の方々に

参加頂き 6 コースに分かれ清掃を行いました。当会のコースは、野毛、日ノ出町、伊勢佐木町界

隈など比較的ゴミの多い場所を担当、特に大岡川沿いは、ゴミが大量散乱している場所もあり、                       

汚れている場所にはゴミが集まることが如実

に表れている状況にもありました。 

 11 時前には各班集合場所の大通公園石の広

場に到着、記念撮影を行い、回収したゴミを種

分けして、中区から支給された飲物を手に、お

互い挨拶を交わしながら解散しました。 

 今回も、当会が全体の 3 割を超える参加とな

り、中区の事業に大いに貢献しました。参加頂

きました会員の皆様ありがとうございました! 
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[第１４回一斉清掃結果] 

７００名を越える参加者で港町横浜を清掃しました! 
当会の結束の強さ及び港町横浜の街を綺麗にしたいとの 

清掃活動に対する意識の高さを改めて感じた活動でした！ 
晩秋の 11 月 11 日（土）8 時 45 分より、第 14 回一斉清掃が、当会会 

員及び地域商店街の方々の参加も頂き、700 名を超 

える参加により開催されました。 

当日は、早朝から雨と強風が吹き開催も危ぶまれま 

したが、幸い雨も止み受付が始まる頃には風も次第に 

おさまり、ＪＲ桜木町駅前広場はブルーのユニホーム 

を着た大勢の参加者で一杯になりました。 

定刻の 8 時 45 分、森優子事業企画委員の開会の挨 

拶で始まり、鈴木一男会長(写真右上)より手短に挨拶さ 

れ、引き続き、佐藤元英事業企画委員より、清掃を行 

う上での留意事項について話されました。清掃を開始 

するころには、風も止み日差しも出るなど爽やかな秋空となり、清掃日和の中で西区及び中区は

至る所ブルーのユニホームで染まり、港町横浜の町並みを西コースはＪＲ横浜駅東口広場を、中

コースは関内大通公園石の広場を目指して清掃を行いました。 10 時 30 分頃に到着し始め、

ゴール地点に皆さん笑顔･笑顔で手には回収したゴミをもち到着。各班毎に記念撮影を行い、タ

カナシ乳業㈱提供のお茶や、カフェオレ、イチゴオレ、お子様には㈱ありあけよりハーバーがお

土産として提供頂き、皆さん喉を潤しながら「お疲れ様」と声を掛け合いながら解散しました。 
 

［第１４回一斉清掃に参加して］ 

普段から街をきれいにするよう心がけたい! 
裏横浜地域活性化プロジェクト urayoko net 委員会 馬場 千恵子 

私たちは「urayoko net」という地域活性化事業をしています。裏横浜の魅力を知ってもらい

たい、この街をもっと良くしたい、そんな思いから、高島・平沼・戸部エリアの飲食店のスタンプ

ラリーを不定期で開催しています。ただし、飲食店に人を呼ぶことだけが urayoko net の目的で

はありません。 

地域活性化として「イベントをやる以外に何かないか？」という話をした時に「まずは人に来て

もらうためには、もっと街をきれいにしたい。ここに住んでいる・働いている私たちの手できれい

にしよう。」ということでこの度「美しい港町横濱をつくる会」の一斉清掃に参加しました。 

コースは、桜木町駅〜みなとみらい大通り〜高島町〜平沼商店街〜横浜駅東口。桜木町駅周辺や

みなとみらい大通りはそれほどゴミもなく街もきれいな印象でした。 

しかし、すずかけ通り西を左折し根岸線の高架下に入ったあたりからゴミが急増！高架下から八

洲学園大学の前あたりまでは、植え込みの中から次から次へとゴミが出てきました。平沼商店街は、

普段から掃除が行き届いているのか全くゴミが落ちていませんでした。 

今回初めて参加してみて、普段掃除してくださる 

人がいる場所はきれいだけれど、その他の場所は結 

構ゴミが捨てられているのだと感じました。やはり 

きれいな街でないと人を呼ぶのは恥ずかしいと思う 

ので、「普段からきれいにするよう心がけたい」とい 

う気持ちになりました。 

「ゴミを植え込みの中に隠すということは、捨てて 

いる人にも恥ずかしいことをしているという認識が 

あるということだよね。」という話も出ました。 

それならば、「ゴミを捨てるのが申し訳ないくらい 

のきれいな状態」を今後目指せるともっと「美しい 

横濱」になっていくと思います。 
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［第１４回一斉清掃に参加して］ 

