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都筑区役所が
主催・共催するイベント

「都筑のお出かけスポットや、地元のイベントをもっと知りたい！」という
皆さんのご期待にお応えして、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、都筑の四季折々の自然や
食、文化を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、都筑をもっと楽しんでみませんか。

※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、
各イベントの担当課にお問い合わせください。

掲載情報は、2020年４月10日現在のものであり、
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。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取
組に伴い、中止・延期などになる場合があります。
各イベントの開催日時や開催状況を事前にお確か
めのうえ、お出掛けください。

保存版都筑区

 2020年５月11日～2021年５月10日

【問合せ】広報相談係　　948-2223　　948-2228

開催日

令和２年度

 　　　 ５月中旬  10月中旬  　　　 6日（土） 14時～17時 27日（土）10時30分～13時30分

あつまれ～都筑のニューフェイス！ 大人の学級
「やりたいことをかたちにする講座」

食育・健康フェア
「噛むこと」・「食べること」を

～家族で楽しみながら健康づくりを考えよう～

 こども家庭支援担当　  948-2318   948-2309  区民活動センター　  948-2237   943-1349  健康づくり係　  948-2350   948-2354

６月30日（火）～ 7月7日（火） 　　   25日（土）10時～15時 下旬

「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
つづき３R夢週間イベント 都筑区

食中毒予防キャンペーン

 都筑土木事務所
 942-0606   942-0809

 資源化推進担当
 948-2241   948-2239

 食品衛生係　
 948-2356   948-2388

下旬～ ８月上旬           30日（日） 8月～ 12月

　夏休み！つづき・ものづくり体験！ 都筑区
「防災・救急フェア」＆道の日2020

都筑アート＆ヒストリー2020

 企画調整係　  948-2226　  948-2399  区民活動係　  948-2238   948-2239

秋～冬季     　　 4日（金）～8日（火） １２日（土） １３時30分～（予定）

横浜ビー・コルセアーズ
都筑区応援day 「キッズ」「学童」の作品展 認知症フォーラム

 区民活動係   948-2235   948-2239
 青少年支援・学校地域連携担当
 948-2471   948-2309  高齢支援担当　  948-2306   948-2490

１3日（日）  13時～16時（予定） 中旬～下旬  　　　 上旬

親子で楽しむ環境アドベンチャー 動物愛護週間イベント ウォーキング講座

 企画調整係　  948-2226   948-2399  環境衛生係　  948-2358   948-2388
 健康づくり係　
 948-2350    948-2354

 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、ぜひお近くの会場
へお越しください。転入してから
の期間は問いません。

 都筑区民活動センター
新しいことを始めたい人のため
の講座です。2020年は仲間と
一緒にイベント実践に取り組み
ます。

 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。

 区総合庁舎1階区民ホール
６月の「食育月間」と「歯と口の健康週間」に合わ
せて開催する、体験型のイベントです。健康づく
りに関するゲームやクイズ、歯みがきレッスンの
ほか、協賛企業などのブースも出展します。

 会場未定
食中毒に関する情報を、クイズやパネルで
分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、食中毒
予防に役立つグッズも配布します。

 区総合庁舎1階区民ホール
大好評のリユース家具抽選会や分別ゲー
ム、食品ロスなどのパネル展示でごみを
減らす３Ｒ行動を楽しく学べます。

 横浜国際プール
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
はのイベントが盛りだくさんです！

 区総合庁舎１階区民ホールほか
防災、救急や道路の役割などについて、楽
しく学べるイベントです。消防車、救急車や
道路パトロール車など「はたらく車」が集合！
★地震防災パネル展開催
8月27日(木)～9月3日（木）

 会場未定
都筑区はものづくりのまち！
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
などを開催します。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 ！

