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横浜型地域貢献企業
最上位認定取得

特 集 ＊ 横浜

秋のイベント おでかけ情報

秋 の イ ベ ント

おでかけ情 報

横 浜

暑さがぐっと和らいで涼しくなると行楽シーズンの到来です。
遠方に出かけなくても、 横浜市内には秋のイベントが盛りだくさん。

そこで今回は、 市内で予定されているこの時期のイベントをご紹介します。

リサイクルデザインフォーラムに行こう！

大さん橋ホールの広い会場いっぱいに展示された「環境絵日記」の入選作品

まもなくRDフォーラムが開催

大さん橋ホールに出かけよう！

月 日
︵日︶
に﹁リサイクルデザ

本誌 月号の特集でご紹介した﹁環

ある大さん橋ホールで開催されます︒

港・大さん橋国際客船ターミナルに

イ ン フ ォ ー ラ ム2012﹂ が 横 浜

28

境絵日記﹂の応募作品の中から︑各

賞を受賞した入選作品の展示や表彰

式が行われます︒ほかにも︑資源回

収ゲーム︑環境未来都市ヨコハマの

街並みを表現したジオラマ︑そして

毎年大人気のリメイクファッション

ショー &ダンスなど︑盛りだくさ

んの大イベントです︒

さらに︑竹と糸でつくる昔ながら

のおもちゃ﹁ぶんぶん﹂の工作体験

や組合オリジナルの再生品販売コー

ナー︑
﹁環境絵日記﹂のカレンダー

販売もあります︒企業や団体の出展

ブースにもさまざまな体験コーナー

が用意されています︒環境絵日記に

応募したお子さんたちはもちろんの

こと︑応募していなくても十分に楽

しめる催しですので︑ぜひご家族で

お越しください︒

1

10

8

おでかけマップ

リサイクルデザインフォーラム
みなとみらい線「日本大通り駅」
下車徒歩約7分（3番出口）

横浜市営地下鉄/JR「関内駅」
下車徒歩約15分

「環境絵日記」の表彰式

市営バス「日本大通り駅県庁前」
下車徒歩約5分

市営バス「大さん橋」
下車徒歩約3分

横浜観光スポット周遊バスあかいくつ

「大さん橋国際客船ターミナル」下車徒歩0分

首都高速横羽線

横浜公園ランプから約3分

→ バス停
→ 駐車場
→ コンビニ
→ カフェ

フォーラム会場
（大さん橋ホール）
横浜赤レンガ倉庫
大さん橋国際
客船ターミナル

水上警察署
県警察本部 横浜税関
海岸通り

JAGUAR

日本大通り駅

横浜地方
裁判所

関内大通り

馬車道

昨年も子どもたちに大人気となった「ぶんぶ
ん」の工作体験

中区役所

関内駅

関内駅

横浜
市役所

横浜公園

横浜
スタジアム

JR根岸線

大さん橋通り

みなと大通り

横浜市営
地下鉄

シルクセンター

開港資料館

横浜港郵便局

日本大通り
駅県庁前

開港記念館

ステージで見事なダンスを披露する子どもたち

日本大通り

みなとみらい線

開港広場

神奈川県庁

元町通り

山下公園

大さん橋

NTT東日本
フレッツ
スクエア

横浜公園ランプ
環境未来都市ヨコハマの姿を環境絵日記の作
品を参考にジオラマで表現

首都高

2

横浜を楽しむ 秋のイベント情報
横浜市や区が主催する市民のためのおまつりが目白押し。
どれも盛り上がるイベントなので、お近くのおまつりにお出かけください。

第18回 都筑区民まつり

ヨコハマ 環境行動フェスタ2012

3つの会場で行われる区内最大規模のおまつりで、各種団体のブー
スやバザー、朝市、ステージでのパフォーマンスなどが行われます。
11月3日（土）10:00〜15:00
3会場あり。
（1）センター南駅
周辺（市営地下鉄「センター南」
）
（2）センター北駅周辺（市営地下
無料
都筑区
鉄「センター北」
）
（3）みなきたウォーク会場
045-948-2474
http://www.city.
ふるさとづくり委員会
yokohama.lg.jp/tsuzuki/

