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さがみはら女性起業家マーケット

絵画コンテスト入賞作品展示

総合案内所  臨時駐輪場  ゴミ分別ブース

トイレ  多目的トイレ

休憩所  授乳室  喫煙所

 シビックストリートゾーン（パレード・展示）

 知恵のゾーン（絵画・写真展）

 いきいきゾーン（ステージ・イベント）

 にぎわいゾーン（物販を伴った発表）

 環境ゾーン（環境をテーマとした発表）

 おもいやりゾーン（福祉をテーマとした発表）

内容等については、大きく色別にゾーニングしてあり
ますが、詳しい内容は行事一覧表をご覧ください。

産業会館

商工会議所

総合学習センター

中央病院

けやき
体育館

あ
じ
さ
い

会
館

㈠
相
模
原

教
育
会
館

ＪＡ

ＪＡ
広場

福祉
バザー

総合案内所

総合案内所

パ
レ
ー
ド

解
散
場
所

横
山
2
丁
目
交
差
点

縁日広場

市民
まつり

会場
図

詳しく
は、総

合案内
所

（警察
署前・

市民会
館前・

ウェル
ネスさ

がみは
ら前・

JA前・
ココス

横）

におい
でくだ

さい。

「路上喫煙の防止に関する条例」が、平成24年10月1日からスタートしました。指定の喫煙所以外での禁煙にご協力ください。

一財
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環境推進ブース

さがみはらの
環境を守ろう

2F

1F

けやき会館

身障者用駐車場

第2駐車場

市民会館

第1別館第2
ステージ

第1ステージ

市役所本庁舎

歩 行 者 天 国

ウェルネスさがみはら
市体育館（まつり事務局）

環境情報
センター

中央小学校

第
2
別
館

警
察
署

N
T
T

郵
便
局

青少年
相談

センター

青少年
相談

センター

祭典本部
警備本部
消防警備本部
迷子広場
交通指導員詰所
救急本部

障害者用休憩室（3F）

チビッ子
広場

相 模 相 撲 
相模原場所

チビッ子
広場

招待団体コーナー

ボランティア
グループ

かんきょうフェア
2016

本部

本
　
部

総合案内所

総合案内所

総合案内所

パ
レ
ー
ド

出
発
場
所

国
道
16
号

無料巡回バス停留所
（相模原駅南口行）

（3F）

キャラクター&宇宙・国際コーナ一

5



6



7



開会式、パレード
2日（土）
午後1時30分〜
［場所］市役所さくら通り相模原郵便局前
開会式（テープカット、鼓笛・相模原市ホームタウン
チーム・民謡の各パレードほか）

午後3時45分〜
［場所］市役所さくら通り相模原郵便局前
神奈川県警音楽隊の演奏、カラーガード隊ドリル演技、安全・安心まちづくりパレード
 

さがみはらの環境を守ろう
&かんきょうフェア2016

［会場］�市役所第2駐車場2階及び環境情
報センター

相模原の環境についてみんなで考えてみません
か。相模原の環境をテーマに様々な催しを行い
ます。

2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前10時〜午後5時
協力団体：相模原の環境をよくする会、さがみ
はら地球温暖化対策協議会、ＮＰＯ法人緑のダ
ム北相模、全国森林インストラクター神奈川会、
ＮＰＯ法人さがみはら環境活動ネットワーク会
議、相模原市美化運動推進協議会、さがみはら
リサイクル連絡会、市資源循環推進課ほか

チビッ子広場
［会場］市役所正面駐車場及び周辺
来場する子どもたちに楽しい遊び場を提供しま
す。
2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前10時〜午後5時
協力団体：チビッ子広場実行委員会

第43回相模原市民桜まつり

絵画コンテスト表彰式
［会場］第1ステージ
2日（土）午後2時30分〜午後3時

第43回相模原市民桜まつり

絵画コンテスト
入賞作品展示

［会場］総合学習センター前駐車場
2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前10時〜午後5時

キャラクター&
宇宙・国際コーナ一
市マスコットキャラクター「さがみん」をテー
マとした、お子様が楽しめるブースがあるほか、
模型、資料展示などによるＪＡＸＡ宇宙科学研
究所の取り組みや、宇宙教育に取り組んでいる
ＫＵ－ＭＡ（ＮＰＯ法人　子ども・宇宙・未来
の会）、日本宇宙少年団の活動などを紹介します。
友好都市（中国・無錫市、カナダ・トロント市、
トレイル市）の紹介と中国の文化体験・カナダ
の雑貨の販売もします。

［会場］ウエルネスさがみはら周辺
2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前10時〜午後5時

第43回相模原市民桜まつり 実 行
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縁日広場
［会場］市役所さくら通り（税務署入口
交差点から横山2丁目交差点まで）及び
JA周辺
露店市、市内農産物・花卉植木即売会、餅つき
体験など
2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前10時〜午後5時
協力団体：県央イベント商業協同組合、相模原
市農業協同組合

相模相撲相模原場所
［会場］市役所〜市役所第2駐車場間
巨大紙相撲が相模原に登場!?
主管：（公社）相模原青年会議所

2日（土）午後1時30分〜午後4時30分
3日（日）午前10時30分〜午後2時30分

さがみはら
女性起業家マーケット

［会場］産業会館
これから活躍を目指していく相模原市内の女性
起業家による 2 Days マーケット。事業のアピ
ールや、商品・サービスの販売を行います。

2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前11時〜午後3時
主催：（公財）相模原市産業振興財団

環境推進ブース
［会場］市役所体育館前駐車場
主管：さがみゴミュニティ実行委員会
市民まつりのごみ削減を目指し、リサイクル食
器を利用する新たな取り組みで販売を行います。
今年購入された方はプレミア感満載だと思いま
す！

2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前10時〜午後5時

福祉バザー
［会場］けやき体育館及びけやき会館周辺
2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前10時〜午後5時
協力団体：市民まつり福祉バザー実行委員会、
ボランティアグループ実行委員会

招待団体コーナー
［会場］市役所体育館前駐車場
本市と友好関係にある市町を招待し物産展を開
催。まつりを通し交流を深めます。

2日（土）午後1時〜午後5時
3日（日）午前10時〜午後5時
協力団体：銀河連邦共和国、長野県北佐久郡立
科町、和歌山県田辺市、町田市、福島県

FM HOT 839 公開生放送

「ほっとしましょう」
［会場］ウェルネスさがみはら前
桜まつり会場特設ブースから公開生放送！出展
ブースやイベントの紹介、会場の声をラジオで
お届けします。「ほっと」な企画も用意してい
ます。

