開催日
(平成27年度)

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

7月3日（金）～5日（日）

神奈川県

平塚

第65回 湘南ひらつか七夕まつり

湘南ひらつか七夕まつり
http://www.tanabata実行委員会 hiratsuka.com

豪華けんらんな“七夕飾り”が約500本掲出される。

7月4日（土）～5日（日）

岩手県

奥州

えさし蔵まち市

蔵まち市事業推進委員会

市内外の商工業者による展示販売他が開かれる。

7月4日（土）～5日（日）

東京都

八王子

八王子・夏の風物市

八王子・夏の風物市実行委員会

八王子産あさがおをはじめ、江戸風鈴や八王子のおいしい品々を販売
する。中心市街地の商店街も参加しての七夕イベントになっている。

7月7日（火）

大阪府

大阪

平成OSAKA天の川伝説

平成OSAKA天の川伝説
http://www.osaka推進委員会 amanogawa.com/

七夕の夜、人々の祈りが光となって“地上の天の川”が出現する。

7月9日（木）～12日（日）

群馬県

前橋

第65回 前橋七夕まつり

前橋商工会議所
前橋市
(公財)前橋観光コンベンション協会

http://www.maebashicci.or.jp/sightseeing/mat 前橋中心商店街にて、七夕飾り・創作飾りの飾りつけや各種体験コー
suri_hanabi/tanabata/h2 ナーを始め、ステージイベント等の開催。
7.html

http://www.city.katori.lg.
jp/05sightseeing/taisai/i
ndex.html

4月4日(土)
～11月30日(月)

お祭り・イベント名

主催者名

7月10日（金）～12日（日）

千葉県

佐原

佐原の大祭 夏祭り

佐原の大祭実行委員会

7月12日（日）

大阪府

大阪

生國魂祭

生國魂祭渡御行事復興奉賛会

公式サイト

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/

きうり天王祭実行委員会

青森

青森安潟みなとまつり

安潟みなとまつり実行委員会

北海道

千歳

軽トラ観光ちとせ市

軽トラ観光ちとせ市実行委員会

北海道

千歳

千歳市民夏まつり

千歳市民夏まつり実行委員会

7月18日（土） 19時半～

秋田県

能代

第13回港まつり 能代の花火

能代商工会議所

http://www.noshirohana
bi.com/

7月18日（土）～19日（日）

福島県

会津喜多方

第11回 喜多方レトロ横丁

会津喜多方商工会議所

http://www.aizukitakata
cci.or.jp/special/retoro

福島県

須賀川

7月17日（金）
～20日（月・祝）
24日（金）～26日（日）

青森県

7月18日（土）、8月8日（土）、
9月5日（土）
7月18日（土）
～8月20日（木）

※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。

「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。

ある年、この地方に疫病が流行った。人々は尊の崇りであろうと考え、
旭ヶ岡から尊の霊をお迎えして祭事を行い、きゅうりを供えた。すると疫
病は消散し、その後は疫病にかかるものがなくなったという。 それ以来、
年に一度、広場に仮屋を建て、きゅうりを2本あげて供えてあるきゅうり
を1本持ち帰り、それを食べると病気にかからないといわれるようになっ
た伝統行事。

きうり天王祭

7月14日（火）

お祭り・イベント内容

http://www.aomoriyeg.jp/yasukata2015/

音楽ライブや飲食ブース、花火大会、クルーザーヨット等の無料体験航
海
朝採り新鮮野菜販売、フリマスタンプラリー他を開催する。
オープニングセレモニー、噴水・あんどんフェスタ、盆踊り大会などが行
われる。
今年で13回目となる「能代の花火」が「能代だよねっ！ハッピーで笑
（HAPPY で SHOW!!）」をテーマに開催、約15,000の花火を打ち上げる。
能代の花火は平成15年から開催されており、平成20年からは北東北で
唯一打ち上げられている三尺玉花火をはじめ、毎年新たな趣向を凝ら
しながら開催している。
あの頃の昭和へタイムスリップ！昭和ロマンをコンセプトとした喜多方
の夏のオープニングイベント。

2015年12月4日現在

開催日
(平成27年度)
7月18日（土）
※毎月第3土曜日開催

都道
府県名

商工
会議所名

栃木県

日光

主催者名

第125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

公式サイト
http://www.bbwebarena.com/users/chikag
e/ng/

お祭り・イベント内容
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。
毎年2日間に渡り行われる夏まつり。太田・九合の両地区がそれぞれ
テーマを決め住民主導型で行う。おおた夏まつりは東本町通り、九合
夏まつりは南一番街通りが中心。両地区のまつりともそれぞれの特色
が引き出されており、大いに盛り上がる。家族連れで行くまつりの一つ。
19日には市民総踊り「ソイヤ！つくみ」を、20日には「納涼花火大会」を
開催する。

おおた夏まつり

太田夏まつり実行委員会

津久見

第65回 つくみ港まつり

つくみ港まつり実行委員会

鹿児島県

鹿児島

おぎおんさぁ（祇園祭）

八坂神社祇園奉賛会
http://www.kagoshima壮観・荘厳な趣を漂わせる総勢３千人によるご神幸行列を行う。
（鹿児島商工会議所） cci.or.jp

鹿児島県

霧島

霧島国分夏まつり

霧島商工会議所

千葉県

習志野

習志野市民まつり
習志野きらっと2015

習志野市民まつり実行委員会

7月18日（土）～19日（日）

群馬県

太田

7月18日（土）～19日（日）

大分県

7月18日（土）～19日（日）

7月18日（土）～19日（日）

7月19日（日）

お祭り・イベント名

http://www.tscci.or.jp/

http://www.kirishimakokubu-natumaturi.com/

霧島市の夏の風物詩として、国分シビックセンター・周辺市街地にて開
催。初日の約6000人の総おどり、二日目の国分寺神輿競争でフィナー
レを迎える。
ステージイベントやパレードをはじめ、子供向けコーナー、グルメコー
ナー等を予定している。

