
金沢区制７０周年記念事業　開催一覧表 ※下記の事業内容や開催日等は、今後変更となる可能性があります。 平成３０年６月１８日現在

4月1日～3月31日 アマチュア無線記念局 横浜金沢５９９ハムクラブ 記念局の開設、交信証の発行 ―

4月～3月の第四土曜日 MDCアウトレットセール 協同組合横浜マーチャンダイジングセンター 理由あり商品等の直売市 MDC組合会館及びその一帯の生活用品系企業群

4月28日（土）～5月6日（日） ゴールデンウィークイベント 金沢動物園 ― 金沢動物園

5月3日（木・祝） 第21回称名寺薪能 実行委員会・金沢区役所 ― 称名寺

5月5日（土） 旧川合玉堂別邸保全活用事業　春のイベント「野点」 金沢区役所 ― 旧川合玉堂別邸

5月13日（日）～5月19日（土） 区民ギャラリー展示「名士の足跡を辿る」 金沢区街の先生（林原　泉） ― 区民活動センター　他

5月15日（火） 金沢区制７０周年を祝う会（キックオフイベント） 金沢区役所 ― 区役所

5月26日（土） J-TRECフェスティバル２０１８ 株式会社総合車両製作所 近隣住民の方や社内従業員への慰労イベント 総合車両製作所 横浜事業所

5月26日（土）、6月2日（土）・9日
（土）・16日（土）・23日（土） 記念講座「歴史に親しむ金沢」 関東学院大学　社会連携センター 身近な金沢の歴史と文化を分かりやすく説明 関東学院大学

5月28日（月） 地域公開講演会「外国につながる親・子どもたちに寄り添って」 金沢国際交流ラウンジ 外国につながる子どもたちへの理解と支援 公会堂

5月7日（月）～7月1日（日） 金沢区民感謝デー・ワンデーパス半額 横浜・八景島シーパラダイス チケット割引・イベント開催 横浜・八景島シーパラダイス

6月1日（金）～７日（木） 横浜にぎわい寄席六月興業　金沢区民優待デー 横浜市芸術文化振興財団 区内在住・在勤・在学者に優待価格で販売 横浜にぎわい座

6月2日（土） Aozora Factory in 三井アウトレットパーク Aozora Factory運営委員会 LINKAI横浜金沢ものづくり体験ワークショップ 三井アウトレット横浜ベイサイド

6月3日（日） 春季成人女子バレーボール大会 金沢区スポーツ推進委員連絡協議会 ― ―

6月9日（土） 金沢区生涯学習“わ”の会設立20周年記念講演会 金沢区生涯学習“わ”の会 「金沢」をテーマとした歴史講演会 横浜市立大学

6月9日（土）～7月1日（日） 第18回八景島あじさい祭 八景島あじさい祭実行委員会 ― 横浜・八景島シーパラダイス

６月12日（火）～17日（日） 2018年度横浜金沢写真連盟・横浜金沢観光協会合同公募展 横浜金沢写真連盟・横浜金沢観光協会 区民による写真を通じた芸術文化の推進 横浜市民ギャラリー

7月28日（土） ウォーキング【金沢沖遊覧】 横濱金澤シティガイド協会 金沢区民に金沢の魅力を感じてもらう街歩き

7月28日（土）・29日（日） ジュニアサマー金沢 金沢区青少年指導員協議会 カヌー体験、磯遊び等の宿泊体験学習 野島研修センター

7月28日（土）・29日（日）、
8月４日（土）・5日（日）

YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ2018 powered by ニッパツ 横浜市体育協会 一般市民を対象としたスポーツイベント 海の公園・ビーチ

7月29日（日） 夏季少年ソフトボール大会 金沢区スポーツ推進委員連絡協議会 ― ―

８月5日（日）、25日（土） 海水からの塩づくり と 昔、塩を運んだ”塩の道”を歩く 金沢区役所 ― 海の公園ほか

8月7日（火） 食中毒予防キャンペーン 金沢区食品衛生協会 食品衛生に関する知識の普及啓発 ビアレヨコハマ　イオン金沢シーサイド店

8月10日（金） 金沢区交通安全・防犯のつどい 金沢区安全・安心まちづくり推進協議会 交通安全・防犯功労者の表彰式、交通安全・防犯のぼり旗贈呈式、交通安全宣言等を行います。 横浜市立大学

８月11日（土）・12日（日） こどもまつり 金沢動物園 ぼたんちゃん出演 金沢動物園

8月25日（土） 第44回金沢まつり　花火大会 実行委員会・金沢区役所 ― 海の公園

8月26日（日） 金沢区民参加ステージ2018　ヘソ薬師 金沢区舞台芸術サークル「潮の音」 金沢区の民謡支部が集結。日頃の成果を発表民話の伝承と文化の継続 金沢産業振興センターホール

