
 
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 

3月25日(水)～4月5日(日) 佐賀県 鹿島  旭ヶ丘公園桜まつり     佐賀県三大桜の名所のひとつである。 

3月28日(土)～4月25日(土) 
※メインイベント：4月12日(日) 

群馬県 沼田  第27回 沼田公園桜まつり 沼田商工会議所青年部 
http://www.numata-
cci.or.jp 

市民憩いの沼田公園内を1500個の提灯で飾り付け、鐘楼や御殿桜が
ライトアップされる。メインイベントの日には物産横丁、地域交流イベン
ト、フリーマーケット、緑の募金緑化苗木配布、花いっぱい運動のほか、
ゆるキャライベントやミニ電車乗車体験、バルーンアートといったイベン
トが行われる。 

3月下旬より約2週間 
※ボンボリは桜開花状況にあわ 
  せて実施 
※点灯・大和高田市文化協会民 
  謡等ステージは  4月5日(日) 

奈良県 大和高田  名所高田千本桜 
大和高田市 
大和高田市文化協会 
大和高田商工会議所 

  

高田川桜の開花時期に合わせ、花見客の安全を図るため企業協賛ボ
ンボリを327本設置点灯するほか、市の実施する桜のライトアップもあ
る。大中公園桜華殿では文化協会による民謡踊りやそのほか野点席
等あり。 

4月1日(水)～30日(木) 福井県 福井  ふくい春まつり ふくい春まつり実行委員会 
http://www.tanosimiha-
fukui.com/ 

福井市のまちなかで、歴史・文化・食のおもてなしを多彩なプログラム
で展開する。福井ゆかりの武将や姫君たちが桜舞う福井城下を練り歩
く「越前時代行列」は春の恒例行事として定着している。 

4月3日(金)～19日(日) 新潟県 上越  高田城百万人観桜会 
(公社)上越観光コンベンション協会 
上越市 
上越商工会議所 

http://www.joetsu-
kanko.net/kanoukai/ 

高田城跡（現・高田公園）で実施するお花見イベント。日本三大夜桜、
日本夜景遺産ライトアップ夜景遺産、日本三大夜城としても知られる。 

4月3日(金)～5日(日) 富山県 富山  第61回 全日本チンドンコンクール 
全日本チンドンコンクール 
             実行委員会 

  全国からチンドンマンが集結する唯一のコンクールが実施される。 

4月3日(金)～5日(日) 山梨県 甲府  第44回 信玄公祭り 
山梨県信玄公祭り実行委員会 
甲府市信玄公祭り実行委員会 

http://www.yamanashi-
kankou.jp/shingen/ 

信玄公の命日（4月12日）の前の金～日曜に盛大に開催され、土曜日
の夕方からは、県内各地から1,500名の軍勢が舞鶴城公園に集結し、
川中島に向け出陣する様子を再現する。その規模は世界最大級。燃え
盛るかがり火のもと、信玄公をとりまく勇猛果敢な武田二十四将ととも
に執り行う出陣の儀式・三献の儀から「風」「林」「火」「山」の各軍団の
出陣へと、華麗な中にも勇ましい一大戦国絵巻が繰り広げられる。 

4月4日(土)～6月28日(日) 
      の土、日、祝日 

福島県 会津若松  會津十楽 春の陣 
サムライシティプロジェクト 
             実行委員会 

http://aizu-jyuraku.jp/ 
約400年前、会津を支配した蒲生時代にタイムスリップ。鶴ヶ城に当時
の自由市を再現した食や技のブースが設けられる。 

4月4日(土) 
       ～11月30日(月) 

群馬県 高崎  高崎オープンカフェ 高崎商工会議所 
http://www.takasakicci.o
r.jp/takacafe/ 道路上にオープンカフェを設置し賑わい創出を行う。 

4月4日(土)～5日(日) 埼玉県 狭山  桜まつり 桜まつり実行委員会   
狭山稲荷山公園特設ステージにて、日本舞踊・こと・ダンス他が披露さ
れる。 

4月4日（土）～5日（日） 千葉県 八千代  源右衛門祭 源右衛門祭実行委員会 
https://www.facebook.c
om/genemonmatsuri 