7月20日（月・祝）

神奈川県

茅ヶ崎

7月20日（月・祝）

愛知県

豊橋

7月22日（水）～24日（金）

愛媛県

宇和島

7月23日（木）～26日（日）

新潟県

上越

高田祇園まつり

7月23日（木）～26日（日）

埼玉県

川越

川越百万灯夏まつり

真夏の太陽が照りつける海の日、美しい湘南の西浜海岸に数多くのみ
こしが集まり、壮大な夏の祭典が斎行される。これが世に名高い茅ヶ崎
海岸浜降祭で暁の祭典とも称されている。この祭典は、御祭神が「みそ
茅ヶ崎海岸浜降祭実行委員会
http://www.chigasakiぎ」を行うことによって、水の力、水の霊力を呼び、その霊力によって御
cci.or.jp/hamaori/
茅ヶ崎海岸浜降祭保存会
神威新たな神々を奉迎する神事である。また、祭典終了後には、地元
にもどり、各家々の「家内安全」「無病息災」を練り歩きふりまくといった
茅ヶ崎・寒川に深く根付いている土着の祭である。
http://www.toyohashi- 港について楽しみながら学んでもらうためのイベント。三河港クルーズ
豊橋みなとフェスティバル
cci.or.jp/event/minatofe や臨海部の企業・施設の見学バスツアー、大型船舶の一般公開、ス
実行委員会 s/
テージショー、模擬店などを楽しめる。
http://ushioni.gaina.ne.jp 四国3大夏まつりの1つで、ガイヤカーニバルや牛鬼パレード、宇和島
うわじま牛鬼まつり実行委員会 /
おどり、花火大会、走り込みといったイベントで盛り上がる。
直江津地区にある八坂神社の神様を1年に1度だけ高田エリアにお迎
高田祇園まつり奉賛会
えし、平和と安全を祈念する祭り。帰りは船に乗って直江津エリアまで
川を下る。
小江戸川越の町並みが提灯の灯りで映し出される。イベントも盛りだく
川越百万灯夏まつり実行委員会
さん。

福岡県

宮若

宮若納涼花火大会

宮若商工会議所

花火大会が開催される。
ブルースの本場シカゴや国内のトップミュージシャンの演奏

※23日、24日は提灯の点灯のみ

7月23日（木）
※荒天の場合28日（火）に順延

茅ヶ崎海岸浜降祭

豊橋みなとフェスティバル2015
うわじま牛鬼まつり

7月24日（金）～25日（土）

青森県

青森

Japan Blues Festival 2015

ブルースの街あおもり
http://www.aomori推進協議会 jbf.com/

7月24日（金）～26日（日）
：めいど・いん・ふなばし
7月25日（土）
：ジョイ＆ショッピングフェア
7月26日（日）
：ふれあいまつり

千葉県

船橋

ふなばし市民まつり

船橋市

http://www.city.funabas
hi.chiba.jp/shisei/shouka
i/0005/p014012.html

「めいど・いん・ふなばし」「ジョイ＆ショッピングフェア」「ふれあいまつ
り」の各イベントを開催する。

神奈川県

藤沢

第10回 藤沢宿・遊行の盆

藤沢宿・遊行の盆実行委員会

http://www.fujisawacci.or.jp/yugyou2015/ind
ex.html

全国の有名盆踊りと藤沢の新しい盆踊りによる盆踊りイベントを開催す
る。

大阪府

大阪

天神祭

天神祭渡御行事保存協賛会

http://www.tenjinmatsur
i.com/

一千余年の歴史を誇る大阪の夏の風物詩。

7月24日（金）～26日（日）
7月24日（金）：宵宮
25日（土）：本宮

※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。

2015年12月4日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

7月25日（土）
午後7時45分打上開始

北海道

紋別

第61回もんべつ観光港まつり・
オホーツク花火の祭典

紋別商工会議所

http://mombetsu.net/ev
ent/1232.html

7月25日（土）

長野県

岡谷

岡谷きつね祭

岡谷TMOきつね祭実行委員会

http://www.okayacci.or.j
p/kitsune/

7月25日（土）

長野県

塩尻

塩尻玄蕃まつり

塩尻玄蕃まつり実行委員会

http://www.gemba.jp/ca
t1/

7月25日（土）～26日（日）

栃木県

小山

おやまサマーフェスティバル

小山市観光協会

7月25日（土）

東京都

立川

立川まつり
国営昭和記念公園花火大会

立川まつり実行委員会

神奈川県

大和

神奈川大和阿波おどり

7月25日（土）

愛知県

津島

7月25日（土）
20：00～21：00予定

三重県

7月25日（土）～26日（日）

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
オホーツク沿岸を代表する花火大会に挙げられる。港湾を利用しる水
中花火や尺玉など約2,000発をスピーディーに打ち上げる。
岡谷市に古くから鎮座する男きつねの長塚稲荷と女きつねのお福稲荷
が由来とされている。実際に婚約をしたカップルを公募し、きつねの嫁
入りに見立て、人前結婚式と披露パレードを行う。
塩尻市の夏の風物詩ともいえる「塩尻玄蕃まつり」は、広く市民に愛さ
れ、受け継がれ、今年で40回を迎える。今年も"玄蕃の丞伝説"をテー
マに子供たちや多くの方々に、様々なイベントを開催する。
灯の舞提灯みこしパレードや花火大会を開催する

http://www.tbt.gr.jp/han
abi/

花火大会を実施する。

神奈川大和阿波おどり振興協会 om/

http://awaodori.cside6.c

ステージイベントやパレードをはじめ、子供向けコーナー、グルメコー
ナー等を予定している。

尾張津島天王祭

津島市生活産業部産業振興課
津島市観光協会

津島の天王川公園にて宵祭と朝祭を開催する。

津

第65回 津花火大会 2015

津花火大会実行委員会

花火大会を開催する。

奈良県

大和高田

高田活活（いきいき）まつり

高田活活（いきいき）まつり
実行委員会

7月25日（土）～26日（日）

広島県

府中

備後国府まつり

備後国府まつり実行委員会

7月25日（土）

山口県

徳山

第42回 徳山夏まつり

徳山商工会議所

7月25日（土）

山口県

長門

ながと仙崎花火大会

長門商工会議所

7月25日（土）

香川県

善通寺

善通寺まつり 納涼祭

善通寺市自衛隊協力会
（善通寺商工会議所内）

7月25日（土）

福岡県

筑後

第49回 筑後船小屋花火大会

筑後船小屋花火大会実行委員会 http://www.chikugo.net/ で演出する「花火でポロポーズ大作戦！」も人気のイベント。見事成功

7月25日（土）～26日（日）

大和高田市文化会館（さざんかホール）周辺で開催されるアットホーム
なイベント。夕涼みを兼ねてビアガーデンがにぎわう。
http://www.bingokokufuf ものづくりのまち府中ならではの「たんすリレー」、パレード、踊り、花火
es.com
大会などを開催する。
各企業や団体がミコシを担いで練り歩く雄大なまつり。数カ所の会場で
ステージショーやバンド演奏、パレード等様々なイベントが開催される。
今年61回目を迎える伝統の花火大会。会場では午後からカラオケ大会、
よさこい踊りで賑わう。夜は大ビアガーデンを開催！
善通寺駐屯地内で身近に花火を観られる
約7000発の花火が夏の夜空を彩る。プロポーズの言葉を仕掛け花火
するとハート型の打ち上げ花火が上がり、会場全体で祝福する。

