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　フランスのオービニエ・スール・レイヨン
市は貴腐ワインやバラ園で有名です。都
筑区とは1997年ごろから住民同士の交
流があり、それをきっかけに都筑の名がつ
けられた「ローザ・つづきく」という新種の
バラが贈られ、区制15周年を記念して区
役所に植樹されました。都筑中央公園で
も見ることができます。

　都筑区は緑豊かな自然に恵まれ、今では貴重となった里山が身近なところに点在する街です。将来にわたりこの里山の
すばらしさと大切さを伝え育むため、平成11年度に区内の里山を形作っている木々を都筑区の「木」として定めました。

　前年度に、全国都市緑化よこはまフェアの事務局長をつとめたことで、多くの皆さまの花
や緑への熱心な活動や愛着の深さなどを知ることができました。都筑区長となり、その思い
は、一層深まっています。４０年以上前から、地域の公共施設にチューリップを植えるなど区
内でも「都筑区花いっぱい運動」が活発に行われてきているほか、豊かな農地、里山を残
して開発を進めた港北ニュータウン事業により延長１５ｋｍの緑道や緑豊かな公園が憩い
の場となって、区民の皆さまに親しまれています。
　また、江戸時代からタケノコの産地であった区内には、今でも、市民の森など、たくさんの
竹林が残されており、ここでも区民の皆さまが森林の愛護活動を熱心に行っています。道
路や駅前広場での花壇づくりに取り組んでいるハマロード・サポーターや身近な公園で活
動されている愛護会の皆さまに深く感謝いたします。
　花と緑を区民の皆さまと育みつつ、楽しく魅力的な都筑区にしてまいりたい
と考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　都筑区制15周年を記念し、区民投票により
「サクラソウ」が都筑区の花として選定されました。

　水と緑の散策マップは、区政20周年を記念して、より多くの人に区の魅力を伝え、区への愛着を深めていただくことを目的に発行しました。　マップの中では、おすすめの15コースを掲載しています。水と緑の環境資源や歴史ある寺社など、区のたくさんの魅力を紹介しており、多くの皆さまに都筑の散策をお楽しみいただける内容となっています。
　区役所１階売店や市役所刊行物サービスコーナーで１冊200円（税込み）で販売しています。企画調整係
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問合せ

広報相談係　　948-2223　　948-2228問合せ

都筑区長

江川せせらぎ緑道

中野 創

都筑区役所（代表） 受付時間：
平日８時45分～17時948-2323

保存版 編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1

948-2223 948-2228

ホームページ
都筑区役所 検索



　　　　　　　　　2019（平成31）年 1 月号　／　都筑区版10 都筑区版　／ 　　　　　　　 2019（平成31）年 1 月号　　3保存版 3保存版2

3月下旬～4月上旬
市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅下車徒歩約15分
または「荏田南」バス停下車徒歩10分

小学生、中学生、高校生と地域で植えた色とりどりの
チューリップとムスカリが満開です。

1年を通して

冬から春にかけてビオラ・パンジー、夏から秋
にかけてポーラチュラカが咲き誇っています。

3月~4月

春になるとしだれ桜、サクラソウ、チューリップなどのたくさ
んの花が色とりどりに咲き乱れ、とってもきれいです。
花いっぱい笑顔いっぱい元気いっぱい。愛の花咲く「えだき
んロード」を散策してみませんか。

「荏田南」バス停下車徒歩４分、「折田公園前」バス停下車徒歩３分

3月下旬～4月下旬

植え直して富士山形にした芝桜花壇です。
南斜面に8m×9mの大きさで満開時、見事なピンクと雪化粧
の富士山になります。

市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅下車10分

3月下旬～4月中旬

３月下旬～4月上旬に「２０１９年 桜の花びらピクニック」を開催す
るよ！牛久保公園の桜じゅうたんを見ながらランチしませんか。

市営地下鉄「センター北」駅下車、駅前芝生広場直進徒
歩10分または「長徳寺前」バス停下車徒歩２分

2月下旬

境内には、中国から贈られた梅の木を含めて、250本の梅の木
が植えられていて、毎年2月下旬をめどに観梅会が実施されま
す。観梅会は野点もあり、甘酒が配られたりします。
また、6月下旬には梅もぎが実施され、採れた梅は希望者に販
売されます。

