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観光週間の周知 7月～8月 全道 道民に本週間の趣旨及び実施目標の周知を図る。
北海道経済部観光振興課　　　011-
231-4111（高橋）

自然公園クリーンデーの啓発 8/1～7 支笏湖温泉地区駐車場
（財）自然公園財団支笏湖支
部

「自然公園クリーンデー」啓発横断幕を掲示
（財）自然公園財団支笏湖支部（0123-
25-2453、須貝）

広報きたむら 8月号 全世帯配布 北村 1,100人 観光地等でのマナー厳守を呼びかける記事を掲載
北村産業課商工観光係（0126-56-
2001、太田）

文書による会員への協力依頼 7/7発送 協会員各社 （社）北海道バス協会 94社
機関誌への掲載、点呼時等における従業員への周
知、乗務員からお客様に対して観光資源の保護や
観光地の美化の呼びかけ　など

（社）北海道バス協会（011-621-4161、
野川祐次）

観光週間の掲示 8/1～7 村内 鶴居村 観光週間のポスター掲示
鶴居村振興観光課（0154-64-2112、
土居孝之）

鶴居村観光協会だよりの発行 8/1 村内 鶴居村観光協会 観光週間周知及び観光情報掲載
鶴居村振興観光課（0154-64-2112、
土居孝之）

キャンペーン等 夏休み超割 8/2～3 全日本空輸㈱札幌支店 バーゲン型運賃の設定
全日本空輸㈱札幌支店（011-271-
1531、近藤誠一）

平成１６年度観光地美化キャ
ンペーン

8/7 札幌大通公園
北海道、札幌市、日本観光
協会北海道支部、北海道観
光連盟、札幌観光協会ほか

約150人
観光促進団体等との共催により、観光地でキャン
ペーングッズを配布し、観光地の美化を呼び掛け
るとともに清掃活動を行う。

北海道経済部観光振興課　　　011-
231-4111（高橋）

赤れんがフェスタ会場の清掃 7/23～8/1
北海道庁赤れんが庁舎内・
前庭

赤れんがフェスタ実行委員
会

若干名
赤れんがフェスタ実行委員会が主催する同祭り会
場での清掃活動

北海道経済部観光振興課　　　011-
231-4111（高橋）

自然公園クリーンデー美化清掃
運動

8/1～7
支笏湖温泉地区、美笛、モウラップ、
ポロピナイ、オコタン等

（財）自然公園財団支笏湖支
部

支笏湖周辺地域の清掃及びゴミの持ち帰り運動
（財）自然公園財団支笏湖支部（0123-
25-2453、須貝）

観光美化キャンペーン 8/5 札幌大通公園
（社）日本観光協会、（社）札
幌観光協会、スチール缶リ
サイクル協会等

150人程度 観光ボランティア等市民と美化清掃活動を行う。
札幌市観光企画課（011-211-2376、児
玉）

観光施設の清掃 8/1～7 市内観光施設
夕張観光ボランティア・ガイド
友の会

20人程度
観光旅行者に対するゴミ袋等の配布や美化清掃の
実施等

夕張市観光課観光係（01235-2-3129、
吉川）

石狩川クリーンアップ作戦 8/6
上川町・層雲峡石狩川河川
敷

上川町 70人
河川敷、水辺などに投棄された空き缶・ゴミなどを拾
い河川清掃する。

上川町企画商工観光課企画係
（01658-2-1211）

美幌峠クリーンデー 8/1 美幌町美幌峠園地内 美幌峠を美しくする会 60人
美幌峠を中心として、国道２４３号道路脇を清掃し、
観光ＰＲを兼ねてキャンペーン用品を配布