 区役所６階大会議室
SDGsって何だろう。最近よく耳に
するＳＤＧｓについて地球温暖化な
どの環境問題をテーマに、親子で楽
しみながら学びましょう！

 都筑公会堂、
　 区総合庁舎1階区民ホール
認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮ら
せるまちづくりを目指し、講演などを行います。
★認知症パネル展開催
　8月31日（月）～9月3日（木）

 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」

「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。

 区役所6階大会議室 
正しく効果的な歩き方を学び実践できる講座です。
健康のために楽しく歩きましょう！ 

 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、ペット防災物品の展示などを行い
ます。

 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」、地域の資源を生かす体験や映
画会など多彩なイベントをお楽しみ
ください。 都筑土木事務所　  942-0606   942-0809

 都筑消防署    945-0119
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土・日・祝
予定   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）。夜行性動物の活動的な姿や昼行性動物の
寝姿などをご覧いただけます。
主催：よこはま動物園ズーラシア	

上旬   山田小学校　校庭

納涼盆踊り大会
主催：東山田連合町内会

上旬予定   山田富士公園

北山田町内会夏まつり
地域の皆さんとともに。開催情報は町内会ホー
ムページをご覧ください。
主催：北山田町内会

上旬  17時～21時
  池辺町中里公園

第48回 中里自治会盆踊り大会
40年以上続く伝統行事。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。	
お楽しみ抽選もあります。
主催：池辺町中里自治会

1日（土）
予備日:2日(日)

 18時30分～21時30分
  すぎの森幼稚園園庭

第45回 大棚町盆踊り大会
町会や子供会、レモンズの模擬店その他、太鼓
は子どもです。
主催：大棚町内会	

１日（土）
※雨天時は翌日

 16時～21時
  牛久保東なつみかん公園

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、19時30分から盆踊りをお楽しみくだ
さい（変更の場合あり）。	
主催：牛久保東町内会

１日
（土）

 16時～20時
  折田不動公園多目的広場

第11回　柚木荏田南夏祭り
今年も全自治会の住民が協力して手づくりの
夏祭りを盛り上げます。
主催：柚木荏田南連合自治会 

1日（土）
予定

 16時～21時
  都筑ケ丘第３公園

夏祭り　
子どもみこしやバンド演奏、盆踊り、屋台で買い
物を楽しみましょう。
主催：都筑が丘第２自治会

未定   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2020
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。
主催：都筑スポーツセンター

上旬 	 	茅ケ崎神社からセンター南

秋の例大祭、神輿渡卸
子どもみこしがセンター南駅前広場まで練り
歩きます。
主催：茅ケ崎杉山神社

10日（土） １１時～１５時
  都筑民家園

アーツ＆クラフツガーデン
IN都筑民家園
手作りアート作品グッズの展示販売やワーク
ショップ、カフェコーナーもあります。
主催：都筑民家園

17日（土）・
18日（日）予定

10時～17時
  山田富士公園

秋のグルメ＆パフォーマンスフェスタ
演舞やグルメ、祭りも同時開催。	
主催：北山田商業振興会

18日（日）
予定

10時～15時
	 	区役所１階区民ホール

つづき国際交流Café
いろいろな国のお茶を飲みながら国際交流し
ませんか。	
主催：つづき国際交流カフェ実行委員会

16日（水）・
17日（木）

 17時～23時
		 	仲町台駅周辺の飲食店

呑みコン仲町台　乾杯フェスタ
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。
主催：仲町台商業振興会

19日（土） 10時～15時
	センター南駅前すきっぷひろば

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

19日
（土）

 	みなきたウオーク子育て地蔵堂、
       早渕川親水広場周辺

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。	
主催：タウンセンター魅力アップ推進グループ

20日（日）
予定

  １２時～２０時
  	池辺町杉山神社

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
籠など。五穀豊穣、家内安全、開運招福などを
祈願するお祭りです。	
主催：池辺町連合自治会

