
(1) 区が主催・共催した事業

事業名 主催・共催 実施日

生涯学習講座「いずみ学」 泉区 ２月２日(火)ほか

泉区人財バンク登録団体発表会 泉区 ２月６日(土)

第29回泉区社会福祉大会
泉区社会福祉協議会・
神奈川県共同募金会泉支会・泉区

２月27日(土)

福祉の作品展 泉区社会福祉協議会・泉区 ３月１日（火）～６日（日）

自立支援シンポジウム
泉区障害福祉自立支援協議会・
泉区地域活動ホームかがやき・泉区

３月６日（日）

泉区自治会町内会長感謝会 泉区 ３月９日(水)

寸劇フェスティバル 泉区 ３月13日(日)

泉区青少年フェスティバル 青少年指導員協議会・泉区 ３月13日(日)

泉区防災講演会 泉区 ３月16日(水)

いずみ相模凧揚げ会 泉伝統文化保存会・泉区 ５月５日(木)

健康ウォーキング講座 泉区・泉区保健活動推進員会 ５月11日(水)ほか

みんなで健康アップ！フェスティバル 泉区 ６月２日(木)ほか

泉区太鼓・お囃子フェスティバル 泉郷土芸能保存会・泉伝統文化保存会・泉区 ６月19日(日)

区制30周年記念BOOK福袋 泉図書館・泉区 ６月21日(火)～27日(月)

認知症講演会 横浜市立大学・泉区 ９月８日（木）

いずみっこひろば いずみっこひろば実行委員会・泉区 ９月９日(金)10日(土)

泉区制30周年　食育講演会 泉区 ９月30日(金)

全国都市緑化よこはまフェア区連携事業 横浜市・泉区 10月～６月

泉区民スポーツフェスティバル 泉区体育協会・泉区 10月10日(月)

いずみ歌舞伎公演 泉伝統文化保存会・泉区 10月15日(土)16日(日)

第30回泉区民文化祭 泉区文化振興委員会・泉区 10月24日(月)～11月6日(日)

泉区体育協会設立30周年記念式典・祝賀会 泉区体育協会 11月20日(日)

スマートイルミネーションいずみ 泉区 12月３日(土)

泉区人権啓発講演会「自分の可能性を求めて
～障害者差別と人権～」

泉区 12月14日（水）

平成28年に実施された事業



事業名 主催 実施日
平成28年泉区消防出初式 泉区消防出初式実行委員会 １月５日(火)

平成28年新年祝賀会 泉区新年祝賀会実行委員会 １月５日(火)

第25回ふれあい“ザ”いずみ軽スポーツ大会 ふれあい“ザ”いずみ軽スポーツ大会実行委員会 ５月21日(土)

事業名 主催 実施日
新春歩け歩け大会 和泉北部連合自治会 １月３日(日)

緑園小学生作文コンクール表彰式・発表会 緑園地区活性化委員会 １月９日(土)

上飯田連合自治会文化展 上飯田連合自治会 １月９日(土)

上飯田連合自治会青少年育成の集い 上飯田連合自治会 １月10日(日)

中田連合自治会新春健康マラソン大会 中田連合自治会 １月17日(日)

下和泉連合町内会ジョギング＆作品展表彰式 下和泉連合町内会 １月31日(日)
富士見が丘連合新春マラソン＆ウォーキング大会 富士見が丘連合自治会 １月31日(日)

３地区合同マラソン大会
緑園地区活性化委員会
中川地区経営委員会
新橋住みよい街づくり委員会

２月６日(土)

消費生活情報展 泉区消費生活推進員の会 ２月25日(木)26日(金)

神明台のつどい・見学会
中川地区経営委員会
新橋住みよい街づくり委員会

３月26日(土)

和泉中央地区さくらまつり 和泉中央地区経営委員会 ４月３日(日)

新橋連合30周年記念式典 新橋連合自治会 ５月29日(日)

上飯田連合自治会あやめ祭り 上飯田連合自治会 ６月５日(日)

新橋連合小運動会 新橋連合自治会 ６月19日(日)

和泉川クリーンアップ 和泉中央地区経営委員会 ７月３日(日)

緑園子ども見守りプロジェクト（春） 緑園地区活性化委員会 ７月４日(月)11日(月)

新橋連合夏祭り 新橋連合自治会 ７月23日(土)

しらゆり公園納涼盆踊り大会 しらゆり連合自治会 ７月30日(土)31日(日)

緑園夏祭り大会 緑園連合自治会 ８月６日(土)

サマーフェスティバル＆盆踊りin下和泉 下和泉連合町内会 ８月６日(土)

中田連合サマーフェスティバル 中田連合自治会 ８月27日(土)

案山子コンテスト 富士見が丘地区経営委員会 ９月４日(日)～10月16日(日)

いちょう団地祭り いちょう団地連合自治会 10月１日(土)

緑園連合運動会 緑園連合自治会 10月２日(日)

和泉中央連合体育祭（雨天により中止） 和泉中央連合自治会 10月９日(日)

