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裏面あり 

開催日 イベント名 区名 主催者名
問い合わせ先

（商店会名・電話番号・ＷＥＢアドレス）

10月6日（土）
　　17時～20時

評判夜店 港北 南日吉商店会
南日吉商店会
045-561-3849

10月7日（日）
　10時～16時

フリーマーケット 磯子 らびすた新杉田テナント会
らびすた新杉田テナント会
045-774-2035
http://lavista-shinsugita.com/

10月7日（日）～
8日（月・祝）
11時～17時

保土ヶ谷宿場まつり 保土ケ谷
保土ヶ谷宿場まつり実行委
員会

保土ヶ谷駅西口さつき会
保土ヶ谷駅西口商店街
090-3402-2343（実行委員長：山本）

10月7日（日）
正午～売り切れ

次第終了
おかみさんかい「うまいもの市」 神奈川 六角橋商店街連合会

六角橋商店街連合会
045-432-2887
http://www.rokkakubashi.jp/

10月13日（土）
8時30分～正午

白根朝市 旭 白根通り商店会
白根通り商店会
045-954-5888(連絡先：西山)

10月13日(土)
入場開始
   17時～

商店街プロレス
　　鶴見サルビアホール大会
　　　　　　　　　　　　　　（観戦有料）

鶴見
鶴見銀座商店街協同組合
鶴見区商店街連合会

鶴見銀座商店街協同組合
045-501-5250

10月13日(土)
19時～21時

ジャズコンサート　ｉｎ　妙蓮寺 港北 妙蓮寺ニコニコ会
妙蓮寺ニコニコ会
045-421-2802

10月14日（日）
9時～16時

第５回　横浜駅西口五番街・横浜ＦＣ
フットサル大会＠相鉄ジョイナス屋上

西
横浜駅西口五番街商店会
協同組合

横浜駅西口五番街商店会協同組合
045-311-3980
http://www.yokohama-
5bangai.com/wordpress/

10月14日（日）
9時30分～14時

Ｉ　Ｌｏｖｅ　とつか
　　ふれあい　フリーマーケット

戸塚 原宿松栄会
原宿松栄会
045-851-0611
http://www.harajuku.yokohama/

10月16日（火）
10時30分～
　　　　19時

第27回　金沢文庫ふれあいフェア 金沢
金沢文庫すずらん商店会
金沢文庫ふれあい商店街

金沢文庫すずらん商店会
045-786-4544（担当：石川）

10月20日(土)～
　　21日（日）
  10時～16時

とつかハッピーハロウィン　２０１８ 戸塚
トツカーナモール商店会
　　　　　　　　　　　他４団体

トツカーナモール商店会
045-865-3500
　　　　　（トツカーナ管理センター）

10月20日（土）
11時～売り切れ

次第終了
戸塚区民市 戸塚 戸塚宿ほのぼの商和会

戸塚宿ほのぼの商和会
045-410-9860
http://honobonototsuka.jp/

10月20日（土）
正午～

　　19時30分
ふじ棚秋まつり 西 藤棚商店会

藤棚商店会
045-251-8221

市内の商店街 イベント紹介 10月編 

～商店街へＧＯ！ＧＯ！～ 

 
 

10月に市内の商店街で行われるイベントをご紹介します。ご来場をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年9月27日 

経済局商業振興課   



 
 

 

お問合せ先 

経済局商業振興課長 濃野 誠 Tel：045-671-2577 

 

※各イベントの詳細については、問い合わせ先にご確認ください。また、この情報は、９月

２７日現在のもので、主催者の都合等により変更する場合があります。 

※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

開催日 イベント名 区名 主催者名
問い合わせ先

（商店会名・電話番号・ＷＥＢアドレス）

 10月20日（土）
    17時
　　～21時30分

六角橋商店街
　　　　「食べくらナイト」

神奈川 六角橋商店街連合会
六角橋商店街連合会
045-432-2887
http://www.rokkakubashi.jp/

 10月20日（土）
　　18時～
　　　　20時30分

第１５回　松原ナイトバサール 保土ケ谷
洪福寺松原商店街振興組
合

洪福寺松原商店街振興組合
045-341-7920

10月20日（土）
　20時～22時

六角橋商店街
　　「ドッキリヤミ市場」

神奈川 六角橋商店街連合会
六角橋商店街連合会
045-432-2887
http://www.rokkakubashi.jp/

10月21日（日）
11時～16時

立場フェス２０１８ 泉 立場中央商店会
立場中央商店会
045-802-0589

10月22日（月）
～28日（日）
抽選期間
26日（金）

～28日（日）

秋の大感謝祭
「ハロウィンだよ！！
　おおぐちチビッ子フェスティバル」

神奈川 大口通商店街協同組合
大口通商店街協同組合
045-421-2996
http://o-guchi.yokohama/

10月24日（水）
　　～27日（土）

六角橋商店街
　　　「秋のドッキリ市セール」

神奈川 六角橋商店街連合会
六角橋商店街連合会
045-432-2887
http://www.rokkakubashi.jp/

10月27日（土）
　8時～16時

骨董市＠橘樹神社境内 保土ケ谷 天王町商店街協同組合
天王町商店街協同組合
045-335-6659
http://www.tennocho.yokohama/

10月27日（土）
　10時～16時

つるぎんドット来い　２０９回
　　　　～井手隊長バンドライブ～
　　　　～ハロウィンパレード～

鶴見 鶴見銀座商店街協同組合
鶴見銀座商店街協同組合
045-501-5250

10月27日（土）
15時30分～

天王町商店街プロレス
　　　　（天王町公園特設リング）

保土ケ谷 天王町商店街協同組合
天王町商店街協同組合
045-335-6659
http://www.tennocho.yokohama/

 10月27日（土）
   16時
    ～19時30分

瀬戸秋月祭 金沢 協同組合金沢八景共栄会
協同組合金沢八景共栄会
045-350-4840

10月28日(日)
  9時～15時

トツカーナ骨董市 戸塚 トツカーナモール商店会
トツカーナモール商店会
045-865-3500
　　　　　（トツカーナ管理センター）

10月28日(日)
　11時～15時

秋祭り
　　～炭火焼さんま提供（有料）～

旭 左近山商店連合会
左近山商店連合会
045-351-7488(会長：青木)

10月28日(日)
12時～15時

商店街プロレス 瀬谷 いちょう通り商店会
いちょう通り商店会
045-302-8945

10月28日（日）
12時～17時

みつきょうハロウィン２０１８ 旭・瀬谷 ＭＳ活性化実行委員会
三ツ境駅前商店会
045-391-5687

10月28日(日)
12時30分
～15時

※雨天決行

全はまスリッパ卓球選手権大会
　　　　　　　＠上飯田ＳＣ中央広場

泉
全はまスリッパ卓球選手権
大会実行委員会

協同組合上飯田ショッピングセンター
045-803-3030

10月31日（水）
16時30分～

（ガス灯点灯式
は17時30分～）

ヨコハマガスライトフェスティバル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１８

中
ガス灯の魅力PRイベント実
行委員会

馬車道商店街協同組合
045-641-4068
http://bashamichi.or.jp/

10月31日（水）
～11月3日

　　　（土・祝）
馬車道まつり２０１８ 中 馬車道商店街協同組合

馬車道商店街協同組合
045-641-4068
http://bashamichi.or.jp/


