
事業名 実施期間 実施場所 申請者団体名 ホームページアドレス

1 第8回磯子区民駅伝大会 H28.9.16～H28.11.20 株）IHI横浜事業所 磯子区民駅伝大会実行委員会

2
ハマカラ選手権
（ハマのカラオケ選手権）

H28.9.10～H29.12.31 磯子公会堂
第１回ハマのカラオケ選手権大会実
行委員会

http://www.hamakara.net/

3 J-POWERまつり H28.10.16
電源開発（株）磯子火力発電
所

電源開発（株）磯子火力発電所 http://www.jpower.co.jp/bs/karyoku/open_day/isogo.html

4 第16回いそごふるさと寄席 H29.2.4 杉田劇場 いそごふるさと寄席実行委員会

5 洋光台音楽のつどい H28.10.15 洋光台第二小学校 洋光台文化を創る会

6 洋光台にぎわいフェスタ H28.11.5 洋光台駅前サンモール広場 洋光台文化を創る会

7 ふれあい発表会 H28.10.22～10.23
岡村中学校コミュニティハウ
ス

岡村中学校コミュニティハウス

8 平成29年磯子区新年賀詞交換会 H29.1.5 磯子スポーツセンター 磯子区新年賀詞交換会実行委員会

9 第５回ＩＳＯＧＯダンスまつり H28.10.17～H28.12.9 磯子公会堂 磯子区役所

10 まどか新聞 H28.10.11～H29.10.10 新杉田地域ケアプラザ

12
配食サービスでの食中毒予防講
習会

磯子区役所会議室 磯子区役所

13 第28回屏風浦コンサート H28.11.26 屏風浦小学校・体育館 屏風浦小学校PTA http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/byobugaura/index.cfm/1,html

14 磯子区制90周年記念カレンダー H28.11.1～H29.12.31 磯子区役所

15 サンモール洋光台チャレンジ事業 H28.11.1～H29.12.31
サンモール洋光台駅前広場
周辺

サンモール洋光台 http://sunmall-yokodai.yokohama/

16
磯子区地域福祉保健計画に係る
推進会議

H28.10.18～H29.12.29 磯子区役所 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/fukuho/unei/chifukukeikaku.html

17
磯子区地域福祉保健計画「スイッ
チＯＮ磯子」まめ通信

H28.10.18～H29.12.29 磯子区役所 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/fukuho/unei/switchonmame.html

19 タウンニュース磯子区版 H28.10.27～H29.9.30 （株）タウンニュース社 http://www.townnews.co.jp

21
磯子区制90周年記念 第26回いそ
ご芸術文化祭

H28.11.6～29.3.12

磯子公会堂、横浜市社会教
育コーナー、杉田劇場、久良
岐能舞台、磯子センター、根
岸地区センター

磯子区文化協会 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/chishin/katsudo/kyoukai.html

22 第１１回磯子区民綱引き大会 H28.11.13 磯子公会堂スポーツセンター 磯子区綱引連盟

23
磯子区消費生活推進員　得トク
フェスタ

H28.11.3 磯子区役所　区民ホール 磯子区役所 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/chishin/shinko/shohi.html

