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保存版

 2022年５月11日～2023年５月10日開催日都筑区令和4年度

広報相談係
948-2223
948-2228

問合せ

　「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。

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5月28日（土）

つづき３R夢週間イベント

地域の情報を区内外に発信するライ
ターのスキルを学んでみませんか？ 
講座では実際に当センターの広報紙

「縁ジン」の執筆にもチャレンジします。
 都筑区民活動センター
 区民活動センター　
 948-2237　  943-1349

 10時～12時６月７日（火）～ 11月15日（火）

市民ライター養成講座（全８回）

６月の「食育月間」と「歯と口の健康週間」に合わせてパネル
展とイベントを開催します ！ パネル展では、保育園・小学校・
中学校の食育の取り組みや企業団体の食育
啓発活動について紹介します。イベントの詳
細はホームページをご覧ください。

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

6月８日（水）～14日（火）

食育・健康フェア～野菜モリモリ大作戦～

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　
 こども家庭係　  948-2320　  948-2309

5月中旬 10月中旬

　

身近な公園・水辺・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５日（火）６月28日（火）～
「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

　

地域の活動の場で、シニア向けに
体操を教えるボランティアをしてみ
ませんか？ご自身やご家族の健康に
も役立つ知識が満載です。みんな
で楽しく学びましょう ！

 ６日：区役所６階大会議室、
    13日・27日：区役所１階福祉保健センター多目的室

 高齢支援担当　  948-2306　  948-2490

体操ボランティア育成講座
７月６日（水）・13日（水）・27日（水）  14時～16時30分

地域で新しいことや楽し
いことを始めませんか？
この講座は地域で何か
を始めたい人がつどい、
学び、大人の部活動のよ
うに楽しく交流します。
仲間と一緒にやりたい事
の実現に取り組んでいきませんか。

 都筑区民活動センター
 区民活動センター　  948-2237　  943-1349

 14時～16時

大人の部活動（全５回）
7月16日（土）～ ９月３日（土）

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。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

都筑区食中毒予防キャンペーン
7月下旬

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月下旬 ８月上旬
夏休み ！ つづき・ものづくり体験！

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

２歳児講座
８月 １月

いつまでも、自分らしく元気に暮らせるための介護予防に
ついての展示です。生活の中ですぐに実践できる取組や地
域の活動をご紹介します。 

 区役所２階絵画前行政情報PRスペース
 高齢支援担当　  948-2306　  948-2490

8月25日（木）～31日（水）

介護予防パネル展

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
など「みんなの街を守る
車」を展示します ！
★消防団活動写真展・
地震防災パネル展も８月26日(金)～８月31日（水）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

8月28日（日）

都筑区「防災・救急フェア」
＆道の日2022

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

秋～冬季
横浜ビー・コルセアーズ

都筑区応援day 

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。

 都筑公会堂
 高齢支援担当　  948-2306　  948-2490

９月10日（土）

認知症フォーラム

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

９月１日（木）～７日（水）

認知症パネル展

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・
我が家のペット防災パネル展などを行
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月中旬～下旬
動物愛護週間イベント

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15日（木）～19日（祝・月）

「キッズ」「学童」の作品展

※掲載情報は、2022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・延期または制限をかけた状態
での開催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。

※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。
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【問合せ】広報相談係　    948-2223　　948-2228

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。

祭り・地域関連　 スポーツ　 こども 音楽・文化・芸術　 その他

23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時予定　
 山田神社集合～夏みかん公園

23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

23日（土）

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　
 勝田杉山神社

23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時予定　
 川和富士公園

24日（日）予定

つづきっこまつり
こどもたちのためのこどものイベント・WFPや
さまざまな人たちのこと一緒に学ぼう ！　
主催：つづきっこまつり運営委員会

 10時30分～15時30分　
 区民ホールおよび駐車場横通路、

　  かけはし都筑

29日（金）・30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　

     コミュニティールーム

30日（土）

第47回大棚盆踊り大会
町会、子供会、レモンズの模擬店その他、太鼓
は子供です。抽選会もあります。　
主催：大棚町内会

 18時30分～21時30分予定　
 すぎの森幼稚園園庭

30日（土）

八幡山、夏祭り盆踊り大会
町内有志による模擬店多数、盆踊り等
主催：中川東町内会

 15時～20時予定　
 八幡山公園

6日（土）

柚木荏田南夏まつり
第11回の地域まつり。今年は新しい名入提
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時予定　
 折田不動公園多目的広場

