
№ イベント名 市町村 会場 内容 主催者・問い合せ先

1 3月 26日（木）～4月12日（日） はむら花と水のまつり2015（前期：さくらまつり） 羽村市 羽村堰周辺 桜のライトアップや吹奏楽の演奏ｍはむリンダンスのほか、足湯、写真コンクール、模擬店など
羽村市観光協会
　042-555-9667

2 3月 28日（土）～5日（日） ふっさ桜まつり 福生市 福生市　明神下後援 多摩川沿いの500本のさくらにライトアップ、ジャズ演奏、人力車、アメリカントレインの運行、模擬店の出展
ふっさ桜まつり実行委員会
福生市シティーセールス推進課042-551-1740

3 ４月 2日（木）～19日（日） あきる野市制施行20周年記念「秋川渓谷ウオークラリー」 あきる野市 秋川渓谷周辺 春の花が咲き誇る秋川渓谷と寺社をめぐるウオークラリー（18日（土））には五日市ひろばにて特産品イベントあり
ウォークラリー実行委員会
（市役所企画政策課）042-558-1111

4 ４月 3日（金）～5日（日） 第61回小金井桜まつり 小金井市 小金井公園
桜の名所小金井公園で圧倒的な桜の花のもとステージでの催しやたくさんの模擬店が出店、小金井市民の人気
イベント

小金井市観光協会
　042-316-3980

5 ４月 4日（土） 第5回稲城市　桜・梨の花まつり 稲城市 稲城市役所駐車場ほか 桜ライトアップ、模擬店、お茶会、大道芸、ミニSL、ハシゴ車体験搭乗、ご当地キャラによるイベント　ほか
稲城市商工会
　040-377-1696

6 ４月 4日（土） 日の出町　さくら祭り 日の出町 塩田グランド ステージショー、フリーマーケット、流し踊り
日の出町商工会
　042-58-5883

7 ４月 4日（土）～5日（日） くにたち　さくらフェスティバル 国立市 国立市谷保第三公園 舞台、模擬店、屋台や催し物など、お花見をしながら１日遊べるイベント
国立市役所産業振興課
　042-576-2111

8 ４月 5日（日） 第36回さくらまつり 瑞穂町 六道山公園 狭山丘陵ウォーキング、野点、お囃子、子供の集い、大道芸ほか
瑞穂町観光協会
　042-557-3389

9 ４月 5日（日） 春うらら：国立・立川桜ウオーキング 国立市 大学通り　ほか 国立市内及び立川市内のさくらを愛でながらのウオーク、天満宮・郷土館めぐりなど
NPO法人　国立市観光まちづくり協会
　042-574-1199

10 ４月 9日（木）～26日（日） はむら花と水のまつり2015（後期：チューリップまつり） 羽村市 根がらみ前水田 約40万本のチューリップが咲き誇り、関東でも指折りのチューリップどころ。展望台や模擬店もある
羽村市観光協会
　042-555-9667

11 ４月 18日（土）～19日（日） 花と緑のまちづくりフェア2015 八王子市 西放射線ユーロード 花を中心とした花イベント　花　モニュメント・ステージミニコンサート・花市など
八王子ファッション都市協議会
　042-623-6311

12 ４月 25日（土）～26日（日） 小金井公園　子どもフェスタ2015 小金井市 小金井公園 ミニSL運行、フワフワ、模擬店の出展等
小金井公園サービスセンター
　042-388-3317

13 ５月 2日（土）～3日（日） あきる野市制施行20周年記念「全国紙芝居サミットinあきる野」 あきる野市 秋川キララホール/ホール前広場 農村歌舞伎の披露、お囃子と神楽の披露、写真パネルの展示、シンポジウムの開催
第25回全国紙芝居サミットinあきる野実行委員会
　042-558-1111

14 ５月 2日（土）～3日（日） 第20回ウォーキングフェスタ東京ツーデーマーチ 小金井市 小金井公園 初心者からベテランまで出会いとふれあいを求めて歩く全国有数のウォーキング大会
日本ウォーキング協会
　03-5256-7855

15 ５月 9日（土）～10日（日） 第18回 ひの新選組まつり 日野市 高幡不動周辺、日野駅周辺 新選組隊士慰霊祭、コンテスト、新選組パレードや刀道演武など
日野市産業振興課
　042-585-1111