20日（日）予定  ９時30分～11時
	池辺町中里自治会会館下から杉山神社往復

子どもみこし
伝統ある祭礼に、子どもと大人が力を合わせ、
杉山神社まで往復し、無事を祈願する。皆さん
で楽しみましょう。主催：池辺町中里自治会

4日（土） 10時～14時
  仲町台地区センター

こどもまつり
輪投げや科学ショー、おはなしかい、太鼓ワーク
ショップ、プログラミング体験、模擬店など。	
主催：仲町台地区センター

18日（土）
予定

 15時15分～20時30分(予定)
  中川西小学校

ワイワイまつり地域最大級の夏祭り
主催：ワイワイまつり実行委員会

18日(土)
予定

 16時～21時
  川和富士公園

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。	
主催：富士見が丘自治会

中旬・下旬  13時～15時  
  早渕公園グラウンド

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。	
主催：新栄早渕連合町内会

25日（土）
 17時30分～20時

																	 	山田神社集合～夏みかん公園
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。
主催：南山田町内会・虫送り行事保存会

25日（土）
※雨天時は翌日

 16時～20時30分
	 	あやめ公園

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。主催：牛久保町内会

25日（土）
予定

 18時30分～21時
	 	杉山神社（勝田町1231）

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。
主催：勝田町町内会・勝田南町内会	

25日（土） 10時30分～20時30分
	 	都筑ケ丘第一公園

夏祭り盆踊り大会
子どもみこしや山車、ゲーム、屋台、演芸、盆
踊りなど。主催：都筑ヶ丘住宅自治会

２日（火）  ９時～1７時
  横浜市歴史博物館

開港記念日来館者優待デー
横浜の開港記念日を祝して、全館無料でご覧
いただけます。主催：横浜市歴史博物館

21日（日）
予定

 10時～13時
  鶴見川鴨池人道橋下

自治会内交流イベント
町内一斉清掃後、大人も子どもも集まりグラン
ドゴルフを楽しむ。最後に消防訓練を行い、炊
き出しをして終わる。	主催：池辺町川内自治会

7日（金）・
8日（土）

 18時～21時
  ぼうけん公園

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。
主催：南山田町内会	

8日（土）
予定  	 	牛久保西ひかりが丘公園

盆踊り大会
盆踊りや屋台も出店します。ご近所・ご友人をお
誘いし楽しんでください。
主催：牛久保西町内会	

8日（土）
予定

 15時～21時
  川和小学校 校庭・体育館

川和町内会夏祭り盆踊り大会
第１部：子どもみこしやイベント、ゲーム。　
第２部：盆踊りや子ども太鼓、福引、屋台出店
いっぱい	!	楽しみいっぱい	！	
主催：川和町内会

19日（水） 14時～20時
  えだきん商店街広場

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。	
主催：えだきん商店会

22日（土）   川和台もみじ公園

川和台納涼夏まつり
川和中吹奏楽部演奏や盆踊り、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。	
主催：川和台自治会

22日（土） 16時～20時30分
  茅ケ崎東なのはな公園

茅ケ崎東夕涼み会
町内会婦人部盆踊りや茅ケ崎中学校吹奏楽部
の演奏、屋台巡りで楽しもう	！	
主催：茅ケ崎東町内会

22日（土） 16時～20時
 	茅ケ崎南かきのき公園周辺

茅ケ崎南MGCRS夏祭り「夕涼み会」
模擬店や茅ケ崎台小学校、茅ケ崎中学校吹奏
楽部によるパフォーマンスなど。
主催：茅ケ崎南MGCRS連合自治会	

22日（土）・ 
23日（日）

 15時～21時
 	かりん公園

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！	
ブラスバンド演奏も！
主催：見花山自治会

22日（土）・ 
23日（日）

 16時～21時/
 16時～20時

	 	荏田南小学校校庭

荏田南夏祭り
花火や模擬店、みこしに盆踊り、子どもたちのス
テージも	!	みんなの力を結集！
主催：荏田南連合自治会 

 28日（金）・29日（土） 10時30分～16時
 	都筑区子育て支援センターポポラ
パパのアトリエ
～部屋中らくがきしちゃおう！～
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きてね	！
主催：都筑区子育て支援センターポポラ	

