
東京都市大学横浜キャンパス
12時〜19時（6日）、10時〜19時（7日）
問合せ  第19回横浜祭実行委員会

910-2539

　環境意識を高め、最先端の
情報技術に触れ合い、地域と
交流する大学祭を目指して
います。来場者1万人超！

ららぽーと横浜
問合せ  生活衛生課　 948-2356

　大道芸、和太鼓演奏、
縁日コーナー、食中毒
予防ロゴ入りうちわの
配布、食の安全に関す
るアンケートなどを予
定しています。

区役所6階大会議室　13時〜16時
問合せ  区政推進課　 948-2226

　環境に関する映
画を上映し、東京都
市大学ISO学生委員
会による環境講座
やワークショップ
も開催します。

区総合庁舎１階区民ホール
問合せ  こども家庭支援課　 948-2471

　小学生の放課後の居場所
「放課後児童クラブ（学童）」
「はまっ子ふれあいスクー
ル」「放課後キッズクラブ」で
製作した作品や活動内容の
パネルなどを展示します。

センター南駅前すきっぷ広場  15時〜16時
問合せ  都筑土木事務所　 942-0606

　道路の重要性に関心
を高めていただくため
の展示を実施します。
また、打ち水をして、水
鉄砲で遊び、無料のか
き氷で涼んでください。

遺跡公園、都筑民家園ほか
問合せ  地域振興課　 948-2236

　大塚・歳勝土遺跡公園を舞台とする地域に開
かれたコミュニティ
アートです。誰でも身
近に触れて、感じるこ
とのできるアートを
お楽しみください。

区総合庁舎1階区民ホール  10時〜15時
問合せ  地域振興課　 948-2241

　リユース家具が当
たる抽選会、クイズ
やゲームを通して学
ぶ「3R夢な暮らし」
などにご参加いただ
けます。

都筑公会堂・区総合庁舎1階区民ホールほか
問合せ  地域振興課　 948-2236

　音楽、伝統芸能、
パフォーマンス、絵
画、工芸、写真、書道
など約2,000人が
発表する区民のた
めの文化祭です。

横浜国際プール
問合せ  地域振興課　 948-2236

　地元プロバスケット
ボールチーム 横浜ビー・
コルセアーズを応援する
企画です。皆さんで横浜
国際プールを埋め尽くし
ましょう！

区役所6階大会議室　13時〜17時
問合せ  区政推進課　 948-2226

　東京都市大学と区役
所の協働で、東京都市
大学の学生による地域
での調査・研究の成果
を発表します。奮って
ご聴講ください。

場所未定
問合せ  総務課　 948-2212

　講師をお招きし、防
災・減災に関して、皆さ
んのためになるお話
をしていただきます。

第19回 東京都市
大学横浜祭

都筑区食中毒予防
キャンペーン

環境映画上映会「学童」「はまっ子」
「キッズ」の作品展

道の日2015

都筑・遺跡公園・
民家園
アート月間

第20回 
都筑区民文化祭

横浜ビー・コルセアーズ
都筑区応援day

地域連携調査
研究発表会

平成27年度
都筑区防災・減災講演会
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イベント 土土 土

土 木日
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※掲載情報は、平成27年4月現在のものであり、予告なく変更または中止することがありますので予めご了承ください。
各イベントの開催日時を事前にお確かめのうえ、お出掛けください。

※各事業の詳細については、都筑区ホームページや主催者ホームページ、個別事業のリーフレット（都筑区役所、区内施
設、区内地下鉄駅PRボックスなどに配架）、今後発行する広報よこはま都筑区版、各地域で掲示・
回覧されるチラシなどをご覧ください。