「天満宮」バス停下車徒歩１分

春：桜／初夏：新緑、バラ／秋：紅葉

都筑中央公園では、里山の自然を楽しめます。春の訪れを告
げるコブシと梅の花を追って、桜が開花します。初夏、新緑
の雑木林や竹林の間を歩くとキンラン、ギンランも見ること
が出来ます。円形広場では、可憐なバラ「ローザ・つづきく」
が咲きます。秋は稲が実り、そして、冬に近づくと紅葉。雑木
林を抜けて宮谷戸の大池に来ると、水鳥が遊ぶ水面に紅葉
が見事に映える景色に出会えます。

市営地下鉄「センター南」駅下車徒歩12分

1年を通して

川和市民の森・池辺市民の森では、竹林や雑木林といった緑豊
かな景観に親しめるほか、天気の良い日には眺望を楽しむこと
ができます。

川和市民の森…市営地下鉄「川和町」駅下車徒歩５分、
　　　　　　　「川和富士公園入口」バス停下車徒歩５分
池辺市民の森…「滝ヶ谷戸」バス停下車徒歩５分

３月下旬～４月上旬

都筑水再生センターから鶴見川まで全長4.6kmの緑道です。
東方町付近の1kmの区間では200本の桜と1万3000球の
チューリップを楽しむことができます。
※天候により桜とチューリップが同時に開花しない年もあります。

「新開橋」バス停下車徒歩５分、「折本町」「前耕地」「東方町」
バス停下車徒歩３分

3月下旬～4月上旬：桜／秋：イチョウ

樹齢50年の桜がたくさん咲きます！びっくりします！
約70本以上のイチョウの木が団地全体を囲み、色づくと
とてもきれいです。

市営地下鉄「仲町台」駅下車、「勝田団地」バス停下車５分

4月中旬～4月下旬

徳持～百石橋間の道路沿いのハナミズキがきれいです。
市営地下鉄「東山田」駅下車徒歩約２分

1年を通して

樹齢約600年！はるばるスペインから海を渡ってやって来
た大きなオリーブの樹。秋にはオリーブの実がなります。

市営地下鉄「センター北」駅 2番出口出てすぐ右

3月下旬～4月上旬：桜／5月：ツツジ

階段の上に立派な桜が咲きます。天気がいいと富士山と桜の
両方が楽しめます。夜には夜桜と街の明かりがきれいです。5月
には階段の両脇にあるツツジが斜面一面に咲き乱れます。

市営地下鉄「北山田」駅下車徒歩５分

2月中旬～4月中旬

春になると菜の花畑とシドモア桜などの桜（7種類の桜の開花
リレー）が満開できれいです。菜の花と桜の共演をぜひ見に来
てください。

市営地下鉄「川和町」駅から徒歩５分

市営地下鉄「センター南」駅から徒歩１分

凡 例 見られる時期 アクセス

948-2223 948-2228広報相談係問合せ

区内で一般公開されている公共空間を対象に、「みど
りと花の名所」を募集します。詳細は区ホームページ

（1月4日公開予定）からご確認ください。

企画調整係
tz-plan@city.yokohama.jp948-2226 948-2399

募集に関する問合せ
こちらからアクセス

区内には総延長15㎞に及ぶ緑道があり、140か所の公園があります。
区民の身近なところに緑やせせらぎなどの自然があふれているのが都筑区の魅力です。
あなたもお気に入りの花や緑を探しに出かけてみませんか。 ※開花状況などの提供は、区役所では行っておりません。

のだて
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都筑区イベントカレンダー 第2弾平成
30年度

１月11日～５月10日開催のイベントをお知らせします！保存版

凡 例 こども 音楽・文化・芸術 その他祭り・地域関連

※掲載情報は、2018年12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、お出かけください。

※各イベントの詳細は、都筑区ホームページや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いただくか、各イベントの問合せ先にお問い合わせください。

