
　平成２２度実施(予定)の移行記念事業
※事業内容については担当課へお問い合わせください

1 移行宣言式・区役所開所式 4月 1日 市役所前広場、各区役所
市役所本庁舎、各区役所でテープカット等を
実施

広域行政課

2 相模川ふれあい科学館無料開放 4月 1日～5日 相模川ふれあい科学館 移行日から5日間、無料で開放 水みどり環境課

3 相模川ふれあい科学館　春の特別展「釣りキチ
三平の愛した魚たち」 3月20日

～5月9日

相模川ふれあい科学館

釣りキチ三平に登場する魅力溢れる魚たち
を、漫画「釣りキチ三平」での登場シーンの
パネルと合わせて紹介。生きものの展示の
ほか、外来生物や環境問題をテーマにした
パネルも展示

水みどり環境課

4 政令指定都市移行記念ラグビーセブンス大会 4月3日 相模原麻溝公園競技場
相模原市ラグビーフットボール協会と連携し
た参加型イベント

スポーツ課

5 相模原市民桜まつり 4月 3日、 4日
市民会館、あじさい会館、
けやき会館、総合学習セン
ターほか

移行記念開会式、指定都市を招待した記念
ステージ・パレード等を実施。指定都市によ
る招待団体コーナーの開設

商業観光課

6 第１３回津久井湖さくらまつり 4月3、4日
県立津久井湖城山公園
水の苑地・花の苑地

特産品展、フリーマーケット、ステージイベン
ト等を実施

津久井経済観光課

7 さがみはら看護フェスティバル 2010
①4月4日②5
月～8月

①ウェルネスさがみはら前
広場（予定）②市内協力医
療機関等

①血圧測定、体脂肪測定、記念撮影②1日
看護体験

地域医療課

8
政令指定都市移行記念事業高等学校硬式野球
記念試合

4月 10日 相模原球場
春の選抜甲子園出場校対決東海大相模VS
花咲徳栄（埼玉）

スポーツ課

9 相模川芝ざくらまつり
4月4日～18
日

相模川新磯河川敷
式典芝ざくらの花苗・野菜等の販売、露店の
出店

商業観光課

10
政令指定都市移行記念 ふるさと自然体験教室
開所記念　チャレンジウォーク

4月11日
相模川自然の村野外体験
教室、ふるさと自然体験教
室

相模川自然の村野外体験教室（ビレッジ若
あゆ）～ふるさと自然体験教室（ふじの体験
の森やませみ）まで約２２Kmのウォーキング

相模川自然の村野外体験
教室

11 「政令指定都市さがみはら」展
4月13日～5

月12日
橋本図書館

相模原市の歴史や文化、相模原にゆかりの
作品、有名人を取り上げ、それに関連した本
の展示と紹介。

橋本図書館

12 移行記念式典 4月 14日 グリ ンホ ル相模大野 市民や関係者等を招待し 移行を祝賀 広域行政課

№ 担当課イベント名 実施場所 事業概要実施時期
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12 移行記念式典 4月 14日 グリーンホール相模大野 市民や関係者等を招待し、移行を祝賀 広域行政課

