
 

 

 

 

 

 

 相模原の夏の風物詩として広く市民に親しまれている祭り･イベントが７月下旬から８月

下旬の間、相次いで開催されますのでお知らせします。 

 

平成３０年 上溝夏祭り    （六大観光行事） 

（１）主  催  上溝夏祭り実行委員会 

（２）日  時  ７月２８日（土）午後６時～９時（宵宮） 

         （山車の巡行は午後６時頃から） 

         ７月２９日（日）午後２時３０分～９時（本宮） 

         （御輿の渡御と山車の巡行は午後５時１５分頃から） 

※御輿が出るのは２９日（日）のみ 

（３）会  場  上溝商店街通り（中央区上溝） 他 

（４）内  容  御輿２０基（大人１２基、子供８基）・山車８台の運行、郷土芸能の披

露、文化展、鼓笛パレード 他 

（５）交通規制  開催日時と同時間帯に実施（一部、異なる時間帯あり） 

（６）昨年の人出  延べ ４００，０００人 

（７）そ の 他   

＊上溝夏祭りは江戸末期から伝わる伝統と歴史を誇る祭りで、古くは「天王祭り」

といい、一般的には「てんのうさま」として親しまれていました。 

＊祭礼は毎年７月２７日を宵宮、２８日を本宮として行われていましたが、現在

ではより多くの市民の参加を求めて７月下旬の土・日に実施されています。 

＊駐車場はありません。ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。 
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 第６９回 さがみ湖湖上祭花火大会   （六大観光行事） 

（１）主  催  さがみ湖湖上祭花火大会実行委員会 

（２）日  時  ８月１日（水）午後３時～８時４５分 

※花火打上開始時間 午後７時３０分 

※荒天時は２日（木）に順延し、同日も開催できない場合は中止 

（３）会  場  神奈川県立相模湖公園（緑区与瀬）（打ち上げ 相模湖湖上） 

（４）内  容  打上花火、スターマイン、ナイアガラ 

         打上発数 約４,０００発 

（５）交通規制  午後５時３０分～１０時（一部、異なる時間帯あり） 

（６）昨年の人出  ５５，０００人 

（７）そ の 他 

＊花火の打ち上げ場所と観覧場所が近く、すぐそばに花火が落ちてくるような 

大迫力。特に尺五寸玉の爆音と大きさに圧倒 

されます。ラストのナイアガラも幻想的です。 

＊湖上祭当日、午後５時３０分以降、 

会場周辺道路は一部交通規制します。 

駐車場が少なく、渋滞が予想されます 

ので、公共交通機関をご利用ください。 

 

 

 

 

  第６７回 橋本七夕まつり  （六大観光行事） 

（１）主  催 橋本七夕まつり実行委員会 

（２）日  時 ８月３日（金）・４日（土）・５日（日） 

午後２時～９時（５日(日)は午後８時３０分まで） 

（３）会  場 橋本七夕通り（緑区橋本） 他 

（４）内  容 竹飾り・ダンス・パレード・浴衣ショー 他 

（５）交通規制 ８月３日（金）・４日（土）・５日（日）午後１時～９時３０分 

※２日（木）は準備のため午後３時～８時まで一部実施 

（６）昨年の人出 延べ ３５０，０００人 

（７）そ の 他 

＊橋本商店街が中心となり、昭和２７年 

から始められた歴史ある祭りです。 

     ＊趣向を凝らした色とりどりの竹飾りが 

美しく、また多彩なイベントも行われます。 

 

 



第４７回 相模原納涼花火大会 （六大観光行事） 

 