※各イベントの詳細は、主催者ホームページや各地域で掲示・回覧されるチラシなどをご覧ください。ご覧いただけない場合は、広報相談係までお問い合わせください。

編集・発行 広報相談係　 948-2223 948-2228

問合せ先  各イベント所管課

問合せ先  広報相談係

このコーナーには、主に都筑区役所が主催するイベントを掲載しています。区役所のイベント

このコーナーには、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。地域のイベント

948-2223 948-2228

第23回
都筑区民文化祭

第３回「WOMEN'S 
MEET UP FES in 都筑」

地域連携調査
研究発表会

春の全国火災予防
運動

平成30年度都筑区
防災・減災講演会
〜異常気象から身を守るために〜

第22回「つづき人
交流フェスタ」

つづき あい
フォーラム

第25回 都筑ふれあい
健康マラソン大会

　区民による、区民のための一大“文化イベン
ト”です。音楽、ダンス、マジック、絵画、工芸、
写真、書道などを、約2000人が発表します。

　講演会、イベント、パネル展など、女性による女性
のためのフェスティバルです。区内・近隣で活動して
いる、または活動を始めたい女性たちが集い、学び、
発表し、交流する場を作ります。

　東京都市大学の学生が地域をテーマに調
査・研究した成果を発表します。ぜひお越しく
ださい。

　消防署・消防団・火災予防協会が中心とな
り、区内全域で重点的に火災予防に取り組み
ます。住宅用火災警報器の維持管理を推進す
るキャンペーンや事業所での消防総合訓練な
どを実施します。

　気象情報の活用方法など、個人・地域でできる取
組についてのお話。申込方法などについては、区
ホームページをご覧ください。定員は先着300人。

　都筑区民活動センターに登録している団
体、プログラムバンク登録者が、日頃の活動の
成果を発表し、活動内容や活動の意義を広く
区民の皆さまに知っていただくことを目的とし
たイベントです。

　都筑区地域福祉保健計画の取組発表や、
団体・地域における活動報告などを行います。
“であいが広まり、お互いにささえあい、地域
がもつ力をわかちあえる地域づくり”につい
て、一緒に考えてみませんか。

　自然豊かな緑道をマイペースに楽しく走っ
てみませんか。10km、５kmのほか、ファミリー
枠（1.5km）など、20以上の種目があります。

※参加申込は1月11日まで

区民活動係

区民活動係

企画調整係

都筑消防署

庶務係

区民活動係

事業企画担当

区民活動係

948-2236　 948-2239

948-2238　 948-2239

948-2227　 948-2399

・ 945-0119

948-2212　 948-2208

948-2238　 948-2239

948-2344　 948-2354

948-2235　 948-2239

2月

2月

3月

2月

3月 3月 3月

2月 2月

１月19 日（土）～２月３日（日）

２～３月

２月27日（水）

3月1日(金）～7日（木）

２月18日（月）10時30分～12時（10時開場）

３月１日（金）～28日（木）

２月16日（土）

３月3日（日）

都筑公会堂、区総合庁舎1階区民ホールほか

区役所６階大会議室、
区総合庁舎１階区民ホールほか

区役所６階大会議室

区内全域

ハウスクエア横浜（中川一丁目４-１）
【講師】斉

さ い た

田 季
き み は る

実治 氏（ＮＨＫ気象キャスター）

区総合庁舎１階区民ホール、区内各所

都筑公会堂

葛ケ谷公園多目的広場（スタート・ゴール）

20191月

要事前申込
一部要事前申込

都筑区 防災・減災講演会 検索

7
（日）

えだきん商店会
えだきん花＊花まつり

都筑区の花・サクラソウとしだれ桜が満開
の中でのおまつりです！
11時〜15時予定
会場：えだきん商店街広場

13
（土）

・
20

（土）
・
27

（土）

横浜シャフルボード協会
シャフルボード無料講習会

長い杖でディスクを押し出し、コート上で
点を取り合うカーリングに似たスマートな
軽スポーツ！！男女ともに楽しめます。
9時30分〜12時／会場：葛ケ谷公園

27
（土）

・
28

（日）

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！ ※こいのぼりは4月
26日（金）～5月7日（火）
会場：センター南駅前すきっぷ広場