24 第３回磯子区民輪投げ大会 H28.12.12.～H29.1.31 磯子地区センター 磯子区スポーツ推進委員連絡協議会

25 いそごこどもエコフェスタ2016 H28.11.1～H28.12.10
区民ホール、図書館、屋外駐
車場

磯子区役所 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/

26
広報紙「ふるさと」・上笹下地域ケ
アプラザ自主事業

H28.11.4～H29.12.31 上笹下地域ケアプラザ 上笹下地域ケアプラザ

27
横浜市滝頭地域ケアプラザで発行
する広報誌、事業パンフレット

H28.11.15～H29.12.31 横浜市滝頭ケアプラザ

28 洋光台南公園整備工事（その２） H28.11.1～H29.3.30
磯子区洋光台6-37洋光台南
公園

田野井造園株式会社

30 焼き菓子等にプリントをして販売 ～H29.12/31 欧風菓子フリアンドール 欧風菓子フリアンドール http://friandor.jimdo.com

31
浜小学校コミュニティハウス文化
祭

H28.11.19 浜小学校コミュニティハウス 浜小学校コミュニティハウス http://www.isogo-sk.com/hama-s/

32
磯子地域ケアプラザ　地域交流・
地域包括支援センター自主事業

H28.11.15 磯子地域ケアプラザ 磯子地域ケアプラザ http://www.hama-wel.or.jp/office/isogo/

33
平成２８年度磯子区地域介護予防
連絡会

H28.11.15 磯子公会堂集会室 磯子区役所

34 広報物、配布物への活用 H28.11.20～H29.12.31 横浜市磯子センター

35 株式会社横浜シーサイドライン H28.11.30～H29.3.31
横浜シーサイドライン新杉田
駅

株式会社横浜シーサイドライン http://www.seasideline.co.jp

36 磯子区まちづくり方針改訂業務 H28.12..22～H29.3.31 磯子区区政推進課 磯子区役所 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kusei/kikaku/toshimasu/

37 屏風ヶ浦地域ケアプラザ H28.12.1.～H29.12.31 屏風ヶ浦地域ケアプラザ 屏風ヶ浦地域ケアプラザ http://www.shinkoufukushikai.com/kaigo/care_plaza/byo_bu/byobu_home/byobu.html

38 第４回上笹下地区輪投げ大会 H29.1.4～H29.2.18 上中里地区センター体育館
上笹下連合地区スポーツ推進委員連
絡協議会

40 横浜市市電保存館再整備事業 H29.1.1～H29.1.31 横浜市電保存館 横浜市交通局協力会

41
磯子消防団員確保対策に伴うポス
ターの作成

H28.12.12～H29.3.31 区内 磯子消防署、磯子消防団
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42 磯子区人権啓発講演会 H29.3.8 磯子公会堂 磯子区役所

