
 

 

 

平成２７年度 

第４回 栄区制３０周年記念事業実行委員会 次第 

 

日時：平成 27 年９月 14 日（月）14:30～15:30 

    場所：栄区役所新館４階 ８号会議室  

 

１ 議事 

（１）プレステージの実施状況について（資料１） 
 
（２）平成 27 年度実施イベントについて（資料２） 
 
  

２ その他 

（１）栄区制 30 周年記念事業実行委員会協賛依頼部会について（資料３） 
 
（２）リレーイベントについて（資料４） 
 
（３）その他 
 

 

 



 
 

プレステージの実施状況について 

 

来る 10月３日に栄区制 30周年記念事業オープニングイベントを迎えるにあたり、区民の皆様に

はプレイベントへの参加、啓発グッズの活用にご協力いただいてまいりました。 

プレステージ（10月２日以前）に引き続き、ファーストステージ以降も皆様による積極的な 30

周年の周知・盛り上げと地域イベントへのご参加をお願いいたします。 
 

１ プレイベントの実施報告について 

   地域・団体のみなさまが開催する数多くイベントを、「30周年記念事業プレイベント」として

実施していただいています。９月８日（火）現在、プレイベントはみなさまのご協力により 125

件が実施（予定）され、区内全域で盛り上げや周知が進んでおります。（別添１参照） 
 

実施主体 参加イベント数 

①自治会・町内会 41 

②施設 28 

③各種団体 31 

④その他 18 

⑤区 7 

合計 125 

 

２ 栄区制 30 周年記念啓発グッズ作成について 

栄区が来年度に区制 30周年を迎えることを広く区民のみなさまに知っていただくため、各種

啓発グッズを作成しました。みなさまには多くのイベント等でグッズの活用を通して 30周年の

広報・ＰＲにご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

※今後の予定：フラッグを作成しますので地域におけるイベント等での活用をお願いします。 

種類 作成数 配付先/貸出先 

(1)うちわ 10,000 枚 
連合町内会、夏祭り、盆踊り、花火大会、 

その他「栄区制 30周年記念」名称使用イベントなど 

(2)ポスター 2,000 枚 
区民利用施設、社会福祉施設、 

区内小中学校・幼稚園・保育園、駅 など 

(3)のぼり旗 

300 枚 

（うち配布数 235 枚、 

貸出数 65 枚） 

連合町内会、自治会・町内会、区民利用施設、 

区内小中学校・幼稚園・保育園、特別支援学校、 

実行委員のみなさま など 

(4)横断幕 
２枚 

（うち貸出数１枚） 

栄区少年野球連盟 

(5)ロゴマーク入りパネル 

(２種類) 

20 組 

（うち配布数８セット、 

貸出数 12 セット） 

連合町内会、鍛冶ヶ谷夏祭り、長沼夏祭り、 

本郷中央地区社協、富士見台自治会、飯島団地など 

(6)ロゴマーク入り名刺 23 組（各 50 枚） 
ご希望に合わせて随時配付しています。 

 
 
 
 

資料１ 

 



 

7 月 25 日 夏祭り盆おどり大会 

（いの山東公園） 

【上郷西連合町会】 

7 月 25 日 公田町団地夏祭り 

（公田町団地広場） 

【公田町団地自治会】 

7 月 25 日 上郷町内会夏祭り 

（上郷お祭り広場） 

【上郷町内会】 

7 月 25 日 納涼花火大会 

（花之木橋周辺） 

【小菅ケ谷町内会】 

7 月 25 日 納涼盆踊り大会 

（少年広場） 

【小菅ケ谷第一町内会】 

区内各地で開催されたプレイベントの様子 

7 月 25 日 夏祭り盆踊り大会 

（鍛冶ケ谷西公園） 

【鍛冶ケ谷町内会】 



 

８月１日 納涼盆おどり大会 

（笠間町公園） 

【笠間連合町内会自治会】 

８月 15 日 庄戸夏祭り 

（庄戸小学校） 

【庄戸五丁目町会】 

８月１日 元大橋ふれあいまつり 

（中野幼稚園） 

【元大橋町内会】 

８月 15 日 納涼盆踊り大会 

（千秀センター公園広場） 

【田谷町内会】 

８月 23 日 いたち川まつり 

（小いたち橋付近） 

８月１日 桂台まつり 

（桂山公園） 

【湘南桂台自治会・フローラ桂台自治

会・桂台自治会・桂台団地自治会】 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うちわサンプル 

（裏） （表） 

ポスター・ロゴマーク入りパネルサンプル 

パネル① 
パネル② 

のぼり旗サンプル 名刺サンプル 

ポスター（A4） 

600ｍｍ 

600ｍｍ 
840ｍｍ 

840ｍｍ 

 

 

名刺（横） 

名 刺

（縦） 

45 cm 

150 cm 

横断幕 

 

 