下旬  	中川駅前広場周辺

中川つながりシネマ
夏に開催する野外映画上映イベント。屋台や縁
日の出店もある、夏の夜の中川を楽しめるイベ
ントです。
主催：中川つながりシネマ実行委員会

※掲載情報は、2020年４月10日現在のものであり、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。また、日時の変更についての情報を把握した
場合は、区のホームページでもご案内いたします。
※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。

保存版

 2020年５月11日～2021年５月10日開催日都筑区令和２年度

【問合せ】広報相談係
       　　    948-2223　　948-2228

広報よこはま都筑区版を掲載されているイベントは、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期などにな
る場合があります。参加される際には、事前に開催状況を確認
してくださいますようお願いいたします。

25日（土）予定
※雨天時は翌日

 16時～20時30分
	 	ひぐらし公園

仲町台三丁目納涼祭
模擬店やブラスバンド、フラダンス、盆踊り、
花火など盛り沢山。
主催：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

31日（金）・ 8月1日（土）
 勝田小学校　校庭

令和2年盆踊り大会
祝　新校舎にむけて工事スタート！
主催：かちだ連合自治会

31日（金）・ 8月1日（土）
18時～21時  鶴見川鴨池人道橋下
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。	
主催：池辺町川内自治会

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。

祭り・地域関連　 スポーツ　 こども
音楽・文化・芸術　 その他
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予定  	えだきん商店街広場

