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市制施行60周年記念

 未来へつなげたい、
さがみはらの魅力

みんなが
誇れるまち
さがみはら

 未来へつなげたい、さがみはらの魅力

まだまだつながる
市制施行６０周年

「楽しもう！」
Chapter 2
Enjoy!
The attractions of Sagamihara we wish to pass on to future 
generations

第 2 部
“快乐！”
面向未来相模原的魅力

相模原市为了推进向日本全国宣传街区魅力与地区资源的活动，
根据基本理念——“爱你，相模原”，确定了樱花、自然、水、宇宙、体育、
自行车、艺术、将来街区建设等 8 个重点战略，积极贯彻落实。

Sagamihara has established eight key programs—cherry blossoms, 
nature, water, space, sports, bicycles, art and future community 
development—under the basic philosophy “Love Sagamihara” to 
promote its appeal and regional resources to the rest of Japan.

市マスコットキャラクター
「さがみん」
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さがみはら×さくら
市内各所に桜の名所が点在。
市民が桜に愛着を持ち、
さがみはらと言えば「桜」を
イメージできるまちへ。

さがみはら×自然
豊かな自然と都市の快適さを
併せ持つ「潤水都市さがみはら」。
思い思いに自然との
触れ合いを楽しめるように。

さがみはら×水
さがみはらは 5つの湖がある
神奈川県の水がめ。水源地域を
保全・活用し、「水」を
大切にするまちづくりを。

さがみはら×宇宙
小惑星探査機「はやぶさ」の
故郷として、
宇宙を身近に感じるまちづくりを。

ふるさと

さがみはら×スポーツ
さまざまなスポーツを楽しめる
施設のあるさがみはら。
ホームタウンチームとの連携などで、
スポーツが盛んなまちづくりを。

さがみはら×自転車
サイクリストが愛する名所のあるまち。
快適に安全に自転車を楽しめる
環境をつくり自転車のまちへ。

さがみはら×アート
周辺の美大生や芸術家と連携し、
アートを感じ、実践し、育てる
アートのまちへ。

さがみはら× I-ve（い～べ）
新たな地域資源を発掘・創造、
まちの魅力を最大限に活用。
「人や企業から選ばれる都市」へ。
※I-ve（い～べ）とは方言で「いいですね」の意 

TSU
N
A
G
A
RU

8つの視点から、
さがみはらの魅力に迫る！

さがみはら
×

未来物語

恋
せ
よ

さ
が
み
は
ら

人口減少をはじめ、自治体を取り巻くさまざまな課題が
ある中、地域ブランドの育成など地域の魅力づくりに取り
組む全国123の自治体が相模原に集まり、先進事例の
紹介や将来の展望を話し合いました。

2014.10.31・11.1
つなぎ、つくり、つたえる、街の未来
～地域活性化マーケティングを学ぶ～

「全国シティプロモーションサミット」
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桜を愛し、花の季節を謳歌できるまち。
お う か

鹿沼公園

さがみの仲よし小道

西門 横山公園

東林間

桜並木通り

まちのあちこちを薄紅色に染め、
フレッシュスタートの春を
やさしく見守ってくれる桜。
花曇りのけむるような表情、艶やかな夜桜、
満開から一気に散りゆく潔さ…。
子どもの頃には気付かなかった魅力です。

ch
er
ry
-b
lo
ss
om
さがみはら自慢の桜、
今年は誰と一緒に愛でましょうか。

め

さくらが結ぶ し・あ・わ・せ
TSUNAGARU
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城山

青根

鹿沼公園

芝ざくらライン

木もれびの森

大島

尾崎咢堂記念館

がくどう

cherry-b
lossom

さくらが

結ぶ

しあわせ

水郷田名

桜の名所を守って
明日へ引き継ぐ
さがみはらには、
市役所さくら通り、大島、八景の棚、
津久井湖、石老山など、
数々の桜の名所があります。

「咢堂桜」がつなぐ、
ワシントンと
さがみはらの絆

みんなの協力で生まれた「相模川芝ざくら」
「芝ざくらライン」の愛称を持ち、約1.4キロメートルと
日本一の長さを誇る相模川芝ざくら。相模川の環境を守るため、
市民ボランティアや地元企業の協力で植栽されました。
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自然