8 m 

1 m 



No 日程 名称・場所 内容

1 ５月16、17日
第19回本郷地区センターまつり
本郷地区センター

作品展示・即売、ミニステージ、屋台等

2 ５月17日（日）
第32回ミニリンピック
本郷中学校

本郷中央連合地区の大運動会

3 ５月23日（土）
あらかるとコンサート
栄公会堂

ハーモニカ、合唱、琴、フォルクローレ、
オカリナなど

4 ５月23日（土）
第14回　わ～くわくまつり
わ～くくらぶ・さかえ

製品販売、手芸体験、日用品バザー、
喫茶、ゲーム、コンサートなど

5 ５月29日（金）
栄区防災講演会　水害・土砂災害に備えて
栄公会堂

水害・土砂災害に関する講演会

6 ６月６日 （土）
公田保育園運動会
公田保育園

園児・保護者が参加する運動会

7 ６月７日 （日）
第26回豊田連合町内会自治会運動会
長沼スポーツ広場

豊田連合町内会自治会による運動会

8 ６月17～19日
栄区あじさい展
栄公会堂

紫陽花に関する各種作品の展示

9 ６月20日（土）
ミセコン脳トレ
イトーヨーカ堂桂台店

音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運動。湘南桂台周辺地域活性
化の自治会協働イベント

10 ６月21日（日）
栄区民バドミントン大会（第29回ダブルス戦）
栄スポーツセンター

バドミントンの区民大会

11 ７月１～７日
桂山公園こどもログハウス「七夕イベント」
桂山公園こどもログハウス

①短冊と折紙で七夕飾りを作る
②紙コップを使って七夕の吹流しを作る

12 ７月３日 （金）
第65回「社会を明るくする運動」講演会
栄区役所

講演テーマ：子どもの心を育てる　ネット・スマホのトラブル防
止のためにできること

13 ７月５日 （日）
第16回栄区少年少女剣道大会
栄スポーツセンター

団体戦及び個人戦

14 ７月５日 （日）
七夕飾り・わんこソーメン流し・竹工作
本郷ふじやま公園

母屋縁側の七夕飾りを見ながら、わんこソーメン流しと竹工作
（主に短冊飾り）の体験

15 ７月５日 （日）
第22回豊田地区シニアクラブ連合会文化福祉大会
豊田地区センター

健康と生きがい・絆づくりを推進するクラブ活動の功績者表彰

16 ７月６日 （月）
FIFA女子ワールドカップ決勝戦　パブリックビューイング
栄公会堂

17 ７月９日 （木）
第29回ペタンク大会
本郷台公園

18 ７月９日 （木）
栄区災害時要援護者講演会
栄区役所

講師：折腹実己子氏　テーマ：東日本大震災における福祉避難所
活動　～災害時要援護者を支える日頃の備え～

19 ７月11日 （土）
陽のあたる丘MISONO 夏祭り
陽のあたる丘MISONO

20 ７月11、12日
劇団ぽかぽか第19回公演『風わたる』
栄公会堂

劇団ぽかぽかによる演劇（脚本：木暮寿子、演出：団のぼる、音
楽：山崎美奈子）

21 ７月12日（日）
町内グラウンドゴルフ大会
いの山東公園

上之町内会員によるグラウンドゴルフ大会

22 ７月14日（火）
飯島保育園夏祭り
飯島保育園

園児・保護者が参加する夏祭り

23 ７月14日（火）
コールやざわ Concert2015
栄区民文化センターリリス

女声合唱

24 ７月15日（水）
ロビーコンサート
栄公会堂

公会堂ホワイエでクラシックコンサートを開催

25 ７月16日（木）
桂台保育園夏のおたのしみ会
桂台保育園

園児・保護者・地域の親子が参加する夏祭り
タッチーくんが栄区音頭などに参加

26 ７月17日（金）
花壇づくり研修会と公園巡りウォーキング
翠風荘ほか

花壇づくり研修会と花壇のある公園巡り

27 ７月18日（土）
本郷台アオソラマルシェ
本郷台駅前広場

地元野菜の直売、地元農産物を使った模擬店、ストリートライブ
など

28 ７月18日（土）
プリンスハイツ夏祭り
虻名公園

舞台、模擬店等

29 ７月18日（土）
飯島団地夏祭り
飯島団地広場

飯島保育園児参加（和太鼓と盆踊り）

30 ７月18日（土）
平成27年度第１回協働福祉講座
桂台地域ケアプラザ

本郷中央地区支えあい連絡会の協働福祉講座

31 ７月18日（土）
笠間ディーキャンプ
笠間中央公園

小学4～6年生を対象。みんなで調理、みんなで遊ぶ。

32 ７月18～20日
栄区こどもキャンプ
横浜市少年自然の家赤城林間学園

赤城林間学園で２泊３日。群馬県昭和村の子供たちと交流し、自
然や文化を体験する

栄区制30周年記念プレイベント一覧

（2015年９月11日現在）

別添１



No 日程 名称・場所 内容

33 ７月18～22日
カヤック体験教室
本郷中学校

さかえスポーツくらぶによる、カヤックの体験教室

34
７月18日

～８月27日
「本をいっぱい読もう！」スタンプラリー
あーすぷらざ映像ライブラリー

栄区の「読書貯金通帳」を利用した読書推進イベント。本館の貸出図書
のみ対象。感想等所定の記入により６冊毎に粗品を進呈（最大18冊）

35 ７月25日（土）
ミセコン脳トレ
イトーヨーカ堂桂台店

音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運動。湘南桂台周辺地域活性
化の自治会協働イベント

36 ７月25日（土）
公田町団地　夏祭り
公田町団地広場

団地住民と地域の親睦・交流

37 ７月25日（土）
小菅ケ谷町内会納涼花火大会
