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坂本町の皆様へ 

 

この度、任期を終えて坂本連合町内会会長の職を辞することになりました。三年間の任期中、 

皆さま方にはひとかたならぬご指導ご鞭撻を頂き、誠にありがとうございました。お陰様で 

大過なくなくすごさせていただきましたことを心より御礼申し上げます。 

 

連町会長を降りたからと言って、これで皆さまとは縁が切れるわけではありません。 

あと一期二年、坂本三丁目町会長としての務めが残っています。これからも変わらぬ 

お付き合いのほど、宜しくお願い申し上げます。 

 

末尾ながら、坂本町内のご家族ご一同様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

 

令和 2 年 5月  吉 日                       

                              小 泉 安 司 

  坂本連合町内会三大行事の開催について 

 

1.第 44回坂本子供相撲大会 
  8 月下旬頃まで開催の判断を先送り致します。開催の有無はその時点で 

桜小学校、保護者、教育委員会、体育振興会と協議の上決定致します。 

 

2.大六天神社例大祭 
  神輿渡御（町内及び連合渡御）、神輿御霊入れは中止致しますが、 

    鎮守の杜の清掃とお清めは従来通り行い、8月 9 日には 

    坂本の町の皆様のご加護とウイルス禍の終息を祈願する 

    祭祀を執り行います。 

     

3.連合盆踊り大会 
  盆踊り大会は屋外ではあるものの、多くの来場者で「密」の状態になり 

感染防止の観点からは開催はほど遠いもの判断せざるを得ません。 

中止に伴う諸般の事情には今後、関係団体等と協議してまいります。 

   
 

**同好会等の活動紹介とメンバー募集などにもこの欄をご利用下さい。（無料です） 商業広告の記載も承ります  

5㎝*20㎝ 1000円 （求人広告は無料です） 

ご意見・広告・寄稿は（ｆａｘ）８２７－８０８６（メール）csc_taka@yahoo.co.jp  

お問合せ８２３－４１８１   編集責任者 斉藤隆親（連合町内会総務担当）  

建築塗装のご用命は 

    木木木   田田田   塗塗塗   装装装   （（（坂坂坂本本本町町町 333---111666）））   

地元坂本で長い実績があります。親切丁寧をモットーにしております。 

お見積もりは勿論無料で行っております。是非一度お気軽にお電話下さい。 

 代表 木田 清代治 Tel 090-4677-1058/046-824-3924 

 「暮らしの伝言板（坂本の掲示板）」 

「ラジオ体操の仲間たち」の皆様へ 
生涯現役を目指しラジオ体操を実施していますが、皆様ご存知の通り 

「新型コロナウイルス」の感染者増加に伴い、「横須賀市保健所健康づくり課」より、 

これ以上感染者を増やさないために、当分の間ラジオ体操活動を休止する、 

要望が有りましたので、4 月 16日より当分の間休止する事になり、 

再会の案内は「広報さかもと」にてお知らせいたします。 

 

        坂本 1 丁目児童公園  ラジオ体操を楽しむ会より 

 

 

 
 

横須賀市新型コロナウイルス感染症の情報   横須賀市・広報・ホームページより 

*感染者発生状況 （4月 27日現在まで） 

    1. 感染累計                  42名 

    2.入院中                     14名 

    3.宿泊施設入所中              6名 

    4.自宅療養中                  5名 

    5.入院・入所調整中             3名 

    6.退院・退所・回復             14名  

    7.感染者世代      10歳未満～80代まで 概ね平均的感染 
 

 

  *感染の疑いがある場合の相談窓口 

      相談センター   046-822-4874 

      平日 8時 30分～20時  土日祭日 9時～17時 

mailto:csc_taka@yahoo.co.jp


 

 

 
 
 
 
  
 
                   
 

広報さかもと 2020年 5 月号 Ｖｏｌ－113 

①  

施設名         休館・利用休止期間              備考・問い合わせ先 
*追浜・トンボの王国    4 月 9日（木曜日）～6 月 30 日（火曜日）駐車場も休止     水再生課：046-823-5821 