7月25日（土）

長崎県

諫早

諫早万灯川まつり

諫早市
http://www.isahayacci.c 昭和32年の諫早大水害の慰霊祭。本明川に23.000本のろうそくに火を
諫早商工会議所
om/s_matsuri_kawa.php ともし、2,000発の花火を打ち上げる。
諫早観光物産コンベンション協会

7月25日（土）

熊本県

熊本

Street Art-plex Kumamoto
Jazz Open 2015

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

7月25日（土）

熊本県

熊本

Street Art-plex Kumamoto
Great Composer Memorial
J.S.バッハ

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

7月26日（日）

新潟県

上越

直江津祇園祭

直江津祇園祭協賛会

※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。

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。九州を中心に様々な地域からジャズミュージ
シャンが一堂に会する九州最大規模の路上ジャズフェスティバル。
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J.S.バッハの命日にちなんだメモリアルコ
ンサート。
直江津地区にある八坂神社の神様が1年に1度だけ高田エリアへ渡御
し、平和と安全を祈念する祭り。高田エリアから船で還御する神輿を歓
迎すべく、直江津エリアで花火を上げる。

2015年12月4日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

7月29日（水）

千葉県

船橋

船橋港親水公園花火大会

船橋市

http://www.city.funabas
hi.chiba.jp/shisei/shouka
i/0005/p014012.html

花火約8,500発

7月30日（木）～8月1日（土）

北海道

旭川

平成27年旭川夏まつり

旭川夏まつり実行委員会

http://www.ccia.or.jp/ev
ent/summer_fes/

初日はオープニングセレモニーから始まり、「道新納涼花火大会」。2日
目には市民約3,000人が踊り歩く「市民舞踊パレード」、3日目には、ま
つりの華である「大雪連合神輿」など多彩な催しが行なわれる。

7月30日（木）～8月1日（土）

北海道

千歳

ちとせビアガーデン

千歳商工会議所

水都まつり

水都まつり実行委員会
http://www.ogakikanko.j の風物詩として叙情的で夕闇に美しく映える「水門川の万灯流し」、大
（大垣観光協会内） p/event/suitomaturi/ 垣駅通りや本町通りで行われる七夕飾り、大垣おどり大会などいろい

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

ビアガーデンや抽選会などが行われる。
良質で豊富な地下水の恵みに感謝して行う涼感あふれる夏まつり。夏

7月30日（木）～8月2日（日）

岐阜県

大垣

ろな賑やかな催しが繰り広げられる。
治水で石巻の街を救った川村孫兵衛重吉翁を称え、川の恵みに感謝
し先祖を供養するため、大正時代に始まったお祭り。供養祭が厳粛に
http://www.ishinomakika
行われたのち、花火大会や孫兵衛船競漕、各種ステージパフォーマン
wabiraki.jp/
スやブルーインパルスによる展示飛行などのエネルギッシュな催しが
行われる。

7月31日（金）～8月1日（土)

宮城県

石巻

第92回 石巻川開き祭り

石巻川開き実行委員会

7月31日（金）

山形県

酒田

酒田港まつり
酒田湊・甚句流し

酒田湊・甚句流し実行委員会

http://www.sakatakankou.com/event/?dat
e=2015-07-31

酒田甚句に乗り、約2,000人の市民による踊りパレードが市の中心商店
街で繰り広げられる。

7月31日（金）～8月1日（土）

福島県

福島

福島わらじまつり

福島わらじまつり実行委員会

http://www.waraji.co.jp

大わらじパレード・わらじおどり・ダンシングそーだナイト・わらじ競走等
を開催する。

7月31日（金）～8月1日（土)

長野県

下諏訪

お舟祭り

お舟祭り実行委員会
http://shimosuwaonsen.j 諏訪大社下社遷座祭に併せた町民まつりや遷座の行列、お舟の曳行
（下諏訪町、下諏訪観光協会、 p/信州下諏訪お舟祭り/
をご覧いただける。
下諏訪商工会議所）

7月31日（金）

愛媛県

新居浜

にいはま納涼花火大会

にいはま納涼花火大会協賛会

8月1日（土）～4日（火）

岩手県

盛岡

盛岡さんさ踊り

盛岡さんさ踊り実行委員会

8月1日（土）、5日（水）

岩手県

奥州

奥州水沢夏まつり
街なかイベント 花火大会

奥州水沢夏まつり実行委員会

8月1日（土）～2日（日）

宮城県

気仙沼

第64回 気仙沼みなとまつり

気仙沼みなとまつり委員会

http://www.kesennuma.
or.jp/minatomatsuri/

8月1日（土）

山形県

酒田

酒田港まつり
酒田花火ショー2015

酒田花火ショー実行委員会

http://www.sakatakankou.com/event/?dat
e=2015-08-01

新潟県

長岡

長岡まつり

長岡まつり協議会

http://nagaokamatsuri.c
om/index.html

8月1日（土）～7日（金）

富山県

高岡

高岡七夕まつり

高岡七夕まつり実行委員会

8月1日（土）～2日（日）

茨城県

土浦

土浦キララまつり

土浦キララまつり実行委員会

8月1日（土）～2日（日）

栃木県

宇都宮

ふるさと宮まつり

ふるさと宮まつり開催員会

花火大会を行う。
http://www.sansaodori.j
p/

園児みこしや太鼓競演、厄年連演舞披露、水沢ざっつぁか、約9,000発
の花火打ち上げなどが行われる。

8月1日（土）～3日（月）
8月1日：長岡まつり前夜祭
8月2～3日：昼行事
大花火大会

※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。

岩手県の名の由来ともなった三ツ石神社の鬼退治伝説からはじまった
とされる盛岡さんさ踊り。世界記録をもつ「世界一の太鼓大パレード」や
飛び入り参加できる輪踊りも楽しめる。

