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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。

保存版

 2021年５月11日～2022年５月10日開催日

都筑区令和３年度

【問合せ】広報相談係　　948-2223　　948-2228

都筑区役所が主催・共催するイベント
掲載情報は、2021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。
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。

7月初旬 12月初旬

２歳児講座　

言葉を話し始めたと思ったら、何を言っても「ヤダ！ヤダ！」
「これってイヤイヤ期？」「どう対応すればいいの？」など子
育ての悩みはありませんか？子どもの成長の道すじを知り、
イヤイヤ期を乗り越えるヒントにしませんか ？　

 区役所６階大会議室
 こども家庭支援担当　  948-2318　  948-2309

６月30日（水）～
「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　

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
 都筑土木事務所　  942-0606　  942-0809

7月下旬

都筑区食中毒予防キャンペーン　

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。食中毒予防に役立
つグッズも配布します。 

 会場未定　
 食品衛生係　  948-2356　  948-2388

7月24日（土）～ ８月上旬

夏休み ！ つづき・ものづくり体験 ！　

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 ！ 

 会場未定
 企画調整係　  948-2226　  948-2399

7月24日（土）

7月６日（火）

つづき３R夢週間イベント　

３R行動についてパネルで発信しま
す。相談コーナーで日頃疑問に感じ
ていることを聞いてみよう ！
リユース図書の募集やフードドライブも実施します。３R行
動に参加しましょう ！ 

 区総合庁舎1階区民ホール
 資源化推進担当　  948-2241　  948-2239

 10時～15時

7月

5月中旬 10月中旬

あつまれ～都筑のニューフェイス ！　

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。　

 区内施設ほか　
 子育て事務係　  948-2320　  948-2309

6月～

大人の学級講座　

何かを始めるきっかけを作る講座です。何かを始めたい人
がつどい、学び、交流する場です。2021年は場づくりを学
び、仲間と一緒にイベント実践に取り組む講座です。　

 区役所会議室
 区民活動センター　  948-2237　  943-1349

6月～

市民ライター養成講座　

回覧板でおなじみの都筑区の魅力を伝
える「広報紙縁ジン」の執筆をしてみま
せんか？専門家から取材、執筆を学ん
で仲間と一緒に広報紙を発行します ！

 区役所会議室　
 区民活動センター
 948-2237　  943-1349

6月３日（木）～10日（木）

食育・健康パネル展～
「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～

　

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パネル展です。
保育園・小学校・中学校の食育の取組や
企業団体の健康啓発活動について紹
介します。　

 区総合庁舎1階区民ホール　
 健康づくり係　  948-2350　  948-2354

6月

5月

９月

認知症フォーラム　

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。

 会場未定
 高齢支援担当　  948-2306　  948-2490

9月16日（木）～９月20日（祝・月）

「キッズ」「学童」の作品展　

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。

 区総合庁舎1階区民ホール
 青少年支援・学校地域連携担当
 948-2471　  948-2309

９月３日（金）～８日（水）

認知症パネル展　

認知症を正しく理解し、だれもが安心して暮らせる地域を目指
して、認知症についての理解を深めるパネル展示を行います。

 区総合庁舎1階区民ホール
 高齢支援担当　  948-2306　  948-2490

秋～冬季

横浜ビー・コルセアーズ
都筑区応援day

　

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 ！

 横浜国際プール
 区民活動係　  948-2235　  948-2239

8月19日（木）～31日（火）

介護予防パネル展　

いつまでも、自分らしく元気に暮らせるための介護予防の
取組についての展示です。生活の中ですぐに実践できる取
組を紹介します。 

 区総合庁舎1階区民ホール
 高齢支援担当　  948-2306　  948-2490

8月28日（土）

都筑区「防災・救急フェア」
＆道の日2021

　

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。緊急車
両や道路パトロール車な
ど「みんなの街を守る車」
を展示 ！
★消防団活動写真展・地震防災パネル展も8月27日(金)～
9月２日（木）に開催します ！ (区総合庁舎1階区民ホール）

