
都筑区イベントカレンダー都筑区イベントカレンダー10 14

　区内の催しを集めたイベントカレンダーを今年も発行しました。子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。興味のあるイベントに参加してみませんか。
※掲載情報は、2019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。

子育て支援センター ポポラ
912-5135 912-5160

５月中旬～１０月中旬
都筑区内施設ほか

　転入された親子向
けにイベントを開催し
ます。「お友達がほしい
な」という人、是非お近
くの会場へお越しくだ
さい。転入してからの期間は問いません。

５月５月 ５月 １０月

資源化推進担当
948-2241 948-2239

５月25日（土）、８月24日（土）10時～15時
区総合庁舎1階区民ホール

　リユース家具大抽選会を開催します。ま
た、パネルや分別ゲームなどで、「３Ｒ夢な
暮らし」を楽しく学べます。

8月
あつまれ～
都筑の
ニューフェイス！

つづき３R夢
週間イベント

健康づくり係
948-2350 948-2354

5月30日（木）～6月5日（水）
区総合庁舎1階区民ホール

　東京2020オリン
ピック・パラリンピック
に向けて国をあげて
禁煙に取り組んでい
ます。タバコの害につ
いてご紹介します。

6月 たばこパネル展

健康づくり係
948-2350 948-2354

6月18日（火）～24日（月）
区役所2階エスカレーター前スペース

　昨年の夏も、熱中症による救急搬送が数
多くありました。熱中症は適切な予防をす
れば防ぐことができます。
　暑い季節の到来前に、熱中症について
正しい知識を身につけ、予防しましょう。

熱中症予防
パネル展

健康づくり係
948-2350 948-2354

６月22日（土）10時30分～13時
区総合庁舎1階区民ホールほか

　６月の「食育月間」と
「歯と口の健康週間」にち
なみ、健康づくりについ
て考える親子で楽しめる
体験型のイベントです。
パネル展：6月14日（金）～20日（木）

区民活動係
948-2236 948-2239

5月～2020年2月
大塚・歳勝土遺跡公園、
横浜市歴史博物館、都筑民家園ほか

　遺跡公園を活用したアー
トと歴史を感じる「日本を知
ろう」や「遺跡フェスタ」イベ
ント、地域の資源を活かす体
験や映画会など多彩なイベントをお楽しみください。

5月 2月

都筑区
25周年記念
食育・健康フェア

都筑アート＆
ヒストリー
2019

都筑土木事務所
942-0606 942-0809

7月2日（火）～9日（火）
区総合庁舎1階区民ホール

　身近な公園や道路を気
持ち良く使っていただくた
めに活躍している公園愛護
会やハマロード・サポーターの皆さんが、日頃
の活動の様子を自作のパネルで紹介します。

7月 7月6月 6月

区民活動係 948-2235 948-2239

秋季 横浜国際プール 10月7日（月）～15日（火）
区総合庁舎1階区民ホール

 糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満など長年
の生活習慣を見直すことで、大きく数値が
改善したり、重症化の予防につながります。
生活習慣病の予防について学べる展示です。

都筑消防署

3月1日(日）～7日（土）
区内全域

　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。事業所での消防総合訓練などを
実施します。3月1日は「住宅用火災警報器
市内一斉点検の日」です。点検してね！

春の全国
火災予防運動

区民活動センター
948-2237 943-1349

３月
区総合庁舎１階区民ホール、区内各所

　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
義を広く区民の皆様に知っていただくこと
を目的としたイベントです。

第23回
「つづき人交流
フェスタ」

11月 12月

11月

11月

地域振興係
948-2231 948-2239

11月3日（祝）10時～15時
センター南・北駅周辺、みなきたウォーク

　華やかなステージパフォーマンスや模擬店でにぎわ
う、区民による手づくりイベントで、子どもから大人まで
“ふるさと都筑”を楽しめる市内で最も大規模な区民ま
つりです。

第25回都筑区民まつり

企画調整係
948-2226 948-2399

11月下旬～12月上旬
クッキングサロン ハマッ子（予定）

　地元でとれる新鮮な都筑野菜を使った
料理教室を開催します！
　料理教室を通じて、美味しい都筑野菜の
食べ方や調理方法をご紹介します。

都筑区社会福祉協議会
943-4058 943-1863

12月１日（日）
都筑公会堂、区総合庁舎1階区民ホール

　障害者週間に合わせ、講演会・障害者団
体の舞台発表、写真やパネル展示、障害者
スポーツ「ボッチャ」の体験会を開催します。

都筑野菜を
使った
料理教室

～新・福祉農園イベント～
障害者と地域の
共生フェスタ

区民活動係 948-2235 948-2239

１２月上旬 センター北駅前芝生広場周辺
　都筑区はドイツ国籍の人が市内
18区中最も多く住んでいます。
　今年も、ドイツの冬の風物詩「ク
リスマスマーケット」がセンター北
にやって来ます。ソーセージやグ
リューワイン、雑貨などをぜひお
楽しみください。

1月 1月

ドイツクリスマスマーケット in 都筑

庶務係
948-2212 948-2208

１２月
会場未定

　都筑区では、お互いに人権を尊重しあ
い、ともに生きる社会の実現を目指し、一
人ひとりが日常生活の中での人権意識を
高めていただく機会として人権啓発講演
会を開催します。

令和元年度
都筑区
人権啓発講演会

都筑消防署
・　945-0119

１月６日（月）13時30分～15時40分
都筑公会堂、区役所中庭

　式典、はしご乗り、まとい振り込みなどの
古式消防演技のほか、消防隊・救助隊・消防
団による消防演技を披露します。

令和2年
都筑区
消防出初式

都筑土木事務所 942-0606 942-0809

11月9日（土）
センター南駅前広場および都筑公会堂

庶務係
植樹について・・・・・・・・
記念式典について・・・ 948-2211 948-2208

　都筑区は、港北区と緑区の再編により、青葉区とともに
1994（平成６）年11月６日に誕生しました。今年は区制25周年
の節目の年にあたります。これを記念してセンター南駅前広
場で植樹セレモニーと都筑公会堂で記念式典を開催します。