16 ５月 9日（土）～10日（日） 第4回東大和市グルメコンテスト”うまかんべぇ-祭” 東大和市 都立東大和南公園平和広場 地域住民の交流、東大和市の魅力ある食文化を活かしたご当地グルメなど
東大和市グルメコンテスト実行委員会
　042-563-2111

17 ５月 9日（土）～10日（日） 第1回西東京商工まつり 西東京市 保谷駅地区　東町　文理台公園 優良取扱商品の販売、有料生産品、特産品の販売、催事、各種アトラクションなど
西東京商工会
　042-461-4573

18 5月 16日（土）～17日（日） 大多摩B級グルメ 青梅市 青梅市役所　駐車場 西多摩地域等のB級グルメ、各地域の特産品PRと即売
大多摩観光連盟
　0428-22-3525

19 ６月 ６日（土） 第１５回黄金井名物市 小金井市 武蔵小金井駅南口周辺 市内商工業者による模擬店、製品展示、復興応援物産展、参加型イベントなど、着ぐるみとの写真撮影。
第１５回黄金井名物市実行委員会
 ０４２－３８１－８７６５

20 ６月 ６日（土）～２１日（日） 第２７回東村山菖蒲まつり 東村山市 北山公園菖蒲苑 野点、お琴の演奏、人力車、夜間ライトアップ、写真コンクール、模擬店など
菖蒲まつり実行委員会
 ０４２－３９４－０５１１

21 ７月 ４日（土）～日（日） 第２７回くにたち朝顔市 国立市 一橋大学正門南側大学通り緑地帯
早朝６時から夏の風物詩「朝顔」を即売　希少な日本朝顔を中心に展示販売。現地で宅配受付可能。模擬店多
数

くにたち朝顔市実行委員会
 ０４２－５７５－１０００

22 ７月 ５日（日） サマーフェア 小平市 ルネこだいら 市民ふれあい音楽祭
小平商工会
 ０４２－３４４－２３１１

23 ７月 １８日（土）～１９日（日） 第３８回みたか商工まつり 三鷹市 三鷹市役所中庭他 模擬店、ステージ（キャラククターショー・バンド演奏ほか）、匠の技（実演・展示）ほか
三鷹商工会
 ０４２２－４９－３１１１

24 ７月 ２５日（土）～２６日（日） 第４０回はむら夏まつり 羽村市 ＪＲ青梅線羽村駅周辺
１日目は、羽村独自の民踊「人波踊り」、２日目は、熱気あふれる「サンバパレード」。
特設ステージイベント,模擬店の出店

はむら夏まつり実行委員会
（羽村市産業課０４２－５５５－１１１１（代）

25 ７月 ２６日（日） 第１５回ひのよさこい祭 日野市 豊田駅前商店街・近隣公園 地元日野はもちろん、各地から多数のチームが参加、迫力ある踊りを披露。
第１５回ひのよさこい祭実行委員会
 ０４２－５８１－３６６６

26 ８月 １日（土） 第 13回 あきる野夏祭り あきる野市 JR秋川駅北口駅前大通り 周辺模擬店、流し踊り、神輿・囃子パレード、ステージショー
あきる野夏祭り運営委員会
 （042-588-1893：あきる野市観光商工課内）

27 ８月 １日（土） 小平グリーンロード灯りまつり 小平市
小平グリーンロード,沿道の公園等 15会
場

小平の伝統文化「祭り灯籠」を市民が持ち寄り「灯り」を飾る
小平市グリーンロード推進協議会
（042-346-9581：小平市産業振興課内）

28 ８月 １日（土） 大賀ハス観蓮会 羽村市 根がらみ前水田大賀ハス植栽地 大賀ハス（古代ハス）を観る会。葉に注いだ酒を茎から飲む荷葉杯や、野点、朝採り野菜の販売
羽村市農業後継者クラブ
（問合せは羽村市産業課：042-555-1111）

29 ８月 １日（土） 第 33回 羽村灯籠流し 羽村市 羽村堰下広場 家内安全、学業成就などの願いを込めて灯籠を流す
羽村灯籠流し実行委員会
 （問合せは羽村市観光協会：042-555-9667）

30 ８月 １日（土）～２日（日） 第 43回 昭島市民くじら祭 昭島市 昭島市立昭和公園陸上競技など ステージショーや模擬店の出店など。 1日は夢花火、2日は昭島駅から陸上競技場までパレード
昭島市商工会・昭島市民くじら祭り実行委員会
　042-543-8186