2日（土）正午〜午後4時
3日（日）午前10時〜午後4時
協力団体：㈱エフエムさがみ

委 員 会 の 催 し
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歩行者天国
市民会館

あじさい
会館

ウェルネス
さがみはら

体育館（まつり事務局）

招待団体コーナー

障害者用休憩室（3F）

歩 行 者 天 国

青少年
相談

センター

市役所

（3F）
（3F）

警
察
署

N
T
T

郵
便
局

総合案内所

総合案内所

総合案内所

総合案内所　 トイレ　 多目的トイレ
ゴミ分別ブース　 休憩所　 授乳室　 喫煙所

シビックストリートゾーン［相談コーナー］
番号 実施団体 行事内容

2 神奈川県畳工業協同組合　相模
原支部 畳相談コーナー・コースターキット配布� ［3日のみ］

5 相模地域労働組合総連合（相模
労連） 労働相談（パワハラ・セクハラ・賃金未払いなどの相談お気軽にご相談下さい。秘密厳守）

13 相模原市栄養士会 体脂肪測定と栄養相談� ［3日のみ、午後4時まで］

14 相模原市建設組合連合会 無料住宅相談と木工教室

15 （一社）相模原市建設業協会 無料休憩所、土木・建築相談、建設機械の展示、花苗・椎茸の無料配布
� ［両日とも午後4時まで］

35 全日本年金者組合　相模原支部
連絡会 年金相談と交流

46 相模原地域連合　相模原労福協 労働相談と子どものためのぬり絵・風船配布。

54 相武葬祭業組合 仏事相談・イフ共済会のパンフレット配布・ヨーヨー風船・花の種（2000袋）無料配布・
御祈願・供養祭等。

58 （一財）関東電気保安協会　神
奈川事業本部相模原事業所 電気安全出張相談所（省エネルギー・電気の安全な使用についての相談承ります）

シビックストリートゾーン［体験コーナー］
番号 実施団体 行事内容

1 神奈川建設ユニオン 熟練した建設職人と一緒に、日頃出来ない体験をしてみましょう！毎年恒例の丸太切り、
その他イベントを行っています。

21 相模原造園協同組合 「こけ玉作り体験コーナー」「さくら記念植樹」毎年桜を1本寄贈して市長と共に記念植樹
を行う� ［両日とも午後4時30分まで］

36 （一社）神奈川県作業療法士会　
広報部（相模原支部） 人は作業をすることで元気になれる　〜自助具を作ってみよう〜

37 相模原市左官組合　 石膏による手形及び泥ダンゴ作りの体験� ［2日午後4時まで、3日午後4時30分まで］

シビックストリートゾーン［太鼓・囃子演奏コーナー］
番号 実施団体 行事内容
18 相模龍王太鼓 和太鼓の演奏� ［3日のみ］

19 天馬太鼓 民謡曲を中心とした和太鼓集団、老若男女の楽しいファミリーです� ［2日のみ］

20 山王自治会　相模龍王山王太鼓 和太鼓の演奏� ［3日のみ］

28 相模原市太鼓連盟　相州太鼓保
存会 和太鼓演奏� ［3日のみ］

29 相武明神太鼓　鼓志團 創作太鼓演奏� ［3日のみ］

56 祭り囃子愛好の会　相模粋鼓會 粋鼓流祭り囃子の披露（祭り囃子の音とともに獅子、狐、おかめ、ひょっとこが勇壮に、
そして愉快に舞います）

57 和太鼓　我道・武蔵 和太鼓� ［3日のみ］

60 太鼓衆団　虎流 太鼓演奏� ［3日のみ］

62 中央子狸クラブ 相模の子狸、春風に遊ぶ� ［2日のみ］

63 相模太鼓保存会 創作和太鼓の演奏� ［3日のみ］

チビッ子
広場

キャラクター&
宇宙・国際コーナー

27 28 29

303132333435 3637383940 4243444546 474849 5051 5354 56 57 5859 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15

17

18 19
20

2221 2324 252616

41 52 61
62
63 646555
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シビックストリートゾーン［PR・活動発表・展示コーナー］
番号 実施団体 行事内容
3 腎移植懇談会の会 臓器移植とは？意思表示の大切さを知って下さい。� ［3日のみ、午後3時30分まで］

4 国際ロータリークラブ第2780
地区第5グループ END�POLIO�NOW

6 相模原市明るい選挙推進協議会 「これからの未来を決めるこの一票」明るい選挙推進協議会の紹介と啓発。� ［3日のみ］

7 NPO法人�相模原市ラグビーフット
ボール協会 相模原ラグビースクールの活動報告

8 原水爆禁止相模原地区会議 団体の活動紹介と反核平和PR
9 ふじの里山くらぶ 地域おこしの「ふじの里山くらぶ」「古民家ツアー」「マレットゴルフ教室」他

10 相模原商工会議所　都市産業研
究会 都市産業研究会、活動内容のPR（相模原の15年後チェックリスト配布）

11 相模原商工会議所 地域総合経済団体としての経営支援や産業振興のPR
12 相模原南ライオンズクラブ 献眼・献腎推進運動の啓蒙と登録申込者の受付� ［3日のみ、午後3時30分まで］

16 （一社）神奈川県トラック協会　
相模原ブロック 交通安全PR活動（ノベルティーグッズの無料配布、募金活動）

17 神奈川県ユニセフ協会 開発途上国の子どもの暮らしとユニセフの支援を伝える「ユニセフすごろく」や、支援
物資のサンプル等を展示、紹介します。

22 中央区安全・安心と夢・希望の
プロジェクト実行委員会

「人とまち、宇宙（そら）をつなぐ中央区」中央区の見どころや区内の活動をご紹介しま
す

23 （公財）相模原市まち・みどり
公社 当公社の紹介、公共施設のPR、および緑化に関するPR活動を行う

24 相模川を愛する会・中道志川ト
ラスト協会 相模川と道志川の環境保全活動を紹介。「おさかなカード」作成、生物観察水槽展示。

25
（公財）相模原市産業振興財団・
（公財）相模原市勤労者福祉サ
ービスセンター

産業振興財団と勤労者福祉サービスセンター（あじさいメイツ）の事業内容や、市内で
活動するコミュニティビジネスなどをご紹介します

26 相模原市自治会連合会 自治会加入促進キャンペーンとして、各地区自治会連合会活動パネル展示など
27 小田急多摩線延伸促進協議会 小田急多摩線の延伸を早期に実現させよう！

30 相模不動産団体（三支部連絡協
議会）

さがみ緑いっぱい街づくり　苗木無料配布等を行います。相模原市緑の街づくりキャン
ペーンを行います。

31 関東住宅リフォーム協同組合 リフォームに適した無垢材、自然素材の紹介、空家、中古住宅リフォームの相談会
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シビックストリートゾーン［PR・活動発表・展示コーナー］
番号 実施団体 行事内容

