
ハロウィンを盛り上げる装飾が、グランベリーパーク
の館内各所に出現。巨大なかぼちゃやおばけと写真
を撮って、ハロウィン気分を味わおう！

グランベリーパーク
ハロウィンパーティー

館内に巨大かぼちゃと
おばけが登場！

9/17㊏～10/31㊊

【時間】常設【場所】館内各所
【問】詳細はグランベリーパー
クのウェブサイトでご確認く
ださい。

Grandberry Park

ランニングバイクレース「ROCK’S CUP in 鶴間公
園」をはじめ、親子で参加できる無料スポーツ体験
会やグランベリーパークの店舗による体験ブースも
あります。家族みんなで楽しく身体を動かそう！

南町田ファミリーフェスタ

家族で楽しめる
恒例スポーツイベント！

10/1㊏

【時間】9:00～15:00 ※荒天中
止【場所】鶴間公園  運動広場
【問】☎042-850-6630（鶴間公
園クラブハウス）

Tsuruma Park
地元の農家さんが育てた、新鮮な野菜やこだわり
の加工品が鶴間公園に大集合！地元だからこその、
顔が知れた安心安全の商品を食卓で楽しもう。

南町田Farmer’s Market

“おいしい”と“安全”を食卓に！

10/22㊏

【時間】10:00～16:00 ※少雨決
行、荒天中止【場所】鶴間公園 
水道みち【問】　 info-nkbfarm
@nkb.co.jp（株式会社エヌケー
ビー マルシェ事務局）

Tsuruma Park

写真提供：まちライブラリー（パークライフ棟）写真提供：まちライブラリー（パークライフ棟）
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南町田グランベリーパーク
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グランベリーパーク
〒194-8589 東京都町田市鶴間3-4-1
☎042-788-0109

鶴間公園
〒194-0004 東京都町田市鶴間2-5-13
☎042-850-6630
※9/1より住所が変更になりました。

パークライフ・サイト
〒194-0004 東京都町田市鶴間3-1-4 
　 pls-event@congre.co.jp
※7/21より住所が変更になりました。

ACCESS MAP

都内最大、オープンモール型の
アウトレット複合商業施設

ハートを彩る、まちの新しいかたち。
丘の広場ではイベントも開催！

四季折々の木々が彩る、
多彩な運動設備を備えた自然公園

Park-Life SITE

Grandberry ParkTsuruma Park

© Peanuts Worldwide LLC

南町田グランベリーパークは
3つのエリアからなる「まち」。 
季節ごとのイベントが盛りだくさん!

協力：一般財団法人みなみまちだをみんなのまちへ南町田グランベリーパーク Minami-machida Grandberry Park

定期開催のイベント

EVENT CALENDAR 【SEPTEMBER-OCTOBER】

南町田クリーンアップ
大作戦

Park-Life SITE

Park-Life SITE

SDGｓスポーツ『プロギング』に参加して「ま
ち」も「ココロ」も「カラダ」もキレイにしよう！

グランベリーパーク
ハロウィンパーティー
巨大なかぼちゃやおばけと写真を撮って、
ハロウィン気分を味わおう！

10/1
㊏

9/17
㊏

10/1
㊏

10/22
㊏

10/29
㊏

10/29
㊏

10/29
㊏

10/30
㊐

Grandberry Park

Grandberry Park

Grandberry Park

Grandberry Park

南町田
ファミリーフェスタ
大人気のランニングバイクレース「ROCK’S CUP 
in 鶴間公園」が今年もやってくる！

Tsuruma Park

Tsuruma Park

Tsuruma Park

Tsuruma Park

まちだ動物愛護フェスタ
2022
保護犬猫の紹介やペットの災害対策につい
ての展示、相談コーナーも充実。

ぷよぷよeスポーツ
 ～グランベリーパーク
　ハロウィン杯～
大会やイベントが盛り沢山！今年のハロウィン
はぷよぷよeスポーツで盛り上がろう。

※画像はイメージです。詳細は各イベント会場のウェブサイト、および各イベントチラシでご確認ください。
※イベント内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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【時間】10:00～12:00 ※荒
天中止【場所】鶴間公園・
グランベリーパーク周辺
【問】☎042-850-6630
（鶴間公園クラブハウス）

