
 

 

 

 

第４９回相模原市⺠桜まつり代替イベント 
「SAKURA SAGAMIHARA －桜彩る１０日間－」の実施について 

 
今年も桜が咲き誇る季節が訪れました。皆さんが⼀堂に会して桜を楽しむ市⺠まつりは残念な

がら中止となります。しかし、相模原の各所で春の訪れを伝える桜を、ご家族や友人、恋人と楽
しみ、心に残る春にしていただきたいという想いから、まつりに代わるイベントをご用意しまし
た。厳しい寒さを乗り越え、短くも美しく咲く桜に彩りを添えるとともに、皆さんの心が満開の
桜に彩られる機会となることを願っています。 
 
※例年の、市役所さくら通りを会場とした市⺠まつりの開催はありません。 
 
１ 市役所さくら通りライトアップ 〈協賛︓相模原市電設協会〉 

１００本を超える桜の木を、幻想的にライトアップします。 
期間︓３⽉２５⽇（⾦）〜４⽉３⽇（⽇） １８時〜２２時 
※ 桜の開花状況により実施時期が変更となる場合があります。 

 
２ 最新技術を駆使した桜映像の配信 

○ドローン視点で送る桜映像配信 
 ドローンに搭載した 360 度カメラから、満開の桜の様⼦をお届けします。 

公 開 ⽇︓４⽉１⽇（⾦） 
公開場所︓市ホームページ内「相模原チャンネル」 

（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/channel/） 

  
○「ＶＲ未来予想図〜相模原 version〜」⽣配信 
 ＶＲ空間に３D アートを描くパフォーマンスを⽣配信します。 

公開⽇時︓４⽉２⽇（⼟）１９時 
 公開場所︓YouTube「公益社団法人 相模原⻘年会議所」 

（https://www.youtube.com/channel/UCXL-Im2uOTccMdxk3V8CNRA） 

 
３ 桜名所スタンプラリー「さがみん」からの指令 〈主催︓（公社）相模原⻘年会議所〉 

相模原の桜名所を巡るスタンプラリーを開催します。 
期間︓４⽉１⽇（⾦）〜３⽇（⽇） １１時〜１７時 
会場︓橋本公園、横⼭公園、相模原⿇溝公園、市役所さくら通り 
台紙配布場所︓各会場 

 
４ Air de 市⺠桜まつり 2022 〈協⼒︓㈱エフエムさがみ〉 

市内の各種団体の活動紹介や観光親善⼤使のお披露⽬などを、ラジオで放送します。 
放送⽇時︓３⽉２６⽇（⼟）１３時〜１６時、３⽉２７⽇（⽇）１３時〜１６時、 

４⽉ ２⽇（⼟）１２時〜１６時、４⽉ ３⽇（⽇）１０時〜１６時 
  放 送 局︓FM HOT 839（エフエムさがみ） 

 
 
※ 各事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡⼤防止策の徹底を図ります。 
※ 詳しくは別添チラシをご参照ください。 

 
 

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ２ 日 

相模原市発表資料 

【お問い合わせ】 
観光・シティプロモーション課 
電話︓042-769-8236 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/channel/
https://www.youtube.com/channel/UCXL-Im2uOTccMdxk3V8CNRA


詳しくは
裏面で！

主催：相模原市民まつり実行委員会
主管：（公社）相模原青年会議所　協賛：相模原市電設協会
協力：相模原市印刷広告協同組合、 ㈱エフエムさがみ

【問合せ先】
相模原市民まつり実行委員会事務局（市観光・シティプロモーション課）
☎ 042-769-8236

2022.3.25 　▼4.3金 日

　今年も桜が咲き誇る季節が訪れました。皆さんが一堂に会して桜を楽しむ
市民まつりは残念ながら中止です。しかし、相模原の各所で春の訪れを伝え
る桜を、大切な方と楽しみ、心に残る春にしていただきたいという想いから、
まつりに代わるイベントをご用意しました。厳しい寒さを乗り越え、短くも
美しく咲く桜に彩りを添えるとともに、皆さんの心が満開の桜に彩られる
機会となることを願っています。

