ロビーにて
お囃子でお迎えします！

鉄道各社ブース
地域活動団体ブース
ワークショップ など

お相撲体験コーナー

●菊名南町こども囃子
●菊名囃子連

ミニステージでの
パフォーマンス

あいさつ

ふるさと港北ふれあいまつり実行委員会
会

長

川 島

武

俊

今年も
「ふるさと港北ふれあいまつり」の季節が
きました。昨年まで、
２年連続でオンライン開催でし
たが、今年は３年ぶりにリアル開催することができ
ました。
開催にあたりご協力いただきました、
地域や企業、
各団体の皆様に心より感謝申し上げます。
今年の「ふるさと港北ふれあいまつり」は、株式
会社横浜アリーナ様より、地域貢献活動の一環と
して、
「ふるさと港北ふれあいまつり」の会場に毎年
横浜アリーナを提供いただくことのご提案を受け、
「 ふるさと港 北 ふれあいまつり実 行 委 員 会 」、

1

「港北区」、
「株式会社横浜アリーナ」の三者で
「ふるさと港北ふれあいまつり実施に関する基本
協定」を締結し、横浜アリーナを会場として開催
いたします。
子どもから高齢者まで、
たくさんの方々が集まる
このまつりが、地域のさまざまな場面で声をかけ
助け合えるような、顔の見える関係を築くきっかけと
なれば幸いです。
今年も地 域 活 動 P Rや飲 食、体 験コーナーや
抽選会など様々なブースが出店します。
ステージでは、地元の小中学校や活動団体による
演奏やダンス等、
盛りだくさんの内容となっています。
ぜひこの機会に多くの方々と交流し、港北区を知る
ことで、
「ふるさと港北」への愛着を深めていただき
たいと思います。
また、本日は、横浜アリーナのイベント
「秋のヨコアリ
くんまつり」
も２階で同時に開催されています。
どうぞ、
楽しい秋の一日をお過ごしください。

ステージイベント
横浜市消防音楽隊

横浜市立城郷小学校

ステージドリル

ソーラン節

横 浜 市 消 防 音 楽 隊は1 9 5 8 年 、横 浜 開 港
100周年・市制70周年を記念し創設されました。
『安全・安心を実感できる都市 ヨコハマ の実現』

「ソーラン節」
（ソーランぶし）は、北海道の
日本海沿岸の民謡です。
城 郷 小 学 校６年 、有 志 の 皆 様に披 露して

のため、市内各所で演奏・演技を通じ広報活動を

いただきます。今年の運動会で披露したものに

行っています。現在は、活動の拠点を
「横浜市

さらに隊形移動をアレンジしています。皆様

民防災センター」に置き、幅広く広報活動に

ご一緒に盛り上がりましょう。

努めています。是非お楽しみください！

2

ス テ ージイベント

ステージイベント

港北 芸 能 協 会

RAINBOWS！

港北あわ連

SOUL Freedom

会員による舞踊

チアリーディング

阿波おどり

ダンス

区内在住の踊りの師匠を中心に、舞踊の活動
をしています。
盆踊り大会、大倉山観梅会など地域で踊りを
披 露したり、春 秋 の 芸 能 大 会で日頃 の 成 果
発表をしています。
今日は、会場の皆様と一緒に盆踊り等で盛り
上がりたいと思います。

私達は新横浜をホームタウンとし
「チアを

港北区に『阿波踊り』を！幅広い世代のメン

城郷小机地区センターで活動しているダンス

楽しもう」
「 健康な心と身体を作ろう」
「 地域に

バーが参加しています。活気のある踊り、賑やかな

サークルで、幼児から大人まで皆んなで楽しく

貢献しよう」
をモットーに活動しているチアリー

音、観客と一体となって地域を盛り上げることが

踊っています。何万人も入る大舞台横浜アリーナ

ディングチームです。

できる不思議なパワーが阿波踊りにはあります。

で、一緒に頑張っている仲間たちと踊りたい！

園児から中学生まで在籍しており、年間を

『笑顔で楽しく！』をモットーに、踊り手とお囃子が

観に来てくれたお客さんたちを、私たちのダンス

通じて地域のイベントや競技大会に出場して

一体となり、阿波おどりを盛り上げていきたい

でワクワクさせて笑顔になってもらいたい！

います。元気・勇気・笑顔をお届け出来るよう

です。港 北 あわ連 の 着 物には、港 北 区 の 木

という夢を叶えるべく踊ります！

頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。

ハナミズキが描かれています。是非、お楽しみ

一緒に
「ふるさと港北ふれあいまつり」
を楽しみ

ください！また、港北あわ連のメンバーも募集

ましょう！
！

中です！

本社：横浜市都筑区川向町1160番地

3
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ス テ ージイベント
社会福祉法人 陽だまりの会
バンド演奏と合唱
日々の生活の中の思いを歌詞に込め、作詞