区総合庁舎1階区民ホール　10時30分〜13時30分
問合せ  福祉保健課　 948-2350

　6月の食育月間と、歯
と口の健康週間にちな
んで開催します。親子
で楽しむゲームやクイ
ズ、食育講座など体験
型のイベントです。

食育フェア
土

区総合庁舎1階区民ホール  9時〜12時
問合せ  区政推進課　 948-2227

　区内立地企業の
紹介、区内農家に
よる都筑野菜の収
穫祭、協賛品など
が当たる抽選会も
実施します。

メイドイン
つづきフェスタ土

都筑区役所 6階大会議室  13時30分開始
問合せ  都筑図書館　 948-2424

　本を通してコミュニティ・まちづくりを考えるシン
ポジウムです。「まちライブラリー」提唱者礒

いそ

井
い

純
よし

充
みつ

氏の講演と都筑区・近隣で本
と人をつなぐ活動をしている
魅力的なカフェ・書店・団体な
どの実践事例を紹介します。

JA横浜きた総合センター隣接農地及び
多目的グラウンド
問合せ  都筑区社会福祉協議会　 943-4058

　秋の日差しの下、
サツマイモ掘り、軽
音楽演奏、模擬店出
店などでにぎわい
ます。

未来につなぐ本のあるまち
＠横浜・都筑フォーラム 第21回福祉農園

土 日

センター北駅前芝生広場周辺
問合せ  都筑・ドイツ交流イベント実行委員会事務局

948-2234

　都筑区には東京横浜独逸学園やドイツ系企業が立
地し、市内で最も多くのドイツ人が住んでいます。都
筑とゆかりの深いドイツの冬の風物詩であるクリス
マスマーケットをセンター北で開催します。クリスマ
スは、ぜひセン北でお楽しみください！

ドイツクリスマス
マーケット in都筑

都筑公会堂  13時30分〜15時
問合せ  都筑消防署

945-0119

　初春に、はしご乗り、
まとい振り込みなどの
古式消防演技などをご
覧いただけます。

平成28年都筑区
消防出初式

ケ谷公園（スタート・ゴール） 
問合せ  地域振興課　 948-2236

　都筑区の魅力で
ある緑道を肌で感
じながら走るマラ
ソン大会に参加し
てみませんか。

都筑ふれあい健康
マラソン大会

市民ギャラリーあざみ野  10時〜18時（最終日16時まで）
問合せ  青葉区役所 文化コミュニティ係  978-2296

　横浜北部4区の
皆さんが出品し
た絵画作品の中
から、入賞・入選
作品計約200点を
展示します。

第10回 横浜北部
美術公募展火

木

日

月

〜

〜 〜

〜

センター南・北駅周辺、みなきたウォーク 
10時〜15時
問合せ  地域振興課　 948-2231

　華やかなステージパフォーマンスや模擬店
をはじめ、区民による手づくりイベントで、子
どもから大人までみんなが“ふるさと都筑”を
楽しめる市内最大級のおまつりです！

第21回 
都筑区民まつり火・祝

センター南駅前すきっぷ広場（スタート・ゴール）  
9時〜15時
問合せ  地域振興課　 948-2238

　区内の公園や緑道約7キロ
メートルを歩いて、都筑の魅力
を再発見してみませんか。吹
奏楽演奏、ダンス・バトンによ
るパフォーマンスもあります。

つづきウォーク＆
フェスタ月・祝

このページには、主に都筑区役所が主催するイベントを掲載しています。
（裏面には主に区内の施設、自治会町内会、商店街やサークルなどの団体が主催するイベントを掲載しています。）

開催日：平成27年5月11日（月）〜平成28年5月10日（火）

池辺農業専用地区　9時〜12時
問合せ  地域振興課　 948-2241

　ごみの不法投棄
の現状と回収の様
子を見学後、大根や
カブなどの冬野菜
の収穫体験があり
ます。（100人限定）

不法投棄やめさせ隊
冬の収穫体験

都筑公会堂　13時30分〜15時30分（13時開場）
問合せ  横浜市消費総合センター
　　　 「消費生活教室」担当　 845-5640
　　　 地域振興課　 948-2232

　同志社大学大学院教授 浜
はま

矩
のり

子
こ

氏による「世界の日本の
暮らしの経済　～生活に役立
てたい  やさしい経済学～」

消費生活教室
木

同志社大学大学院教授
浜  矩子 氏

問合せ  広報相談係
　　　  948-2223　 948-2228

要事前申込 要事前申込

要事前申込

ケ谷公園　時間未定  ※雨天中止
問合せ  福祉保健課　 948-2350

　夏の朝の風物詩、ラジ
オ体操をみんなで楽し
みませんか。正しい体操
の動きのポイントを押
さえて効果アップ！ワン
ポイントレッスン付き。

ラジオ体操イベント
土

都筑区版　保存版 保存版　都筑区版 平成27（2015）年 5 月号平成26（2015）年 5 月号4 1



このページには、主に区内の施設、自治会町内会、商店街やサークルなどの団体が主催するイベントを掲載しています。
10

（土）

都筑軽音楽協会　　　　　　　　　 ♪
Yokohama 丘の手
Sound Breeze 2015
プロとアマによる軽音楽野外ライブ。
一緒に踊って盛り上がりましょう！