さがみはらNature
引き継ごう、ピュアな自然。

TSUNAGARU
青根緑の休暇村
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自然

さがみはら

週末は緑のそばで、大自然の中でのんびりと…。
うっそうと茂る森から、きれいに整えられた公園まで、
清々しい生命の息吹を感じさせてくれます。
心と体を潤してくれる素晴らしい自然を
そのままに次の世代へ。

自然×人
子どもたちへ、孫たちへ、
大切につなげていきたい。

早戸川の新緑

道保川公園

県立相模原公園

相模原北公園
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Green
手を伸ばせば、
やすらぎの緑。

大自然の懐は、気軽に楽しめるハイキングコースやビュースポットがたくさん。
心地よい疲労感を最高の眺めが癒し、人も自然の一部だと感じさせてくれます。
さらに足を延ばせば清楚なシロヤシオの花や天然記念物のギフチョウなどとの
貴重な出会いも。

自慢の自然を、五感で味わおう。

陣馬山

相模川自然の村県立津久井湖城山公園

茶摘み（佐野川）

自然

さがみはら

週
末
は
緑
の
そ
ば
で
、

大
自
然
の
中
で…

。

蛭ヶ岳

相模原北公園

62 63



春

夏

秋

冬

川面にせり出す桜の美しさにうっとりする道志川の春。
入道雲と青空を映す相模川の夏。
ざるを逆さまにしたように咲き誇る “ざる菊”は、
新磯地区の秋の風物詩。
雪の降り積もる、木もれびの森で見つけた静寂の世界。
どれも、その季節だけのとっておきの表情。
さがみはら市民の宝物です。

移ろう季節の一瞬の輝き、見逃さない！

Four seasons
四季

道志川

相模川

新磯のざる菊

木もれびの森
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豊かな森林の中に点在する
相模湖、津久井湖、奥相模湖、宮ケ瀬湖、城山湖。
どれもダムによりできた湖で、
神奈川県民の命を支える貴重な水がめ。
木々に縁取られたその景観は、
吸い込まれそうに美しい。

水＜湖
見とれてしまう、5 つの湖。

Water

Lake 湖

ハートを、大地を潤す恵みの水。
相模湖奥相模湖

津久井湖

城山湖

宮ケ瀬湖

市マスコットキャラクター

さがみん

TSUNAGARU
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水

さがみはら

道志川

相模川

神之川

エビラ沢の滝

相模川（帆かけ舟の実演）

太古より恵みをもたらす母なる川、相模川。
山々のはざまを縫うように流れる道志川。
緑の谷間を支流を集めて流れる神之川。
夏でも手をさすような冷たさです。

水＜川
さがみはらには
自慢したくなる川がある。

River 川
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水

さがみはら

道保川公園

ホタルの乱舞に釘付けになる秘密の場所、
釣りやボート、キャンプ、川遊び…。
大人も子どもも夢中になる水辺レジャー。
子どもたちのはしゃぎ声が、
絵日記の幸せの 1ページを飾ります。

水×レジャー
川や湖、自然との一体感を味わう。

Water Leisure
さ
が
み
の
潤
水

相模原
生まれの
天然水

緑区青野原の豊かな水源地帯。
ここは、津久井の森が育んだ
ナチュラルウオーター
「さがみの潤水」の採水地。
売り上げの一部は水源の
環境保全などに還元されています。
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Space

「はやぶさ」は JAXA相模原キャンパスで生まれた小惑星探査機。
2003年 5月、小惑星「イトカワ」探査のためロケットで打ち上げられました。

イトカワの表面サンプルを採取し 2007年に帰還する計画は、
航行途中に数々のトラブルに見舞われましたが、

苦難を乗り越え 2010年 6月に帰還を果たしました。
月以外の天体へ着陸・往復したのは世界初の快挙です。

「はやぶさ」が持ち帰ったカプセルの市立博物館での一般公開には、
全国から 3万人もが駆け付けました。

その感動のストーリーに多くの人が胸を熱くし、
宇宙へのロマンに浸りました。

小惑星「イトカワ」探査の旅から、
数々の苦難を乗り越え帰還した
小惑星探査機「はやぶさ」は人々に感動と勇気を与えました。
さがみはらは、はやぶさの故郷でもあり
宇宙開発・研究の拠点。
宙へのロマンを育む、夢の扉が開いています。

