
タウンセンター子育て地蔵まつりをいっしょに盛り上げませんか？ 

 

2015 年 9 月 13 日（日）11：00～21：00（雨天中止） 
場所:みなきたウォーク子育て地蔵（堰の元地蔵尊）周辺 

 
タウンセンター子育て地蔵まつり概要と昨年度の実績 

開催概要：「このおまつりに来ると 何かひとつ”知恵”がつく」をテーマに、昔か

ら都筑の子を見守ってきた子育て地蔵のもとで、都筑に暮らす親子が、多世代

との繋がりを持ち、都筑区の子育てに関わる情報を知り、集う機会とします。昨

年度は約 5000人の人出を見ました。 

 

■11：00～17：00 子育て地蔵をかこんでおまつり 

●なぞのスタンプラリー(全体企画) 

会場のあちこちにかくれているクイズに答え、スタンプを集めます。なぞのスタンプラリー完走者には、協賛店の特典つき

おみくじを引いていただけます。 

・2014 年は以下のとおりです。特に LIXILショールームへの来客が９０名を超え誘導に一役買ったと、その成果が報告されました。 

クイズ出題者(4)    横浜市交通局(グリーンライン沿線情報誌『ぐるっと』おさらいクイズ) 、小松菜プロジェクト(小松菜クイズ) 

LIXIL(ショールームクイズ)、早渕川親水広場愛護会(親水広場のいきものクイズ) 

おみくじ協賛店(6) : パティスリーイケダ(マカロンプレゼント 100 名分) 、ほっとカフェ中川（ドリンク 50円引き 20名分）、 

シェアリーカフェ(ドリンク無料券 5名分)、かざみどり(当日児童書プレゼント 100名分)、 

bakery 南(お買い上げの 10％オフ 10名分)、Oranges and Lemons(お子様ソフトドリンク１杯サービス 20名分) 

 

●各種教室、子育て、自然環境教育グループの情報展示とおみせ 

都筑区の幼稚園、保育園をはじめとする、おけいこ教室や保育・食育までの子育てにまつわる情報がお地蔵様をかこん

で集結します。ステージでは各グループのパフォーマンスをお届けするプレゼンタイムもあります。 

センター南

センター北

みなきた
ウォーク 

早渕川 

横浜市営地下鉄 

会場はこのあた

ゴールでおみくじを引けるなぞラリー。 

協賛店のおみくじは「大吉」 

会場の中にかくれているなぞに

答えてスタンプを集めると 



・2014 年は以下の皆さんが参加してくださいました。 

ブース参加者(17) :  株式会社 ＬＩＸＩＬ 横浜支店、つづきっこ読書応援団、横濱良品館、ぱすてるママの色あそび、ディプレ mico、 

小松菜プロジェクト、生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ、生活協同組合ユーコープおうち co-op、 

酒と米うちの、パリジェンヌ、茅ケ崎おやじの会、NPO法人 都筑里山倶楽部、早渕川親水広場愛護会、 

かざみどり、NPO法人茅ケ崎公園自然生態園管理運営委員会、花菜屋、横浜市交通局、 

ステージプレゼン(6) : ポップンチェリー、キャンディーキッズ、 Ringers、TMC、ave volando、CLUB TEA 

情報ブース参加 (8) : アサフ音楽院 音符ビッツ教室、株式会社 LIXIL、株式会社ハウスワン、つづきジュニアタイムズ、 

早渕川ファンクラブ、都筑公園愛護会(都筑土木事務所)、NPO法人都筑里山倶楽部、はまみらいポケット 

 

●自然派のあそびを体験できる親水広場プレイパーク実験 

川とはらっぱでは、魚すくいやネイチャークラフトなどの自然派のあそびを体験できるプレイパークが出現します。 

・２０１４年はこんなことが出来ました。 

早渕川親水広場愛護会（早淵川での魚すくいや川遊び）、NPO 法人 都筑里山倶楽部（竹細工の体験）、NPO 法人茅ケ崎公園自然

生態園管理運営委員会（ネイチャークラフトづくり）、スポーツオーソリティ（キャンピンググッズのディスプレイ） 

 