【会場】センター北駅前芝生広場

11
（日）

北山田こどもクラブ　　　　　　　 ♥
学童合同まつり
PRタイム、フリーマーケット、ゲームなど。

「学童ってどんなところ？」と思っている皆
さんも気軽に遊びに来てくださいね。

【会場】センター南駅前すきっぷ広場

18
（日）

横浜市都筑スポーツセンター　　　 ★
スポーツレクリエーション
フェスティバル2015
トレーニング室無料開放やこの日限りの特
別プログラムなど

【会場】横浜市都筑スポーツセンター

18
（日）

勝田小学校コミュニティハウス　　 ◉
文化祭
サークル・スポーツクラブの発表や作品展
示、お茶会、フリーマーケットでの野菜販売
も行います。ぜひ、ご家族で！

【会場】勝田小学校コミュニティハウス

18
（日）

ムジカ・パストラーレ　　　　　　　♪
第16回 定期演奏会
曲目：ドヴォルザーク「交響曲第7番」、モー
ツァルト「交響曲第38番 プラハ」ほか。指
揮：直井大輔。 有料（チケット購入が必要）

【会場】都筑公会堂

10
月
中
旬

中川中学校コミュニティハウス　　 ◉
なかがわフェスタ
演技披露、作品展示、バザー、地元野菜・赤
飯・お餅の販売など

【会場】中川中学校コミュニティハウス

24
（土）

横浜市多機能型拠点 つづきの家　　◉
つづきの家
ハロウィンパーティー
模擬店、仮装大会、ミニコンサートなど

【会場】横浜市多機能型拠点 つづきの家

24
（土）

都筑オーケストラ　　　　　　　　 ♪
第27回 定期演奏会
都筑区の代表的なオーケストラ団体による
本格的なクラシックコンサート！
有料（事前のチケット購入が必要）

【会場】都筑公会堂

24
（土）

仲町台中央町内会・仲町台商業振興会 ♥
仲町台ハロウィンウォークラリー
小学生以下の子どもたちが仮装パレードや
ウォークラリーを楽しみます。30か所のお
菓子ポイントも！雨天順延：10月25日（日）

【会場】仲町台駅・商店街周辺、せせらぎ公園

24
（土）

・
25

（日）

仲町台地区センター　　　　　　　 ◉
仲町台地区センターまつり
作品展示や団体発表、カラオケ大会、模擬店
など

【会場】仲町台地区センター

25
（日）

北山田地区センター　　　　　　　 ◉
北山田地区センターまつり
グループパフォーマンスと作品展示、模擬
店など

【会場】北山田地区センター

25
（日）

都筑里山倶楽部　　　　　　　　　 ◉
里山まつり2015
里山の景観の下でコンサートを聴きなが
ら、新米の餅つきや竹細工、里山鍋などを体
験。里山の秋の恵みを味わう収穫祭です。

【会場】都筑中央公園ステージ広場

25
（日）

都筑の文化 夢スタジオ  　　　　　　◆
つづきアートマーケット
フリーマーケット、ストリートパフォーマー・
ミュージックなど

【会場】都筑の文化  夢スタジオ

25
（日）

つづきジャズ協会　　　　　　　　 ♪
Vest Pocket Jazz in Autumn
地域のアマチュア演奏家、プロミュージシャ
ンによる屋外ジャズコンサート

【会場】センター南駅前すきっぷ広場

10
月
下
旬

都筑区老人クラブ連合会　　　　　 ◆
ふれあい都筑区老連芸能福祉大会
会員が日頃練習している芸能を披露すると
ともに、参加者と一緒に楽しく過ごし、交
流・連携の輪を広げます。

【会場】都筑公会堂

1
月
下
旬

中川駅前商業地区振興会、　　　　  ◉
NPO法人ぐるっと緑道
新春もちつき大会
餅つき、野菜販売、ステージパフォーマンス
など

【会場】ステージ広場（パレット中川前）

2
月
下
旬
の
土
曜
日

東方町内会・東方天満宮　　　　　  ◉
東方天満宮・観梅会
200本の梅の花見会。野立、天満宮でとれた
梅酒が振る舞われます。

【会場】東方天満宮境内

3
（木）

淡島社　　　　　　　　　　　　　 ◉
淡島社例大祭
おみこし、囃子連、露天商などがあり、子ど
もたちにも大人気のお祭りです。暖かい日
が続くと境内の河津桜が咲くことも！

