区民の皆さんが考えた歌詞フレーズ

中央区の
めざす

平成25 年１月31日（木）まで募集した「歌詞フレーズ」には、延べ４５１件のご応募がありました。

将来像

たくさんのご応募ありがとうございました。
次は歌詞づくりです。ご応募いただいた皆さんの想いを活かして、
「中央区の歌（イメージソング）
」の歌詞を自由に考えてください！
淡いピンクが似合う街（町）
永遠に続く桜の道
笑顔で咲いた桜たち
笑顔ゆきかう桜みち
小鳥のさえずり 桜並木
最高！桜まつり！
咲き誇る桜の並木道
さくら ケヤキ 鯉のぼり
桜色から広がる
さくら色に染まる中央区
さくら色のタペストリー
桜色のトンネル
桜色の夢 舞いあがれ
さくらうらら さがみちゅうおう
桜が広がる自然な中央区
桜が広がる市役所通り
桜が有名？相模原！
桜が呼ぶよみんなの笑顔
桜キラキラまぶしくて
桜・坂道・大山を臨もう！
さくら咲く
桜咲く美しい自然と中央区
桜咲くみんな楽しむ桜祭り
さくらさくら
桜さくらサクラ
桜大好き人も好き
桜といっしょにランララン
桜通りふれあうこころ
さくらトンネル
さくらなみき
桜並木、銀河へ続く夢の街
桜並木がきれいな桜まつり
桜並木がきれいな中央区
桜並木がすてきな中央区！
さくらなみきがつづくまち
桜並木中央区散歩の先に
桜並木で待っているから
桜並木に弾ける笑顔
桜並木のある街中央区
桜並木よ未来の架け橋
桜並木を歩けば
桜の雨
さくらのトンネル
桜のトンネル気分がいいな
さくらの街 若い街 歌の街
桜ひらひら（舞う）
桜吹雪に癒されるまち
桜吹雪よいつまでも
桜ほほえむ夢通り
さくらまいちる
桜舞う空 まばゆい太陽
桜まつり、やたいいっぱい
さくら咲く街 相模原中央区
さくら咲く道 二人で歩く
さくら色に染まった道
市民さくらまつり
すてきな桜並木
染まる町並さくらいろ

楽しいさくらまつり中央区
中央区水面に一ひら桜花
西門買い物公園の桜
花の並木 緑の並木 彩りの街
はやぶさ 桜祭り ねぶた祭り
春には桜のトンネル続く
春はたのしいさくら祭り
ピンクの桜通り
ぼくの町は、桜がきれい。
舞い散る桜吹雪
満開桜並木道
未来へ繋げ 桜並木の中央区
未来をつなぐ桜まち
みんなの笑顔 さくらいろ
夜桜の香りほのかに漂う道
ライトアップの桜が美しい
若葉の桜並木道
あいたい見たいはやぶさに
あえるんだはやぶさの故郷
青い宇宙
あきらめない はやぶさ
いとしはやぶさあえる日を
宇宙（そら）まで届けみんなの夢
宇宙（そら）を仰ぐ
宇宙一元気
宇宙とつながる
宇宙とつながる中央区
宇宙に一番近いまち
宇宙に一番近い街
宇宙に一番近い街
宇宙に架ける夢を持つ
宇宙に届け 街の声
宇宙の入口
宇宙の王はやぶさ中央区に
宇宙の大王はやぶさの故郷
宇宙の中心の中央区
宇宙の街の相模原
宇宙飛行士夢に見る
宇宙へ続く
宇宙へ続くこの町
宇宙へつながれ
宇宙へと続く街
宇宙への入口 未来への架橋（かけはし）
宇宙へのかけ橋
宇宙への街中央区
宇宙へ羽ばたく
笑顔とはやぶさほら中央区
来てはやぶさの故郷中央区
来て目で触れるはやぶさに
希望あふれる銀河のまち
希望をのせたはやぶさ
きらめく銀河
銀河が結ぶ希望の星
銀河にうかべて
銀河の星輝く淵野辺商店街
銀河をかける
このほしにうまれて
相模の歴史宇宙をはばたく