32 相模原市さがみの里親会 病気や虐待などにより親と一緒に生活できない子どもたちを家庭で養育する「里親家庭」
をより多くの子どもたちに。

33 相模原市生協運営協議会 相模原市生協運営協議会に加盟する生協の取組み紹介

34 日本国民救援会　相模原支部 えん罪犠牲者を支援するパネル展示やチラシによる紹介。

38 相模原あじさいライオンズクラ
ブ 盲導犬の育成支援募金活動。花のポット苗及び種の無料配布� ［3日のみ］

39 新日本婦人の会　相模原支部 相模原市は非核宣言都市。核兵器をなくすため原爆写真パネルの展示と、今までの運動
を紹介� ［両日とも午後4時まで］

40 相模原市平和委員会 原爆、米軍基地等の写真パネルの展示� ［2日午後4時30分まで、3日午後4時まで］

41 明るい社会づくり運動　相模原
けやきの会 交通遺児募金および市慰霊塔松喰虫駆除、清掃奉仕等の活動パネル展示

42 NPO法人�さがみはら市民会議 さがみはら市民活動発表展

43 相模原市食生活改善推進団体　
わかな会

野菜一日350グラムの啓発事業　「野菜350グラムってどのくらい」
� ［3日のみ、午後3時まで］

44 相模原市職員労働組合 学校・保育園　給食展

45 （公社）神奈川県LPガス協会　
相模原支部

災害に強いLPガスのPRチラシ配布、ボンベの重さあてクイズ、人と火のふれあいについ
ての活動を行います。

47 （公社）相模原法人会 法人会活動のPRと税の紙芝居とぜいきん展。

48 相模原市民生委員児童委員協議
会

民生委員・児童委員活動の啓発。PRコーナーを設置し、写真やパネルの展示・DVD上映、
啓発物品の無料配布を行う。

49 東京地方税理士会　相模原支部 「税金を考えよう！　税金を身近に」をテーマに、簡単な税金クイズ、租税教室の展示

50 相模原市保護司会協議会 社会を明るくする運動（ひまわりの種子無料配布）

51 相模原市薬物乱用防止連絡会 薬物乱用防止キャンペーン（薬物乱用防止のための啓発資材の配布、薬物見本展示）。

52 さがみビルメンテナンス協同組
合

ポイ捨てされた空き缶を回収し環境美化を図り、資源のリサイクルを促す。回収した空
き缶を資金化し社会福祉協議会へ寄付金として納める。

53 相模原市赤十字奉仕団 救命応急手当の普及および、防災、減災活動の普及。

55 相模原建築板金工業組合 建築板金って何？現場施工写真パネル・銅製品展示� ［3日のみ］

59 （一社）相模原市観光協会　 相模原市の観光PRと観光協会の活動紹介・くみひも体験等

61 日本郵便（株）相模原郵便局 記念切手・郵便ハガキの販売

64 相模原防犯協会 防犯キャンペーン� ［3日のみ、午後3時まで］

65 相模原市安全・安心まちづくり
推進協議会

反射神経診断装置等、安全・安心に関するイベント及び情報提供を行う。
� ［3日のみ、午後4時まで］
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チビッ子
広場

第1別館

職員会館

第
2
別
館

歩行者天国

市役所本庁舎

第1ステージチビッ子
広場

相 模 相 撲 
相模原場所

第2
ステージ

（3日（日）のみ）

市役所周辺 多目的トイレ　 休憩所　 喫煙所
ゴミ分別ブース

66 67 68 69 70 71

72

相模相撲相模原場所〔実行委員会事業〕
実施団体 行事内容

（公社）相模原青年会議所 巨大紙相撲が相模原に登場!?

チビッ子広場〔実行委員会事業〕
実施団体 行事内容

チビッ子広場実行委員会
［相模原市少年鼓笛バンド連盟、相模原スカウト連絡協議会、
相模原市子ども会育成連絡協議会、みらい子育てネットさがみ
はら連絡協議会、相模原市青少年指導員連絡協議会、相模原市
少年少女合唱団］

子ども達が遊びながら、手作りの楽しさや自ら参加する喜び
を体験する広場です。

知恵のゾーン［作品展示・パネル展示コーナー］� 市役所本庁舎1階ロビー
番号 実施団体 行事内容

66 相模原市消費者団体連絡会 消費者視点で食の安全・暮らしの安全・安心についてパネル展示します
� ［3日のみ、午後4時まで］

67 神奈川県立　さがみ緑風園 さがみ緑風園利用者の作品展示と紹介� ［両日とも午後4時まで］

68 相模原市戦没者遺族会 第6回平和祈念事業パネル展

69 相模原人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会

人権メッセージ展（著名人による人権メッセージパネルの展示、人権啓発物品の配布）
� ［3日のみ、午後3時まで］

70 （一社）神奈川県建築士事務所協
会　相模原支部

安全・安心・快適な家づくり・街づくり（耐震相談・なんでも相談・パネル展示・パン
フレット配布）

71 相模原市行政相談委員連絡会 行政相談委員業務（相談・啓発・宣伝ほか）� ［3日のみ、午後3時まで］

いきいきゾーン［みんな元気！�さがみはら健康・あそびコーナー］
番号 実施団体 行事内容

72 相模原市スポーツ推進委員連絡
協議会 体力測定（垂直跳び、肺活量、握力、長座体前屈など）� ［3日のみ、午後3時まで］
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第2駐車場

歩行者天国

市民会館

青少年相談
センター

2F

さがみはらの環境を守ろう

市民会館周辺

自転車は
駐輪場へ
自転車は指定の駐輪場へ
入れてください。
キケンです。
会場内では自転車に
乗らないで！総合案内所

737475

90〜125

126
～

132

133
～

146

総合案内所　 多目的トイレ
ゴミ分別ブース　 喫煙所　 臨時駐輪場

2F

1F

にぎわいゾーン
番号 実施団体 行事内容

90 NPO法人　男女共同参画さが
みはら 活動展示　バザー　販売（飲料水、玉こんにゃく）� ［3日のみ、午後4時まで］

91 チベット交流会　相模原支部 チベット文化をチベット料理、チベットグッズ、パネルで紹介します。

92 相模原市長野県人会 長野県信州の観光名所、名産品等の紹介、県人会の相互親睦と新規会員の募集、信州の
名産「信州のおやき」「野沢菜」等の販売

93 相模原商工会議所女性会 活動内容紹介と相模原産の桑茶「とうとるん」と「とうとるん」加工商品の販売及びPR

94 相模原ローターアクトクラブ フリーマーケット、ドリンク販売、ポップコーン販売をします。当店ならではのポップ
コーンを食べに来て下さい。

95 光が丘地区福祉の里づくり推進
委員会 光が丘地区福祉の里づくり推進委員会の活動紹介と風船おもちゃ販売

96 まちづくり「湖（みず）の星」 日頃の活動の紹介、富士宮焼そば、さが味の焼（お好み焼き）の販売� ［3日のみ］

97 （福）相模福祉村　たんぽぽの家 障がい者支援施設

98 SENBU会（ワイクー戦舞会） フィットネス格闘技のPRとフランクフルト、ドリンク類などの販売

99 骨盤体操サークル（相模原健康
クラブ）

〜腰・肩・膝痛でお悩みの方へ〜骨盤の歪み検査、カイロ整体体験、痛み解消運動指導、
無料健康相談

100 相模原酒販協同組合 商品の紹介とPR活動（丹沢ほまれ、さがみワインの販売）

101（公社）神奈川県生活水保全協
会　県北支部 高度処理浄化槽のカットモデル、カタログ配布

102 相模原ライオンズクラブ 奉仕活動で地域社会に貢献：ビール等酒類、ソフトドリンク販売及びバザー

103 ネパール教育支援の会相模原事
務所

ネパールの民芸品・スカーフ、ショール（パシュミナ・芭蕉布など）岩塩・アンモナイ
トなど販売� ［3日は午後4時まで］

104 日本空手道　自顕会 防具付の実践空手の紹介とバザー

105 古淵商栄会 古淵南公園で第二日曜日に朝市をしています。� ［3日のみ］

106 神奈川土建一般労働組合　相模
原支部　中央分会 楽しいタイル工作、美味しいとん汁� ［3日のみ］

さがみはらの環境を守ろう〔実行委員会事業〕
実施団体 行事内容

NPO法人緑のダム北相模、全国森林インストラクター神奈川会、
NPO法人さがみはら環境ネットワーク会議、相模原市美化運動
推進協議会、さがみはらリサイクル連絡会、市資源循環推進課