市民参加による踊り、パレード、打ちばやしと海上打ち上げ花火などを
実施する。
最上川河口の広大な敷地を最大限に利用したダイナミックな花火
ショー。水上スターマインや空中スターマイン、圧巻の2kmに渡る空中
ナイアガラなど見どころ満載。
1日の前夜祭では民謡流しや神輿、長岡空襲慰霊の花火打ち上げを開
催。2～3日にはイベント広場での各種昼行事に加え、夕方から日本三
大花火大会として知られる長岡大花火大会を開催する。
高岡市中心商店街一帯がたくさんの七夕で彩られる。

七夕飾りが装飾された市内で、2千人参加の踊りパレードや山車の巡
行が行われる。
http://www.miyamatsuri. 宇都宮のメインストリートの大通りを中心に、御輿やおはやし、パレード、
com/
木遣り等多彩な催しが繰り広げられる。

2015年12月4日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

7月19日の東町公園での｢子ども太鼓フェスティバル｣で幕を開ける筑後
地区最大の夏祭り。8月3日の｢はっぴい広場｣と｢水の祭典前夜祭｣8月
4日の｢本祭｣、8月5日の｢筑後川花火大会｣と観客を魅了する祭りが一
気に繰り広げられる。
今年101回目となる、伝統ある花火大会。

足利

足利夏まつり
第101回 足利花火大会

足利夏まつり実行委員会

http://www.ashikaga.info
/

栃木県

日光

日光夏の花火

今市納涼祭実行委員会

日光市の大谷川河畔において、花火５０００発を打ち上げる。

東京都

八王子

八王子花火大会

（公社）八王子観光協会

八王子まつりの一週間前に開催される花火大会。3,500発の花火が打
ち上がる。

神奈川県

厚木

第69回 あつぎ鮎まつり

あつぎ鮎まつり実行委員会

8月1日（土）

栃木県

8月1日（土）
8月1日（土）

荒天時2日（日）へ順延
2日中止の場合は8日（土）

お祭り・イベント内容

くるめ水の祭典振興会

久留米

8月1日（土）

公式サイト

水の祭典久留米まつり

福岡県

8月1日（土）～2日（日）

主催者名

http://kurumematsuri.info/

8月3日（月）～5日（水）

8月1日（土）～2日（日）

お祭り・イベント名

静岡県

島田

三重県

津

初日夜の大花火大会を中心とした厚木市内最大のイベント。
http://shimanatsu.eshiz
uoka.jp/

島田夏まつり

島田夏まつり実行委員会

サマーフェスタインひさい

サマーフェスタインひさい
実行委員会

花火打ち上げや市民総踊りを実行する。

福井フェニックスまつり
http://www.fukuicity実行委員会 navi.com/phoenix/

福井市が、戦災や震災等の被害を克服し、復興を遂げた喜びとさらな
る発展を願って昭和29年に始まった市の恒例行事。市民や企業チーム
が地元民踊曲等に合わせてで踊る民踊と、参加チームが地元民踊の
フレーズを取り入れた曲で自由な発想と独自の音楽、衣装、振り付け
で舞い踊るYOSAKOIイッチョライが行われる。

島田市本通の商店街にて夏まつりを開催する。

8月1日（土）

福井県

福井

福井フェニックスまつり
民踊・YOSAKOIイッチョライ

8月1日（土）～2日（日）

島根県

松江

松江水郷祭

松江水郷祭推進会議

8月1日（土）

広島県

呉

第66回 呉の夏まつり
海上花火大会

呉まつり協会
中国新聞社

8月1日（土）～3日（月）

山口県

萩

萩夏まつり

萩夏まつり実行委員会

http://www.haginet.ne.jp
/users/hagicci/natumaturi/index.ht
ml

8月1日萩・日本海代花火大会
2日市民総踊り
3日伝統行事：山車・神輿

8月1日（土）

山口県

新南陽

サンフェスタしんなんよう

新南陽商工会議所

http://www.s-cci.or.jp/

夏祭り及び花火大会を行う。

8月1日（土）～2日（日）

愛媛県

今治

今治市民のまつり 「おんまく」

今治市民のまつり振興会

http://www.onmaku.jp

踊りや郷土芸能の披露、花火打ち上げなどを実施する。

8月1日（土）～2日（日）

熊本県

熊本

城下町くまもと ゆかた祭

熊本市中心商店街等連合協議会

8月2日（日）～4日（火）

秋田県

能代

能代七夕「天空の不夜城」

8月2日（日）

兵庫県

加西

加西サイサイまつり

※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://www.kankoumatsue.jp/event_calenda
r/events/20150112/201508/0001.html

西日本最大級の湖上花火大会 。1日目には3,000発、2日目には6000
発、計9000発の花火が水の都を鮮やかに彩る。また、松江市役所周辺
を中心に様々なイベントが2日間に渡って催される。
呉港湾内にて、自衛艦のイルミネーションをバックに打ちあがる花火は
必見。

夏の風物詩である「ゆかた」の似合う城下町をテーマに、ステージイベ
ントやそうめん流し、肥後花灯篭の展示等が行われる。
平成25年に文献や写真を基に一世紀の時を超えて能代七夕「天空の
不夜城」として復活した高さ17.6mの「嘉六（かろく）」と、大型城郭灯籠と
http://www.noshiro能代七夕「天空の不夜城」協議会 huyajou.jp/
して日本一の高さとなる24.1ｍの「愛季（ちかすえ）」が、8月2日（日）か
ら4日（火）までの３日間能代市内を運行する。
加西市の夏の風物詩、花火大会。市役所駐車場に特設ステージを設
けて、様々なステージパフォーマンスを行う。フィナーレでは丸山総合
http://kanko-kasai.com/
加西サイサイまつり実行委員会
公園付近から花火が打ち上げられる。真夏の夜の夢をお楽しみいただ
きたい。