12月

12月

12月

都筑区制25周年記念イベント

区民活動係 948-2236 948-2239

11月23日（祝）9時～15時 センター南駅前すきっぷ広場（スタート・ゴール）
　区内の緑道など、約７kmを歩
いて、都筑の魅力を見つけてみ
よう！コース途中ではスープの提
供も。すきっぷ広場では、区内中
学校吹奏楽部の演奏や、高等学
校ダンス部・バトン部のパフォー
マンスを楽しめます。

つづきウォーク＆フェスタ

健康づくり係
948-2350 948-2354

11月26日（火）～12月2日（月）
区役所2階エスカレーター前スペース

　12月1日は世界エイズデー
です。エイズ・HIVの正しい知識
についてご紹介します。

世界
エイズデー
パネル展

庶務係
948-2212 948-2208

冬季
会場未定

　自分や身近な人を守るため、災害への備
えについて改めて考えてみませんか。講師
を招き、防災・減災について講演いただき
ます。

冬季

企画調整係
948-2227 948-2399

２月
区役所６階大会議室（予定）

　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。

2月 2月
令和元年度
都筑区
防災・減災講演会

地域連携調査
研究発表会

庶務係
948-2211 948-2208

１月６日（月）17時～18時30分
新横浜プリンスホテル

　新たな年の門出
を祝しまして、都筑
区新年賀詞交換会
を開催いたします。

1月 2月

3月

3月

令和2年
都筑区
新年賀詞交換会

区民活動係
948-2236 948-2239

１月18 日（土）～２月２日（日）
都筑公会堂、区総合庁舎1階区民ホールほか

　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、伝統芸能、絵画、工芸、
写真、書道などを、約2000人が発表します。

第24回　
都筑区民文化祭

区民活動センター
948-2237 943-1349

２～３月
区役所６階大会議室ほか

　講演会、イベントなど、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。

区民活動係
948-2236 948-2239

3月上旬
葛ケ谷公園多目的広場（スタート・ゴール）

　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、
５k m の ほか、ファミ
リー枠（1.5km）など、20以上の種目があります。

第４回
「WOMEN'S MEET

UP FES in 都筑」

第26回都筑ふれあい
健康マラソン大会

事業企画担当
948-2344 948-2354

２月15日（土）午後
都筑公会堂

　都筑区地域福祉保健計画の取組発表や
活動報告、社会福祉功労者の表彰を行い
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。

（仮）つづき あい
フォーラム/第24回
都筑区社会福祉大会

健康づくり係
948-2350 948-2354

2月28日（金）～3月6日（金）
区役所2階エスカレーター前スペース

　女性特有のがん検診や生
活習慣病・骨粗しょう症予防
など女性の健康づくりに関
するパネルの展示、リーフ
レットをお配りします。

女性の健康週間
パネル展

「水とみどり」
都筑区公園愛護会、
都筑区ハマロード・
サポーター パネル展

企画調整係
948-2227 948-2399

７月下旬
会場未定

　地元ものづくり企
業による打刻体験や
工作ワークショップを
開催します。見る、触
れる、作る、知る、そし
て遊べる！「ものづくり」ってこんなに面白い！

夏休み！
つづき・ものづくり
体験！

青少年支援・学校地域連携担当
948-2471 948-2309

９月12日（木）～18日（水）
区総合庁舎1階区民ホール

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

9月

健康づくり係
948-2350 948-2354

9月20日（金）～10月1日（火）
区役所2階エスカレーター前スペース

　日本人女性の11人に1人
が乳がんにかかります。
乳がんは自分で触って発見
できる唯一のがんです。
乳がんモデルの触診体験
ができます。

9月「キッズ」「はまっ子」
「学童」の作品展

ピンクリボン
（乳がん）
パネル展

環境衛生係
948-2358 948-2388

９月下旬
区総合庁舎1階区民ホール

　動物の愛護と適正な
飼育をテーマに、獣医師
会によるペットの健康相
談、トレーナーによる犬
のしつけ相談、事前応募制のご長寿ペット表彰
パネル展、ペット防災物品展示などを行います。

9月

夏季
秋季 秋季

動物愛護週間
イベント

区民活動係
948-2235 948-2239

夏～秋季
つづきMYプラザ、都筑民家園

　ラグビーワールドカップ2019™、東京2020大会
に向け、スポーツボランティアに関する講座、日本と
英国との文化交流講座など（※）を開催します。
※横浜国際プールが、英国代表チームの事前キャンプ
　地となることから、横浜市が英国のホストタウンとし
　て登録されています。

オリンピック・
パラリンピック
関連事業

都筑土木事務所 942-0606 942-0809

8月3日（土）
区総合庁舎駐車場ほか

都筑消防署 ・　945-0119
都筑消防署
・　945-0119

　消防車や道路パトロール
車、白バイなど「はたらく車」
を展示し、それぞれの仕事を身近に感じてい
ただくとともに、防火や交通安全、道路の役割
などについて分かりやすく紹介します。横浜ご
当地ヒーローによる「道の日ショー」ほか。

9月1日（日）
区総合庁舎1階区民ホール

　防災・救急と健康づくりについて楽しく
体験しながら学びます。協賛企業ブースな
ど多数出展予定です。　
防災パネル展：8月30日（金）～9月4日（水）

中毒予防に役立つグッズも配布します。

8月
都筑区

「はたらく車
大集合」＆道の日2019

高齢支援担当
948-2306  948-2490

9月2日（月）～5日（木）
区総合庁舎1階区民ホール

　近年、認知症の人は
増加しています。自分
や身近な人が認知症に
なっても安心して暮ら
せるように、地域での
取組を紹介します。

9月

9月

認知症パネル展

高齢支援担当
948-2306 948-2490

９月７日（土）１３時３０分～１６時
都筑公会堂

　家族が認知症に
なったときどうする？
認知症の方の介護を
テーマにした講演会
や支援制度の紹介を
行います。

認知症
フォーラム

201920192019

2019 2019
2019

2019

2019

食品衛生係
948-2356 948-2388 

7月31日（水）14時～15時30分
モザイクモール港北

　食中毒に関する情
報を、クイズやパネル
でわかりやすく発信し
ます。縁日などの楽し
いイベントのほか、食

7月
都筑区
食中毒予防
キャンペーン

2019 2019

9月 都筑区
防災・救急フェア

2019

2019

2019

11月
2019

2019

2019

2020 2020

2020 2月
2020

2020

2020

2019 2020

2019

2019

11月

都筑消防署 ・　945-0119

11月9日（土）～15日（金）
区内全域

　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。巡回・駅頭広報やイベ
ントなどを開催します。11月9日は「住宅用火
災警報器市内一斉点検の日」です。点検してね！