【会場】淡島社境内

13
（日）

つづきMYプラザ　　　　　　　　  ◉
国際交流＆青少年のための
第8回  プラザまつり～やさしさと感動を～
多くの外国人や中高生・大学生、プラザ利用者とと
もに、来場者が体験しながら楽しむイベントです。

【会場】つづきMYプラザ

19
（土）

・
20

（日）

センター北商業振興会　　　　　　 ◉
第17回  センター北まつり
ステージパフォーマンス、ふわふわやちび 
っこバス、模擬店やフリーマーケットも充
実！子どもも大人も飽きさせません。

【会場】センター北駅前芝生広場

2
（土）

茅ケ崎公園自然生態園　　　　　　　　◉
さくらの日
染井吉野・大島桜・山桜ほか里山の野花が咲
きます。お琴など春のしらべ、桜スイーツ、
クラフトも楽しめます。

【会場】茅ケ崎公園自然生態園

2
（土）

・
3

（日）

北山田商業振興会　　　　　　　　 ◉
山田富士公園さくら祭り
演舞大会、模擬店、警察・消防・土木事務所に
よる防犯・防災フェアなど

【会場】山田富士公園

4
月
上
旬

荏田南近隣センター商店会　　　　 ◉
花・花まつり
新入生のお祝い、模擬店、ステージパフォー
マンスなど。例年、“さくら草”が満開（見頃）
です。

【会場】荏田南近隣センター商店街遊歩道

29
（金・

祝）
・
30

（土）

センター南商業地区振興会　　　　 ◉
センター南の春まつり
～みんなのこい みんなこい～
すきっぷ広場の空に、大小約70匹のこいの
ぼりが泳ぎます！

【会場】センター南駅前すきっぷ広場

5
（木・

祝）

せせらぎ公園古民家　　　　　　　 ♥
こどももちつき体験
昔ながらの餅つき体験ができます。
当日先着100人（定員になり次第終了）

【会場】せせらぎ公園古民家

8
（日）

ケアプラまつり実行委員会　　　　 ◉
第20回 ケアプラまつり
模擬店、健康チェックやフリーマーケット、
近隣の小中学校生徒による演奏も♪

【会場】東山田地域ケアプラザ

28
（土）

B-wave　　　　　　　　　　　　 ◆
育児ママたちによる育児ミュージカル
IKUMINS（イクミンズ）
子どもから大人まで楽しめるミュージカルです♪
有料（事前のチケット購入が必要）

【会場】都筑公会堂

11
月
頃

ふれあいフェスタ中川実行委員会　 ◉
ふれあいフェスタ中川
模擬店、フリーマーケット、ステージでのさ
まざまな催し（マジック、太鼓、ダンス、玉す
だれなど）

【会場】中川駅前みんなの広場、ステージ広場

5
（土）

都筑区社会福祉協議会　　　　　　 ◉
第20回 都筑区社会福祉大会
第1部：社会福祉功労者の顕彰
第2部：区内中学校生徒による吹奏楽演奏
など

【会場】都筑公会堂

6
（日）

池辺町下薮根自治会　　　　　　　 ◉
餅つき大会
もち米をついて、あんこ・辛子・きなこ・ホウ
レンソウ餅などを作り、参加者に振る舞い
ます。

【会場】下薮根公園

19
（土）

都筑吹奏楽団　　　　　　　　　　 ♪
第5回 定期演奏会
地元密着の吹奏楽団の演奏会。クラシック
からポップスまで無料で楽しめます♪

【会場】都筑公会堂

12
月
中
下
旬

佐江戸加賀原地区社会福祉協議会　 ◉
三世代交流  冬
餅つき、芋煮、焼き芋、ポップコーンなど。お
じいちゃんやおばあちゃんは子どもたちか
ら元気をもらおう！

【会場】佐江戸会館

12
月
下
旬

佐江戸加賀原地区連合自治会　　　 ◉
大祓会・茅の輪くぐり
縄の輪をくぐる「茅の輪くぐり」で厄除けを
します。日本古来の儀式を知ることができ
ます。

【会場】杉山神社（佐江戸）

10
（日）

北山田町内会　　　　　　　　　　 ◉
北山田町内会どんど焼き
一年の無病息災を願います。餅刺し枝の販
売もあります。

【会場】山田富士公園中央広場

10
（日）

牛久保西町内会　　　　　　　　　 ◉
どんど焼き
良い年になるようにみんなで祈願します。
お餅販売（数量限定）や甘酒、おせんべいも
あります。

【会場】牛久保西公園多目的広場

10
（日）

荏田南連合自治会　　　　　　　　 ◉
どんど焼き
正月の松飾りなどを燃やし、どんどの火で
持参した餅などを焼いて食べ、無病息災を
願います。

【会場】牛ケ谷公園多目的広場

14
（木）

池辺町下薮根自治会　　　　　　　 ◉
どんど焼き
正月の飾りなどを燃やし、無病息災、交通安
全、習い事向上を祈願します。残り火で餅を
焼き、食べることで祈願成就を願います。