2015年12月4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

8月3日（月）～5日（水）

群馬県

沼田

沼田まつり祗園祭

沼田まつり実行委員会

8月5日（水）

長野県

上田

第28回 信州上田大花火大会

信州上田大花火大会実行委員会

第356回筑後川花火大会
（水天宮奉納花火大会）

筑後川花火大会実行委員会

8月5日（水）

福岡県

久留米

8月6日（木）～8日（土）

岩手県

久慈

ヤマセあきんど祭り

ヤマセあきんど祭り実行委員会

8月6日（木）～7日（金）

岩手県

奥州

江刺夏まつり 「七夕まつり」

江刺夏まつり実行委員会

8月6日（木）～8日（土）

宮城県

仙台

仙台七夕まつり

仙台七夕まつり協賛会

8月7日（金）～9日（日）

新潟県

新潟

新潟まつり

新潟まつり実行委員会

8月7日（金）～9日（日）

茨城県

水戸

第55回 水戸黄門まつり

一般社団法人水戸観光協会

8月7日（金）～9日（日）

群馬県

桐生

桐生八木節まつり

桐生八木節まつり協賛会

8月7日（金）

群馬県

館林

たてばやし七夕まつり

館林商工会議所

8月7日（金）～9日（日）

東京都

八王子

8月7日（金）～9日（日）

東京都

むさし府中

公式サイト

お祭り・イベント内容

http://www.city.numata.
gunma.jp/matsuri/matsu
ri.html
http://www.numatacci.or.jp/maturi/maturi.h
tm

「まんど」と呼ばれる10台の山車や各町内のみこしが街を練り歩き､目
抜き通りは熱気に包まれる。勇壮な須賀･榛名両神社みこしとまんどの
共演は見るものを圧倒し､女性だけで担がれる天狗みこしが華を添えま
す。200を超える露店は子どもだけでなく大人にとっても楽しみのひとつ
である。
千曲川河川敷から数千発の花火を打ち上げる。

http://kurumematsuri.info/fire.html

1650年（慶安2年）の水天宮奉納花火を起源とし、久留米はもとより筑
後地区一円の人々に古くから親しまれている、名実ともに西日本一の
花火大会。篠山会場・京町会場の2ヶ所で、本年も18000発を打ち上げ
予定。
商店街を会場とするステージイベントやゲーム大会等を実施する。

商店街七夕装飾や年祝連演舞披露、灯籠流し、花火打ち上げなどを行
う。
http://www.sendaitanab 仙台市内中心部および周辺商店街をはじめ、街中が色鮮やかな七夕
ata.com/
飾りで埋め尽くされる。
大民謡流し、住吉行列、花火大会など、「みなとまち新潟」が熱気にあ
http://niigatamatsuri.com/
ふれる真夏の祭典。
http://www.mitokoumon.
千波湖で約4,500発以上の花火が打ち上げられ、山車巡行 、神輿渡
com/festival/mitokoumo
御 、水戸黄門パレード、市民カーニバルなどのイベントが開催される。
n.html
http://kiryu-maturi.net/

商店街を中心に八木節に関するイベントを各所で実施する。
館林で開催される七夕まつり。
関東有数の山車まつり。19台の山車が巡業するほか、神輿渡御、獅子
舞、関東太鼓大合戦、民踊流し等が行われる。

八王子まつり

八王子まつり実行委員会

http://www.hachiojimats
uri.jp/

第55回府中市商工まつり

むさし府中商工会議所

http://www.tama5cci.or.j
p/chamber/maturi/index 市内商工業者の出(展)店、ステージイベント、アトラクション等
.html

第62回を迎える今回は「POWER（パワー）」をテーマに、華やかに開催
する。「願いごと、日本一。」をキーワードに、毎年好評の願いごとふう
せんや願いごと短冊などの願いごとにちなんだイベントをはじめ、地元
の幼稚園児・小学生によるマーチングパレード、安城七夕親善大使パ
レードなど、市民の方々に楽しんでいただける様々なイベントを用意し
ている。
「三原やっさ踊り」をメインに、ステージイベント、屋台村など多数イベン
トを繰り広げる。最終日は、中四国最大級の20号玉（2尺玉）を目玉とし
た花火フェスタでフィナーレを飾る。

8月7日（金）～9日（日）

愛知県

安城

安城七夕まつり

安城七夕まつり協賛会

http://www.anjotanabata.jp/

8月7日（金）～9日（日）

広島県

三原

第40回 三原やっさ祭り

三原やっさ祭り振興協議会

http://www.yassa.net/

8月7日（金）～9日（日）

愛媛県

松山

第50回 松山まつり

松山まつり実行委員会

http://www.m-festa.jp/

8月7日（金）～8日（土）

佐賀県

鹿島

鹿島おどり

鹿島おどり実行委員会

こどもからおとなまで市民総参加型イベント。

8月8日（土）、
8月～10月の第1土曜日

北海道

千歳

軽トラ観光ちとせ市

軽トラ観光ちとせ市実行委員会

朝採り新鮮野菜販売、フリマスタンプラリー他を開催する。

※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。

野球拳おどりおよび野球サンバの演舞、グルメ屋台などを実施する。

2015年12月4日現在

開催日
(平成27年度)

8月8日（土）

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

http://www.ccimorioka.o
r.jp/hanabi/

お祭り・イベント内容
平成27年度は第30回目の開催となり、打ち上げ前に郷土団体等のプ
レイベントを取り入れ早期来場を促す。オープニングでは盛岡市長の
点火式によりオープニングスターマイン500発を打ち揚げ、4部構成の
中にもバラエティに富んだ花火を連続して打ち揚げる。また、恒例の全
国の花火師が製作した自信作10号玉を打ち揚げる「全国花火師の競
演」で盛り上げを図るとともに、打ち揚げ数は10,000発を維持し、今後と
も盛岡市の夏の一大イベントとして開催する。
玉山の夏をより一層熱くする恒例行事。地元商店街などの屋台が並び、
縁日気分いっぱい！歌や踊りのステージ、参加型イベントも盛りだくさ
ん。夜になるとミスさんさ踊りも登場する輪踊りで、盛り上がりは最高潮。
フィナーレには間近で楽しめる迫力満点の花火で締めくくる。
歩行者天国として道路を開放し、各商店会が多彩なイベントを実施。お
盆前の開催ということもあり、お盆用品の販売・花市も兼ねる。
飯田中心市街地一帯で開催。昼間は各商栄会などによる催事の他、
ダンスグループ等の発表があり、夜には「飯田りんごん」を市民で踊り
ながら歩く。前後で飯田人形劇フェスタを開催中。全国、世界の人形劇
団が集結。街が熱く盛り上がる！

岩手県

盛岡

盛岡花火の祭典

盛岡花火の祭典実行委員会

8月8日（土）

岩手県

盛岡

玉山区夏まつり

玉山区夏まつり実行委員会

8月8日（土）、
8月11日（火）～12日（水）

福島県

二本松

二本松の夏祭り

二本松市商店街連合会
夏まつり実行委員会

8月8日（土）

長野県

飯田

飯田まつり 第34回飯田りんごん

飯田まつり実行委員会

8月8日（土）

群馬県

前橋

第59回 前橋花火大会

前橋商工会議所
http://www.maebashi15,000発の打ち上げ花火の他、前橋名物の豚肉料理の販売や、ス
cci.or.jp/sightseeing/mat
前橋市
(公財)前橋観光コンベンション協会 suri_hanabi/193/1776/ テージイベント等を開催。

