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SHINYOKO PARK 

ORIGINAL GOODS 

販売開始しています！

SHINYOKO PARK 

ORIGINAL GOODS 

賑売圃始しています！

新横浜公園のオリジナルグッズができました！
施設内での、遍動やスポー ツ観戦はもちろん、公園でのピクニッ
ク、普段使いもできるアイテムをご利用ください。

＜購入＞http://yspc.shop24.makeshop.jp/ 回，回

くお問合わせ＞悶雪999?『は 、
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《新横浜公園指定管理者》
饂市スポーツ協会・F・マリノススポーツクラブ・管理JV共同事業体 回
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品危掌累認唸ば品077-5002 篇婿―-

乃木塚46
_「乃木塚4610th YEAR BIRTHDAY LIVE」

5/14（土）•15（日）17:00開演（予定）
＜会場＞日産スタジアム
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明治安田生命」1リーグ
横浜F ・ マリノスホームゲーム

5/7（土）15:00キックオフ[ vs名古屋グランバス］
くお閥合わせ＞トリコロ ールメンバーズ事務局

:し?＝=5冨霊：霊1285-0688 麗

インラインスケート講習会

5/8（日）10:00~1s:oo
＜会場＞新横浜公園内インラインスケート広場
くお閥合わせ•お申込＞
一般社団法人日本インラインスケート協会
http://www.inlineskate.or.jp/ 

フリーマーケット

新●浜公11 ドッグラン

市内最大級のドッグラン施設です！
く広さ＞
約3,000m2（小型犬エリア600m2•フリーエリア2,400m2)

閾

＜開催日時＞水・木・土•日（詳しくは裏面のカレンダーをご確認ください）
＜開場時闊＞9:30~17:30（受付16:30終了）※4/29~5/5は8:30オープン
※利用には、現地での登録が必要になります。詳しくはホ ー ムペ ー

ジをご覧ください。※回数券を導入いたしました。詳しくはスタッ
フまでお問い合わせください。
くお問合わせ＞新横浜公園ドッグラン管理事務所 電話：045-476-2820



;... i NISSAN DAY トラック個人利用

く利用料金＞日産自動車（株）の協賛により EE〗
初心者の方もご利用できます。
※更衣室・シャワ ー等は当面の闊ご利用できません。 回
※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、事前予約制となりました。

詳しくは日産スタジアムホームページをご確認ください。
https://www.nissan-stadium.jp/track/index.php

＜受付場所＞日 産 ス タ ジ ア ム： 一般利用者入口（柱番号277)
日産フィ ールド小机：第1レストハウス

＜予 定日＞受付は終了時間の1時間前までとなります。
◆日産スタジアム
•午前の部 9:00~12:00…5月の開催予定はございません。
•午後の部13:00~17:00…22（日）
•夜間の部17:00~21:00…23（月）
◆日産フィ ールド小机（土日祝のみ）
•午前の部 9:00~12:00…5月の開催予定はございません。
•午後の部13:00~17:00…5月の開催予定はございません。
くお問合わせ＞日産スタジアム事業課電話：045-477-5000

Yokohama Final StadiumX3 
STADIUM TOURS 

世界が熱狂した「2002FIFAワ ールドカップTM」·
「 ラグビーワ ールドカップ2019™」 ・ 「東京2020
オリンピック競技大会」の感動が甦る見学ツアー

です。ぜひご参加ください。現在、完全予約制です。
ホームページから事前にお申込みください。
＜料 金＞大人 1,000 円（団体800円）

中学生以下 500 円（団体400円）
※料金が変更になりました。ご確認ください。 ※未就学児は無料
※団体料金は20名以上です。 ※団体の方は予約の上ご来場ください。
＜出発時閻＞10:30/12:00/13:30/15:00の計4回
＜所要時閻＞約60分
＜開催予定日＞21（土）・22（日）
URL: https://www.nissan-stadium.jp/tour/index.php
くお問合わせ＞日産スタジアム事業課 電話：045-477-5008 回

日産スタジアム・アスレティクスアカデミ ー

(NSAA) 

正しく速く走るための方法を学ぶ陸上教室です。
く活動曜日＞原則として火～木曜日（詳しくはHPをご覧ください）
【火•木】キッズ・ジュニア・オープンクラス 【水】ウェルネスランナーズクラス
◆日産スタジアム 24（火）・25（水）・26（木）
◆日産フィ ールド小机 10（火）・11（水）・12(*)•17（火）・18（水）

19（木）•31（火）
くお問合わせ•お申込＞NSAA事務局 E-Mail: nsaa@jrpo.or.jp 

電話：045-471-8460（開講日の13:00~19:00)

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、スケジュ ールが変更になる可鮨性がございます。各イベントの情報については、日匿スタジアムのホームページをご確認ください。
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目日産スタジアム E3日産フィ ールド小机 四ドッグラン 曰テニスコー ト E ィンラインスケー ト広場 臼球技場 E スケボー広場

E] しんよこフットボールバーク 囚バスケットボール広場 C1 投てき練習場 Ei 野球場 ［＇第1運動広場 E] 第2運動広場


