
港南区制50周年記念
イベント一覧

2019.1～2020.3

実施日 事業名 主催 開催場所

事
務
局
主
催

イ
ベ
ン
ト

2019年1月5日 賀詞交換会
港南区新年賀詞交換会実
行委員会／港南区制50周
年記念事業実行委員会

港南スポーツセンター

2019年11月2日 港南区制50周年記念式典 
ひまわりフェスタ

港南区制50周年記念事業
実行委員会等

区役所１階区民ホール／ 
港南中央周辺

2020年2月15日 港南区元気な地域づくりフォーラム
港南区連合町内会長連絡協
議会／港南区社会福祉協議
会／港南区制50周年記念事
業実行委員会／港南区役所

横浜女子短期大学

区
民
企
画
イ
ベ
ン
ト（
共
催
）

2019年3月5日
健康寿命100歳をめざして 
港南区制50周年記念講演会「延ばそう健康
寿命～食の50年をふりかえり未来へ」

港南区食生活等
改善推進員会 ひまわりの郷

2019年4月1日～9月30日 絵画＆写真コンテスト 野庭団地ショッピングセンター
センター会 野庭団地ショッピングセンター

2019年4月1日～
2020年3月31日 ふるさと港南の歴史かるたをつくる会 ふるさと港南の歴史かるたを

つくる会 港南区内全域

2019年6月10日 港南区制50周年記念 港南区民生委員児童
委員協議会 映画鑑賞会

港南区民生委員児童委員
協議会 ひまわりの郷

2019年6月10日～7月22日
（全4回） 楽しいバトントワーリング☆ NSバトントワーリング 港南区内区民利用施設

2019年6月23日～12月14日
（全5回） 本をたのしむ 絵本と音楽「おとなり座」 港南区公共施設会議室／

中区イギリス館

2019年7月13日 親子で学ぶいのちの教室＆スポーツ体験 （公財）横浜市体育協会 港南スポーツセンター

2019年8月3日 港南台南公園野球場「50周年記念交流戦」 港南台南公園野球場
管理運営委員会 港南台南公園野球場

2019年10月7日～11月4日
(抽選会11月3日・4日）

港南区制50周年記念 
港南区50！50！商店街大抽選キャンペーン

港南区50！50！商店街大抽選
キャンペーン実行委員会 港南区内商店街

2019年10月20日 日野南スポーツフェスタ 日野南スポーツフェスタ
実行委員会 日野南小学校

2019年11月2日 区制50周年記念　おとなの体力測定 港南区工業会 港南スポーツセンター

2019年12月2日 音楽交歓会２０１９ 港南区音楽交歓会
実行委員会 南公会堂

2019年12月7日 港南区制50周年記念　
がやがやクイズQ♪

芹が谷コミュニティ
てとてと 永谷地区センター

2020年2月17日 港南区制50周年記念フォーラム 
地域ぐるみの子育ち・子育て支援をめざして 港南区子育て連絡会 ウィリング横浜5階研修室

2020年3月7日 港南区制50周年記念　平戸永谷川植樹会 平戸永谷川水辺愛護会 平戸永谷川殿薮花壇内

区
民
企
画
イ
ベ
ン
ト（
後
援
）

2019年2月23日～24日 港南台地区センターまつり 港南台地区センター委員会 港南台地区センター

2019年2月24日 ホット・ほっとスポーツデー　
ファジーバレーボール交流大会 港南区さわやか普及委員会 港南スポーツセンター

2019年3月18日 第35回くじょれんチャリティ芸能大会 港南区女性団体連絡
協議会 横浜にぎわい座

2019年4月27日 日野連合ふれあい子ども祭り 日野連合町内会 港南台北公園

2019年5月1日～11月2日 第7回港南区ひまわり絵画コンクール 港南区商店街連合会 港南区内

2019年6月1日 第３回ケアプラtheフェスティバルin日限山 社会福祉法人  同塵会 日限山地域ケアプラザ 
及び日限山自治会館

2019年6月15日 ランニングクリニック
（横浜マラソンチャレンジ枠対象事業） （公財）横浜市体育協会 港南スポーツセンター
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企
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ベ
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2019年8月18日 港南区剣道連盟50周年剣道大会 港南区剣道連盟
（港南区体育協会） 港南スポーツセンター