秋の全国
火災予防運動

2019

2019

2020

20192019 2019

3月2月
2020

11月 12月
2019

健康づくり係
948-2350 948-2354

10月29日（火）～11月5日（火）
区総合庁舎1階区民ホール

 感染症の予防には菌やウイルスに負けな
い日頃からのからだづくりと、手洗いうが
いが大切です。流行りやすい感染症の予防
についてご紹介します。

10月 11月
感染症
パネル展

2019

健康づくり係
948-2350 948-2354

生活習慣病
パネル展10月

2019

　地元プロスポーツチームのホームゲームを
応援しよう！都筑区ならではのイベント盛りだ
くさん！つづきあいちゃんも応援しています！

横浜ビー・コル
セアーズ都筑区
応援DAY

要事前申込（10月頃予定）

要事前申込（12月頃予定）
3月
2020

3月
2020

１０月

・　945-0119

このロゴマークが
付いているイベントは
都筑区制25周年事業です

問合せ 広報相談係
 948-2223
 948-2228
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6
（土）

仲町台地区センター
こどもまつり

太鼓ワークショップ、プログラミング体験、
おはなし会、バルーンアート、模擬店など。
10時～14時／会場：仲町台地区センター

13
（土）

加賀原二丁目自治会
加賀原二丁目納涼大会

子どもみこしや盆踊り、屋台巡りで楽しもう！
都田西小学校の金管クラブも出るよ。
16時～20時30分
会場：加賀原ぎんなん公園

13
（土）
予
定

中川西町内会
ワイワイ祭り

地域最大級の夏祭り
15時15分～20時30分（予定）
会場：中川西小学校

14
（日）

新栄早渕連合町内会
夕涼みのつどい

早渕中学校ブラスバンド演奏や模擬店など。
打ち上げ花火もあるよ。
15時～20時／会場：早渕公園グラウンド

14
（日）

都筑ダンス&パフォーマンス
実行委員会
ダンス&パフォーマンス

　TSU・ZU・KI 2019
東日本大震災、熊本大震災のチャリティ公
演。ダンス、バレエ、チアリーディングなど
15団体が公演します。 会場：都筑公会堂

20
（土）

南山田町内会・虫送り行事保存会
横浜市無形文化財指定

　「虫送り」行事
約200本のたいまつに火をつけて、大行列
で練り歩く行事  17時30分～20時
会場：山田神社集合～夏みかん公園

20
（土）

富士見が丘自治会
富士見が丘夏まつり

川和中学校吹奏楽部や都筑太鼓の演奏、ラ
スト30分間は豪華な打ち上げ花火を楽し
みます。10店ほどの模擬店もあります。
16時～21時／会場：川和富士公園

中
旬
予
定

都筑区防災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

16
（日）

都筑オーケストラ
第34回定期演奏会

　－シベリウス・プログラム－
曲目：シベリウス・交響曲第５番、「カレリア」序
曲・組曲／指揮：横島 勝人 （よこしま かつと）
14時～ ※開場13時30分
会場：都筑公会堂

16
（日）

鴨池公園こどもログハウス
ログハウスまつり

キラキラキャッチ、輪投げ、おもちゃすくい、
ストラックアウトなど５つのゲームを体験
１０時３０分～
会場：鴨池公園こどもログハウス

23
（日）

都筑コーラス連絡会
都筑コーラスのつどい

都筑のコーラスグループが日ごろの練習
の成果を発表します 13時30分～17時30時

（予定）／会場：都筑公会堂

30
（日）

つづきっこまつり運営委員会
つづきっこまつり

子どもたちが企画したおまつりです。生き
ているからつながること！楽しく生きよう！
ぼくたち、わたしたちの未来。
10時30分～14時30分
会場：区総合庁舎１階区民ホールおよび
　　  駐車場側通路

12
（日）

明るい社会づくり運動都筑区協議会
アフリカへ毛布を送る運動

温もりと命をつなぐ毛布を日本からアフリ
カへ 10時～12時／会場：かけはし都筑

19
（日）

つづき地域活動ホームくさぶえ
くさぶえ祭り

くさぶえ製品の販売や出店、簡単な工作体
験など。ステージ発表もあります。 
10時30分～14時30分 
会場：つづき地域活動ホームくさぶえ

19
（日）

ＴＡＭ（タム）おやこのひろば
おやこまつり

子どもも大人も思いっきりはじける遊びの
おまつりです。 10時～14時30分
会場：都筑中央公園

19
（日）

中川西地区センター
わくわくワークショップ

    ～楽しい！でつながろう～
地域の皆さまによる体験型の楽しい子ども
まつり ９時～12時30分
会場：中川西地区センター

19
（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

模擬店、ゲーム、クラフト、車いすバスケ体
験、ブレイクダンス披露など 10時～14時
会場：つづきの丘小学校コミュニティハウス

19
（日）

ボーイスカウト横浜第132団
チャリティーバザー

   132団フェスティバル
外で思い切り遊びながら、ボーイスカウト体
験ができます。男女不問、３歳～小６向けの内
容です。毎年好評のバザー、美味しい屋台も。 
10時30分～15時30分 
会場：センター北駅前芝生広場

25
（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2019

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、模擬店など 
10時～14時
会場：東山田中学校コミュニティハウス

26
（日）

株式会社　横浜都市みらい
都筑元気プロジェクト

　活動報告会
都筑区が魅力的で、元気な街となる活動の
成果発表とエール交換など
13時15分～15時30分
会場：あいたい５階コミュニティルーム

8
（土）

都筑吹奏楽団
第10回定期演奏会

祝典序曲 ／D.ショスタコーヴィチ、祝典
のための音楽／P.スパーク、平成ヒット曲
メドレーほか
13時15分開場、14時開演
※13時35分プレコンサート
会場：都筑公会堂