 区総合庁舎１階区民ホールほか
 都筑土木事務所　  942-0606　  942-0809

　  都筑消防署 　  ・  945-0119

 時間未定

8月

9月

ⓒB-CORSAIRS/T.Osawa
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※掲載情報は、2021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や開催状況を事前にお確かめのうえ、お出掛けください。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

【問合せ】広報相談係　    948-2223　　948-2228

 2021年５月11日～2022年５月10日開催日都筑区令和３年度

広報よこはま都筑区版に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。

祭り・地域関連　 スポーツ　 こども
音楽・文化・芸術　 その他

24日（土）
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。　
主催：牛久保町内会

 16時～20時30分　
 あやめ公園

24日（土）
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

 17時30分～20時　
 山田神社集合～夏みかん公園

24日（土）
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、多数の模
擬店もあるよ　主催：富士見が丘自治会 

 16時～21時
 川和富士公園

下旬予定
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

 18時30分～21時　
 杉山神社（勝田町1231）

30日（金）・31日（土）
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来てね ！　
主催：都筑区子育て支援センターポポラ

 10時30分～16時　
 都筑区子育て支援センターポポラ

31日（土）予定
第46回大棚町盆踊り大会
町会、子供会、レモンズの模擬店その他、太鼓
は子どもです。抽選会もあります。　
主催：大棚町内会

 18時30分～21時30分　
 すぎの森幼稚園園庭

31日（土）予定
納涼夏祭り大会
子どもみこし、山

だ し

車、ゲーム、演芸で楽しい一日
を過ごしましょう　主催：都筑ヶ丘住宅自治会

 10時～20時　
 都筑ケ丘第一公園

6日（金）・7日（土）
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 

 18時～21時　
 ぼうけん公園

６日（金）・７日（土）
大熊町納涼盆踊り大会
町民総力での手作り舞台の上で踊りましょう。
お土産もあります。　
主催：大熊町内会

 19時～21時30分予定
 大熊公園

6日（金）・7日（土）
納涼盆踊大会
子ども（小学生）中心の太鼓や都田中学校
有志のソーラン節が名物。両日共お米などが
当たる抽選会がある。　
主催：池辺町川内自治会

 18時～21時予定　
 鶴見川鴨池人道橋下

7日（土）
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。　
主催：牛久保東町内会

 16時～21時　
 中川小学校

７日（土）予定
川和町内会夏祭り盆踊り大会　
第１部：子どもみこし・イベント・ゲーム　
第２部：盆踊り・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

 15時～21時　
 川和小学校　校庭・体育館

7日（土）予定
夏祭り
子どもと高齢者に優しい夏まつり ！！　
主催：都筑が丘第２自治会

 10時～18時　
 都筑が丘第２自治会内第三公園

7日（土）予定
柚木荏田南夏祭り
第11回の地域祭り。今年は新しい名入れ提

ちょうちん

灯
で会場を明るく飾ります。　
主催：柚木荏田南連合自治会

 16時～20時　
 折田不動公園多目的広場

8日（祝・日）予定
納涼盆踊り大会
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

 17時～20時30分予定
 牛久保西ひかりが丘公園

21日（土）
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

 １６時～20時30分　
 茅ケ崎東なのはな公園

21日（土）予定
川和台納涼夏まつり
イベント内容については企画検討中
主催：川和台自治会

 15時～21時30分　
 川和台もみじ公園

21日（土）・22日（日）予定
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 ！ 地域のみんなの力を結集 ！ 　
主催：荏田南連合自治会
  16時～21時/16時～20時
  荏田南小学校校庭

21日（土）予定
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
  16時～20時
  茅ケ崎南かきのき公園周辺

