※開催済み〔2015 年10月～12月〕
開催日
(平成27年度)
4月4日(土)
～11月30日(月)
4月29日(水・祝)
～12月23日(水・祝)

都道
府県名

商工
会議所名

群馬県

高崎

高崎オープンカフェ

高崎商工会議所

高知県

安芸

高知家まるごと東部博

高知県東部地域博覧会
http://kochi-toubu.jp
推進協議会

ポスターの街・とやま2015

http://www.ccisある「第11回世界ポスタートリエンナーレトヤマ2015」が富山県立近代
「ポスターの街・とやま」
toyama.or.jp/toyama/po
実行委員会 ster/
美術館で開催される。会期中は協賛イベントとして富山市内でポスター

お祭り・イベント名

主催者名

公式サイト

お祭り・イベント内容

http://www.takasakicci.o
道路上にオープンカフェを設置し賑わい創出を行う。
r.jp/takacafe/

世界５大ポスター展の一つであり、国内唯一の国際公募ポスター展で
9月1日(火)
～11月23日(月・祝)

富山県

富山

熊本県

熊本

秋のくまもとお城まつり

10月1日(木)～31日(土)
※メイン開催日は土・日

島根県

松江

松江水燈路

10月1日(木)
～11月3日(火・祝)

広島県

尾道

おのみち味めぐり

10月1日(木)
～11月30日(月)

福岡県

久留米

10月2日(金)～4日(月)

富山県

高岡

高岡万葉まつり

10月3日(土)

茨城県

土浦

土浦全国花火競技大会

展等を開催。
春のお城まつり、秋のお城まつり、熊本城迎春行事からなるイベントの
http://www.manyou総称。春･秋は約2ヶ月の間、熊本城本丸御殿大広間の特別開放やお
kumamoto.jp/oshiromats
お城まつり運営委員会
もてなし武将隊による演舞、同時期開催のまつり団体との合同ステー
uri/
ジイベント等が行われる。
松江城周辺をライトアップするイベントで、城下町松江ならではの風景
を光と影が演出する。また、1年でこの期間にだけ堀川遊覧船の夜間運
松江ライトアップキャラバン
http://suitouro.com/
実行委員会
航が実施される。暗闇を進む船上から幻想的な光の中を抜ければそこ
には今までに体験したことのない非日常が待っている。
瀬戸内海でとれる新鮮な海の幸を素材にした、こだわりの料理を参加
グルメ・海の印象派
http://onomichi各店で提供する。その他にも、腕によりをかけた自慢の料理が提供さ
―おのみち― 実行委員会 cci.or.jp/gourmet/
れるので、是非この機会にご賞味いただきたい。
久留米に暮らす人々が、普段から慣れ親しんだ地元の宝物（自然や農
http://www.kurumeNPO久留米ブランド研究会
業、伝統工芸、歴史遺産、食文化）で、自らが訪れる人をおもてなしす
machihaku.com/
る手づくりの旅プランが、「久留米まち旅博覧会」。
http://www.takaoka.or.jp 歌人大伴家持ゆかりの地にふさわしく、万葉集20巻朗唱の会、大茶会
高岡万葉まつり実行委員会
/manyo/
等を開催する。
土浦全国花火競技大会
http://www.tsuchiura- 日本三大花火に数えられる競技大会。最優秀には内閣総理大臣賞が
実行委員会 hanabi.jp
贈られる。

10月3日(土)～4日(日)

群馬県

館林

麺-1グランプリin館林

館林商工会議所

小田原箱根大博覧会

小田原箱根産業まつり
http://odawara実行委員会 hakone.net

9月1日(火)
～10月31日(土)
春：平成28年2月～3月予定

第11回久留米まち旅博覧会

http://www.tcci.jp/men1/

10月3日(土)～4日(日)

神奈川県

小田原箱根

10月3日(土)

鹿児島県

霧島

霧島市花火大会

霧島市花火大会実行委員会

10月9日(金)～11日(日)

千葉県

佐原

佐原の大祭 秋祭り

佐原の大祭実行委員会

https://www.city.katori.l
g.jp/05sightseeing/taisai
/

10月9日(金)～12日(月・祝)

静岡県

掛川

掛川大祭

掛川大祭年番本部

http://www.kakegawakankou.com/matsuri/

※諸状況により日程・時間・場所などが変更になる場合があります。

そば、うどん、ラーメン、やきそば等麺を扱う50店舗が集う麺の祭典。
小田原箱根の産業のPRを行う。
国分キャンプ海水浴場にて、桜島と鹿児島湾を背景に秋空に花火を打
上げる。
「佐原の大祭」は、江戸時代から約300年に亘り受け継がれてきた「江
戸優り佐原」の伝統行事である。7月の八坂神社祇園祭と10月の諏訪
神社秋祭りを総称して、関東三大山車祭りの一つといわれ、毎年多く
の観光客で賑わう。また、「佐原の山車行事」は国の重要無形民俗文
化財に指定されている。
3年に1度の大祭、二輪屋台引き廻しの他、三大余興「大獅子、奴道中、
かんからまち」が華やかに繰り広げられる。