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。主催：えだきん商店会	

上旬  ９時～17時
  区総合庁舎1階区民ホール

子ども展
書道や資源、防災ポスターなど小中学生の作
品展示
主催：都筑区子ども会育成連絡協議会

上旬   山田富士公園

北山田町内会 どんど焼き
無病息災を願って。開催情報は町内会ホーム
ページをご覧ください。
主催：北山田町内会

9日（土）
※雨天時は翌日

 14時～
 	牛久保東なつみかん公園

どんど焼き
お正月の松飾りや注連飾りなどを持ち寄り、
1年間の無病息災を願います。
主催：JA横浜都筑中川支店請地古梅支部・
牛久保東町内会

9日（土）
※雨天時は翌日

 13時～15時
 	あやめ公園 

どんど焼き
焼いたお餅を食べて１年間の無病息災を祈る
伝統行事です。
主催：牛久保町内会	 	

9日（土）
予定

10時～12時 
	 	池辺町中里自治会会館下

どんど焼きと団子作り
正月の飾りを燃やし、その火に団子をかざし
炙り食べて、無病息災を祈る。団子は子供会
と子どもたちで作る。	
主催：池辺町中里自治会 

10日(日)  　
	すみれが丘第一公園多目的広場

第36回 どんど焼き
新年恒例行事。焼いた餅を食べ、無病息災を
祈る。		主催：すみれが丘町内会

10日（日）
予定

 15時～16時30分
 	ゆうやけ公園

どんど焼
無病息災および平穏を祈って	！	
主催：東山田三丁目町内会 	

10日（日）予定  
	牛久保西公園多目的広場

どんど焼き
正月飾りを燃やし、無病息災を祈願。餅販売
のほか、甘酒などもあります。	
主催：牛久保西町内会 

10日（日）
予定

 10時～11時30分
 	川和台もみじ公園

川和台どんど焼き・賀詞交換会
無病息災を祈りお飾りを燃やします。餅やお汁
粉・豚汁などご用意します。
主催：川和台自治会

10日（日）
予定

 14時～15時
 	折田不動公園

どんど焼き
竹に刺した餅約400本や飲物、おしるこ、豚汁を
用意してあります。
主催：荏田南四丁目自治会

10日（日） １０時～１２時
	 	川和小学校　校庭

どんど焼き
力強い太鼓の音とともに、お飾りや書初めを
燃やします。枝付き団子や豚汁、汁粉、つきた
ての餅も販売します。
主催：川和小学校ふれあい郷土館運営委員会

14日（木）
予定

 14時～16時
	 	川内自治会館内庭

ドンド焼き
竿の先に団子を刺し、それを食べて1年の健
康を願う。
主催：池辺町川内自治会 

5日（土）  	都筑公会堂
　　 区総合庁舎1階区民ホール

障害者と地域の共生フェスタ
障害者週間に合わせ、障害者と地域が交流す
るイベントを開催します。
主催：都筑区社会福祉協議会

6日（日）
予定

 10時～14時
 	川内自治会館内

アートフェスティバル
絵手紙や写真、絵画、工作など、小学生の作
品には図書カードを。
主催：池辺町川内自治会

６日（日）  10時30分～14時
	 	鴨池公園こどもログハウス

クリスマスイベント
クリスマスソングの合唱やクリスマス工作、楽
しいゲームを体験しにきてね	！
主催：鴨池公園こどもログハウス	

予定  10時30分～14時

 区総合庁舎１階区民ホールおよび
　  駐車場側通路

つづきっこまつり
子どもたちが企画したお祭りです。「かがやく
明日のバトンをつなげよう！」おはなしタイム
もあります。
主催：つづきっこまつりこども企画委員会

上旬  	えだきん商店街広場日
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！	
主催：えだきん商店会

27日（土） 11時～15時
 	 	東方天満宮

東方天満宮観梅会
焼きそばやおでん、野点も用意してお待ちし
ています。		
主催：東方町内会 

14日（日） 10時～15時
 	つづきＭＹプラザ

第13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。	
主催：つづきMYプラザ	 	

20日（祝）・21日（日）予定  10時～16時
	 	センター北駅前芝生広場周辺

第22回 センター北まつり
毎年恒例の「セン北まつり」。22回目を迎え、
盛大に開催します	！
主催：センター北商業振興会

3日（土）・4日（日）
10時～17時/10時～16時
	山田富士公園

北山田さくら祭り2021
演舞やグルメ、祭りも同時開催
主催：北山田商業振興会

4日（日） 	えだきん商店街広場

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
でのお祭りです。お餅のふるまいもあります	！
主催：えだきん商店会	

4日(日)  10時～14時
 	川内自治会館内庭

花見
みんなでお餅をつき桜を見ながらつきたての
お餅をほおばる。
主催：池辺町川内自治会 

10・17・24日
(土)

 9時30分～12時
 	葛ケ谷公園

シャフルボード無料講習会
陸上のカーリング	！	シニア世代にぴったりの
軽スポーツ。男女ともに楽しめます。
主催：横浜シャフルボード協会	 	

24日（土）・25日（日）予定
	センター南駅前すきっぷひろば

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24日（土）～５月５日（祝）
	主催：センター南商業地区振興会

22日（木）・25日（日）
18時30分～21時30分
	都筑ふれあいの丘駅集合～北山田駅解散

ガイドと共につづきを歩こう No.55
都筑に残る三つの富士塚を巡る。
主催：都筑をガイドする会	

24日（土）10時30分～14時
	 	横浜市多機能拠点

つづきの家ハロウィンパーティー
みんなでハロウィンを楽しもう！模擬店や仮
装大会、ミニコンサートなど。
主催：横浜市多機能型拠点　つづきの家

24日（土）予定  13時～16時
 仲町台駅・商店街周辺、せせらぎ公園

2020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。
主催：仲町台中央町内会・仲町台商業振興会

25日（日） １０時～１５時
  北山田地区センター

北山田地区センターまつり
みんなで楽しもう	！	パフォーマンスや作品展
示、ゲームコーナー、模擬店など。
主催：北山田地区センター

25日（日） １１時～１５時
	都筑中央公園ステージ広場	

里山まつり2020
里山の収穫祭。コンサートや餅つき、模擬
店、竹細工、クラフトなど。　
主催：NPO法人都筑里山倶楽部

25日（日）
 14時～※13時30分開場
   都筑公会堂

第37回 定期演奏会
曲目:ドボルザーク交響曲第9番「新世界よ
り」、シューベルト交響曲第7番「未完成」、
指揮:松岡究(まつおか	はかる)
主催：都筑オーケストラ	

