
　平成２１年度移行記念事業

1 第２４回津久井やまびこ祭り 10月25日 中野中学校校庭　ほか
特産品展、フリーマーケット、ステージイベント等を実
施。

津久井経済課

2 藤野ふる里まつり 10月25日
・名倉グラウンド
・ふじの森のがるでんセンター
・和田の里体験センター

さらなる地域の活性化をめざす藤野最大のイベント 藤野経済環境課

3 造形「さがみ風っ子展」
10月30日～

11月1日
淵野辺公園

市立小・中学校、特別支援学校、市立幼稚園、県立
高校の図工・美術の作品を展示する野外の大作品展

学校教育課

4 都市づくりシンポジウム 10月31日 あじさい会館
広域交流拠点を目指した本市のまちづくりを考えるた
めにシンポジウムを開催

都市整備課

5 市民ウォーキング大会 11月3日 麻溝公園周辺 健康づくりのためのウォーキング大会 スポーツ課

6 甲州街道　小原宿本陣祭 11月3日 相模湖町小原地区 大名行列、大名茶会、昔の祭り、大道芸など 相模湖経済環境課

7 産業交流展２００９
11月4日～

6日
東京ビッグサイト 市内企業１４社が産業技術ＰＲで出展 産業振興課

8 オレンジライトアップ点灯式
11月4日～

13日
総合保健センター（ウェルネスさ
がみはら）前広場

11月の児童虐待防止推進月間事業の一環として、
ウェルネスさがみはらをオレンジ色にライトアップ

こども家庭支援センター

9
子育て支援講座

11月5日
あじさい会館
（1階ホール）

児童虐待問題への関心と理解を得るため、講演会を
開催

こども家庭支援センター

10 市民平和のつどい 11月8日 杜のホールはしもと　ほか
 「核兵器廃絶平和都市宣言」の精神に基づき、平和
思想の普及啓発事業を実施

渉外課

№ 事業名称 担当課名事業概要実施場所実施時期

11 第４５回相模原市農業まつり 11月8日 淵野辺公園中央広場
市内で生産された農畜産物の販売や乳牛・柿の品評
会、卵のつかみ取りなど

農林課

12 親子ふれあいの広場 １１月８日 淵野辺公園

親と子が共に楽しめるレクリエーションやゲーム（ス
テージ、消防フェア、交通安全コーナー、創作コー
ナー、模擬店等）を実施

青少年学習センター

13
第１３回松が丘園祭
銀河の森フェスタ２００９

11月22日
障害者支援センター
松が丘園

新たに事業を開始した生活介護事業、意見発表会、
就労援助事業の紹介など

障害福祉課

14 市民ロードレース大会 11月23日 麻溝公園競技場周辺 競技力の向上のためのランニング大会 スポーツ課

15 市民健康マラソン大会 11月29日 麻溝公園競技場周辺 体力の増進のためのランニング大会 スポーツ課

16
「尾崎行雄（咢堂）」子供読書感想文コンクー
ル

11月22日 あじさい会館
尾崎行雄の業績を末永く顕彰するため、生誕地であ
る本市の次代を担う子供たちを対象にコンクールを開
催

津久井教育課

17 さがみはら介護の日 11月28日
シティ・プラザ

はしもと
11月11日の介護の日に合わせ、講演会とパネル
トーク、写真展、ビデオ上映などを実施

介護保険課

18 プレミアム付商品券の発行 11月28日～ 市内全域
緊急経済対策及び市内の商業振興を目的にプレミア
ム付の商品券を発行

商業サービス業課

19 ウインターイルミネーション 12月 相模大野駅前コリドー通り
観光スポットとして本市の魅力を市外に向けＰＲ。伊
勢丹、グリーンホール20周年とともに祝賀

商業サービス業課

20 市民ロードレース大会 12月6日 麻溝公園競技場周辺
競技力の向上のためのランニング大会。政令指定都
市移行特別表彰による賞状授与と記念品贈呈

スポーツ課

21 第８回つくい健康フォーラム 12月6日 藤野中央公民館 健康に関する事例発表と体験教室を実施 津久井保健センター

22
第３１回ふじのやまなみクロスカントリー駅伝
競走大会

12月20日 名倉グラウンド 駅伝競走大会 藤野教育課

23 見晴らしカウントダウン１００ 12月22日
市役所本庁舎
ミウイ橋本・インナーガーデン、
橋本駅ペデストリアンデッキ

移行１００日前のカウントダウンイベント。カウントダウ
ンボード点灯式、ミニアトラクションを実施

政令指定都市推進課
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24
「宇宙からも見晴らしがいい都市。サガミハ
ラ」あかつきメッセージキャンペーン

10月1日～12月25日
22年度に打ち上げ予定の金星探査機「あかつき」に、
公募した市民のメッセージを搭載

文化国際課

25 元旦マラソン大会 1月１日 麻溝公園競技場周辺
体力づくりのためのランニング大会。政令指定都市移
行特別表彰による賞状授与と記念品贈呈

スポーツ課

26
市民力結集事業「７０万パワーで見晴らしが
いい世界を」

12月～平成２２年７
月31日

市内全域

政令指定都市・相模原の市民の力を結集した国際貢
献事業として、不要となった書き損じハガキを収集し、
日本ユネスコ協会連盟が実施する「ユネスコ世界寺
子屋運動」へ寄付する