6日（土）

納涼盆踊り大会
盆踊り、屋台も出店します。ご近所、ご友人を
お誘いし楽しんで下さい。
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

19日(金)～21日(日)

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
  ９時30分～16時 
  鴨池公園こどもログハウス

20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

20日（土）・21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

 20日：16時～21時/21日：16時～20時　
 荏田南小学校校庭

27日(土)
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

27日(土)

パパのアトリエ
パパ・ママ、家族みんなで工作しよう！！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サテライト

     お茶の間サロン

下旬予定
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 

 かりん公園

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。

中旬予定予定

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時予定 
 花と香りのみち東　

28日(土)予定
おもしろいぞ ！ 紙芝居
2015年に横浜から有形民俗文化財に指定さ
れた街頭紙芝居の複製を中心に実演します。
主催：横浜市歴史博物館　

 横浜市歴史博物館　

4日（土）～5日（日）

川和小学校コミュニティフェスタ
サークル発表・作品展示・こどもの体験広場・
花苗販売・ミニフリマなど
主催：川和小学校コミュニティハウス　

 10時～15時予定
 川和小学校コミュニティハウス

25日（土）

都筑コーラスのつどい
普段の練習の成果を発表します　
主催：都筑コーラス連絡会

 10時～16時予定
 都筑公会堂

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。　
主催：北山田町内会　

 山田富士公園

上旬予定
第50回 中里自治会盆踊り大会
伝統ある行事で子どもから大人まで楽しめ
る。踊りや太鼓にあわせてご一緒に。
主催：池辺町中里自治会

 池辺町中里公園

５日（金）・６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時予定　
 ぼうけん公園

５日（金）・６日（土）
盆踊り大会
小学生のタイコを中心に行う盆踊、中学生の
ヨサコイ踊りも参加
主催：池辺町川内自治会

 18時～21時予定　
 鶴見川鴨池橋下河川敷

6日（土）
すみれ夏祭り　
ステージや出店、花火、盆踊りなどで地域を
盛上げる。　
主催：すみれ夏祭り実行委員会

 すみれが丘小学校校庭

6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
下さい。　
主催：牛久保東町内会

 16時～21時予定 　
 中川小学校

6日（土）
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、屋台出店
主催：川和町内会

 15時～21時予定　
 川和小学校校庭、体育館

6日（土）

夏祭り
子どもみこしや盆踊り、みんなで元気で楽し
もう‼　
主催：都筑が丘第２自治会

 10時～20時予定
 都筑ヶ丘第三公園

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時予定
 花と香りのみち東

17日(日)
加賀原2丁目夏祭り
屋台、子供みこし、盆踊りをお楽しみください。
主催：加賀原2丁目自治会　

 16時～20時30分予定 
 加賀原2丁目ぎんなん公園

17日（日）予定

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

※掲載情報は、2022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。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。

30日（土）予定

納涼夏祭り大会
イベント内容については企画検討中
主催：都筑ヶ丘住宅自治会

 都筑ヶ丘第一公園
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10日(土)
こども作品展

「ぼくのわたしのゆめ」近隣の小学校・幼稚園・
保育園のお友達の作品を展示します。
主催：都筑センター

 ９時～予定
 都筑センター

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時予定
 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軒を選んではしご酒をし
てもらう。グループで楽しめる。
主催：仲町台商業振興会

 仲町台駅周辺

17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時予定
 センター南駅前すきっぷ広場

17日（土）予定
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

 みなきたウオーク子育て地蔵堂、
     早渕川親水広場周辺

23日（祝・金）
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時予定　
 池辺町杉山神社

23日（祝・金）
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、無事を祈願するみ
んなで楽しみましょう ！　
主催：池辺町中里自治会

 ９時30分～11時予定　
 池辺町中里自治会館下から杉山神社往復

8日（土）
第41回 定期演奏会
指揮：小

こ ま つ

松 拓
た く と

人　曲目：ブラームス交響曲第
2番他　
主催：都筑オーケストラ

 14時～　
 都筑公会堂

中旬予定
北山田グルメ＆
パフォーマンスフェスタ 
演舞、グルメ、祭りも同時開催。
主催：北山田商業振興会

 山田富士公園

16（日）
勝田小学校
コミュニティハウス文化祭　
久々の開催です。ご来場お待ちしています。
主催：勝田小学校コミュニティハウス

 ９時～16時予定　
 勝田小学校コミュニティハウス・体育館 

23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

23日（日） café
20日（木）～22日（土）パネル展
つづき国際交流Café
市内在住の外国人が国の文化を紹介します。
主催：つづき国際交流カフェ実行委員会

