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旭区誕生50周年記念振り返り特集号

サンサンと あさひ輝く 明るい未来
〜みんなの笑顔を次の５０年に〜

2019年10月1日に誕生50周年を迎えた旭区。皆さんにご協力いただき、2020年3月まで
に様々なイベントや事業を無事に終えることができました。
この保存版では、旭区誕生50周年記念事業で実施したイベントや事業を写真と共に紹介し、
旭区誕生50周年を振り返ります。
企画調整係
９５４-６０２6

９５1-3401

旭区誕生５０周年記念事業は、以下の
「基本的な考え方」に基づき実施しました
● 豊かな自然など旭区の魅力を再認識し、次の50年に
向けて旭区の新しい魅力づくりを行う機会とします。
● 区民一人ひとりが参画して旭区誕生50周年を祝い、
新たなつながりを作る機会とします。
また、次の50年に向けて、多くの人々に選ばれると共
に、いつまでも住み続けたいと思われる、旭区における
魅力ある暮らしを発信しました。

記念事業のポイント
● 恵まれた自然 を生 かし、
３つ のエリアを中心に展開
Ⓐ 区役 所・鶴ケ峰周辺
Ⓑ ズーラシア・里 山ガーデン

Ⓒ こども自然公 園
ントなどと連 携
● 区内で行われる様々なイベ
憶と記録を継 承
● デジタル 技術を生 かして記

旭区誕生５０周年記念事業実行委員会

委員長挨拶

旭区が誕生してから50年の間に私たち旭区民は、豊かな自然環境を活かし、歴史ある文化・スポーツ
の活動や、活力とぬくもりのある地域コミュニティーを育んでまいりました。旭区誕生50周年ではこれ
らの魅力を再認識し、次の50年に向けた新しい魅力づくりを行う機会としました。そして、長年旭区に
お住まいの方や次代を担う方々に発信していきたいという思いで、旭区誕生50周年記念事業を実施し
てまいりました。
多くの皆さまと共に記念事業を盛り上げ、旭区誕生50周年をお祝いでき
たことを、大変うれしく思っております。また、無事に50周年を終えること
ができたのは、関係者の皆さまの御協力の賜物でございます。この場をお
借りして御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。
50年で築き上げた旭区の魅力・財産、旭区民の思いやつながりは、間違い
なく地域課題を解決するための原動力となっていきます。旭区がさらに魅
力あふれるまちとなるよう、これからも皆で力を合わせていきましょう。

山岸 弘樹
委員長

『選ばれ続ける
まち旭区』を
次の50年へ
旭区は50年を経た今、変化の時期を迎え
てい ま す 。相 鉄 のＪＲ及び 東 急との 直 通 線
や、2027年３月からの国際園芸博覧会の開
催に向けた取組、旧上瀬谷通信施設のまちづ
くりなどの動きを、旭区のさらなる成長への
チャンスととらえ、次の50年に向けた歩みを
進めていきます。
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5月

6月

旭区こども写生

2019年6月8日(土)
会場：よこはま動物園ズー

ヨコハマ
ネイチャーウィーク２０１９
2019年5月17日(金)〜19日(日)
会場：こども自然公園
子どもと楽しむ大人の自然イベントに36,000人
を超える人が来場しました。

小学生絵画コンクール

「ぼく・わたしがえがく未来の旭区」をテーマに開催し、632点
ました。2019年6月1日（土）〜10日（月）にはジョイナステラス
品を展示しました。

ありがとう旭区誕生
10月

練習の成果を発揮
し、楽しく歌うことが
できました

50 周

（合唱：中沢小学校合唱団
の皆さん）

あさひ子育て保育園ひろば

旭区誕生５０周年
記念式典
2019年10月19日（土）
会場：旭公会堂

2019年10月30日（水）
会場：区役所、旭公会堂、鎧の渡し緑道
保育士によるパネルシアターや手あそびな
ど、
親子向けイベントを行いました。

『 あさひくん 絵本 』
の朗読はとても緊張し
ましたが、心を込めて
読むことができました
（朗読者：さちが丘小学校
伊藤 由夏さん）

実行委員会認定事業

やぶさめ

小笠原流 流鏑馬祭

2019年10月27日（日）
会場：こども自然公園
横浜では初めて小笠原流による
流鏑馬祭が開催されました。

旭区誕生
５０周年
記念祝賀会

2019年10月19日（土）
会場：白根地区センター

第３０回旭ふれあい
区民まつり

2019年10月20日(日)
会場：旭区役所、鶴ケ峰公園ほか

2020 年（令和 2年）4 月１日
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19 横浜旭ジャズまつり