8月8日（土）

千葉県

館山

館山観光まつり 館山湾花火大会

館山観光まつり実行委員会

http://tateyamacity.or.jp
/hanabi/

特大スターマインをはじめとする花火を、わずか75分で打ち切る「館山
湾花火大会」。

8月8日（土）～9日（日）

岐阜県

可児

可児夏まつり2015

可児夏まつり2015実行委員会

http://kaniyeg.org/natumaturi

花火、踊り、子供向けイベントを行う。
平成元年に始まった地元住民手作りの花火大会。

※荒天順延時は9日（日）

http://www.ii-s.org

8月8日（土）

大阪府

大阪

なにわ淀川花火大会

http://www.yodohanabi.
なにわ淀川花火大会運営委員会 com/

8月8日（土）～9日（日）

鳥取県

米子

第42回 米子がいな祭

米子がいな祭振興会

がいな万灯パレード、花火大会などを実施する。

8月10日（月）

愛知県

犬山

第36回 日本ライン夏まつり
納涼花火大会

日本ライン夏まつり実行委員会

約3000発もの花火が最高のフィナーレを彩る。犬山・各務原共同開催。

8月12日（水）～13日（木）

岐阜県

中津川

中津川夏まつり 「おいでん祭」

中津川夏まつり「おいでん祭」
実行委員会

8月13日（木）

北海道

上砂川

第14回 仮装盆踊り花火大会

仮装盆踊り花火大会
http://www.msknet.ne.jp
運営実行委員会 /~kamiscci/event.html

8月12日は納涼花火大会。13日は風流おどり、みこしなどの催し物を実
施。
ビールパーティー、各種ゲーム、伝統芸能上砂川獅子神楽、子供盆踊
り、仮装盆踊り大会、花火大会を通して、町民は元より次代を担う子供
たちがより活き活きと楽しめることにより、町の活性化と地域経済の発
展に寄与することを目的として開催致している。

8月12日（水）～14日（金）

香川県

高松

第50回 さぬき高松まつり

高松市・高松まつり振興会

http://www.city.takamat
su.kagawa.jp/17760.html

公園広場での各種イベントや花火大会、総おどりなどを実施する。

8月13日（木）～14日（金）

長野県

岡谷

市民祭 岡谷太鼓まつり

岡谷太鼓まつり実行委員会

http://okaya-taiko.jp/

毎年8月13日、14日に開催される岡谷市の市民祭。メインは間口60ｍ
の特設ステージで披露される「岡谷太鼓300人の揃い打ち」。その他、
踊り・各種芸能披露・子どもや長持、太鼓神輿のパレードや全国の和
太鼓奏者が腕を競うコンテストも開催。

8月13日（木）～16日（日）

福井県

大野

おおの城まつり

おおの城まつり実行委員会

花火大会、中学生神輿、盆踊り他のイベントを行う。

8月14日（金）～15日（土）

山形県

鶴岡

荘内大祭

荘内大祭実行委員会

大名行列パレードを行う。

8月14日（金）

新潟県

加茂

越後加茂川夏祭り

夏祭り実行委員会

子供向けイベント、ご当地アイドルコンサート、盆踊り大会、花火大会
等を行う。

※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。

2015年12月4日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

8月14日（金）～16日（日）

岡山県

高梁

備中たかはし松山踊り

備中たかはし松山踊り
実行委員会

8月14日（金）

福岡県

筑後

久富観音堂本綱曳き

久富観音堂本綱曳き保存会

8月15日（土）～16日（日）

岩手県

奥州

江刺夏祭り
みちのく盂蘭盆まつり

江刺夏まつり実行委員会

8月15日（土）

栃木県

日光

第126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

8月15日（土）～17日（月）

静岡県

三島

三島夏まつり

三島夏まつり実行委員会
http://www.mishima（事務局 三島市観光協会） cci.or.jp/maturi/

8月15日（土）

福岡県

筑後

羽犬塚六所宮夏まつり

六所宮夏まつり実行委員会

8月中旬

福岡県

筑後

諏訪神社八朔大祭

諏訪神社奉賛会

8月15日（土）

熊本県

人吉

人吉花火大会

人吉市
人吉商工会議所

8月16日（日）

長野県

飯田

第38回 飯田時又灯ろう流し

時又灯ろう流し実行委員会

8月21日（金）～23日（日）

新潟県

小千谷

おぢやまつり

小千谷市商工観光課
小千谷観光協会
小千谷商議所

8月22日（土）

福島県

須賀川

須賀川市釈迦堂川花火大会

須賀川市釈迦堂川花火大会
http://www.city.sukagaw
発もの花火が楽しめる須賀川の夏の風物詩。有料観覧席もあり、高齢
実行委員会 a.fukushima.jp/hanabi/

8月22日（土）～23日（日）

茨城県

ひたちなか

ひたちなか祭り

ひたちなか祭り実行委員会

花火大会・ギネスに挑戦・ひたちなか踊りパレード・三輪車レースなど

8月22日（土） 午後6時～

栃木県

日光

徳川家康公400年御縁忌記念奉納
日光山輪王寺 第28回薪能

日光山輪王寺 薪能実行委員会 http://rinnoji.or.jp/

徳川家康公の400年御遠忌にあたる年として「記念奉納薪能」を開催す
る。人間国宝 山本東次郎、梅若玄祥氏出演予定。

8月22日（土）
※雨天順延 23日(日)

埼玉県

春日部

春日部夕涼みフェスタ in 公園橋

春日部商工会議所青年部

8月22日（土）

愛知県

豊川

豊川市民まつり
第28回 豊川手筒まつり

豊川市民まつり協議会
豊川手筒まつり実行委員会

8月22日（土）～23日（日）

香川県

丸亀

まるがめ婆娑羅まつり2015

まるがめ婆娑羅まつり
http://www.marugameい「バサラ（白星）キッズ」という2種類のダンスパフォーマンスに加え、
実行委員会 yeg.jp/basara