【会場】下薮根公園

1
月
第
3
週

佐江戸加賀原地区連合自治会　　　 ◉
どんど焼きと消防団出初式
若い皆さんも消防団に加入して、まちを一
緒に守りましょう！

【会場】佐江戸公園

30
（土）

・
31

（日）

横浜市歴史博物館　　　　　　　　 ◆
博物館感謝デー
全館無料でご利用いただけます。イベント
も盛りだくさん！

【会場】横浜市歴史博物館

10
月
～
11
月
頃

都筑区生活支援センターこころ野　 ◉
こころ野ふれあいまつり
区内作業所の自主製品や地元野菜を使った
カレーの販売、フリーマ−ケット、ワーク
ショップ、お茶会など

【会場】都筑区生活支援センターこころ野

1
（日）

つづき国際交流カフェ実行委員会　 ◉
第13回  つづき国際交流café
地元にお住まいの外国人とその国のお茶を
飲みながら交流しましょう！

【会場】区総合庁舎1階区民ホール

1
（日）

〜

10
（火）

横浜北部菊花会　　　　　　　　　 ◆
第29回 都筑菊花展
色鮮やかな菊の花が駅構内を彩ります。
5日（木）はセンター南駅前すきっぷ広場で
菊の鑑賞会を開催します。

【会場】センター南駅構内

3
（火・

祝）

都筑区三曲協会　　　　　　　　　 ♪
第18回定期演奏会
箏・三絃・尺八による古曲から現代曲までの
演奏をお楽しみください。

【会場】都筑公会堂

7
（土）

・
8

（日）

中川西地区センター　　　　　　　 ◉
中川西地区センターまつり
オープニングイベント、模擬店、活動発表、
作品展示、体験コーナー

【会場】中川西地区センター

8
（日）

都筑センター、横浜あゆみ荘、都筑プール、◉
資源循環局都筑工場、 が谷地域ケアプラザ
都筑ふれあいの丘まつり
鉄道模型運転会、ゲームコーナー、喫茶コー
ナー、模擬店など各種楽しいイベントを開催

【会場】都筑センター

8
（日）

が谷地域ケアプラザ　　　　　　 ◉
くずがやまつり2015
子どもから大人まで楽しめるイベントや模
擬店など、誰もが楽しめるお祭りです。

【会場】 が谷地域ケアプラザ

8
（日）

北山田小学校コミュニティハウス　 ◉
北山田コミュニティフェスタ2015
サークル活動パネル展示、実技、実演、お茶
席、健康チェック、模擬店、体験など

【会場】北山田小学校コミュニティハウス

11
月
上
旬

東山田スポーツ会館　　　　　　　 ★
東山田スポーツ会館まつり
ダンス演技披露、フリーマーケット、模擬
店、地元野菜販売など

【会場】東山田スポーツ会館

14
（土）

加賀原地域ケアプラザ　　　　　　 ◉
加賀原地域ケアプラザ文化祭
趣味のサークルで活動している皆さんの作
品や舞踊を発表します。

【会場】加賀原地域ケアプラザ

15
（日）

新栄地域ケアプラザ　　　　　　　 ◉
新栄地域ケアプラザ祭り
毎年、地域と連携して開催！多数の模擬店、
コンサート、健康チェックコーナーなど

【会場】新栄地域ケアプラザ

15
（日）

文化交流サロン−For Our Tsuzuki−   ♪
美川憲一ショー
日頃の疲れをリフレッシュ！都筑区医師会
の先生の講演も！
有料（事前のチケット購入が必要）