花之木橋周辺

納涼花火大会

38 ７月25日（土）
小菅ケ谷第一町内会夏祭り
少年広場

夏祭り

39 ７月25日（土）
ニューシティ本郷台パークヒルズ自治会夏祭り
飯島三ノ宮公園

40 ７月25日（土）
上郷町内会夏祭り
上郷お祭り広場

模擬店、生徒による公演等

41 ７月25日（土）
ビデオ映写会
笠間小学校

幼児・児童を対象。親子で楽しむ『戦国大合戦』

42 ７月25日（土）
田谷の里　夏祭り
特別養護老人ホーム　田谷の里

夏祭りを開催します。入所者、地域にお住まいの方にご参加いた
だくことで交流を図ります。

43 ７月25日（土）
長倉町自治会夏祭り
長倉公園

住民有志等による演芸、模擬店等

44 ７月25日（土）
横浜栄・防災ボランティアネットワーク研修会
栄区福祉保健活動拠点

平成27年度第１回研修会「あなたはどうする　豪雨・がけ崩
れ」

45 ７月25、26日
鍛冶ケ谷町内会夏祭り盆踊り大会
鍛冶ケ谷西公園

盆踊り、花火、模擬店、お菓子の配布等

46 ７月25、26日
上郷西連合町会夏祭り盆踊り大会
いの山東公園

盆踊り、３R夢（スリム）啓発物の掲示、30周年周知

47 ７月25、26日
ネオポリス夏祭り
埋蔵文化財センター（旧野七里小学校）

地域の納涼夏祭り。盆踊り、太鼓、神輿、山車、模擬店など

48 ７月25、2６日
笠間町内「盆踊り大会」
笠間ゆうわ館

盆踊り、模擬店、児童による「ゆうわ太鼓」等

49 ７月26日（日）
第24回「栄フィルによる夏休みコンサート」
栄公会堂

子供を中心に区民が本格的な音楽に親し
み、音楽文化への興味を深める機会を提供

50 ７月26日（日）
３世代交流　グランドゴルフ大会
庄戸小学校グランド

グランドゴルフ

51 ７月26日（日）
第30回栄区民テニス大会「男子複・女子複」
金井公園、日野中央公園

8月1日・9日、9月６日・12日

52 ７月26日（日）
コープ野村戸塚長沼自治会納涼大会
長沼町第一公園

アトラクション、ゲーム、ビンゴ大会、軽食

53 ７月29日（水）
食中毒予防キャンペーン
本郷台駅前広場

食品衛生クイズ、地元産野菜のプレゼント、子供お楽しみコー
ナー、食育コーナーなど

54 ７月30日（木）
さかえ・ほっとスクール
小菅ヶ谷地域ケアプラザ他

知的障害児・者を対象に夏休みの余暇支援
（7月31日、８月４日・５日・20日）

55 ７月31日（金）
みちくさみち・栄区生活支援センター主催　納涼会
栄区生活支援センター

模擬店、イベント、抽選会

56 ８月１日 （土）
日帰りファミリーキャンプ
上郷森の家

野外炊事とさわやかスポーツ

57 ８月１日 （土）
飯島町内会納涼盆踊り大会
豊田グラウンド

毎年恒例の納涼盆踊りを開催。盆踊りをはじめ、伝統的な八木節
踊りの演技や模擬店等も多数出店します。

58 ８月１日 （土）
長尾台町内会盆踊り
長尾台けやき公園

59 ８月１日 （土）
長沼町内会盆踊り
長沼スポーツ広場

60 ８月１日 （土）
東上郷青葉ケ丘・上郷台共同住宅・みどりが丘合同夏祭り
東上郷第二公園

盆踊り、屋台、住民有志等によるコンサート等

61 ８月１日 （土）
流しそうめん
本郷台学童保育所　かぜの子クラブ

未就学児とその保護者を対象に学童の雰囲気を味わっていただ
き、流しそうめんを楽しんでもらう

62 ８月１日 （土）
元大橋ふれあいまつり
中野幼稚園園庭

夏まつり　雨天時：８月２日

63 ８月１、２日
納涼盆踊り大会
笠間町公園

模擬店など多数

64 ８月１、２日
第38回桂台まつり
桂山公園

フローラ桂台自治会・桂台自治会・桂台団地自治会・湘南桂台自
治会の合同主催

65 ８月２日 （日）
横浜栄区民吹奏楽団カジュアルコンサート2015！
栄公会堂

吹奏楽演奏

66 ８月２日 （日）
上郷苑夏まつり
上郷苑



No 日程 名称・場所 内容

67 ８月２日 （日）
市営小菅ケ谷第二住宅夏祭り
南側公園

68 ８月２日 （日）
湘南グリーン介護老人保健施設　夏祭り
湘南グリーン介護老人保健施設

69 ８月２日 （日）
ケアポート田谷　夏祭り
ケアポート田谷

夏祭り

70 ８月3日 （月）
小山大小学校はまっ子ふれあいスクール
小山台小学校はまっ子教室

夏休囲碁・将棋体験教室

71 ８月４日 （火）
クロスハート野七里栄　夕涼み会
クロスハート野七里栄

お店と、ボランティア・職員によるイベント

72 ８月５、６日
苦手克服教室
本郷小学校

さかえスポーツくらぶによる、鉄棒、跳び箱、
マット運動などの教室

73 ８月６日（木）
平成27年度栄区民ソフトテニス大会中学生の部
本郷中学校

区内の中学校１～２年生を対象にした男女別学年別個人戦

74 ８月６～８日
桂山公園こどもログハウス「夏休み工作イベント」
桂山公園こどもログハウス

「楽しく工作」①くるくるレインボー　②コーヒーフィルターで
作るポプリバック

75 ８月７日（金）
タッチーくんの読書預金通帳をつくろう！
栄図書館

小学生が自分で製本してオリジナルの読書手帳を作成する夏休み
のイベント

76 ８月７～９日
栄村たんけん＆キャンプにLet's Go!!
長野県栄村

長野県栄村で２泊３日。栄村の子どもたちと交流し、
自然や文化を体験する

77 ８月８日（土）
富士見台自治会夏祭り
本郷台三丁目公園

富士見台住民が親睦を深める集い。模擬店、おみこし、