青葉区民まつり2012
今年の区民まつりのテーマは「地域の力」。各種のライブパフォー
マンスや模擬店で、子どもから高齢者まで楽しめるイベントです。

生物多様性の保全や地球温暖化対策などについてステージイベ
ントや体験型ブースで楽しみながら学ぶことができます。

11月3日（土）10:00〜15:00
青葉区総合庁舎周辺（東急田園
無料
青葉ふるさと協議会
045都市線「市が尾」
）
http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/30event/
978-2291
kuminmatsuri2012.html

11月3日（土）11:00〜17:30（予定）
みなとみらいクイーン
ズスクエア1Ｆ クイーンズサークル
（みなとみらい線「みなとみ
無料
横浜市環境創
らい」
、JR・市営地下鉄「桜木町」
）
045-671-2891
http://www.city.yokohama.lg.jp/
造局
kankyo/kkjs/newcontents/festa/

ハローよこはま2012 中区民祭り

第13回 栄区民まつり

今年は「ダンス」をテーマに、被災地の復興支援企画や音楽イベ
ント、各種の出店ブース、パフォーマンスなどが盛りだくさん。

フリーマーケット、模擬店、体験コーナー、ちびっ子遊び場など
のほか、特設ステージでのミニコンサートもあります。

10月7日
（日）
10:00〜16:00
横浜公園から日本大通り
（みなと
無料
ハロー
みらい線「日本大通り」
、JR・地下鉄「関内」
）
045-224-8132
よこはま実行委員会（中区役所地域振興課内）
http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/hello-yokohama/

11月3日
（土）
10：00〜15：00
本郷中学校校庭・体育館
（JR
無料
栄区役所地域振興課
045-894「本郷台」
）
http://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/
8391

ハロウィンは10月31日ですが、 10月下旬の週末に、
各種のイベントが行われています。その中から2つほどご紹介します。

山手西洋館
ハロウィンウォーク2012
先着3000名に配付されるス
タンプカードを持って13会場
のうち11会場以上を回ればプ
レゼントがもらえます。 参加
には仮装が必要です。
10月28日（日）10:00〜16:00
山手西洋館と近隣施設13
カ所（みなとみらい線「元町・中華街」
、JR「石川町」
）
横浜市緑の協会
045-663-5685
http://
無料
www.openyokohama.jp/event/detail.html?CN=61003

野毛ハロウィン2012
イベント参加店に仮装して来店したお
客様にはサービスがあるそうです。着
替えスペースも用意されており、27日
はパレードも行われます。
10月26日
（金）
〜27日
（土）
野毛
地区
（JR「桜木町」
、京浜急行「日ノ出
無料
野毛未来研究所
町」
）
045-663-7883
http://www.
open-yokohama.jp/sp/event/detail.
html?CN=61513
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横浜 秋のイベント おでかけ情報

秋は収穫の季節です。 特に11月は地産地消月間でもあるため、
農産物と食のイベントがたくさん。 ぜひ、 足を運んでみてください。

第3回みなとみらい
農家朝市収穫祭

よこはま 食と農の祭典2012
─ Let's enjoy 地産地消 ─

毎月、 横浜市内の生産者が旬の野菜や果物、
手づくり食品などを朝市で直売しています。新鮮
な秋の味覚をたっぷりと堪能してください。
11月25日（日）9:00〜11:00
高島中央公園
（西区みなとみらい5-2 マリノスタウン向い）
みなとみらい農家朝市出店者会
無料
http://www.
045-671-2638（農業振興課）
city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/
kau/nouka-asaichi.html
昨年の様子

生産者と一献

地産地消を「知る・体験する・味わう」をコ
ンセプトに市内産農畜産物の試食イベントやク
イズ・ゲーム、野菜等の直売などを行います。

横浜産の食材の流通と販売を行うよこはまグ
リーンピースが、生産者と直接話ができる場を
提供。時間などは予約時にご確認ください。

11月17日（土）11:00〜17:00
みなとみ
らいクイーンズスクエア1F クイーンズサーク
ル（みなとみらい線「みなとみらい」
、JR・市
無料
横浜市環
営地下鉄「桜木町」
）
045-671-2639（農
境創造局農業振興課
業 振 興 課 ） http://www.city.yokohama.lg
.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/torikumi/
saiten2012.html

10月11日（木）
、11月15日（木）
横濱うた
げや ど根性ホルモン（市営地下鉄「高島町」
）
3,500円（要予約）
株式会社よこはまグ
045-320-3077
http://
リーンピース
dokohoru.info/