8
（土）
・
9

（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

地域の人や利用団体の作品展示、子ども体験
コーナー、ステージ発表、花苗の販売など。
10時～15時
会場：川和小学校コミュニティハウス

8
（土）
・
9

（日）
・
15
（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

8・9日はセンター 北駅前芝生広場で外遊
び体験。15日は都筑公会堂で柴田 愛子（し
ばた あいこ）講演会とケロポンズコンサー
ト。一部有料  会場：〈8日・9日〉センター北
駅前芝生広場、〈15日〉都筑公会堂

3
（祝）

都筑区三曲協会
第22回都筑区三曲協会演奏会

筝、三味線、尺八の演奏をお楽しみください。 
12時～15時30分（予定）
会場：都筑公会堂

9
（土）

都筑をガイドする会
ガイドと共につづきを歩こう

　No.51
都筑南部で活躍した人たち
９時～12時
会場：都筑ふれあいの丘駅集合、
　　 バス停薮根解散

10
（日）

ムジカ・パストラーレ
第20回 定期演奏会

シューベルト交響曲第9番「ザ・グレイト」ほか
１４時～１６時３０分／会場：都筑公会堂

10
（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、
北部地域療育センター
都筑ふれあいの丘まつり２０１９

団体活動発表、作品展示、模擬店、ゲーム
など！どなたでも楽しめるイベントです。
１０時～１５時／会場：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、北部地域療育センター

10
（日）

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・地元野菜の販売など。
10時～14時
会場：東山田スポーツ会館

10
（日）

川和芸能文化祭実行委員会
川和芸能文化祭

今年22年目を迎え子どもからお年寄りの
人達の踊、唄、パフォーマンスそして模擬
店もいっぱい 10時～17時（予定）
会場：川和小学校　体育館

10
（日）

北山田小学校コミュニティハウス
北山田小学校コミュニティ・

　フェスタ
見て聞いて楽しもう！サークル発表、展示、
模擬店、健康チェック、人形劇など
会場：北山田小学校コミュニティハウス

10
（日）

都田小学校コミュニティハウス
第14回コミハウまつり

各団体の作品展示、ステージ発表、模擬店
など、子どもから大人まで楽しめる手づくり
のお祭りです。 ９時～１５時
会場：都田小学校コミュニティハウス

上
旬

中
旬
予
定

横浜北部菊花会
第33回 都筑菊花展

菊の花が駅構内を彩ります。5日（火）はセ
ンター南駅前すきっぷ広場で菊の鑑賞会
を行います。
会場：センター南駅構内

11
（月）

20
（水）

美里橋サークル
第４回観音寺菊花展

観音寺の菊花展と門前のフラワーロード
が魅力的！ １０時～１６時
会場：観音寺（東山田4-32）

17
（日）

新栄地域ケアプラザ
新栄地域ケアプラザ祭り

地域と連携して開催！多くの模擬店、演奏
会、健康チェックなどがあります。
１０時～１４時／会場：新栄地域ケアプラザ

22
（金）　

2/29
（土）
予
定

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。
点灯式：22日（金）17時～
会場：センター南駅前すきっぷひろば

23
（祝）

都筑吹奏楽団
第11回定期演奏会

都筑区を拠点に活動する吹奏楽団の演奏
会。クラシックからポップスまで入場無料
で楽しめます。
13時15分開場、14時開演
※13時35分プレコンサート
会場：都筑公会堂

23
（祝）

大熊スポーツ会館
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、地場野菜販売など。
10時～14時
会場：大熊スポーツ会館

24
（日）

育児ミュージカル実行委員会
育児ミュージカル

　「ＩＫＵＭＩＮＳ ４」
ママたちの育児あるあるミュージカルと
子どもたちによる回転寿司ミュージカル
会場：センター北　横浜ＹＴＪホール

1
（日）

都筑をガイドする会
ガイドと共につづきを歩こう

　No.52
紅葉の緑道をめぐる！
９時～１２時
会場：仲町台駅集合、センター南駅解散

予
定

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ども向けのかるた
取りをします。かるたが取れたら賞品と交
換できます！ 会場：えだきん商店街広場

上
旬

東山田三丁目町内会
どんど焼

町内の恒例行事。今年も良い年であります
ように！ 会場：ゆうやけ公園

上
旬

都筑区子ども会育成連絡協議会
子ども展

書道、資源、防災ポスターなどの作品展示
９時～17時／会場：区民ホール

上
旬
予
定

すみれが丘町内会
どんど焼き

新年恒例の第35回どんど焼き
会場：すみれが丘第一公園

11
（土）

牛久保町内会
どんど焼き

焼いた餅を食べて１年間の無病息災を祈る
伝統行事です。雨天時は翌日に順延。
13時～15時／会場：あやめ公園

12
（日）

荏田南四丁目自治会
どんど焼き

竹にさした餅約400本や、飲物、おしるこ、豚
汁を用意してあります。
14時～15時
会場：折田不動公園

12
（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。餅販売
や甘酒、みかんなどもあります。
13時～15時（予定）
会場：牛久保西公園多目的広場

12
（日）
予
定

川和小学校ふれあい郷土館運営委員会
どんど焼き

無病息災を祈りお飾りや書き初めを燃やし
ます。つきたて餅、豚汁の販売もありますよ。
１０時～１２時
会場：川和小学校　校庭

14
（土）

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
10時～15時
会場：センター南駅前すきっぷひろば

14
（土）
予
定

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
おみくじが引ける“なぞラリー”や自然派遊
びをはじめ夜のキャンドルナイトまで１日楽
しめます。 
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

18
（水）
・
19
（木）

仲町台商業振興会
乾杯フェスタ 呑みコン仲町台

チケットを買い３軒のお店を選び、料理と１
杯が楽しめる。グループの参加が楽しい。
17時～23時／会場：仲町台駅周辺の飲食店

21
（土）

都筑区防災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
14時～16時／会場：かけはし都筑

22
（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1度の大会です。
会場：都筑公会堂

23
（祝）

池辺町中里自治会
子どもみこし

伝統ある祭礼に、子供と大人が力を合わせ、
無事を祈願し、会館から杉山神社まで往復
する。多くの人のご参加を！
９時30分～11時（予定）
会場：池辺町中里自治会会館下