政令指定都市推進課

27
ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団コン
サート

1月7日 グリーンホール相模大野 ウィーンの名門オーケストラによる管弦楽コンサート 文化国際課

28 相模湖駅伝競走大会 1月9日 相模湖町内一周コース 駅伝競走大会 相模湖教育課

29 平成２２年相模原市消防出初式 1月10日 淵野辺公園隣接地 消防演技等で消防の全容を紹介 警防課

30 相模原駅伝大会 1月17日 麻溝公園競技場周辺
体力向上と競技普及発展のための駅伝大会。区間新
記録当てクイズ、政令指定都市移行特別表彰による
賞状授与と記念品贈呈

スポーツ課

31 市民スキー講習会 1月 スキー場 技術や知識の習得と親睦を図るためのスキー講習会 スポーツ課

32
研究機関等開放講座
宇宙航空研究開発機構コース

2月20日
宇宙航空研究開発機構・宇宙
科学研究本部他

宇宙科学の講義と施設見学 総合学習センター

33 第２８回　市民合同演奏会 1月31日 グリーンホール相模大野
公募の合唱団及び市民交響楽団による「グロー
リア・ミサ」（プッチーニ作曲）の演奏会

文化国際課

34 防災講演会 1月20日 杜のホールはしもと
市民及び事業所における防火意識の向上と危機管
理体制の充実強化を図るための講演会

予防課

35 音楽と人　「第九日本初演再現」演奏会 1月24日 グリーンホール相模大野
公募の男性４部合唱団によるベートーヴェン第
九交響曲日本初演を再現した演奏会

文化国際課

36
日本経済新聞社
移行記念シンポジウム

2月2日 日経ホール（大手町） 政令指定都市推進課

37 見晴らしカウントダウン５０ 2月10日
相模大野駅・ペデストリアンデッ
キ

移行５０日前のカウントダウンイベント。カウントダウン
ビジョン除幕式、ミニアトラクションを実施

政令指定都市推進課

38 相模原ジュニア・オーケストラ演奏会 2月14日 グリーンホール相模大野
小中高校生などを公募し、練習を重ね、オーケストラ
を結成し、その成果を発表した演奏会

文化国際課

39 政令指定都市記念宮ヶ瀬湖マラソン大会 2月26日
宮ヶ瀬湖畔・
林道コース

市民の体力の維持や向上及び健康の増進を図るた
めのマラソン大会

津久井教育課

40 健康づくり講演会 2月27日 杜のホールはしもと 講演会、体組成測定 地域保健課

41 落語家選手権　本選 3月7日 杜のホールはしもと
二つ目の若手落語家２０人による予選会及び本選会
を行い、観覧者投票により予選通過者及び優勝者を
決定

文化国際課

42 相模原室内合奏団演奏会 3月7日 神奈川県立音楽堂
相模原のプロの音楽家による演奏会を国内でも有数
の音楽専門ホールである神奈川県立音楽堂にて開
催

文化国際課

43 けやき大会 3月7日 けやき体育館 市内及び近隣市の視覚障害者による卓球大会 障害福祉課

44 市民健康マラソン大会 3月7日 麻溝公園競技場周辺 体力の増進のためのランニング大会 スポーツ課

45 市民ゴルフ大会 3月 市内ゴルフ場 健康づくりとスポーツ振興のためのゴルフ大会 スポーツ課

46
第３5回相模原市
文化財展

3月11日～14日 あじさい会館
市内の歴史や文化を調査研究する市民・団体が研究
成果を展示・発表

文化財保護課

47
2010アジアショートトラックスピードスケート
選手権・相模原大会

3月13日、14日 銀河アリーナ
大規模な国際的大会を招致し、広くアジアに向けて市
の名を発信

スポーツ課

48
第３０回相模原市
民俗芸能大会

3月14日 あじさいホール
市内の伝統芸能継承のため、無形民俗文化財である
民俗芸能等を披露

文化財保護課
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49 首都東京キャンペーンＩＮ新宿
3月17日～

23日
都庁

相模原市をＰＲするため、特産品販売やイベントを実
施

東京事務所

50
政令指定都市移行記念さがみはらスイーツ
フェスティバル

販売：
3月1日～4月30日
（審査会：3月20日）

販売：市内参加店
（審査会：相模女子大学、伊勢
丹相模原店）

市内菓子店が特産品の卵とゆずを使用したスイーツ
を創作。スタンプラリーや審査会等のイベントも実施

観光振興課

51
見晴らしスペシャルデー　サガミハラ一日放
送局

3月20日
相模湖リゾートプレジャーフォレ
スト、相模大野駅ペデストリアン
デッキ

人気ラジオ番組を招致し、移行をＰＲ 政令指定都市推進課

52 総合水泳場の無料開放 3、5、10月 総合水泳場 利用実施率の向上とＰＲのため、無料開放 スポーツ課

53 社会教育施設スタンプラリー
3月26日～

5月9日

博物館、図書館、小原本陣、古
民家園、尾崎咢堂記念館、旧石
器ハテナ館など45箇所

指定の社会教育施設で、スタンプを3つ集めて応募。
抽選で記念品を贈呈

生涯学習課

54 第12回おおさわ桜まつり
3月末～
4月初

上大島キャンプ場
桜並木のライトアップ、文化芸能発表、働く自動車体
験（警察･消防ＰＲ）コーナーなど

大沢出張所

55 史跡勝坂遺跡公園開園記念式典 3月27日 勝坂遺跡
勝坂遺跡を縄文集落の景観に復元し、公園として4月
1日より公開。先駆けて開園式典及び内覧会を実施

文化財保護課

56 旧中村家住宅の一般公開 3月27日 旧中村家住宅
寄贈された国登録有形文化財の旧中村家住宅を4月
1日より公開。先駆けて開館式典と内覧会を実施

文化財保護課
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