美幌町役場観光係（01527-3-2111、小
室秀隆）

大湯沼川周辺清掃 8/5 大湯沼川周辺 （社）登別観光協会 10人 大湯沼川遊歩道と大湯沼川周辺の美化清掃 （社）登別観光協会（0143-84-3311）

クリーン阿寒 8/1 オンネトー 足寄町観光物産協会 50人
登山道・オンネトー遊歩道の清掃、キャンペーン、ゴ
ミ袋等の配付

足寄町観光物産協会（01562-5-6131、
事務局長　五十嵐健二）

クリーンデーキャンペーン 8/1 阿寒湖温泉 阿寒町 ゴミ持ち帰り運動（観光客にゴミ袋を配布） 阿寒町役場（0154-67-2785、田中）

ボッケクリーンウォーク 8/1 阿寒湖温泉 阿寒町 ボッケ遊歩道クリーンウォーク 阿寒町役場（0154-67-2785、田中）

知床峠クリーンキャンペーン 8/1 知床峠 羅臼町
国道３３４号線を知床峠から麓に向け沿道のゴミ拾
い

羅臼町役場環境課（01538-7-2126、吉
村重人）

赤れんがフェスタ 7/25～8/3
北海道庁赤れんが庁舎内・
前庭

赤れんがフェスタ実行委員
会

約190,000人
アートギャラリー、民族音楽・大道芸、花ブー
ス、室内コンサート、その他

NPO法人 北海道・花ネットワーク
011-281-8739（安田）

第５回恵庭夏まつり 8/7～8 桜町多目的広場 恵庭夏まつり実行委員会 60,000人
恵庭すずらん踊り、ＹＯＳＡＫＯＩソーラン踊り、農業ま
つり、納涼花火大会、納涼盆踊り大会、サマージャン
ボ抽選会、キャラクターショー、物産フェアー等

恵庭夏まつり実行委員会事務局
（0123-33-3131、紅葉）

美化清掃活動
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えべつ北海鳴子まつり 7/31～8/1 江別市野幌町 江別市 30,000人
北海盆歌をロック調などにアレンジした音楽に合わ
せ鳴子を持った踊り子が舞う。

江別市商工振興課（011-381-1023、小
関）

江別市民まつり（野幌地区） 7/31～8/1 江別市野幌町 江別市 10,000人
市民参加のゲームや縁日、陶芸展など。えべつ鳴子
まつりと同時開催。

江別市商工振興課（011-381-1023、小
関）

江別市民まつり（江別地区） 8/6～7
江別市コミュニティセンター
前

江別市 10,000人
江別市と友好都市提携を結んでいる高知県土佐市
から持ってきた大綱による綱引き、市民おどり（江別
音頭）、花火大会など

江別市商工振興課（011-381-1023、小
関）

第２６回北広島ふるさと祭り 8/7～8 JR北広島駅東口 北広島市観光協会 15,000人
ＹＯＳＡＫＯＩパレード、ステージ、キャラクターショー、
ビンゴ大会など

北広島市観光協会（011-372-3311、宮
本）

しりうち大生鮮市・マコガレイ祭
り

8/1（予定） 知内町中ノ川漁港 知内町 1,000人
中ノ川太鼓の演奏、物産品販売、クイズ大会、釣り
体験コーナー

知内町役場水産商工課（01392-5-
6161、佐藤雅明）

開港１４５周年記念函館港まつり 8/1～5 函館市内一円 函館港まつり実行委員会 約25,000人 函館開港を祈念した函館最大の夏まつり
函館港まつり実行委員会事務局
（0138-27-3535、土田）

第８回ビリカ夏まつり 8/1 美利河ダム下公園 今金町 2,800人
ダム見学会、レイクコンサート、キャラクターショー、
スキットレーシング、やまべ親子釣り大会、バーベ
キューコーナー、特産品展示販売、コントライブほか

