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横浜型地域貢献企業
最上位認定取得

特 集 ＊ 家 族で出かけよう！ 横浜イベント情 報

今 年も大さん橋ホールで

﹁環 境 未 来 都 市・
環 境 絵日 記 展 ﹂を開 催

までは﹁リサイクルデザインフォー

境絵日記展﹂が開催されます︒これ

催するイベント﹁環境未来都市・環

の夏休み中に大勢の小学生の皆さん

ご紹介しました︒おかげさまで︑こ

項︑絵日記を上手に描くコツなどを

これまでの取り組みや今年の募集要

で︑2000年にスタートしてから

ラム﹂という名称でしたが︑今年か

が横浜の街と環境について考え︑絵

今年も 月 日
︵日︶
に当組合が主

ら﹁環境未来都市・環境絵日記展﹂

日記にしてくれました︒イベントで

27

という名前になりました︒

は︑集まったたくさんの﹁環境絵日
記﹂の応募作品の中から入賞作品を
展示し︑表彰式を行います︒
ほかにも︑組合オリジナルの再生
品
︵りくみのトレペ︑
りくみのティッ
シュ︑小結くん︶販売コーナーや人
気の﹁環境絵日記﹂のカレンダー販
売も行います︒また︑企業や団体に
よるブースも数多く出展され︑リサ
イクルや環境に関連したいろいろな
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

「ヨコハマ3R夢！」
マスコット イーオ
ス リ ム

くても十分に楽しめるイベントです︒
入場無料ですので︑皆様お誘い合わ
せのうえ︑お出かけ下さい︒

1

10

環境絵日記については本誌 月号
8

手作り石けん教室で世界でひとつだけの自分
の石けん作りが体験ができます。
（太陽油脂株
式会社）

卓上型油化装置を使って、ふだん見ることの
ない廃プラスチックを石油に戻す作業を実演
します。
（永田紙業株式会社）

壊れやすい物や荷物を包むのに使われる「プ
チプチ」のリサイクルについて紹介します。
（川上産業株式会社）

族 で 出 か け よ う ！

横浜イベント情報

家

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。

おでかけマップ

リサイクルデザインフォーラム

環境未来都市・
環境絵日記展2013
10月27日（日）11:00〜16:00
横浜港大さん
入場無
橋国際客船ターミナル大さん橋ホール
横浜市資源リサイクル事業協同組合
横
料
浜市

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

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

開港記念館

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

JAGUAR

日本大通り駅

横浜地方
裁判所

関内大通り

馬車道

牛乳パックのリサイクルについて、正しい回収
の方法の紹介や紙すきでハガキを作る体験が
できます。
（タカナシ乳業株式会社）

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

開港広場

日本大通り

みなとみらい線

山下公園

大さん橋

神奈川県庁

元町通り

実物の太陽電池に触れたり、ソーラーおもちゃ
の実演や販売もあります。
（株式会社横浜環境
デザイン）

NTT東日本
フレッツ
スクエア

横浜公園ランプ
ガラスびんは、回収して洗浄すれば何度も使
えます。エコな容器としてガラスびんの良さを
お伝えします。
（東洋ガラス株式会社）

首都高
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家 族で楽しむイベント情 報
10月から11月にかけて横浜市内で開催されるさまざまなイベントの中から、
家族で楽しめる催しのいくつかをご紹介します。

第14回栄区民まつり

第19回都筑区民まつり
〜未来につなぐ 笑顔のつづき〜

特設ステージでのパフォーマンス、模擬店、フリーマーケット、ご
当地グルメ対決、ちびっ子遊び場、エコカー広場などがあります。

今年も3つの会場で開催。各種団体のステージ、ブースやバザー、
朝市、ストリートパフォーマンスなどで盛り上がります。

11月2日（ 土 ）10：00〜15：
本 郷 中 学 校 グ ラウンド
00
栄 区 民 ま つり実 行 委 員 会
045-894-8391（ 栄 区 役 所 地
http://www.city.
域振興課）
yokohama.lg.jp/sakae/guide/
kusei/20111019092021.html

11月3日
（日・祝）
10:00〜15:00
3会場（センター南駅前、センター北
駅前、みなきたウォーク）
都筑
045区ふるさとづくり委員会
948-2231（都筑区役 所地域振興課
地域振興係）
http://www.city.
yokohama.lg.jp/tsuzuki/chiiki/chiiki/
festival.html

第38回中区民祭り「ハローよこはま2013」

つるみ臨海フェスティバル
〜みんなで創ろう つるみ臨海部〜

音楽をメインテーマとしたステージや、約100に及ぶ出店ブースを
展開。「英国近衛軍楽隊」 のパレードや、ダンス、ブラスバンド、
民族音楽などの楽しいプログラムが目白押しです。

60以上の模擬店、ミニ乗物、グラウンドゴルフなどのスポーツ体
験のほか、大日本プロレスによる試合（観戦無料）
も開催。

10月13日（ 日 ）10:00〜16:00
※荒天時は翌14日（月・祝）に延期
横浜公園〜日本大通り
ハ
045ローよこはま実行委員会
224-8132（ハローよこはま実行委
員会事務局）
http://www.city.
yokohama.lg.jp/naka/helloyokohama/

