
中止・延期のイベント等

事業名 期日 変更内容 問い合わせ

ヴェルディホームタウン推進懇談会 2月18日 中止 スポーツ推進課

東京サンレーヴスB3リーグ公式試合 2月28日、2月29日 中止 スポーツ推進課

第10回三沢川清掃 3月1日 中止 環境課

東京ヴェルディJ2リーグ公式戦 6月6日までの試合 延期
東京ヴェルディ株式会社

（電話 03-3512-1969）

上谷戸緑地体験学習館

桜餅作り体験

注釈：同時開催のひな人形展は実施

3月1日 中止
上谷戸緑地体験学習館（電

話 042-331-7112）

観光ウォーキング「大塚牧場の河津桜と平尾歴史散策」 3月4日 中止
稲城市観光協会（電話 042-

401-5580）

第28回稲城平和コンサート 3月7日 中止 市民協働課

第40回第二文化センター市民まつり 3月7日、3月8日 中止 生涯学習課

第12回稲城市ふるさと郷土芸能まつり 3月8日 中止 生涯学習課

いな恋パーティー 3月13日 中止
稲城市観光協会（電話 042-

401-5580）

第14回いなぎＩＣカレッジ展示・発表会 3月14日、3月15日 中止 生涯学習課

第23回稲城市地区体育振興会合同事業スーパードッジ

ボール大会
3月14日 中止 スポーツ推進課

森のたからばこ 3月14日、3月28日 中止 児童青少年課

スコープドッグモニュメントお披露目式

注釈：除幕式のみ実施
3月15日 一部中止

稲城市観光協会（電話 042-

401-5580）

メカデザイナーズサミットVOL．8 3月21日 中止 経済観光課

カタクリ祭り 3月21日、3月22日 中止

公益財団法人　いなぎグ

リーンウェルネス財団（電

話 042-331-7156）

消防フェア2020ＩＮコーチャンフォー 3月22日 中止 消防本部予防課

第10回三沢川桜・梨の花まつり

注釈︓ライトアップ（新規）、ぼんぼり点灯、写真コン

テストは実施

4月4日、4月5日

注釈：点灯は、3月

23日から4月5日

一部中止
桜・梨の花まつり実行委員

会（電話042-401-5580）

第41回多摩川清掃 多摩川緑地公園、稲城北緑 4月5日 中止 環境課

第48回稲城市スポーツ大会 4月12日 中止

一般財団法人　稲城市体育

協会（電話 042-350-

3960）

鯉のぼり掲揚 4月20日から5月8日 中止
上谷戸体験学習館水車の会

（電話042-331-7112）

あおぞらスポーツ 4月25日 中止

稲城市社会福祉協議会（電

話 042-378-3318）、ス

ポーツ推進課

いなぎ日曜市
4月26日、5月10

日、5月24日
中止 経済観光課

五月人形展 4月26日から5月6日 中止
上谷戸体験学習館水車の会

（電話042-331-7112）

第7回 大丸用水れんげまつり 4月29日 中止 経済観光課

東京ヴェルディ　稲城市ホームタウンデー 4月29日 延期 スポーツ推進課

稲城市手づくり市民まつり2020  5月4日、5月5日 中止

稲城市手づくり市民まつり

実行委員会（電話 090-

4007-8635）



こどもゴルフ教室
5月10日から6月14

日
中止 スポーツ推進課

第5回稲城長峰ヴェルディスポーツフェスタ 5月10日 中止

稲城長峰ヴェルディフィー

ルド（電話 042-401-

3960）

第30回日米親善稲城市民ゴルフ大会 5月28日 中止 スポーツ推進課

第46回稲城市環境美化市民運動 6月28日 中止 環境課

第31回稲城市消防団消防操法審査会 6月28日 中止 防災課

南多摩水再生センターサマーフェスタ 7月中旬から下旬 中止 下水道課

稲城市民憲章inよみうりランド 7月21日 中止 市民協働課

第45回市民水泳大会 8月30日 中止 スポーツ推進課

令和2年度敬老会「おとしよりへの感謝のつどい」 9月13日 中止 高齢福祉課

第52回稲城市民体育大会 9月から2月 中止 スポーツ推進課

第40回稲城フェスティバル 10月4日 次年度へ順延 生涯学習課

第8回ふれあい健康・医療まつり 10月4日 中止 健康課

稲城市スポーツフェア 10月10日 中止 スポーツ推進課

第19回Iのまちいなぎ市民まつり 10月23日から25日 中止 市民協働課

稲城くらしフェスタ 11月上旬 中止 市民協働課

平尾まつり 11月8日 中止 市民協働課

市民ロードレース大会 12月6日 中止 スポーツ推進課

中止・延期の講座・事業等

事業名 期日 変更内容 問い合わせ

口腔機能向上教室「食べる・笑う・元気なお口」 2月27日 中止 高齢福祉課

講演会「認知症になっても自分らしく」 2月27日 延期 高齢福祉課

第6回城山落語公演会 2月29日 中止
稲城市立城山公民館（電話

042-379-5411）

令和2年度学童クラブ入所説明会 3月2日以降の全日程 延期 児童青少年課

外国人おもてなし語学ボランティア養成講座 3月4日、3月11日 中止 スポーツ推進課