25日（水）予定
夜店市
模擬店が出ます。えだきんのお店を楽しもう
主催：えだきん商店会

 12時～20時　
 えだきん商店会内

下旬
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：中川駅前商業地区振興会 

 中川駅前広場周辺

下旬
夏の木工クラフト、
輪切りキーホルダー
間伐材を使用したオリジナルキーホルダーを
つくろう。　
主催：鴨池公園こどもログハウス

 鴨池公園こどもログハウス

未定
見花山夏祭り
詳細は「夏祭り実行委員会」で決定

中旬予定
中川まちなかマーケット
中川の遊歩道での青空マーケット開催。地野
菜、ハンドクラフト雑貨、子どもたちによる模
擬店など
主催：中川駅前商業地区振興会　

 10時～15時 
 花と香りのみち東　

5日（土）・6日（日）
川和小コミュニティフェスタ　
サークル発表、作品展示、子どもの体験広場、
花苗販売、ミニフリマなどを行います。　
主催：川和小学校コミュニティハウス　

 いずれも10時～15時 
 川和小学校コミュニティハウス

20日（日）予定
自治会内交流イベント
町内一斉清掃、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

 10時～13時　
 鶴見川鴨池人道橋下

26日（土）・27日（日）
つづきっこまつり
こどもの企画によるこどものおまつり　
主催：つづきっこまつり運営委員会

 26日（土）9時～27日（日）16時　
 区民ホールおよびかけはし都筑

26日（土）予定
ガイドと共につづきを歩こう No.57
国重要文化財・関家住宅と旧中原街道を巡る
主催：都筑をガイドする会

 ９時～12時　
 仲町台駅集合、センター南駅解散

中旬予定
中川まちなかマーケット
中川の遊歩道での青空マーケット開催。地野
菜、ハンドクラフト雑貨、子どもたちによる模
擬店など　
主催：中川駅前商業地区振興会　

 10時～15時 
 花と香りのみち東

中旬・下旬
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

 早渕公園グラウンド

上旬
北山田町内会夏まつり
開催情報は北山田町内会ホームページをご
覧ください。  www.kitayamata.net 　
主催：北山田町内会　

 山田富士公園

上旬
第49回中里自治会盆踊り大会
伝統ある行事。子どもから大人まで太鼓に合
わせて踊って楽しみましょう。　
主催：池辺町中里自治会

 池辺町中里公園

６日（金）・７日（土）予定
納涼盆踊り大会
主催：東山田連合町内会

 山田小学校　校庭

中旬予定
中川まちなかマーケット
中川の遊歩道での青空マーケット開催。地野
菜、ハンドクラフト雑貨、子どもたちによる模
擬店など　
主催：中川駅前商業地区振興会

 10時～15時
 花と香りのみち東

中旬予定
乾杯フェスタ呑みコン 仲町台
仲町台の飲食店３軒をはしご酒してもらう。
主催：仲町台商業振興会

 仲町台駅周辺

1８日（土）
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、鼓笛隊
など　
主催：センター南商業地区振興会

 10時～15時　
 センター南駅前すきっぷ広場

1８日（土）
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

 みなきたウォーク子育て地蔵堂、
     早淵川親水広場周辺
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23日（祝・木）予定
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
さまで楽しんでください。　
主催：池辺町中里自治会

 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

23日（祝・木）予定
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。　
主催：池辺町連合自治会

 １２時～２０時　
 池辺町杉山神社

30日（木）予定
ガイドと共につづきを歩こう No.58
都筑南部で活躍した人々の足跡を辿

たど

る　
主催：都筑をガイドする会

 ９時～12時　
 都筑ふれあいの丘駅集合　

　  ららぽーと横浜解散

30日（土）
すみれ秋祭り　
ステージや出店、花火、盆踊りなどで地域を盛
り上げる。
主催：すみれ秋祭り実行委員会

 すみれが丘小学校校庭

30日（土）予備日31日（日）予定
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。仮装して参加してください。
主催：加賀原一丁目自治会

 １０時３０分～１５時　
 月出松公園

31日（日）予定
ハロウィン大仮装大会　
仮装して優勝をねらおう
主催：えだきん商店会

 13時～18時　
 えだきん商店会内

下旬
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。2021年も乞うご期待 ！
主催：中川駅前商業地区振興会