●高架下スペースの有効利用 

地下鉄高架下フェンス内の空きスペースとみなきたウォークとの間に安全に出入りできる階段「ゆめのかけはし」をつくり子どもの遊

びスペースとして高架下の有効利用をはかる企画です。 

・２０１４年は㈱ハウスワンの大工さん体験できる「こども工務店」上棟式のワークショップが人気を博しました。 

 

 

 

ステージでのスクールの発表や 

教室のカリキュラム紹介など 

PRを２０分程度行っていただけます。 

早淵川親水広場の原っぱをおもいっ

きり使って遊べます。 

高架下をプレイゾーンにします。 

みなきたウォークからの「ゆめのかけ

はし」をわたって「子ども工務店」へ。 



■17：00～21：00 キャンドル・ナイト 

夕方からは、キャンドルで会場をかざります。 

キャンドル・セッティング、点灯ボランティアを当日募集します。 

 

 

 

 

 

名  称 : タウンセンター子育て地蔵まつり 2015 

開 催 日：2015（平成 27）年 9 月 13 日（日） 11 時～21 時 雨天中止。 

開催場所 : みなきたウォーク子育て地蔵堂（堰の元地蔵尊）および早淵川親水広場付近 

主催 タウンセンター魅力アップ推進グループ 

共催 特定非営利活動法人 I Love つづき／早渕川親水広場愛護会 

後援 都筑区役所（予定） 

当日同時開催・センター南の秋まつり 

 

主催者 

タウンセンター魅力アップ推進グループ 

〒224-0032 

横浜市都筑区茅ヶ崎中央 26-1 金子保商事内 

 

事務局 

NPO法人 I Love つづき 

〒224-0001 

横浜市都筑区中川 1-4-1 ハウスクエア横浜 住まいの情報館 107 

tel & fax: 045－306－9004 

mail :  ilovetsuzuki@gmail.com 

http://webyoko.com/ilt/ 

タウンセンター子育て地蔵まつりサイトの URL 

http://kazamidori.wix.com/towncenter 

 

■主催 タウンセンター魅力アップ推進グループについて 

２００６（平成１８）年タウンセンター地区の魅力向上に向け、望ましい土地利用形態のルールづくりや賑わいづくりを検討し、当該地

域において、地域まちづくり組織の結成を目指すため横浜市の地域まちづくりグループ登録をしたグループです。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/chiikimachi/katsuyou/gr-tourokubo-h18.html#g06047 

 

 

 

参加方法：紹介ブースにおいてパネル展示や紹介リーフレットチラシの配布。ブースやステージでのワークショ

ップ、パフォーマンス、模擬店 など。 

詳しくは「参加のご案内」をご覧ください。 

申し込み締め切りは 2015 年 8 月 13 日(木)です。 

  

mailto:ilovetsuzuki@gmail.com


「タウンセンター子育て地蔵まつり 2015」をもう少し詳しく知りたいときに 

こんな方へ──参加方法のいろいろ 

とくに企業・事業主の方 

・最近、都筑で事業展開を始めたので周知したい。────────→「おみせ」「情報ブース」「おみくじ協賛」「協賛」 

・自身の製品、サービスをアピールしたい。───────────→「おみせ」「パフォーマンス」 

・参加したいが営業中のため人員を割けない。─────────-→「情報ブース」「おみくじ協賛」「協賛」 

 

とくに個人・市民活動グループの方 

・教室、スクールの顧客・会員を増やしたい。─────────-─→「おみせ」「パフォーマンス」 

・同じ意志を持つ活動メンバーを募りたい。─────────--─→「情報ブース」にポスター等の掲示 

・活動を知ってほしい。───────────────────-→「情報ブース」 

・親子、子どもに自分たちの活動がヒットするか試したい。───-──→「おみせ」「パフォーマンス」 

・活動資金を得たい。─────────------------------──→「おみせ」 

・近日中の活動スケジュールを知らせたい。───────────→「情報ブース」 

 