地域に愛される郵便局として 
日本郵便株式会社横浜港部会 地域ボランティア活動 

11 月 11 日（土）に NPO 法人「美しい港町横濱を 

つくる会」主催の第 14 回一斉清掃活動が行われ、総 

勢 767 名が参加する中、横浜港部会の社員３０名が 

参加しました。 

横浜港部会は、中－７コースを担当。桜木町駅をスタ 

ートし、ＪＲ高架下沿いに横浜スタジアムを経て伊勢 

佐木大通公園まで、瓶・缶・プラゴミ・タバコ・紙等 

のゴミ拾いを行いました。 

当日は開催直前まで荒天でしたが、開催されると風 

も止み日差しも出るなど爽やかな秋空のもと総量約２トンのごみを回収できました。 

 
 

 

 

 

平成２９年度事業並びに会議開催結果 
 

第４回通常総会    3 月 7 日(火)     38 会員 46 名 

講演会     3 月 7 日(火)      78 名 

第 13 回一斉清掃   ４月 22 日(土)     533 名 

中区クリーンアップ DAY2017   5 月 20 日(土)     213 名 

第 14 回一斉清掃        11 月 11 日(土)     767 名(申込人数) 

三役会      第 15 回～第 19 回(＋臨時三役会) 

理事会          第 13 回～第 17 回 

組織委員会    第 2 回 

広報委員会    第 2 回～第 3 回 

事業企画委員会  第 14 回～第 19 回 
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［会員企業紹介］ 
[株式会社中萬学院] 

常に机周りや床、トイレを始めあらゆる場所の清掃に励んでおります！ 
事業紹介 1954 年創立の中萬学院は神奈川県を 

中心に 173 教室を展開している学習塾です。 

経営理念である「学習指導・進学指導を通した 

人創り支援」のもと、生徒たちが社会に出て自ら 

の力でたくましく生き、社会に貢献する人材とな 

るよう、学習指導・受験指導に努めております。 

清掃活動状況 教室は生徒が来る前に教室内およ 

び教室入口近辺の清掃を行っております。 

また、個別指導事業部では年一回、周辺地域の 

清掃を実施しております。 

清掃活動と企業活動について 教室に生徒を迎え 

入れる上で清掃は何よりも大事であると考えてお 

ります。きれいな環境の中で生徒が学習出来るよう、常に机周りや床、トイレを始めあらゆる場

所の清掃に励んでおります。 

また、「清掃＝気遣い、気付き」との考えのもと、社員に対して清掃研修を行い、日々の業務

の中で清掃への意識を高く持つよう指導しております。 

事業部長からの一言 学習塾は地域があって成り立つものであるとの想いから、地域の為にもで

きる範囲でできるだけのことはやっていきたいと思っております。 

イエローハットの創業者鍵山さんの考えに共感して会社内部では掃除活動に力を注いでおり

ましたが、御縁がありまして、今年よりこの「美しい港町横濱をつくる会」に参加いたしました。

掃除をすることは心をきれいにすることに繋がると考えております。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

会社情報 横浜市西区高島 2-3-21 ABE ビル 6F TEL 045-451-3759 

URL:https://www.chuman.co.jp/   
 

［株式会社横浜ロイヤルパークホテル] 