９月10日（月）～16日（日） 植物色鉛筆画華道合同展示会 金沢華道会 区制70周年記念として金沢区の植物70品種を展示 公会堂多目的室

９月15日（土）～21日（金） 環境事業推進委員駅周辺クリーンキャンペーン 金沢区環境事業推進委員連絡協議会 各駅の周辺でたばこや空き缶等のポイ捨てごみの清掃活動を実施 京浜急行４駅及びシーサイドライン９駅

9月17日（月・祝） 第１回金沢八景シーカヤック大会 NPO法人横浜金沢カヌークラブ 金沢区の海上において、全世代が参加できるシーカヤックレースを開催 海の公園～野島～金沢八景の海上

９月18日（火）～28日（金） 動物愛護週間行事 金沢区獣医師会 園児の描いた動物の絵を展示 区役所１階展示スペース

9月30日（日） 第９回横浜シーサイドトライアスロン大会 実行委員会・金沢区役所 ― 横浜・八景島シーパラダイス、金沢工業団地周辺

10月～１月（計５回） キラキラかなざわっ子　スポーツフェスティバル 区内教育・保育施設 保育園在園児が楽しく交流 公園（５か所）

10月4日（木） 医療と健康に関する区民向け講演会 金沢区三師会 ― 公会堂多目的室

10月6日（土） 旧川合玉堂別邸保全活用事業　秋のイベント 金沢区役所 ― 旧川合玉堂別邸

10月6日（土）～8日（月・祝） 横浜金沢クラフトビール＆グルメフェスタ2018 実行委員会（横浜・八景島、横浜シーサイドライン、横
浜金沢観光協会）・金沢区役所

区の地産地消を応援するビールと食の祭典 八景島

10月8日（月・祝） 横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル2018 金沢スポーツセンター オリンピアンによるかけっこ教室、爽やかスポーツ体験、各種教室体験等 金沢スポーツセンター

10月上旬 どうぶつえんの文化祭 金沢動物園 ぼたんちゃん出演 金沢動物園

10月10日（水）～11月9日（金） 見にきて身になる！ミニ体験講座 金沢区役所 ― 区内区民利用施設、コミュニティサロン

10月13日（土） ウォーキング【区内及び磯子区】 横濱金澤シティガイド協会 金沢区民に金沢の魅力を感じてもらう街歩き

10月20日（土） 第44回金沢まつり　いきいきフェスタ 実行委員会・金沢区役所 ― 海の公園

10月20日（土） Aozora Factory Aozora Factory運営委員会 LINKAI横浜金沢ものづくり体験ワークショップ 海の公園なぎさ広場

10月7日（日）～12月8日（土） 第30回金沢区民文化祭 金沢区民文化祭実行委員会 金沢区民の文化芸術活動の発表及び鑑賞の場として作品展示及び公演を開催 公会堂ほか

10月未定 旧伊藤博文金沢別邸　秋季茶会 金沢茶道会 歴史ある場所で金沢区民にお茶を召し上がっていただく 旧伊藤博文金沢別邸

日時 開催場所

＜30年度通年＞

＜６月＞

＜７月＞

＜８月＞

＜５月＞

事業名 団体名 事業内容

＜９月＞

＜10月＞

http://www.mdc.or.jp/topics2.html
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https://www.ykcc.jp/
http://sea.tri.yokohama/
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kusei/kikaku/gyokudo/
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/
http://yokokanaguide.org/?page_id=10
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金沢区制７０周年記念事業　開催一覧表 ※下記の事業内容や開催日等は、今後変更となる可能性があります。 平成３０年６月１８日現在

日時 開催場所事業名 団体名 事業内容

11月上旬 金沢区オリジナルラーメン 京急電鉄、関東学院大学 学生提案によるオリジナルラーメン制作 ※調整中

11月17日（土） 健康ウオーキング２０１８ 金沢区役所 ― 富岡八幡公園 ～ 海の公園

11月17日（土） フォーラムKANAZAWA2018 実行委員会・金沢区役所 ― 公会堂および区役所

11月18日（日） 秋季成人女子バレーボール大会 金沢区スポーツ推進委員連絡協議会 ― ―

11月25日（日） 歴史講演会 NPO法人 横浜金沢文化協会 ― 公会堂多目的室

11月未定 柴漁港　秋のさかなフェア 横浜市漁業協同組合 柴支所 横浜・柴の漁業を広く知っていただく 柴漁港

12月8日（土） 公園愛護会のつどい 金沢区役所 ― 横浜市立大学

1月6日（日） 横浜金澤七福神 横浜金沢観光協会 ― 区内七寺社・八景島

1月19日（土） 第24回どんど焼き 横浜金沢観光協会 ― 海の公園

2月2日（土） 新金沢公会堂完成記念式典（金沢区制７０周年記念式典） 金沢区役所 ― 公会堂

2月2日（土） 記念式典での合唱 横浜並木男声合唱団 ― 公会堂

2月2日（土） 記念植樹 ＮＰＯ法人　横濱金澤シティガイド協会 ― 泥亀公園

2月11日（月・祝） 金沢区第48回ロードレース大会及び第28回小学生駅伝大会 金沢区ロードレース及び小学生駅伝大会実行委員会 ― 海の公園及び八景島

2月17日（日） 海苔づくり教室 金沢区役所 ― 野島公園

2月20日（水）・23日（土） 体験教室『みて！ふれて！わかる‼金沢区の土器と漁ろう具』 （公財）横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵文化財センター ― 公会堂ほか