子供コーナー、抽選会など

78 ８月９日（日）
上郷東連合会ウォークラリー
庄戸第4公園から観察の森センター方面へ

ウォークラリー

79 ８月９日（日）
劇団ぽかぽか第19回公演『風わたる』
栄村文化会館かたくりホール

劇団ぽかぽかによる演劇（脚本：木暮寿子、演出：団のぼる、
音楽：山崎美奈子）

80 ８月８～９日
キャンプｉｎ野島2015
野島公園キャンプ場

本郷地区在住の小学３年生～中学生を対象に、野島公園で宿泊の
キャンプを実施します。

81 ８月８、９日
翠風荘オープンデー
翠風荘

近隣の方々や子育て世代に翠風荘を知る
機会を提供し、世代間交流のひとときを持つ

82 ８月10、11日
苦手克服教室
本郷小学校

さかえスポーツくらぶによる、鉄棒、跳び箱、
マット運動などの教室

83 ８月15日（土）
ミセコン脳トレ
イトーヨーカ堂桂台店

音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運動。湘南桂台周辺地域活性
化の自治会協働イベント

84 ８月15日（土）
田谷町内会納涼盆踊り大会
千秀センター公園広場

85 ８月15日（土）
庄戸夏祭り
庄戸小学校

盆踊り、模擬店、住民有志等による公演等

86 ８月19～23日
三世代早起きふれあいラジオ体操
いの山東公園

朝6時30分からNHKのラジオ体操に合わせてラジオ体操を行う

87 ８月21日（金）
栄区・鎌倉合同カラオケ大会
栄公会堂

88 ８月22日（土）
コープ野村本郷台「夏祭り」
平島公園

すいか割り、ビンゴ大会、抽選会、
和太鼓演奏、民謡など

89 ８月22日（土）
平成27年度飯島ひかりが丘自治会納涼会
飯島ひかりが丘自治会館

自治会員相互及び近隣自治会・町内会との交流・親睦

90 ８月22日（土）
グリーンテラス夏まつり
桂台第五公園

住民と地域の親睦・交流

91 ８月22日（土）
地域ふれあいライブ
西本郷中学校

地域の交流を図るために体育館にて地域の方々、近隣の学校など
による催し物

92 ８月22日（土）
豊田地域ケアプラザ　夏祭り
豊田地域ケアプラザ

模擬店等

93 ８月22日（土）
コープ野村湘南本郷台自治会主催　夏祭り
本郷公園

居住者間の交流の場として模擬店を開く。雨天時は23日に順延

94 ８月22～23日
第29回富士見夏祭り
日野南公園

地元の夏祭り

95 ８月23日（日）
親子の防災イベント
桂台地域ケアプラザ

イザという時に役立つ防災訓練を、ゲーム
体験を通して実践的に行う

96 ８月23日（日）
リリスの大冒険
栄区民センターリリス

夏休みに開催する、リリス全館を使った親子向けイベント

97 ８月23日（日）
かいがら坂ハイツ団地祭り
かいがら坂団地敷地内

98 ８月23日（日）
第３回いたち川まつり
大いたち・小いたち橋広場

いかだ＆カヌー遊び、スーパーボールすくい・金魚すくい・ヨー
ヨーつり・竹細工コーナー等

99 ８月29日（土）
LILIS JUNK LIVE Vol.22
栄区民センターリリス

リリス施設利用者による無料ライブイベント。
今回のテーマはバンド

100 ８月29日（土）
ソイル祭
ソイル栄　中庭

盆踊り、ステージ演奏、屋台



No 日程 名称・場所 内容

101 ８月29日（土）
ライフコートさかえ　納涼祭
ライフコートさかえ

102 ８月29、30日
桂公田神明社祭礼
神明社境内、神輿は町内全域

万灯神輿、本神輿町内渡御、民謡踊り、神前祭、子供みこし等

103 ８月30日（日）
第29回更生バザー
栄区役所

犯罪や非行のない明るい社会づくりの活動を啓発

104 ８月30日（日）
リハビリポート横浜　納涼祭
リハビリポート横浜

105 ９月４日 （金）
女性部会映画会「ペコロスの母に会いに行く」
栄公会堂ホール

介護や認知症をテーマに、老いゆく母親とその息子が愛情を与え
受け生きる姿を描くユーモラスでほろりとした介護喜劇映画

106 ９月５日 （土）
次世代交流ステーションまつり
さかえ次世代交流ステーション

ステーションと地域が繋がるイベントを開催。
模擬店やステージ発表など

107 ９月6日 （日）
飯島秋祭り
飯島町内会館

子ども神輿や山車を繰り出して町内会館周辺を巡行

108 ９月６日（日）
栄区少年野球連盟秋季大会　ジュニア大会
小菅ケ谷グラウンド他

少年野球大会（８月29日（土）に抽選会、
９月６日（日）開会式～11月29日（日）試合予定）

109 ９月６日（日）
栄区民バドミントン大会（第28回オープン戦）
栄スポーツセンター

バドミントンの試合

110 ９月９日（水）
見守り推進事業講演会「あったかいまち栄」
栄公会堂

「あったかいまち栄」～お互いに見守って心ぽかぽか～地域における
見守りの必要性や「高齢者見守りのポイント」の活用方法等について

111 ９月10日（木）
第29回ゲートボール大会
小菅ケ谷スポーツ広場

112 ９月12、13日
第９回上郷地区センターまつり
上郷地区センター

展示・講演・体験
普段練習で使用している団体の発表等

113 ９月13日（日）
敬老の集い
豊田地区センター

町内のお年寄りを対象に、趣向を凝らしたおもてなしとゲーム・
カラオケなどで親睦を図ります。

114 ９月13日（日）
クロスハート　フェスティバル
クロスハート栄・横浜

115 ９月19日（土）
ミセコン脳トレ