23
（祝）

池辺町連合自治会
池辺町杉山神社例大祭

宙に舞うみこし、大輪の花ひらく手づくり
の花籠、五穀豊穣、家内安全、開運招福な
どを祈願するお祭りです。
1２時～２０時／会場：池辺町杉山神社

28
（土）

都筑をガイドする会
ガイドと共につづきを歩こう　　

　No.50
つづき五山をめぐる
９時～12時／会場：センター南駅集合・解散

5
（土）

横浜ロックサークル
第27回

　都筑ポップフェスティバル
60年～90年代のなつかしいサウンドで楽
しみませんか。 14時～20時
会場：センター南駅前スキップ広場

5
（土）
・
6

（日）

南山田町内会
祭礼レクリエーション大会

３年に１度の祭礼。５日は演芸大会、６日は
大人・子ども神輿、山車で楽しみましょう

〈5日〉16時～21時、〈6日〉10時～14時（予定）
会場：山田神社、南山田町内会館周辺

5
（土）
・
6

（日）
予
定

北山田商業振興会
秋のグルメ＆パフォーマンス

　フェスタ
演舞、グルメ、祭りも同時開催。
10時～17時
会場：山田富士公園

6
（日）

つづき国際交流カフェ実行委員会
第17回つづき国際交流

　Café
世界の文化を味わおう！都筑区在住の外国
人が国の文化を紹介します。 10時～15時　
パネル展：２日（水）～５日（土）
会場：区総合庁舎１階区民ホール

19
（土）

文化交流サロン-For Our Tsuzuki-
TSUZUKI

　リフレッシュコンサート
ハロウィンをテーマに、仮装コンテストや
ダンス・バンドも加わり、みんなでリフレッ
シュ！
13時～16時30分／会場：都筑公会堂

20
（土）
・
21
（日）

横浜市歴史博物館
チボリ兄弟舎紙芝居

仙台で活動中のチボリ兄弟舎が今年も登
場！抱腹絶倒のオリジナル紙芝居を上演。
会場：横浜市歴史博物館

27
（土）

牛久保町内会
納涼盆踊り大会

模擬店など多数出店します。盆踊りもお楽
しみください。雨天時は翌日に順延。
16時～20時30分／会場：あやめ公園

27
（土）

渋沢連合自治会
納涼盆踊り大会

子どもみこしや盆踊り、屋台巡りで楽しもう！ 
16時～20時
会場：荏田東第一小学校 校庭

27
（土）
予
定

勝田町町内会・勝田南町内会
勝田納涼盆踊り大会

子どもたちの太鼓に合わせて盆踊りをして、
夏の暑い夜を楽しく過ごしましょう。
18時30分～21時
会場：杉山神社（勝田町1231）

27
（土）
予
定

仲町台三丁目自治会、ヴェレーナ港北
ニュータウン自治会
仲町台三丁目納涼祭

模擬店、ブラスバンド、フラダンス、盆踊り、
花火など盛り沢山。雨天時は翌日に順延。
16時～20時30分／会場：ひぐらし公園

27
（土）
・
28
（日）

仲町台商業振興会
グルメフェスタ 仲町台の夏祭り

ビンゴ大会、歌や踊り、模擬店も多数出店、
今年も頑張ります。 11時～20時
会場：仲町台せせらぎ公園と駅周辺

（土）
・
（日）
・
12

（月・休）

よこはま動物園ズーラシア
ナイトズーラシア

開園時間を20時30分まで延長（19時最終
入園）。普段は見ることのできない動物た
ちの夜の生態をご覧いただけます。
9時30分～２０時30分
会場：よこはま動物園ズーラシア

上
旬
予
定

池辺町中里自治会
第47回中里自治会盆踊り大会

40年以上続いている伝統行事のひとつ。
子どもから大人まで太鼓に合わせ、踊って
楽しみましょう！
17時～21時／会場：池辺町中里公園

2
（金）
・
3

（土）

東山田連合町内会
納涼盆踊り大会

女性部による盆踊りおよび各町内会で行う
屋台など盛りだくさんです。
19時～21時30分
会場：山田小学校　校庭

2
（金）
・
3

（土）

南山田町内会
納涼盆踊り大会

夏の風情やにぎわいを感じ、南山田町内会
手づくりの盆踊り大会を楽しみましょう。 
18時～21時／会場：ぼうけん公園

2
（金）
・
3

（土）

かちだ連合自治会
区制25周年記念（令和）

　盆踊り大会
令和元年の盆踊り大会です。
18時～21時／会場：勝田小学校 校庭

2
（金）
・
3

（土）
予
定

池辺町川内自治会
納涼盆踊大会

子ども中心の太鼓や都田中有志のソーラ
ン節が特徴。クジ引きもあり。
18時～21時
会場：鶴見川鴨池人道橋下河川敷

3
（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

3
（土）

牛久保東町内会
牛久保東町内会夏まつり

16時から模擬店開店、17時からパフォー
マンスショー、20時30分から盆踊りをお楽
しみください。 ※雨天時は翌日に順延
16時～21時／会場：中川小学校 校庭

3
（土）

川和町内会
川和町内会夏祭り盆踊り大会

第１部：子どもみこし・ゲーム大会・おたのしみイ
ベント　第２部：盆踊り・子ども太鼓・福引大会ほか 
15時～21時／会場：川和小学校  校庭・体育館

3
（土）

都筑が丘第２自治会
都筑が丘第２自治会  夏祭り

毎年大好評のバンド演奏や盆踊りで一緒に
盛り上がろう 16時～21時（予定）
会場：都筑が丘第三公園

3
（土）

柚木荏田南連合自治会
第10回柚木荏田南夏祭り

住民主体の手づくりの夏祭りです。年々参
加者が増えています。今年は10周年の記
念の年です。 16時～20時
会場：折田不動公園多目的広場

3
（土）
・4
（日）
予
定

北山田町内会
北山田町内会夏まつり

子どもみこしや盆踊り。夜風にふかれて地
域の皆さんと夏まつりを楽しみましょう。
会場：山田富士公園

10
（土）

牛久保西町内会
盆踊り大会

盆踊り、屋台なども出店します。ご家族・ご
友人をお誘いいただきご参加ください。
会場：牛久保西ひかりが丘公園

17
（土）

茅ケ崎東町内会
茅ケ崎東夕涼み会

町会婦人部盆踊り、茅ケ崎中学校吹奏楽部
の演奏、屋台巡りで楽しもう！ １６時～20時
30分／会場：茅ケ崎東なのはな公園

下
旬

川和台自治会
川和台納涼夏まつり

川和中吹奏楽部演奏、盆踊り、フラダンス、
子どもみこし、各種模擬店など楽しいイベ
ントがいっぱい。 会場：川和台もみじ公園

21
（水）
予
定

えだきん商店会
えだきん夜店市

商店街に屋台がずらり出店！商店街プロレ
スも開催！えだきんぎょも登場します！
14時～20時／会場：えだきん商店街広場

23
（金）
・
24
（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！～
壁一面を落書きできるキャンバスにしちゃ
います！！汚れてもいい格好で遊びに来てね！ 
10時30分～16時
会場：都筑区子育て支援センターポポラ