2016年1月15日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

和歌山県

田辺

第29回弁慶まつり

弁慶まつり推進団体協議会
第29回弁慶まつり実行委員会

http://www.kishubenkei.com/

10月9日（金）～12日（祝・月）

山口県

萩

萩・田町萩焼まつり

萩・田町萩焼まつり実行委員会

http://www.haginet.ne.jp
/users/hagicci/event/akihagi/akihagi萩焼即売会、萩グルメまつり、萩焼ウインドミュージアム等
.html

10月9日（金）～11日（日）

福岡県

久留米

高良山くんち

高良大社

10月10日（土）～12日（祝・月）

秋田県

大館

第43回本場大館きりたんぽまつり

本場大館きりたんぽまつり実行委
員会

10月10日(土)～11日(日)

山形県

新庄

もがみ大産業まつり

もがみ大産業まつり実行委員会

10月10日(土)～11日(日)

栃木県

鹿沼

鹿沼ぶっつけ秋祭り

鹿沼ぶっつけ秋祭り実行委員会

10月10日(土)

栃木県

日光

日光秋の花火

日光けっこうフェスティバル
実行委員会

10月10日(土)～11日(日)

群馬県

前橋

第67回 前橋まつり

前橋商工会議所、前橋市、
（公財）前橋観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

10月10日(土)～11日(日)

群馬県

沼田

沼田市秋の大収穫祭
オータムフェスタvol.4

沼田市･沼田商工会議所

10月10日(土)～11日(日)

三重県

津

津まつり

津まつり実行委員会

10月10日(土)～12日(月・祝)

三重県

上野

伊賀上野灯りの城下町

上野商工会議所観光部会
「伊賀上野灯りの城下町」
実施委員会

10月10日(土)～11日(日)

高知県

安芸

高知東海岸グルメまつり
＆全国じゃこサミット

安芸広域圏市町村事務組合
安芸釜あげちりめん丼楽会

高知県東部地域の食と全国のじゃこ料理を一同に集めたイベント。

福岡県

久留米

第30回コスモスフェスティバル

コスモスフェスティバル
http://cosmos実行委員会 fes.jimdo.com/

満開を迎えたコスモス街道沿いの公園で、コスモスウェディング、地場
農産物の販売や収穫体験など様々な催し物が行われる。また、園内に
は出店が立ち並び、例年多くの人で賑わう。

10月10日(土)～12日(月・祝)

福岡県

柳川

おにぎえ（三柱神社秋季大祭）

三柱神社奉賛会

囃子山車「どろつくどん」や踊り山車など御幸行列が市内を練り歩く。

10月10日(土)～11日(日)

熊本県

熊本

城下町くまもと 銀杏祭

熊本市中心商店街等連合協議会

10月10日(土)～11日(日)

宮崎県

日向

日向十五夜祭

日向十五夜祭奉賛会

10月11日(日)

山形県

新庄

第17回 新庄ジャパンカップ
国際親善ソフトボール大会

（一社）全国健康スローピッチ
ソフトボール連盟
（公財）日本健康スポーツ連盟

メイジャ・マクレ・14リーグ加盟チームによるスローピッチソフトボール国
際親善大会。

(株)ＴＭＯ結城

歴史的な街並みがいまも色濃く残る北部市街地を舞台に、神社の境内
や蔵などの様々な空間がマルシェやアート空間、コンサート会場として
生まれ変わる。普段は入ることのできない建物で全国から集まった芸
術家の作品やアーティストのライブを見ることができる。

10月9日(金)～10日(土)

※荒天の場合11日(日)に順延

10月10日(土)～11日(日)

10月11日(日)～12日(月)