10月19日
（土）9：30〜15：30（小雨
決行、荒天その他の事由による中止の
場合、10月20日（日）9：30〜15：30に
順延）
入船公園
つるみ臨海
045フェスティバル実行委員会
510-1695（ 鶴 見区 役 所 地 域 振 興 課 ）
http://www.city.yokohama.lg.jp/
tsurumi/kanko/event/image/25rinkai.pdf

平成25年度こうなん子どもゆめワールド
子どもが楽しめるお祭り。子ども向けの模擬店やゲーム、ダンスや
演劇などのステージがあり、子どもがスタッフとして参加できます。
11月2日
（土）
10:00〜15:00
（予定）
港南ふれあい公園
こうなん子ども
045-847-8396（港南区役所地域振興課青少年育成
ゆめワールド実行委員会
http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/education/world/
係）

瀬谷フェスティバル

青葉区民まつり2013

模擬店、キッズエリア、リサイクルフリーマーケット、特設ステージ
での音楽やダンスなどのパフォーマンスなど盛りだくさんです。

キャッチフレーズは「音でつなげる青葉区民のハーモニー」。ライ
ブパフォーマンスや模擬店など、家族で楽しめるイベントです。

10月27日（日）10:00〜15:00 ＊荒天中止
上瀬谷通信施設のはらっぱ
045-367-5692（瀬谷区地域振興課地域活動
瀬谷フェスティバル実行委員会
http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/annai/tiiki/tiiki22.html
係）

11月3日
（祝・日）
10:00〜15:00
青葉区総合庁舎周辺
青葉ふるさと協
045-978-2292（青葉区民まつり運営委員会事務局）
http://www.
議会
city.yokohama.lg.jp/aoba/30event/kuminmatsuri2013.html

第38回西区民まつり

第39回金沢まつり 〜いきいきフェスタ〜

くらしの広場での模擬店、手作り品販売のほか、特設ステージで
のダンスや演奏、
こどもの広場でのミニSLなどいろいろ楽しめます。

バザーやフリーマーケット、お楽しみ抽選会のほか、野外ステージ
でのバトン、鼓笛、吹奏楽、太鼓、バンド演奏などがあります。

11月3日(日)10:00〜14:30
戸部公園、西前小学校等(小雨決行)
西区
045-320-8386（西区民まつり実行委員会事務局)
民まつり実行委員会
http://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/pi/h2506/h2506t02.html

10月19日（土）10:00〜（荒天時翌日順延）
海の公園
金沢まつり実行
045-788-7801
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/
委員会
chishin/chikatsu/8-2.html
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家族で出かけよう
！

横浜イベント情報

緑区民まつり 〜緑と森のフェスティバル〜

平成25年度ほどがや区民まつり

緑が濃い森に囲まれた四季の森公園で行われるお祭り。たくさん
のブースや野外ステージでの演奏やダンスなどで盛り上がります。

100を超えるブースでは、おいしい料理や地元の野菜を販売。特
設ステージではご当地ヒーローのパフォーマンスなどもあります。

10月20日（日）10:00
県立四季の森公園
045-930-2233
（緑区民まつり実行委員会）

緑区民まつり実行委員会
http://yokooto.jp/program

10月19日(土)10:00〜15:00
県立 保土ケ谷 公園
ほどがや区民ま
045-334-6303（ほどがや区民まつり実行委員会事務局）
つり実行委員会
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bunyabetu/chiiki-kumin/kumin
bazaar-boshuu.html

横浜山手西洋館 ハロウィンウォーク2013
〜もう一人のあなたに会える場所〜

スマートイルミネーション横浜2013
横浜の夜景を演出する新しいイルミネーションの祭典。アーティス
トによる建造物のライトアップなど、さまざまな催しが登場します。

仮装して山手西洋館や近隣の観光施設を巡るスタンプラリーです。
仮装コンテストやフェイスペインティング
（1回100円）
もあります。

10月23日（水）〜10月27日（日）17:00〜22：00
象の鼻パーク、山下公園、
スマートイルミネーション横浜実行委員会
みなとみらい21地区 ほか
http://www.
045-661-0602（スマートイルミネーション横浜実行委員会）
smart-illumination.jp/2013info/

10月27日(日) 10:00〜16:00
横浜市中区山手町界隈（スタンプラリーは
西洋館7館、山手68番館、YITC、岩崎ミュージアム、横浜人形の家、アメリカ山
公園、マリンタワー）
無料（有料イベントあり） （公財）横浜市緑の協会
045-651-3722（横浜市緑の協会 都心部事業所）
http://www2.yamateseiyoukan.org/event/event/2013harowin