（１）主  催  相模原納涼花火大会実行委員会 

（２）日  時  ８月２５日（土）午後７時～８時１５分 

※花火打上開始時間 午後７時 

※荒天時又は相模川増水時は８月２６日（日）に順延し、同日も開催 

できない場合は中止 

（３）会  場  高田橋上流（中央区水郷田名） 

（４）内  容  スターマインを中心に約８,０００発 

（５）交通規制  一部車両通行止め 午後６時３０分～９時（予定） 

（６）昨年の人出  ２００，０００人 

（７）そ の 他 

＊自然豊かな水郷田名、相模川高田橋上流で開催される花火大会です。豪華な

演出のスターマインを中心とした花火を打ち上げます。 

 この花火大会の歴史は、昭和２６年に水郷田名の復興を願って旧盆の日に灯篭

流しとともに花火を打ち上げたのが始まりで、昭和４６年に相模原納涼花火大

会として開催されるようになってから、今回で４７回目となります。 

＊市民協賛席（イス席・桟敷席）（２,５００円で１席、１０,０００円で５席分）

を８月２４日（金）まで全国のローソンチケット、セブンチケット、チケ探及

びｅ＋（イープラス）で取り扱っています。 

＊開催のお知らせをテレフォンサービス（有料）で行います（大会前日と当日の

み）。ＴＥＬ:０１８０－９９－１２３３ 

＊大会当日、「エフエムＨＯＴ８３９｣(８３.９ＭＨｚ) 

で交通情報・実況中継を放送します。 

＊午後２時以降、各駅発の会場行きバスは、「田名 

バスターミナル」までの折り返し運転となります。 

＊当日、会場周辺の道路は大変な混雑が予想されます 

ので、車でのご来場の場合は、３時間以上前の 

到着をお勧めします。 

＊河川敷臨時駐車場を利用する場合は、車１台当た 

り１,０００円の協力金を負担していただきます。 

また、駐車場からの退出には２時間以上かかる 

場合があります。 

 

 

 

 

 

 



 

（１）主  催  東林間サマーわぁ！ニバル実行委員会 

（２）日  時  ８月４日（土）・５日（日）  

午後５時２０分～８時３０分 

（３）会  場  東林間駅前大通り「シャンテ大通り」（南区東林間） 

（４）内  容  阿波踊り、ナイスバザール（模擬店） 他 
（５）交通規制  ４日（土）・５日（日）午後５時～９時 

（６）昨年の人出  延べ １５０，０００人 
（７）そ の 他   

＊地元「東林間連」「伍楽連」「阿呍連」「ほたる連」「ひより連」及び「壱粋」を

はじめ、本場徳島や東京の高円寺、お隣りの大和市などからの友好連も参加し、

盛大に“阿波踊り”を行います。 

＊お越し下さる皆様方には、飛び入り参加

大歓迎で一緒に阿波踊りを楽しんでいただ

く「にわか連」、商店街によるイベント「ナ

イスバザール（模擬店）」など、盛りだくさ

んの企画を用意してお待ちしております。 
（※にわか連は４日（土）のみ募集） 

 

 

  第３０回 大野北銀河まつり 

（１）主  催  大野北銀河まつり実行委員会 

（２）日  時  ８月４日（土） 午前１１時から午後９時まで 

８月５日（日） 午前１０時から午後８時まで 

（３）会  場  鹿沼公園（中央区鹿沼台） 

（４）内  容  ダンス、演奏、模擬店 他 

（５）昨年の人出  延べ １９０,０００人 

（６）そ の 他 

＊ 市民の憩いの場であり、大野北地区のシンボル 

パークとも言える鹿沼公園に、幼児から大学生・ 

プロのミュージシャンまで、幅広い参加者が出演する 

ギャラクシーステージを設置し、そこで繰り広げられ 

る音楽やダンスとともに、地元の商店街や地域で活動 

する各種団体が提供する美味しい食べ物や飲み物も一緒に楽しめるお祭りです。 

 

 

 

 

第２７回 東林間サマーわぁ！ニバル 



 

  相模川帆かけ舟実演会 

（１）主  催  磯部民俗資料保存会 

（２）日  時  ８月５日（日）  

午前１０時から午後３時まで 

（３）会  場  磯部民族資料館 

（南区磯部２９５）先の相模川 

（４）内  容  舟の実演 他 

（５）そ の 他 

＊ 明治から昭和初期にかけて往来していた舟の姿を堪能できます。 

伴走舟に乗ることもできます。伴走舟乗船の定員は先着順で８０人です。 

 

 