源右衛門祭は、八千代市を南北に流れる「新川」を開削した人夫達に
感謝と往時を偲びつつ、地域活性化を目指すお祭りである。当日は、
お祭りの名物直径2ｍの大鍋「源右衛門鍋」やニッポン全国鍋グランプ
リ2015で優勝を飾った「もちぶた炙りチャーシューバージョンとん汁」の
販売、市内の中学校の吹奏楽を中心としたステージイベントを開催す
る。 

4月4日（土）～5日（日） 神奈川県 秦野  第32回 秦野桜まつり 秦野桜まつり実行委員会 
http://www.hadano-
cci.or.jp/sakura/sakura.
htm 

秦野市の桜の名所の観光を目的に、飲食店の出店や茶の湯野点サー
ビス、歌謡ショーなどのイベントを実施する。 

 

※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 
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(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 

4月4日（土）：試楽祭 
4月5日（日）：本楽祭 

愛知県 犬山  第381回犬山祭 犬山お城まつり実行委員会 車山巡行、からくり奉納。ユネスコ無形文化遺産登録候補 

4月4日（土） 島根県 松江  松江武者行列 松江武者行列実行委員会 
http://www.musha-
gyoretsu.jp/index.html 

松江開府の祖、堀尾吉晴公とその一行が松江城に入城する様子を再
現した絢爛豪華な時代絵巻。勇壮な武者や色鮮やかな姫などに扮した
大勢の市民が参加し、松江城を目指し桜咲く市内を練り歩く。 

4月11日（土）～12日（日） 熊本県 人吉  民謡民舞九州地区大会 

日本民謡協会九州地区大会 
             実行委員会 
公益法人日本民謡協会 
人吉商工会議所 

  民謡民舞の大会が行われる。 

4月12日（日） 静岡県 焼津  焼津みなとまつり 焼津みなとまつり実行委員会   ファン感謝デーとして焼津の水産加工品を安く販売する。 

4月17日（金） 富山県 氷見  まるまげ祭り 氷見市観光協会   

幸せな結婚を願った芸妓たちが、人妻を象徴する「丸まげ」を結い、市
内の千手寺（幸町）の観音様に願かけをしたのが由来。花笠童子を先
頭に、太鼓台や稚児、御輿、その後に県内各地から集まったまるまげ
を結った"まるまげ孃"など総勢100人余りが行列する。 

4月17日（金）～18日（土） 富山県 氷見  ごんごん祭り 鐘つき大会 氷見市観光協会   

雨乞い、報恩と厄よけの法会とともに、力自慢の若者たちが長大な松
の生木の丸太で、釣り鐘を連打したことから「ごんごん祭り」と名づけら
れた。 

4月18日（土）～19日（日） 山形県 鶴岡  鶴岡桜まつり 鶴岡観光協会   お花見茶会や短歌大会などが開催される。 

4月18日（土）～19日（日） 東京都 八王子  花と緑のまちづくりフェア 八王子ファッション都市協議会   
中心市街地を花と緑で彩るイベント。各種フラワーイベントを開催する
とともに街角コンサートなど花と音楽で街を演出する。 

4月18日（土） 
 ※毎月第3土曜日開催 

栃木県 日光  第122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 
http://www.bbweb-
arena.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。 

4月18日（土） 
11月3日（火・祝） 

三重県 津  高虎楽座 高虎楽座運営協議会 
http://meteoplanet.jp/g
a/takatora/ 

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
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
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。 

4月18日（土）～19日（日） 
※秋は日程未定・例年10月11日
ころ開催 

奈良県 大和高田  高田おかげ祭り 
大和高田市 
片塩振興協議会 

片塩商店街ブログで情
報発信 
http://katashio.eemachi.
com/ 

伊勢神宮に至る市内横大路は江戸時代末期流行したおかげ参り一行
をもてなしたところ。隣接する片塩商店街ではおかげの心を受け継ぐイ
ベントを春秋2回開催する。秋はおかげ踊りパレードもある。 

4月25日（土）～26日（日） 岩手県 久慈  久慈春まつり 久慈春まつり実行委員会   
郷土食の販売や地元中高生吹奏楽部などステージイベントが開催され
る。 

4月25日（土）～26日（日） 新潟県 新潟  アートミックスジャパン2015 
アートミックスジャパン2015 
             実行委員会 

http://artmixjapan.com/ 
若者から高齢者まで、気軽に日本の伝統芸能と一流の作品に触れら
れる「和の祭典」である。 

4月25日（土）～26日（日） 群馬県 高崎  高崎商都博覧会 高崎商工会議所 
http://www.takasakicci.o
r.jp/takasaki5/ 