2019 月4

中
旬

都筑区災害ボランティアネットワーク
災ボラネット・
シミュレーション等

災害時被災者とボランティアをつなぐた
めお手伝いするコーディネーターを養成。 
会場：かけはし都筑

23
（土）

・
24

（日）

センター北商業振興会
第20回 センター北まつり

毎年恒例の「セン北まつり」。20回目を迎
え、盛大に開催します！ 10時〜16時
会場：センター北駅前芝生広場周辺

下
旬
予
定

横浜市歴史博物館
春のサンクスデー（仮）

楽しいイベント開催!!
10時〜16時／会場：横浜市歴史博物館

9
（土）

・
10

（日）

NPO法人 結ぶ
第８回 わすれない３．１１

東日本大震災から８年。「わすれない」の思
いを講演会や復興広場で伝え、応援しよう！ 
9日：13時〜16時 10日：11時〜15時
会場：９日：横浜市歴史博物館 10日：セン
ター北芝生広場

10
（日）

つづきMYプラザ
第11回プラザまつり

多世代で楽しもう！体験プログラム満載
の国際交流イベントです！
10時〜15時／会場：つづきＭＹプラザ

2019 月3

9
（土）

11
（祝）

都筑区子ども会育成連絡協議会
子どもの書道作品・

　防災ポスター展
小中学生の作品。 ９時〜17時
会場：区総合庁舎１階区民ホール

9
（土）

11
（祝）

よこはま動物園ズーラシア
ハッピーバレンタイン
inズーラシア

動物たちにバレンタインの特別な餌をプレ
ゼント！ガイド参加の皆さまにもお菓子をプ
レゼントします（数量限定）。詳細はホーム
ページ。  会場：よこはま動物園ズーラシア

19
（火）　

3/3
（日）

都筑民家園
ひな祭りウイーク

主屋にはぎれで作った8000個のつるし雛
と、明治～平成のおひなさまを展示します。
10時〜16時30分／会場：都筑民家園

下
旬

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。野点、甘酒、おしる
こが振る舞われます。
10時〜15時予定／会場：東方天満宮1

（金）

つづき地域活動ホームくさぶえ
くさぶえでまめまきしよう！

毎年恒例！未就学児のまめまき行事です。
鬼にちなんだ工作も大好評です。ぜひ親
子でご参加ください！ 
10時30分〜13時
会場：つづき地域活動ホームくさぶえ

2
（土）

えだきん商店会
えだきん節分鬼退治

みんなで鬼退治をしよう！大日本プロレス
の選手が鬼になって登場します！屋台も
出店！
13時30分〜16時予定
会場：えだきん商店街広場

2
（土）

都筑区子育て支援センターポポラ
パパといっしょにカプラで　　　

　あそぼう！
フランスの積み木「カプラ」で遊びません
か？達人が遊び方のレクチャーをしてくれ
ます！ 
10時30分〜12時、要事前予約  
会場：都筑区子育て支援センターポポラ

2019 月2

20
（日）

えだきん商店会
えだきん大かるた大会

大きなかるたを使って子供向けのかるた
取りをします。かるたが取れたら賞品と交
換できます！ 
11時〜15時予定
会場：えだきん商店街広場

23
（水）

・
24

（木）

鴨池公園こどもログハウス
みんなで作ろう！秘密基地

段ボールとガムテープで秘密基地を作
るよ！
13時30分〜16時30分
会場：鴨池公園こどもログハウス

13
（日）

東山田三丁目町内会
どんど焼

無病息災を祈願しよう！
15時〜16時予定／会場：ゆうやけ公園

13
（日）

北山田町内会
どんど焼き

地域の皆さんの無病息災を願って開催
します。 ※小雨決行。延期なし。詳しくは
ホームページなど（「北山田町内会」検索）
会場：山田富士公園

13
（日）

すみれが丘町内会
どんど焼き

第34回目の伝統ある新年恒例のイベン
トです。
10時〜12時予定
会場：すみれが丘第一公園多目的グランド

13
（日）

牛久保西町内会
どんど焼き

正月飾りを燃やし無病息災を祈願。お餅
販売や甘酒、みかんなどもあります。
１４時〜16時
会場：牛久保西公園多目的広場

13
（日）

川和小学校ふれあい郷土館運営委員会
どんど焼き

毎年３００人くらいが集まり、団子を焼いて
一年の無病息災を願います。お餅の販売
もありますよ。
１０時〜１２時予定
会場：川和小学校 校庭

14
（祝）

池辺町下薮根自治会
どんど焼き

正月飾りなどを燃やし、無病息災などを祈
願します。残り火で焼いた団子を食べて
成就を願います。
１４時〜１６時予定／会場：下薮根公園

2019 月1