43 洋光台三丁目町内会だより H29.1.1～H29.12.31 洋光台三丁目内 洋光台三丁目町内会

44
磯子区制９０周年記念　初春学び
の会2017

H29.1.11 夢ひろば NPO法人　夢コミネット http://yumecomi.net/

45
磯子区制９０周年記 平成29年　上
笹下地区新年賀詞交換会

H28.12.13～H29.1.31 上中里地区センター
上笹下地区新年賀詞交換会実行委
員会

46
第２回洋光台ちょい呑みフェスティ
バル

H29.2.14～H29.2.15 洋光台駅周辺 第２回洋光台ちょい呑み実行委員会 http://www.facebook.com/ykd.choinomi/

47
磯子区制90周年記念アルバム作
成

H29.1.1～H29.12.31 磯子区役所戸籍課 磯子区役所

48 ロコモ予防講演会 H28.12.20 磯子区役所７階会議室 磯子区役所

49 磯子の街・人・掘割川パネル展 H29.1.21～H29.1.27
磯子区総合庁舎１階区民
ホール

掘割川魅力づくり実行委員会

50
磯子公会堂自主事業・「魔女の宅
急便』無料映画会

H28.12.27～H29.1.9 磯子公会堂ホール 磯子公会堂 http://www.isogo-ph.com

52
新杉田臨海部オープニングイベン
ト

H29.3.26  14時～ 杉田臨海緑地 磯子区役所

54 美空ひばり名曲口笛コンサート 42854
磯子区民文化センター（杉田
劇場）

高橋一眞と愉快な仲間たち実行委員
会

55
はまかぜ新聞２月号「第５回
ISOGOダンスまつり」広報記事

H29.2.1～ 株式会社はまかぜ新聞 http://www.hamakaze.com

56 いそっぴゴールデンウィーク2017 H29.4.22～H29.5.7 磯子区内の各施設 磯子区館長連絡会

57
磯子区政９０周年　アマチュア無線
記念局運用事業

H29.2.1～H29.12.31
磯子まつり会場、その他区内
各所

JARL横浜磯子クラブ http://www.kangaerubosai.sakura.ne.jp

59
社協内で行う区民向けの会議、イ
ベント等

H29.2～H29.12.31 磯子区内 磯子区社会福祉協議会 http://www.isoshakyo.com

60 磯子消防署火災予防広報活動 H29.2.20～H30.3.30 磯子区内 磯子消防署予防課

61 磯子区政９０周年記念　大会/教室 H29.4.1～H29.12.31 区内スポーツ施設等 磯子区役所

62 洋光台　梅の里まつり H29.2.18(予備日2.19) 洋光台西公園　梅の里 洋光台連合自治会町内会

63 磯子公会堂　自主事業 H29.2.10～H29.12.28 磯子公会堂 磯子公会堂 http://www.isogo-ph.com

64
シーサイドライン車両基地解放イ
ベント

H29.3.1～H29.4.8
シーサイドライン車両基地（並
木中央駅下車すぐ）

株式会社　横浜シーサイドライン http://www.seasideline.co.jp/

65 岡村地区　梅まつり等　諸行事 H29.3.1～H29.12.28 岡村地区連合内　各地区 岡村地区連合町内会

66
杉田にまつわるエトセトラVol.3
茂山瑶ピアノリサイタル～ポーラン
ド・ショパンの便り～

H29.2.28～H29.5.2
磯子区民文化センター杉田
劇場 リハーサル室

鈴研音楽会 https://suzukenconcert.jimdo.com

67 磯子地区 ふれあい運動会 H29.4.23 磯子センター体育館 磯子地区青少年指導員協議会

68 掘割川キーホルダー作成 H29.3.26～H29.12.27 イベント会場等 掘割川魅力づくり実行委員会

69 上笹下地区　青少年指導員だより H29.4.1～H29.12.31
町内会・自治会、さわの里小
児童に配布

上笹下地区青少年指導員協議会

70
「戸籍課を飾ったおりがみたち」の
展示

H29.3.3～H29.3.8 区民ホールギャラリー 磯子区役所戸籍課

71 びっくり、大魚ー展 H29.4.29～H29.5.7
はまぎんこども宇宙科学館B2
特別展示室

はまぎん　こども宇宙科学館 http://www.yokohama-kagakukan.jp/

72 磯子区民軟式野球大会 H29.3.19～H29.12.3
新杉田公園球場、岡村公園
球場、日清オイリオグランド他

磯子区野球協会 http://isogo-baseball-association.com/

73
いそっぴゴールデンウィーク　パパ
と一緒におやつ作り

H29.4.22
磯子区地域子育て拠点　いそ
ピヨ　研修室

磯子区地域子育て拠点　いそピヨ http://www.isopiyo-isogo.jp/

74 食生活等改善推進員関連事業 H29.2.28～H29.12.31 磯子区役所および磯子区内 磯子区役所健康づくり係

75 磯子区保健活動推進員事業 H29.3.16～H29.12.31 磯子区役所 磯子区保健活動推進員

76 おいしいお話し読み聞かせ H29.8.24、H29.12.21 磯子図書館 磯子区役所健康づくり係

77 ふれあい亭　広報紙 H29.3.3～H29.3.31 磯子区役所７階 ふれあい亭運営委員会

78 区民施設利用協会　施設内掲示 H29.3.7～H29.12.28
区民利用施設協会　所管施
設（区内11か所）

磯子区区民利用施設協会 http://www.isogo-sk.com/

79 掘割川の日　動物検疫所　花見会 H29.3.26 動物検疫所等 掘割川魅力づくり実行委員会

80 国際交流推進事業 H29.3.18～H29.12.20
磯子公会堂・集会室、磯子セ
ンター

磯子区国際交流コーナー運営委員会

81 磯子区グラウンドゴルフ大会 H29.3.10～H29.4.15 新杉田公園 磯子区グラウンドゴルフ協会
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82
第35回日清オイリオ横浜磯子春ま
つり