高崎駅周辺の大型店4店の共同販促イベント。共通商品券総額230万
円分のガラポン抽選会を実施する。 

4月25日（土）～26日（日） 群馬県 沼田  第2回 沼田公園ディスクドッグ大会 （株）NDA 沼田商工会議所 
http://www.discdog.co.jp
/ 

フライングディスクを人間が投げ、犬がそれを追いかけて地上や空中
でキャッチすることにより得られるポイントの合計点で順位を争う。会場
では地元物産のお店も出店する。 

4月25日（土） 三重県 津  グリーンフェスティバル 久居まつり実行委員会   キャンドルナイトやマルシェなどが開催される。 

4月28日（火） 
      ～5月28日（木） 

群馬県 沼田  迦葉山大開帳 迦葉山中峯尊大開帳奉賛会 
http://www.kasyouzan.jp
/ 

10年に1度の大開帳。弥勒寺中峯堂奥殿の厨子が10年ぶりに開かれ
｢お天狗様｣を拝見可能。 

4月29日（水・祝） 栃木県 足利 
 足利春まつり 
  まちなかウォーク 

足利春まつり実行委員会 
http://www.ashikaga.info
/ 中心街のチェックポイントを巡るスタンプラリー。 

※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 
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4月29日（水・祝） 
        ～30日（木） 

群馬県 沼田 
 わらべフェスタ･柳波まつり 
  正覚寺観音まつり 

沼田商工会議所 
正覚寺 

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

童謡作家「林柳波｣にちなんだイベントで中心商店街を歩行者天国にし
て、街角コンサート、わらべ駅伝、沼田そばまつり、木工広場（体験）な
どのイベントを始め、各商店街の大廉売市を行う。 

4月29日（水・祝） 広島県 呉  第58回 呉みなと祭 呉まつり協会   呉の春の一大イベント。 

5月1日（金） 富山県 高岡  高岡御車山祭 高岡御車山保存会 
http://www.mikurumaya
ma.jp/ 御車山（みくるまやま）と呼ばれる2基の山車が奉曳される。 

5月1日（金）～5日（火・祝） 山口県 萩  萩焼まつり 萩焼まつり実行委員会 

http://www.haginet.ne.jp
/users/hagi-
cci/hagiyakimaturi/index
.html 

萩焼即売会、テーブルコーディネート展、ろくろ体験コーナー等 

5月2日（土） 栃木県 足利 
 足利春まつり 
  足利道楽・楽ジュアリーツアー 

（株）JTB関東 
http://www.ashikagadou
raku.jp 足利銘仙（着物）姿で、まちなかを散策できる。 

5月2日（土）～5日（火・祝） 山梨県 甲府  正ノ木稲荷祭り 稲積神社 
http://www.inazumijinjya
.com/ 

「正ノ木さん」の名で親しまれているこのお祭りは、甲府3大祭りの一つ
で、江戸時代から続く農業の神のお祭り。このお祭りの時期は、霜の心
配がなくなるころで、かつて農家ではいっせいに種まきや苗の植えつけ
にとりかかった。今ではその種や苗を買いに来る農家の姿はすっかり
減り、植木や花が中心の植木市となったが、出店などもたくさん並び多
くの人で賑わう。 

5月2日（土）～3日（日・祝） 神奈川県 茅ヶ崎  第60回 大岡越前祭 第60回大岡越前祭実行委員会 
http://www.chigasaki-
cci.or.jp/echizen/ 

江戸時代の名奉行、大岡越前守忠相公の遺徳を偲び開催されるお祭
りである。 

5月2日（土）～3日（日・祝） 宮崎県 日南  海幸・山幸マルシェ日南2015 
海幸・山幸マルシェ日南2015 
             実行委員会 

http://www.icchaga.net/
marche/ 生産者こだわりの食を提供するイベント。 

5月3日（日・祝） 
        ～4日（月・祝） 

青森県 青森 
 第9回 津軽三味線日本一決定戦・ 
  津軽文化の夕べ 

津軽三味線日本一決定戦 
             実行委員会 

  津軽三味線奏者日本一決定戦や100人大合奏等を実施する。 

5月3日（日・祝） 岐阜県 大垣  柴燈大護摩供 柴燈大護摩供実行委員会   
除災招福の願いを込めた、護摩木、護摩札を燃え盛る護摩壇に投げ
入れ供養する火祭り。 