イトーヨーカ堂桂台店

音楽・芸能コンサート＋脳の活性化運動。湘南桂台周辺地域活性
化の自治会協働イベント

116 ９月19日（土）
第38回小菅ケ谷地区敬老の集い
栄公会堂

式典・お楽しみプログラム

117 ９月19日（土）
上郷町　敬老の集い
上郷地区センター

118 ９月20日（日）
本郷中央地区　敬老のつどい
栄公会堂

本郷中央連合地区の敬老会
セレモニーやアトラクションなど

119 ９月20日（日）
第３回本郷第三ふれあいスポーツまつり
本郷小学校

子供たちから年配の方まで、楽しみながら体力の向上を図る
ことを目的とした、お祭りを兼ねた運動会

120 ９月21日（月）
上郷西地区　敬老の集い
上郷中学校

上郷西連合地区の敬老会

121 ９月22日（火・祝）
第58回栄区民バレーボール秋季大会
栄スポーツセンター

協会に加盟する栄区民で結成されたチームによる9人制ママさん
バレーボール大会

122 ９月23日（水・祝）
囲碁フェスタさかえ2015
あーすぷらざ

囲碁こども教室

123 ９月26日（土）
小菅ヶ谷西谷戸町内会「ふれあい秋祭り」
小菅ヶ谷４丁目第２公園

町内会秋祭り

124 ９月27日（日）
アンサンブル・パストラーレ第34回定期演奏会
栄公会堂

入場無料のマンドリンコンサート。指揮：佐伯正則
演奏曲『フィンランディア』『パストラルファンタジー』他

125 ９月27日（日）
第８回リエゾン笠間レインボーフェスタ
リエゾン笠間

施設祭、ステージ発表、模擬店



 

 

平成 27 年度実施イベントについて 
 

 

 

１ オープニングイベント【新規】（平成 27 年 10 月３日 栄公会堂） 

区制 30 周年記念事業の概要を説明するイメージ映像を皮切りに、栄区の 30 年を映像

と演劇でつづる「栄区の 30 年に想いを馳せて ～感謝・つながり・夢～」を栄区を拠点

に活躍する「劇団ぽかぽか」の演出でお送りします。エンディングでは、さかえ竹の鼓

KIDｓ♪の元気溢れるパフォーマンスと演出で記念事業の500日間のスタートを飾ります。 

当日併せて開催されるセーフコミュニティフォーラムでは、長野県箕輪町長をはじめ

箕輪町の方々をお招きして、安全安心のまちづくりについてお話しいただきます。 

 

●ご案内先 

・栄区制 30 周年記念事業実行委員会関係者のみなさま 

・セーフコミュニティ分科会のみなさま 

・各地区連合関係者のみなさま 

・自治会・町内会長のみなさま 

 

上記のみなさまには、郵送にて開催のご案内をさせていただきました（約 200 名）。 

また、各地区連合のみなさまにも約 30 名程度のご参加をお願いしています。日頃から栄

区を支えていらっしゃるみなさまに、区制 30 周年記念事業のスタートを見守っていただけ

れば幸いです。 

資料２ 



栄区制30周年記念事業
オープニング

さかえセーフコミュニティフォーラム

お問合せ先お問合せ先

電話 ８９４－８４３０電話 ８９４－８４３０ FAXFAX ８９５－２２６０ ８９５－２２６０

栄区栄区制３０周年記念事業実⾏委員会事務局周年記念事業実⾏委員会事務局栄区制３０周年記念事業実⾏委員会事務局
（栄区総務課内）（栄区総務課内）

お問合せ先

電話 ８９４－８４３０ FAX ８９５－２２６０
（栄区総務課内）

さかえセーフコミュニティフォーラム
さかえっ子体操さかえっ子体操

パネルディスカッションパネルディスカッション

【出演】【出演】長野県箕輪町長　白鳥 政徳 氏長野県箕輪町長　白鳥 政徳 氏

箕輪町北小河内セ箕輪町北小河内セーフコミュニティ協議会 ほかフコミュニティ協議会 ほか

日時日時

場所場所

内容内容

31010月 日（土）（土）1313時

栄公会栄公会堂

15 3030時 分（ ）12

（ 席 申込不席 申込不要:要:先着順先着順）600

30時開場開場 分～
※託児保育を希望する方は、９月11日（金）までに下記お問合せ先までご連絡ください。

竹の鼓KIDs　パフォーマンス

区制３０周年ＰＲ大使の

任命式も行います。

映像・演劇でつづる栄区の30年
「栄区「栄区の30年に想いを馳せて ～感年に想いを馳せて ～感謝・謝・つながつながり・夢～」夢～」
［構［構成・成・演出］劇団ぽかぽか演出］劇団ぽかぽか

「栄区の３０年に想いを馳せて

～感謝・つながり・夢～（仮）」さかえっ子体操 栄区の活動振り返り

パネルディスカッション

【出演】長野県箕輪町長　白鳥　政徳氏

箕輪町北小河内セーフ

コミュニティ協議会 ほか

他のセーフコミュニティ認証都市の市長や実際に

地域で活動されている方々から、取組を進める意

義や取組事例などについてお話しいただきます。



03
　イベントの
展開について

栄区制30周年記念事業概要

コアイベント一覧

01
テーマ

02
期間

「感謝・つながり・夢」

平成 27年 10 月から
平成 29年 3月まで
の 500 日間

　主役である地域イベン
トの盛上がりをコアイベ
ントで支えながら、リレー
イベントによって記念事
業の一体感を演出します。

（１）地域イベント

（２）コアイベント

（３）リレーイベント

　身近なイベントを「地域で 30周年をお祝いするイベント」
として、皆さまのアイデアに加え、ロゴマーク入りのうち
わやパネル、のぼり旗等で、区制 30周年を盛り上げます。