茨城県

結城

お祭り・イベント名

結い市

※諸状況により日程・時間・場所などが変更になる場合があります。

主催者名

公式サイト

お祭り・イベント内容
演劇「弁慶伝説」、紀州弁慶よさこい踊り、弁慶ゲタ踊り、物産テント市
他

高良山くんちとは、筑後国一の宮として古代より筑後地方筆頭の格式を
誇る高良大社の例大祭で、高良山年中最重儀のお祭。
「本場大館きりたんぽまつり」は、秋田県を代表するおおきな”食のイベ
ント”。大館樹海ドームにおいて開催され、昨年は10万人を超える来場
http://tanpofes.com/
者があり「本場大館きりたんぽ」を切り口にした様々なイベントを展開し
ている。
新庄最上地域の秋の実りの収穫を祝うイベント。刈り上げ市や沖縄物
産展、ステージショーが繰り広げられる。
http://www.kanuma町内ごとにある彫刻屋台が街中を練り歩く。辻ごとにお囃子の競演が
kanko.jp/manabu/manab
繰り広げられる江戸時代から続く祭り。
u_details1.shtml
花火の種類・構成及び付属部分に演出を凝らし、ショ―的要素を強調、
周辺に類を見ない花火大会。
大人神輿、前橋だんべえ踊り、祇園山車、鼓笛吹奏楽パレード、伝統
芸能を中心としたステージイベント等、様々な行事を開催。
地元生産品を総合展示･即売し､市内外に広くPRしている。同時開催の
http://www.city.numata.
ぬまた揚げ上げフェスティバルでは、市内の飲食店などが自慢の揚げ
gunma.jp/
物を販売するほか､投票により｢沼田のうまい揚げ物店｣を認定している。
約380年の歴史を誇る祭りで、伝統芸能団体、安濃津よさこいをはじめ、
http://tsumatsuri.info/
12の会場で運営団体が趣向を凝らした催しを展開。
歴史情緒あふれる城下町・伊賀上野の本町筋等の街並みを、夕暮れ
から約2時間ライトアップ。街なかの飲食店巡りを楽しめる「城下町バ
ル」なども実施する。

中心商店街を通る道路が歩行者天国となり、50店舗を超える飲食店、
小売店が集まる。ステージではイケメンコンテストやオヤジバンドなど
が行われる。
十五夜音頭を踊る舞踊隊、八幡神社のお神輿が日向市中心市街地を
練り歩く

http://yuiichi.jp/

2016年1月15日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

10月11日(日)

岐阜県

大垣

10月11日(日)～12日(月)

奈良県

大和高田

10月15日(木)～18日(日)

群馬県

高崎

10月16日(金)～18日(日)

愛媛県

新居浜

10月17日(土)

栃木県

日光

お祭り・イベント名

主催者名

公式サイト

お祭り・イベント内容

城下町・大垣の秋を彩るまつりとして、大垣通りを中心に繰り広げられ
る。趣向を凝らした子供みこしや大人みこしの練り歩きのほか、少年団
体パレード、鉄砲隊演武など多彩な催しが盛りだくさん。
江戸時代末期伊勢神宮参りが大流行し、市内を通る伊勢街道は賑
わった。当時旅の人々をもてなした施業の心を伝えるため、龍王宮およ
び片塩商店街一帯で繰り広げられるにぎやかな祭り。園児から高齢者
まで様々な踊り連が参加するおかげ踊りパレードや、商店街内各所で
は見ごたえ聴きごたえのあるアマチュアミュージシャンのステージも。そ
のほか高田うまいもん市や手作り市、地場産品の販売なども。おかげ
踊りパレード以外はすべて片塩商店街の人たちが企画運営している。
http://www.takasakicci.o チケットをご購入いただき、会社帰りや買い物帰りに“食べ歩き”と“まち
r.jp/bar/
歩き”を楽しんでいただく飲食イベント「高崎バル2015・秋」を開催する。
http://www.ogakikanko.j
p/event/jumangokumatu
ri/

十万石まつり

十万石まつり実行委員会
（大垣観光協会内）

高田おかげ祭り

高田おかげ祭り実行委員会

高崎バル2015・秋

高崎飲食業活性化協議会

新居浜太鼓祭り

新居浜市

第128回日光街道今市宿「六斎市」

にぎわいのあるまちづくり研究会 arena.com/users/chikag JR今市駅前通りを歩行者天国にしてテント市を開催する。

太鼓台のかきくらべを行う
http://www.bbwebe/ng/

10月17日(土)～18日(日)

千葉県

習志野

習志野ドイツフェア
＆グルメフェスタ

習志野商工会議所

本市の貴重な観光資源でもある「ドイツ」との歴史的交流・歴史的財産
を多方面から紹介する。

10月17日(土)～18日(日)

東京都

八王子

八王子メッセ「街道市」

八王子ファッション都市協議会

新宿から長野県までを結ぶ甲州街道沿道地域の連携と交流を目的に
沿道地域の名産品・特産品を販売します。八王子の名産品も出店する。

10月17日(土)～18日(日)

岡山県

児島

せんい児島瀬戸大橋まつり

せんい児島瀬戸大橋まつり
振興会

繊維製品の即売会や各種イベントを開催する。

10月17日(土)～18日(日)

広島県

尾道

グルメサミットin尾道

グルメ・海の印象派
http://onomichi―おのみち― 実行委員会 cci.or.jp/gourmet/

屋外型グルメイベントとして、尾道だけでなく、平成27年3月22日全線開
通した中国やまなみ街道および瀬戸内しまなみ海道の沿線都市から
飲食・物産・菓子が大集合する。