さがみはら森林ビジョンＰＲ、分別戦隊シゲンジャー銀河・
レモンちゃんなどによるごみの減量化・資源化ＰＲ、体験型
分別ゲーム、啓発用ごみ収集車乗車体験など。

知恵のゾーン［作品展示・パネル展示・発表コーナー］� 市民会館
番号 実施団体 行事内容

73 写真で相模原を記録する会 平成27年の市民生活、市勢の動き、地域の変遷など市民から写真をいただき展示し、保
存活用する� ［3日は午後4時30分まで］

74 相模原暴力団排除対策推進協議
会

一日暴力団相談窓口（暴力団関係者からの不当要求行為、その他暴力団関係で困ってい
る方に対する相談コーナー）� ［3日のみ］

75 相模原市レクリエーション協
会・相模原市文化協会 市民による舞踊、演芸、民謡、合唱、詩吟、歌謡曲、奇術等を発表する芸能大会
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にぎわいゾーン
番号 実施団体 行事内容
107 博愛思いやりボランティアの会 会の活動発表と東日本大震災チャリティー支援のための飲食販売

108 NPO法人�相模原市ラグビー協会　
三菱重工相模原ダイナボアーズ

相模原市ラグビー協会活動内容紹介、ダイナボアーズの活動とラガーマンがつくる汁な
し担々麺・揚げたてカレーパン

109 専修大学校友会相模原支部 焼鳥（南部とり）・ビール・飲料水の販売　相談室（税・不動産・司法）等開設

110 NPO法人　いのちを守る人道
支援ネットワーク NPO法人博愛プロジェクトの災害支援活動に対する売上協力

111 相模原西ライオンズクラブ 会の活動発表とバザー、ポップコーンとヨーヨーふうせん

112 相模原市国際交流協会 私費留学生や外国につながる学生に奨学金を贈呈する事業の紹介と、やきそば、ブラジ
ルソーセージパンなどの販売

113 南橋本釣り同好会 つり同好会の活動紹介と焼そば等の販売

114 日本ボーイスカウト神奈川連盟　
津久井第2団 活動内容の写真展示とうどん、フランクフルト、コーヒー販売

115 相模原市栃木県人会 栃木県の紹介（観光等）及び物産紹介

116 NPO法人　グループピコ グループピコ活動PRとお子様に人気のおさつスティックと揚げ餃子と飲み物の販売

117 ラテアートサークル“Latte” ラテアートの世界を楽しんでいただけます。

118 ちょい呑み相模原実行委員会 相模原駅周辺の活性化を目指す、街おこしの有志団体

119 東町桜会 花いっぱい運動、各日50名に花のタネを配布します

120 だちょう研究会 相模原産のダチョウ肉を使ったタコスなどの販売

121 トルコ文化研究会 トルコ文化と料理によるふれあいを楽しみましょう。

122 チーム43 会の活動発表と地域活性化のための飲食販売

123（一社）相模原青色申告会　　
青年部・女性部 青色申告の普及活動と焼き鳥、フランクフルト、生ビールの販売

124 江戸神輿愛好會　上溝睦 神輿活動のパネル展示

125 神輿同好会　相州睦 神輿活動のパネル展示

126 SEFの会（サガミハラ　エクス
プレス　フレンド） 救急キットFA推奨推進、そば販売

127 相模原中央商店街協同組合 相模原中央商店街のキャラクター「こけ丸」による街づくり活動のPRと、こけ丸焼き、
こけ丸グッズなどの販売

128 相模原塗装協同組合 塗り替え相談110番並びに物販

129 清新小山ドッジボール協会 祭りに参加しドッジボール活動の周知及び部員募集の促進を目的とする。

130 NPO法人　博愛プロジェクト 災害支援に（東日本大震災完全復興するまで）寄与する活動、飲食販売金を活動資金に
ご協力を!!

131 世界平和女性連合（WFWPさ
がみはら） モンゴル、エチオピアに関するパネル展示や活動紹介と民芸品の販売� ［3日のみ］

132 COU☆COU
スィーツデコ体験　オリジナルキーホルダーを作ろう♪シリコンを絞ったりパーツを自由に
配置して自分だけのオリジナル作品が作れます。小さなお子さんから大人まで手づくりを
楽しめる内容となっていますので、是非遊びに来てください♪� ［3日のみ］

133 相模原シティライオンズクラブ チャリティ　おもちゃくじ

134 相模原沖縄県人会 沖縄フードの紹介、観光へのアドバイス

135 社会福祉法人慈母会 施設の紹介、ボードを掲示し活動内容をアピールする。

136 NPO法人　パラボラジャパン 障害者・高齢者のパソコン相談と食品販売

137 相模原グリーンライオンズクラブ 活動紹介と玉こんにゃく、ビールの販売

138 光が丘地区社会福祉協議会 光が丘地区社会福祉協議会の活動紹介とたこ焼、ポテトの販売

139 相模原市地域婦人団体連絡協議会 団体紹介、手作りすいとんと日用品・衣料品バザー

140 NPO法人　ネパール・ミカの
会　相模原連絡所 ネパール大地震後の写真展示と教育支援写真展示

141 結乃村農楽団（ゆいのむらのう
がくだん）　相模原支部 福島（会津）の観光PR、福島の米、物産、他の販売

142 津久井観光協会 津久井の観光宣伝と土産品の販売

143 横どん会 横山地区各種行事に協賛して人とのつながりをつくる活動の報告と焼とりの販売

144 ボーイスカウト相模原第5団 写真展示と募集活動

145 さがみはら鹿児島県人会 会の活動紹介と芋焼酎・カルカン・さつま揚げ等、鹿児島県の特産品

146 神奈川県食肉消費対策協議会相
模原支部

国産牛肉の試食、パンフレット、リーフレットの配布、パネルの掲示、アンケート実施
等
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2F