参加時のご注意 

・会場の設備について 

 会場は歩行者専用道路および親水公園で、ガス、水道、電気設備はありません。発電機等をご用意願います。また、 

水に関しては、例年会場に接する店舗「牛庵」のご厚意で給水栓を利用させて頂いております。ご自身のブースまで運

搬等はお願い致します。電源等使用の場合事務局にお知らせ下さい。 

また、トイレは会場にはありません。最寄りの公衆トイレは北側の吾妻山公園ルララ寄りにございます。昨年度は.LIXIL

さんのご厚意で、当日ショールームの 1階トイレをおまつりに来たみなさんにも開放していただきました。今年度は未定

です。駐車場も会場内には関係者用数台しかありません。最寄りの駐車場をご利用願います。 

・「おみせ」の区画、場所、搬入方法、受付について 

 区割り、レイアウトは事務局で行い、事前に位置、搬入時間をお知らせいたします。２ｍ×２ｍを1区画として、区割り表

示をしておきますので、それに合わせ設営をお願い致します。基本 1区画に長机 1，パイプ椅子 1を貸し出しいたしま

す。当日本部にて受付後ブースまでお運び下さい。なお、主催者側で用意できる机は仕上げされていないベニヤ板が

天板のものです。また、テント貸出はありません各自ご用意下さい。主催者側では各「おみせ」の小看板をご用意しま

す。表示は A4サイズの用紙に参加者名を入れます。そのほかの装飾はお任せいたします。 

・ステージについて 

パフォーマンスステージは道路舗装面です。特に舞台を作ることはしません。音響機器は主催者側で用意いたします

が、音源はご持参下さい。また、事前に形式をお知らせ下さい。 

・おみくじ協賛について 

 会場ではなぞラリー参加者にもれなくおみくじを引いてもらえます。「吉」は参加賞としての菓子、「大吉」として各おみく

じ協賛店のクーポン。店舗までおみくじを持参したお客様には、表記のサービス・商品をご提供下さい。なお、原稿作

成時クーポンの期限もあわせて事務局宛お知らせ下さい。 

・当日の天候による開催の可否判断 

 当日の開催、中止の判断は午前 7時の時点の天候で判断します。I Love つづきホームページ上、留守番電話アナウ

ンスでもお知らせできるよういたします。 



タウンセンター子育て地蔵まつり参加のご案内 

2015.年 9 月 13 日(日)タウンセンター子育て地蔵まつりにあなたも参加しませんか？ 

どのようなカタチで参加するか、この用紙に○印・数と連絡先を記入して、下記まで FAX をお願いします。 

参加スケジュール、振込方法等の詳細をお送りします。 

 

お問い合わせ/ NPO 法人  I Love つづき   

tel & fax: 045－306－9004 

mail :  ilovetsuzuki@gmail.com  

項 目 内 容 費 用 明 細 計 

おみせ タウンセンター子育て地蔵まつりで、自社・グループ

の紹介・宣伝をするため、展示・模擬店で参加する。 

参加費一区画２ｍ×2ｍ1,000 円を単位とします。 

複数区画希望の時はその数をご記入ください。 

1,000 円 

区画 

 

情報ブース 主催者側で用意する情報ブースに、パンフレット、ポ

スターなどを置き PR する。 

事前に事務局あてに送付ないし当日ご持参ください。 

無料 種類 

部数 

事前送付  

 

持参 

パフォーマンス 高架下ステージで活動のプレゼンテーション、パフォ

ーマンス(約 15～20 分)を行う。 

音源等はご持参ください。 

1,000 円 

「おみせ」出

店する場合

は無料   

 

なぞラリー 会場内おみせで「なぞブース」としてクイズを出す。

なぞスタンプラリークイズの内容は主催者側と協議

する。 

無料 

  

協 賛 一口 5,000 円の協賛金を提供する。会場で配布する

パンフレットにお名前を掲示します。 
5,000 円 

口 

 

おみくじ協賛 なぞラリーのおみくじに、クーポンや賞品交換で参加

する。 
無料 

おみくじに 

参加する 

 

協 力 例:スタッフ用のお弁当、会場設営の材料、など物品の

提供や運営ボランティアスタッフとして参加する 
 

 

人 

 

 

計 

 
 

 

 

円 

 

お名前: 

 

ご住所・連絡先: 

 

Tel : fax : 

mail : 

FAX : 045- 306-9004 (NPO 法人 I Love つづき)    締め切りは  2015 年 8 月 13 日(木)です。 

mailto:ilovetsuzuki@gmail.com