Street Art-plex Kumamoto
http://artplex.jp/
実行委員会

市民・表現者・行政が一体となって高質で多様な都市文化を生み出す
コミュニティプロジェクト。毎年10月に開催される集大成的なプロジェク
トであり、伝統・古典から前衛、東洋から西洋の音楽、舞踏、市街劇、
グラフィック、立体作品といった様々な表現スタイルを同時進行でスト
リート上に展開する。
市民・表現者・行政が一体となって高質で多様な都市文化を生み出す
コミュニティプロジェクト。偉大な音楽家の命日にちなんだグレートコン
ポーザーシリーズで、今回はF.ショパンの命日にちなんだメモリアルコ
ンサート。

10月17日(土)

熊本県

熊本

Street Art-plex Kumamoto
Extravaganza 2015

10月17日(土)

熊本県

熊本

Street Art-plex Kumamoto
Great Composer Memorial
F.ショパン

Street Art-plex Kumamoto
http://artplex.jp/
実行委員会

10月18日(日)

岩手県

奥州

第27回 奥州水沢グルメまつり

奥州水沢グルメまつり
実行委員会

10月18日(日)

富山県

射水

新湊カニかに海鮮白エビまつり

毎年恒例の新湊カニかに海鮮白えびまつりを、10月18日（日）に開催す
新湊カニかに海鮮白えびまつり http://www.imizukanko.jp/www/event/de る。 新鮮きっときとの「カニ」「白えび」など海の幸目白押しのイベントへ
実行委員会 tail.jsp?id=217

第8回南信州獅子舞フェスティバル

http://minamishinsyu獅子舞フェスティバル実行委員会 shishimai.com/8fes/

この地域の特徴である屋台獅子の演舞の祭典。

久居まつり
ひさい版仮装大笑

久居まつり実行委員会

ひさい版仮装大笑・本祭（ステージ発表・地元商店等の出店・80ｍこど
も巻きずし）。

日本一のジャンボ鉄鍋により芋の子汁約6,000食を振る舞う。

ぜひお越しいただきたい。

10月18日(日)

長野県

飯田

10月18日(日)

三重県

津

※諸状況により日程・時間・場所などが変更になる場合があります。

2016年1月15日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

お祭り・イベント名

主催者名

公式サイト

お祭り・イベント内容
鼕（直径1.2ｍ～1.8ｍの太鼓）をのせた山車が行列をなして市内を迫力
満点に練りまわる松江の伝統行事。揃いの法被を着た子ども達が笑顔
で山車を引き、若者達は鼕を力いっぱい打ち鳴らす。勇壮な鼕の音が
秋の空に響きわたる。
地域で活躍する企業の交流・情報交換・ビジネスマッチングの場。製
品・技術を広く内外に発信する。

10月18日(日)

島根県

松江

松江祭鼕行列

松江市・松江市鼕行列保存会

http://www.kankoumatsue.jp/

10月23日(金)～24日(土)

長野県

上田

上田地域産業展2015

上田地域産業展運営委員会

http://www.uedasangyoten.jp/index.html

10月23日(金)～25日(日)

三重県

上野

上野天神祭

上野天神祭地域振興実行委員会

伊賀上野の秋を彩る伊賀地区最大の祭り。だんじり巡行は見もの。

10月24日(土)～25日(日)

岩手県

奥州

第14回 衣川まるごと市場

衣川まるごと市場実行委員会

市内外の商工業者による展示販売他。

成田弦まつり実行委員会
（成田商工会議所内）

10月24日(土)～25日(日)

千葉県

成田

成田弦まつり

10月24日(土)～25日(日)

岐阜県

羽島

羽島市なまずまつり2015

10月24日(土)～25日(日)

愛知県

犬山

第15回 秋の犬山お城まつり

今年で20回目を迎える「成田弦まつり」は、お不動様の御利益を再現し、
そのご縁に感謝しつつ、さらにご利益をいただけるようお祝いするイベ
ントで、「芸術の秋」である10月に「音楽を奉納」する「お祭り」として開催
される。
今年は新幹線駅前から県道の西側約400mを歩行者天国として、10月
24日（土）、25日（日）に開催。楽しいステージイベントや非日常を楽しむ
http://namazumatsuri.co 仮装パレードなどが行われる。 また、なまずを祀るなまず太鼓もさらに
羽島市なまずまつり実行委員会 m/
規模を拡大。近畿大学の「うなぎより美味しいなまず丼」など、楽しい催
しが満載！24日（土）夜は竹鼻商店街にて灯篭アートなどの幻想的な
演出が開催される。
犬山お城まつり実行委員会

大和高田市および隣接する葛城市で有機肥料だけで丁寧に栽培した
綿を糸にし、大和高田の繊維企業が赤ちゃん服を作っている。大和高
田市民の誇り高田川の桜にちなんで「さくらコットン」と名付け大和高田
ブランドに育成中。このさくらコットンをもっと知っていただくため、綿つ
みと工場見学をセットしたミニバスツアーを企画した。参加費無料。お
申込みは大和高田市立図書館まで。締切10月16日。抽選で50名様。