【会場】都筑公会堂

23
（月・

祝）

大熊スポーツ会館　　　　　　　　 ★
大熊スポーツ会館まつり
小学生向けテニスワンポイントレッスン、
演技披露、模擬店、地場野菜販売、苗木無料
配布など

【会場】大熊スポーツ会館

27 

（金）
～
2
月
ま
で

センター南商業地区振興会　　　　 ◉
イルミネーションinセンター南
センター南駅周辺がイルミネーションで彩
られます。

【会場】センター南駅前すきっぷ広場

16
（土）

東山田中学校コミュニティハウス　 ◉
コミュニティフェスタ2015
東山田中学校吹奏楽部・ダンス部、施設利用
団体のパフォーマンス、模擬店、ハンドマッ
サージなどの体験コーナーも！

【会場】東山田中学校コミュニティハウス

17
（日）

ボーイスカウト横浜第132団　　　  ♥
第15回  チャリティーバザー
フリーマ−ケット、模擬店、モンキーブリッ
ジ体験や組みひも作り体験も！
詳細は、「ボーイスカウト132団」で検索

【会場】センター北駅前芝生広場

17
（日）

都筑オーケストラ　　　　　　　　 ♪
第26回 定期演奏会
曲目：メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲」ほ
か。指揮：横山俊充、ヴァイオリン独奏：渡辺玲子
有料（事前のチケット購入が必要）

【会場】都筑公会堂

30
（土）

都筑吹奏楽団　　　　　　　　　    ♪
第2回 スプリングコンサート
第1部はアンサンブルステージ。第2部の
ポップステージでは、皆さんよくご存知の
映画音楽を吹奏楽でお楽しみください♪

【会場】都筑公会堂

31
（日）

つづきの丘小学校コミュニティハウス ◉
たまりばフェスタ
工作、模擬店、ゲーム、ラージボール体験、ク
イズに答えて賞品ゲット、団体パフォーマ
ンスなど

【会場】つづきの丘小学校コミュニティハウス

6
（土）

ふれあいフェスタ中川実行委員会    ◉
花と緑の中川ふれあいフェスタ
模擬店、フリーマーケット、ステージパフォ 
ーマンス（マジック、太鼓、ダンス、玉すだれ
など）

【会場】中川駅前みんなの広場、ステージ広場

6
（土）

・
7

（日）

川和小学校コミュニティハウス　    ◉
川和小コミュニティフェスタ
作品展示、ステージ発表、科学体験、物品販
売など

【会場】川和小学校コミュニティハウス

7
（日）

つづきミュージックビート実行委員会   ♪
第10回 つづきミュージックビート
つづきの一番を決める！バンド＆ダンスコ
ンテスト

【会場】都筑公会堂

6
月
上
旬

佐江戸せせらぎ水辺愛護会　　　　 ◉
佐江戸せせらぎ  ホタル鑑賞会
源氏蛍と平家蛍を鑑賞できます。模擬店の
出店も！初夏の夜、蛍のあかりでホッと一
息つきませんか。

【会場】佐江戸せせらぎ（パナソニック横）

13 
（土） 

・
14 

（日） 
・
20 

（土）

こどもみらいフェスティバル実行委員会  ♥
こどもみらいフェスティバル
13日・14日はセンター北駅前広場で外遊び
体験、20日は都筑公会堂でケロポンズ親子
コンサートと柴田愛子 子育て講演会

【会場】センター北駅前広場、都筑公会堂

28
（日）

都筑コーラス連絡会　　　　　　　 ♪
第20回記念  都筑コーラスのつどい
23組の団体が集結！ 20回を記念してオリジ
ナルの新曲「心のハーモニー・いつまでも」を発
表！友情出演：ハーモニーベル。（13時30分開演）

【会場】都筑公会堂

22
（土）

・
23

（日）

見花山自治会　　　　　　　　　　 ◉
見花山夏まつり盆踊り大会
子どものゲーム、お囃子やブラスバンド演
奏、模擬店など

【会場】見花山かりん公園

26
（水）

荏田南近隣センター商店会　　　　 ◉
えだきん夜店市
地域の皆さんのダンス発表や、昨年は商店
街プロレスも開催！

【会場】荏田南近隣センター商店街遊歩道

29
（土）

都筑クラブ　　　　　　　　　　　 ♪
Dream of classic
星空のコンサート Vol.17
星空の下、夜風に吹かれてクラシックを聴
きませんか？

【会場】センター南駅前すきっぷ広場

6
（日）

ソング＆ボイス　　　　　　　　    ♪
かなりあ少年少女合唱団
ファミリーコンサートにじいろの歌声6
合唱、ポップス、クラシックを子どもたちとプロの演奏家がお届けします！
有料（事前のチケット購入が必要）