*大楠山山頂休憩所・展望塔   4月 13 日（月曜日）～当面の間             観光課 046-822-8237 

*文化会館        4月 11 日（土曜日）～6 月 30日（火曜日）         文化会館：046-823-2950 

*はまゆう会館        4月 11 日（土曜日）～6 月 30日（火曜日）       はまゆう会館：046-852-1166 

*老人福祉センター 

（船越・本町・池上・鴨居・  2月 28 日（金曜日）～6 月 30日（火曜日）        健康長寿課：046-822-8255 

北下浦・秋谷の 6 施設）、 

公郷老人憩いの家    

*総合福祉会館の貸室    4 月 4日（土曜日）～6 月 30 日（火曜日）        福祉総務課：046-822-8269 

*愛らんど（よこすか、 

ウェルシティ、追浜、     3月 3 日（火曜日）～6 月 30 日（火曜日） 

久里浜、西）   「子育て相談」は電話・FAX・(メールは、よこすか、追浜のみ）で受付  保育課：046-822-9004 

*愛らんど（田浦）  3 月 3 日（火曜日）～6 月 30 日（火曜日） 

            「子育て相談」は北健康福祉センターで受付           保育課：046-822-9004 

*青尐年会館、 

青尐年の家      3月 3 日（火曜日）～6 月 30日（火曜日）   

「ランドセル置場」は午前 9 時～午後 6 時まで利用時間を拡大（小学校の臨時休業期間に限る） 

                                  こども育成総務課：046-823-7630 

*田浦青尐年自然の家  4 月 4 日（土曜日）～6 月 30 日（火曜日）         こども育成総務課：046-823-7630 

*追浜公園、夏島グラウンド、 

不入斗公園、はまゆう公園、 4 月 4日（土曜日）～6 月 30 日（火曜日）   

衣笠公園、大津公園、        有料公園施設（野球・サッカー・庭球場・陸上競技場など） 

佐原 2 丁目公園、光の丘公園、     および駐車場を休止 

西公園、湘南国際村西公園                         公園管理課：046-822-9561 

*猿島公園（外部サイト）     4月 7 日（火曜日）から当面の間         公園管理課：046-822-9561 

*夏島都市緑地（ドッグラン広場）  4 月 9 日（木曜日）～6 月 30 日（火曜日）   

駐車場のみ 5 月 6日（水曜日）まで休止   公園管理課：046-822-9561 

*しょうぶ園       4 月 9日（木曜日）～6月 30 日（火曜日）駐車場も休止  公園管理課：046-822-9561 

*光の丘水辺公園       4 月 9日（木曜日）～6月 30 日（火曜日）         公園管理課：046-822-9561 

*太田和つつじの丘   4 月 9 日（木曜日）～6月 30 日（火曜日）駐車場も休止  公園管理課 

*三笠公園       4 月 9日（木曜日）～6月 30 日（火曜日）  駐車場も休止  公園管理課 

*くりはま花の国       4 月 9日（木曜日）～6月 30 日（火曜日）  駐車場も休止  公園管理課 

*長井海の手公園      4 月 9 日（木曜日）～6月 30 日（火曜日）  駐車場も休止  公園管理課 

*荒崎公園       4 月 9日（木曜日）～6月 30 日（火曜日）  駐車場も休止  公園管理課 

*根岸公園（交通公園）の「自転車貸出」・「りんりん広場」 当面の間   

*うみかぜ公園駐車場  4 月 11 日（土曜日）～6月 30 日（火曜日）           港湾管理課：046-822-8433 

*北下浦海岸通り第 2 駐車場  4 月 11 日（土曜日）～6月 30 日（火曜日）       水産振興課：046-822-9964 

*長浜駐車場      4月 14 日（火曜日）～6月 30 日（火曜日）           財産管理課：046-822-9593 

*ヴェルニー公園駐車場  4 月 15 日（水曜日）～6月 30 日（火曜日）           公園管理課 

*衣笠山公園駐車場  4 月 15 日（水曜日）～6月 30 日（火曜日）           公園管理課 

*燈明堂緑地駐車場  4 月 15 日（水曜日）～6月 30 日（火曜日）           公園管理課 

*走水水源地駐車場  4 月 18 日（土曜日）～6月 30 日（火曜日）   

走水水源地「ヴェルニーの水」（駐車場内設置の水栓）の提供も中止  用地管理課：046-822-8613 

*体育会館（総合体育会館、北体育会館、南体育会館、西体育会館）  3 月 3 日（火曜日）～6 月 30 日（火曜日）   

*くりはま花の国温水プール  3 月 3 日（火曜日）～6 月 30 日（火曜日）   

*佐島の丘温水プール       3 月 3日（火曜日）～6月 30 日（火曜日）    スポーツ振興課：046-822-8444 

 

 
 

 

地元業者ならではの「信頼を大切に！」をモットーに頑張っております。 

塗装・リフォームのことならおまかせ下さい。お気軽に無料見積もり 

お申し付け下さい。 

横須賀市坂本町 6丁目 30番地 TEL 046-801-1250 

代表 秋本利晴 
携帯 080-5465-9324 

080*5465*9324 

葬儀全般 / 生花祭壇 / 家族葬ホール / 保冷安置室完備 / 洋型霊柩車 

（有）横 須 賀 博 善 社 
坂本中央プリエールホール  代 表  田 中  俊 夫 
坂本町 6-16（中央斎場入口）・ＴＥＬ８２２－２０８９・ＦＡＸ８２２－２６２５ 

http://www.yokosukahakuzensha.jp/  
  ※ 仏式・神式・キリスト教式・その他無宗教など、あらゆる宗派に対応致します 

※ 一般葬・家族葬・社葬、友人葬、火葬式、葬儀全般、親身にご奉仕致します 

 