　区民の皆さまと区役所が一緒に取り組むイベントを中心
に開催し、喜びの輪を広げます。

　開催される一連のイベントを通し、地域をつなぎ、区民
の皆さまがつながります。

日程 イベント名 場所 日程 イベント名 場所
H27/11/1 さかえ・ふれあい

コンサート 栄公会堂

未定区民まつり

ほっとイルミネーション

こどもフェスティバル

フラワーバレンタイン

中学校対抗駅伝・
ヤングフェスティバル

新年祝賀会・消防出初式

本郷中学校

本郷台駅周辺本郷台駅前
広場
栄スポーツセン
ター・公会堂

栄スポーツセン
ター

H27/11/7

H28/  1/5

H28/2/2

H28/2/14

H27/12中旬 H28/3上旬



２ 地域イベント（10 月３日～開催） 
10 月のオープニングイベント以降も多くの地域イベント（62 件）が予定されてい

ます。（別添２参照） 

栄区らしい記念事業として、身近な地域レベルでの取組に力点を置き、その盛り上

げをもって、地域の活性化、そして、それらの結集による一体感につなげたいと考え

ています。そのためには、「地域イベント」のさらなる活性化が大切であり、自治会・

町内会、商店会、各種団体などと連携し、充実した事業の枠組みを構築していきます。 

つきましては、区一体となった盛り上がりのため、各地域で行われる多彩なイベン

トを 30 周年記念事業の地域イベントとしていただくようご協力をお願いします。 

なお、プレイベントに引き続き、届出書を提出いただいた地域イベントは栄区ホー

ムページ上にイベント情報を掲載させていただきます。 

 