ふるさと

画像提供：池下章裕

さがみはらは、「はやぶさ」の故郷。
ふるさと

小惑星「イトカワ」とランデブー、
感動を呼んだ「はやぶさ」

ひらかれる宙への扉
そら

TSUNAGARU
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宇宙

さがみはら

画像提供：池下章裕

丹沢山地を望む緑に囲まれた静かな環境の中に、“宇宙研”と市民に親しまれる
宇宙航空研究開発機構（JAXA）の施設「相模原キャンパス」があります。
ここは、1989年4月にJAXAの前身である宇宙科学研究所の中核として開設。
敷地内には研究・管理棟、研究センター、特殊実験棟などの施設があり、宇宙科学研究の重要拠点。
科学衛星や惑星探査機の打ち上げ、太陽の活動や月・惑星、ブラックホール、
銀河の成り立ちなど宇宙の謎の解明に取り組む、
宇宙へつながる最前線基地です。

宇宙科学研究の最前線基地
「JAXA 相模原キャンパス」

JAXA×さがみはら

「はやぶさ」の後継機
「はやぶさ 2」打ち上げへ
JAXAが「はやぶさ」の後継機として開発した「はやぶさ2」は、地球近傍
小惑星へ着陸しサンプルを持ち帰る計画です。めざすのは、炭素でできた
アポロ群の小惑星。有機物が存在する可能性があり、ミッションが成功すれ
ば生命の起源に新たな論説をもたらすことになります。
順調にいけば「はやぶさ2」は2014年１１月末に打ち上げ、2018年に小
惑星に到着、2020年に地球へ帰還する予定です。
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戸田公明大船渡市長から被害状況等の説明を受けました。

「銀河連邦ヒーロー」は、銀河連邦友好交流25周年を機に登場したキャラクター
で、各キャラクターの名前に入っている「～（ミ）リオン」は6自治体の総人
口100万人（=ミリオン）から名付けられました。

秋田県能代市
【ノシロ共和国】
能代ロケット実験場  

北海道大樹町
【タイキ共和国】
大樹航空宇宙実験場

岩手県大船渡市
【サンリクオオフナト共和国】

三陸大気球観測所
（2007年9月29日閉所） 

  

長野県佐久市
【サク共和国】
臼田宇宙空間観測所 

  
鹿児島県肝付町

【ウチノウラキモツキ共和国】
内之浦宇宙空間観測所 

神奈川県相模原市
【サガミハラ共和国】

相模原キャンパス 

構成している共和国と
その共和国の研究施設

大樹航空宇宙実験場 内之浦宇宙空間観測所相模原キャンパス

能代ロケット実験場 大樹航空宇宙実験場

内之浦宇宙空間観測所相模原キャンパス

能代ロケット実験場 臼田宇宙空間観測所臼田宇宙空間観測所

銀河連邦は、1987年11月8日に誕生。宇宙航空研究開発機構（JAXA）
の研究施設がある縁で、4市2町の自治体が連邦国家を組織し、それぞ
れを共和国、首長を大統領と呼ぶのが特徴です。相互の発展と宇宙への
ロマンを育むため、子ども留学交流事業をはじめ、スポーツ交流や経済
交流、銀河連邦フォーラムの開催などを通じて友好を深めています。
また、阪神・淡路大震災の発生を機に、災害時の相互応援協定を締結。
東日本大震災の発生直後から、銀河連邦の一員であるサンリクオオフナ
ト共和国（大船渡市）や仙台市など、震災により被害を受けた地域に対し、
積極的に救助活動や物資・義援金・人的支援などを実施。その活動は高
く評価されました。

神奈川県の北部に位置し、ショッピ
ングやグルメ、文化等が楽しめるア
クティブなまちの一面と丹沢山系に
連なる山々や相模川と5つの湖が織
り成す美しい自然環境を併せ持つま
ちです。新たな交通動脈として期待
される「リニア中央新幹線」の駅設
置が予定されており、首都圏南西部
をリードする広域交流拠点として発
展し続けています。

サガミハラ共和国
（神奈川県相模原市）

長野県の東部に位置し、中央には多
くの文学者がその魅力にとりつかれ
た清流千曲川が流れ、四方には雄壮
麗美な浅間山、八ヶ岳、蓼科山、荒
船山を望みます。日本有数の高級米
である五郎兵衛米を生み出す豊穣な
田園地帯、秋にはりんご、プルーン、
桃などフルーツの香りに包まれる豊
かな自然が自慢です。