H29.4.22～H29.4.23
日清オイリオグループ㈱横浜
磯子事業場

株式会社マーケティングフォースジャ
パン

http://www.nisshin-oillio.com/company/kojo/open.shtml

83 夏まつり・健民祭 Ｈ29.5.1～Ｈ29.10.15
夏祭り：汐見台商店会前広場
健民祭：汐見台小学校

汐見台自治会連合会

84 冊子　磯子区　海の見える丘の町 H29.4.30 図書館等 （個人）

86 磯子区民生活マップ H29.3.28～H31.3.31
磯子区役所戸籍課窓口、広
報相談係窓口

磯子区　区政推進課

87 平成29年度　ホタル観賞会 H29.5.13～H29.6.10
金沢自然公園夏山外園区
「二の沢池」下流　小川の傾
斜地側

上笹下連合地区スポーツ推進委員連
絡協議会

88 第4回あるけあるけ潮干狩り大会 H29.3.18～H29.5.14 野島公園
上笹下連合地区スポーツ推進委員連
絡協議会

89
ホセ・マリア・ガジャルド・デル・レイ
with 高木洋子 CD リリース記念
横浜公演

H29.10.1
磯子区民文化センター杉田
劇場

プリマベーラ http://www.sugigeki.jp/

90 劇団「横綱チュチュ」第14回本公演 H29.9.9～H29.9.10
磯子区民文化センター杉田
劇場

劇団「横綱チュチュ」 http://www.geocities.jp/yokodunachuchu04/

91
スポーツを用いた地域コミュニティ
活性化イベント

H29.6.11 磯子区洋光台 建築局住宅再生課

92 国民年金制度アピール事業 H29.5.1～H29.12.31
区内高等学校、商店街連合
会ほか

横浜市磯子区保険年金課

93 子育て広場ブーケまつり H29.4.20～H29.5.15 プララ杉田１階、パティオ広場 新杉田地域ケアプラザ

94 「ご近所同士のささえあい」講演会 H29.5.17～H29.8.29 磯子公会堂ホール 磯子区福祉保健課

95 上笹下地区　紙ヒコーキ大会 H29.6.17～H29.7.23 さわの里小学校 上笹下地区青少年指導員協議会

96
磯子区制90周年記念　美空ひばり
讃歌

H29.6.15～H29.8.15 磯子公会堂 NPO法人　日本国際童謡館 http://doyokan.net/kanagawa/

97
磯子区民文化センター杉田劇場
自主・共催事業

H29.6.1～H30.3.31
磯子区民文化センター杉田
劇場ホール及びコスモス、磯
子公会堂　他

磯子区民文化センター杉田劇場 http://www.sugigeki.jp/

98
横浜にぎわい座「横浜にぎわい寄
席」九月興行磯子区民優待デー

H29.9.1～H29.9.7 横浜にぎわい座
公益財団法人 横浜市芸術文化振興
財団

http://nigiwaiza.yafjp.org/

99 子ども消費生活セミナー H29.8.1 磯子公会堂集会室 磯子区地域振興課

100 横浜市長選挙　区独自啓発 H29.7.1～H29.7.30 区内高等学校 磯子区総務課

101
滝頭地区スポーツ推進員が主催・
共催するイベント

H29.4.1～H29.12.25
岡村中学校、滝頭小学校、磯
子区内、横浜市内

滝頭地区スポーツ推進委員会

102 いそご地域活動フォーラム2017 H29.5.15～H29.6.17
区役所1階区民ホール、
磯子公会堂集会室

磯子区地域振興課

103 認知症とロコモ　予防講演会 H29.7.1～H29.9.1 磯子区役所７階会議室 磯子区高齢障害支援課

104 上笹下みんなでイキイキ体操 H29.6.20～H29.11.30
上笹下地域ケアプラザ
上笹下地区センター

スイッチON磯子上笹下地区推進協議
会

105 いそろく　第72号 H29.7.15～H29.12.31 区役所、磯子センター等 磯子区老人クラブ連合会

106 掘割川の日 H29.8.20 農林水産省動物検疫所 磯子区区政推進課

107
全ほどスリッパ卓球選手権大会
2017

H29.6.21～H29.11.11 浜マーケット　その他
全ほどスリッパ卓球選手権大会実行
委員会

https://www.slipper.yokohama/

108 災害時要援護者支援事業 H29.7.1～H29.12.31
自治会が開催する研修場所
等

磯子区高齢障害支援課

109
ふれあい杉田まつりお宝スタンプ
ラリー

H29.8.26
杉田駅前商店街通り・聖天橋
センター通り・杉田商店街通
り

杉田駅前商店街