【会場】都筑公会堂

13
（日）

センター南商業地区振興会　　　　 ◉
センター南の秋まつり
模擬店、フリーマーケット、ステージ、幼稚園
鼓笛隊など

【会場】センター南駅前すきっぷ広場

13
（日）

タウンセンター魅力アップ推進グループ  ◉
タウンセンター子育て地蔵まつり
子育てに関する情報が一堂に集結。スタンプラリー
やおみくじも！親子で楽しめるイベントです。

【会場】みなきたウォーク子育て地蔵堂
　　　早渕川親水広場周辺

15
（火）

・
16

（水）

仲町台商業振興会　　　　　　　　 ◉
第4回  呑みコン！仲町台！
乾杯フェスタ
食べて、呑んで、街中でコミュニケーショ
ン！

【会場】仲町台駅周辺店舗

23
（水・

祝）

池辺町連合自治会　　　　　　　　 ◉
池辺町 杉山神社例大祭
おみこしをねり、花籠を舞って神様に奉納
し、五穀豊穣・家内安全・開運招福などを祈
願するお祭りです。

【会場】池辺町 杉山神社

27
（日）

都筑区芸能文化協会　　　　　　　 ◆
都筑区芸能文化大会
民謡、三味線、尺八、太鼓、現代舞踊、詩吟な
どを披露する、年に一度の大会です。ぜひお
気軽にお越しください。

【会場】都筑公会堂

2
（金）

・
3

（土）

都筑区子育て支援センターポポラ　 ♥
パパのアトリエ～部屋中落書きしちゃおう！
大好評の「パパのアトリエ」。壁一面をらくがきできるキャ
ンバスにしちゃいます。汚れても良い格好で、パパもママも
みんなであそびにきてね！（開催時間：10時30分〜16時）

【会場】都筑区子育て支援センターポポラ

3
（土）

・
4

（日）

北山田商業振興会　　　　　　　　 ◉
北山田秋祭り・お神輿大会
おみこし、演舞大会、模擬店、ビンゴ大会など

【会場】山田富士公園

7
月
下
旬
～
8
月
上
旬

仲町台三丁目自治会　　　　　　　 ◉
仲町台三丁目自治会納涼祭
盆踊り、模擬店など

【会場】仲町台ひぐらし公園

7
月
下
旬
～
8
月
中
旬

佐江戸加賀原地区社会福祉協議会　 ◉
三世代交流  夏
流しそうめん、豚汁、フライドポテトなど

【会場】加賀原地域ケアプラザ

1
（土）

牛久保東町内会　　　　　　　　　 ◉
牛久保東町内会 納涼盆踊り大会
伝統の踊りや焼き鳥、射的など楽しいこと
が盛りだくさん！

【会場】中川小学校校庭

1
（土）

すみれ夏祭り実行委員会　　　　　 ◉
すみれ夏祭り
地域で活動している各種団体のステージ、
模擬店。楽しい夏祭りです。

【会場】すみれが丘小学校（校庭）

1
（土）

都筑が丘第2自治会　　　　　　  　◉
夏祭り
子どもみこし、盆踊り、模擬店など

【会場】都筑が丘第三公園

1
（土）

柚木荏田南連合自治会　　　　　　 ◉
第6回  柚木荏田南夏まつり
子どもみこし、模擬店、太鼓演奏、ジャグリ
ング、バンド演奏、ホールインワン（グラウ
ンドゴルフ）など

【会場】折田不動公園多目的広場

1
（土）

・
2

（日）

北山田町内会　　　　　　　　　　 ◉
北山田町内会盆踊り大会
盆踊りや屋台巡りで夏まつりを楽しもう♪

【会場】山田富士公園中央広場

7
（金）

・
8

（土）

東山田連合町内会　　　　　　　　 ◉
東山田連合町内会  納涼盆踊り大会
盆踊りや各町内会&各種団体による、焼き
そば・玉こんにゃく・焼き鳥・飲み物販売な
どの多くの模擬店でにぎわいます。

【会場】山田小学校校庭

8
（土）

牛久保西町内会　　　　　　　　　 ◉
盆踊り大会
盆踊り、屋台など。ご家族、ご友人をお誘い
いただきご参加ください。

【会場】牛久保西ひかりがおか公園

8
（土）

川和町内会　　　　　　　　　　　 ◉
川和町内会盆踊り大会
子どもみこし、ゲーム大会、盆踊り大会、模
擬店、お楽しみ抽選会など

【会場】川和小学校校庭

22
（土）

茅ケ崎南MGCRS連合自治会　　　 ◉
茅ケ崎南MGCRS夏祭り「夕涼み会」
模擬店、和太鼓演奏、市ケ尾高校ジャグリ
ング部、茅ケ崎中学校吹奏楽部・ダンス部
のパフォーマンスなど