2019年8月21日 区制50周年記念 みなとツアー 港南区連合町内会長
連絡協議会 横浜港

2019年8月27日 夏祭り（世代間交流）盆踊り大会 港南区シルバークラブ
連合会 港南ふれあい公園広場

2019年9月1日～7日
（全14回）

横浜にぎわい寄席九月興行  
港南区民優待デー

（公財）横浜市芸術文化
振興財団横浜にぎわい座 横浜にぎわい座芸能ホール

2019年9月21日 うすいまさとライブ＆トーク
～可能性を信じる子育て～

（公社）横浜市病院協会
看護専門学校

横浜市病院協会看護専門
学校  3階体育館

2019年9月29日 港南区制50周年記念 
下野庭スポーツ会館まつり

横浜市下野庭スポーツ
会館運営委員会 下野庭スポーツ会館

2019年10月5日 津軽三味線 ライブ in東永谷 港南区民文化センター
「ひまわりの郷」 東永谷地区センター

2019年10月6日 港南区制50周年記念  
野庭地区センターまつり

横浜市野庭地区センター
運営委員会

野庭地区センター／
野庭地域ケアプラザ

2019年10月17日 港南区制50周年とともに
「地下鉄の歴史を探る」バスツアー

（一社）こうなん区民利用
施設協会 上永谷車両基地スタート

2019年10月20日 港南区制50周年記念　
桜道コミュニティハウス文化祭 桜道コミュニティハウス 桜道コミュニティハウス

2019年10月24日～30日 区制50周年区女連50周年記念
くじょれんチャリティ作品展

港南区女性団体連絡
協議会 ひまわりの郷ギャラリー

2019年10月26日 港南区制50周年記念
第22回  日限山コミュニティまつり 日限山コミュニティハウス

日限山コミュニティハウス／
日限山小学校体育館と
その周辺

2019年10月26日・27日 上永谷コミュニティまつり 上永谷コミュニティハウス 上永谷コミュニティハウス

2019年10月26日・27日 港南台コミュニティハウス文化祭 港南台コミュニティハウス 港南台コミュニティハウス

2019年10月27日 港南区制50周年記念　
日野南ふれあいまつり 日野南コミュニティハウス 日野南コミュニティハウス

2019年10月27日 港南区制50周年記念　
こうなんファジーバレーボール大会

港南区スポーツ推進委員
連絡協議会 港南スポーツセンター

2019年11月2日 第9回  はっち祭 港南区地域子育て支援
拠点 はっち

港南スポーツセンター
第一体育室

2019年11月9日 集まれスポーツする子供たち!! 港南台連合自治会 港南台地区センター

2019年11月９日 港南区制５０周年記念  ふれあいまつり 横浜市東永谷地区センター
委員会

東永谷地区センター／ 
東永谷地域ケアプラザ

2019年11月16日・17日 第２回ケアプラtheギャラリー 社会福祉法人  同塵会 日限山地域ケアプラザ

2019年11月17日 港南区ボランティアフェスティバル 港南区ボランティアフェス
ティバル実行委員会 港南中学校

2019年11月17日 港南ふれあいウォーキング 港南ふれあいウォーキング
実行委員会

区内２種類のウォーキング
コース（ふれあい公園）

2019年11月22日～26日
（ホール発表23日） 港南区「街の先生」の会フェスタ2019 港南区「街の先生」の会 ひまわりの郷

2019年12月7日 港南区区制50周年記念 
クリスマスコンサートin東永谷

横浜市東永谷地区センター
委員会 東永谷地区センター

2020年2月16日 第33回港南区民なぎなた大会 港南区なぎなた協会 港南スポーツセンター

2020年3月23日 分かりやすく楽しい
港南区の郷土史の本出版 港南区歴史協議会 港南区内

関
連

イ
ベ
ン
ト

2019年1月13日 第40回港南区健康ランニング大会　
港南区制50周年記念連合町内会交流駅伝

港南区健康ランニング大会
実行委員会

野庭中学校及び野庭団地・
丸山台・日限山周回コース

2019年7月13日～8月27日
（全3回 ※雨天により1回中止） 港南区制50周年記念 花火大会 港南区制50周年記念事業

実行委員会 野庭中学校／笹下中学校

2019年12月8日 ひまわりミュージックフェスタ ひまわりミュージック
フェスタ実行委員会 横浜女子短期大学
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