国道16号相模原警察署前
交差点付近から税務署
入口交差点付近までの
区間にある、100本を超
える桜の木を幻想的に
ライトアップ

相模原の桜名所を巡るスタンプラ
リーを開催！
全部の会場でクイズに答えてシール
を集めると、その場でプレゼント
がもらえます！

ドローンに搭載した 360°
カメラから、満開の桜の様子
を お 届 け！ VR空 間 に ３Ｄ
アートを描くパフォーマンスの
生配信（4/2）もお楽しみに！

各種団体の活動紹介や観光親善大使のお披露目など、
盛り沢山のラジオをFMHOT839で放送します！

市民まつりの思い出や、動画配信の感想などを＃桜さがみはらをつけてSNSでシェアしよう！
ステキな投稿は、市公式SNSやAir de 市民桜まつり2022で紹介されるかも！？

©AIRWOLF

３年ぶりに夜の
桜が彩られる！

こんな映像
見たことない！？

Air de 市民桜まつり 2022

最新技術を駆使した桜映像配信

市役所さくら通りライトアップ

各イベントの詳細や
最新情報はこちらから

チェック♪▶

日月 火 水 木 金 土

　28 　29 　30 　31 　4/1 　2 　3

　3/21 　22 　23 　24 　25 　26 　27

Air de 市民桜まつり2022

桜名所スタンプラリー

桜名所スタンプラリー
「さがみんからの指令」

親子で楽しく巡ろう！

今年もラジオで楽しもう♪
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※桜の開花状況により、イベントの日程が前後する場合があります。
※お越しの際は、感染症対策を講じた上でお立ち寄りください。

注意事項

市役所さくら通りライトアップ1

市役所さくら通りライトアップ1
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Air de 市民桜まつり20224

最新技術を駆使した桜映像配信
（VR アートは 4/２に生配信）
2

ハッシュタグ

＃桜さがみはらでつながろう

第49回相模原市民桜まつり代替イベント

桜さがみはら

－　彩る10日間－桜

　
特設ページ

主催
（公社）相模原
青年会議所

イベント紹介イベント紹介



イベントのご案内
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　市役所さくら通りライトア
ップ

協賛：相模原市電設協会

　Air de 市民桜まつり2022　
協力：（株）エフエムさがみ

　桜名所スタンプラリー
「さがみんからの指令」
主催：（公社）相模原青年会議

所

「かながわの花の名所100選」に選ばれている市役所さくら通りの
桜の木をライトアップ！満開の桜がやさしい光に包まれます。
この時期しか見ることのできない幻想的な光景をご堪能ください。
※桜の開花状況により実施時期が変更となる場合があります。

Twitterのライブ配信とラジオ放送でおまつりの臨場感をたっぷり
お届け♪観光親善大使も登場して、4日間の放送を楽しく彩ります！
見て、聞いて、おまつり気分を味わってください。

上空からの映像はもちろん、
ライトアップされた満開の桜
のトンネルをくぐり抜ける様
子など、ドローンならではの
景色をお楽しみください。

各会場で配布するスタンプラリーの台紙をゲットして、
スタート！
シールを１つでも集めればキャンペーンに応募できるので、
ぜひお気軽にご参加ください。
抽選で豪華プレゼントが当たるかも！？

　　　⑴４カ所のラリーポイントで桜を楽しもう！
　　　⑵指令に挑戦してシールを集めよう！
　　　⑶素敵なプレゼントがもらえます！

3月25日（金）～ 4月3日（日）　18時～ 22時

　最新技術を駆使した桜映像
配信

4月1日（金） 公開

相模原市出身のVRアーティスト
“せきぐちあいみ”さんが、VR
空間に「桜×相模原×未来」を
テーマに3Dアートを描く様子を
生配信！圧巻のライブパフォー
マンスをお見逃しなく！

【せきぐちあいみさんプロフィール】VRアーティストとして活躍中。VRアートの制作やライブペインティングのステージ公演を国内外で幅広く展開しています。

VR未来予想図
～相模原version ～

4月2日（土）夜 公開

主な放送日時

3/26（土）
13時～ 16時

3/27（日）
13時～ 16時

４/２（土）
12時～ 16時

４/３（日）
10時～ 16時

相模原の
桜名所からの中継

「銀河連邦」
各共和国からの中継

観光親善大使
お披露目
各種団体の活動紹介

各種団体の活動紹介
総出怒涛のエンディング

チャンネルは
83.9MHｚ♬

市HP内
「相模原チャンネル」

で配信♪

YouTube
「公益社団法人 相模原青年会議所」

で配信♪

4月1日（金）～ 3日（日）　11時～ 17時

参加
方法

※4月３日（日）以降もご覧いただけます。

会場は
４カ所♪
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