110 オータムフェスティバル2017 H29.10.21～H29.10.22
洋光台第三小学校コミュニ
ティハウス

洋光台第三小学校コミュニティハウス http://www.isogo-sk.com/youkoudai3/

111
はまかぜ　さかえ・とつか版、洋港
版

H29.7.1～H29.10.31 （はまかぜ紙面） 株式会社　はまかぜ新聞社 http://www.hamakaze.com/

112 ぷらっと親子DE洋光台 H29.7.15～H29.8.28 洋光台地域ケアプラザ
洋光台地区子育て支援連絡会議（磯
子区こども家庭支援課）

113 記念品配布事業 H29.8.5 禅馬町内会館 禅馬町内会

114
磯子区制90周年ウォーキングイベ
ント

H29.7.14～H29.10.7
磯子区総合庁舎・海のみえる
公園・浜マーケット・磯子消防
署

磯子区福祉保健課健康づくり係

115 磯子まつり健康講演会 H29.7.28～H29.10.1 横浜市磯子地域ケアプラザ 横浜市磯子区医師会 http://isogo-med.org/

116
第9回さわやかスポーツ普及委員
会
グラウンドゴルフ交流大会

H29.10.22 新杉田公園 さわやかスポーツ普及委員会 http://www2.yspc.or.jp/ysa/sawayaka/chiku/index.php?area_cd=9

117 横浜市電保存館 H29.7.22～H29.12.31 横浜市市電保存館 一般財団法人　横浜市交通局協力会 http://www.shiden.yokohama/

118 滝頭コミュニティハウス作品展 H29.11.11～H29.11.12 滝頭コミュニティハウス 滝頭コミュニティハウス http://www.isogo-sk.com/takigashira/

119 第17回　ほっと・ナイト・夢まつり H29.9.2 屏風浦小学校 屏風浦小学校　学校運営協議会
http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/byobugaura/index.cfm/1,1
817,44,193,html
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120 磯子区制90周年記念式典 H29.8.1～H29.10.1 磯子公会堂 磯子区総務課

121
2017年下期　駅からハイキング
磯子駅～石川町駅

H29.9.1～H29.12.25
磯子駅～石川町駅沿線の各
スポット

東日本旅客鉄道株式会社　横浜支社
営業部　販売促進課　観光開発グ
ループ

https://www.jreast.co.jp/ekihai/index.aspx

122 大崎公園整備工事 H29.8.7～H30.1.31 磯子区栗木３－９ 一造園土木株式会社

123 「磯子のABC」作成 H29.9.1～H30.12.31 磯子区区政推進課 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/chishin/shinko/isogo-abc.html

124 瀧頭八幡神社祭礼 H29.8.5～H29.8.6 瀧頭八幡神社境内 原町町内会

125 第７回グランドゴルフ大会 H29.8.1～H29.9.7 さわの里小学校　グランド
上笹下地区連合スポーツ推進委員連
絡協議会

126 第52回　上笹下地区健民祭 H29.9.1～H29.10.15 磯子高校グランド 上笹下連合健民祭実行委員会

127
第９回磯子区民駅伝大会　ポス
ター

H29.8.10～H29.11.26 ㈱ＩＨＩ横浜事業所 株式会社アケタライン

128 第9回磯子区民駅伝大会 H29.9.1～H29.11.26 株式会社IHI横浜事業所内 磯子区民駅伝大会実行委員会
http://www.yspc.or.jp/isogo_sc_ysa/

129
学びあいと仲間づくりフェスタ
10年間の軌跡

H29.8.1～H30.3.31 磯子区洋光台5-6-27-505 学びあいと仲間づくり協議会

130 杉田地区健民祭 H29.10.8 横浜市立浜中学校グランド 杉田地区健民祭実行委員会

131 健民祭磯子地区大会 H29.10.8 磯子小学校 磯子地区青少年指導員協議会

132 第29回　屏風浦コンサート H29.11.18 屏風浦小学校体育館 屏風浦小学校PTA http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/byobugaura/index.cfm/

