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報道関係者各位 

2022 年 1 月 14 日 

横浜中華街発展会協同組合 

理事長 高橋 伸昌 

 

横浜中華街 2022 春節の挑戦① 

新型コロナ感染拡大状況下で迎える 2 年目の春節 

『ランタンオブジェパビリオン』と『横浜春節祭』 

   

横浜中華街の発展のために活動する横浜中華街発展会協同組合（以下、「中華街発展会」）

は、1 月 15 日から中華の伝統文化行事の中で最も重要な「春節」を開催いたします。 

「春節」は、地域や中華街にいらっしゃるお客様と一緒になって盛り上げる横浜中華街最

大の催し事で、横浜の冬の風物詩として全国的に知られており、期間中は多くのお客様で賑

わいます。1986 年から始まり、今年で 36 回目を迎えることができました。これもひとえ

に、地域の皆様、来街者の皆様、そして応援してくださる皆様のお力添えのおかげと、心か

ら感謝申し上げます。 

昨年までは旧暦の正月から開始しておりましたが、本年の春節は、横浜中華街の春節を横

浜の様々な場所でも楽しみながら回遊を促進する「横浜春節祭」と題した新たな試みを行う

べく、半月早い 1 月 15 日から開催いたします。 

昨年度の春節から登場した中国伝統工芸の巨大ランタンオブジェのパビリオンを本年も

実施（山下町公園）するとともに、横浜駅から横浜中華街のエリアの 11 ケ所に巨大ランタ

ンオブジェを展開。デジタルスタンプラリーで繋ぐことで回遊を促進するとともに、横浜中

華街をより楽しめる無料のオプショナルツアーがついた「横浜中華街の 2022 春節を満喫し

よう！宿泊プラン」で横浜滞在を促進します。 

横浜中華街のブランドビジョンに「横浜の Gateway」として街が Hub になり地域に貢献

したいという目標があります。春節の時期は横浜の冬の観光閑散期にあたり、横浜中華街の
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春節が冬の横浜観光の Gateway として、横浜を知り楽しむきっかけとなり、ゆくゆくは地

域一体の経済を盛り上げる「定番の祭り」になればと願っております。なお、「ランタンオ

ブジェパビリオン」「デジタルスタンプラリー」「2022 春節特別宿泊プラン」は、公益財団

法人横浜観光コンベンション・ビューロー主催の「令和 3 年度 横浜クリエーションスクラ

ム助成事業」として採択いただき、実現いたしました。 

昨年度の春節は新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言発令のため、殆どの行事

が中止となりました。本年度こそと準備を重ね行う予定でしたが、年始からのオミクロン株

などの変異株による急速な感染拡大による第 6 波への懸念が高まり、非常に残念ですが、

お客様と街で働く皆さんの安心安全を第一に考え、本年度の春節の実施変更いたします。し

かしながら、昨年度と違い、本年度は with コロナ時代になりました。そして私たちはこの

二年間で新型コロナ対策への経験を積んでいます。一歩でも前に進むべく、単に中止をする

のではなく、国と自治体が定める対策指示を遵守し、出来得る限り挑戦をしていきたいと思

っています。 

是非ともご取材いただき、コロナ禍での明るい話題を多くの皆さまに知っていただく機

会のご提供をお願いいたします。 

 

横浜中華街 2022 春節『ランタンオブジェパビリオン』 

■期間：2022 年 1 月 15 日～1 月 29 日 （点灯時間 16 時～22 時） 

■場所：山下町公園、加賀町警察署前 

横浜中華街の憩いの場「山下町公園」に日本でも人気の高い「西遊記」を中心に、そして中

国の伝統芸能の京劇で使用されるお面モチーフの巨大ランタンでパビリオンを作りました。

期間中の毎日 16 時～22 時に光が点灯し、中華の物語にトリップしたような幻想的な空間

をお楽しみいただけます。近隣の方にはお散歩ついでに、遠方の方には公式 You-Tube にて

オンライン配信に音声ガイドを乗せてお楽しみいただけるようお届けいたします。 

 

（左から）劉備玄徳と西遊記と孫悟空、関羽雲長、本年度からお目見えした良いことが起き

る兆しとされる「鳳凰」、お金や幸福を集めてくれるとされている「財神」。横浜中華街を訪

れる全ての方に良いことがありますようにという願いと、新型コロナで傷ついた日本経済

の回復を後押ししていただきたいという願いこめて作られました。 
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横浜中華街 2022 春節『横浜春節祭』 