ステージイベント

横浜 F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ

Tricolore Mermaids
&

横浜 GRITS オフィシャルチアリーダーズ

港北ふれあいストリートダンスまつり実行委員会

横浜市立大綱中学校

キッズダンス

合唱部・吹奏楽部

地域の子ども達を対象に、HIPHOPを学び

大綱中学校 合唱部と吹奏楽部は、仲間と協力

作曲したオリジナル曲を披露し、地域へ音楽を

GRITS TOPAZ

理解を深めることにより、ダンスを通じたまちの

しながら、聞いてくださるみなさんを楽しませる

通した障害者支援等活動をお知らせすると

コラボチアダンス

イベント・まちづくりにも貢献することを目的に

演奏ができるよう、日々活動しています。皆様

活動しています。本日は一緒に楽しみましょう！

ご一緒に盛り上がりましょう。

ともに、
「障害があってもなくても共に生きる」
「優しい地域や社会を作る」などという観点

横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ

から、来場者の皆様に
「元気や勇気、感動などを

Tricolore Mermaids & 横浜GRITSオフィシャル

届けたい」
と思います。

チアリーダーズGRITS TOPAZによるコラボチア
ダンスです！
皆様ご一緒にお楽しみください。

GRITS TOPAZ
Tricolore Mermaids

出逢いのある不動産会社

慶應義塾大学
日吉キャンパス
5

6

会 場 マ ップ（ブース紹介）

43 鶴見川わくわく水族館

53 港北区老人クラブ連合会

鶴見川にくらす魚やエビ、
カニがやってきます。

昔のあそびを体験できるよ。
（輪ゴム鉄砲・音の出る紙鉄砲など）

54 港北区スポーツ推進委員連絡協議会・ニュースポーツ体験コーナー

44 港北区商店街連合会
1 昭和村

22 新横浜公園（日産スタジアム）
・横浜市スポーツ医科学センター

横浜市の友好交流自治体
「昭和村」
から新鮮野菜をお届けします。

2 樽町連合町内会

23 港北区民生委員児童委員協議会・港北区こども家庭支援課

樽町でつくっている
「ポップコーン」
を味わってください。

楽しい魚釣りゲームやクイズで遊ぼう！クッキーレイももらえるよ

（港北くみんの会）
24 Tomodachi Club

3 JA横浜 販売部
横浜生まれの新鮮野菜はJA横浜
「ハマッ子」
直売所へ！

親子でチャレンジものしりクイズで 金メダルをゲット！

25 港北保護司会

4 四季菓匠 折本や
地域密着の昔ながらの和菓子。あんこにこだわった人気のお菓子

5 横浜商工会議所北部支部
商工会議所のPRの他、港北ブランド認定企業による出店販売（和菓子）

6 横浜市温暖化対策推進協議会
省エネ・再エネで２０３０年（あと８年）CO² 50％削減！
（省エネ・再エネ体験）

7 生活協同組合ユーコープ
ユーコープは、食の安全安心と環境・平和・福祉に取り組みます。
（活動紹介・クイズゲーム）

8 信州中野市都市と農村交流実行委員会
コロナ禍で何かと窮屈な毎日が続いています。おいしい！をお届けし元気になって下さい。
（農産品、農産加工品等）

9 小机城のあるまちを愛する会
小机城の歴史や魅力について、
紹介します。

10（公財）横浜市緑の協会 よこはま動物園ズーラシア
動物の骨格標本に触れてもらいながら、ズーラシアを紹介します。

11 横浜市港北国際交流ラウンジ
多文化共生社会づくりにボランティアと共に取り組みます。

12 横浜市国際局

立ち直りを支える地域のチカラ、港北保護司会・ホゴちゃんのぬり絵で遊びましょう。

26 NEXCO東日本
NEXCO東日本です。安全・安心・快適・便利を向上させます。

27 社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会
赤い羽根共同募金、被災地支援の取組についてご紹介します。