スマートイルミネーション横浜2012 撮影：森日出夫

横浜マリンタワー
階段 de Go! Go! 2013

野毛大道芸 2013オータム フェスティバル

マリンタワーの階段、335段を歩いて昇
るイベントです。 制覇できたら、記念写
真付き認定書とオリジナル缶バッチがもら
えます。

今年で27年目となる大人気イベント。ジャグリング、パントマイム、
コメディなど国内外のパフォーマーによる妙技が繰り広げられます。
10月5日(土) 〜6日(日) ※小雨
横浜市野毛
決行11:00〜16:00
※投げ銭
野毛
地区一帯
地区街づくり会野毛大道芸実行委
員会
045-262-1234（野毛大道
http://www.
芸実 行委 員 会 ）
noge-net.com/daidogei.htm

10月12日(土)・13日(日)・14日(月祝)、11月16日
（土）
・17日（日）※雨天・荒天中止 受付時間 10：
00〜15：00
横浜マリンタワー
展望フロ
ア入場券（大人750円・中学生500円・小学生250
円・幼児200円）
横浜マリンタワー
045http://event.
664-1100（横浜マリンタワー）
marinetower.jp/event/20̲eco/post̲39.php

新横浜パフォーマンス2013
FUTURE TO 21 あたらしいかもね!?

あざみ野マルシェ
1日限定で開かれる市場です。障がいのある方々が育てた野菜の
ほか、体に優しい食材を使った手づくりの食品なども販売します。

日産スタジアムと新横浜駅前西広場が会場で、昨年は来場者が約
30万人という大イベント。コンサートやサッカーの試合もあります。

10月20日（日）10:00〜16:00
アートフォーラムあざ
頃
み野 エントランスロビー
横浜市民ギャラリーあざみ野
045-910-5656（横浜市民ギャ
http://
ラリーあざみ野）
artazamino.jp/series/azaminomarche-artwagon/

10月19日（土）
・20日（日）
日
産スタジアム、新横浜駅前西広場（予
定）
新横浜町内会
045-4760747（新横浜パフォーマンス2013実
行委員会）
http://www.shinyoko.
net/index.html
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﹁ヨコハマ海の青と都市の緑を守る
フェア２０１３﹂ に出展
リサイクルデザインは︑ 月 日
︵土︶
に横浜
港・大さん橋国際客船ターミナルで開催され
た﹁ヨコハマ海の青と都市の緑を守るフェア
2013﹂に出展いたしました︒
このイベントは﹁夏休みの最後の土曜日︑む
かし遊び・エコ遊びにチャレンジしよう﹂
がテー
マ︒リサイクルデザインでは﹁資源とごみの分
別体験﹂ゲームを行いました︒ゲームには合計
名の方々にご参加いただきましたが︑残念な

がらパーフェクト賞は 名だけでした︒資源と

﹁環境絵日記﹂の応募作品が続々到着！

万作品超えを期待する声も

ごみの分別方法をゲーム感覚で楽しく知ってい

しています︒応募締切日前日の 月 日までに

らった﹁環境絵日記﹂の応募作品が続々と到着

今年も夏休み中に小学生の皆さんに描いても

ただきながら︑リサイクルの重要性をお伝えす

万作品を超えることを環境絵日記プロ

1ケース：1包500枚入り×5包・計2,500枚
（A3のみ3包・1,500枚）
A3・1ケース 2,944円 A4・1ケース 2,494円
B4・1ケース 3,699円 B5・1ケース 1,849円

31

約8000作品︑応募締切日の 月 日には約
万5000作品が届

昨年の応募数は 万9019作品でしたが︑今
年は

今年の環境絵日記のテーマは﹁みんなで環境

6

!?

き︑事 務局員 全員で受付 作業を行っています︒

7000作品と︑合計約

4

未来都市について考えよう﹂です︒子どもたち

月刊リサイクルデザイン

8

るためにこれからもさまざまなイベントに積極
的に参加していきます︒

5

E-mail：mail@recycledesign.or.jp

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

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。

9

が一生懸命考えて横浜の明るい未来を描いてく

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

9

れた作品ですので︑取扱いには細心の注意を払っ

古紙配合率100%のグリーン購入法適合商品
のコピー用紙です。文書や簡単なイラストな
どの印刷には充分対応できます。

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

1

●お問い合わせ・ご注文

発行部数：89,500部

1

て︑ 枚 枚丁寧に受付作業を進めています︒
1

（各サイズともご注文数により割り引きあり）

11月号は自然を楽しむ
「横浜散歩道」の特集だよ！

2013年10月号 通巻229号 2013年9月25日発行

1

2

ジェクトメンバー一同が期待しています︒

2

1

再生PPC用紙

●次号予告

76

金属は地球の貴重な資源
さらに進んだリサイクル社会を創り上げるため
都市鉱山の有効活用を進め、金属のエキスパートをめざしたい！

Recycle Designer Profile

TOSHINORI BANJO

19

横浜アルコ株式会社戸塚営業所リーダー。お客様の非鉄金属屑の
リサイクルのサポートに日夜邁進。愛嬌ある笑顔で業務に取り組む。
横浜市資源リサイクル事業協同組合 環境絵日記プロジェクト委員