5月3日（日・祝） 
        ～5日（火・祝） 

広島県 広島 
 2015ひろしま 
  フラワーフェスティバル 

ひろしまフラワーフェスティバル 
             実行委員会 

http://www.hiroshima-
ff.com/ 

1977年に始まり、今年で39回目の開催となる広島最大級のイベント。
パレード、ステージ、ひろばの3部門を中心に構成され、毎年ゴールデ
ンウィークの3日間で、160万人を超える人出で賑わっている。 

5月3日（日・祝） 
        ～4日（月・祝） 

広島県 竹原  たけはら竹まつり 竹原市観光協会 
http://www.takeharakan
kou.jp/ 

和服の竹原娘や、たけはらかぐや姫が接待する「ガン封じ笹酒の振る
舞い」、竹細工教室、たけのこ料理 、たけのこ狩りなど｢竹｣をテーマに
様々なイベントが催される。 

5月3日（日・祝） 山口県 下関  しものせき海峡まつり しものせき海峡まつり実行委員会 

http://www.shimonoseki.
yamaguchi.jp/kanko/tim
e-
l/kaikyo_fes/index.html 

源平武者行列、源平船合戦、源平弓合戦、先帝祭（上臈道中）等。 

5月3日（日・祝） 
        ～4日（月・祝） 

福岡県 福岡  第54回 博多どんたく港まつり 福岡市民の祭り振興会 
http://www.dontaku.fuku
net.or.jp/ 

どんたく広場でのパレード、市内34か所の演舞台設置など多彩な催し
でにぎわうGW最大級のお祭り。 

5月4日（月・祝） 
        ～5日（火・祝） 

青森県 青森  第10回 AOMORI春フェスティバル 
AOMORI春フェスティバル 
             実行委員会 

http://www.harufes.com
/ 大型ねぶた・よさこいのパレード等を行う。 

5月5日（火・祝） 山形県 山形  スプリングフェスティバル 
スプリングフェスティバル 
             実行委員会 

  
白バイやはしご車、リフト車など、約30台ほどの働く車を集めて展示す
る。 

5月8日（金）～10日（日） 山形県 山形  薬師祭植木市 薬師祭植木市実行委員会 
http://www.yamagata-
cci.or.jp/user/eve/ev_ue
ki.html 

日本三大植木市の一つとされる「薬師祭植木市」。 400年以上の歴史
をもつ植木市は、山形城主最上義光公が大火で焼失した城下に緑を
取り戻そうと 住民に呼びかけたのが始まりと言われている。 薬師公園
と周辺約3キロの通りに植木や縁日など約400店が出店する。  

※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 
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(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 

5月9日（土）～10日（日） 神奈川県 茅ヶ崎  茅ヶ崎アロハマーケット2015 茅ヶ崎アロハ委員会 
http://www.chigasaki-
cci.or.jp/aloha/market.ht
ml 

アロハマーケット会場ではアロハな精神の企業（アロハシャツ・ハワイア
ン飲料・食べ物・ハワイアン雑貨・ジュエリー・ＣＤ・ツーリスト等）の出店、 
ハワイアンミュージック、フラダンス、その他親子で楽しめるワークショッ
プ（ハワイアンキルト・リボンレイ・ウクレレ教室・フラ体験教室）などを開
催し、ハワイの文化を身近に感じてもらい、興味を持ってもらおうと実施
している。 

5月9日（土）～10日（日） 岐阜県 大垣  大垣まつり 
大垣まつり実行委員会 
（大垣観光協会内） 

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

国の重要無形民俗文化財に指定された「大垣祭の軕（やま）行事」や御
輿の渡御、約600 店にも及ぶ露店など、360年余の伝統を誇るまつり。 

5月11日（月） 熊本県 熊本 

 Street Art-plex Kumamoto 
  Great Composer Memorial 
   ボブ・マーリー リスペクト 

Street Art-plex Kumamoto 
             実行委員会 

http://artplex.jp/ 

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、今回はレゲエの神様“ボブ･マーリー”のメモリア
ルコンサートを開催。 