 12時～15時予定　
 都筑区総合庁舎１階区民ホール

29日（土） 予備日10月30日(日)
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時予定
 月出松公園

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
地球にやさしいこと始めよう　
本の交換市、苗木配布、エコクラフト講座、演奏
会など地球にやさしいことを楽しもう ！
主催：仲町台地区センター

 仲町台地区センター

下旬予定
スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2022　
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日(金）～20日（日）
第7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（13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）

13日（日）

都筑ふれあいの丘まつり　
４施設共催の「都筑ふれあいの丘まつり
2022」。みんな～遊びにきてね ！
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

 10時～15時予定　
 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

13日（日）
第１７回都田小コミハウまつり
各団体の作品展示、ステージ発表、模擬店
等、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時予定
 都田小学校コミュニティハウス

13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時予定　
 東山田スポーツ会館

13日(日)
第25回都筑区三曲協会演奏会
箏、三絃、尺八の演奏でお楽しみください。
主催：都筑区三曲協会

 12時～15時30分予定　
 都筑公会堂

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時予定　
 花と香りのみち東

23日(祝・水)
会館まつり
テニスワンポイントレッスン、模擬店、地場野
菜販売、ゲームコーナー　
主催：大熊スポーツ会館　

 １０時～１４時予定
 大熊スポーツ会館

7日（土）
どんどやきと団子作り、書初展　
正月飾りを燃やし、その火に団子をかざして
炙り食べて、無病息災を祈る。団子は子供会
と子ども達で作る。　
主催：池辺町中里自治会

 10時～12時予定　
 池辺町中里自治会館内と会館下

8日（日）

第38回どんど焼き
新年恒例行事　第38回目　
主催：すみれが丘町内会

 10時～12時予定　
 すみれが丘第一公園多目的広場

8日（日）
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

 13時～15時予定　
 牛久保西公園多目的広場

8日（日）
どんど焼
正月飾りを燃やし、焼いたお餅を食べて1年
間の無病息災を祈る行事です。雨天時は翌日
順延。主催：牛久保町内会

 13時～14時30分　
 あやめ公園

8日（日）
どんど焼き
主催：荏田南四丁目・五丁目自治会

 14時～15時　
 折田不動公園

下旬予定
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

1日（土）
祭
さ い れ い

禮レクリェーション大会
3年に1度の祭禮の演芸大会。出演者・観客一
体となって盛り上がりましょう。　
主催：南山田町内会

 15時～21時予定
 山田神社境内

上旬
茅ヶ崎杉山神社 例大祭
感染症の収束と安心安全をお願いし、神輿
が茅ヶ崎地区を回ります。　
主催：茅ヶ崎杉山神社 共催：茅ケ崎各町内会

 杉山神社から茅ヶ崎地区

８日（土）・９日（日）
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・主屋内

1日（火）～10日（木）
第36回 都筑菊花展　
菊の花が駅構内を彩ります。5日（土）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

6日（日）
川和芸能文化祭　
コロナで2回も中止!今年こそは舞台で踊った
り唄ったり楽しい祭にしたいです。
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

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

上旬予定
どんど焼
お飾りや書き初めをおたきあげして一年の
無病息災を祈願します。　
主催：ふれあい郷土館運営委員会　

 川和小学校校庭

上旬予定
子ども展
小中学生の書道作品・資源や防災等のポス
ターを出展下さい。展示作品見てネ ！
主催：都筑区子ども会育成連絡協議会

 区民ホール

7日（土）
どんど焼き
お正月の松飾りやしめ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：牛久保東町内会

 14時予定　
 牛久保東なつみかん公園

26日（日）
東方天満宮観梅会
焼きそば、おでん、甘酒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　

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時予定
 花と香りのみち東

中旬予定
センター北まつり
毎年恒例「セン北まつり」　フリーマーケット、
模擬店、ステージで盛り上げます ！
主催：センター北商業振興会　

 センター北駅前芝生広場周辺　

8日（土）・15日（土）・22日（土）
シャフルボード無料講習会
カーリングに似た頭脳プレーで得点を競いま
す。歴史のある軽スポーツです。
主催：横浜シャフルボード協会　

