
地下1階

事前予約はPeatixで！
・よこはま技能まつりではイベント管理システム
Peatixを利用します。
・パソコンやスマートフォン等をご用意のうえ、イ
ベントページにアクセスして、参加希望プログ
ラムの事前予約をしてください。
・チケットは印刷するか、スマートフォン等の画
面で表示させて、当日ご提示ください。
＊Peatixの利用にはログイン（または新規アカウント
作成）が必要です。

＊Peatix以外の方法では予約を承ることができません
のでご了承ください。

＊予約優先のプログラムでも、予約に空きがある場合
は、当日受付が可能です。

ハマ技連事務局
TEL: 045-650-5811（月水金13:00～17:00）　FAX: 045-650-5862　E-mail: info@hamagiren.net

横浜市（経済局雇用労働課）
TEL: 045-671-4098（平日9:00~17:00）　FAX: 045-664-9188　E-mail: ke-ginou@city.yokohama.jp

会場
横浜市技能文化会館（横浜市中区万代町2-4-7）

電車でお越しの方
・JR関内駅【南口】から徒歩5分
・市営地下鉄伊勢佐木長者町駅
【出口2】から徒歩3分

お車でお越しの方
会館に駐車場があります。
・20分/100円
・1日最大1000円
・駐車台数60台
＊収容可能サイズ
車幅1.95m 車高1.57ｍ 車長4.75ｍ

神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合 045-842-1371
（一社）横浜市鍼灸マッサージ師会 045-222-1255
横浜市美容組合連絡協議会 045-981-0100
首都圏建設産業ユニオン神奈川支部 045-943-8941
神奈川県洋装組合連合会 045-731-0941
横浜建具組合連合会 045-981-0137
横浜市板金組合連合会 045-491-0218
神奈川県和服裁縫協同組合 045-833-4055
横浜市技能職団体連絡協議会青年部 045-501-4945
横浜浴槽設備組合 045-731-4984
横浜市理容連合会 045-771-3422

横浜染物組合 045-251-6451
横浜市鳶工業連合会 045-231-1358
神奈川土建一般労働組合横浜市協議会 045-453-9806
神奈川県中日調理師会 045-212-3069
（一社）神奈川県造園業協会 045-662-1767
横浜豆腐商工業協同組合 045-322-1989
横浜市管工事協同組合 045-681-6631
神奈川県印章業組合連合会 045-421-0018
全日本建築士会神奈川支部 045-431-1739
横浜市写真師会 045-421-2810
横浜市建設労働組合連合会 045-321-5386

横浜マイスター会 045-435-9512
横浜石工連合組合 045-231-4366
横浜屋根組合 045-845-5655
横浜畳組合連合会 045-543-0038
神奈川県クリーニング生活衛生同業組合 045-201-7544
横浜市左官業協同組合 045-242-1549
神表協横浜表装インテリア協会 045-831-5167
（一社）神奈川県広告美術協会横浜横須賀支部 045-900-8002
（一社）全日本司厨士協会関東総合地方本部神奈川県本部 045-261-0335
（公社）神奈川県塗装協会 045-325-8860

団体一覧

事前予約: 予約優先のプログラム
当日受付: 予約不要のプログラム

参加方法 お問合せ / 会場案内

技能まつり
予約優先
詳しくはHPで

第41回 よこはま

職人技の披露・展示販売・体験・相談 ハマの職人に出会える一日！

★特別参加★
居酒屋 匠

本日 10月23日（日） 11:00～14:00　ランチ営業中！
和定食（刺身・天ぷら）1,500円　刺身定食 900円　天ぷら定食 900円　トンカツ定食 800円　肉豆腐定食 750円　天ぷらうどん定食 750円

神奈川県スクリーン・
デジタル印刷協同組合

理事長 石塚 博臣

横浜市建設労働組合連合会 会長 伊藤 保

横浜建具組合連合会 会長 関 清隆

一般社団法人
横浜市鍼灸マッサージ師会

会長 荒井 務

〒236-0023 横浜市金沢区能見台通22-16 (有)とみおかプロセス内

〒221-0834 横浜市神奈川区台町16-12 建設横浜会館2階

〒226-0026 横浜市緑区長津田町3919-２

〒231-0011 横浜市中区太田町４-48 川島ビル901

TEL 045-784-2637　FAX 045-783-5018

TEL 045-321-5386　FAX 045-321-5387

TEL 045-981-0137　FAX 045-983-7564

TEL 045-222-1255　FAX 045-222-1265
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粗品進呈
＊なくなり次第終了