5月12日（火） 静岡県 静岡 
 第70期囲碁因坊戦第一局 
 家康公ゆかりの地を巡るツアー 

第70期囲碁因坊戦静岡市 
             実行委員会 

http://www.city.shizuok
a.jp/143_000021.html#h2
_4 

家康公は、碁打衆を保護し、近世囲碁の発展・振興に絶大な貢献を果
たした。家康公の薨去400年を迎える平成27年に、「家康公四百年祭」
の一環として、家康公とゆかりの深い『囲碁本因坊戦』『将棋名人戦』を
開催する。 

5月15日（金） 富山県 高岡  伏木曳山祭「けんか山」 伏木曳山祭実行委員会 
http://www.senmaike.ne
t/kenkayama/top.html 勇壮な曳台を伏木の街中で引き廻し、日本海に春が来たことを告げる。 

5月16日（土） 
 ※毎月第3土曜日開催 

栃木県 日光  第123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 
http://www.bbweb-
arena.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。 

5月16日（土）～6月7日（日） 群馬県 前橋  平成27年度 春のばら園まつり ばら園まつり実行委員会 
http://www.maebashi-
cvb.com/event/e_sp_ros
e.htm 

前橋敷島公園において約600種・700本のバラの開花最盛期に各種イ
ベントを開催する。 

5月16日（土）～17日（日） 神奈川県 茅ヶ崎  湘南祭2015 湘南祭実行委員会 
http://www.chigasaki-
cci.or.jp/shonan_festival
/ 

市内の名店が集まった湘南屋台村やフリーマーケット、ビーチサッカー
大会をはじめとする各種スポーツ・イベント、ステージではライブやダン
ス等がにぎやかに行われている。 

5月16日（土）～17日（日） 福岡県 筑後  第29回 絣の里巡りｉｎ筑後 絣の里巡り実行委員会 http://www.chikugo.net/ 
市内の久留米絣工房を一般開放し、かすりに直接ふれてもらうイベント。
藍染・手織り体験、各工房の手作りのもてなしを楽しめる。 

5月19日（火）～21日（木） 山形県 酒田  酒田まつり 酒田まつり実行委員会 
http://www.sakata-
kankou.com/event/?dat
e=2015-05-19 

上下両日枝神社の例大祭「山王祭」として、1609年から一度も休むこと
なく続いているお祭りで、酒田大火復興記念となった昭和54年から「酒
田まつり」として開催している。 

5月23日（土） 山形県 長井  ながい黒獅子まつり ながい黒獅子まつり実行委員会 
http://yamagata.kankou
-nagai.jp/festival/ 

市内各神社に伝わる黒獅子舞いが5月下旬、市内中心部に一堂に会し、
勇壮な舞いを次々と繰り広げる。 

5月23日（土）～24日（日） 愛知県 豊川 
 第27回 豊川市民まつり 
  「おいでん祭」 

豊川市民まつり協議会 
おいでん祭実行委員会 

http://www.toyokawa-
cci.org/oiden/oiden.htm 

豊川市内の商店、農業関係者、緑化関係者等による大テント市が並ぶ
他、「よさこいｉｎおいでん祭」や市民“おどら舞”コンテスト＆ダンスフェ
スティバルや、フリーマーケット、愉快なキャラクターショーなど様々な
イベントやバザーが盛大に行われる。 

5月23日（土）～24日（日） 福岡県 北九州  門司みなと祭 門司みなと祭協賛会 
http://www.kitakyushuc
ci.or.jp/mojiminato/index
.html 

昭和9年に始まった伝統的なお祭り。祝賀パレードや艦船公開、バナナ
の叩売り、田野浦提灯山といったイベントが開催される。中でも、ミス
ポート門司を先頭に、約2,500人が参加する祝賀パレードは壮観。 