 中川駅前広場

下旬予定
仲町台ハロウィンフェスタ　
仮装をしてお菓子ポイントを探し回る。
主催：仲町台商業振興会

 仲町台駅周辺

下旬予定
スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2021　
ご家族皆さまで楽しめる特別プログラムを多
数用意 ！
主催：都筑スポーツセンター

 都筑スポーツセンター 

11月予定
都筑ふれあいの丘まつり2021
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：都筑地区センター、老人福祉センターつ
づき緑寿荘　

 都筑センター

19日（金）～2022年２月28日（月）
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19日（金）17時スタートです。
主催：センター南商業地区振興会　

 センター南駅前すきっぷひろば

21日（日）予定
新栄地域ケアプラザ祭り２０２１
地域と連携して開催！地域から模擬店出店・目
玉イベント・健康チェックがあります　
主催：新栄地域ケアプラザ　

 １０時～１４時　
 新栄地域ケアプラザ　館内　駐車場

23日（祝・火）予定
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

 10時～14時　
 大熊スポーツ会館

9日（日）
どんど焼き
無病息災を願い、お飾りや書き初めを燃やし
ます。お餅も売ります。　
主催：川和小学校ふれあい郷土館運営委員会

 １０時～１２時　
 川和小学校　校庭

9日（日）予定
どんど焼き
正月飾りを燃やし無病息災を祈願。餅を販売
するほか、甘酒などを用意します。　
主催：牛久保西町内会

 牛久保西公園多目的広場

14日（金）予定
ドンド焼き
竿の先にダンゴを刺し、それを食べて一年の
健康を願う。　
主催：池辺町川内自治会

 14時～16時　
 川内自治会館庭

中旬
子ども展
こどもの作品展（書道・ポスター掲示）　
主催：都筑区子ども会育成連絡協議会

 ９時～17時　
 区民ホール

下旬
中川新春もちつき大会
つきたてのお餅、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

 中川駅前広場

未定
秋の例大祭、神

み こ し

輿巡行
感染症の収束を祈願し、太鼓の音と共に神輿
が車で茅ケ崎地区を回ります。　
主催：茅ケ崎杉山神社

 杉山神社から茅ケ崎地区

9日（土）
スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2021
１日限りの特別プログラム、その他紹介（教
室）など　
主催：横浜国際プール

 9時30分～17時
 横浜国際プール

16日（土）・17日（日）予定
菊節句の展示　
五節句のひとつ「重

ちょうよう

陽の節句」は、別名「菊節
句」といいます。「菊づくしのしつらえ」をお楽
しみください。　
主催：都筑民家園

 10時～16時　
 都筑民家園

23日（土）予定
2021仲町台ハロウィンイベント
小学生以下の子どもたちが仮装してお菓子ポ
イントで「Trick or Treat !」雨天の場合も順
延します。　
主催：仲町台中央町内会・仲町台商業振興会

 13時～16時　
 仲町台駅・商店街周辺、せせらぎ公園

23日（土）予定
ガイドと共につづきを歩こう No.59
旧大山街道を市ケ尾まで辿ります
主催：都筑をガイドする会

 ９時～12時　
 中川駅集合　市が尾駅解散

24日（日）
里山まつり　
里山の収穫祭（コンサート、模擬店、竹細工、ク
ラフトなど）
主催：NPO法人都筑里山倶楽部

 １１時～１５時　
 都筑中央公園ステージ広場 

24日（日）予定 
21日（木）～23日（土）パネル展
つづき国際交流Café　
横浜市在住の外国の方と交流しませんか
主催：つづき国際交流カフェ実行委員会

 10時～15時　
 区総合庁舎１階区民ホール

24日（日）
地区センターまつり　

「なにができるか、よってみよう！」クラフト・ゲー
ムなどの体験コーナー、模擬店など。
主催：仲町台地区センター

 10時～15時　
 仲町台地区センター

1日（月）～10日（水）
第35回 都筑菊花展　
菊の花が駅構内を彩ります。５日（金）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