28 港北区更生保護女性会
女性の立場から青少年の健全な育成に努めるボランティア団体です。
（ビスケット・農産物等の販売等）

29 鉄道・運輸機構
新横浜で相鉄線と東急線がつながります！令和５年３月開業予定！

「託児室あいあい」
30 横浜市乳幼児一時預かり

お買い物は港北区の商店で！良い物がたくさんあります！
（商店街おたのしみガラポン）

ボッチャに挑戦してみよう！
！

55 菊名地区連合町内会

45 医療法人五星会 菊名記念病院

ゲームに挑戦して、賞品をゲットしよう！

救護

56 横浜F・マリノス

46 横浜市社会福祉士会港北区連絡会

君は何点とれるかな！マリノストライカー！

社会福祉士はあなたの生活応援団！
！
（風車作り体験等）

57 横浜GRITS

47 (一社)横浜市建築士事務所協会 港北支部

シュート体験、是非チャレンジしてみよう！

私共の協会は「安全ですてきなヨコハマづくり」を目指しています。
（丸太切り、建築に係る無料相談等）

48 鶴見川流域水協議会・ふれあって流域鶴見川実行委員会 58 横浜市交通局
行政・市民・企業による鶴見川流域の取り組みをわかりやすく紹介

みんなでつなげる鉄道150周年！鉄道発祥の地：よこはまです。ミニバスに乗って写真を撮れるよ！

49 キャラクター総選挙

59 港北警察署交通課

キャラクター総選挙を開催します！ぜひ、投票へ来てください！

50 さわやかスポーツ体験コーナー

ミニ白バイとミニパトカーの体験乗車

60 横浜市消防局港北消防署

どなたでも楽しめる簡単なスポーツ体験です。

電動ミニ消防車など、様々な体験を用意しています！

51 アンサンブルネット モルック部

61 NPO法人一期JAM
アフリカの打楽器
「ジャンベ」
を演奏してみよう！

フィンランド発祥のユニバーサルスポーツモルックの紹介と体験

52 港北区保健活動推進員

62 NHK横浜放送局 かながわ東営業センター

コロナ禍で筋力低下していませんか？無料で筋力測定ができます！

「鎌倉殿の13人」
等身大パネルも参加します！お立寄りください！

「ご家庭の愛と私たちの愛が出会う場所」あいあいです。
（写真展示・紹介）

凡例

31 資源循環局港北事務所
タブレットによる分別ゲーム＆フードバンク

32 一般社団法人 神奈川青色申告会

2F ヨコアリくん
まつり開催中！！

食器返却コーナー

ステージ

青色申告制度のご紹介・お楽しみゲーム

トイレ

授乳室

33 (株)トーエル

アフリカとの連携の取組やアフリカ開発会議関連情報を紹介します。

トーエルは、地元港北区のライフラインに携わる企業です。
（取扱い商品の展示等）

本

階段

34 横浜小売酒販組合神奈川支部

国産小麦粉と洗双糖で作ったオリジナル焼菓子を販売します。

14 港北区青少年指導員協議会
港北区青少年指導員協議会の活動を紹介します！

港北防災塾！

大地震・洪水･･･災害が起きた時、あなたの備えは十分ですか？

16 横浜市アマチュア無線非常通信協力会 港北支部

港北区の小山農園直営レストラン。美味しいお料理たっぷり。

19 株式会社セットアップ横浜
いざという時のために役立つ災害対策

20 公益財団法人 横浜市シルバー人材センター 神奈川事務所
シニア世代の働きたい！を応援します。

21 港北防犯協会
区民の皆さんが安心して暮らせる安全な港北の街づくりを目指す！

つりざおでなにがつれるかな？ほかにもあるよ。あそびにきてね。

51

体験・スポーツブース

36 人権相談／行政相談
人権のことを学べるコーナー／国へのご要望や苦情は行政相談へ

5 10

30 35

40 45

31 36

41 46

52 53

56

37 神奈川税務署管内関係民間団体
この社会

あなたの税がいきている

38 株式会社 ダッドウェイ
育児用品や子育て支援サービス、
アフタースクールのご案内等。

39 新横浜町内会

飲食・休憩
スペース

1

6 11

15 19

23

57

54
2

7 12

16 20

24 27

32 37

42 47

3

8 13

17 21

25 28

33 38

43 48

示

18 農家ダイニング そざいや

50

展

大豆戸町にある菊名水道事務所です。水道事業のＰＲを行います。

席

35 ガールスカウト神奈川県連盟

4

9 14

18 22

26 29

34 39

44 49

両

17 横浜市水道局

客

大倉山梅酒「梅の薫」販売

車

アマチュア無線による災害協力のボランティア活動をしています。

部

ベビーカー
置き場

13 四季菜館

15 総務課防災担当

新横浜公園とスポーツ医科学センターの魅力をご紹介します！

伝承遊びコーナー

58
55

ぜひ遊びに来てください。楽しいゲームが待っているかもね!?（まとあて、じゃんけんゲーム等）

40 港北区地域子育て支援拠点どろっぷ
主に０〜６歳、プレママ・パパ、地域の子育てを応援する方の施設です！
（スーパーボールすくい等）

59

61
60

41 ボーイスカウト横浜地区協議会

ロビー

ボーイスカウトは、野外遊びを通じ社会性を育む青少年活動です。

42 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部横浜東地区

飲食ブース

エントランス

62

大抽選会
会場

飲食ブース

成年後見の専門家団体が成年後見や遺言相続の無料相談会実施中！
※会場内ではリサイクル食器
「リ・リパック」
を使用しています。ごみステーションでの分別・回収にご協力ください。