さくらコットン
わたつみ大会と工場見学

元気な大和高田創造協議会
大和高田市立図書館共催

筑後

フェスタ羽犬塚2015

フェスタ羽犬塚2015実行委員会

長野県

飯田

第29回 峠の国盗り綱引き合戦

飯田商工会議所遠山郷支部

10月25日(日)

三重県

津

久居まつり 本祭

久居まつり実行委員会

10月25日(日)

福岡県

筑後

水田天満宮稚児風流

水田天満宮保存会

10月25日(日)

福岡県

宮若

宮若ふるさと祭2015

宮若ふるさと祭2015実行委員会

10月30日（金）
～11月8日（日）

群馬県

桐生

桐生ファッションウィーク

桐生ファッションウィーク
http://www.kiryucci.or.jp
「織物のまち」桐生ならではの衣に関するイベントを各所で実施する。
実行委員会 /FTnet/fw/

10月31日(土)

岩手県

奥州

いさわ商工秋まつり

いさわのまつり実行委員会

10月31日(土)

長野県

塩尻

ハッピーハロウィーン in 塩尻

ハロウィーン実行委員会

10月24日(土)

奈良県

大和高田

10月24日(土)～25日(日)

福岡県

10月25日(日)

※諸状況により日程・時間・場所などが変更になる場合があります。

https://www.facebook.c
om/pages/さくらコットン
/775105125881221

地場物産展が開かれ、カラオケ大会や抽選会等でにぎわう。
http://www.tohyamago.c
om

長野県と静岡県との県境の領土を綱引きによって奪い合う戦い。勝っ
た方が1ｍ領土を広げることができる。
ひさい版仮装大笑・本祭（ステージ発表・地元商店等の出店・80ｍこど
も巻きずし）。
約600年の伝統をもつ俗に「ドンキャンキャン」ともいわれるこの行事は、
5～12歳までの稚児によって行われるもので、きらびやかな衣装と、の
びやかな格調高い調子が見もの。
ステージショー、模擬店他を展開する。

市内外の商工業者による展示販売他を行う。
http://www.happyhallow
een.or.jp/

国内有数のハロウィンイベント。仮装パレードやコンテストが開催される
ほか、受付でフリーパスを購入すれば、お菓子がもらえるトリックオアト
リートへの参加も可能！家族みんなで仮装して商店街へ集合！

2016年1月15日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

10月31日(土)～11月1日(日)

栃木県

宇都宮

宮の市（商業祭）

宮の市（商業祭）実行委員会

10月31日(土)～11月1日(日)

栃木県

宇都宮

ミヤ・ジャズイン

ミヤ・ジャズ推進協議会

http://miyajazz.jp/

10月31日(土)～11月1日(日)

栃木県

宇都宮

宇都宮餃子祭り

宇都宮餃子祭り実行委員会

http://www.gyozakai.co
m/

地域の賑わいと地域産業の振興、活性化を図るために開催。市内事
業所からの製品や地域団体などによる農工食製品の展示・販売、加西
自慢の飲食コーナーのほか、楽しいステージイベントや実演・体験コー
ナーなど盛りだくさんの催し。市内外から多数訪れる方々に加西市を
知ってもらうきっかけにも繋がっている。
古代東アジアの国際交流を再現した、大阪のお祭り。

お祭り・イベント名

主催者名

公式サイト

10月31日(土)

兵庫県

加西

じば産物産展

加西商工会議所

http://www.city.kasai.hy
ogo.jp/04sise/11osir/osi
r1510/osir151001b.htm

11月1日(日)

大阪府

大阪

四天王寺ワッソ

四天王寺ワッソ実行委員会

http://wasso.net/

11月1日(日)～3日(火・祝)

福岡県

柳川

白秋祭

柳川市観光協会

11月3日(火・祝)

長野県

飯田

第9回 飯田丘のまちフェスティバル

11月3日(火・祝)

三重県

津

11月7日(土)～8日(日)

福島県

会津若松

11月7日(土)～8日(日

群馬県

11月7日(土)～8日(日)

高虎楽座

お祭り・イベント内容
商店街や大型店での感謝セールの他、中心部でスタンプラリーや飲食
ブースの出店などで賑わう秋の3大イベントのひとつ。
宇都宮にゆかりのあるアーティストや全国から応募したアマチュアバン
ドが出演する「ご当地」ジャズフェスティバル。毎年10万人以上が来訪
する秋の3大イベントのひとつ。
宇都宮餃子会に加盟する餃子店が一堂に会して、餃子を一皿100円で
提供する餃子のお祭り。会場内の特設ステージでは有名人のトーク
ショー等のプログラムが開催される秋の3大イベントのひとつ。