さがみはらの環境を守ろう第2駐車場

歩行者天国

市民会館

青少年相談
センター

青少年相談センター駐車場

お父さん
お母さん
気を付けて!!
毎年、迷子のお子さんが増
えています。会場内では小
さいお子さんの手を放さな
いでください。総合案内所

169〜178

147〜1682F

1F

にぎわいゾーン
番号 実施団体 行事内容
147 雄賢会 会の活動発表と地域活性化のための飲食販売

148 関東神輿友好会　鸞磨睦 鸞磨睦活動紹介パネル掲示、飲食物販売、CD販売

149
相模原市民ミュージカル（相模
原ご当地アイドル「つぶつぶ★
DOLL」）

相模原を舞台としたアニメ「ツブ☆ドル」の紹介販売及び販売

150 相模原商工会議所青年部 「てるて姫」紙芝居の披露、グッズ販売、綿菓子販売

151 AJMAN（アジュマン） 国際交流団体として、日本のアンティーク帯を使った小物とバングラデシュのスパイス
を使った料理を提供します。

152 さがみはら国際交流ラウンジ さがみはら国際交流ラウンジの紹介及び綿菓子と水あめの販売

153（一社）相模原市観光協会　広
報宣伝事業部会 相模原市観光協会認定“推奨品”の紹介及び販売。認定業者による調理販売

154 さがみはらぶ　運営チーム 地域コミュニティ「さがみはらぶ」の活動発表／超濃厚ワイン・熟成イモ，スパイシー
フランクフルトの販売

155 小原の郷　青空市推進協議会 小原の郷青空市PRと地元商店自慢の商品販売

156（公社）相模原市シルバー人材
センター シルバー人材センターの紹介と焼きビーフンの販売

157 牧郷豆の会 藤野牧郷地区の休耕地を利用して栽培した無農薬の小麦を麺に使用した牧郷やきそばの
販売と会の活動紹介

158 日本ボーイスカウト神奈川連盟　
相模原第10団 ボーイスカウト活動の展示及び焼き鳥、フランクフルトの販売

159 神奈川県央コミュニティ・ユニ
オン 職場での悩み・問題などの相談と磯辺焼き、水あめなどの販売

160 タイ子供支援の会 活動内容の発表や民芸品の展示。タイ料理、調味料などの紹介と販売。

161 相模湖商工会商業部 相模湖地域特産品販売PR

162 フードバンク相模原（さがみはら）「もったいない」を「ありがとう」にかえるフードバンク活動のPR及び焼そば、オムそば、
フランクフルトの販売

163 相模美容研究会　アムビジャン 「多くの女性が美しくあり続けて欲しい」の想いから簡単に行える美のソーシャルプラン
を提案して活動を行っております。

164 相模原中国人会 相模原中国人集まれ

165 相模原演劇鑑賞会 この地で芝居を呼んで観続けて27年！あなたも芝居体験しませんか？

166 神奈川県自動車整備　相模原支部 自動車整備の啓蒙とビール、フランクフルトなどの販売。

167 ボーイスカウト相模原第7団保
護者会 ボーイスカウト募集及び活動説明と焼きそば、飲料、くじ等の販売

168 津久井やまびこ祭り実行委員会 イベント内容、活動紹介、及び飲食の提供

総合案内所　 多目的トイレ
ゴミ分別ブース　 喫煙所　 臨時駐輪場
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http://www.honma-denki.jp/

にぎわいゾーン
番号 実施団体 行事内容

169 精神保健ボランティアグループ　
ひびき（あしたば会）

精神障害者を支援するグループ。サロンとして「ほっとハウス」「ひまわり」「ラベンダ
ー」「すずらん」を運営。精神保健ボランティア養成講座の企画立案と実施、当事者会の
BBQ講演会、新春の集まりなど支援

170 ちゃまま よさこい踊りのPRとフランク、焼そば大判焼などの販売

171 大船渡支援相模原市民ボランテ
ィアの会 友好都市大船渡市を支援する活動、大船渡市物産品の販売� ［3日のみ、午後4時まで］

172 相模原総合建設組合 住宅相談と木工品、バザー品の販売

173 藤野商工会 藤野地域の観光PRと特産品のゆず販売

174 NPO法人　相模原ライズ・ア
スリート・クラブ　

ホームタウンチームである「ノジマ相模原ライズ」のPRブースとライズが運営するライ
ズキッチンでの飲食販売

175 横山地区社会福祉協議会 つくね、焼き鳥、豚汁、ジュース、コーヒー、紅茶　　平成27年度事業報告

176 心温塾友の会 心温塾友の会の活動発表と手羽　玉こんにゃく　生ビール　ジュースの販売

177 国指定重要文化財　石井家住宅
保存会 石井家住宅のパネル展示。玉こんにゃく、地場野菜、記念酒の販売

178 をばら本陣焼の会 地元で昔から作られていた、お焼きを地域おこしとして現代人の口にも合うように研究し、
ボランティアで作っている。市内のイベント等に出店し販売している。� ［3日のみ］
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総合学習センター

歩行者天国

商工会議所

産業会館

総合学習センター周辺

ペットボトルの
キャップ回収に
ご協力ください
会場内に、ペットボトルの

「キャップ回収ボックス」を
置いています。リサイクル
促進にご協力ください。

76

179〜184

77

知恵のゾーン［発表・相談コーナー］�
番号 実施団体 行事内容

76 相模原パワーミュージック 相模原をキーワードに音楽を通じてボランティア活動をしています。地元ミュージシャ
ンによる熱いライブイベントです！

77 相模原地区放射線技師会・（公
社）神奈川県放射線技師会

超音波骨密度測定（無料）、乳がん触診ファントム体験、放射線関連検査説明
� ［3日は午後4時30分まで］

にぎわいゾーン
番号 実施団体 行事内容

179 陶竹会 若竹園を中心に陶芸を楽しむ仲間の作品です。手作りの陶器を楽しめます
� ［2日は午後3時まで］

180 あじさい陶友会 陶芸品の展示　チャリティ販売

181 相模原市老人クラブ連合会 ゆめクラブ相模原会員より供出されたバザー品の販売と、老人クラブ事業・活動等をパ
ネルで紹介

182 健陶会 手作り陶器類の展示と販売

183 氷川陶房 ミニ盆栽と陶芸愛好家達の作品紹介と販売

184 相模中央建設組合（青年部） 木工品の展示・販売・木工教室・ヨーヨー釣り等

さがみはら女性起業家マーケット

絵画コンテスト入賞作品展示休憩所

さがみはら女性起業家マーケット〔実行委員会事業〕
実施団体 行事内容

（公財）相模原市産業振興財団
これから活躍を目指していく相模原市内の女性起業家による�
2 Daysマーケット。起業済みまたはこれから起業を目指す女
性起業家たちがブース出展を行い、自分の考える事業をアピ
ールしたり、実際に商品・サービスを販売したりします。

多目的トイレ　 ゴミ分別ブース
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相模原市中央区相模原5-10-8 ＭＫ相模原ビル2Ｆ

検索mbc5681

4/16（土）に無料相続セミナー開催! !
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環境推進ブース

招待団体コーナー

郵
便
局

歩行者天国

市体育館（まつり事務局）

市体育館前

185〜207

トイレ　 休憩所　 喫煙所
ゴミ分別ブース

資源回収に
ご協力を !!
ごみかごと一緒に、空き缶 
やペットボトルをいれるか 
ごを用意しています。投げ捨
てずに、指定のかごにいれ 
てください。

招待団体コーナー〔実行委員会事業〕
実施団体 行事内容

立科町（長野県） 立科町の観光・物産ＰＲとたてしなサイダー、りんごジュース、りん
ごかりんとう、朝鮮人参蜂蜜等の販売。

田辺市（和歌山県） 田辺市の観光・物産PRとハナモモ苗木や日本酒等の販売。
町田市（東京都） 町田市の観光・物産PRと和菓子、ミルクプリン、卵等の販売。
銀河連邦
タイキ共和国（北海道大樹町）