13
政令指定都市・相模原誕生記念「さがみはら自
慢」物産展

4月14日～4
月19日

伊勢丹相模原店 政令指定都市移行を記念し、市内の地場物
産を販売

商業観光課

14
祝　政令指定都市相模原フェスティバル2010「風
と大地の饗宴」

4月24日、25
日

相模川河川敷（新戸ス
ポーツ広場）相模の大凧セ
ンター

相模の大凧文化保存会が中心となり、新磯
地域をあげて実施。芝桜の開花時期に合わ
せ、政令指定都市をはじめ、他都市の凧保
存会が凧揚げを披露

商業観光課

15
政令指定都市移行記念サッカー県社会人１部
リーグ大会など＜相模原ホームゲーム・サッカー
＞

4月25日、5月
2日、6月12
日、6月20日、
7月18日

相模原麻溝公園競技場
３チーム（ブレッサ相模原・S.C.相模原・大沢
FC）が地元相模原で行うホームゲームの観
戦型イベント

スポーツ課

16 森麻季＆沖道郁代デュオ・リサイタル ４月29日 グリーンホール相模大野
ソプラノ森麻季とピアノ沖道郁代によるデュ
オ・リサイタル

文化振興課

17 泳げ鯉のぼり相模川
4月29日～5
月5日

水郷田名相模川高田橋上
流河畔

約1 ,200匹の鯉のぼり群泳、民謡、祭囃子
など

商業観光課

18 陣馬山ハイキング 4月2 9日 陣馬山
地域コミュニティの形成と住民の体力づくり、
環境美化運動等を目的に、藤野地区４コー
スから陣馬山山頂をめざす。

藤野保健福祉課

19 商店会クリーン大作戦 4月 市内各所
市内の各商店会が地域への貢献活動とし
て、地域と連携して道路等の清掃を実施

商業観光課

20 市民選手権大会（２６種目）
４月～Ｈ23.2
月頃

市内各施設 市民を対象とした各種目別の協議会 スポーツ課

21
相模川ふれあい科学館の春祭り～シーズンフェ
ア春～

5月 1日～5日 相模川ふれあい科学館
地元の団体などによる模擬店のほか、ミニＳ
Ｌ乗車会も開催

水みどり環境課

22 相模の大凧まつり 5月 4日、5日 相模川新磯地区河川敷
4会場での大凧揚げ、移行記念大凧の展
示、大凧イルミネーション

商業観光課

23 第3 7回津久井福祉スポーツ大会 5月8日 市立中野小学校
津久井地区の高齢者や障害者、幼児、小・
中学生、高校生、ボランティアなど多くの市
民が集い、スポーツを楽しむ大会

津久井保健福祉課

24 クレマチスフェア 5月9日 相模原麻溝公園
クレマチスの展示、園芸相談、苗木等の展
示即売、樹木相談など

公園課

25
第60回相模原市民文化祭記念事業「カルチャー
＆アートフェスティバル」

5月21日～23
日

県立相模湖交流センター
津久井地区の文化団体を中心とした展示、
芸能発表など

文化振興課
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26 NHK「BS日本のうた」公開録画 5月27日 グリーンホール相模大野 NHK「BS日本のうた」公開録画
広聴広報課
文化振興課

27
政令指定都市移行記念アメリカンフットボールイ
ベント＜相模原ライズ＞

5月29日 相模原麻溝公園競技場 観戦型イベント・地域交流事業の実施 スポーツ課

28 シエナ・ウインド・オーケストラ 5月30日 グリーンホール相模大野
吹奏楽オーケストラによるクラシックコン
サート

文化振興課

29
若あゆ食農体験クラブ（青少年相談センターとの
共催事業）

5月～2月
全8回

相模川自然の村野外体験
教室

農業、食、いのちに対する理解や関心、家
族間の絆を深める事業

相模川自然の村野外体験
教室

30 小曽根真＆Ｇａｒｙ Ｂｕｒｔｏｎ 6月 6日 グリーンホール相模大野
小曽根真（ピアノ）とＧａｒｙ Ｂｕｒｔｏｎ（ヴィブラ
フォン）の共演によるジャズコンサート

文化振興課

31 紫陽花コンサート 6月 6日 杜のホールはしもと クラシック　ピアノコンサート 文化振興課

32 スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団 6月13日 グリーンホール相模大野
スロヴァキアの名門オーケストラによる管弦
楽コンサート

文化振興課

33 アジサイフェア
6月12日、
13日

相模原北公園・相模原麻
溝公園

アジサイの展示、アジサイ苗の配布、甘茶
の試飲会など

公園課

34 ソレイユさがみ男女共同参画フェスティバル
6月26日、27
日

ソレイユさがみ
男女共同参画社会の実現に向け、登録団
体の活動発表や体験講座、講演会等を開
催する。

男女共同参画課

35 さがみはら環境まつり 6月27日
環境情報センター及び市
体育館

環境保全活動団体による活動発表のブース
展示など

環境政策課

36 スポーツスタンプラリー事業 6月～10月 相模原麻溝公園競技場

観戦事業（６～８月の３大会）とスポーツフェ
スティバル（１０月）のスタンプラリーを実施。
スポーツフェスティバルの会場に持参した人
に記念品を贈呈

スポーツ課

37 松竹大歌舞伎 7月 2日 市民会館 勧進帳、出演；松本幸四郎による公演 文化振興課

38 中道志川あゆまつり（第１５回） 7月4日 青野原オートキャンプ場
鮎釣大会、あゆめし・あゆの塩焼き、川の自
然観察会、アトラクションなど

津久井環境課

①「緑区周辺　相模原ゆかりの文学・作家作
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39 相模原ゆかりの文学・作家作品展
7月9日～
10月13日

橋本図書館

① 緑区周辺 相模原ゆかりの文学 作家作
品展」緑区ゆかりの作家のプロフィールなど
関連写真と共に相模原市の地図に示して紹
介（7月9日～10月13日）
②「相模原ゆかりの文学・作家作品展」相模
原にゆかりの作家の作品の紹介と本の展示
と紹介（7月9日～8月11日）