31 ８月 １日（土）～２日（日） 下町夕涼み 小金井市 江戸東京たてもの園 盆踊り、屋台など、外国の方も日本風情を
江戸東京たてもの園
　042-388-3300

32 ８月 １日（土）～31日（月） レンゲショウマまつり 青梅市 御岳山富士峰園地ほか レンゲショウマの観察会、フォトコンテストなど
武蔵御嶽神社
　0428-78-8500

33 ８月 ２日（日） 青梅市納涼花火大会 青梅市 青梅市永山公園グラウンド 丘陵から打ち上げられる 3000発の花火、尺 5寸玉も圧巻
青梅市納涼大会実行委員会
　0428-24-2481

34 ８月 ６日（木）～9日（日） 第 65回 福生七夕まつり 福生市
福生駅西口駅前通り、銀座通り、栄通り
ほか

七夕飾り、模擬店、各種イベント
福生七夕まつり実行委員会
　042-551-1699

35 ８月 ８日（土） 第 42回 とうろう流し あきる野市 リバーサイドパーク一の谷 約 800基のとうろうを清流秋川に奉流し、先祖を供養
あきる野市観光協会秋川支部
　042-558-1893

36 ８月 16日（日）～30日（日） 清瀬ひまわりフェスティバル 清瀬市 下清戸地区の農地（石井/小寺ファーム） 2万 4千㎡の農地に咲くひまわりの観賞と、清瀬産野菜・特産物の直売
清瀬市農ある風景を守る会
　042-497-2052

37 ８月 22日（土） 第 19回みずほサマーフェスティバル 瑞穂町 瑞穂町役場西側通り 流し踊りコンクール、模擬店、武州唐獅子太鼓ほか
瑞穂町観光協会
　042-557-3389

38 ８月 22日（土）～23日（日） 第 27回 払沢の滝ふるさと夏まつり 檜原村 払沢の滝、檜原小学校周辺 日本の滝百選「払沢の滝」等のライトアップ、郷土芸能、特産品販売、花火打上げ
檜原村観光協会
　042-598-0069

39 ８月 23日（日） 第 6回 五日市百日紅（サルスベリ）まつり あきる野市 五日市地域檜原街道沿い 街道沿いの百日紅のライトアップ（ 7月 31日から約1カ月間)、流し踊りほか各種イベント
五日市活性化戦略委員会
　042-595-1135

40 ８月 29日（土） 第 13回 ヨルイチ あきる野市
武蔵五日市駅前から小中野地区の
檜原街道沿い

五日市の歴史と伝統を伝える懐かしい市。人力車・ヨルイチバスの運行、あかりスタンド、和のイベント
ヨルイチ実行委員会
　090-3137-3901

日程
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41 ９月 5日（土） 第 14回 稲城阿波おどり大会 稲城市 弁天通り、京王よみうりランド駅前広場 招待連と地元連が阿波踊りを披露
稲城市商店会連合会
　042-377-1696

42 ９月 19日（土）～20日（日） 横田基地 日米友好祭 福生市 横田基地内 横田基地内航空機展示・見学、バンド演奏ほか各種イベント、アメリカンフード販売などアメリカ気分を満喫
詳細は米軍横田基地ウェブサイト
  http://www.yokota.af.mil/

43 ９月 26日（土）～27日（日） はむらふるさと祭り 羽村市 JR青梅線小作駅東口周辺 よさこいソーランなどの踊りと和太鼓演奏。焼きそば、たこ焼き、おもちゃなどの模擬店も並ぶ
はむらふるさと祭り実行委員会
（問合せは羽村市産業課：042-555-1111）

44 ９月 26日（土）～27日（日） 第 48回 お月見の集い 小金井市 小金井公園 地元グルメの屋台 40店。演劇、伝統芸能、歌唱とダンスなど。特別企画も用意
小金井市観光協会
　042-316-3980

45 ９月 30日（水） 第 2回 きよせニンニンスタンプ抽選会 清瀬市 清瀬商工会館 店のスタンプを参加券として応募すると金券が当たる。年 3回抽選。金券はスタンプ取り扱い商店で使用できる
清瀬商工会
　042-491-6648