下和泉連合体育祭(雨天により中止) 下和泉連合町内会 10月９日(日)

上飯田連合自治会体育祭（雨天により中止） 上飯田連合自治会 10月９日(日)

上飯田団地連合自治会運動会(雨天により中止) 上飯田団地自治会 10月９日(日)

中田連合大運動会(雨天により中止) 中田連合自治会 10月９日(日)

中川連合町内会大運動会 中川連合町内会 10月10日(祝･月)

和泉北部連合大運動会 和泉北部連合自治会 10月10日(祝･月)

しらゆり連合体育祭 しらゆり連合自治会 10月10日(祝･月)

和泉北部連合自治会30周年記念イベント 和泉北部連合自治会 10月15日(土)

富士見が丘連合まつり 富士見が丘連合自治会 10月16日(日)

４連合自治会、上飯田地区センターもみじ祭り
上飯田連合自治会、上飯田団地連合自
治会、いちょう団地連合自治会、和泉
北部連合自治会、上飯田地区センター

10月29日(土)30日(日)

緑園子ども見守りプロジェクト（秋） 緑園地区活性化委員会 11月４日(金)29日(火)

中川連合町内会ふれあいまつり 中川連合町内会 11月５日(土)６日(日)

新橋アッテまつり 新橋連合自治会 11月13日(日)

和泉中央地区ふるさとまつり 和泉中央地区経営委員会 11月13日(日)

第43回中田文化祭 中田連合自治会 11月13日(日)

しらゆり連合町内会文化祭 しらゆり連合自治会 11月20日(日)

ふれあい団地まつり 上飯田団地連合自治会 11月20日(日)

泉区ふれあいスポーツソフトバレーボール大会 泉区スポーツ推進委員連絡協議会 12月４日(日)

(2) 区が催事の実行委員会の構成員(事務局)となっている事業

(3) 連合・自治会町内会等が実施した事業(後援をしていないもの)



事業名 主催 実施日
泉区民駅伝大会 泉区体育協会 ２月14日(日)

フォンテミュージカル2016 泉区民文化センターテアトルフォンテ 2月27日(土)28日(日)

明るい選挙のわいわいファミリーフォーラム 泉区明るい選挙推進協議会 ２月28日(日)

泉区さわやかスポーツ大会 泉区さわやかスポーツ普及委員会 ２月28日(日)

横浜西口探偵物語２ 泉区にまつわる宝を探せ！ 株式会社相鉄ビルマネジメント ３月３日(木）～31日(木)

泉区映画祭 オアシス21世紀の会 ３月18日(金)

泉区春季囲碁大会 泉区囲碁連盟 ４月10日(日)

第30回泉区舞踊協会芸能大会 泉区舞踊協会 ４月23日(土)

民謡・舞踊普及会おさらい発表会 民謡・舞踊普及会 ５月３日(火)

第12回親子で凧づくりと凧揚げ大会 オアシス21世紀の会 ５月５日(木)

第12回中田地域健康まつり 中田地区健康まつり実行委員会 ５月15日(日)

泉区三曲会チャリティ演奏会 泉区三曲会 ５月22日(日)

横浜さつき会花季展 横浜さつき会 ５月23日(月)～25日(水)

泉管弦楽団第43回定期演奏会 泉管弦楽団 ６月５日(日)

泉キャンドルナイト 泉キャンドルナイト実行委員会 ６月25日(土)

第9回泉区美術展 泉区美術会 ７月12日(火)～18日(月)

自治体交流少年サッカー大会 泉区サッカー連盟 7月23日(土)24日(日)

ふれあいまつりin日本丸 特定非営利活動法人いずこい踊り実行委員会 ７月31日(日)

泉区民謡連合会第30回チャリティー大会 泉区民謡連合会 ９月３日(土)

泉区秋季囲碁大会 泉区囲碁連盟 ９月４日(日)

介護職応援フェア 泉区老人福祉施設長研究会 ９月14日(水)

東日本大震災義援金チャリティー キャンドル歌仲間愛好会 ９月18日(日)

仙台市ソフトボール・バレーボール交流大会 泉区体育協会 10月19日(水)

泉区・栄区制30周年記念ウォーキング大会 いずみ歩け歩けの会 10月23日(日)

泉区民ふれあいまつり 泉区民ふれあいまつり実行委員会 11月３日(木)

第16回いずこい踊り 特定非営利活動法人いずこい踊り実行委員会 11月３日(木)

相鉄さわやかウォーキング 相模鉄道株式会社 11月３日(木)

第13回泉地区健康まつり 泉地区健康まつり実行委員会 11月６日(日)

泉区民マラソン大会 泉区体育協会 11月13日(日)

第29回泉区チャリティー芸能大会 泉区チャリティー芸能大会実行委員会 12月３日(土)

泉管弦楽団第44回定期演奏会 泉管弦楽団 12月４日(日)

泉区体育協会各専門部主催大会 泉区体育協会各専門部 通年

(4) 区が後援をした事業
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