今金町役場商工労働観光課（01378-
2-0111、北見伸夫）

メロン・スイカ祭り 7/31～8/1
道の駅「ライスランドふかが
わ」

深川市
特産メロン・スイカ試食・販売、メロン関連商品の販
売

深川市商工労政課（0164-26-2264、佐
藤）

七夕祭り 8/7 町道南１条線、町道東２丁目 長沼町商工会青年会議所 3,000人
百年太鼓、勇み獅子演舞、お楽しみ抽選会、大道
芸、吹き流しコンテスト等

長沼町商工会青年会議所（01238-8-
2221、高橋）

秩父別とんでんまつり 8/7～8 ふれあいプラザ周辺
秩父別とんでんまつり実行
委員会

むかで競争、肉まつり、ビールパーティ、その他各種
ゲーム等

秩父別とんでんまつり実行委員会事務
局（0164-33-2111、大西）

びばい歌謡裸まつり 8/7～8 美唄市中央公園 美唄市 15,000人
市民おどり、よさこいソーラン、フリーマーケット、軽
音楽演奏等

美唄市観光協会（01266-3-4196）

銀座七夕まつり 8/1～7 旭川市・銀座通商店街 銀座通商店街 七夕まつり
銀座通商店街
(0166-23-1210)

旭川駐屯地盆踊大会 8/5 旭川市・自衛隊旭川駐屯地 自衛隊第二師団 盆踊り大会
自衛隊第二師団広報室
(0166-51-6111)

みづほ七夕まつり 8/7～8 旭川市・オークビル駐車場 みづほ通り商店街 七夕まつり
みづほ通り商店街
(0166-53-8888)

第１７回永山屯田まつり 8/7～8 旭川市・永山おまつり広場 永山商工会 2,500人 屯田あんどん、９尺大締め太鼓など
永山商工会
(0166-48-1651)

たかす熱夏フェスタ２００４ 8/7～8
鷹栖町・たかすメロディー
ホール周辺特設会場

鷹栖町 6,000人
みこし、行灯、歌謡、ばん馬、フリーマーケット、太
鼓、ダンス、花火など

鷹栖町企画課商工地域振興係
(0166-87-2111)

第３４回ひがしかぐら花まつり 8/1 東神楽町・義経公園 東神楽町 10,000人 花の市、フラワーパレード、歌謡ステージ
東神楽町企画振興課
(0166-83-2113、秋元　宏文)

第３０回占冠村ふるさと祭り 8/1 占冠村・占冠村農村公園
占冠村ふるさと祭り実行委
員会 3,000人

出店、やまべのつかみ取り、ゲーム大会、ステージ
ショー等催し物が多数

占冠村ふるさと祭り実行委員会事務局
(0167-56-2121、竹内・山下・細谷)

第９回けんぶち桜岡湖水まつり 7/31～8/1
剣淵町・桜岡湖シンボル広
場周辺

剣淵町観光協会 5,000人
ラジオ公開生放送、キャラクターショー、太鼓の共
演、歌謡ショー、花火大会など

剣淵町観光協会
(016534-3848、遠藤　功)

るもい呑濤まつり 8/7～8 市内及び留萌港
るもい呑濤まつり実行委員
会

50,000人
大小20基のあんどんが市内をパレードする「やん衆
あんどん」、約1,500発が打ち上げられる「納涼花火
大会」

るもい呑濤まつり実行委員会事務局
（0164-42-1840、百瀬）

キャンプフェスタｉｎ天塩２００４ 7/30～8/1 鏡沼海浜公園キャンプ場 天塩町 100人

道内外の家族連れやアウトドア愛好家等約100名が
参加し、牛乳搾り、いも掘り、乳製品づくり、フライド
ポテトづくり、陶芸、木工作、夜釣りなどの体験、バー
ベキューパーティーを行う。

天塩町役場企画商工課（01632-2-
1001、米田孝利）

第１回北海道風車まつり 8/1 とままえ温泉「ふわっと」広場 風車まつり実行委員会 5,000人

地元水産加工品・農産物直売、焼き鳥・ホタテ焼きな
どのグルメコーナー、苫前くま獅子舞、城之内早苗
ショー、炭・コンロを用意し、焼肉バーベキューコー
ナー、もちまき　など