サク共和国
（長野県佐久市）

北海道の東部、十勝の南に位置し、
西は日高山脈分水嶺、東は太平洋に
面しており、町の中央を横断して太
平洋へと注ぐ歴舟川は、「水の郷百
選」に選定された清流です。農業や
漁業のほか、冷涼な気候により酪農
が盛んで、おいしい牛乳がチーズと
なって全国に届けられています。

タイキ共和国
（北海道大樹町）

鹿児島県の大隅半島南東部に位置し
ており、中央には標高900m以上
の肝属山系を形成し、南東部はその
急峻な山脈がそのまま太平洋に落ち
込む美しい海岸線が50kmにも及び
豊かな海の資源を育んでいます。県
内トップクラスの漁獲を誇る伊勢海
老のほか、ポンカン、タンカン、マ
ンゴーなどが特産品です。

ウチノウラキモツキ共和国
（鹿児島県肝付町）

秋田県北部の日本海側に面してお
り、母なる米代川が中心部を流れ、
世界自然遺産の白神山地を北に望み
豊かな自然に恵まれています。かつ
ては「東洋一の木都」として称され、
現在でも木工芸品などのさまざまな
木製品が製造され、代表的な産業と
なっています。

ノシロ共和国
（秋田県能代市）

岩手県の沿岸南部に位置し、リアス
式海岸が織り成す美しく雄大な三陸
の大自然に恵まれています。また「国
の名勝・天然記念物」に指定されて
いる碁石海岸や三陸沿岸の最高峰五
葉山など見どころ満載です。サンマ
やホタテ、カキ、ワカメといった三
陸の海を代表する新鮮な海産物が味
わえます。

サンリクオオフナト共和国
（岩手県大船渡市）

6 つの自治体が交流する「銀河連邦」

銀河連邦×さがみはら

銀河連邦ヒーローは、子どもたちの夢と宇宙開発を
応援するために未来の銀河連邦からやって来ました。

ヒーローに
つながる？

絆 ２XXX年の彼方から、

銀河連邦ヒーロー参上！

【キャラクター紹介】サガミリオン
サガミハラ共和国（相模原市）で主に活動。トレードマークである胸の
デザインは、相模原市の形が描かれている。テーマカラーは、青とオレンジ。
好きな場所：桜が満開の相模原市役所通り、JAXA相模原キャンパス
好きな言葉：はやぶさ、希望
武器：どんな困難にもあきらめない心

こ
こ
は
、
夢
と
ロ
マ
ン

き
ら
め
く「
銀
河
連
邦
」

東日本大震災・復興支援

サクリオン
(サク共和国)

フナトリオン
(サンリクオオフナト共和国)

イプシリオン
(ウチノウラキモツキ共和国)

ノシロリオン
(ノシロ共和国)

カムイリオン
(タイキ共和国)
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2014.6.7 ～ 6.15
はやぶさウイーク
小惑星探査機「はやぶさ」の後継機となる「はやぶさ2」は、2014年11月
末に打ち上げられる予定です。
相模原市では銀河連邦が制定した「はやぶさの日」に合わせ、6月7日～15
日に「相模原はやぶさウイーク」を開催。JR淵野辺駅の発車メロディー「銀
河鉄道999」のお披露目イベントでは銀河連邦ヒーローの握手会も。また、
市立小・中学校で「はやぶさ給食」を味わい、市立博物館の「プラネタリ
ウムはやぶさ週間」など、市内各所で多彩なイベントを開催。みんなで
楽しむことで、「はやぶさ2」の打ち上げを応援しました。

06.13
2010年6月13日、小惑星探査機「はやぶさ」は、幾多の困難を乗り越えて
地球に帰還し、多くの人々に感動と勇気を与えました。
その偉業を称え、「銀河連邦」では、「はやぶさ」の開発・運用に関わった人々
の「あきらめない心」「努力する心」を全国の皆さんに伝え続けていこうと
6月13日を「はやぶさの日」（日本記念日協会認定）と制定しました。