            横須賀市 公共施設等の休館情報 

施設名         休館・利用休止期間              備考・問い合わせ先 
*消費生活センター    3月 17日（火曜日）～6月 30日（火曜日）              046-821-1312 

*各コミュニティセンター    4月 4日（土曜日）～6月 30日（火曜日）  地域コミュニティ支援課：046-822-8303 

*田浦・逸見・衣笠・大津・ 

浦賀・北下浦・西・武山・     3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日）               予約本の貸し出し、 

長井の各コミュニティセンター                                                   返却は実施（室内は入室不可） 

（9施設）の「図書室」                                               電話：046-822-8303 

*役所屋中央店            4月 8日（水曜日）～5月 10日（日曜日）                046-822-8553 

*役所屋久里浜店            4月 8日（水曜日）から当面の間             久里浜行政センター：046-834-1111 

*役所屋追浜店            4月 14日（火曜日）から当面の間               追浜行政センタ：046-865-1111 

*リサイクルプラザ「アイクル」   4月 4日（土曜日）～6月 30日（火曜日）     電話：046-866-1196 

*上下水道局お客様料金 

サービスセンター 

（横須賀モアーズシティ窓口）  4月 8日（水曜日）～5月 10日（日曜日）   

休業期間中は、第一環境(株)横須賀営業所( 

横須賀市日の出町 1-12)に臨時窓口を開設(営業時間：8時 30分～17 

時、駐車場なし）          上下水道局経営料金課：046-822-9876 

*横須賀中央・三笠循環バス  4月 16日（木曜日）～当面の間           観光課：046-822-8237 

*市民活動サポートセンター 

（本町、追浜、久里浜）  3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日）   

本町のロッカー・レターケースに預けているものは引き取り可  市民生活課：046-822-9699 

*勤労福祉会館（ヴェルクよこすか）  4月 15日（水曜日）～6月 30日（火曜日）  経済企画課：046-822-8122 

*産業交流プラザ         4月 15日（水曜日）～6月 30日（火曜日）  経済企画課：046-822-8122 

*横須賀美術館         3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日）   

駐車場は当面の間閉場 レストランは当面の間休業          電話：046-845-1211 

*横須賀芸術劇場         4月 11日（土曜日）～6月 30日（火曜日）           電話：046-828-1600 

*中央図書館、北図書館、  3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日） 

南図書館、児童図書館   予約本の貸し出し、返却は実施（館内は入室不可）児童生徒のために学習室 

として開放している一部施設は 4月 8日（水曜日）まで利用可能   

中央図書館：046-822-2202 

*自然・人文博物館、      3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日） 

ヴェルニー記念館                                               博物館運営課：046-824-3688 

*馬堀自然教育園・       4月 14日（火曜日）～6月 30日（火曜日） 

天神島臨海自然教育園                                       自然・人文博物館：046-824-3688 

*生涯学習センター（まなびかん）  3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日）   

予約本の貸し出し、返却は実施（図書室は入室不可） 

*生涯学習センター        4月 4日（土曜日）～6月 30日（火曜日）まで休館    生涯学習課：046-822-8483 

*デュオよこすか         3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日）   

「女性のための相談室」は面接相談を休止（電話相談は通常どおり実施） 

                                                           人権・男女共同参画課：046-822-8228 

*世界三大記念艦「三笠」  3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日）  記念艦「三笠」：046-822-5225 

*長岡半太郎記念館・ 

若山牧水資料館  3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日）  地域コミュニティ支援課：046-822-8303 

*ペリー記念館          3月 4日（水曜日）～6月 30日（火曜日）  公園管理課：046-822-8333 

*横須賀観光インフォメーションスカナビ i  4月 13日（月曜日）～5月 6日（水曜日）   

                                                           横須賀市観光協会事務所：046-822-8256 

追浜・トンボの王国  4月 9日（木曜日）～6月 30日（火曜日）  駐車場も休止   

 

上下水道局技術部水再生課 

 

電話：046-823-5821 

大楠山山頂休憩所および展望塔  4月 13日（月曜日）～当面の間   

 

- 

 観光課 

電話：046-822-8237 

文化会館  4月 11日（土曜日）～6月 30日（火曜日）   

 

- 

 文化会館 

電話：046-823-2950 

http://www.yokosukahakuzensha.jp/