空に輝く大星雲
空の果てまで夢が拡がる
太古の想い宇宙（そら）を駆けて
訪ねたいねはやぶさの街へ
楽しく学ぶ宇宙の学校
地・人・宇宙の未来を想い
手をのばせば星にとどく
天から帰 はやぶさ故郷へ
天飛び今休む故郷中央区
はやぶさ、いとかわに出発
はやぶさ宇宙を行く中央区
はやぶさの故郷相模中央区
はやぶさの故郷大好中央区
はやぶさのそらを仰ぐ
はやぶさのふるさと
はやぶさのふるさと
はやぶさの故郷 夢広げ
はやぶさの故郷は中央区に
はやぶさよ 明るい未来へ
はやぶさよまたあいに来る
遥かかなたの宇宙より
遥か銀河の謎解くはやぶさ
星の光が心をつなぎ
ほっと一息休みなはやぶさ
ほらほらはやぶさはばたく
まちびとと宇宙（そら）をつなぐ
見たいなはやぶさの故郷を
未知なる宇宙 想いをはせる
見てはやぶさの故郷中央区
緑豊かな町、はやぶさの町
やっとあえたねはやぶさに
ゆっくり休みなはやぶさ君
秋は紅葉の中央区
紫陽花のみち
あゆのふるさと相模原
稲穂の絨毯に風の足跡
崖の緑に丹沢映えて
風はさわやか木がゆれる
カルガモの親子も泳ぐ池
川・緑そして心のある場所
かわせみ美し烏山用水
カワセミ飛び交う鳩川と
清き純水、ホタルも笑顔
ケヤキみどりを 二人で歩く
ケヤキ並木の 相模原中央区
四季を彩る丹沢山嶺
自然あふれる笑顔の町並
自然いっぱい中央区♥
自然いっぱい横山公園
しぜんがいっぱい
自然がいっぱい中央区
自然がいっぱい中央区
自然がいっぱい中央区
自然がいっぱい中央区
自ぜんがいっぱい中央区
自然がいっぱい中央区！
自然がいっぱい中央区!!
自然がいっぱい中央区。!!

自然が多い中央区！
自然と仲良し
自然ゆたか相模原市中央区
自然を守ろう中央区！
春夏秋冬花が咲く
生命の水が湧き出して
中央区自然がいっぱいだ！
中央区には自然が多いい。
中央区の自ぜんを守ろう
てるて姫伝説にふれる小路
夏には山百合咲きつどう
夏は青葉の中央区
ハトやツバメが大空を舞い
はらはらと美しく散る銀杏
春にはスミレやコブシ咲き
ヒバリの声降る緑の畑地
冬は落ち葉の吹きだまり
蛍に会える道保川
ホトケドジョウが憩う川
水と緑の横山丘陵
水鳥泳ぐは鹿沼の池
みどりあふれる中央区
みどりあふれる町
緑いっぱい、夢いっぱい
みどりがいっぱい中央区!!
緑の多い中央区
みどりの多いふちのべ
緑のふるさと相模原
みどりのもり むらとみ
緑の揺りかご横山丘陵
緑豊かな
みどりゆたかな中央区
森が広がる川ながれる中央
川に吹きぬく田名の風
清き流れの相模川
銀の背ビレが川逆のぼる
鯉のぼりが泳ぐ相模川
こいのぼりと河原でBBQ
相模川かけ登る鯉のぼり
相模川流るる
相模川に映る鯉のぼり
相模川のせせらぎに
相模川渡る風のささやき
相模線のブルーラインは相模川
水面が光る 相模川
水面きらめく相模川
若鮎の銀鱗躍る相模川
汗とかけ声中央区
イベントいっぱい中央区
おみこし 花火 銀河系
お祭りの好きな 相模原中央区
上溝夏まつりたのしいよ！
上溝夏祭りどっこいしょ〜
上溝の夏祭り
今日は祭りだ日本晴れ
鯉のぼり
心は一つだワッショイ
空高く舞う鯉のぼり

高田橋から見上げる花火
たくさんの楽しいお祭り
続け輝け夏祭り
伝統と歴史ある上溝夏祭り
夏の夢、上溝祭り
ねぶた フェスタ 中央区
納涼花火ゆめ花火
祭大好き 相模原
的祭の射手の勇ましさ
神輿・囃子の上溝夏祭り
神輿がつなぐ先人の心意気
みこし太鼓にさそわれて
御輿だワッショイ上溝の夏
未来へ泳ぐこいのぼり
夢と希望の夏祭り
ワッショで輪になる上溝祭
あいさつかわす中央区
あたたかい出逢いで和む
ありがとうがあふれてる
いつもえがお中央区
いつもえがおで中央区！
命あふれる希望の町
笑顔あふれるみんなの町
笑顔いっぱい相模原
笑顔輝く中央区
笑顔がすてきな
えがおであふれる中央区！
笑顔になれる街
笑顔のあふれる中央区
えがおの中央区
老いも若きもるるるるる
大きく輝く、みんなの笑顔
大人の笑顔お月さん
交わす笑顔に励まされ
君の住む街 相模原中央区
心が触れ合うそんな町
心ぽかぽか暖まる
子どもがたくさん
子どもにも母にも優しい
子供の笑顔太陽だ
すてきな人があつまってる
誰もが笑顔で暮らす街
小さな町の大きなやさしさ
中央区から届けるハート
手と手をつなぎ生きていこう
手と手を繋げば広がる未来
ともだちいっぱい
ともだちいっぱいの中央区
陽だまり、笑顔皆の中央区
人がいっぱい中央区
人けのない街がさみしい
向日葵のように輝く笑顔
みんないい子いい笑顔
皆がこの町 明るくする
みんなが住みやすい中央区
みんなで歌おういつまでも
みんなでつくるよ中央区
みんな仲良し相模原