46 10月 2日（金） 江戸・TOKYO　技とテクノの融合展 保証協会 東京国際フォーラム 展示・商談会
東京信用保証協会
　03-3272-2070

47 10月 3日（土）～4日（日） 東京大茶会2015 小金井市 江戸東京たてもの園（小金井市） 茶道の文化と、それを育んだ江戸東京の文化に触れ、奥深い茶の湯の世界を味わうイベント
東京都、アーツカウンシル東京主催
東京大茶会事務局 03-6268-8602

48 10月 4日（日） 2015「青少年のための科学の祭典」東京大会in小金井 小金井市 東京学芸大学（小金井市）
青少年に自然科学の面白さを体験させ豊かな感性と知性を育成。教育・研究・地域産業のコラボで新文化を創
造して地域の活力を醸成

2015「青少年のための科学の祭典」東京大会
in小金井事務局　090-7944-1900

49 10月 10日（土）～12日（月） 調布市制施行60周年記念　第60回 調布市商工まつり 調布市
調布駅南口広場、調布市役所前広場
他

びっくり市、ＰＲ展示、ステージイベント、ミス調布コンテストなど
第60回調布市商工まつり運営委員会
（調布市商工会内） 042-485-2214

50 10月 11日（日）～12日（月） 第27回 インターナショナルフェア 福生市 国道16号線沿い商店街（福生市） マーチングバンド、クラシックカーパレード、ステージイベント、模擬店など
福生市商工会
　042-551-2927

51 10月 16日（金） 第15回あおしんビジネス支援マッチング大会 青梅信金 フォレスト・イン昭和館 展示会・マッチング商談会
青梅信用金庫
　0120-60-1130

52 10月 17日（土）～18日（日） 第43回 小金井なかよし市民まつり 小金井市 小金井公園（小金井市他） 17日：ミニ蒸気機関車、ステージショー、飲食ブース、フリーマーケット　18日：クラシックカー展示
市民まつり実行委員会
（小金井市商工会内） 042-381-8765

53 10月 18日（日） きよせ市民まつり2015 清瀬市 清瀬駅北口けやき通り 販売・手作りコーナー、フリーマーケット、ステージイベントなど
きよせ市民まつり実行委員会
（清瀬市役所内） 042-492-5111

54 10月 23日（金）～25日（日） 第14回　Ｉのまちいなぎ市民祭 稲城市
稲城中央公園（総合体育館、
総合グランドほか）

23日～25日：市民文化祭・芸術祭部門、24日～25日：産業まつり・ふれあいまつり・交通安全市民のつどい・ファミ
リースポーツフェスタ部門

第14回  Ｉのまちいなぎ市民祭実行委員会
（稲城市役所市民協働課内） 042-378-2111

55 10月 31日（土）～11月1日（日） 日の出町産業まつり 日の出町 日の出町 塩田グランド 商工業展、農林業展、行政展、福祉展ほか/野菜、植木、盆栽、商品展示販売、バザー、飲食物/ステージショー
日の出町産業まつり実行委員会
（日の出町産業観光課内） 042-597-0511

56 10月 31日（土）～11月1日（日） 第46回 羽村市産業祭 羽村市 羽村市 富士見公園
市内の商・工・農業のほか、さまざまな産業と消費者団体の活動を紹介。商品即売、飲食コーナーなど多数出
店、楽しい催し物も開催

羽村市産業祭実行委員会
（羽村市役所産業課内） 042-555-1111

57 10月 31日（土）～11月1日（日） 青梅産業観光まつり 青梅市 青梅市 永山公園グラウンド 個性あふれる商品、サービス、優れた技術を一堂に展示。体験コーナーやステージショーも
青梅産業観光まつり実行委員会事務局
（青梅商工会議所内） 0428-23-0111

58 10月 31日（土）～11月1日（日） 第46回 東やまと産業まつり 東大和市
中小企業大学校東京校（東大和市桜が
丘）

市内商工業者による模擬店、物産展、製品展示。市内農作物の品評会、直売など
東やまと産業まつり実行委員会
　042-562-1131

59 10月 31日（土）～11月1日（日） 第10回 村山デエダラまつり 武蔵村山市 真如苑プロジェクト用地（武蔵村山市榎） デエダラ山車の運行、飲食店、展示、「デエダラ食のグランプリ2015」ほか
市民まつり実行委員会
（武蔵村山市役所内）042-565-1111（内線 224）