半田ファームの自家製チーズ、前浜で水揚げされたイカ焼き、海鮮
串焼き、鮭とば等の販売

銀河連邦
ノシロ共和国（秋田県能代市）

能代市の観光・物産PRと豚なんこつ串焼き、きりたんぽ、桧山納豆
等の販売。

銀河連邦
サンリクオオフナト共和国（岩手県大船渡市）

大船渡市の観光･物産PRとお菓子類、水産加工品、炭火焼ほたて等
の販売。

銀河連邦
カクダ共和国（宮城県角田市）

角田市の観光・物産PRと地ビール、ベーコン焼き、ホルモン焼き、
梅干し等特産品の販売。

銀河連邦
サク共和国（長野県佐久市）

佐久市の観光・物産PRと野沢菜漬け、信州そば、佐久鯉のうま煮、
各種山菜、手作りジャム、天然ハチミツ等の販売。

銀河連邦
ウチノウラキモツキ共和国（鹿児島県肝付町）

肝付町の観光・物産PRと肝付町産�かごしま黒豚の串焼き販売。さ
つまあげ、かまぼこ、お菓子類、田舎みそ、たんかん等の販売。

銀河連邦
サガミハラ共和国（相模原市）

相模原市の観光・物産PRと銀河連邦酒まんじゅう、宇宙グッズ、相
模の潤水酒等の販売。

福島県 福島県の県産品等の販売、福島県観光PR等

にぎわいゾーン
番号 実施団体 行事内容

185 NPO法人�けやきの会 けやきの会の活動内容のパネル展示と、チョコバナナ・お好み焼串・水あめ・スーパー
ボールすくいを販売しています

186 神奈川県電機商業組合　相模支部 電化の110番　省エネ節電説明

187 ベトナム交流会　ホア　セン ベトナム料理を味わいながら、文化交流をしましょう！

188 津久井観光協会　PR部会 特産品のPRと販売

189 NPO法人　ナチュラルトリー
トメント 知的障害者のグループホーム、デイサービスの紹介　鳥唐揚、クッキー等の販売

190 相模原災害ボランティアネット
ワーク 市民の防災意識高揚を図るためのパネル展示とうどん、ホットコーヒーの販売

191 みなはし味彩の会 地元商店から出た廃油を利用した石けんの無料配布と味彩の町を目標とした地元飲店メ
ンバーによる模擬店（会員の親睦向上の為）

192 相模湖商工会 相模湖観光PRと地域特産品販売

193 相模原市山形県人会 山形県の物産・観光資源紹介

194 さがみこファミリーサポートグ
ループ　夢民（ムーミン） 夢民（ムーミン）の活動を写真で発表、会員募集

195 ライト・オブ・ザ・ワールド フィリピンの子ども達の教育支援活動紹介とフィリピンフード等の販売

196 NPO法人　西湘 会の活動発表と東日本大震災チャリティー支援のための飲食販売

環境推進ブース〔実行委員会事業〕
実施団体 行事内容

さがみゴミュニティ実行委員会 ごみ削減の普及啓発、リサイクル食器の販売など
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にぎわいゾーン
番号 実施団体 行事内容

197 相模RANBU○（さがみランブ
マル） よさこい活動発表、リサイクルバザー� ［2日のみ］

198 つちのこくらぶ 活動内容のパネル展示、やきとり、飲み物、雑貨等の販売� ［3日のみ］

199 ひかり夢クラブ ひかり夢クラブの活動発表、肉まん・あんまん等の販売

200 相模原市秋田県人会 秋田県人の親睦と互恵、新入会員の受付及び伝統芸能の紹介、特産物の販売

201 相模原東ロータリークラブ 地域の交流を通じて、ロータリー活動に理解と協力を！� ［両日とも午後4時まで］

202 津久井商工会　商業部会 津久井城ブランド品のPR・販売及びパンフレット等配布

203 相模原宮崎県人会 宮崎県人会のPRと鶏肉の炭火焼きなど特産品の販売

204 相模原市中央地区児童育成会 スポーツ・ボランティア活動を通して児童の健全育成を行っている様子をパネル展示に
よる紹介のほか、焼き鳥・フランクフルト等の販売

205 相模原市民朝市運営協議会 市民朝市　〜　朝市にちょっと出かけてみませんか　♪〜

206 国際ソロプチミスト相模 国際ソロプチミストのPRとSクラブとの販売� ［3日のみ午後3時まで］

207（一社）日本バーテンダー協会　
神奈川本部　県央支部 カクテルの製作販売、シェリーのベネンシアール実演販売� ［3日のみ］
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キャラクター＆宇宙・国際コーナー

あ
じ
さ
い

会
館

歩行者天国

ウェルネス
さがみはら

あじさい会館

78 79

80 81
歩行中の
喫煙禁止!!

会場内は大変混雑していま
す。喫煙は指定の場所でお
願いします。

総合案内所

 障害者用休憩室（3F）
（3F）

（3F）

本部

総合案内所　 多目的トイレ　 授乳室
ゴミ分別ブース

知恵のゾーン［作品展示・パネル展示・発表・映画上映コーナー］�
番号 実施団体 行事内容
78 相模原市16ミリ映画研友会 桜まつり子ども映画会（アニメ映画を連続上映）� ［3日のみ］

79 相模原茶道連盟 市民桜まつり茶会（お茶とお菓子の無料サービス）� ［3日のみ、午後3時まで］

80 日本郵趣協会　相模原支部 作品展示、切手貼り絵作成、切手の頒布

81 相模原日本画同好会 相模原市日本画同好会合同作品展
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相模ロード株式
会社

― 安全を引く。安心を設置する。―

TEL 042-766-7198  FAX 042-766-7197
〒252-0328　神奈川県相模原市南区麻溝台 3-7-13
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キャラクター＆宇宙・国際コーナー
総合案内所

本部

総合案内所　 多目的トイレ　 授乳室
ゴミ分別ブース

あじさい
会館

歩行者天国

ウェルネスさがみはら周辺

82
89
88

83

86 209

85

87

84

（3F）

（3F）

お父さん
お母さん
気を付けて!!
毎年、迷子のお子さんが増
えています。会場内では小
さいお子さんの手を放さな
いでください。

いきいきゾーン［みんな元気!�さがみはら健康・あそびコーナー］

キャラクター＆宇宙・国際コーナー〔実行委員会事業〕�
実施団体 行事内容

相模原市 市マスコットキャラクター「さがみん」をテーマとした、お子様
が楽しめるブース。

JAXA宇宙科学研究所×KU-MA（NPO法人　子ども・宇
宙・未来の会）×日本宇宙少年団

模型、資料展示による JAXA宇宙科学研究所の取り組み、宇宙教
育に取り組んでいるKU-MA、日本宇宙少年団の活動紹介

相模原市国際化推進委員会 友好都市の中国・無錫市とカナダ・トロント市、トレイル市の紹
介や中国文化体験・カナダの雑貨の販売。

番号 実施団体 行事内容

82 （公社）神奈川県柔道整復師会　
相模支部 身体の重心・足底圧を測定し、あなたに合った健康をアドバイス�［3日のみ、午後4時まで］

83 （一社）相模原市高齢者福祉施
設協議会

社会福祉法人の運営する老人福祉施設の啓蒙活動と介護の日大会写真展の写真展示
� ［3日のみ］

84 相模原健康診断機関連絡会 看護師による血圧測定、体脂肪測定、健康アドバイスなど� ［2日のみ］

85 神奈川県看護協会　相模原支部 さがみはら看護フェスティバル2016　指先の血流状態チェック、骨の健康度チェック、
白衣の思い出記念撮影� ［3日のみ、午後3時まで］