31日（土）予定 予備日11月1日（日）
１０時３０分～１５時  月出松公園
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
楽しい祭りです。仮装して参加してください。
主催：加賀原一丁目自治会

31日（土） 13時～
  えだきん商店街広場

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。
主催：えだきん商店会		

31日(土)   すみれが丘小学校校庭

すみれ秋祭り
ステージや出店、花火、盆踊りなどで都市を盛
り上げる。	
主催：すみれ秋祭り実行委員会

下旬   中川駅前広場

中川オクトーバーフェスト
2019年は仮装大賞を目玉に、屋台などの出店
で盛り上がりました。2020年も乞うご期待！
主催：中川駅前商業地区振興会	

下旬   中川駅前広場

中川ふれあいフェスタ
「地域の交流、活性化、絆づくり」を目的として
います。ステージイベント、地域のお店・団体
の出店など、中川を満喫できるお祭りです。
主催：中川ふれあいフェスタ実行委員会

1日（日）～10日（火） 
	市営地下鉄センター南駅構内

第34回 都筑菊花展
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行い
ます。	
主催：横浜北部菊花会	 	

下旬  	中川駅前広場

中川新春もちつき大会
つきたてのお餅やもちつき体験、ステージイ
ベント、お正月遊びなどをお楽しみいただけ
ます。	主催:中川駅前商業地区振興会

８日（日）予定  １０時～１５時
 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

都筑ふれあいの丘まつり２０２０
団体活動発表や作品展示、模擬店、ゲームな
ど。どなたでも楽しめるイベントです。
主催：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	

８日（日）予定  10時～14時
	北山田小学校コミュニティハウス

コミュニティ・フェスタ2020
見て聞いて、体験して楽しもう！	サークル発表
や模擬店、体験コーナーなど。	
主催：北山田小学校コミュニティハウス	 	

８日（日）予定  ９時～１５時
	都田小学校コミュニティハウス

第15回 コミハウまつり
各団体の作品展示やステージ発表、模擬店な
ど、お子さんから大人まで楽しめる手づくりのお
祭りです。　
主催：都田小学校コミュニティハウス

8日（日）  10時～14時
 	東山田スポーツ会館

東山田スポーツ会館まつり
ダンス演技披露やフリマ、模擬店、地場野菜
の販売。	
主催：東山田スポーツ会館

8日（日） 10時～17時
	 	川和小学校　体育館

川和芸能文化祭
今年23年目を迎え、体育館に花道を作り、子
どもから大人まで踊り唄や模擬店もいっぱい
な祭り。
主催：川和芸能文化祭実行委員会

11日（水）～
20日（金）予定

 10時～16時
	 	観音寺（東山田4-32）

第５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！15日（日）15時～のマジックショーも面
白い。
主催：美里橋サークル		 	

20日（金）～ ２月28日（日）予定
	センター南駅前すきっぷひろば

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。点灯式は20日（金）17時スタートです。	
主催：センター南商業地区振興会

23日（祝） 10時～14時
 	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や演
技披露、模擬店、地場野菜販売など。	
主催：大熊スポーツ会館 
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10月～ 11月 　　　 3日（祝） 10時～15時 23日（祝） 9時～15時

輝く女性応援プロジェクト講座 第26回 都筑区民まつり つづきウォーク＆フェスタ
【要事前申込（10月頃予定）】

 区民活動センター　  948-2237   943-1349  地域振興係　  948-2231   948-2239  区民活動係　  948-2236   948-2239