心に刻もう、語り継ごう！
はやぶさ伝説。

はやぶさの日
「あきらめない心を伝える」

「はやぶさ 2」にエール！

宇宙×イベント

2012.5.21 AM７：38

宇宙

さがみはら
「173年に一度の金環日食」
市内の全小学校72校4万人
みんなで一斉に観察

はやぶさ給食

「
が
ん
ば
れ
、
は
や
ぶ
さ
２
」

画像提供：池下章裕
7978



TSUNAGARU
スポーツと寄り添う暮らし

Sport
さがみはらは、スポーツと身近に接することができるまち。
ホームタウンチームを応援するのも、
自然を活かした競技や、さまざまなスポーツで汗を流すのも、
手軽にサイクリングと親しむのも自在。
思い思いにスポーティーで健康的な暮らしをデザインできます。

い
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前身チーム（オンワードオークス）のスポ
ンサー撤退により、2009年相模原の地で
新チームとしてスタート。“Fearless.”を合
言葉に日本一を勝ち取り、相模原のシンボ
ルとなるチームをめざします。

相模原から、日本一へ！
相模の原野をダイナミックに疾走するボアー
（イノシシ）が、“ダイナボアーズ”の名のもと
に結束。世界的な大スターもチームに加わり、
世界トップクラスのプレーを観戦できます。

めざせ！悲願のトップリーグ昇格

アメリカン
フット
ボール

ホーム
タウン
チーム

ラグビー
ホーム
タウン
チーム

ノジマ相模原ライズ 三菱重工相模原ダイナボアーズ
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SC 相模原 ノジマステラ神奈川相模原

サッカー

ホーム
タウン
チーム

チーム発足7年目。今シーズンは、Jリーグ
に新設されたJ3リーグに市内初のJリーグ
チームとして参戦。チームは若手中心で勢
いいっぱい、優勝をめざして“闘走”します。

念願の Jリーグの舞台へ 2012年、神奈川県内初のなでしこリーグ
昇格をめざして発足。ステラとはイタリア語
で星の意味。走るサッカー、丁寧なサッカー
で、神奈川の、さがみはらの星となり輝き
ます。

今年はなでしこ昇格の勝負の年

ホーム
タウン
チーム

女子
サッカー
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緑区は
人気のサイクリングフィールド

自転車×自然

自転車

さがみはら

Bicycle

山や湖に囲まれた緑区西部は、自転車愛好者に人気の
フィールドです。アップダウンが多く、トレーニングに
最適。また、自転車ラックを設置したカフェやサイクル
ステーションがある、温泉で汗を流せるなど、サイクリ
ストにやさしい環境が整っています。
昨年は、参加者それぞれが体力に合わせて完走を
めざす「ツールドふじのチャレンジライド2013」を開催。
自転車愛好家として知られる元F1レーサーで、相模原
市の名誉観光親善大使・片山右京さんが大会の会長を
務めました。

サイクリングを気軽に楽しもう

TSUNAGARU

片山右京さん
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自転車通行環境整備モデル地区

自転車がつなぐ

自転車ライフに、
やさしいまちづくり。

自転車×街

通勤の足に、まちの移動手段に、スポーツに。環境にやさ
しく健康的で、渋滞緩和にもつながると、自転車が注目さ
れています。相模原市内では安全・安心のため、国道16号
沿いなどに自転車レーンを整備。今後も自転車ライフを
楽しめる環境づくりを進めていきます。
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豊かな心を紡ぐアート

身近にアートを感じ、芸術を愛する心と創造力を育む。

芸術文化をこよなく愛するさがみはら。
大空の下の現代アート展示、総合写真祭など、
誰もが気軽に芸術と触れ合える取り組みを行っています。
また、子どもたちが遊びながら
創造力や豊かな心を紡ぐプロジェクトにも注目です。

周辺に複数の美術系大学があり、多く
の美大生が暮らす相模原市。「アートラ
ボはしもと」は美術系大学と連携し、
美大生と子どもたち、地域、企業など
が協力し合ってアート事業を展開する
活動拠点。作品展示、ワークショップ、
イベントなどの活動を通じて、アート
によるまちづくりを進めています。

TSUNAGARU
アートで

■ アートラボはしもと
JR相模原駅の駅ビル4階にあり、
気軽に芸術の風を感じられる市民
ギャラリー。絵画、彫塑、書、写真、
陶工芸、生け花、現代芸術など、
市民の創作活動の発表の場となって
います。また、相模原ゆかりの作家
を紹介する展覧会なども開催してい
ます。

■ 相模原市民ギャラリー
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芸術のまち藤野。

野外彫刻作品

「ふれあい、体験、創造」をテーマにした豊か
な自然に恵まれた芸術体験施設です。気軽
に陶芸や木工、ガラス工芸等の芸術体験が
できる体験工房や音楽スタジオがあります。