24
（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、市ケ尾高校ジャグリング部、茅ケ崎
中学校吹奏楽部によるパフォーマンスなど。
16時～20時／会場：茅ケ崎南かきのき公園周辺

24
（土）
・
25
（日）

荏田南連合自治会
荏田南夏祭り

子どもみこし、盆踊り、小・中・高校の先生・
PTA・９自治会・お父さんの会・おやじの会総
力を結集。手作りのお祭りです。

〈24日〉16時～21時、〈25日〉16時～20時
会場：荏田南小学校校庭

24
（土）
・
25
（日）

見花山自治会
見花山夏祭り

子どもみこしや盆踊り、模擬店巡りで楽しも
う！キッズダンス、ブラスバンド演奏も！
15時～21時／会場：かりん公園

31
（土）

星空のコンサート運営委員会
（共催：都筑区商店街連合会・横浜市交通局）
星空のコンサート

　～DREAM of CLASSIC
星空の下、本格的なクラシックコンサートを
気楽に楽しめます。 18時30分～20時30
分／会場：センター南駅前すきっぷ広場

中
旬
予
定

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2019
トレーニング室の無料開放や、この日限り
の特別プログラムなど！ 
会場：都筑スポーツセンター

26
（土）

都筑民家園
アーツ＆クラフツガーデン

　in都筑民家園
手作りアート作品の小物の展示と販売。カ
フェコーナーもあります。
１１時～１５時／会場：都筑民家園

26
（土）
予
定

仲町台中央町内会・仲町台商業振興会
2019仲町台

　ハロウィンイベント
小学生以下の子どもたちの仮装パレード、
30か所のお菓子ポイントも
12時～16時
会場：仲町台駅・商店街周辺、せせらぎ公園

26
（土）
予
定

加賀原一丁目自治会
加賀原一丁目まつり

　〈ハローウィンパーティ〉
吹奏楽演奏や模擬店など子どもから大人ま
で楽しいまつりです。 １０時３０分～１５時 
※雨天時は翌日に順延／会場：月出松公園

27
（日）

都筑オーケストラ
第35回定期演奏会

曲目：チャイコフスキー・交響曲第４番ほか／
指揮：久世 武志　 有料 500円
14時～ ※開場13時30分
会場：都筑公会堂

27
（日）
予
定

特定非営利活動法人　都筑里山倶楽部
里山まつり2019

里山の景観の下でダンス・音楽を観覧、新
米の餅つきや竹細工体験、里山鍋・フランク
フルトなどを楽しもう！ 1１時～１５時
会場：都筑中央公園　ステージ広場

31
（木）
予
定

えだきん商店会
えだきんハロウィン

えだきんのハロウィンは仮装大会！優勝者
は賞品がもらえるよ！屋台も出店します！
13時～／会場：えだきん商店街広場

上
旬
予
定

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！ 
会場：えだきん商店街広場

8
（土）

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
10時～12時
会場：かけはし都筑

下
旬
予
定

東方町内会
東方天満宮観梅会

毎年紅梅や白梅200本が咲き、甘酒や野点
も楽しんでもらっています。
11時～14時（予定）
会場：東方天満宮

予
定

センター北商業振興会
第21回　センター北まつり

毎年恒例の「セン北まつり」。21回目を迎え、
盛大に開催します！ 
会場：センター北駅前芝生広場周辺

8
（日）

つづきMYプラザ
第12回　プラザまつり

楽しみ方いろいろ！多世代多文化をつなぐ
体験型国際交流イベントです！
10時～15時
会場：つづきＭＹプラザ

4
（土）
・
5

（日）

北山田商業振興会
北山田さくら祭り2020

演舞、グルメ、祭りも同時開催
〈4日〉10時～17時、〈5日〉10時～16時
会場：山田富士公園

5
（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！
12時～
会場：えだきん商店街広場

11
（土）
・
18
（土）
・
25
（土）

横浜シャフルボード協会
シャフルボード無料講習会

陸上のカーリング！！長い杖でディスクを
とばし、コート上で点を取り合うおしゃれ
な軽スポーツ。年齢を問わず男女ともに楽
しめます。
9時30分～12時／会場：葛ケ谷公園

25
（土）
・
26
（日）
予
定

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25日（土）～５月５日（祝）
会場：センター南駅前すきっぷ広場

25th

25th

25th

25th 25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th

25th
25th

25th

25th 都筑区制25周年事業マークの説明 こども 音楽・文化・芸術 その他祭り・地域関連
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　区内の催しを集めたイベントカレンダーを今年も発行しました。子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。興味のあるイベントに参加してみませんか。
※掲載情報は、2019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。

子育て支援センター ポポラ
912-5135 912-5160

５月中旬～１０月中旬
都筑区内施設ほか

　転入された親子向
けにイベントを開催し
ます。「お友達がほしい
な」という人、是非お近
くの会場へお越しくだ
さい。転入してからの期間は問いません。

５月５月 ５月 １０月

資源化推進担当
948-2241 948-2239

５月25日（土）、８月24日（土）10時～15時
区総合庁舎1階区民ホール

　リユース家具大抽選会を開催します。ま
た、パネルや分別ゲームなどで、「３Ｒ夢な
暮らし」を楽しく学べます。

8月
あつまれ～
都筑の
ニューフェイス！

つづき３R夢
週間イベント

健康づくり係
948-2350 948-2354

5月30日（木）～6月5日（水）
区総合庁舎1階区民ホール

　東京2020オリン
ピック・パラリンピック
に向けて国をあげて
禁煙に取り組んでい
ます。タバコの害につ
いてご紹介します。

6月 たばこパネル展

健康づくり係
948-2350 948-2354

6月18日（火）～24日（月）
区役所2階エスカレーター前スペース

　昨年の夏も、熱中症による救急搬送が数
多くありました。熱中症は適切な予防をす
れば防ぐことができます。
　暑い季節の到来前に、熱中症について
正しい知識を身につけ、予防しましょう。