風車まつり実行委員会事務局（01646-
4-2212、石田尚克）

しょさんべつ岬まつり 8/7～8 みさき台公園 初山別村観光協会 1,000人 抽選会、花火大会
初山別村観光協会（01646-7-2211、武
田）

第44回稚内みなと南極まつり 8/7～8 JR稚内駅周辺 稚内市 約50,000人
北海てっぺんおどりや物産まつり、最終日には花火
大会が行なわれる

稚内市経済部商工観光課観光振興係
0162-23-6161・今野哲也



第25回北緯４５度夏まつり 8/7～8 メモリアルパーク 中頓別町 約2,500人

ふるさと音頭踊りパレード、まとい太鼓、よさこいソー
ラン、町民カラオケ大会、ミュージックフェア（生バン
ド）、ビンゴ大会、花火大会、トライサイクルグランプリ
大会（三輪車むかで競走）、マラソン大会等

中頓別町産業課商工観光係（01634-
6-1111、藤田徹）

第３４回りしり浮島まつり 8/5～6
沓形市街地（５日）、仙法志
市街地（６日）

りしり浮島まつり運営委員会 約2,500人
踊りパレード、どんと市（屋台等）、歌謡ショー、各種
ゲーム大会など

りしり浮島まつり運営委員会事務局
（01638-4-2345、工藤雄介）

第３５回北海島まつり 8/1、8/3～4
鬼脇市街地（１日）、鴛泊市
街地（３・４日）

北海島まつり実行委員会 約2,000人 露店、歌謡ショー
利尻富士町商工観光課商工観光係
（01638-2-1114、小玉幹嘉）

第２３回礼文ふるさとまつり 8/7～10 船泊、香深
礼文ふるさとまつり実行委員
会

約2,000人 フードコーナー、歌謡ショー、花火大会
礼文町水産観光課（01638-6-1001、三
上歩）

ホワイトビーチフェスティバル 8/1
紋別市海洋公園２番地ホワ
イトビーチ

紋別市 700人 フラッグゲーム、ビーチバレー、ビーチサッカー
紋別市スポーツセンター（01582-4-
7016、石田敦）

オホーツク音楽祭in紋別 8/4～5 紋別市民会館 紋別市 800人 ふれあいコンサート、音楽祭コンサート
紋別市市民会館（01582-4-2270、中村
康幸）

第１８回さるる海浜まつり 7/31～8/1 興部町沙留海水浴場 興部町 歌謡ショー、抽選会、ビアガーデン、ゲーム大会
興部町観光協会沙留支部（01588-3-
2659、鶴見忠則）

第２２回おこっぺ夏まつり 8/7～8 興部町ジョイパーク 興部町
花火大会、ものまねショー、もちまき、チームジャンプ
大会、抽選会

興部町役場商工観光係（01588-2-
2131、板東孝幸）

第２２回まるせっぷ観光まつり 7/31～8/1
丸瀬布町森林公園いこいの
森

まるせっぷ観光まつり実行
委員会

12,000人
納涼花火大会、トンカチ教室、ウォーターパラダイ
ス、やまべ・ニジマスのつかみ取り　他

まるせっぷ観光まつり実行委員会事務
局（01584-7-2211、小玉浩史）

温根湯温泉まつり 8/7～8 留辺蘂町温根湯 温根湯観光協会 5,000人 みこし川渡御、花火打ち上げ大会等
温根湯観光協会（0157-45-2921、小野
寺裕之）

第１９回湧別サロマ湖竜宮まつ
り

8/7 湧別町三里浜キャンプ場 湧別町観光協会
竜宮亀引きトライアルコース、湖中宝探し等、海にち
なんだ催しが盛りだくさん

湧別町観光協会（01586-4-3200、広中
行介）

童話村たきのうえ「夏に恋いま
つり」～夢香る花と滝まつり

7/31～8/1 滝上町元町渓谷公園 夏に恋まつり実行委員会

滝上町の観光資源と地場産品を活用したイベント。
会場内のガーデニング飾り付け、キャラクター
ショー、歌謡ショー、熱気球搭乗、大型バイクパレー
ド 他

夏に恋まつり実行委員会事務局
（015829-2169、伊藤紀夫）

イタンキサマーフェスティバル 8/1 室蘭イタンキ浜海水浴場
イタンキサマーフェスティバ
ル実行委員会

砂の造形コンテスト・サンドサッカー等
イタンキサマーフェスティバル実行委員
会事務局（0143-44-4621）

とうやカヌーフェスティバル 8/1 洞爺村カヌー工房前 洞爺村 カヌーレース、試乗、救難口座、バーベキュー 洞爺村教育委員会（0142-82-5221）

門別夏まつり 8/7 沙流川せせらぎ公園 門別町観光協会 6,000人 花火大会、アマチュアバンド演奏ほか
門別町観光協会（01456-2-6181、湯村
篤司）