「街を、想う」をスローガンとし、社会に貢献します！ 
事業紹介 みなとみらいの横浜ランドマークタワー内にあ 

るホテルです。603 室の客室、８つのレストラン＆バー、 

12 室の宴会場をご用意しております。広がる空と港町ヨ 

コハマの眺望とともに、非日常の時間をお過ごしいただけ 

ます。 

清掃活動状況 2016 年まで神奈川新聞花火大会の翌朝に 

みなとみらいエリアの清掃を実施していました。 

清掃活動と企業活動について 横浜ロイヤルパークホテル 

は三菱地所グループの一員です。私たち三菱地所グループ 

は、「人を、想う力。街を、想う力。」をブランドスローガ 

ンとしています。「街」を通じて社会に貢献することは、 

ブランドスローガンに込めた想いのひとつです。ホテル館 

内のみならず、ホテルの位置する「街」をきれいにするこ 

とは、ご滞在されるお客様をお迎えする準備のひとつと考 

えております。 

副社長からの一言 横浜は、これから国際的なスポーツイベントや大型会議が続き、世界からの

注目度も更に高まることでしょう。 

当ホテルは「おもてなし」のプロとして、地域の清掃活動にも積極的に取り組んでいきます。 

会社情報 横浜市西区みなとみらい 2-2-1-3 TEL 045-221-111 
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NPO 法人美しい港町横濱をつくる会会員名簿(平成 30 年 2 月末現在) 

 

株式会社旭広告社                株式会社アメニティ 

株式会社荒井屋                株式会社ありあけ 

株式会社アールケイエンタープライズ       株式会社アルテック  

株式会社伊勢ビル                            学校法人岩谷学園 

裏横浜地域活性化プロジェクト委員会      株式会社 NTT 東日本-南関東神奈川事業部 

株式会社 MxE コンサルティング         株式会社エリアドライブ 

奥津  勉事務所                株式会社オルフィックデザイン 

笠原会計事務所                一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 

株式会社神奈川新聞社             かながわ信用金庫長者町支店 

神奈川ダイハツ販売株式会社                   神奈川都市交通株式会社 

神奈川トヨタ自動車株式会社                   神奈川日産自動車株式会社 

株式会社河原屋                               株式会社キクシマ 

合名会社北川製粉所                           協同電気株式会社本社事業所 

京浜急行電鉄株式会社                         KDDI 株式会社南関東総支社                  

株式会社コア建築設計工房           後藤製函株式会社 

株式会社佐藤印刷所              THＥ REDFACE（ザ・レッドフェイス） 

株式会社ジェイコムイースト横浜テレビ局       株式会社柴橋商会 

新興電設工業株式会社                         株式会社スリーエフ 

株式会社セルディビジョン           相鉄グループ CSR 推進事務局 

相鉄ローゼン株式会社             株式会社社そごう・西武 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社横浜支店     株式会社ダイイチ   

株式会社ダイイチプロセス                     株式会社大勝 

ダイダン株式会社横浜支店                    株式会社タウンニュース社 

株式会社高島屋横浜店                         株式会社高尚 

タカナシ乳業株式会社                         田辺商事株式会社  

株式会社中萬学院個別指導事業部               坪内 一（横浜市緑区役所） 

株式会社テレビ神奈川                         株式会社 TONPEI 

中山 茂(個人)     日本経済新聞社横浜支局 

日本生命保険相互会社横浜支社   日本郵便株式会社横浜西部会 

日本郵便株式会社横浜港部会                株式会社八洋 

株式会社ファンケル                           富士シティオ株式会社 

株式会社プレシア                             株式会社文明堂 

株式会社ボイス                株式会社ホテルニューグランド              

株式会社みずほ銀行横浜支店                  三井不動産株式会社横浜支店           

三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ株式会社横浜支店          三菱地所株式会社横浜支店               

三菱地所ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社横浜支店       明治安田生命保険相互会社横浜支社         

株式会社メモワール                           株式会社八千代ポートリー                  

株式会社ユーズウェア                         株式会社有隣堂                               

株式会社豊商会                               横浜植木株式会社                  

株式会社横浜岡田屋                           株式会社横浜ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ         

株式会社横浜セイビ                           株式会社横浜 DeNA ベイスターズ     

株式会社横濱屋                               株式会社横浜リテラ                      

株式会社横浜ロイヤルパークホテル             横浜ＹＭＣＡ          

吉田ビル株式会社                             株式会社吉永商店              

リスト株式会社                               YSK ホールディングス株式会社         

有限会社若葉マネキン紹介所 

港町横浜を世界一美しい街づくりに賛同頂けます会員を募集しております。 
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特定非営利活動法人美しい港町横濱をつくる会(NPO 法人 UMY) 

〒231-8631 

横浜市中区宮川町 3-89 株式会社ダイイチ内 401 号 

ＴＥＬ  045-341-3144 FAX / 045-341-3145 

ＵＲＬ  http://www.umytk.com/  ＭＩａｉｌ  uminatoytk@chorus.ocn.ne.jp 