３ コアイベント 
●さかえふれあいコンサート【新規】（平成 27 年 11 月１日 栄公会堂） 

   「障がい者長崎打楽団『瑞宝太鼓（ずいほうたいこ）』」の皆さんが躍動感あふれる

演奏をお届けします。バルセロナ、シドニーパラリンピックの閉会式においてパフォ

ーマンスを披露するなど世界レベルの演奏を間近で体感することにより、障害への理

解を深めるだけでなく、明日への元気と夢を大切にする気持ちを高めます。 

●区民まつり（平成 27 年 11 月７日 本郷中学校） 

    栄区最大のイベント 区民まつり！出展する各エリア、各団体、各店舗の皆さまと

ともに、会場全体を 30 周年に染め上げます。その賑わいは、会場内に留まらず、栄公

会堂までのパレードとして溢れ出します。 

●ほっとイルミネーション（平成 27 年 12 月上旬 本郷台駅前広場） 

   栄の冬を彩るイルミネーションで本郷台駅前を華やかに！イルミネーションの輝き

は、30 周年を迎える栄区を優しく、あたたかく照らします。訪れた皆さまが思わず立

ち止まってしまうような夢と希望を乗せた光をお届けします。 

●新年祝賀会（平成 28 年１月５日 栄スポーツセンター、栄公会堂） 

    さかえ竹の鼓 KIDs♪によるダンスパフォーマンスの披露など、平成 28 年最初のイベ

ントとして、皆さまとともにお祝いムードを高めていきます。 

●消防出初式（平成 28 年１月 栄公会堂） 

●こどもフェスティバル【新規】（平成 28 年２月２日 栄スポーツセンター） 

区内の保育園、幼稚園、親子など次代を担う「さかえっ子」が参加する「こどもフ

ェスティバル」（仮称）を開催します。当日は、保育士と園児による集団遊びの紹介、

親子で楽しめるブースの出展など、「さかえっ子」の元気と笑顔を未来に向けて発信し

ます。 

●フラワーバレンタイン【新規】（平成 28 年２月 14 日 未定） 

   バレンタインデーは、欧米では愛や感謝の気持ちを伝えるために、男性から女性に

花を贈る日として定着しています。30 周年を「花」で盛り上げるために、２月 14 日に

感謝の気持ちを伝える日として「フラワーバレンタイン」のイベントを開催。区民の

皆さまとともに、花を愛する人、育てる人のつながりを広げていきます。 

●中学校対校駅伝・ヤングフェスティバル（平成 28 年３月下旬 本郷台駅周辺） 

     生徒や保護者だけではなく、卒業生や学校を支える地域の方々など栄区の歴史を作

ってきた多くの皆さまに応援していただけるイベントにします。中学校対校駅伝・ヤ

ングフェスティバルを栄区のこれからを担う「中学生の日」として一体的に開催、特

にヤングフェスティバルでは、将来の夢につながるステージをつくります。 



No 日程 名称・場所 内容

1 10月３日（土） 犬山町会・子ども会育成会バス旅行 子ども会による鴨川シーワールドバス旅行

2 10月９日（金）
第20回栄区福祉大会
栄公会堂

3 10月10日（土）
本郷台自治会秋祭り
本郷台中央公園

チアリーディング、和太鼓、吹奏楽（小山台中）、小菅ヶ谷ソー
ラン、お餅つき、子供ゲーム他　雨天時翌日

4 10月11日（日）
笠間ふるさと秋祭り
笠間小学校

5 10月11日（日）
ふれあいスポーツ大会
いの山東公園

上郷西連合町会に属する自治会対抗運動会

6 10月11日（日）
小菅ヶ谷レクレーション大会
小菅ヶ谷球技場

健民祭

7 10月11日（日）
飯島地区運動会
飯島中学校校庭

飯島町内会をはじめ隣接する７自治会と共催で運動会を開催し、
親睦を図ります。

8 10月12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2015
栄公会堂・スポーツセンター

体育の日を中心に市内各区のスポーツセンターを拠点として「ス
ポーツの普及振興」を目的として毎年開催するイベント。文化的
事業も実施。

9 10月13日（火）
ポールウォーキングで健康アップ！新しいシティーウォー
クでさっそうと闊歩！
上郷地区センター　体育館・周辺地域

地域の高齢化に対応する「ポールウォーキング」でのウォーキン
グイベント。講師：日本ポールウォーキング協会代表理事　杉浦
伸郎氏

10 10月14～11月15日
栄区民芸術祭2015
栄公会堂、栄区民文化センターリリス、本郷地区センター

文化協会会員及び公募の区民による作品展、舞台公演等

11 10月15日（木）
シニアファッションショー
鎌倉芸術館

12 10月15日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

13 10月17日（土）
さかえ・ふれあい運動会
桂台中学校

障害児・者と、区内すべての市立中学校のボランティア等が交流
し、福祉活動を実践体験することで、障害児・者の理解を深めま
す。

14 10月17日（土） 豊田ふれあいフェスティバル

15 10月18日（日）
友愛楽市
上郷深田公園

高齢者を意識した活用交換会
雨天時は25日に順延

16 10月18日（日）
いたちまつり2015
小菅ケ谷地域ケアプラザ・栄区生活支援センター

栄区生活支援センターとの共催で、施設利用者や地域住民による
模擬店や体験コーナー等の祭り

17 10月21～27日
公園アイ愛・GO護　展示会
栄公会堂

公園愛護会の活動を紹介したパネル等の展示会

18 10月22日（木）
第９回栄区・鎌倉親善交流グランドゴルフ大会
笛田公園（仮）

19 10月23～25日
翠風荘文化祭
横浜市翠風荘

日頃の同好会の成果を展示・発表して、地域の方々と交流を深め
るイベント。水彩画などの体験コーナーもあり楽しめる内容と
なっています。

20 10月24日（土）
第29回秋季栄区ソフトテニス大会
金井公園コート

試合（一般の部、成年の部）

21 10月24日（土）
第７回栄区民テニス大会「ベテラン団体戦」
日野中央公園テニスコート

22 10月24日（土）
地域交流会
百合ヶ丘自治会内

模擬店、イベント、抽選会など
雨天時は25日に順延

23 10月24日（土）
江戸時代の古民家で「能舞・能管コンサート」の紅葉狩
本郷ふじやま公園

名主の屋敷で開催。秋に因んだ演目を選びました

24 10月24日（土）
キャンドルナイトｉｎ本郷台2015
本郷台駅前広場

本郷台の駅前をやさしい明かりのキャンドルで灯します。

25 10月25日（日）
第25回上郷東音楽祭
上郷地区センター

横浜栄区民吹奏楽団と上郷中学校吹奏楽部のジョイントコンサー
ト

26 10月25日（日） 上郷西地区子ども会ハロウィン 子ども会による仮装パーティ

27 10月25日（日）
オール世代交流会
桂山公園

「敬老のおもてなし」とすべての世代が参加できるゲーム・音楽
鑑賞・遊び等を通して交流を深める。

28 10月29日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

29 10月31日（土）
ロッキー「ハロウィン」
桂山公園こどもログハウス

仮装したロッキーくんを探してお菓子をゲット

30 10月31日（土）
野七里　秋の文化祭
野七里地域ケアプラザ

ケアプラザの貸室団体による発表会。
作品展示、演奏、小物・お菓子等の販売

31 10月31日・11月1日
パソコン村文化祭
中野地域ケアプラザ

日頃のパソコン学習の成果を展示して、地域の皆さんに見ていた
だく

32 11月１日（日）
第29回栄区民テニス大会「ミックスダブルス」
金井公園、日野中央公園

11月15日・22日、12月13日・20日・27日

栄区制30周年記念地域イベント一覧

（2015年９月11日現在）
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No 日程 名称・場所 内容