熱中症予防
パネル展

健康づくり係
948-2350 948-2354

６月22日（土）10時30分～13時
区総合庁舎1階区民ホールほか

　６月の「食育月間」と
「歯と口の健康週間」にち
なみ、健康づくりについ
て考える親子で楽しめる
体験型のイベントです。
パネル展：6月14日（金）～20日（木）

区民活動係
948-2236 948-2239

5月～2020年2月
大塚・歳勝土遺跡公園、
横浜市歴史博物館、都筑民家園ほか

　遺跡公園を活用したアー
トと歴史を感じる「日本を知
ろう」や「遺跡フェスタ」イベ
ント、地域の資源を活かす体
験や映画会など多彩なイベントをお楽しみください。

5月 2月

都筑区
25周年記念
食育・健康フェア

都筑アート＆
ヒストリー
2019

都筑土木事務所
942-0606 942-0809

7月2日（火）～9日（火）
区総合庁舎1階区民ホール

　身近な公園や道路を気
持ち良く使っていただくた
めに活躍している公園愛護
会やハマロード・サポーターの皆さんが、日頃
の活動の様子を自作のパネルで紹介します。

7月 7月6月 6月

区民活動係 948-2235 948-2239

秋季 横浜国際プール 10月7日（月）～15日（火）
区総合庁舎1階区民ホール

 糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満など長年
の生活習慣を見直すことで、大きく数値が
改善したり、重症化の予防につながります。
生活習慣病の予防について学べる展示です。

都筑消防署

3月1日(日）～7日（土）
区内全域

　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。事業所での消防総合訓練などを
実施します。3月1日は「住宅用火災警報器
市内一斉点検の日」です。点検してね！

春の全国
火災予防運動

区民活動センター
948-2237 943-1349

３月
区総合庁舎１階区民ホール、区内各所

　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
義を広く区民の皆様に知っていただくこと
を目的としたイベントです。

第23回
「つづき人交流
フェスタ」

11月 12月

11月

11月

地域振興係
948-2231 948-2239

11月3日（祝）10時～15時
センター南・北駅周辺、みなきたウォーク

　華やかなステージパフォーマンスや模擬店でにぎわ
う、区民による手づくりイベントで、子どもから大人まで
“ふるさと都筑”を楽しめる市内で最も大規模な区民ま
つりです。

第25回都筑区民まつり

企画調整係
948-2226 948-2399

11月下旬～12月上旬
クッキングサロン ハマッ子（予定）

　地元でとれる新鮮な都筑野菜を使った
料理教室を開催します！
　料理教室を通じて、美味しい都筑野菜の
食べ方や調理方法をご紹介します。

都筑区社会福祉協議会
943-4058 943-1863

12月１日（日）
都筑公会堂、区総合庁舎1階区民ホール

　障害者週間に合わせ、講演会・障害者団
体の舞台発表、写真やパネル展示、障害者
スポーツ「ボッチャ」の体験会を開催します。

都筑野菜を
使った
料理教室

～新・福祉農園イベント～
障害者と地域の
共生フェスタ

区民活動係 948-2235 948-2239

１２月上旬 センター北駅前芝生広場周辺
　都筑区はドイツ国籍の人が市内
18区中最も多く住んでいます。
　今年も、ドイツの冬の風物詩「ク
リスマスマーケット」がセンター北
にやって来ます。ソーセージやグ
リューワイン、雑貨などをぜひお
楽しみください。

1月 1月

ドイツクリスマスマーケット in 都筑

庶務係
948-2212 948-2208

１２月
会場未定

　都筑区では、お互いに人権を尊重しあ
い、ともに生きる社会の実現を目指し、一
人ひとりが日常生活の中での人権意識を
高めていただく機会として人権啓発講演
会を開催します。

令和元年度
都筑区
人権啓発講演会

都筑消防署
・　945-0119

１月６日（月）13時30分～15時40分
都筑公会堂、区役所中庭

　式典、はしご乗り、まとい振り込みなどの
古式消防演技のほか、消防隊・救助隊・消防
団による消防演技を披露します。

令和2年
都筑区
消防出初式

都筑土木事務所 942-0606 942-0809

11月9日（土）
センター南駅前広場および都筑公会堂

庶務係
植樹について・・・・・・・・
記念式典について・・・ 948-2211 948-2208

　都筑区は、港北区と緑区の再編により、青葉区とともに
1994（平成６）年11月６日に誕生しました。今年は区制25周年
の節目の年にあたります。これを記念してセンター南駅前広
場で植樹セレモニーと都筑公会堂で記念式典を開催します。

12月

12月

12月

都筑区制25周年記念イベント

区民活動係 948-2236 948-2239

11月23日（祝）9時～15時 センター南駅前すきっぷ広場（スタート・ゴール）
　区内の緑道など、約７kmを歩
いて、都筑の魅力を見つけてみ
よう！コース途中ではスープの提
供も。すきっぷ広場では、区内中
学校吹奏楽部の演奏や、高等学
校ダンス部・バトン部のパフォー
マンスを楽しめます。

つづきウォーク＆フェスタ

健康づくり係
948-2350 948-2354

11月26日（火）～12月2日（月）
区役所2階エスカレーター前スペース

　12月1日は世界エイズデー
です。エイズ・HIVの正しい知識
についてご紹介します。

世界
エイズデー
パネル展

庶務係
948-2212 948-2208

冬季
会場未定

　自分や身近な人を守るため、災害への備
えについて改めて考えてみませんか。講師
を招き、防災・減災について講演いただき
ます。

冬季

企画調整係
948-2227 948-2399

２月
区役所６階大会議室（予定）

　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。

2月 2月
令和元年度
都筑区
防災・減災講演会

地域連携調査
研究発表会

庶務係
948-2211 948-2208

１月６日（月）17時～18時30分
新横浜プリンスホテル

　新たな年の門出
を祝しまして、都筑
区新年賀詞交換会
を開催いたします。

1月 2月

3月

3月

令和2年
都筑区
新年賀詞交換会

区民活動係
948-2236 948-2239

１月18 日（土）～２月２日（日）
都筑公会堂、区総合庁舎1階区民ホールほか

　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、伝統芸能、絵画、工芸、
写真、書道などを、約2000人が発表します。