 市営地下鉄センター南駅構内

7日（日）
川和芸能文化祭　
今年で23回目を迎え体育館に花道を作り、子
どもから大人まで踊や唄、模擬店もたくさんな
祭り　主催：川和芸能文化祭実行委員会

 10時～17時予定　
 川和小学校体育館

11日(木）～20日（土）
第６回　観音寺菊花展　
観音寺菊花展と特別企画観音寺マジック
ショー（14日（日）15時開始）をお楽しみくだ
さい。　主催：美里橋サークル

 10時～16時　
 観音寺（東山田4-32）

14日（日）予定
第15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、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

 ９時～１５時　
 都田小学校コミュニティハウス

14日（日）
東山田スポーツ会館まつり　
ダンス演技披露、フリマ、模擬店、地場野菜の
販売。　主催：東山田スポーツ会館

 10時～14時　
 東山田スポーツ会館

中旬予定
中川まちなかマーケット　
中川の遊歩道での青空マーケット開催。地野
菜、ハンドクラフト雑貨、子どもたちによる模
擬店など　主催：中川駅前商業地区振興会　

 10時～14時　
 花と香りのみち東

5日（日）予定
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。午後からはママさんコー
ラスで盛り上がり。
主催：池辺町川内自治会　

 10時～14時 
 川内自治会館および庭　

上旬予定
北山田町内会どんど焼き
開催情報は北山田町内会ホームページをご
覧ください。  www.kitayamata.net　
主催：北山田町内会

 山田富士公園

８日（土）
どんど焼き　
お正月の松飾りや注

し め

連飾りなどを持ち寄り、
1年間の無病息災を願います。雨天順延　
主催：JA横浜都筑中川支店請地古梅支部・牛
久保東町内会　

 14時～ 
 牛久保東なつみかん公園

8日（土）
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。雨天時は翌日順延。　
主催：牛久保町内会

 13時～15時　
 あやめ公園

8日（土）予定
どんど焼きと団子作り・書初展
正月飾りを燃やし、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時～12時　
 池辺町中里自治会館内と会館下

９日（日）予定
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　

 すみれが丘第一公園多目的広場

9日（日）予定
どんど焼き
竹に刺した餅約500本や、飲み物、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・五丁目自治会

 14時～15時　
 折田不動公園

27日（日）
東方天満宮観梅会
焼きそば、おでん、野

の だ て

点も用意してお待ちして
います。　
主催：東方町内会　

 11時～15時予定 
 東方天満宮　

13日（日）
第14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　

 10時～15時 
 つづきＭＹプラザ　

中旬予定
中川まちなかマーケット
中川の遊歩道での青空マーケット開催。地野
菜、ハンドクラフト雑貨、子どもたちによる模
擬店など
主催：中川駅前商業地区振興会　

 10時～14時 
 花と香りのみち東　

13日（水）予定
花見
皆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

 川内自治会館内庭　

9日（土）・16日（土）・23日（土）
シャフルボード無料講習会
10ｍ前方の得点エリアに長いシャフトでディ
スクを滑らせて入れる軽スポーツです。男女
シニア向け。カーリングに似たゲームです。　
主催：横浜シャフルボード協会　

 9時15分～12時 
 葛ケ谷公園内　都筑シャフルボードコート

30日（土）・5月1日（日））
センター南の春まつり
ーみんなのこい　みんなこいー
主催：センター南商業地区振興会　 

 10時～15時 
 センター南駅前すきっぷ広場
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令和３年度都筑区防災・減災講演会　

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
考える機会として、防災減災講演会を開催します。

 会場未定
 庶務係　  948-2212　  948-2208

12月

令和３年度　都筑区人権啓発講演会　

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。

 会場未定
 庶務係　  948-2212　  948-2208

１２月上旬
ドイツクリスマスマーケット 

in 都筑 2021　

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
イツとゆかりの深いまちです。
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。