33 11月1日（日）
慶寿会
本郷小学校

34 11月１日（日）
第12回栄区民スポーツフェスティバル
栄スポーツセンター、本郷中学校

栄区民の体育協会として、20専門部の特性を活かした。『楽しく』『誰でも』
参加できるスポーツ体験コーナーを企画し、一人でも多くの区民に参加してい
ただく。

35 11月３日（火・祝）
第３回かみごう☆こどもキラキラフェスタ
上郷地区センター

こどものためのお祭り。体験・ゲームなど。

36 11月５日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

37 11月６日（金）
第19回栄区グランドゴルフ大会
小菅ケ谷スポーツ広場

38 11月９日～11日
第29回栄区趣味の作品展
栄公会堂

39 11月12日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

40 11月14日（土）
豊田みのりの集い
飯島小学校

41 11月14日（土）
ふじやま農園収穫祭
本郷ふじやま公園

イモ掘り体験と石焼いも。ふじやま鍋販売
荒天時は15日に順延

42 11月15日（日）
本郷第三連合親睦ソフトボール大会
本郷中学校グラウンド

自治会・町内対抗戦によるソフトボール大会

43 11月17日（火）
古文書講座「横浜開港後の外国人遊歩区域について」
あーすぷらざ

日本が開国したことに伴い横浜開港に合わせ外国人の行動範囲を
定めたことによる出来事

44 11月19日（木）
アクティブ栄　秋のバスツアー
秩父・長瀞方面

アクティブ栄恒例のバス研修旅行

45 11月22日（日）
せせらぎ緑道祭り
せせらぎ緑道

せせらぎ緑道の秋の風情を楽しみながら、模擬店を開き飲食物の
振舞いや販売を行います。

46 11月23日（月）
栄区民弓道大会
本郷ふじやま公園

区民の弓道愛好家が対象

47 11月26日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

48 11月28日（土）
ふれあいコンサート
栄公会堂

地域の子育て中の母親や青少年等が企画参加し、歌のお姉さん、
お兄さんと一緒に活動発表を行う。

49 11月28日（土）
第29回秋季栄区ソフトテニス教室
金井公園コート

初心者から上級者に対応。中学生・高校生にも対応。

50 11月29日（日）
栄図書館「歴史講座」
栄図書館

地元栄区公田町で出土した縄文土器「人面把手（じんめんとっ
て」を題材に郷土の歴史を学びます。講師：県立歴史博物館　千
葉毅さん

51 11月下旬 秋のふれあい旅行

52 12月２日（水）
孫育て講座（仮）第一回
栄区地域子育て支援拠点にこりんく

地域の子育てに関心のある方向けに「孫育て講座」を実施。
見守りのある地域づくりの啓発を行う（セーフコミュニティ）

53 12月3日（木）
孫育て講座（仮）第二回
栄区地域子育て支援拠点にこりんく

拠点周知・利用者との交流会（遊び）等

54 12月３日（木）
お母さんのためのくまさん学校
小菅ヶ谷地域ケアプラザ

子育て中の母子対象の講座、コンサート、粘土遊び、子育て相談
など

55 12月20日（日） 世代間交流サロン「ぬくもり」 三世代交流イベント

56 平成28年

57 １月11日（月祝）
第26回栄区民「テニス教室」
日野中央公園

58 1月11日（月祝） どんど焼き＆さわやかスポーツ大会

59 １月16日（土）
第26回栄区民テニス大会「シングルス」
金井公園、日野中央公園

2月7日・13日・21日、３月13日・21日

60 ２月６日（土）
社会福祉法人訪問の家設立30周年記念講演
栄公会堂

栄区桂台を中心として多くの栄区民に支えられ法人設立30周年を
迎えるため、区民への感謝の意を表して福祉関係の講演会を企
画。

61 ３月11日（金）
第30回栄区シニアクラブ連合「囲碁・将棋大会」
栄公会堂

62 ３月13日（日） 世代間交流サロン「ぬくもり」 三世代交流イベント



 
栄区制 30 周年記念事業実行委員会協賛依頼部会について 

 
  前回の実行委員会においてご承認いただきました協賛依頼部会を、９月３日に開催い

たしました。 

 
１ 趣旨 
  平成 28 年度に予定される様々な記念事業等を実施するためには、栄区内の多くの団体、

企業等の皆様からご理解、ご賛同をいただき、協賛のご協力をいただくことが欠かせま

せん。このことから、栄区制 30 周年記念事業実行委員会に協賛依頼部会を設置し、ご協

力いただく栄区内の団体、施設、企業等への働きかけを行います。 

 
２ 協賛依頼部会の組織 

役職 所属・役職 氏名 

部会長 栄区商店街連合会会長 臼井 喜代士 

副部会長 栄区社会福祉協議会会長 日浦 美智江 

部会員 戸塚法人会栄支部連合会会長 太田 守正 

部会員 横浜建設業協会栄区会会長 須藤 剛 

部会員 栄交通安全協会会長 森 雅宏 

部会員 栄火災予防協会会長 角田 宏子 

部会員 栄食品衛生協会会長 楠 明 

部会員 栄飲食業同業組合理事長 佐相 幸延 

部会員 横浜本郷ロータリークラブ会長 江上 克彦 

事務局長 事務局（栄区総務課） 総務課長 守屋 龍一 

 
３ 協賛金の目標金額 
  厳しい経済状況ではございますが、区制 20 周年記念事業時の実績（4,125 千円：区民

まつり協賛金含む）を基に、区民まつり協賛金相当額を除き、栄区制 30 周年記念事業の

協賛金は 350 万円以上を目標金額とします。 
  なお、平成 28 年度につきましては、「第 17 回栄区民まつり」及び「ヤングフェステ

ィバル 2017」等にご支援いただいている企業・団体等の皆様には、これらの協賛につい

ても併せてご依頼させていただきたいと考えています。協賛依頼の開始は、10 月以降を

予定しております。 

 
４ 協賛金の使途 
  ご協力いただきました協賛金については、区民のみなさまとともに参加できるイベン

トや広く周知する広報に使用させていただきます。 
 （例）栄区制 30 周年記念事業実行委員会が実施するコアイベント 
     リレーイベント、イベント等の広報 等  
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趣 意 書 

 

 

新秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃より栄区の発展のため、区づくりの種々の面に亘りまして多大なご支

援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昭和 61 年 11 月 3 日に誕生いたしました栄区は、平成 28 年に区制 30

周年を迎えます。 

思えば、鎌倉郡本郷村・豊田村から横浜市に編入し戸塚区となり、その

後、栄区が誕生しました。先人たちのご尽力により、様々な困難を乗り越え

今の発展につながりました。 

区制 30 周年においては、多くの区民・事業所・団体の皆様の参加のもと、

「感謝・つながり・夢」をテーマに、多くの記念事業を実施し、お祝いしたいと

考えております。記念事業は、平成 27 年 10 月からスタートし、28 年度より

本格的に展開します。 

事業実施に当たっては、財政面含め、多くの皆様のご協力が不可欠で

す。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、上記の趣旨にご理解とご賛同

を賜り、協賛金へのご協力を頂戴いたしたく、心よりお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、貴団体(貴社)の益々のご発展をお祈りいたします。 

 

 

平成 27 年 9 月吉日 

 

 

栄区制 30 周年記念事業実行委員会 会長 磯﨑  保和  

栄区役所            区長 尾仲 富士夫 

 

 

 

 

参考 



フラッグのご活用について（ご依頼） 

 
プレステージにおいて、様々な場面で 30 周年 PR グッズのご利用にご協力を

いただき、ありがとうございます。 
10 月３日に開始するファーストステージをより華やかに盛り上げるため、新

たにフラッグを作成いたします。引き続き地域のお祭りや敬老のつどい等、規 
模の大小に関わらずさまざまなイベントに活用していただき、より一層の盛り

上げにご協力をお願いいたします。 
 
 
 

＜デザイン＞ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サイズ＞ 

 １３５０ｍｍ×９００ｍｍ 

 

＜予定貸出数＞ 

 ５セット（図柄１・図柄２の２枚で１セット） 

 

 

貸出の開始は 10月上旬を予定しています。オープニングイベント以降に開催

される地域イベントの機会等にはぜひご利用ください。 

 

栄区制 30 周年記念事業実行委員会事務局（栄区総務課内） 
                      T E L：045-894-8430 
                      F A X：045-895-2260 

E-mail：sa-somu@city.yokohama.jp 

図柄１ 図柄２ 
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