北原白秋を偲んで、夕暮れ時に五色に輝く水辺をほおずき提灯で飾ら
れた舟で巡り、幻想の世界に誘う。
サブカルチャーとグルメの祭典。フィギュア、コスプレ、痛車、グルメサ
飯田丘のまちフェスティバル
http://www.namikichan.c
ミット、酒メッセなど多彩な催しが一堂に介する、老若男女が楽しめるイ
実行委員会 om
ベント。
津市中心部にあたるフェニックス通り及び津市まん中広場において、現
http://meteoplanet.jp/g 在の津市の基礎となる都市機能を整備したことで知られる藤堂高虎公
高虎楽座運営協議会
a/takatora/
の功績を再認識し、津市独自の伝統文化の保存、継承及び商業の振
興や中心市街地の活性化を目的に開催するもの。
http://www.yanagawanet.com/siki-aki.php

会津若松市地産地消まつり

会津若松市地産地消まつり
実行委員会
会津若松市

沼田

沼田ゑびす講

沼田商工会議所

神奈川県

大和

やまと産業フェア2015

大和商工会議所

11月7日(土)～8日(日)

兵庫県

三木

三木金物まつり

三木金物まつり実行委員会

http://www.mikicci.or.jp/ 三木の金物製品を一堂に集めた三木金物展示・直売会などが行われ
kankou/matsuri.php
る市内最大のイベント。

11月7日(土)～8日(日)

熊本県

人吉

ひとよし産業祭

ひとよし産業祭実行委員会

農商工における各分野が一体となった産業振興。

11月7日(土)

宮崎県

日向

100万人のキャンドルナイト
～ひゅうがの灯り2015～

日向商工会議所女性会

11月8日(日)

東京都

町田

キラリ☆まちだ祭

キラリ☆まちだ祭実行委員会

11月8日(日)

広島県

呉

2015くれ食の祭典

呉まつり協会

11月13日（金）
～平成28年1月15日(金)

山口県

徳山

第31回 周南冬のツリーまつり

徳山商工会議所（主管）、周南市 http://www.tokuyamacci.or.jp/tree/index.html きる。12月23日（祝）には、最大のイベント「ファンタジックナイト」を開催
新南陽商工会議所

地元のこだわり野菜や加工品の販売、体験コーナーを通じて地元産品
を広くＰＲする。
http://www.numatacci.or.jp/

歩行者天国となった本町通りに商店が露店を出店する。又各商店街毎
に催し物等を行う。
農・商・工が連携し市内産業をＰＲする。

http://kirarimachida.info/

エコキャンドル5000個の幻想的な灯りでブルネル賞を受賞した日向市
駅舎を幻想的に照らし出す。また、女性コーラス・吹奏楽等 雰囲気に
合ったステージイベントも開催する。
JAと連携し、会員事業所の商品販売や地元の農畜産物販売、連携商
品のPR販売等を実施。同会場にて、よさこい踊りの祭も実施。
おいしいものがたくさん集まる!!
日本夜景遺産の認定を受けた夜景とイルミネーションを同時に堪能で

※諸状況により日程・時間・場所などが変更になる場合があります。

する。

2016年1月15日現在

開催日
(平成27年度)
11月14日(土)

都道
府県名

商工
会議所名

岩手県

奥州

お祭り・イベント名
街なか舞の祭典
第１回奥州ストリートキッズ
ダンスフェスティバル

主催者名

公式サイト

奥州エフエム放送（株）
奥州商工会議所

お祭り・イベント内容
キッズダンス演舞、市内外の商工業者による展示販売他を行う。
420年以上の伝統を誇る、日本三大祭りの一つ。伊達政宗率いる軍が
須賀川城を攻め落とした合戦で、命を落とした多くの兵たちの霊を弔う

11月14日(土)

福島県

須賀川

松明あかし

松明あかし実行委員会

http://www.city.sukagaw
a.fukushima.jp/taimatsu/ ために始めたとされる。重さ3トンの巨大な大松明は、須賀川の若衆が

https://www.facebook.c
om/木育フェスティバル
イン信州しおじり146960125510250/

担いで街を練り歩いた後、五老山に立てられる。松明太鼓のとどろきに
揺れる松明の炎は、まさに一大戦国絵巻。
「木」を真ん中に置いた子育て、子育て環境を整備し、すべての子ども
たちが人生最初のステージを、このぬくもりを感じながら、楽しく豊かに
送ることができるようにしていくことを目的に、様々なイベントを開催す
る。

11月14日(土)～15日(日)

長野県

塩尻

木育フェスティバル

木育フェスティバル実行委員会

11月14日(土)～15日(日)

茨城県

土浦

土浦カレーフェスティバル

土浦市食のまちづくり推進協議会

芭蕉元禄大垣楽市・楽座
まるごとバザール実行委員会

http://www.ogakikanko.j
p/event/marugoto/

大垣商工会議所会員事業所をはじめ、西濃地域各市町村や大垣市の
交流都市などからテント100張以上の出展者が集まり、グルメや特産品
等を販売する大規模なバザールイベントです。また、新大橋に設けられ
た特設ステージでは、多彩なイベントも行われる。

http://www.kvision.ne.jp
/~kuda-cci/

下松市内の商工業の紹介および商品の展示即売等を行います。

全国のカレーが一堂に会す食のイベント。

11月14日(土)～15日(日)