橋本図書館

40 小椋佳コンサート 7月 10日 グリーンホール相模大野
小椋佳コンサートツアー2010（「邂逅」KAIKO
～歌創り40年、旅途上）を実施

文化振興課

41 こまつ座「父と暮せば」 7月 10日 杜のホール・ホール
井上ひさし原作、鵜山仁演出による二人芝
居

文化振興課

42 第60回全日本実業団卓球選手権大会
7月 22日～2
5日

総合体育館
男女団体戦、各県代表チーム参加。大会記
念ブース設置

スポーツ課

43 スポーツセミナー 7月、1 1月 市内各施設
安全で適切な指導を行う知識と技術を習得
する講座

スポーツ課

44 上溝夏祭り
7月24日・25
日

上溝商店街通りほか
市の伝統ある祭り。大人御輿1 3基、子ども
御輿8基、山車8台、鼓笛隊パレードなど

商業観光課

45 相模湖湖上祭　花火大会 8月 1日 県立相模湖公園
昭和２３年、湖に関係して亡くなられた方の
慰霊と湖の安全を願うために始められた、
歴史ある花火大会

相模湖経済観光課

46 若あゆ大冒険 8月2日・3日
相模川自然の村野外体験
教室

豊かな自然の中で、宿泊をとおして、子ども
たちが助け支え合い、達成感が味わえる体
験を実施

相模川自然の村野外体験
教室

47 教育研究発表大会 8月 4日 市民会館
子どもの教育課題に関する発表（全体会、
講演会、分科会）

総合学習センター

48 橋本七夕まつり 8月６～８日 橋本七夕通りほか
竹飾り等約200本、各種パフォーマンス、スタ
ンプラリーなど

商業観光課

49 東林間サマーわぁ！ニバル 8月７日．８日 東林間駅前大通り 阿波踊り、模擬店、写真コンテストなど 商業観光課

50 市民富士登山
8月 21日～2
2日

富士山 市民相互の親睦と体力づくりの登山 スポーツ課

51 夏期巡回ラジオ体操・　みんなの体操会 8月 21日 相模原麻溝公園 NHKラジオ公開番組（ラジオ体操）の実施 スポーツ課
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52 若あゆチャレンジ教室 8月22日
相模川自然の村野外体験
教室

作品を創り上げる活動を通して親子のふれ
合いを深める

相模川自然の村野外体験
教室

53
相模原市政令指定都市移行記念あじさいメイツ
創立20周年あじさいメイツフェスティバル

8月22日 プレジャーフォレスト
物産展、体験イベント、フリーマーケット、縁
日、きかんしゃトーマスなど

産業・雇用政策課

54 相模原納涼花火大会 8月28日
水郷田名相模川高田橋上
流河畔

政令指定都市移行記念花火、スターマイ
ン、打上花火、メッセージ花火など約8000発
を打ち上げる

商業観光課

55 チェンミン“二泉映月”を弾く 9月2日 杜のホールはしもと コンサート 渉外課

56
藤野中央公民館リニューアル1周年記念講演会
「アホウドリの話―聟島移住作戦の状況―」

9月5日
藤野中央公民館　3階大会
議室

藤野地区に在住の鳥類の専門家を招いた
講演会

藤野中央公民館

57 子どものためのシェイクスピア「お気に召すまま」 9月10日 杜のホール
原作シェイクスピア「お気に召すまま」を大人
も子どもも楽しめる内容の演劇で実施

文化振興課

58
ウイーンの森　Ｂűｈｎｅバーデン市劇場　歌劇
「ラ・ボエーム」

9月11日 グリーンホール相模大野
オーストリア・バーデン市劇場によるオペラ
公演及び関連事業を実施

文化振興課

59 市民音楽団体協会第1回演奏会 9月 11日 市民会館 市民音楽団体協会による音楽演奏会 文化振興課

60 「橋本小山ふれあい立体」開通式 9月11日
緑区大山町　あさひ公園
予定地

都市計画道路大山氷川線の完成に伴う「橋
本小山ふれあい立体」の開通式、テープカッ
ト、小山中学校吹奏楽部による演奏

幹線道路整備課

61 第４回市民マレットゴルフ大会 9月12日 ふじのマレットゴルフ場 マレットゴルフ競技
生涯学習課
藤野教育班

62 敬老会
9月 17日～
1 9日

市民会館
７７歳と８０歳以上の市民を送迎バスにて市
民会館に招待

高齢者福祉課

63 相模原よさこいＲＡＮＢＵ！ 9月19日
古淵駅周辺（古淵駅前通
ほか）

よさこい踊り（45チーム）、模擬店など 商業観光課

64 第61回相模原市民文化祭
9月24日～11
月28日

市民ギャラリー、あじさい
会館、けやき会館、文化会
館等

市民の文化活動の成果を発表 文化振興課

65 宝塚歌劇
9月25日・26

グリ ンホ ル相模大野 宝塚歌劇団による演劇公演を実施 文化振興課
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65 宝塚歌劇
9月25日 26
日