豊楽富喜市 8/7 道の駅イベント広場 新冠町農協 2,600人 地場農産物等の販売、ビアガーデン 新冠町農協営農課（01464-7-3111）

七夕宵まつり 8/5～6 道の駅イベント広場 静内観光協会 仙台七夕飾りの展示、スタンプラリー 静内観光協会（01464-2-1000）

第１９回シンザンフェスティバル 7/31～8/1
うらかわ優駿ビレッジアエル
特設会場

シンザンフェスティバル実行
委員会

10,000人

エンデュランス馬術大会、ホースシューズ大会、無料
乗馬、歌謡ショー、ＪＲＡ創立５０周年記念馬事イベン
ト（南部駒踊り、流鏑馬、アンダルシアン、ポニー演
技）など

シンザンフェスティバル実行委員会
（01462-2-2311、松田有宏）

アポイの火まつり 8/7～8 港町特設会場
アポイの火まつり実行委員
会

35,000人
アポイねぶたパレード、海上大噴水、歌謡ステージ、
花火大会

アポイの火まつり実行委員会事務局
（01456-6-2111、木下行宏）

第５０回帯広広小路七夕まつり 8/5～8 広小路アーケード 帯広広小路商店街振興組合 七夕飾りやカラオケ大会
帯広広小路商店街振興組合（0155-
23-5675）

第1１回夏まつり 8/6
農協職員駐車場（雨天：更別
村ふるさと館）

更別村商工会 1,000人 子供ビンゴ大会、生バンド演奏、ジャンボ抽選会等
更別村商工会　　　　　　　　　（0155-
52-2010、菅原）

第１１回十勝２４時間レース 8/7～8
十勝インターナショナルス
ピートウェイ

十勝インターナショナルス
ピートウェイ

40,000人 国内唯一の本格的２４時間耐久レース
十勝インターナショナルスピードウェイ
（0155-52-3910）

第1７回利別川イカダくだり 8/1 池田町利別川 池田町 約200人
利別川高島えん提下流～河川パークまで約12㎞を
川下り

池田町役場建設課
（01557-2-3111、辻）

花フェスタ 7/20～8/10 中札内村全域 中札内村観光協会 15,000人
ガーデニングのアイデア、デザインを村内個人・団体
から募集し、見学者に開放

中札内村役場経済振興課（0155-67-
2311、火山）

道の駅フェア 8/1 道の駅なかさつない 中札内村観光協会 1,000人
郷土の特産品の販売、子供縁日くじなどのゲーム大
会など

中札内村観光協会　０１５５－６７－２３
１１

２００４七夕まつり 8/7 中札内村商工会公共駐車場 中札内村商工会 1,000人 ビアガーデン、ステージイベントなど 中札内村商工会（0155-67-2204）