 　　　　１日（木）～７日（水） 　　 19日（月）～22日（木） 24日（土）  10時～15時

生活習慣病パネル展 介護予防パネル展 つづき３R夢週間+SDGｓ環境フェア

 健康づくり係　  948-2350   948-2354  高齢支援担当　  948-2306    948-2490  資源化推進担当　  948-2241   948-2239

冬季 　　　 未定 上旬

令和２年度都筑区
防災・減災講演会 令和２年度 都筑区人権啓発講演会 ドイツクリスマスマーケット in 都筑

 庶務係　  948-2212   948-2208  区民活動係　  948-2238   948-2239

下旬  　　  ６日（水）13時30分～15時40分 ６日（水）17時～18時30分

第７回 都筑・ボツワナ
交流児童画展 令和３年 都筑区消防出初式 令和３年 都筑区新年賀詞交換会

 都筑消防署　   945-0119

23日（土）～ ２月7日（日）  　　　 未定 20日（土）

第25回 都筑区民文化祭 地域連携調査研究発表会 つづき あいフォーラム

 区民活動係　  948-2238   948-2239  企画調整係　  948-2226   948-2399  事業企画担当　   948-2344   948-2354

2月～ ３月  　　   １日（月）～28日（日） 上旬

第5回 
「WOMEN'S MEET UP FES in 都筑」 第24回 「つづき人交流フェスタ」 第27回 都筑ふれあい健康マラソン大会

【要事前申込（12月頃予定）】

 区民活動センター　  948-2237   943-1349  区民活動センター　  948-2237   943-1349  区民活動係　  948-2235   948-2239

 区総合庁舎1階区民ホール
ごみを減らす３Ｒ行動からＳＤＧｓへつなげよう。大
好評のリユース家具抽選会や分別ゲーム、パネル
展示のほか、身近な環境問題からSDGｓが分かる
楽しいeco教室も開催予定です。

 区総合庁舎1階区民ホール
近年話題となっている、「オーラルフレイル」などの口腔機能
低下の予防をはじめとした介護予防の取組について学べる
展示です。同時期に、オーラルフレイル予防のための講座
も開催予定です。

 区総合庁舎1階区民ホール 
糖尿病や高血圧、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。

 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・減災に関する話を聞きます。

 庶務係　
 948-2212　  948-2208

 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７キロメートルを歩い
て、都筑の魅力を見つけてみよう！ゴー
ルではすてきな完歩賞をプレゼント！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。

 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”を楽しめる市内最大
級のお祭りです。

  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。

 庶務係　
 948-2211   948-2208

 都筑公会堂、区総合庁舎中庭
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。

 区総合庁舎1階区民ホール
都筑区とボツワナの小学校の交流を通して２つの
文化の共通点や違いをお楽しみください。

 区民活動係
 948-2238   948-2239

 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
ている団体や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
区民の皆さんに知っていただくこ
とを目的としたイベントです。

 都筑公会堂
令和３年度より取組が始まる第４期都
筑区地域福祉保健計画・地区別計画
の発表を行います。また、地域活動従
事者や社会福祉功労者・団体の表彰
を行います。

 区役所６階大会議室
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。

 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。

 葛が谷公園多目的広場
　（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。10キロメート
ル、５キロメートルのほか、ファミリー
枠（1.5キロメートル）など、20以上
の種目があります。

 区役所６階大会議室、
　 区総合庁舎１階区民ホールほか
パネル展、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つどい、
学び、発表し、交流する場を作ります。

 区役所６階大会議室ほか
さまざまなテーマで女性の活
躍を応援する講座を実施しま
す。区内・近隣で活動してい
る、または活動を始めたい女
性たちがつどい、学び、交流
する場です。

2021

 センター北駅前周辺
都筑区はドイツ国籍の人が市内18区中最も多く住
んでいる、ドイツとゆかりのあるまちです。
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。

 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。
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