第24回　
都筑区民文化祭

区民活動センター
948-2237 943-1349

２～３月
区役所６階大会議室ほか

　講演会、イベントなど、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。

区民活動係
948-2236 948-2239

3月上旬
葛ケ谷公園多目的広場（スタート・ゴール）

　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、
５k m の ほか、ファミ
リー枠（1.5km）など、20以上の種目があります。

第４回
「WOMEN'S MEET

UP FES in 都筑」

第26回都筑ふれあい
健康マラソン大会

事業企画担当
948-2344 948-2354

２月15日（土）午後
都筑公会堂

　都筑区地域福祉保健計画の取組発表や
活動報告、社会福祉功労者の表彰を行い
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。

（仮）つづき あい
フォーラム/第24回
都筑区社会福祉大会

健康づくり係
948-2350 948-2354

2月28日（金）～3月6日（金）
区役所2階エスカレーター前スペース

　女性特有のがん検診や生
活習慣病・骨粗しょう症予防
など女性の健康づくりに関
するパネルの展示、リーフ
レットをお配りします。

女性の健康週間
パネル展

「水とみどり」
都筑区公園愛護会、
都筑区ハマロード・
サポーター パネル展

企画調整係
948-2227 948-2399

７月下旬
会場未定

　地元ものづくり企
業による打刻体験や
工作ワークショップを
開催します。見る、触
れる、作る、知る、そし
て遊べる！「ものづくり」ってこんなに面白い！

夏休み！
つづき・ものづくり
体験！

青少年支援・学校地域連携担当
948-2471 948-2309

９月12日（木）～18日（水）
区総合庁舎1階区民ホール

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

9月

健康づくり係
948-2350 948-2354

9月20日（金）～10月1日（火）
区役所2階エスカレーター前スペース

　日本人女性の11人に1人
が乳がんにかかります。
乳がんは自分で触って発見
できる唯一のがんです。
乳がんモデルの触診体験
ができます。

9月「キッズ」「はまっ子」
「学童」の作品展

ピンクリボン
（乳がん）
パネル展

環境衛生係
948-2358 948-2388

９月下旬
区総合庁舎1階区民ホール

　動物の愛護と適正な
飼育をテーマに、獣医師
会によるペットの健康相
談、トレーナーによる犬
のしつけ相談、事前応募制のご長寿ペット表彰
パネル展、ペット防災物品展示などを行います。

9月

夏季
秋季 秋季

動物愛護週間
イベント

区民活動係
948-2235 948-2239

夏～秋季
つづきMYプラザ、都筑民家園

　ラグビーワールドカップ2019™、東京2020大会
に向け、スポーツボランティアに関する講座、日本と
英国との文化交流講座など（※）を開催します。
※横浜国際プールが、英国代表チームの事前キャンプ
　地となることから、横浜市が英国のホストタウンとし
　て登録されています。

オリンピック・
パラリンピック
関連事業

都筑土木事務所 942-0606 942-0809

8月3日（土）
区総合庁舎駐車場ほか

都筑消防署 ・　945-0119
都筑消防署
・　945-0119

　消防車や道路パトロール
車、白バイなど「はたらく車」
を展示し、それぞれの仕事を身近に感じてい
ただくとともに、防火や交通安全、道路の役割
などについて分かりやすく紹介します。横浜ご
当地ヒーローによる「道の日ショー」ほか。

9月1日（日）
区総合庁舎1階区民ホール

　防災・救急と健康づくりについて楽しく
体験しながら学びます。協賛企業ブースな
ど多数出展予定です。　
防災パネル展：8月30日（金）～9月4日（水）

中毒予防に役立つグッズも配布します。

8月
都筑区

「はたらく車
大集合」＆道の日2019

高齢支援担当
948-2306  948-2490

9月2日（月）～5日（木）
区総合庁舎1階区民ホール

　近年、認知症の人は
増加しています。自分
や身近な人が認知症に
なっても安心して暮ら
せるように、地域での
取組を紹介します。

9月

9月

認知症パネル展

高齢支援担当
948-2306 948-2490

９月７日（土）１３時３０分～１６時
都筑公会堂

　家族が認知症に
なったときどうする？
認知症の方の介護を
テーマにした講演会
や支援制度の紹介を
行います。

認知症
フォーラム

201920192019

2019 2019
2019

2019

2019

食品衛生係
948-2356 948-2388 

7月31日（水）14時～15時30分
モザイクモール港北

　食中毒に関する情
報を、クイズやパネル
でわかりやすく発信し
ます。縁日などの楽し
いイベントのほか、食

7月
都筑区
食中毒予防
キャンペーン

2019 2019

9月 都筑区
防災・救急フェア

2019

2019

2019

11月
2019

2019

2019

2020 2020

2020 2月
2020

2020

2020

2019 2020

2019

2019

11月

都筑消防署 ・　945-0119

11月9日（土）～15日（金）
区内全域

　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。巡回・駅頭広報やイベ
ントなどを開催します。11月9日は「住宅用火
災警報器市内一斉点検の日」です。点検してね！

秋の全国
火災予防運動

2019

2019

2020

20192019 2019

3月2月
2020

11月 12月
2019

健康づくり係
948-2350 948-2354

10月29日（火）～11月5日（火）
区総合庁舎1階区民ホール

 感染症の予防には菌やウイルスに負けな
い日頃からのからだづくりと、手洗いうが
いが大切です。流行りやすい感染症の予防
についてご紹介します。

10月 11月
感染症
パネル展

2019

健康づくり係
948-2350 948-2354

生活習慣病
パネル展10月

2019

　地元プロスポーツチームのホームゲームを
応援しよう！都筑区ならではのイベント盛りだ
くさん！つづきあいちゃんも応援しています！

横浜ビー・コル
セアーズ都筑区
応援DAY

要事前申込（10月頃予定）

要事前申込（12月頃予定）
3月
2020

3月
2020

１０月

・　945-0119

このロゴマークが
付いているイベントは
都筑区制25周年事業です

問合せ 広報相談係
 948-2223
 948-2228