【時間】常設【場所】館内
各所【問】詳細はグラン
ベリーパークのウェブ
サイトにて

FUN!FUN!
ハロウィンマルシェ
ハロウィン感じる雑貨や飲食、体験ブースが
登場！子どもたちの仮装パレードも必見です。

【時間】10:00～16:00 ※
荒天中止【場所】鶴間公園 
水道みち、さわやか広場
【問】☎042-850-6630（鶴
間公園クラブハウス）

南町田
Farmer’s Market
地元の農家さんが育てた、新鮮な野菜やこ
だわりの加工品が鶴間公園に大集合！

【時間】10:00～16:00 ※
少雨決行、荒天中止【場所】
鶴間公園 水道みち【問】
　 info-nkbfarm@nkb.
co.jp（株式会社エヌケー
ビー マルシェ事務局）

【時間】9:00～15:00 ※荒
天中止【場所】鶴間公園 
運 動 広 場【 問 】☎
042-850-6630（鶴間公
園クラブハウス）

【時間】12:00～14:00 ※
雨天翌日延期【場所】パー
クライフ・サイト 丘の広場
【問】　webstaff@machi

da-aigo.jp（町田動物愛
護の会）

【時間】10:00～17:00【場
所】シアタープラザ【問】
☎042-796-0553（SEGA
南町田グランベリーパー
クワンダーシアター）

Grandberry Park

南町田グランベリーパークのイベントをさらに盛り上げていくために、
イベント情報に関するアンケートへのご協力をお願いいたします。

10/15
㊏

10/16
㊐

9/17
㊏

10/31
㊊

親子deブイアート
～きれいな海を守ろう～
海岸に漂着したプラスチックのブイに色を
塗って、すてきなアート作品をつくります。

【時間】11：00～/14：30～
【場所】パークライフ・サ
イト 丘の広場【問】　   
pls-event@congre.co.
jp（パークライフ棟事務
局）※事前予約制

ハロウィントレインが
やってくる
ハロウィン装飾で彩られた車体は見ている
だけでも気分アゲアゲ！

【時間】10:00～12:00/
13:00～16:00【場所】セ
ントラルコート周回コース
（1回半周）【問】詳細はグ
ランベリーパークのウェ
ブサイトにて

キッチンカーが日替わりで登場！
キッチンカーの停留所「SHOP STOP」 Grandberry Park

【日時】10：30～19：00【場所】マーケットプラザ、アートプラザ【問】☎042-788-0109（グラ
ンベリーパーク）毎

月
開
催

公園で過ごすひとときをもっと楽しもう！
青空キッチンカー Tsuruma Park

【日時】10：00～16：00※雨天中止【場所】鶴間公園 水道みち【問】☎042-850-6630（鶴間公園）

土
日
祝
開
催

鶴間公園の落ち葉で育てた有機野菜を販売！
つるまパーク SDGｓプロジェクト収穫やさい市
【日時】9：00～16：00【場所】鶴間公園 水道みち【問】☎042-850-6630（鶴間公園）

Tsuruma Park
日
曜
開
催

鮮度と品質にこだわった野菜や果物を販売。
グランベリーパークマルシェ Grandberry Park

【日時】9/11（日）・25（日）、10/9（日）・23（日）10：00～16：00※荒天中止【場所】ウェルカムプ
ラザ【問】☎042-796-0109（東急ストア南町田店/受付9：00～20：00）

Park-Life SITE

Park-Life SITE

子供も大人も大満足！多彩なパフォーマンスをご覧あれ！
南町田パークライフ・サイト大道芸
【日時】南町田グランベリーパークの公式サイトにてご確認ください※雨天中止【場所】
パークライフ・サイト 丘の広場 【問】　  pls-event@congre.co.jp（パークライフ棟事務局）※
観覧無料（投げ銭システム）

定
期
開
催

お猿さんと芸人さんが、息の合った大技芸を披露します。
日光さる軍団「猿まわし」特別公演
【日時】10/1（土）・2（日）10：30～17：00※雨天中止【場所】シアタープラザ【問】詳細はグラン
ベリーパークのウェブサイトでご確認ください

JUMPZONE（バンジートランポリン）で最大7mの大ジャンプを体験！
PLSスペシャルアトラクション
【日時】南町田グランベリーパークの公式サイトにてご確認ください【場所】パークライ
フ・サイト 丘の広場【問】　  pls-event@congre.co.jp（パークライフ棟事務局）

Grandberry Parkハロウィン
ダンスパフォーマンス
子どもたちによる元気なダンス！ショーケー
ス、コンテストの開催！

【時間】12:00～16:00【場
所】シアタープラザ【問】
☎045-479-2121 （一般
社団法人ダンス協会、
平日 11:00～19:00）
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