60 11月 １日（日） 第25回 福生市産業祭 福生市 市営福生野球場 市内産業商品展示・販売、キャラクターショーなど
福生市商工会
　042-551-2927

61 11月 １日（日） 第32回 国分寺まつり 国分寺市 都立武蔵国分寺公園（国分寺市泉町） 市民まつり、商工まつり、農業祭など
国分寺まつり実行委員会
（国分寺市役所文化と人権課内） 042-573-4378

62 11月 1日（日）～3日（火・祝） 第50回 天下市 国立市 大学通り（JR中央線国立駅南口前）
大学通りに約100張りのテントを出店。市内の商店・企業が日頃の感謝の気持ちを込め「赤札」セールも行う。家
族向けの日替わりイベント開催

第50回 天下市実行委員会事務局
（国立市商工会内） 042-575-1000

63 11月 6日（金） 第16回ビジネスフェアfrom TAMA 西武信金 東京ドームシティ/プリズムホール 展示会・マッチング商談会
西武信用金庫
　03-3384-6111

64 11月 7日（土） 調布市制施行60周年記念　調布まちなかウォーキング2015 調布市 調布市内 調布の“ステキ”を求めて…。秋の調布市内の見どころと商店街を巡る
調布市商工会
 042-485-2214

65 11月 7日（土）～8（日） あきる野市制施行20周年記念　第21回 あきる野市産業祭 あきる野市 都立秋留台公園（あきる野市） 市内生産品などの展示販売。友好姉妹都市の宮城県栗原市・東京都大島町の特産品販売。アトラクション
あきる野市産業祭運営委員会
　042-558-1111

66 11月 10日（火） 第5回　武蔵野エリア産業フェスタ 武蔵野市 吉祥寺東急RＥＩホテル3Ｆ 三鷹商工会、小金井市商工会、武蔵野商工会議所が連携して開催するものづくり企業の製品展示会と商談会
第5回武蔵野エリア産業フェスタ実行委員会事務局
　0422-22-3631

67 11月 14日（土） 第12回 ウォーキングイベント 武蔵村山市 狭山丘陵 武蔵村山エリア 晩秋の「村山郷」と軽便鉄道跡路を巡る～ウォーキングイベント
武蔵村山市商工会
　042-560-1327

68 11月 14日（土）～15日（日） 第45回 瑞穂町産業まつり 瑞穂町 瑞穂町役場西側道路および周辺地域 町内の農畜産物・工業製品の展示・販売、商工業者・各種団体の模擬店・展示、ステージとストリートでのイベント
瑞穂町産業まつり実行委員会
（瑞穂町商工会内）　042-557-3389

69 11月 14日（土）～15日（日） 第50回 日野市産業まつり 日野市
日野市 市民の森ふれあいホール周辺
地域

農業展、商工展、その他の展示
日野市産業まつり実行委員会
（日野市商工会内） 042-581-3666

70 11月 14日（土）～15日（日） 第54回 東村山市民産業まつり 東村山市 東村山市役所および周辺地域 ステージ＆ストリートアクション、農畜産展、商工業展、文化部門展、福祉部門展、公共事業展など
東村山市民産業まつり実行委員会
　042-393-5111

71 11月 14日（土）～15日（日） どんこい祭 東村山市 天王森公園（東村山市本町） 武蔵野うどん食べ比べ、東村山のグルメ自慢出店、各種ステージイベント
どんこい祭実行委員会
 042-394-0511

72 11月 14日（土）～15日（日） 第47回 昭島市産業まつり 昭島市 昭島市民会館・公民館、いちょう並木
市内事業者の製品や農畜産物の販売を通じ、事業者と市民の交流・連帯を深める。第4回 昭島ブランド・フード
グランプリを同時開催

昭島市役所
 042-544-5111

73 11月 14日（土）～15日（日） 第15回 西東京市民まつり 西東京市 西東京いこいの森公園（西東京市緑町） パレード、野外園芸、出店、展示、東日本大震災被災地特産品販売、農産物販売宝分け
第15回西東京市民まつり実行委員会
　042-438-4040

74 11月 14日（土）～15日（日） 第27回 2015年 小平市産業まつり 小平市 小平市福祉会館および周辺広場 市内商工業者の模擬店、ものづくり体験、物産展など
小平市産業まつり実行委員会
（小平商工会・JAむさし小平支店）　042-344-2311