2月24日（日） 金沢漁港　海産物フェスタ 横浜市漁業協同組合　金沢支所 神奈川・横浜金沢の漁業を広く知っていただく 金沢漁港

2月24日（日） 歴史散策『金沢区の遺跡を歩く』 （公財）横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵文化財センター ―

2月2日（土） 金沢公会堂竣工記念こけら落とし公演 金沢区民フィルハーモニーオーケストラ クラシックの演目をオーケストラ演奏 公会堂

2月3日（日） ♪新公会堂オープン記念♪祝祭コンサート 横浜金沢交響楽団 オーケストラによる演奏会 公会堂

2月4日（月） 金沢区日本舞踊連盟こけら落とし公演 金沢区日本舞踊連盟 伝統ある日本舞踊を広く地元の皆様に楽しみ親しんでいいただきたい 公会堂

2月8日（金） 講座 横浜の考古学「金沢区の重要遺跡」 （公財）横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵文化財センター 金沢区内で発掘された遺跡について解説 公会堂

2月9日（土） 横浜ダンスコンテスト＆ダンスバトル 2019 横浜市ストリートダンス協会
「踊れば街が好きになる！」をテーマに未来の金沢区を担うキッズダンサーがこ
けら落としを彩ります

公会堂

2月10日（日） 笑顔の花さく マリンバコンサート 松田音楽教室 バリアフリーのマリンバ・パーカッションコンサート 公会堂

2月11日（月・祝） poco a poco@金沢文庫 special live poco a poco@金沢文庫

金沢区を盛り上げるための音楽ライブ
　【出演者】
　　すずきももこ　   http://ameblo.jp/mocomomoco-alpaca/
　　マジキッシュ 　  http://majikisyu.iinaa.net/
　　明香音  　　　　 https://t.co/0uOhRT1gbT
　　Takumi Ikeda    https://twitter.com/takumi6396

公会堂

2月16日（土） 和の文化 和の絆 日本舞踊など和の文化を発表 公会堂

2月16日（土） 歴史講演会 NPO法人 横浜金沢文化協会 日本史家として著名な五味文彦氏による講演 公会堂

2月17日（日） かなすいチャリティーほっと！コンサート 金沢吹奏楽団 アットホームな吹奏楽のチャリティー演奏会 公会堂

2月18日（月） おさらい会 金沢民謡協会 金沢区の民謡支部が集結。日頃の成果を発表 公会堂

2月22日（金） 勝声会試演会 ヴィクトリアコンソート 川上勝功が指導する合唱団の演奏および声楽家の演奏 公会堂

2月23日（土） 金澤の木遣と祭囃子 金沢区木遣・囃子連絡協議会 各地に伝わる木遣と祭囃子の交流と将来への伝承を目指し参加団体が発表 公会堂

2月24日（日） 金沢区民参加ステージ「こけら落とし公演」 金沢区舞台芸術サークル「潮の音」 子どもを含む公募区民と一緒に演じる金沢区の民話劇 公会堂

2月24日（日） 新公会堂和室「乙舳」お披露目 記念茶会 金沢茶道会 新公会堂和室「乙舳」こけら落とし記念茶会 公会堂（和室）

3月16日（土） 金沢区体育協会スポーツフェスティバル 金沢区体育協会 ― 長浜公園・金沢スポーツセンター

3月16日（土）・17日（日） 春まつり 金沢動物園 ぼたんちゃん出演 金沢動物園

3月30日（土） ウォーキング【区内まち歩き】 横濱金澤シティガイド協会 金沢区民に金沢の魅力を感じてもらう街歩き

３月未定 かねさわ杯　かるた大会 NPO法人 横浜金沢文化協会 ― ※調整中

３月未定 福祉保健のつどい 金沢区役所 ― ※調整中

３月未定 福祉などに関する区民向け講座 金沢区民生委員児童委員協議会 ― 公会堂(予定)

３月未定 健康などに関する区民向け講座 金沢区保健活動推進員会 ― ※調整中

３月未定 健康などに関する区民向け講座 金沢区食生活等改善推進員会 ― ※調整中

＜２月＞

＜２月2日～24日新金沢公会堂こけら落とし月間＞

＜３月＞

＜11月＞

＜12月＞

＜１月＞

http://jf-yokohama.or.jp/
http://yokohama-kanazawakanko.com/
http://yokohama-kanazawakanko.com/
http://www.yndg.jp/
https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/maibun/
http://www.kanazawa-gyokou.com/index.html
https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/maibun/
https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/maibun/
https://shukumatsuribayashi.jimdo.com/
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/
http://yokokanaguide.org/?page_id=10