主催: 横浜市技能職団体連絡協議会（ハマ技連）
共催: 横浜市　協力: 横浜市技能文化会館（指定管理者:株式会社明日葉）

TEL 045-662-9224

https://hamagiren-yokohama.peatix.com/



よこはま技能まつりは、広くものづくりの素晴らしさを伝える場として、
横浜市技能職団体連絡協議会（ハマ技連）が毎年開催する代表的な行事です。
職人の指導のもと、作品を製作できる体験コーナー、職人技の実演や作品の展示販売など、
盛りだくさんの内容となっています。みなさまのご来場をお待ちしています。
＊掲載内容については予告なく変更となる場合があります。
＊粗品の数量には限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

【入場にあたってのお願い】
・当日ご自宅にて検温していただき、発熱（37.5度以上）が見られた場合や、体調が良くない場合は参加をお控えください。
・小学生以上の方はマスクの着用をお願いします。マスクは鼻と口の両方を覆うように着用してください。
・健康上の理由によりマスクを着用できない方は、ハンカチやタオルを口に当てる等の対応をお願いします。
・入場時に手指消毒をお願いします。入場後もこまめな手指洗浄や手指消毒にご協力をお願いします。
・食事は指定された場所で、黙食をお願いします。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入場にあたっては氏名・緊急連絡先の個人情報をご提供いただきます。
（個人情報は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために利用するものとし、それ以外の目的には一切利用しません。）
・状況により入場制限等をすることもあります。係員の指示に従ってください。

自分で作ったすのこに、
プランターなどを飾ってみませんか！
参加費: 無料（すのこ）
参加人数: 5人/回（小中学生対象）
参加時間: 30分
開催回数: 9回

地下1階

タイムスケジュール

事前予約

横浜市建設労働組合連合会

グラスの水滴を吸ってくれるコースター。
鞄等に付けられるストラップ。
参加費: 500円（コースター＆ストラップ）
参加人数: 随時受付
参加時間: 15分
開催回数: 常時開催中

当日受付

1階匠プラザ1階匠プラザ
事前予約

横浜畳組合連合会

国産杉・桧材でつくる組子コースター。
無料パズル体験もあります。
参加費: 1,000円
参加人数: 6人/回
参加時間: 30分
開催回数: 5回

横浜建具組合連合会

銅板に文字や絵をかいてポンチで
打ち出します。無料住宅相談もあり。
参加費: 200円
参加人数: 随時受付
参加時間: 30分
開催回数: 常時開催中

6階602

首都圏建設産業ユニオン神奈川支部

塗装のテクニックをマスターして、
家族でおうち時間を楽しみましょう！

横浜市技能文化会館1階匠プラザ内『技文市』にて、まつりの当日から１か月程
作品の展示・販売会を実施します。ぜひお立ち寄りください。
＊『技文市』は横浜の職人発のグッズやオリジナル商品、横浜の老舗の食品などを集めた小さなセレクトショップです。

参加費: 1,500円（大人対象）
参加人数: 10人/回
参加時間: 90分
開催回数: 2回
＊汚れてもよい服装で

6階603

（公社）神奈川県塗装協会 フルーツカービング 和太鼓 かふぇもか

3色のオリジナルカラーでトートバッグと
ハンカチにプリントします。
参加費: 1,000円
参加人数: 6人/回
参加時間: 60分
開催回数: 5回

2階工房

神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合

10分のマッサージで至福のひとときを
体験してください。
参加費: 500円
参加人数: 随時受付
参加時間: 10分 
開催回数: 常時開催中

2階ホワイエ 6階601

当日受付 事前予約

事前予約

・アイロンがけ実演
・フルーツカービング＆飴細工実演
・和太鼓演奏
・オカリナ＆ギターが紡ぐ癒しの音色
「かふぇもか」ライブ

当日受付 事前予約

（一社）横浜市鍼灸マッサージ師会

豆乳とにがりを使用する
簡単な豆腐づくり体験です。
参加費: 400円
参加人数: 16人/回
参加時間: 45分
開催回数: 3回

横浜豆腐商工業協同組合

造園制作物のパネル展示をします。
四ツ目垣根の縄結びを体験できます。
参加費: 無料
参加人数: 随時受付
参加時間: 15分
開催回数: 常時開催中

2階ホール
当日受付

（一社）神奈川県造園業協会

宮大工による組立茶室。建築士の目線で
和室の設えを学び、茶の湯を体験できます。
参加費: 1,000円（和菓子・抹茶・茶花・短冊付き）
参加人数: 3人/回
参加時間: 50分
開催回数: 3回