第１９回 小倉橋灯ろう流し 
（１）主  催  小倉橋灯ろう流し実行委員会 

（２）日  時  ８月１６日（木）午後６時３０分～８時３０分 

         ※荒天時は中止 

（３）会  場  小倉橋下（緑区小倉） 

（４）内  容  さまざまな願いを込めた約７００基の灯ろうが、ライトアップされた 

 小倉橋のたもとから相模川を流れます。 

また、会場では地域特産品や軽食の販売、午後７時４５分からは花火が

打ち上げられます。 

         ライトアップ期間は、７月１７日（火）から８月３１日（金）まで 

（５）昨年の人出  荒天により中止 

（６）そ の 他 

＊灯ろうの前売りは、実行委員会事務局や協力

店で販売しています。（前売り１，２００円、当

日１，５００円） 
＊駐車場には限りがありますので、ご来場の際に

は公共交通機関をご利用ください。なお、イベン

ト終了に合わせ、会場周辺から「久保沢バス停付

近」まで無料シャトルバスが運行されます。 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

（１）主  催  大野もんじぇ祭り実行委員会 

（２）日  時  ８月２５日（土）・２６日（日） 

午後２時～９時３０分 

       ※ 荒天時は中止 
（３）会  場  相模大野中央公園（南区相模大野）他 

（４）内  容  地元飲食店による屋台、ステージライブ 他 

（５）昨年の人出  延べ ９０，０００人 

（６）そ の 他   

＊『mangez/モンジェ』はフランス語で「召し上がれ」の意味。「フード＆ミュ

ージックフェスタ」と題した食と音楽のイベントで、今年で１４回目を迎えま

す。 

＊会場ではプロのミュージシャンによるステージライブと相模大野の飲食店が

屋台で“本物の味”を合言葉に腕を振るった美味しい料理の数々を提供し、開

放的な雰囲気の中で楽しんでいただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４回 相模大野もんじぇ祭り 



 

市民からのお問合せ 

 ○相模原市コールセンター 

  ＴＥＬ：０４２－７７０－７７７７ 

 

取材等のお問合せ 

○上溝夏祭り：上溝夏祭り実行委員会事務局（上溝まちづくりセンター）  

ＴＥＬ：０４２－７６２－００７９ 
○さがみ湖湖上祭：相模湖観光協会  

ＴＥＬ：０４２－６８４－２６３３ 

○橋本七夕まつり：橋本七夕まつり実行委員会事務局（大道舎） 

  ＴＥＬ：０４２－７５０－０４２３ 

 ○相模原納涼花火大会：商業観光課 

  ＴＥＬ：０４２－７６９－８２３６ 

○東林間サマーわぁ！ニバル：東林間サマーわぁ！ニバル実行委員会 

ＴＥＬ：０４２－７４２－４８３２ 

○大野北銀河まつり：大野北銀河まつり実行委員会事務局（担当：廣瀬（ひろせ））へ 

ＴＥＬ：０９０－４１３０－８５７１ 

 ○相模川帆かけ舟実演会：磯部民俗資料保存会（担当：野頭（のず））へ 

ＴＥＬ：０９０－６１６３－１８６９ 
○小倉橋灯ろう流し：小倉橋灯ろう流し実行委員会事務局 

ＴＥＬ：０４２－７８３－８１１７ 

○相模大野もんじぇ祭り：大野もんじぇ祭り実行委員会 

ＴＥＬ：０７０－３９６０－６１３３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【今年度の「潤水都市さがみはらフェスタ」の日程が決まりましたので、お知らせします。】 

 

 潤水都市さがみはらフェスタ 2018 
（１）主  催  潤水都市さがみはらフェスタ実行委員会 

（２）日  時  １０月２０日（土） 午前１０時から午後５時まで 

         １０月２１日（日） 午前１０時から午後５時まで 

 

（３）会  場  相模総合補給廠一部返還地 

（４）内  容  さがみはらぁ麺グランプリ、物産・体験ブース、 

ステージパフォーマンスイベント、広域交流拠点整備ＰＲ他 

（５）そ の 他 

＊本年度は同会場で、共催事業「共にささえあい生きる社会パラスポーツ普及啓発

イベント」を開催。 

  主催：共にささえあい生きる社会パラスポーツ普及啓発実行委員会 

 ＊詳しいお問合せは、商業観光課へ ＴＥＬ：０４２－７６９－８２３６ 
 
 

お問い合わせ 

商業観光課 

担当：小林、瀬戸、元上、土屋 

電話：042-769-8236 