【会場】茅ケ崎南かきのき公園周辺

22
（土）

・
23

（日）

荏田南連合自治会　　　　　　　　 ◉
夏まつり
模擬店、催し物など。住民手づくりの地域最
大のイベントです。

【会場】荏田南小学校校庭

28
（日）

つづきっこまつりこども企画委員会 ♥
第20回  つづきっこまつり
こどもチャリティー模擬店、スポーツコー
ナー、おはなし広場など

【会場】区総合庁舎1階区民ホール
　　　区役所1階駐車場側通路

12
（日）

都筑舞台文化協会　　　　　　　　 ◆
ダンス＆パフォーマンス
TSU・ZU・KI 2015
東日本大震災のチャリティー公演。ダンス、
バレエ、チアなどの14団体が参加します！

【会場】都筑公会堂

18
（土）

南山田町内会（虫送り行事保存会）    ◉
『虫送り』行事
約200本のたいまつに火をつけて行列で練
り歩く虫送り行事（17時30分に山田神社に
集合）

【会場】山田神社～牛久保東なつみかん公園

19
（日）

新栄早渕連合町内会　　　　　　　 ◉
夕涼みのつどい
模擬店、中学校ブラスバンド演奏、花火大会
など

【会場】早渕公園多目的広場

25
（土）

牛久保町内会　　　　　　　　　　 ◉
盆踊り大会
盆踊り、模擬店（焼き鳥、綿菓子、おでん、飲
み物、ゲームなど）
詳細は http://www.usikubo.com

【会場】牛久保あやめ公園

25
（土）

富士見が丘自治会　　　　　　　　 ◉
富士見が丘夏まつり
地元「川和中学校吹奏楽部」の演奏に始ま
り、30分にわたる「打ち上げ花火」がフィ
ナーレを飾ります。10以上の模擬店も！

【会場】川和富士公園

25
（土）

横浜ロックサークル　　　　　　　 ♪
第23回 都筑ポップフェスティバル
2015
アマチュアバンドが集結！ 60年代のロッ
クからJポップまで。真夏のコンサート！

【会場】センター南駅前すきっぷ広場

25
（土）

・
26

（日）

池辺町下薮根自治会　　　　　　　 ◉
納涼盆踊り大会
子どもたち（小学生数人）の太鼓たたきで盆
踊り、お楽しみ抽選会など

【会場】下薮根公園

25
（土）

・
26

（日）

仲町台商業振興会　　　　　　　　 ◉
第19回  2015グルメフェスタ
IN仲町台の夏祭り
模擬店、ビンゴ大会、盆踊り、おみこし、ブラ
スバンド、ステージ上での歌や踊りなど

【会場】せせらぎ公園芝生広場

26
（日）

高山自治会　　　　　　　　　　　 ◉
高山夏祭り
自治会メインイベント。子どもから大人（ご
年配の人含む）まで夏の日を楽しむ企画が
いっぱいです。

【会場】高山くすのき公園

31
（金）

・
8/1

（土）

かちだ連合自治会　　　　　　　 　◉
ふるさとMY団地盆踊り大会
太鼓（子ども）や踊り、早渕中学校生徒・各自治
会・少年野球チーム・学童保育・スポーツ推進
員・青少年指導員などの売店が出店します！

【会場】勝田小学校校庭

7
月
中
下
旬

加賀原二丁目自治会　　　　　　　 ◉
加賀原2丁目納涼大会
盆踊り、模擬店、ステージなど。お子さんに
はお菓子を無料配布します。

【会場】加賀原ぎんなん公園

※掲載情報は、平成27年4月現在のものであり、予告なく変更または中止することがありますので予めご了承ください。
　各イベントの開催日時を事前にお確かめのうえ、お出掛けください。
※ 有料 のイベントに参加する場合は、事前のチケット購入などが必要です。
※各イベントの詳細については、主催者ホームページや各地域で掲示・回覧されるチラシ、今後発行する広報よこはま都筑
　区版などをご覧ください。

  地域関連・その他 ◉
  健康・スポーツ関連 ★
  こども関連 ♥
  音楽関連 ♪
  文化芸術関連 ◆
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