7月

2019年7月28日(日)
会場：こども自然公園
旭区誕生50周年・ジャズまつり30回記念として、
特別編成バンド「Ｓｗｉｎｇ ＡＪＭ」が演奏しました。

生大会

ーラシア

ズーラシア
バックヤードツアー

2019年7月6日(土)・13日(土)
会場：よこはま動物園ズーラシア、
横浜市繁殖センター

点の応募があり
ス二俣川で全作

9月

周年

『あさひくん』絵本
旭区地域子育て支援拠点ひなたぼっ
こ、旭図書館、区内地区センターなど
で閲覧できます（※販売は終了）。

里山ガーデン・
ズーラシアクイズラリー
2019年9月28日(土)・29日（日）
会場：よこはま動物園ズーラシア、
里山ガーデン

５０周年記念
モニュメント

2019年9月28日（土）〜
会場：里山ガーデン
横 浜旭ロータリークラブから、里山
ガーデンに時計台を寄贈していただ
きました。

11月
リアル宝探し
「ロッキンアドベンチャー
ココロオドル宝を探せ！
！」
2019年10月1日(火)〜12月1日(日)
会場：旭区・瀬谷区 各所
宝の地図を頼りに謎を解きながらまちを巡り、
宝箱を探し当てるリアル宝探しを実施しました。

旭区中学生
ビブリオバトル大会
2019年11月30日(土）
会場：サンハート
白熱の書評合戦が繰り広げられました。

ＳＯＴＥＴＳＵＬＯＣＫ ＯＮ
ＭＵＳ
ＩＣ ２０１９
2019年11月16日（土）
・17日（日）
会場：こども自然公園

2020年

1月

▲表紙イメージ

旭ズーラシア駅伝２０２０

（第５０回旭区駅伝競走大会）
2020年1月25日（土）
会場：よこはま動物園ズーラシア
マラソンのオリンピックメダリスト、エリック・ワイ
ナイナさんがゲストランナーとして参加しました。

旭 区 誕 生5 0 周 年 記
念事業の写真などを掲
載した記録集を、４月下
旬からホームページで
公開します。ぜひご覧く
ださい。
旭区誕生５０周年
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2020 年（令和 2年）4 月１日

5月

6月
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の朗読はとても緊張し
ましたが、心を込めて
読むことができました
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これまでの旭区の歩み
１８７１
（明治４）年

廃藩置県により現在の区域は
神奈川県都筑郡の一地域になる

１９２６
（大正１５）年 神中鉄道（現・相鉄線）
が厚木〜二俣川間で
営業開始。二俣川駅開業
１９３０
（昭和５）年

昭和30年代：二俣川駅▲

鶴ヶ峰駅開業

１９３９
（昭和１４）年 都岡村と二俣川村が横浜市保土ケ谷区に編入
１９４８
（昭和２３）年 希望ヶ丘駅開業
１９４９
（昭和２４）年 保土ケ谷区役所鶴ケ峰出張所を開設
１９６９
（昭和４４）年 １０月１日 行政区再編成に伴い、保土ケ谷区が
分区して旭区が誕生
1967（昭和42）年頃：▲
現・こども自然公園

１９７２
（昭和４７）年 こども自然公園開園
１９７４
（昭和４９）年 保土ケ谷バイパス開通
１９７６
（昭和５１）年 相鉄いずみ野線・南万騎が原駅開業

1974（昭和49）年頃：▲
保土ケ谷バイパス

１９８３
（昭和５８）年 旭区のシンボルマーク制定
１９８９
（平成元）年 区の花「アサガオ」
、
区の昆虫
「ホタル」
制定
１９９９
（平成１１）年 よこはま動物園 ズーラシア開園
区の木「ドウダンツツジ」制定
２００１
（平成１３）年 環状２号線全面開通

▲ドウダンツツジ

２００８
（平成２０）年 旭区マスコットキャラクター
「あさひくん」
誕生
２０15（平成２7）年

ズーラシアにサバンナエリアが全面オープン

２０17（平成２9）年

里山ガーデンがオープン

1999（平成11）年：▲
よこはま動物園
ズーラシア

２０１９
（令和元）年 １０月１日 旭区誕生５０周年
2017（平成29）年：里山ガーデン▲

旭区は、豊かな自然環境や文化・音楽・スポーツの祭典などの魅力がいっぱいです。
旭区の魅力を動画などで紹介していますので、ぜひご覧ください。

●１分で感じる旭区の魅力

●旭区デジタルアーカイブ

里 山 ガー デ ンや 追 分 市 民

区民の皆さんや自治会・

の森の空撮映像、横 浜旭ジャ

町内会、企業、行政 などが

ズまつりや地域の祭りのにぎ

持ってい る懐 かしい 写 真

わい、未 来を担う子どもたち

からごく最 近 の 写 真まで

の 姿など、旭 区の魅 力を１分

広く集 め、スライドショー

間に詰め込んだ動画です。

▲詳細はこちら

を作成しました。

●旭区誕生50周年記念誌
旭区の魅力を再認識し、未来への展望
を抱くきっかけとなればと考え、制作しま
した。
「未来に残したい旭区50景」など、美
しい写真が満載です。

▲詳細はこちら

▲詳細はこちら