133
神奈川ドライビングスクール 交通
安全フェスタ

H29.9.1～H29.11.5 神奈川ドライビングスクール 神奈川ドライビングスクール http://kds.gr.jp/

134
平成29年度　磯子区改革推進委
員会

H29.8.22～H30.3.30 磯子区役所 磯子区総務課

135
親子向け防災講演「防災エンス
ショー」

H29.9.4～H29.11.18
磯子センター（磯子地区セン
ター体育館）

磯子区総務課

136 すぎたから♡つな５(ゴー)　２０１７ H29.9.1～H29.10.28
いそご地域活動ホームいぶ
き、南部療育センター、新杉
田公園

すぎたから♡つな５(ゴー)　実行委員
会

http:/www.lfa.jp/ibuki/

137 J-POWERまつり H29.10.15
電源開発株式会社 磯子火力
発電所

電源開発株式会社 磯子火力発電所 http://www.jpower.co.jp/bs/karyoku/open_day/isogo.html

138
磯子区制90周年を祝う総合学習
の発表・展示

H29.8.28～H30.1.31
汐見台小学校、区役所１階区
民ホール

汐見台小学校

139
認知症とロコモ　予防講演会　当
日資料

H29.9.1 磯子区役所７階会議室 磯子区高齢障害支援課

140
統計白書2017「いそごポケット」の
発行

H29.11.1～H30.10.31 磯子区役所６階総務課窓口 磯子区総務課 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/somu/senkyo/toukei/

141 いそご　ふれあいまつり H29.9.7～H29.10.1 磯子駅構内 東日本旅客鉄道株式会社　磯子駅

142
区内幼稚園保育施設紹介パネル
展

H29.10.16～H29.10.27 区役所1階区民ホール 洋光台第二保育園

143
横浜市立脳卒中･神経脊椎セン
ター 給食事業

H29.9.29
横浜市立脳卒中･神経脊椎セ
ンター(併設の介護老人保健
施設 コスモスを含む)

横浜市立脳卒中･神経脊椎センター http://www.city.yokohama.lg.jp/byoin/nou/

144
杉田地区センターフェスティバル
2017

H29.11.4～H29.11.5 横浜市杉田地区センター 横浜市杉田地区センター
http://www.isogo-sk.com/sugita-center/

145 第12回磯子区民綱引大会 H29.11.5 IHI横浜事業所　体育館 磯子区綱引連盟

146 洋光台にぎわいフェスタ H29.11.11 洋光台駅前ドトール横広場 洋光台文化を創る会

147
磯子区消費生活推進員　得トク生
活フェスタ

H29.11.3 磯子区役所１階　区民ホール 磯子区地域振興課 http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/chishin/shinko/shohi.html

148 ふれあい発表会 H29.10.14～H29.10.15
岡村中学校コミュニティハウ
ス

岡村中学校コミュニティハウス http://www.isogo-sk.com/okamura/

149
磯子事業会と磯子区役所が「地域
活性化に関する包括連携協定」を
締結

H29.10.2 磯子区役所 磯子区地域振興課

150 磯子区人権啓発講演会 H29.12.6 磯子公会堂 磯子区総務課

151
磯子区保育・教育施設紹介パネル
展

H29.10.16～H29.10.26 磯子区役所１階区民ホール こども家庭支援課

152 いそごこどもエコフェスタ2017 H29.11中旬～H29.12.9
磯子区役所１階、駐車場広場
ほか

磯子区区政推進課

153 第39回　商店街朝市 H29.11.3まで 磯子区役所 磯子区地域振興課

154
上笹下地区　羽子板作りと羽根つ
き大会

H29.11.7～H29.12.3
上中里地区センター(中会議
室・体育館)

上笹下地区青少年指導員協議会

155 横浜市 歴史博物館 磯子区民デー H29.10.28 横浜市歴史博物館 横浜市 歴史博物館

156
いそご民児協スペシャルコンサー
ト

H29.11.17～H30.2.10 磯子公会堂ホール 磯子区福祉保健課
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157
横浜市立中学校教育研究会養護
教諭部会

H29.12.13 磯子区中学校教育研究会

158 洋光台中央クラブ　40周年記念 2017/11/26～H29.12.31 UR中央団地集会所 洋光台中央クラブ

159
企画展示「日本のかたち～明治・
大正・昭和の地図～」

H29.11.21～H29.12.17
中央図書館１階　展示スペー
ス

横浜市中央図書館調査資料課
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