75 11月 14日（土）～15日（日） 第36回 東久留米市　市民みんなのまつり 東久留米市 まろにえ富士見通り（東久留米駅西口） 商工祭、農業祭、アトラクションなど
市民まつり企画運営会議商工祭部門
　042-471-7577

76 11月 15日（日） 第39回 狛江市民まつり 狛江市 狛江市役所 市民広場ほか 商工祭り、農業祭、文化祭などでの店舗出店や催事、パレードなど
第39回 狛江市民まつり実行委員会
（狛江市役所内）03-3430-1111

77 11月 21日（土）～23日（月） 江戸東京たてもの園 「紅葉とたてもののライトアップ」 小金井市 江戸東京たてもの園 紅葉とたてものが織りなす色鮮やかな情景が秋の宵闇に浮かび上がる
江戸東京たてもの園
 042-388-3300

78 11月 28日（土）～29日（日） きよせひまわり市 清瀬市 コミュニティプラザひまわり 取れたての清瀬産野菜などの農産品や、商工産品の販売イベント
きよせひまわり市実行委員会
（清瀬商工会内） 042-491-6648

79 12月 23日(水） 大学通り商店会　クリスマスイベント 国立市 国立駅前大学通りの歩道・緑地帯
イルミネーションツリーやオブジェが、6日～1月4日に点灯。23日は昼間にイベントを開催（ミニコンサート・くにた
ちポイント抽選会など）

大学通り商店会事務局
（国立市商業協同組合事務局内） 042-572-1730

80 1月 1日（金） 元旦祭・初詣 青梅市 武蔵御嶽神社・塩船観音寺 御岳山頂から臨む初日の出が絶景。ケーブルカー終夜運転
青梅市観光協会事務局
　0428-24-2481

81 1月 7日（木） 平成28年 昭島まちづくり新年賀詞交歓会 昭島市 フォレスト・イン昭和館
市民団体や事業者など関係各界の皆様が一堂に会し、新年を寿ぐとともに、幅広く市民の交流を図り、元気で健
康なまちづくりの契機とする。

昭島まちづくり新年賀詞交歓会実行委員会
（昭島市商工会） 042-543-8186

82 1月 12日（火） 青梅だるま市 青梅市 JR青梅駅前旧青梅街道 現代に残る数少ない街道市。約300店の露天がずらりと並ぶ
青梅市観光協会事務局
　0428-24-2481



83 1月 12日（火） 新春経済講演会 羽村市
羽村市生涯学習センター
ゆとろぎ小ホール

「どうする日本経済！崩壊する世界、繁栄する日本」講師：三橋貴明氏
羽村市商工会
  042-555-6211

84 1月 18日（月） 三鷹商工会平成28年新年会 三鷹市 三鷹産業プラザ 新年会
三鷹商工会
　0422-49-3111

85 2月 14日（土） 第7 回 羽衣の堰歌謡コンテスト 羽村市 羽村市生涯学習センター「ゆとろぎ」 羽村の堰を歌ったご当地ソング「羽衣の堰」の歌唱力を競う。入場無料、直接会場へ（250名の収容）
「羽衣の堰」歌謡コンテスト実行委員会
（羽村市商工会内）042-555-6211

86 2月 22日（日） 第4 回 小平経済フォーラム 小平市 嘉悦大学 「ポイントシステム」をテーマに基調講演、パネルディスカッションなど
小平商工会
　042-344-2311

87 3月 14日（土）  メカデザイナーズサミット 稲城市 稲城市立i プラザホール メカニックデザイナーの大河原邦男氏とゲストによるトーク、メカバトルトーナメント
稲城市経済観光課
　042-378-2111（代）



№ イベント名 市町村 会場 内容 主催者・問い合せ先

1 ４月 5日（日） 第25回　サンセットパームライン駅伝競走大会 大島町
元町　仲の原園地
サンセットパームライン

年代別駅伝30㎞、親子学年別バンディレース2㎞
サンセットパームライン駅伝事務局
　03-3964-8774

2 ４月 18日（土）～19日（日） JPBA　プロボディーボード大会 新島村 羽伏裏海岸 プロによるボディーボード大会
新島村役場産業観光課
　04992-5-0284

3 ５月 23日（土） 第24回新島村トライアスロン大会 新島村 新島村内 新島を舞台にしたスイム・バイク・ランの鉄人レース
新島村役場産業観光課
　04992-5-0284