7
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会 場 マップ（屋外）
1 港北区薬剤師会

8 大曽根自治連合会

薬剤師による健康相談・ご存じミズキーの残薬バッグも配布します。モバイルファーマシーも展示します。

美味しい焼きそば作ります。ぜひ食べてください。

（神奈川）
2 自衛隊

9 綱島連合自治会

自衛隊に興味のある方だけでなく知らない方も是非お越しください！
（車両・パネル展示等）

3 一般社団法人 横浜建設業協会港北区会

衛生面に気を付け安心して寄れる店作りをしてお待ちしております。
（カレー、揚げパン等）

10 つきたて餅の師岡屋

ミニショベルカーの試乗に、横浜ケンジローも応援に駆けつける!?

つきたて餅はいかがですか機械餅と違ってもちもちして美味しいよ。

4 港北土木事務所

11 ハウス陽だまり・ハウス陽なた

お子様に人気の道路パトロールカーの乗車体験ができます。

こだわりの焼きそばとお好み焼きをどうぞご賞味ください！

5 資源循環局港北事務所

12 ボーイスカウト横浜第20団

収集車乗車体験

新横浜岸根鳥山小机で活動してます。みんなスカウト仲間になろう！
（焼き鳥等）

6 横浜市消防局港北消防署

13 道志村

地震体験など

水カフェどうし

１００年以上も道志村と横浜市は深い絆（水）で繋がっています。
（特産品・移住ガイド等配布）

7 ボーイスカウト横浜第8団
新横浜、大倉山〜白楽付近で活動中、綿菓子とゲームやります。
（綿菓子、物販等）

〒222-0011 横浜市港北区菊名 7-8-27
TEL 045-433-2367
https://www.kohoku-doctors.com/

車両
展示
1

2
3

港北区歯科医師会では、公共性のある歯科公衆衛生活動、
震災時の医療救護活動、在宅歯科訪問診療、口腔がん検診等を
通じて区民の方々の健康維持を推進しております。
令和 4 年度事業
・福祉保健センターでの１歳６か月・３歳児歯科健診
・医療救護隊参集拠点等での災害医療訓練
・歯と口の健康週間行事での啓発活動
・港北区在宅歯科相談室開設 TEL：045-543-5510

4

5

エントランス

飲食ブース
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飲食ブース
10

11

12

港北区歯科医師会事務所 TEL:045-549-1022
月曜日〜金曜日 12:00 〜 17:00 対応
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※写真は2019年の様子です

©港北ミズキー
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抽 選会賞品一覧
株式会社 トーエル賞
アネスト岩田賞

YOUテレビ賞

横浜F・マリノス賞
横浜労災病院賞
新横浜ラーメン博物館賞
木村商事グループ ザ・ニューオークラ賞
伊藤園賞
ユーコープ賞
シルファー賞
ヨネヤマプランテイション賞

アルピナウォーターセット
エコバッグ MOTTAINAI

100個
20個

キャラコロクリーナー

20個

キャラクターメラニン製マグ

20個

針なし エコステープラー

20個

２WAY デイリーユースバックパック

10個

２段式ランチボックス

10個

サイン入りユニフォーム NO17,宮市 亮

１点

サイン入りユニフォーム NO28,松原 健

１点

救急箱

５箱

新横浜ラーメン博物館 入場券

100枚

オークラオリジナル梅ドレッシング 280ml
おーいお茶 緑茶 600ml

10セット

ハット型小物入れ

10個

シンピジュウム

横浜アリーナ賞

ヨコアリくんグッズセット

５個
20枚
5セット

2021-2022シーズン試合公式ユニフォーム

1個

タオルマフラー

1個

GRITSペンライト

キリンビバレッジ賞

20本
120本

コープ商品つめあわせ

トレッサ横浜お買物券 500円

宝石・メガネ・時計 有限会社 中森賞

５セット

キャラクターフード付きタオル

トレッサ横浜賞

横浜GRITS賞

50セット

アネスト岩田ターンパイク箱根 優待通行券 ４枚１セット

1個

目覚まし時計
生茶

10個

免疫ケア525㎖

120本

イミューズ レモン 500㎖

120本

相模鉄道賞

相鉄・東急新横浜線 開業記念グッズセット

10セット

西武鉄道賞

西武鉄道グッズセット

10セット

「てきと〜な鉄道展」
製作委員会賞 「てきと〜な鉄道展」
招待券
横浜市交通局賞

10枚

シール

1000枚

ふせん

100セット

【その他ご協賛】会場内の物品等をご提供いただいています。
●株式会社 トーエル 飲料水・LPガス・紙袋等のご提供
●ニッパ株式会社
段ボール製ダッシュボックスのご提供
※賞品内容は変更になる場合があります。

ウェブサイト
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YouTube
公式アカウント

Twitter
公式アカウント