※毎月第3土曜日開催

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

高梁市を代表する盛大な盆踊り。駅前が歩行者天国になり、輪踊りが
おこなわれる。
6～12歳までの子どもたちがかまどのススを全身に塗り、腰にしめ縄を
http://www.chikugo.net/
張って綱を引き廻して練り歩く。
商店街七夕装飾、年祝連演舞披露、灯籠流し、花火打ち上げ等を行う。
http://www.bbwebarena.com/users/chikag
e/ng/

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。
頼朝公旗挙げ行列、農兵節パレード、子供シャギリ大会、山車シャギリ
大会、当番町山車の競合い、梯子のり、大神輿渡御、武田流流鏑馬、
みしまサンバパレードといった各種イベントを実施する。
商売繁盛、家内安全の神社、日本では最古の夫婦恵毘須神社で行わ
れる筑後市羽犬塚地区の夏祭り。
筑後市山ノ井諏訪神社で行われる地域の夏祭り。午前中は子どもみこ
し、パレードが掛け声とともに地区内を練り歩く。ビンゴゲームや青空屋
台。夜になると盆踊り大会や餅投げ、抽選会などでにぎわう。

花火大会を行う。
http://www.ii-s.org

お盆に合わせて行う花火大会で、市内を流れる天竜川沿いで開催され
る。夕方には新盆の灯籠が流され、夜には花火大会が行われる。この
地域では一番大きな花火大会である。
花火・からくり万灯・闘牛・うまいもの広場等を実施する。
有名花火師たちによる尺玉の競演や音楽創作花火、尺五寸など、1万
者や家族連れ、カップルにも好評。

http://www.kanmasube.c いつも見かける古利根川でボートに乗ったり、カヤック体験、灯篭流し
om/event/2015822tuch
unribuxiliangmifesutaingo ができる。夕暮れ時には川風にあたり素敵な音楽と一服の涼を感じて
ngyuanqiaokaicuishimasu いただきたい。

豊川市内に伝わる伝統の「手筒煙火」約400本を一堂に放揚する。
エネルギッシュな「婆娑羅ダンス風起（ふうき）」と子どもたちの可愛らし
花火大会「婆娑羅花火」がまつりに華やかな彩りを添える。

8月23日（日）

岩手県

久慈

ガタゴンまつり

ガタゴンまつり実行委員会

山車、流し踊りパレード及びステージイベント等を行う。

8月23日（日）

三重県

上野

市民夏のにぎわいフェスタ2015

市民夏のにぎわいフェスタ2015
実施委員会

上野銀座通り等を歩行者天国とし、こどもからお年寄りまで1日楽しく過
ごせる空間を演出する。

※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。

2015年12月4日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

8月24日（月）～26日（水）

山形県

新庄

新庄まつり

新庄まつり実行委員会

8月28日（金）
～9月23日（水・祝）

長野県

諏訪

諏訪湖まちじゅう芸術祭2015

諏訪湖まちじゅう芸術祭
http://suwako-art.jp/
実行委員会

神奈川県

平塚

第65回湘南ひらつか花火大会

湘南ひらつか花火大会
実行委員会

山口県

下松

笠戸島イカダまつり

笠戸島マリンイカダレース
http://www.kvision.ne.jp
手作りイカダで、デザインや、往復約1.5kmのタイムなどを競いあう。
実行委員会 /~k-yeg/ikada.html

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

8月28日（金） 午後7時～
8月30日（日）

お祭り・イベント名

主催者名

公式サイト
http://shinjo-matsuri.jp

お祭り・イベント内容
藩政時代から続く伝統ある山車（やたい）まつり。歴史や物語を題材に
した絢爛豪華な20台の山車が新庄囃子の音色とともにまちを練り歩く。
まつりの起源でもある神輿渡御行列も藩政時代さながらに行われる。
諏訪湖周3市町の17美術館・博物館の共通パスポートを販売し、購入
者は期間中各館に入館できる。周遊してもらうことで、当該地域の滞在
時間延長と観光消費額増加を目指す誘客イベント。各館ではギャラ
リートークやコンサートなど様々なプログラムを実施する。
夏の夜空に約3,000発の花火を打ち上げ、涼風を呼び湘南潮来を彩る。

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

展等を開催。
9月2日（水）

岩手県

奥州

9月5日（土）～6日（日）

北海道

岩見沢

9月5日（土）～6日（日）
※雨天決行

栃木県

日光

水曜市感謝祭

蔵まち市事業推進委員会

空そば祭り

空そば推進協議会

日光市市制施行10周年記念
日光東照宮400年式年大祭記念
第16回日光ツーデーウォーク

9月6日（日）

群馬県

太田

手づくり呑龍さま祭り

9月6日（日）

福井県

小浜

旨いもんすごろく in 小浜

9月6日（日）

大阪府

八尾

八尾河内音頭まつり

9月9日（水）～10日（木）

新潟県

小千谷

9月12日（土）

群馬県

沼田

http://www.sorachi.pref.
hokkaido.lg.jp/ss/srk/sh
oko/sorachinosoba.htm

全国有数の生産量を誇る「そばどころ」北海道空知で生産されたそば
料理の提供、そば製品、加工品等の販売など、「空知のそば」を存分に
満喫できるイベント。
世界遺産に登録されている東照宮、輪王寺、二荒山神社を中心とした
「日光の社寺」に点在する文化財等に触れ、豊かな自然に心なごませ
ながら、魅力に満ちた「日光路」を歩き、心と体のリフレッシュを図る事
により、日光の地域振興と誘客宣伝並びに市民の健全な健康増進に
寄与する。

日光ツーデーウォーク
実行委員会

呑龍上人が開山した大光院では毎年9月7日～9日にかけて、呑龍上人
を偲ぶ開山忌法要が行われる。開山忌期間中あるいはその前後の日
太田市観光事業ＰＲ委員会
曜日などに「呑龍市」と併せて開催する。物産、野菜・果実の販売や太
田やきそばなどのグルメの出店も行われる。臨時観光案内所が開設さ
れゆかりの地を紹介する。愉快なちんどん屋が場を盛り上げる。
まち歩きゲームと小浜をはじめ嶺南グルメや特産を楽しんでもらうイベ
旨いもんすごろく in 小浜
実行委員会
ント
約50の連が会場を練り歩く河内音頭グランプリ、吹奏楽や河内音頭ま
http://www.yaokawachio
八尾河内音頭まつり振興会
つりダンスコンテスト・大道芸などのふれあいステージ、Ｂ級グルメや市
ndo.com/
内飲食店が出店するマルシェ、河内音頭大盆踊り大会などを行う。