■ 県立藤野芸術の家
大自然の懐の芸術村・藤野に在住する作家たちの交流
発信拠点。コンテナがギャラリーになっていて、作家た
ちの創作活動に触れることも。

■ ふじのアート・ヴィレッジ

藤野地区名倉を中心に、山裾に、小道の脇に、畑の隣に、30点もの現代彫刻を展示。
設置開始から四半世紀の時を経て、自然と彫刻がなじみ、風景の一部のよう。

野外美術館として多くの人々に親しまれています。

自
然×

ア
ー
ト

芸術＝さがみはら。
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市民桜まつり

泳げ鯉のぼり相模川

季節を鮮やかに染める、思い出を彩る祭り。
春夏秋冬、さまざまな表情を見せるさがみはらを艶やかに染める祭り。
魂がぶつかり、心が躍る。
その熱気とパッションは、参加する人、
見る人の心を一つにし、ふるさとの絆を育みます。

I-ve×祭り

昭和63年から開催。五月晴
れの大空の下、相模川の両
岸に渡した5本のワイヤー
に、約1,200匹の鯉のぼりが
泳ぐ姿は壮観です。

さがみ湖湖上祭花火大会
打ち上げ数は5,000発。山に囲
まれた立地から花火の音が体に響
き、湖面に映える光の美しさはひ
としおです。

“72万人のふるさとづくり”をテーマ
に、市役所さくら通りをメーン会場に、
パレードやステージなどさまざまなイ
ベントが行われます。

TSUNAGARU

「い～べ」がつなぐ、
ふるさとの絆

ナイアガラの滝
かながわのまつり50選

94 95



I-ve

さがみはら 相模原納涼花火大会
情緒と水郷と鮎のまち。今やさがみはらの
夏の風物詩として愛され、約8,000発の花
火が夜空を彩ります。

相模の大凧まつり
天保年間から伝わる伝統行事。中でも、新戸の八間凧は14.5メートル四方、
950キログラムもあり、毎年揚げている凧としては日本一の大きさ。
巨体が空に浮かぶさまは圧巻です。

上溝夏祭り
江戸末期に始まった歴史ある祭り。21基の神輿と8台
の山車が祭りを盛り上げます。夜のとばりが下りる頃、
神輿の提灯に明かりがともり華やぎは頂点に。

橋本七夕まつり
地域の学生や団体などが制作する、趣向を凝らした約
200本の竹飾りが見どころです。

かながわのまつり50選かながわのまつり50選

かながわのまつり50選
だこ
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I -ve × スポーツ
四方を緑に囲まれた、こだま（小倉）プールのウオータースライダー
は僕らのお気に入り。小山公園ニュースポーツ広場には全国でも
珍しいBMX（バイシクルモトクロス）の練習コースも。

I -ve × アウトドア
自然と遊ぶアウトドアフィールドに恵まれた
さがみはら。相模川の鮎釣りをはじめ、渓流
沿いのキャンプや川遊び、カヌー、ボートなど、
家族みんな水辺のレジャーが大好き。

I-ve

さがみはら

い～べの原石を、いろいろピックアップ！
子どもの気持ちになって、市民目線で、来訪者の目で…。
大きな魅力を秘めた観光スポットなど、
五感が喜ぶい～べの原石を集めました。

I-ve×遊び
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I -ve × 癒し
気軽に楽しめる立ち寄り温泉「藤野やまなみ温泉」、宿泊や
スポーツもできる緑の休暇村の「いやしの湯」など、自然を
眺めながらしあわせに浸れます。

すごい！宇宙で活躍するロボットが見られちゃう。
JAXAの特別公開日にはさまざまな体験ができ、
全国からファンが集結します。また、相模原麻溝
公園のポニー乗馬や相模川ふれあい科学館アクア
リウムさがみはらも魅力。

I -ve × 食
おいしいラーメン屋さんが多い相模原市。各
店が味を競う「さがみはらぁ麺グランプリ」
は楽しみなイベント。また、スイーツフェスティ
バルのスタンプラリーも盛り上がります。

I -ve × アート
「見て！これ私が作ったの」。子どもたちの造形作品を展
示する「さがみ風っ子展」は、相模原市独自の教育活動
として注目されています。

I -ve × 体験

I-ve

さがみはら
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