
2023/3/20 現在　東都生活協同組合

東都生協の出展するイベント一覧
※開催日時は予定です。天候などによって変更・中止となる場合があります。
※出展内容は変更になる場合があります。

開催日 曜日 主幹Ｇ イベント区分 イベント名 会場名 市区町村 町域 番地 野菜販売時間

2023/3/21 火 国立 地域イベント 南大沢マルシェ　春風フェスタ 南大沢2丁目 八王子市 南大沢 2-26 10時～17時

2023/3/24 金 杉並 地域まつり 渋谷桜丘桜まつり 渋谷インフォスタワー前 渋谷区 桜丘町 14-10-608 未定

2023/3/25 土 足立 地域まつり すみだライブフェス 錦糸公園 墨田区 錦糸
４－１５－

１
11時～20時

2023/3/25 土 練馬 地域まつり TOKYO　otuside  Festival 新宿中央公園 新宿区
西新宿(次
のビルを除

く)
2－11 9時半～17時

2023/3/25 土 小平 地域まつり 小金井桜まつり 小金井公園 小金井市 関野町 1-13 10時～17時

2023/3/25 土 杉並 地域まつり 渋谷桜丘桜まつり 渋谷インフォスタワー前 未定

2023/3/26 日 品川 地域まつり 第十二回二十一世紀桜まつり 下丸子公園 大田区 下丸子
４丁目２１
−２１−２

未定

2023/3/26 日 足立 地域まつり すみだライブフェス 錦糸公園 墨田区 錦糸
４－１５－

１
11時～20時

2023/3/26 日 練馬 地域まつり TOKYO outside Festival 新宿中央公園 新宿区
西新宿(次
のビルを除

く)
２－１１ 9時半～15時半



2023/3/20 現在　東都生活協同組合

開催日 曜日 主幹Ｇ イベント区分 イベント名 会場名 市区町村 町域 番地 野菜販売時間

2023/3/26 日 小平 地域まつり 小金井桜まつり 小金井公園 小金井市 関野町 1-13 10時～17時

2023/3/26 日 城西 地域イベント 水と風のマルシェ 赤羽体育館 北区 志茂 3-46-16 10時半～16時

2023/4/1 土 国立 地域まつり
第46回

くにたちさくらフェスティバル
谷保第三公園 国立市 富士見台 2-34-34 10時半～17時

2023/4/2 日 国立 地域まつり
第46回

くにたちさくらフェスティバル
谷保第三公園 国立市 富士見台 2-34-34 10時半～17時

2023/4/2 日 足立 地域まつり かつしかさくら祭り 未定

2023/4/2 日 城西 地域イベント 子供スマイルフェスタ 板橋区浮間公園 板橋区 舟渡 2丁目 10時～16時

2023/4/8 土 城西 地域イベント UKIUKIマルシェ 板橋区浮間公園 板橋区 舟渡 2丁目 10時半～16時半

2023/4/9 日 城西 地域イベント UKIUKIマルシェ 板橋区浮間公園 板橋区 舟渡 2丁目 10時半～16時

2023/4/15 土 杉並 地域イベント アースデイ東京2023 代々木公園 渋谷区 南平台
4-8-

508504
11時～17時

2023/4/16 日 杉並 地域イベント アースデイ東京2023 代々木公園 渋谷区 南平台
4-8-

508504
11時～17時

2023/4/16 日 町田 地域まつり 軽トラ元気市 美しが丘公園 横浜市
青葉区美

しが丘
2-22 9時～16時
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開催日 曜日 主幹Ｇ イベント区分 イベント名 会場名 市区町村 町域 番地 野菜販売時間

2023/4/22 土 国立 地域イベント
アースデイ2023～春～

in南大沢
南大沢駅前歩道 八王子市 南大沢 2-26 10時～16時

2023/4/22 土 八王子 地域祭り 花と緑のまちづくりフェア2023 西放射線ユーロード 八王子市 横山町 10時～17時

2023/4/23 日 国立 地域イベント
アースデイ2023～春～

in南大沢
南大沢駅前歩道 八王子市 南大沢 2-26 10時～16時

2023/4/23 日 八王子 地域祭り 花と緑のまちづくりフェア2023 西放射線ユーロード 八王子市 横山町 10時～16時

2023/5/13 土 小平 地域まつり うまかんべ～祭り 東大和南公園 東大和市 桜が丘 ２ 未定

2023/5/14 日 小平 地域まつり うまかんべ～祭り 東大和南公園 東大和市 桜が丘 ２ 未定