4 ６月 ６日（土） 第２７回伊豆大島トライアスロン大会 大島町 元町港および元町海岸周辺道路 スイム１．５kｍ、バイク４０kｍ、ラン１０kｍ
大島町役場観光課
 ０４９９２－２－１４４６

5 ６月 ２０日（土） 第４回式根島マラソン大会 新島村 式根島内 個人・チーム・親子によるマラソン大会
新島村役場産業観光課
 ０４９９２－５－０２８４

6 ６月 ２６日（金）～２８日（日） 島婚２０１５ 新島村 新島・式根島内 婚活イベント 島のお嫁さん候補を大募集！
新島村商工会
 ０４９９２－５－１１６７

7 ７月 １１日（土） 第２１回オープンウォーター　スイミング大会 新島村 本村前浜海岸 １．５kｍ、３kｍ、４．５kｍの３タイプのスイム競技
新島村役場産業観光課
 ０４９９２－５－０２８４

8 ７月 ２５日（土） 東京都知事杯サーフィン大会 新島村 羽伏浦海岸 アマチュアのクラス別　　　　サーフィン大会
新島村役場産業観光課
 ０４９９２－５－０２８４

9 ７月 31日（金）～2日（日） 物忌奈命神社例大祭（神津島村） 神津島村 物忌奈命神社境内 子供御輿、山車、神事「鰹釣り」、夜店など
物忌奈命神社
　04992-08-0193

10 ８月 １日（土） 神津島マリン太鼓フェステバル 神津島村 物忌奈命神社境内 特別ステージ 島しょ管内の姉妹太鼓の競演
神津島観光協会
　04992-8-0321

11 ８月 １日（土） 2015 トウキョズカップ ヨットレース 大島町 大島がスタート /ゴール 島 1周コース /三宅島 1周コース
トウキョウズカップ実行委員会
　04992-2-1411

12 ８月 ２日（日） 神津島マリンフェステバル「渚の花火大会」 神津島村 村落前の海岸、浅瀬 海辺で 700発の花火打上げ。この日に合わせて大型客船「飛鳥」がサマークルーズで来島
神津島観光協会
　04992-8-0321

13 ８月 ２日（日）～9月6日（日） 小笠原村サマーフェスティバル2015 小笠原村 お祭り広場 南洋踊り＆ KAKA、盆踊り＆花火大会、野外映画会、フラオハナ、星空観望会、 ウミガメ放流、シマアジ放流
小笠原村サマーフェスティバル 2015実行委員会
　04998-2-2587

14 ８月 ４日（火）～９日（日） 富賀神社大祭 三宅村 島内 5部落 神輿が 5部落を巡る、2年に 1度の奇祭（別名喧嘩祭り）
三宅島観光協会
　04994-5-1144

15 ８月 ８日（土）～9日（日） 第 36回 伊豆大島夏まつり 大島町 元町港、仲通り 8日：花火大会（元町港桟橋から 1000発の花火）　8日～ 9日：縁日（仲通りに約 60店の屋台）、イベントほか
大島町商工会
　04992-2-3791

16 ８月 １０日（月） 観音様の夜店 新島村 観音様境内下 金魚すくい、かき氷、ゲームなど。ご当地グルメの赤イカ焼きそばも
新島村商工会
　04992-5-1167

17 ８月 14日（金） 盆踊り大会 神津島村 神津島港広場 盆踊り、夜店など
神津島村商工会
　04992-8-0232

18 ８月 21日（金）～24日（月） WERIDE三宅島親子バイクキャンプ 三宅村 雄山特設会場 小・中学生と親が、バイクの乗り方の講習を通じて絆を強め、地元の子供たちとの交流も図る
三宅島スポーツ振興会
　04994-2-1381

19 ８月 22日（土）～24日（月） 第 29回 大島親善野球大会 大島町 町内の小中学校グラウンド 京都・千葉県・神奈川県・静岡県から強豪チームが来島、熱戦に期待
大島観光協会
　04992-2-2177

20 ８月 29日（土） 神津島アクアスロン大会 神津島村 スイム：前浜海岸 /ラン：村内 急斜面の道が多い村内ランでの競争が見どころ
神津島村役場
　04992-8-0011

