
⚫ 状況により中止になる場合もございます。各主催のHP・ブログ等でご確認の上ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 曜日 時間 開催場所 住所 内容 主催 

10 /2 土 10:00-15:00 能見台中央公園 能見台 3-50 親子でタッチケア 金沢はれはれプレイパーク 

10 /4 月 11:00-12:00 釜利谷第五公園 釜利谷東 2-19 色水遊び ままのわ 

10 /7 木 10:00-11:30 富岡西公園 富岡西 6-3 お外で遊ぼう とことこ 

10 /8 金 10:00-11:30 金沢町公園 金沢町 121 シーエンジェル地域のひろば シーエンジェル 

10 /8 金 10:30-12:00 能見台堀口北公園 能見台東 6 お外で遊ぼう とことこ 

10/12 火 10:00-11:30 アディダスフットサルパーク横浜金沢 大川 3-1 フットサルコートで遊ぼう ままのわ 

10/12 火 10:00-11:30 西柴第四公園 西柴 1-26 お外で遊ぼう とことこ 

10/14 木 10:20-11:20 寺前さざなみ公園 寺前 2-5-38 さんぽに行きましょう！ ふきのとう 

10/14 木 10:00-11:30 六浦公園 六浦 4-5 お外で遊ぼう とことこ 

10/15 金 10:00-11:30 金沢町公園 金沢町 121 シーエンジェル地域のひろば シーエンジェル 

10/15 金 10:00-11:30 釜利谷第四公園 釜利谷東 1-56 お外で遊ぼう とことこ 

10/19 火 10:00-11:30 走川公園 泥亀 2-8 お外で遊ぼう とことこ 

10/21 木 10:00-11:30 下ノ浜公園 富岡東 4-10 お外で遊ぼう とことこ 

10/22 金 10:00-11:30 金沢町公園 金沢町 121 シーエンジェル地域のひろば シーエンジェル 

10/22 金 10:00-11:30 六浦あさがお公園 六浦南 5-11 お外で遊ぼう とことこ 

10/26 火 10:00-11:30 八景西公園 大川 7 おそとにいこーよ！ たんぽぽ 

10/28 木 10:00-11:30 富岡総合公園ケヤキ広場 富岡東 2-9 お外で遊ぼう とことこ 

10/29 金 10:00-11:30 金沢町公園 金沢町 121 シーエンジェル地域のひろば シーエンジェル 

11/4 木 11:00-12:00 釜利谷第五公園 釜利谷東 2-19 しゃぼん玉遊び ままのわ 

11/4 木 10:00-11:30 富岡西公園 富岡西 6-3 お外で遊ぼう とことこ 

11/5 金 10:00-11:30 金沢町公園 金沢町 121 シーエンジェル地域のひろば シーエンジェル 

11/5 金 10:20-11:20 金沢愛児園 園庭 町屋町１６−２３ さんぽに行きましょう！ ふきのとう 

11/6 土 10:00-15:00 能見台中央公園 能見台 3-50 英語でストレッチ 金沢はれはれプレイパーク 

11/8 月

つ 

10:00-11:00 野島公園室の木地区 六浦東 1 秋をみつけに行こう おりーぶ 

11/9 火 10:00-11:30 アディダスフットサルパーク横浜金沢 大川 3-1 フットサルコートで遊ぼう ままのわ 

11 /9 火 10:00-11:30 西柴第四公園 西柴 1-26 お外で遊ぼう とことこ 

11/11 木 10:00-11:30 六浦公園 六浦 4-5 お外で遊ぼう とことこ 

11/12 金 10:00-11:30 金沢町公園 金沢町 121 シーエンジェル地域のひろば シーエンジェル 

11/16 火 10:00-11:30 走川公園 泥亀 2-8 お外で遊ぼう とことこ 

11/17 水 10:20-11:20 寺前さざなみ公園 寺前 2-5-38 どんぐりさんぽ ふきのとう 

11/18 木 10:00-11:30 下ノ浜公園 富岡東 4-10 お外で遊ぼう とことこ 

11/19 金 10:00-11:30 金沢町公園 金沢町 121 シーエンジェル地域のひろば シーエンジェル 

11/19 金 10:00-11:30 釜利谷第四公園 釜利谷東 1-56 お外で遊ぼう とことこ 

11/25 木 10:00-11:30 富岡総合公園ケヤキ広場 富岡東 2-9 お外で遊ぼう とことこ 

11/26 金 10:00-11:30 金沢町公園 金沢町 121 シーエンジェル地域のひろば シーエンジェル 

11/26 金 10:00-11:30 六浦あさがお公園 六浦南 5-11 お外で遊ぼう とことこ 
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公園のマップです１ 
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西柴第四公園 
能見台中央公園 

〇発熱(37.5℃以上)や咳・くしゃみ・鼻水などの呼吸器症状や、体調不良がある場合は、 

参加できません。 

〇マスクの着用をお願いいたします。 

(マスクが苦手なお子さんは咳エチケットに準じた対応をお願いいたします。) 

〇はじめに必ず公園内の水道で石鹸を使い手洗いを行ってください。 

〇万が一感染者が確認された場合に備え、氏名・生年月日・電話番号の 

ご提供をお願いする場合がございます。ご協力をお願いたします。 

 

富岡東・並木方面 

金沢地区方面 

六浦方面 

釜利谷方面 

富岡西・能見台 

西柴方面 

金沢町公園 

アディダスフットサルパーク 

横浜金沢 

能見台堀口北公園 

 

※感染拡大状況に伴い、中止する場合がございます。 

 開催の可否については主催者へ直接のお問い合わせをお願いします。 

気持ちのよい季節になりました！ 

金沢区内の外遊びイベントをまとめてみました！ 

この機会にお外にでかけてみませんか！？ 

野島公園室の木地区 

外遊びキャンペーン   開催リスト 

親と子のつどいのひろば 

「ままのわ」 

 

釜利谷東 2-19-43-101 

090-9684-5466 

親と子のつどいのひろば 

「たんぽぽ」 

 

六浦 2-14-12 

090-6928-8341 

関東学院親と子のひろば 

「おりーぶ」 

 

六浦東 1-50-1 

090-8725-0170 
※外遊び情報は、HPからご確認ください。 

親と子のつどいのひろば 

「ふきのとう」 

 

洲崎町 10-7 

080-2042-8220 

金沢区地域子育て支援拠点 

「とことこ」 

 

能見台東５-６ 2F 

045-780-3205 

シーエンジェル  

地域のひろば 

 

寺前町内会館(寺前 2-18)-4 

金沢町公園(金沢町 121) 

 

 

 

 

金沢はれはれ 

プレーパークは 

こちら↓ 

 