祭・イベント等



第２０回くしろ霧フェスティバル 8/6～8 栄町平和公園
くしろ霧フェスティバル実行
委員会

海炉市場、野外公開ステージ、子供の広場、レー
ザーショー

くしろ霧フェスティバル実行委員会
（0154-24-3400）

第５７回くしろ港まつり 8/6～8 釧路港・北大通他 釧路市
市民踊りパレード、音楽パレード、大漁ばやし、大漁
旗パレードなど

釧路市港湾空港課
（0154-53-3371）

第２７回北大通歩行者天国 8/7～8
北大通・パステルタウン・駅
前広場

釧路市
ちびっこ広場、市民プラザ、イイッショくしろヤーレン
ソーラン祭、まつりパレードｉｎヤーレンソーラン他

釧路市港湾空港課
（0154-53-3371）

故郷ふれあいフェスタ２００４ 8/1
別海町多目的広場（交流館
ぷらと前）

別海町 3,000人
ビンゴ大会・郷土芸能（太鼓）・歌謡ショー・ビール
パーティー・物産味覚市

別海町役場産業振興部商工観光課
（01537-5-2111、大西広和）

西春別ウｴスタンカーニバル
（１部、酪農祭・２部、青空広場）

8/7 西春別駅前スケート場
別海町商工会、西春別農業
協同組合

3,000人
１部…○×クイズ・歌謡ショー・ロール転がし
２部…子供ゲーム大会・露店・ビールパーティー

別海町商工会（01537-5-2844）
西春別農業協同組合（01537-7-2111、
大西広和）

標津町民水・キラリ 8/7～8 標津町一円
標津町民祭り水・キラリ実行
委員会

曳山巡行、花火大会、しべつグルメ屋台、地場水産
物味覚祭、歌謡ショーなど

標津町民祭り水・キラリ実行委員会事
務局（01538-2-2131、水口幸直）

観光ホスピタリティ実践者等
に対する知事感謝状の贈呈

8/2～ 道内各地 北海道 6個人・団体
「観光道徳の高揚」「観光地の美化」「観光ホス
ピタリティ運動の推進」等に功績のあった者を表
彰

北海道経済部観光振興課　　　011-
231-4111（高橋）

観光案内活動 期間中毎日 芦別市観光物産センター 芦別市 27名 芦別市内の観光名所、施設等の案内活動
芦別市経済振興部商工振興課観光係
（01242-2-2424、佐藤）

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

第４１回桐生八木節まつり
８／６(金),７(土),８
（日）（８月の第一
金・土・日）

本町通り、末広町通り
など市内各所

　 約４０３，０００人

　市内各所での八木節おどりのほか子ど
もみこしまつり、全日本八木節競演大会ま
ゆ玉ころがし大会、ダンス八木節、ジャン
ボパレードなど、多彩なイベントが繰り広
げられる。なお、今年は鉾出しが行われ
る。