21 ９月 5日（土） 第１回 新島アクアスロン大会 新島村 新島村内 スイム、ランの 2種競技の大会
新島村産業観光課
　04992-5-0284

22 ９月 10日（木)～１３日（日） JPSA シニア・マスター・プロサーフィン大会 新島村 羽伏浦海岸 45歳以上のプロ、アマの大会 /プロサーファーの大会
新島村産業観光課
　04992-5-0284

23 ９月 26日（土） 島民まつり2015 新島村 黒根港船客待合所前広場 出店多数。舞台発表、大抽選会も
新島村商工会
　04992-5-1167

24 11月 4日（水）～14日（土） 　第28回 新島国際ガラスアートフェスティバル 新島村 新島ガラスアートセンター ワークショップをメーンにした国際交流。海外からガラス・アーティストを招き技を披露、オークションも開催
新島ガラス協会
  04992-5-1540

25 11月 7日（土） 泊神社夜宮 新島村 泊神社（式根島） 奉納演芸、夜店も多数出店 式根島奉賛会

26 11月 14日（土）～15日（日） ＷＥＲＩＤＥ三宅島エンデューロレース 三宅村 三宅島 雄山特設会場 雄山の溶岩野原を疾走する、日本で一番賞金額の高いバイク競技大会
ＷＥＲＩＤＥ三宅島事務局（月、火、木、金）
　049-297-5958

27 11月 15日（日） 島　市 三宅村 三宅村コミュニティーセンター（伊ケ谷） 島の特産品を販売。商工会女性部は揚げ物などを販売
三宅村商工会
 04994-2-1381

28 11月 21日（土） 第16回　三宅島産業祭 三宅村 三宅村阿古体育館、旧阿古グラウンド 三宅島の農林水産、観光、商工業の紹介と展示、製品販売、品評会など
三宅村役場観光産業課
 04994-5-0920

29 11月 23日（月） 第23回 神津島村商工産業まつり 神津島村 神津島開発総合センター 友好都市の長野県佐久市物産展、お楽しみ抽選会、海の幸山の幸物産展、ふわふわ、ドンタク模擬店など
神津島村商工産業まつり実行委員会
（神津島村商工会内） 04992-8-0232

30 12月 12日（土） 第５回 伊豆大島マラソン 大島町
仲の原園地がスタート、
フルマラソンは大島一周

フルマラソン/ハーフマラソン/10kmの3コース
伊豆大島マラソン大会実行委員会
（町役場内）　04992-2-1446

31 1月 1日（金） 初日の出ジョギング 新島村 新島村内 十三社神社からサーフィンスポットの羽伏浦海岸までのジョギングし、初日の出を拝みます
新島村教育委員会
　04992-5-0203

32 1月 31日（日）～3月21日（月） 第61回 伊豆大島椿祭り 大島町 大島全島　メイン開場は大島公園 1月31日はオープニングで江戸みこしとあんこパレード、3月21日までイベント盛りだくさん
大島観光協会
　04992-2-2177

33 2月
６日（金）～
３月22日（日）の金・土・日

伊豆大島椿まつり「夜まつり」 大島町 元町港　船客待合所 スーパーあんこ娘のダンスパフォーマンス、御神火太鼓の披露、大島特産品、地酒などが味わえます
（社）大島観光協会
04992-2-2177

34 2月 15日（日） 第44 回 伊豆大島カメリアマラソン大会 大島町 開発総合センター前　スタート 10km コース　5km コース　参加料無料
大島町観光商工課
　04992-2-1446

35 3月 7日（土） 第5 回 三宅島レディースラン 三宅村 三宅島　阿古地区 10km、5km コースは女性限定、3km コースは男女のマラソン大会
三宅島レディースラン実行委員会
（代表田中悠紀子）04994-5-0317

36 3月 ８日（日） 第26 回 島市 三宅村 阿古地区三宅島漁協駐車場 島の特産品や生産物を販売。飲食もあり
三宅村活性化協議会
　04994-2-1384

37 3月 21日（土）～22日（日） 八丈島産業祭 八丈町 八丈町役場ほか 漁業、農業、商工業者による特産品等の展示・販売等
八丈島産業祭実行委員会
　04996-2-1221

38 3月 28日（土） ウルトラランニング大会 大島町 つばき小学校スタート　大島全域 100km コース　大島2 周+ 三原山　50km コース　大島１周＋海岸通り
大島町観光商工課
　04992-2-1446

日程
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