5月25日（月） 山形県 鶴岡  鶴岡天神祭り 天神祭実行委員会   仮装パレードが実施される。 

5月30日（土） 栃木県 鹿沼  鹿沼さつき祭り協賛花火大会 
鹿沼さつき祭り協賛花火大会 
             実行委員会 

http://www.kanuma-
kanko.jp/miru/event_det
ails10.shtml 

花火大会を開催する。 

5月30日（土） 
      ～6月28日（日） 

千葉県 佐原  水郷佐原あやめ祭り 水郷佐原水生植物園 

http://www.city.katori.lg.
jp/suisei-
syokubutsuen/ayame.ht
ml 

東洋一の規模を誇る400種150万本の花菖蒲が艶やかに咲き、一面を
紫色の絨毯に染め上げる。また、園内水路をサッパ舟に乗って巡ること
もできる。 

※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 
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5月31日（日） 佐賀県 鹿島  鹿島ガタリンピック 鹿島ガタリンピック実行委員会 
http://www.gatalympic.c
om 干潟の上の大運動会。 

6月4日（木）～7日（日） 群馬県 高崎  高崎バル2015・初夏 高崎飲食業活性化協議会 
http://www.takasakicci.o
r.jp/bar/ 

チケットを購入し、会社帰りや買い物帰りに“食べ歩き”と“まち歩き”を
楽しむことのできる飲食イベント「高崎バル2015・初夏」を開催する。 

6月5日（金）～7日（日） 石川県 金沢  第64回 金沢百万石まつり 
第64回金沢百万石まつり 
             実行委員会 

http://100mangoku.net/ 武者行列を中心としたパレードと催事。 

6月5日（金）～7日（日） 長野県 塩尻 
 第48回 木曽漆器祭 
  ・奈良井宿場祭 

木曽漆器祭・奈良井宿場祭 
             実行委員会 

http://shikki-
shukuba.shiojiri.com/ 

木曽平沢で行われる年に一度の大漆器市。町並みには180店舗もの
店が建ち並び、職人の精魂込めた銘品・一品をはじめ、この日しか出
品されない製品や蔵出し物が店先に並び、最近では若者向けの創作
漆器も商品化されている。奈良井宿場祭のメインイベントは「お茶壺道
中」。江戸時代徳川将軍家御用のお茶を毎年京都宇治から中山道、甲
州街道を経由し、江戸まで運んだ道中行列を再現したものである。 

6月5日（金）～7日（日） 広島県 広島  2015ゆかたできん祭 ゆかたできん祭実行委員会   

「ゆかたで歩く。ゆかたで踊る。ゆかたで遊ぶ。」をキーワードに、広島
の夏の風物詩である「ゆかた」をコンセプトとする参加型の祭りとして開
催。夜の観光資源としての広島市内中心部の賑わいの創出を図る。 

6月7日（日） 和歌山県 御坊  ごぼう商工祭2015 御坊商工会議所 
http://www.gobo-
cci.or.jp 

御坊が誇るうまいもんフードコート、高校生文化クラブによる演奏・作品
展示等が行われる。 

6月12日（金）～13日（土） 富山県 砺波  となみ夜高まつり 砺波夜高振興会 http://www.yotaka.jp 夜祭りとして夜高行燈を市街地に曳き回すけんか祭り。 

6月12日（金）～28日（日） 富山県 砺波  第30回 頼成の森 花しょうぶ祭り 
頼成の森花しょうぶ祭り 
             実行委員会 

  
砺波市内の県民公園頼成の森に咲く600品種70万株の花しょうぶを鑑
賞するイベント。 

6月14日（日） 岩手県 奥州 
 第58回 春の商人まつり 
  まちフェス in 奥州音の祭典 

奥州商工会議所 
奥州エフエム放送（株） 

  市内外の商工業者による展示販売、音楽ライブ等が開催される。 

6月20日（土） 
   ※毎月第3土曜日開催 

栃木県 日光  第124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 
http://www.bbweb-
arena.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。 

6月21日（日） 岐阜県 関 

 東日本大震災復興支援事業 「関 
 の刃物とまちおこし」  日本“ど真 
 ん中『関』‘ご当地グルメ’会”2015 

関商工会議所 
（中心商店街活性化対策委員会） 

http://www.sekicci.or.jp
/ 

元気の出る賑わいの溢れる当グルメ大会を行うことにより、中心市街
地の発展と地域振興を図ることを目的とする。 

6月27日（土）～28日（日） 静岡県 袋井  全国メロンサミットinふくろい 
全国メロンサミットinふくろい 
          開催実行委員会 

  

全国の参加産地のメロンや加工品の即売を中心とした企画の開催に
よって、広く一般の方に向けてメロンの魅力やおいしさを伝え、メロン消
費の拡大を図る。 

※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 
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