 センター北駅前芝生広場周辺
 区民活動係　  948-2238　  948-2239

12月

第８回都筑・ボツワナ交流児童画展　

茅ケ崎小学校とボツワナのベン・テマ小
学校の交流をとおして２つの文化の共通
点や違いをお楽しみください。

 区総合庁舎1階区民ホール
 区民活動係
 948-2238　  948-2239

１月22日（土）～ ２月６日（日）

第26回　都筑区民文化祭　

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、区民約2,000人
が発表します。特別企画として、10月には
横浜をテーマとしたダンスパフォーマンス
も ！ ぜひお楽しみください。

 都筑公会堂、区総合庁舎1階区民ホールほか
 区民活動係　  948-2236　  948-2239

　　　　  １月６日（木）

令和４年　都筑区新年賀詞交換会　

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。

 新横浜プリンスホテル
 庶務係　  948-2211　  948-2208

 17時～18時30分

10月29日（金）～ 11月10日（水）

介護予防パネル展　

いつまでも、自分らしく元気に暮らせるための介護予防の
取組についての展示です。同時期に介護予防に関する講
演会も開催予定です。

 区総合庁舎1階区民ホール
 高齢支援担当　  948-2306　  948-2490

９月中旬～下旬

動物愛護週間イベント　

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。

 区総合庁舎1階区民ホール
 環境衛生係　
 948-2358　  948-2388

９月～ 11月

都筑民家園アート月間2021（第10回）　

大塚・歳勝土遺跡公園の中
にたたずむ、江戸時代中期
の古民家都筑民家園を舞
台に、毎年変化しながら継
続しているアートイベント
です。書の展示や手仕事市
など、地域の資源を生かした行事をお楽しみください。

 都筑民家園
 区民活動係　  948-2238　  948-2239

10月～ 11月

輝く女性応援プロジェクト講座　

さまざまなテーマで女性の活躍
を支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。

 区役所６階大会議室ほか
 区民活動センター　  948-2237　  943-1349

11月3日（祝・水）

第27回　都筑区民まつり　

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。

 センター南・北駅周辺、みなきたウォーク
 地域振興係　  948-2231　  948-2239

 10時～15時

11月23日（祝・火）

つづきウォーク＆フェスタ　

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 ！ 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。

【要事前申込（10月頃予定）】
 センター南駅前すきっぷ広場（スタート・ゴール）
 区民活動係　  948-2236　  948-2239

 9時～15時

9月

10月

11月

12月

１月６日（木）

令和４年　都筑区消防出初式　

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。

 都筑公会堂、区役所駐車場
 都筑消防署庶務係
 ・  945-0119

 13時30分～15時40分（予定）

1月

２月

地域連携調査研究発表会　

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。

 区役所６階大会議室
 企画調整係　  948-2226　  948-2399

２月１９日（土）

つづき あいフォーラム　

令和３年度から取組がはじ
まった第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。

 都筑公会堂
 事業企画担当　  948-2344　  948-2354

２月26日（土）

つづき３R夢週間+SDGｓ環境フェア　

ごみを減らす３R行動や地球温暖化な
ど環境問題をテーマにＳＤＧｓを楽しく
学ぼう ！ 親子向け体験イベント、フード
ドライブ、パネル展示など盛りだくさん
なイベントを行います。　

 区総合庁舎1階区民ホールほか
 企画調整係・資源化推進担当　
 948-2226、2241　  948-2399、2239

2月～ 3月

第６回「WOMEN'S MEET UP FES 
in 都筑

　

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、区総合庁舎１階区民ホールほか
 区民活動センター　  948-2237　  943-1349

3月

第25回「つづき人
び と

交流フェスタ」　

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ん
に知っていただくことを目的と
したイベントです。

 区総合庁舎１階区民ホール、区内各所
 区民活動センター　  948-2237　  943-1349

2月

3月

都筑ふれあい健康マラソン大会　

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
の種目を予定しています。

【要事前申込（12月頃予定）】
 葛が谷公園多目的広場　

　（スタート・ゴール）
 区民活動係　  948-2235　  948-2239

3月

2022年2022年