オレンジカフェ
3月5日、3月19日、

4月2日、4月16日
中止 高齢福祉課

金融トラブル被害防止セミナー・三遊亭萬窓師匠の落語 3月6日 中止 高齢福祉課

金曜サロンスペシャル「伝統文化の継承と言うけれど」 3月6日
延期

10月2日

市民活動サポートセンター

いなぎ（電話 042-378-

2112）

市民公開講座

子どもの「食べる」の育ち方・伸ばし方
3月7日 中止

東京都八南歯科医師会（電

話 042－635－8463）

生物多様性講座「あーっと驚く自然の不思議発見！ネイ

チャーゲームで遊ぼう！in平尾」
3月8日 中止 環境課

市民対象救命講習1 3月8日 中止 警防課

ハンカチでポーチを作ろう 3月9日 中止
シルバー人材センター（電

話 042-377-2212）

稲城市教育委員会児童・生徒表彰 3月10日 中止 教育総務課

ふたごの会 3月10日 中止 健康課

認知症サポーター養成講座 3月10日 中止 高齢福祉課

シルバー人材センター入会説明会 3月10日、3月17日 中止
シルバー人材センター（電

話 042-377-2212）



映画「星に語りて」上映会-災害時にみんなで生き残るた

めに！
3月11日 延期

いなぎ「星に語りて」上映

実行委員会（電話 080-

5387-0748）

いなぎ高次脳機能障害みんなの集い 3月14日 中止

稲城市障害者総合相談セン

ター　マルシェいなぎ（電

話 042-379-9234）

地区体力測定会 3月16日 中止 高齢福祉課

布ぞうり講習会 3月16日 中止
シルバー人材センター（電

話 042-377-2212）

レスポーいなぎ発達支援講座（特別講演会） 3月19日 中止

障害福祉課、稲城市発達支

援センターレスポーいなぎ

（電話 042-331-8794）

生物多様性推進講座「市の鳥・チョウゲンボをつくろ

う！」
3月28日 中止 環境課

市民活動支援講座「転ばぬ先の知恵」 3月28日 中止
NPO　ポーポーの木（電話

042-379-3373）

押立の家（高齢者の交流の場）

3月から4月中の火曜

日・水曜日・木曜

日、隔週金曜日・土

曜日

中止 高齢福祉課

大丸憩いの家（高齢者の交流の場）
3月から4月中の火曜

日
中止 高齢福祉課

平尾20クラブ（高齢者の交流の場）
 3月から4月中の木

曜日
中止 高齢福祉課

長峰木曜会（高齢者の交流の場）
3月から4月中の木曜

日
中止 高齢福祉課

ICカレッジ一般教養講座 6月30日まで 中止 生涯学習課

ICカレッジプロフェッサー講座 9月30日まで 中止 生涯学習課

金曜サロンスペシャル「ベートーベン第九交響曲と合唱

の楽しさ」
4月3日 延期

市民活動サポートセンター

いなぎ（電話 042-378-

2112）

古民家の一般開放 4月8日、4月22日 中止 生涯学習課

1歳6か月児健康診査 4月8日、4月15日 中止 健康課

2歳児歯科健康診査 4月8日、4月24日 中止 健康課

2歳6か月児歯科健康診査 4月8日、4月24日 中止 健康課

3歳児健康診査 4月9日、4月16日 中止 健康課

母子健康相談 4月10日、5月8日 中止 健康課

妊婦歯科健康診査・歯科保健相談 4月10日、5月8日 中止 健康課

離乳食調理講習会 4月13日 中止 健康課

3から4か月児健康診査 4月14日、4月21日 中止 健康課

親子歯みがき教室 4月15日 中止 健康課

1歳児歯科健康診査 4月16日、5月7日 中止 健康課

マタニティ教室（母親学級）  4月17日、4月24日 中止 健康課

手話講習会事前説明会 4月17日 中止

稲城市社会福祉協議会在宅

支援係（電話042-370-

2480）

手話講習会
5月15日から令和3年

3月12日の金曜日
延期

稲城市社会福祉協議会在宅

支援係（電話042-370-

2480）



パパ・ママ教室（両親学級） 4月25日 中止 健康課

東京2020オリンピック競技大会自転車競技（ロード）地

域説明会

注釈：大会日程等が決まり次第、延期等のお知らせをし

ます。

4月22日、4月26日 中止 スポーツ推進課

オーエンス健康プラザ（通所型サービスA） 4月中の火曜日 中止 高齢福祉課

小学校・中学校入学に向けての就学相談説明会 5月11日、6月15日 中止 指導課

里親制度と養育家庭の説明会 5月18日 中止

稲城市子ども家庭支援セン

ター本郷分室（電話042-

378-6366）

手話講習会
5月15日から令和3年

3月12日の金曜日

中止

注釈：通訳

コースのみ開

講

城市社会福祉協議会在宅支

援係（電話042-370-2480）

生活習慣病予防教室 6月2日 延期 健康課

市内一斉防犯パトロール 7月15日 中止  総務契約課

心身障害者（児）プール開放 7月末から8月 中止 障害福祉課