岐阜県

大垣

芭蕉元禄大垣
楽市・ 楽座まるごとバザール

11月14日(土)

山口県

下松

くだまつ商工まつり

下松商工会議所

11月14日(土)

山口県

下松

ふるさと定住イベント

ふるさと定住イベント実行委員会 /~k-yeg/furusato.html

11月15日(日)

香川県

坂出

さかいで産業展示交流フェア2015

11月17日(火)
～平成28年1月3日(日)

広島県

広島

ひろしまドリミネーション

11月20日(金)～23日(月・祝)

栃木県

足利

足利秋まつり
三大陶器まつり
足利グルメグランプリ

足利秋まつり実行委員会

11月21日(土)

栃木県

日光

第129回日光街道今市宿｢六斎市」

にぎわいのあるまちづくり研究会 arena.com/users/chikag JR今市駅前通りを歩行者天国にしてテント市を開催する。

第87回 高崎えびす講市

高崎商工会議所

八王子いちょう祭り

八王子いちょう祭り祭典委員会

11月21日(土)～22日(日)

群馬県

高崎

11月21日(土)～22日(日)

東京都

八王子

※諸状況により日程・時間・場所などが変更になる場合があります。

若者の定住促進と、若い活力に満ちた地域づくりを目的とした参加型
のイベント。
個性溢れる優れた技術・技能・製品で社会に貢献している会員企業が
http://www.sakaide.or.jp
坂出商工会議所
一堂に会し、広く情報発信を行うことで、坂出の企業及び地域の魅力を
/2015fair/
認識してもらう事を目的に実施。物品販売や商談会等を行う。
広島市内中心部の夜の賑わい創出を図るため、平和大通りや中心部
ひろしまライトアップ事業
http://www.dreamination 商店街など、市内中心部一帯でライトアップを展開。「おとぎの国」をコ
実行委員会 .com/
ンセプトに、140万球の電球でオブジェ、樹木などを飾り、市民や観光客
が夜の街を散策して楽しむ空間を演出。
http://www.kvision.ne.jp

http://www.ashikaga.info
/akimaturi/

陶器の販売展示や体験コーナー、グルメイベントを開催。

http://www.bbwebe/ng/

中心商店街の大売り出しと大抽選会を行う。

http://www.ichoufesta.org/

八王子市追分町から高尾駅入口まで4km、770本のいちょう並木が続く
甲州街道で開催される市民まつり。

2016年1月15日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

お祭り・イベント名

主催者名

公式サイト

お祭り・イベント内容
秋の三島は「おいしい」がいっぱい！！三島フードフェスティバルは、三
島自慢の“おいしい食べ物”を販売するイベントがいっぱい集まった、ま
るで“街中がマルシェ”な１日。中心市街地に点在する各会場には、箱
根西麓三島野菜、みしまコロッケ、懐かしい学校給食、三島甘藷スイー
ツなどが目白押し。せせらぎの街・三島を散策しながら、市街地の各会
場を回遊して、おなかも心もいっぱいにお楽しみいただきたい。
広島ならではの伝統芸能として親しまれている「神楽」を国内外に発信
し、平和都市観光と伝統芸能を融合した新たな観光資源とするため、
広島市など観光関連団体と連携を図り、平成20年度から毎年、旧日本
銀行広島支店（被爆建物）において実施している。

11月21日(土)

静岡県

三島

三島秋まつり
三島フードフェステバル

三島フードフェスティバル
https://www.city.mishim
実行委員会 a.shizuoka.jp/foodfes/

11月21日（土）、22日（日）、
24日（火）、25日（水）、
27日（金）、28日（土）

広島県

広島

ひろしま夜神楽

ひろしま神楽振興推進実行委員
会

11月22日(日)～23日(月・祝)

栃木県

足利

足利秋まつり
足利道楽・楽ジュアリーツアー

（株）JTB関東

11月22日(日)

千葉県

東金

第6回 EGフープバトル世界選手権

1対1でフラフープを回し、相手のフープを落としあう競技。フープを回せ
東金商工会議所まちづくり観光委 http://www.toganecci.or.jp/2015/10/2015e
員会
れば、小学生から年配の方まで年齢に関係なく参加可能。
ghoop/

11月22日(日)

静岡県

三島

11月22日(日)

福岡県

筑後

11月23日(月・祝)