2階ホール
事前予約

2階ホール
当日受付

（一社）全日本建築士会神奈川支部

プロが指導するワイシャツのアイロンがけ。
シミ抜き相談も承ります。
参加費: 無料
参加人数: 10人/回
参加時間: 15分
開催回数: 常時開催中

神奈川県クリーニング生活衛生同業組合

ホテルシェフの技と味を体験してみてください。

参加費: 無料（パスタ）
参加人数: 7人/回
参加時間: 30分
開催回数: 4回
＊カレーは、500円で販売しています。＊売り切れ次第終了

1階喫茶
当日受付

（一社）全日本司厨士協会関東総合地方本部神奈川県本部

看板資材を使ってオリジナルの
クリアフォルダをつくってみませんか。
参加費: 200円
参加人数: 随時受付
参加時間: 15分
開催回数: 常時開催中

2階ホール
当日受付

2階ホール
事前予約

（一社）神奈川県広告美術協会横浜横須賀支部

かわいいお手玉人形をつくろう。
風呂敷で着物の形をつくろう。
参加費: 1,400円
参加人数: 10人/回
参加時間: 55分
開催回数: 5回

神奈川県和服裁縫協同組合

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00

すのこづくり＆作品展示販売 / 横浜市建設労働組合連合会 地下１階 ①

組子コースターづくり / 横浜建具組合連合会 1階匠プラザ

自家製パスタ実演 / （一社）全日本司厨士協会関東総合地方本部神奈川県本部

D 特製カレー販売 / （一社）全日本司厨士協会関東総合地方本部神奈川県本部

1階喫茶

1階喫茶

オリジナルクリアフォルダづくり / （一社）神奈川県広告美術協会横浜横須賀支部 2階ホール

お手玉人形づくり・着物のひな形づくり / 神奈川県和服裁縫協同組合 2階ホール

パネル展示＆四ツ目垣縄結び体験 / （一社）神奈川県造園業協会 2階ホール

モバイル茶室で茶の湯と日本文化を学ぼう / （一社）全日本建築士会神奈川支部 2階ホール

アイロン体験、シミ抜き相談 / 神奈川県クリーニング生活衛生同業組合 2階ホール

多色刷りプリント体験 / 神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合 2階工房

体験マッサージ / （一社）横浜市鍼灸マッサージ師会 ２階ホワイエ

豆腐づくり体験 / 横浜豆腐商工業協同組合 ６階601

銅板打ち出し（表札づくり） / 首都圏建設産業ユニオン神奈川支部 ６階602

Let'sペインティング講座 / （公社）神奈川県塗装協会 ６階603

ステージイベント

畳表のコースター＆い草のストラップづくり / 横浜畳組合連合会 1階匠プラザB
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２階ホール

会場体験内容 / 団体名

①

フルーツカービング
・飴細工

フルーツカービング
・飴細工 和太鼓

茶室組立 ①

②

②

③

③

① ② ③ ④ ⑤

①

①

① ②

② ③ ④ ⑤

② ③ ④

① ② ③ ④

⑤

当日受付

当日受付

当日受付

当日受付

当日受付

当日受付

当日受付

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

クリーニング
かふぇもか

よこはま技能まつり特設販売会

すのこづくり＆作品展示販売A 畳表のコースター＆い草のストラップづくりB 組子コースターづくりC

自家製パスタ実演＆
特製ホテルカレー販売D

オリジナルクリアフォルダづくりE お手玉人形づくり・着物のひな形づくりF

パネル展示＆四ツ目垣縄結び体験G モバイル茶室で茶の湯と日本文化を学ぼうH アイロン体験、シミ抜き相談I

多色刷りプリント体験J 体験マッサージK 豆腐づくり体験L

銅板打ち出し（表札づくり）M Let'sペインティング講座N ステージイベントO