グリーンホール相模大野 宝塚歌劇団による演劇公演を実施 文化振興課

66 磯部俶記念「遙かな友に」道志川合唱祭 9月26日
津久井合唱館「やまびこ
ホール」周辺

市内外から参加する団体のステージ発表・
ボニージャックス　オンステージ・全員合唱
や地元青根の野菜や津久井の特産品の販
売

津久井まちづくりセンター

67 さがみ風っ子文化祭 9月～１１月
淵野辺公園、市民会館、グ
リーンホール相模大野ほ
か

中学校英語弁論大会、小学校連合音楽会、
中学校音楽発表会、造形「さがみ風っ子
展」、給食展、中学校演劇発表会、器楽合奏
大会、合同学芸会

学校教育課

68 市民レガッタ 10月3日 県立相模湖漕艇場 市民レガッタ大会
生涯学習課
相模湖教育班

69 さがみのまつり相模ねぶたカーニバル 10月10日 リバティ大通り　ほか
ねぶた、はねとパレード、吹奏楽、よさこい
踊り、鼓笛隊パレード、太鼓、お囃子の披露

商業観光課

70 オータムフェア
10月10日・17
日

相模原北公園（10/17）
相模原麻溝公園（10/10）

スタンプラリー、苗木・花鉢の配布及び即
売、樹木相談、有機肥料の配布など

公園課

71 相模原スポーツフェスティバル 2010 10月11日
相模原麻溝公園競技場及
び周辺施設

体験・健康・交流・販売ゾーンを設定し、子ど
もから高齢者まで市民の参加型事業として
開催

スポーツ課

72 児童工作展
10月15日
～17日

ジャスコ相模原店 児童が作った作品の展示等 こども施設課

73 ほかほかふれあいフェスタ 10月16日 あじさい会館ほか

市内の障害者団体、ボランティア団体等に
よる交流事業。障害者の作詞曲の発表、車
いすダンス、模擬店、バザー、ボランティア
体験、ミニＳＬ運行など

障害福祉課

74 健康フェスタ２０１０ 10月16日 ウェルネスさがみはら
体操、調理実習、各種健康相談、パネル展
示、講演会等

地域保健課

75 城山もみじまつり 10月17日 原宿公園
ステージ等での市内小中学生、市民団体等
による演奏や表現、参加団体による事業啓
発、模擬店、特産物の販売など

城山経済観光課

76 スポーツ講習会（平成2 1年度～毎年） 10月 市内各施設 スポーツ活動の普及を図る講習会 スポーツ課

77 サイクリングツアーＯＮ横浜水道みち 10月23日 津久井～横浜大桟橋
青少年を対象に、津久井～横浜大桟橋ま
で、横浜水道みちを中心に走るサイクリング
ツアー

津久井保健福祉課
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78 相模原市安全・安心まちづくり市民大会 10月23日 あじさい会館ホール
安全･安心まちづくり功労表彰、標語・ポス
ターコンクール入選者表彰、講演会

生活安全課

79 相模湖レガッタ
10月23日・
　　10月24日

県立相模湖漕艇場 相模湖レガッタ大会
生涯学習課
相模湖教育班

80 さがみはら国際交流フェスティバル 10月24日
さがみはら国際交流ラウン
ジ、大野北公民館、神奈川
国際学生会館・淵野辺

民芸品バザー、食バザー、フリーマーケッ
ト、各国・各民族文化紹介

渉外課

81 第４６回津久井湖駅伝競走大会 10月31日
市立中沢中学校及び津久
井湖周辺

津久井湖を周回する道路や国道を利用した
駅伝競走大会

生涯学習課城山教育班
・津久井教育班

82 フォトシティさがみはら１０周年記念事業
10月～11月を
中心に年中実
施

相模原市民ギャラリー他

歴代プロ・アマ受賞作作品展の開催。その
他、子ども写真教室や親子写真教室の参加
者拡大イベント、１０周年記念誌の刊行を予
定

文化振興課

83 宝くじまちの音楽会　南こうせつｗｉｔｈウー・ファン 11月13日 グリーンホール相模大野 軽音楽公演 文化振興課

84
政令指定都市移行記念　潤水都市さがみはら
フェスタ

11月20日
　　　・21日

相模総合補給廠(予定)
「交流・体験・共有」をメインテーマに、市の
一体感・自立性・発信力を創出し、政令指定
都市・相模原を広くＰＲ

商業観光課

85 こどもセンターまつり 通年 各こどもセンター 縁日、コンサート、輪投げ、こま、紙芝居など こども施設課
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