長野県

長野

三島秋まつり
にいなめ祭門前市
第5回 筑後七国
まかない飯グランプリ
第110回長野えびす講煙火大会

http://www.ashikagadou
raku.jp/

足利銘仙（着物）姿で、まちなかを散策できる。

三島商工会議所青年部

http://mishima-yeg.jp/

歩行者天国になった下田街道を会場に楽しいイベントを盛りだくさん！
フード、ドリンク、箱根西麓三島野菜の販売のほか、各種イベントを行う。

筑後七国まかない飯グランプリ
実行委員会

https://jajp.facebook.com/Makana
iMeshiGP

筑後七国の飲食店が自慢のまかない飯でグランプリを競う。

http://www.naganocci.or.jp/ebisukou/

明治32（1899）年から始まり、今年で110回を迎える花火大会。毎年好
評の音楽と花火のコラボレーション「ミュージックスターマイン」や「超ワ
イド特大スターマイン」、日本屈指の煙火師を招いて開催する全国十号
玉新作花火コンテストなど、晩秋の澄んだ夜空を15,000発の華麗な花
火が彩る。

http://www.kofucci.or.jp
/

甲府えびす講祭りは、昭和の初めに甲府商工会議所が日ごろの商売
のお礼に大安売りで応えようと企画したことから始まったお祭り。毎年
11月23日に甲府駅周辺から中央商店街で開催されている。青空市・商
店街大型店の企画イベントなどが開催される他、神輿・山車行列など
が繰り出す。

長野商工会議所
長野商店会連合会

11月23日(月・祝)

山梨県

甲府

第81回 甲府えびす講祭り

甲府商店街連盟

11月23日(月・祝)

静岡県

三島

三島秋まつり
にいなめ祭

三島商工会議所青年部

11月23日(月・祝)

山口県

下関

下関さかな祭

11月23日(月・祝)

山口県

下関

リトル釜山フェスタ

12月2日（水）～13日（日）

群馬県

前橋

前橋昭和博覧会

12月5日(土)

福岡県

福岡

第25回 博多をどり

博多伝統芸能振興会

博多芸妓が総出演する「をどり」の発表会を行う。

12月6日(日)

岡山県

高梁

高梁稲荷神社霜月大祭

高梁稲荷神社奉賛会

高梁の年末の風物詩で、参道に露天商さんが立ち並び、境内では備
中神楽が奉納される。

※諸状況により日程・時間・場所などが変更になる場合があります。

三島の宝である「食」に感謝！21日には三島の野菜で宝船を飾りつけ、
23日には宝船の野菜を分ける“宝わけ”、奉納した野菜をたっぷり使用
した“宝汁”を配布する。
下関さかな祭実行委員会
http://www.shimonoseki. ふく刺・水産加工品・活魚・鮮魚・生鮮魚介類の即売、スーパージャン
cci.or.jp/?page_id=1788 ボふく鍋、あんこう鍋、くじら鍋等が出展する。
下関商工会議所
グリーンモール商店街振興組合 http://www.shimonoseki. コリアンフード・雑貨の屋台、韓国伝統音楽・舞踊の披露、チマチョゴリ
cci.or.jp/?page_id=1791 試着写真コンテスト等を行う。
下関商工会議所
講演会「昭和から学ぶまちづくり」をはじめ「写真で見る懐かしい昭和」
や「昭和のレコードジャケット展」、昭和をテーマにした映画や自動車に
前橋中心商店街協同組合
http://maebashishowa.jimdo.com/
前橋昭和博覧会実行委員会
関する展覧会など、様々なイベントを開催する。（博覧会は5日から、一
部プレイベントは2日から開催）
http://mishima-yeg.jp/

2016年1月15日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

お祭り・イベント名

主催者名

公式サイト

お祭り・イベント内容
市民・表現者・行政が一体となって高質で多様な都市文化を生み出す
コミュニティプロジェクト。偉大な音楽家の命日にちなんだグレートコン
ポーザーシリーズで、今回はジョンレノンの命日にちなんだメモリアルコ
ンサート。

12月8日(火)

熊本県

熊本

Street Art-plex Kumamoto
Great Composer Memorial
ジョン・レノン

12月19日(土)

栃木県

日光

第130回日光街道今市宿「六斎市」

にぎわいのあるまちづくり研究会 arena.com/users/chikag JR今市駅前通りを歩行者天国にしてテント市を開催する。

12月20日(日)
12月23日(水・祝)～24日(木)

Street Art-plex Kumamoto 実行
http://artplex.jp/
委員会
http://www.bbwebe/ng/

和歌山県

御坊

きのくにロボットフェスティバル2015

きのくにロボットフェスティバル
http://www.gobo実行委員会 cci.or.jp

大分県

別府

べっぷクリスマス
HANABIファンタジア2015

冬の祭典実行委員会

※諸状況により日程・時間・場所などが変更になる場合があります。

http://beppuevent.jp/xmas/

全日本小中学生ロボット選手権、スーパーロボットショー他を行う。
クリスマスソングシンクロ花火を打ち上げる。

2016年1月15日現在