 ９時～12時予定 
 葛ケ谷公園内　都筑シャフルボードコート

29日（祝・土）・30日（日））
センター南の春まつり
～みんなのこい　みんなこい～
主催：センター南商業地区振興会　 

 10時～15時予定 
 センター南駅前すきっぷ広場
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大塚・歳勝土遺跡公園の中
にたたずむ、江戸期の古民
家都筑民家園（旧長澤住
宅）を舞台に、毎年変化し
ながら10年間継続してい
るアートイベントです。お月
見ライブや手仕事市など、地域の資源を生かす体験をお楽
しみください。  都筑民家園

 区民活動係　  948-2238　  948-2239

９月～ 11月
民家園deアート2022（第11回）

いつまでも、自分らしく元気に暮らせるための介護予防に
ついての展示です。「フレイル」、「ロコモ」について学びま
しょう！イベントのご案内もあります。

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

10月24日（月）～31日（月）

介護予防パネル展

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人たちがつ
どい、学び、交流する場です。

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

11月
輝く女性応援プロジェクト講座

区内の小学生から防火・防災に関するポスターを募集・展示し、
区民の皆さんにも火災の怖さや災害への備え、地域での助け
合いの大切さを学んでもらう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
 都筑消防署　  ・  945-0119

11月１日(火)～７日(月)

都筑区こども防火・防災ポスター展

華やかなステージパフォーマンスやPRコーナーなどでにぎ
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”を楽しめるお祭りです。

 センター南・北駅周辺、みなきたウォーク
※現時点での予定です。

 地域振興係　  948-2231　  948-2239

 10時～15時11月3日（祝・木）

第28回　都筑区民まつり

区内の市立保育所が所
有する合計２万個の積木
を使って、さまざまなも
のを作って遊んでみませ
んか？未就学児の親子が
対象です。

 区総合庁舎1階区民ホール
 こども家庭係　  948-2472　  948-2309

11月19日(土)  10時～12時(予定)

「つみきのつづき」イベント

体力や運動機能に自信がある人もない人も、ご自身のから
だの状況を知る機会になります。講師による改善トレーニ
ングのお話もあります！

 区役所１階福祉保健センター
 高齢支援担当　  948-2306　  948-2490

11月22日(火)

シニアの健康測定会

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

冬季
令和4年度都筑区防災・減災講演会

11月は児童虐待防止月間です。児童虐待防止についての理
解を深めるパネル展示を行います。都
筑区の子育てについて、困った時の相
談先について紹介します。

 区総合庁舎１階区民ホール
 こどもの権利擁護担当　
 ９４８-２５８８　  ９４８-２３０９

11月22日（火）～29日（火）

児童虐待防止のパネル展

青少年と地域との多世代間交流を目的に、緑道でのウォーキ
ングなどを実施します。

 区民活動係　  948-2236　  948-2239

秋～冬季
つづきウォーク＆フェスタ

地域で活動している人達
が、日頃の活動を紹介した
り、ワークショップなどを
通じて交流するイベントで
す。家庭や職場以外でも
地域にはさまざまな居場
所や活動があることを発見できるイベントです。子ども向
け、大人向けのイベントが数多くあります。

 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　  948-1349

第26回「つづき人
び と

交流フェスタ」
3月

区民の皆さんが気軽に参加できる、都筑ふれあい健康マラ
ソン大会を開催します。

 区民活動係　  948-2235　  948-2239

第29回  都筑ふれあい健康マラソン大会
3月

はしご乗り、まとい振り
込みなどの古式消防演
技のほか、消防団による
一斉放水を披露します。

 都筑公会堂、区役所中庭
 都筑消防署　
 ・  945-0119

１月６日（金）  13時30分～15時40分（予定）

令和5年　都筑区消防出初式

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、文芸、工芸、花、写真、書道などを、約
2,000人が発表します。

 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21日（土）～ ２月5日（日）

第27回　都筑区民文化祭

9月

10月

11月

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。

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

１２月上旬

ドイツクリスマスマーケット in 都筑
 10時～20時

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

12月
第9回都筑・ボツワナ交流児童画展

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
令和4年度　都筑区人権啓発講演会

12月

　

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。

 未定
 庶務係　  948-2211　  948-2208

　　　　  １月６日（金）2023年2023年

令和5年　都筑区新年賀詞交換会
1月

3月

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
地域連携調査研究発表会

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１8日（土）

つづき あいフォーラム

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Ｓ
ＤＧｓ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 　      948-2226　  948-2399

　 資源化推進担当　  948-2241　  948-2239

２月26日（日）

つづき３R夢週間+SDGｓ環境フェア

2月