86 NPO法人　相模原アレルギーの会 アレルギーを知ろう（冊子配布・アレルギー患者生活相談）� ［3日のみ、午後4時まで］

87 自衛隊　相模原地域自衛官募集
相談員会 自衛隊に関する広報ブース� ［3日のみ、午後4時まで］

88 相模原8ライオンズクラブ 献血推進運動� ［両日とも午後4時まで］

89 相模原中央ライオンズクラブ 献血会場にて骨髄ドナー登録会を行います。� ［3日のみ、午後4時まで］

209 NPO法人　相模原市サッカー協会 サッカー協会活動内容等PR

ウェルネス
さがみはら

 障害者用休憩室（3F）
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環境推進ブース

あじさい会館
市体育館（まつり事務局）

ウェルネス
さがみはら

けやき会館

けやき
会館

福祉
バザー ボランティア

グループ
かんきょうフェア

2016 環境情報
センターけやき

体育館

障害者用休憩室（3F）

（3F）

（3F）

208

トイレ　 多目的トイレ　 授乳室　 喫煙所　 ゴミ分別ブース

福祉バザー〔実行委員会事業〕�
実施団体 行事内容

市民まつり福祉バザー実行委員会｛相模原ボランティア協会、肢体
不自由児者父母の会、虹の家、みどり会、やまびこ会、あしたば会、
たんぽぽの家、ららふる、きらら、友知草の会｝

障害者団体、福祉施設等によるバザー及び自主製品販売
と模擬店の実施。

ボランティアグループ実行委員会｛出前カラオケひばりの会、青い
鳥　福祉と環境を考える、男性ボランティア横山（ゼロツウテン）、
相模原ボランティア協会有志、ひかりサポートセンター、星が丘地
区民生委員児童委員協議会、精神保健ボランティアなごみ、小山男
性ボランティアグループ、福祉懇話会、社会福祉協議会（麻溝地区・
藤野地区・津久井地区・相模原市）｝

福祉に関する展示やPR、バザーと模擬店の実施。

かんきょうフェア2016〔実行委員会事業〕�
実施団体 行事内容

相模原の環境をよくする会 環境保全の普及啓発、エコバッグ配布(数量限定)、子どもに好評の
eco工作、会の活動紹介等

さがみはら地球温暖化対策協議会 地球温暖化対策の普及啓発、「さがぼーくんとエコ宣言」、「STOP！
温暖化ハウス」、工作、水素自動車の展示など。

実行委員会パレードプログラム 4月2日（土）
第１部（13:30〜15:45）
番号 団　体　名 パレード内容
1 開会式 鼓笛隊合同演奏、開会宣言、テープカット（実施場所：

市役所さくら通り相模原郵便局前）

2 相模原市少年鼓笛バンド連盟 鼓笛パレード

3 相模原市長、市議会議長、実行委員長、観光親善大使等 行進のみ

4 相模原市美化運動推進協議会、市資源循環推進課 「きれいなまちづくりの日」啓発パレード、「相模原ごみ
DE71大作戦」啓発パレード

5 さがみゴミュニティ実行委員会 ごみ削減の普及啓発パレード

6 相模原市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、
SC相模原、ノジマステラ神奈川相模原によるパレード

7 公益社団法人　相模原青年会議所 巨大紙相撲が大行進！

8 相模原市レクリエーション協会 民謡パレード

第 2 部（15:45〜）
番号 団　体　名 パレード内容
9 県警音楽隊、カラーガード隊 ドリル演奏

10 神奈川県警、交通安全協会、相模原地区警察官友の会、
防犯協会ほか 安全・安心まちづくりパレード

にぎわいゾーン
番号 実施団体 行事内容
208 青鳥会 チャリティー刻字展
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市民パレードプログラム 4月3日（日）
第１部（10:15〜12:30）
番号 団　体　名 パレード内容
1 相模原市少年鼓笛バンド連盟 相模原市内13隊によるパレード

2 学校法人　相模中央学園　中央幼稚園 鼓笛パレード

3 相模原市消防団 相模原市消防団ラッパ隊の吹奏と消防団幹部、消防団女
性分団によるパレード

4 相模原中央商店街協同組合　 アコーディオン、フルート等の演奏に合わせ「こけ丸体
操」を踊りながら着ぐるみ等が行進

5 さがみはら国際交流ラウンジ 外国人市民が民族衣装で行進に参加

6 相模原スカウト連絡協議会 市内のボーイスカウト、ガールスカウトによる隊旗パレード

7 相模原市ドッジボール協会 選手、保護者によるパレードとドッジボールのPR

8 NPO法人　相模原市ラグビーフットボール協会 相模原ラグビースクール生徒・コーチ・保護者がラグビ
ーボールをパスしながらパレードに参加します。

9 NPO法人　相模原ボランティア協会 協会員が1台の車イス移動車と1台のセダンを伴って行
進する。

10 腎移植懇談会の会 患者会、FMヨコハマ藤田優一君と臓器提供の意思表示
の大切さを伝えたい。

11 神奈川県自動車整備　相模原支部 キャラクターの点検君を先頭に支部のPRをする。

12 関東神輿友好会　鸞磨睦 御輿渡御

13 江戸神輿愛好會　上溝睦 御輿渡御

14 麻溝台睦會 御輿渡御

15 神輿同好会　相州睦 御輿渡御

16 千代田自治会神輿会 御輿渡御

17 松葉町おみこし愛好会 御輿渡御

18 相模神粋會 御輿渡御

19 田名若者神輿連合会 御輿渡御

第 2 部（13:45〜16:00）
番号 団　体　名 パレード内容
20 在日米陸軍軍楽隊 軍楽隊マーチングバンドのパレード

21 相模原障害者とダンスを楽しむ会 車椅子での踊りのパレード

22 家庭倫理の会　相模原市 横断幕を先頭に旗を立て、その後に伴奏車両そのあとに
河内男節を踊りながら行進する。

23 明るい社会づくり運動　相模原けやきの会 万灯・まとい・笛・鉦・太鼓・踊りの行進

24 さがみはら鹿児島県人会 おどり（鹿児島おはら節、岩木淳の新相模原音頭）

25 東林間阿波踊り振興会所属　「伍楽連」 鉦や笛・太鼓による阿波踊りのパレード

26 東林間阿波踊り振興会所属　「東林間連」 後方に鳴り物（和楽器）、笛、大太鼓、締太鼓等を徒へ、
阿波踊りを踊りながら行進します。

27 さがみ葵連 阿波踊り

28 じょいそーらん・乱舞さがみこ+つくい湖蝶 よさこいそーらん演舞

29 相模RANBU○ よさこい鳴子踊りのパレード

30 うふふ よさこい踊り

31 舞陣〜ぶじん よさこいパレード

32 相模の大凧文化保存会 相模の大凧パレード
27
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第1ステージ（市役所本庁舎前　特設ステージ）プログラム