芸術の秋ですから、アートなイベントも忘れてはいけません。
忙しい毎日を忘れて、たまにはアートに親しんでみてはいかがですか。

Rocco s 横浜赤レンガ倉庫
KAWARAアート100プロジェクト
創建当時の赤レンガ倉庫にも使われ
た100年前の瓦をキャンパスにして、
アートを描くワークショップ。参加し
てみてはいかがですか。
10月6日（土）〜7日（日）
横浜
赤レ ン ガ 倉 庫1号 館1Fエンドレ ス
ホール（みなとみらい線「馬車道」
、
2,000円（ 要
「日大大通り」
）
横浜赤レン
予約）
。見学無料
045-211-1515
ガ 倉 庫1号 館
http://www.open-yokohama.jp/
event/detail?CN=58349
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アート縁日21
〜第21回ヨコハマポート
サイド アート縁日〜
イラスト、 写真、ガラ
ス工芸、陶芸、木工、
アクセサリー、オリジ
ナルグッズなど、各種
の出展があり、見るだ
けでも楽しめます。
10月6日（土）〜7日（日）10:00〜17:00
コンカー
無
ド横浜＆ycsビル・アトリウムほか（JR「横浜」
）
ヨコハマポートサイド街づくり協議会／アート
料
045-243-2013
http://www.
縁日実行委員会
portside.ne.jp/port/ennichi03.html
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かえっこバザールの
イベントに出展

リサイクルデザインは 月 日
︵土︶
︑ ︵日︶

に横浜ホームコレクションで開催された﹁か

えっこバザール＠横浜ホームコレクション﹂に

出展しました︒

土曜日の午前中は雷雨のため開催が危ぶまれ

ましたが︑午後からは天気も回復︑日曜日は一

2

日中天気に恵まれました︒豪華なダイニング

ルームで分別体験
︵子供向け︶
を行い︑ 日間合

36
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﹁環境絵日記﹂の
応募作品が次々と到着

本誌は古紙70%の再生紙と環境にやさしいNonVOCインキ、
油性インキ「SOYA-eシリーズ」を使用しています。

わせて合計 組の子どもたちにご参加していた

発行人：高田哲二 編集人：藤本達也 印刷：大日本印刷株式会社
発行部数：89,600部

だきました︒

発行所：横浜市資源リサイクル事業協同組合
〒221-0054 横浜市神奈川区山内町13番地
TEL：045
（444）
2531／ FAX：045
（444）
2532
http://www.recycledesign.or.jp
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今年も夏休みに小学生から描いていただいた

月刊リサイクルデザイン
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﹁環境絵日記﹂応募作品が次々と到着していま

11月号は
「横浜道」の特集だよ！

9

す︒ 月 日の環境絵日記応募締切日には大量

●次号予告

の絵日記が届き︑ 月 日時点で到着作品数は

約１２︑
000点と︑前年を上回る早いペース

です︒昨年の応募総数は１８︑
690作品でし

たが︑今年は前回よりさらに増え２０︑
000

作品を超えるのではないかと予想されます︒

今年のテーマは﹁環境未来都市﹂
︒小学生の

自由な発想で﹁環境にやさしいみらいのヨコハ

マ﹂を描いてくれた作品を︑事務局のスタッフ

が 枚ずつ丁寧に確認・整理しながら︑受付作

業をしています︒

1

3

分別体験の参加者は ポイント︑パーフェク

験のブース
組合が出展した分別体

ト賞は ポイントがもらえることもあり︑子ど

32

もたちの分別にも熱が入り︑パーフェクト賞は

組中 組という好成績でした︒

36

続々と到着している「環境
絵日記」の作品

購読者大募集！
月刊「リサイクルデザイン」は、横浜市内の
地区センターや図書館、スーパーの他に信用
金庫、イオンの一部店舗等で入手いただけ
ます。詳しい設置場所はWebページ（http://
www.recycledesign.or.jp/rd/get.html）を ご
覧下さい。また、無料購読を希望される方は
下記までお問い合わせ下さい。

●お問い合わせ
横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局 山中

TEL：045-444-2531
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E-mail：mail@recycledesign.or.jp

子どもたちの将来の生活を守るために
リサイクルデザインを通じて
未来の地球を考える大切さを伝えたい

Recycle Designer Profile

ATSUSHI OUCHI
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有限会社坂庭資源開発横須賀事業所所長。事業は非
鉄金属、製紙原料を中心に、一般廃棄物、産業廃棄
物など幅広い品目を取り扱う。
横浜市資源リサイクル事業協同組合
リサイクルデザインフォーラム実行委員長