●ランタンオブジェ展示（1/15～2/18） ※場所により実施時期が異なります 

＜横浜市内 11 ケ所＞  

★印のランタンは 1/15～1/29 に横浜中華街の山下町公園で展示されるランタンオブジェ

パビリオンで展示されるオブジェが展開されます 

① 横浜中華街（龍と鳳凰：山下町公園）：1/15~2/15 ★ 

② みなとみらい線 横浜駅 改札内（東方巨龍）：1/15～2/15 

③ みなとみらい駅 みなとみらい駅 改札横（中華雄獅）：1/15～2/15 

④ みなとみらい線 馬車道駅 改札内（三面柱）：1/15～2/15 

⑤ みなとみらい線 元町・中華街駅 改札内（年年有余）：1/15～2/15 

⑥ 横浜市庁舎 2F（桃の木）：1/15-2/18 

⑦ 神奈川芸術劇場 1 階ロビー（西遊記）：2/1-2/16 ★ 

⑧ ランドマークプラザ ガーデンスクエア（三面柱）：2/1-15 ★ 

⑨ ＪＲ横浜タワー アトリウム 2F（桃の木と中華獅子）：2/1-2/14 ★ 

⑩ パシフィコ横浜 展示ホール 2F（桃の木と中華獅子）：2/1-15 ★ 

⑪ 横浜中華街 横濱中華學院（桃の木と NTT INDYCAR SERIES）：2/12-13 ★ 

   

  

（左上から時計周りに）みなとみらい駅、馬車道駅、元町・中華街駅、神奈川芸術劇場、JR

横浜タワー、パシフィコ横浜 

 

●デジタルスタンプラリー（2/1-15） 

スマホでスタンプを集めてプレゼントをもらおう！ 

11 ケ所のランタンオブジェに設置されている QR コードを読み込んでスタンプをゲット！

集めたスタンプの数に応じて素敵な景品と交換できます！ 
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（⑪の横浜中華街 横濱中華學院は 2/12、13 のみの実施となります） 

＜プレゼント内容＞ 

 

プレゼントの春節福引き「紅包くじ」の実施期間につきまして、密を避けるため、実施期間

を増やし、2/5（土）～2/14（月）まで 10 日間連続で実施することにいたします。 

 

『横浜中華街の 2022 春節を満喫しよう！宿泊プラン』 

「2022 春節」をよりお楽しみいただけるよう、今年は「横浜中華街の 2022 春節を満喫し

よう！宿泊プラン」をご用意いたしました。バラエティに富んだオプショナルチケット（無

料）が付いたお得な宿泊プランとなっています。 

 

 

 

 

 

■期間：2022 年 1 月 15 日～2 月 15 日 

■宿泊ホテル一覧（１室２名様利用朝食付 お一人様あたり） 

・ローズホテル横浜 7,500 円～     

・横浜ロイヤルパークホテル 11,300 円～ 

・ホテルニューグランド 13,500 円～   

・ホテル JAL シティ関内 横浜 8,500 円～ 

 

■みなとみらい線 1 日乗車券付 

すべての宿泊プランにて「みなとみらい線 1 日乗車券」が付いてきます。横浜中華街はもち

ろんのこと、近隣横浜エリアで途中下車をし、横浜エリアをまるごとお楽しみください。 

 

■オプショナル体験チケット付 
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①中華街を熟知した「横浜中華街コンシェルジュ」と巡る街歩きツアー 

開催日：1/16（日）・1/23（日）【11：00～ １時間程度。各日 20 名限定】 

②早朝太極拳体験後、朝粥をいただく健康的な朝活 

開催日：1/30（日）・2/6（日）【太極拳は 9：00～ １時間程度。各日 20 名限定】 

③獅子舞・中国雑技・中国舞踊・古箏演奏等の中華伝統芸能を間近で見られる特等席にて「春

節 娯楽表演」を観覧 

開催日：2/11（金・祝）・2/12（土）・2/13（日）【1 日 3 公演 各公演 10 名、各日 30 名限

定】 

 

■オブジェランタンを巡るモデルルートがわかる「春節燈花ガイドマップ」進呈 

※開催期間は設置場所によって異なります。横浜中華街公式 web-site をご覧ください。

（https://www.chinatown.or.jp/info/2022shukuhakuplan/） 

 

＜特記事項＞ 

● 記載されている全ての取り組みにつきまして、新型コロナウィルス感染拡大の状況によ

っては、更なる実施変更の可能性がありますことご了承ください。 

● 緊急事態宣言発出の場合は中止、まん延防止重点措置が発出の場合は中止を含む実施変

更での開催といたします。最新情報は、横浜中華街公式 web-site、SNS にて随時お知らせい

たしますので、ご確認の程お願い申し上げます。 

 

なお、2/1 から始まる横浜中華街の春節につきましては、状況を鑑み調整をしております。

1 月下旬にあらためてご案内申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

（以下 URL に横浜中華街 春節とランタンオブジェデジタルスタンプラリーパンフレット

がございますので、ご参照ください） 

https://www.chinatown.or.jp/pdf/chinese_new_year_2022.pdf 

 

中華街発展会では、コロナ禍においても横浜中華街のアイデンティティであり文化であ

る中華の伝統行事を継承・発展そして発信していくことを第一に考えており、街の組合とし

て、横浜の発展の一助を担うものとして、また可能な限りの社会的責任を果たし、一日でも

早い状況の収束に向かって、引き続き全力で取り組んでまいります。 

 

＜本件に対するお問い合わせ＞ 

横浜中華街発展会協同組合 担当：入澤 info@chinatown.or.jp 

TEL. 045-662-1252  FAX. 045-211-0593 

神奈川県横浜市中区山下町 118-2 留日廣東會館ビル 5F www.chinatown.or.jp 
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