片貝まつり

片貝煙火協会

第3回 沼田花火大会

沼田花火大会実行委員会

9月12日（土）

愛知県

豊橋

第20回 炎の祭典

炎の祭典実行委員会

9月13日（日）

佐賀県

鹿島

かしま伝承芸能フェスティバル

かしま伝承芸能フェスティバル
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。

市内外の商工業者による展示販売他を実施する。

世界一の4尺玉をはじめとした奉納花火を行う。
http://www.numatahana
bi.com

平成25年、43年ぶりに沼田の夜空に花火が彩られ､仕掛け花火や市内
小学校の児童たちの考案による花火など、約1万発が沼田の夜空へ打
ち上げられる。

http://www.toyohashicci.or.jp/event/honoo/

豊橋発祥の手筒花火を中心とした観光イベント。手筒花火は竹筒を脇
に抱え、火の粉を体に浴びながら打ち揚げられ、20mにものぼるいくつ
もの炎の柱は他にはない壮大なスケール。手筒花火以外にも、仕掛花
火など多彩な花火に加え、和太鼓「志多ら」演奏などで会場を盛り上げ
る。観覧席は全席有料（炎の祭典HP参照）。
伝承芸能が多く残る鹿島市ならではの祭典。

2015年12月4日現在

開催日
(平成27年度)

都道
府県名

商工
会議所名

9月18日（金）～19日（土）

福岡県

筑後

第46回 ちっご祭り

ちっご祭実行委員会

http://www.city.chikugo.l 市民総参加の祭りとして賑わい、メイン会場ステージではダンスコンテ
g.jp/kankou/
ストをメインとして催し物が行われる。

9月18日（金）～20日（日）

長崎県

諫早

のんのこ諫早まつり

のんのこ諫早まつり振興会

http://www.maturi.isaha
ya.net/

諫早伝統の皿踊りや郷土芸能を披露する。

第33回 ふるさと百餅祭り

（一社）岩見沢市観光協会

http://www.iwamizawakankou.com/

世界一の杵と大臼を使い、一度に60kgのお餅をつく。

にいがた総おどり

新潟総踊り祭実行委員会
新潟商工会議所

http://www.sohodori.net/

日本海側最大の規模を誇り、15,000人の踊り子が集結する踊りの祭典。

第127回 日光街道今市宿｢六斎市｣

http://www.bbwebにぎわいのあるまちづくり研究会 arena.com/users/chikag
e/ng/

9月19日（土）
～21日（月・祝）
9月19日（土）
～21日（月・祝）
9月19日（土）
※毎月第3土曜日開催

北海道
新潟県
栃木県

岩見沢
新潟
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

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。
「関東三大祭り」の一つと言われるおまつりは、「神幸祭」「例祭･奉祝
祭」「還幸祭」と3日間おこなわれ、菊花紋の大神輿と絢爛豪華な山車
や勇壮な幌獅子など40数台が市中心部を巡行する。2日目には奉納相
撲として、茨城県高等学校相撲選手権大会が常陸國総社宮で開催さ
れる。また、聖徳太子を象ったものなど、13台の山車の上に飾られてい
る2mの大きさの人形も必見。全国から数万人もの観光客が訪れる石
岡のおまつり。ぜひ石岡へお越しいただきたい。
地域で頑張る地元企業が一堂に出展。モノづくり体験コーナーや越前
市が誇る3伝統産業・三大グルメを紹介する。

9月19日（土）
～21日（月・祝）

茨城県

石岡

石岡のおまつり
常陸國總社宮例大祭

石岡のおまつり振興協議会

9月19日（土）
～21日（月・祝）

福井県

武生

越前モノづくりフェスタ2015

越前モノづくりフェスタ
実行委員会

9月19日（土）
～21日（月・祝）

岡山県

児島

サンセットフェスタinこじま

サンセットフェスタinこじま
実行委員会

瀬戸内海に沈む美しい夕陽を見ながら、音楽を聴いて楽しむ。

9月20日（日）

北海道

岩見沢

いわみざわ情熱フェスティバル

いわみざわ情熱フェスティバル
実行委員会

地元企業製品の展示や地元農産物・加工品の販売をはじめ、地元食
材をふんだんに使った飲食店が多数出展するなど、岩見沢ブランドに
こだわったイベント。

9月20日（日）

岩手県

奥州

第59回 秋の商人まつり、
第14回 奥州YOSAKOI in みずさわ

奥州商工会議所
http://www.yosakoi奥州YOSAKOI in みずさわ
mizusawa.net
実行委員会

市内外の商工業者による展示販売、よさこい演舞披露などが行われる。

9月20日（日）
～23日（水・祝）

福島県

会津若松

會津十楽 秋の陣

春の陣に続く、秋の開催。鶴ヶ城に蒲生時代の当時の自由市を再現し
サムライシティプロジェクト
http://aizu-jyuraku.jp/
実行委員会
た食や技のブースが設けられる。

9月21日（月・祝）
～23日（水・祝）

福島県

会津若松

会津まつり

会津まつり協会

メインイベントの会津藩校行列（9月23日）は総勢500名が武者姿で街を
練り歩く。期間中、提灯行列や童子行列、磐梯山踊り等多彩な催しが
繰り広げられる。

9月26日（土）～27日（日）

岐阜県

恵那

ＥＮＡみのじのみのり祭

ＥＮＡみのじのみのり祭
実行委員会

市内の食材を使った食の祭・郷土芸能・創作御輿等。

9月26日（土）～27日（日）

愛知県

豊田

とよた産業フェスタ2015

産業及び消費諸活動、市事業を紹介することで、市民の関心を高め、
とよた産業フェスタ2015
http://www.toyota.or.jp
実行委員会
活性化を図る。

9月26日（土）～27日（日）

福岡県

久留米

久留米焼きとり日本一フェスタ

久留米焼きとり文化振興会

http://www.kurumeyakit
ori.or.jp/fesuta.html

9月26日（土）～27日（日）

鹿児島県

指宿

第68回 指宿温泉祭

指宿温泉祭実行委員会

http://www.onsenmaturi.
神輿や花火・ハンヤ踊りといった各種催しを行う。
com

※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://ishiokakankou.com/

「焼きとり店密集地・久留米」の名物イベント「久留米焼きとり日本一フェ
スタ」、今年は9月26日･27日に開催される。今年のテーマは「日本一の
久留米焼きとりと筑後の地酒。ようこそ焼きとりのテーマパークへ!」

2015年12月4日現在