 4月2日（土）
番号 時　間 実施団体 行事内容

1 13:00〜14:00 銀河連邦サガミハラ共和国 銀河連邦カクダ共和国加盟調印式、銀河連邦お国自慢、JAXA
宇宙科学研究所の取り組み紹介など

2 14:00〜14:30 相模原市 市マスコットキャラクター「さがみん」ほか、市内外のキャ
ラクターによるイベントの実施

3 14:30〜15:00 相模原市民まつり実行委員会 第43回相模原市民桜まつり絵画コンテスト表彰式

4 15:15〜15:30 ひばりキッズ 子どもたちによるダンスの発表

5 15:30〜15:45 ファンテン・キッズ 3才〜中学1年生の子供達65人が楽しくHIPHOP発表します。

6 15:45〜16:00 ANCO�DANCE�TEAM キッズヒップホップダンス

7 16:00〜16:15 NPO法人　相模原ライズ・アスリート・
クラブ

ホームタウンチーム「ノジマ相模原ライズ」チアリーダーズ
Suns.�と平日スクール生によるチアダンスパフォーマンス

8 16:15〜16:30 ティアレ�フラ�グループ フラダンス

9 16:30〜16:45 サークルK キッズダンス

28
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第1ステージ（市役所本庁舎前）プログラム 4月3日（日）
番号 時　間 実施団体 行事内容
1 10:00〜10:15 It's�Party�Time☆ 小学生メンバーによるフリースタイルキッズダンスパフォーマンス

2 10:15〜10:30 POPDEP（ポップディップ） 子供のチアダンス。ポンポンを持って元気に踊ります！

3 10:30〜10:45 相模原FB・リトルトワラーズ 小学生を中心に活動しているバトントワリングのサークル団体です。

4 10:45〜11:00 メイプル�キッズ 幼児・小学生・中学生によるいろいろなジャンルのダンスパフォーマンス。

5 11:00〜11:15 相模原フットボールクラブチェリーズ 小学生女子が元気よく行うチアリーディングチームです。音楽にあわ
せていろいろなダンスを披露します。

6 11:15〜11:30 nani�Aloha（ナニ　アロハ） 幼児から大人までのフラダンス

7 11:30〜11:45 相模原市中央区さくら咲くボーイズ39 「中央区さくら咲くボーイズ39」は中央区在住・在学の小学生〜高校生の男子で
構成する中央区のPR部隊です。中央区の歌とダンスで中央区の魅力をPRします。

8 11:45〜12:00 こぶち鯨 本場高知の美しい鳴子使いを目ざすよさこいチーム「こぶち鯨」です。
見て下さる方々を笑顔に出来るように頑張ります。

9 12:00〜12:15 キッズリズム 子ども達によるダンスの発表

10 12:15〜12:30 サークル　吉の会 健康維持を目的に日本舞踊・座敷舞「黒田節」などを踊ります。

11 12:30〜12:45 Sweets 市内ダンススタジオから生まれた8人組パフォーマンスユニットです。
ダンスでみなさんに�Smile�と�Happy�を。

12 12:45〜13:00 チビッ子パフォーマンス 相模原市少年少女合唱団による合唱、相模原市少年鼓笛バンド連盟に
よる演奏

13 13:00〜13:15 いんぐ　神奈川 器械体操をしています。毎年夏「清水（静岡）みなと祭り」に“いんぐ踊り
隊”として参加しています。★一生懸命やるので観て下さい★

14 13:15〜13:30 バトンクラブ　トゥインクルズ 小学生から社会人と、年齢の幅広いバトントワリングとポンポンチアのチームです。

15 13:30〜13:45 Burning　Spirit よさこい踊りや民舞を踊ります。

16 13:45〜14:00 よさこい桂友会 よさこい

17 14:00〜14:15 Lucky�CLOVERS（ラッキークローバーズ） 幼稚園児から小学生のチアリーダーが元気に踊ります☆私たちと一緒
にスペルアウトに挑戦してね！�Let's�Go

18 14:15〜14:30 KANA�SMILE�DANCE 小学校低学年と中学生による2チームで出来ているダンスチームです。主に大沢公
民舘で練習をしています。地域のお祭りや県内のイベントに参加し披露しています。

19 14:30〜14:45 DANCE�ACTIVE キッズダンス、Jr.HipHop、成人メンバー、インストラクターによ
るパフォーマンス

20 14:45〜15:00 REAL�STYLE（リアルスタイル） KID'Sストリートダンス

21 15:00〜15:15 Y's�dream�Jump!! JAZZ・HIPHOP　おなじみの曲に合わせて元気いっぱいおどります!!

22 15:15〜15:30 ラス・アマポーラス フラメンコ

23 15:30〜15:45 DRAGON�CREW 地元相模原とダンスを愛するパフォーマンス集団!!�キッズから社会人
まで世代をこえた絆で結ばれた熱いステージを披露します!!

24 15:45〜16:00 Smile�Kids 3才から大人までみんなで楽しくHIPHOP�DANCEします!!

25 16:00〜16:15 D-note（ディーノート） ストリートダンス

26 16:15〜16:30 ESTILO�LIBRE（エスティーロ　リブレ） キッズダンス

27 16:30〜16:45 バンジャックス　ルミナーズ ヒップホップダンス

第2ステージ（市役所第2駐車場前）プログラム 
番号 時　間 実施団体 行事内容
1 11:00〜11:20 LiL☆ 幼児から中学生のチアダンスの発表

2 11:20〜11:40 心温塾　友の会 空手　演武

3 11:40〜12:00 笑楽〜しょうらく〜 よさこいへの熱い思いを胸に相模原を拠点に結成したチームです。チーム名にも
あります様に笑顔で楽しくをモットーに活動の場を広げていきたいと思ってます。

4 12:00〜12:20 じょいそーらん・乱舞さがみこ＋つくい湖蝶 よさこいそーらん演舞

5 12:20〜12:40 Nà�pua�Lani�（ナ�プア�ラニ） ハワイアンフラ

6 12:40〜13:00 相模RANBU○ よさこい鳴子踊りの披露

7 13:00〜13:20 躍動 よさこい踊り

8 13:20〜13:40 うふふ よさこい踊り

9 13:40〜14:00 Hula�coco ハワイアンフラ

10 14:00〜14:20 縁�〜enishi〜 よさこい踊り

11 14:20〜14:40 ちゃまま 元気のよいよさこい踊りの発表です。観客の方も一緒に踊ってみませんか？

12 14:40〜15:00 青葉ひびき太鼓 青葉小学校に通う小学生で結成された和太鼓チームです。和太鼓の演奏
と踊りです。

13 15:00〜15:20 ユニサイクル・スマイル 一輪車による演技披露

14 15:20〜15:40 空慎流剛琉館 演武、型、組手、板割り

15 15:40〜16:00 日本練功十八法　鍛練会 中国の保健体操「練功十八法」を表演します。

16 16:00〜16:20 相模原中央商店街協同組合　 組合キャラクターこけ丸による「こけ丸体操」や「こけ丸音頭」の披露 29
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このパンフレットは、広告掲載された皆様による協賛金で作成しました。

発行：相模原市民まつり実行委員会　印刷：相模原市印刷広告協同組合