皆にこにこ
みんなの笑顔の中央区
やさしい人いっぱい中央区
優しい人が暮らすまち
優しい街 あったかい街 中央区
若人がつどう淵野辺のまち
わらえばともだち中央区
若い人 きれいな人が集う街
鮮やかに彩る四季の道
運動大すき銀河アリーナ!!
お店が多い中央区
お出掛けも買い物も楽しい
親と子の心を育む鹿沼公園
きれいなまち
公園たくさん にこにこ笑顔
心通わせ会話が弾む商店街
コンビニいっぱい中央区!!
坂が少なく住みやすい
相模原駅に小田急線延伸を
三段の大地駆け上がる
実は富士山見えるのよ
自転車らくちん
商店街でコケ丸がまってるよ
人生の目標見付かる公民館
住みやすい中央区
住みやすい街中央区
住みよい街は相模原
助け合いの輪、自治会活動
建物いっぱい中央区
でいらぼっちの富士を望み
遠く大山そびえ立つ
友と語った水道みち
農園で役所の放送に耳傾げ
白鳥や鳩と遊べる鹿沼公園
人が集まる西門商店街
広い歩道の買物公園
ペンギン散歩科学館
便利な国道16号
緑の電車が 走る街
見なれた景色 ほっとする街
未来の博士を育てる図書館
やえい小学こうがあります
夜景がきれいな中央区
横浜線のグリーンラインは緑を走る
呼ぶ赤い手・青い手
ラーメン激戦区
歴史あふれる中央区
２万年の時超え語りかけ
EXILE
EXILE
We Live in 中央区！
WE LOVE 中央区
We ♥ 中央区
赤や青の大きな手
明るい未来
温かい光が丘
あったかいなこの街中央区
あなたの心に夢が咲く

一応政令指定都市の中心だ
いつまでもずっと中央区！
いつまでも中央区が故郷だ
いつも忙し 区長さん
いつもげんきな中おうく
いにしえの記憶辿る
生命輝く花咲く町よ
今こそがんばろう中央区
ウェルカムトゥ中央区
うきうきはずむたのしいぜ
笑顔をつなぐ
大野北は皆の町よ
おひさまあかるい中央区
輝く未来へ 愛する中央区
輝く未来へ 羽ばたけ中央区
輝く未来へさわやか中央区
家族が行くよニッコリモール
がんばれがんばれ中央区！
絆の強い光が丘
希望あふれる
希望の街中央区
希望の未来へ 絆の中央区
希望の未来へ 光輝け中央区
郷土の料理煮込みうどん
元気いっぱい
ご近所仲よくラララララ♪
ここデイラボッチの足跡
こころをつなぐ
子どもたちの未来のために
これから進化発展！中央区
こんにちわさようならばは
相模中央区
相模の国の真ん中中央区は
潤心市民
潤水都市
潤緑公園
白ちょうのいるかぬまいけ
スポーツの素晴らしさ知る
スポーツ観戦で感動の涙
住みやすい中央区
住めば都の中央区
住んで良かった
澄んだ空澄んだ瞳が輝いて
全部つないで響きあおう
だいすき相模原市中央区！
大すきちゅうおうく
だいすき中央区！
台地の夢
たのしい中央区
たのしい中央区
たのしい中央区ゆめの町
力を一つにしてがんばろう
地産地消で応援だ
中央区から広がっていく
中央区くれば楽しい気持ち
中央区元気をだそう!!
中央中央中央区
チュッチュッチュー OH 駈

つながり深い
つなぐつながる
照手姫伝説残るまち
てるてひめにみまもられて
問い続ければ見えてくる
東京 札幌 新潟 さいたま 千葉 大阪
神戸 福岡 熊本 そして相模原中央区
ときめくまち
光のシャワーふりそそぐ
人とまち そらをつなぐ 中央区
人とまち宇宙をつなぐ
富士見える丘
物価が安くて住みやすい
ぼくらのふるさと中央区
真心ケットつなごう手と手
また来るかい くるよ中央区
マツコデラックスも大好き
学ぶ楽しさ満たされる
まんぞく中央
まんなかにある中央区！
未来で輝け さわやか中央区
未来の街中央区
未来ひろがる星が丘
未来へ輝け 羽ばたけ中央区
未来へ繋げ さわやか中央区
未来への架け橋中央区
未来へ羽ばたけ 絆の中央区
みんながすむ町中央区
みんな元気 みどりがおか
みんな大好き中央区
みんな大すき中おおく
皆と一緒に区の魅力発信中
皆と暮らしたい
みんなの故郷中央区！
みんなの故郷中央区！
みんなの心の中央区
みんなの中央区だから
みんなのふるさと
皆んなで輪、話、和づくり
やさしいまち
やさしいまち中央区がスキ
やべのむらとみ（じんじゃ）
豊かな中央区
夢と希望が開く街
リニア駅から
私の生まれた中央区
（順不同：すべて原文のまま）