桐生市産業振興課（担当：
萩原健二）℡：０２７７－４６
－１１１１（内５６６）

いせさきまつり ８/７（土）～８（日） 本町通りほか 　 ２０万人
みこし、山車ほか多数イベント 伊勢崎市経済部文化観光

課（担当：小林里加）℡：０２
７０－２４－５１１１（内２２２

草津温泉感謝祭 ８／１（日）～３（火）草津　湯畑 　 未定

温泉の女神や巫女による源泉御汲み
上げの儀などが行われる。特設ステー
ジでは噴火太鼓や草津踊りが披露さ
れる。

草津温泉観光協会（℡：０２
７９－８８－０８００）・草津町
観光商工課（担当：佐藤）
℡：０２７９－８８－０００２

大間々まつり
８／１（（日）～３
（火）

本町通り（Ｒ122） 　 延べ約６万人 花火大会及びパレード系行事等
大間々町産業観光課（担
当：木村晴彦）℡：０２７７－７
３－２９１４（直）

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

祭・イベント等

（群馬県）

その他

（埼玉県）



広報啓発
ごみ持ち帰り推進事業 ７月３日～８月２９

日
日高市内河原等 日高市環境課 ３２名 広報車によるごみ持ち帰り推進のた

めの広報活動
042-989-2111（内線３３１７）
日高市産業観光課　和田

２名/日

キャンペーン等
ごみ持ち帰りキャン
ペーン

8月7日 日高市内河原等 日高市コミュニティ協
議会

４０名 日高市内河原で行楽客に対してごみ
の持ち帰りの啓発活動

042-989-2111（内線２２２４）
日高市

美化清掃活動
道路愛護作業 8月1日 両神村内全域 両神村 ９３４人 両神村内主要道路沿線草刈り、空き

缶拾い
0494-79-1122　両神村観光
振興課　新井

金魚すくい大会 8月7日 日高市内河原等 日高市観光協会 200名 川で金魚すくい 042-989-2111（内線３３１７）
日高市産業振興課　和田

第１７回渡良瀬遊水地
花火大会

8月7日 谷中湖会場：渡良瀬
遊水地

渡良瀬遊水地花火
大会実行委員会

450000
（両会場合計）

花火大会 北川辺町スポーツ遊学館
０２８０－６１－２２９９

古河会場：渡良瀬川
河畔（茨城県古河

北川辺町企画財政課
０２８０－６１－１２０１

めぬま祭り 8月7日 本通り商店街 めぬま祭り実行委員
会

２０００人 練り込み囃子・踊り ０４８－５８８－１３２１  妻沼
町観光協会　舞原 清

白岡まつり 8月7日 白岡町役場周辺特
設会場

白岡まつり運営委員
会

３２５００人
（昨年実績）

花火大会・ミニ新幹線・熱気球・模擬
店・白岡おどり・ステージイベント

０４８０－９２－８１５１
白岡町観光協会　長谷川

第５２回戸田橋花火大
会

8月7日 国道１７号戸田橋上
流荒川河川敷

戸田橋花火大会実
行委員会

打ち上げ花火 ０４８－４４１－１８００　　戸
田市経済振興課　大原

上福岡七夕まつり ８月７日・８日 上福岡駅周辺 上福岡七夕まつり実
行委員会

・竹飾りコンクール　・阿波踊り　・市民
カラオケ大会　・子どもみこし　・太鼓
ショー　・アマチュアバンドコンテスト

上福岡市産業課
049-261-2611　内231後藤

第17回スパークカーニバル ８月１日㈰ 大宮駅西口駅前周辺スパークカーニバル実行委員会 サンバパレードと御輿連合渡御の合同パレード

048-647-8338  事務局：さい
たま観光コンベンション
ビューロー

２００４中山道まつり 8月1日㈰・2日㈪ 大宮駅東口駅前周辺中山道まつり実行委員会 御輿連合渡御、山車巡行、民踊パレード、阿波踊り他

048-647-8338  事務局：さい
たま観光コンベンション
ビューロー

第33回大宮日進七夕祭り 8月6日㈮・7日㈯ 日進駅前通り周辺 大宮日進七夕祭り実行委員会 竹飾り、子供御輿、民踊流し他 048-663-2867  委員長：西川　清

その他
埼玉県ものづくりスタン
プラリー

７月１７日から８月
３１日

埼玉県内産業観光
の見学体験施設

埼玉県労働商工部
観光振興室

延べ１万人 スタンプラリー ０４８－８３０－３９５５　埼玉
県労働商工部観光振興室
鈴木・西川

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発
ゴミ持ち帰り運動 7/10～8/22 成東海岸(町内3箇

所)
成東町 スピーカーにより、海水浴客に対し、ゴ

ミを持ち帰るよう、１日数回呼び掛ける
０４７５－８０－１２０１
成東町商工観光課　菅谷

ゴミの持ち帰り運動の
啓発

7/17～8/22 海鹿島海水浴場・長
崎海水浴場・銚子マ
リーナ海水浴場

銚子市 持ち帰り運動看板設置及び海水浴場
放送による啓発

０４７９－２４－８１８１
銚子市産業振興課　坂本
紀久

ゴミ持帰り運動 8/1～8/7 木戸浜海水浴場 光町観光協会 場内放送・看板設置 0479-84-1215 　平野　和美

祭・イベント等

（千葉県）



おもしろ半島ちば観光
写真展

8/3～8/8 千葉県立美術館 千葉県・千葉県観光
協会

1,090人(H15実
績)

県内の観光資源を紹介する写真４０点
の展示

０４３－２２５－９１７０
千葉県観光協会　石渡　博

ゴミの持ち帰り運動の
啓発

8/1～8/7 矢指ｹ浦海水浴場 旭市 海水浴場放送による｢ゴミ持ち帰り」の
啓発

０４７９－６２－５３３８
旭市商工開発課 安藤 克浩

キャンペーン等

クリーンキャンペーン 8/1～8/7 飯岡海岸外（飯岡海
水浴場）

飯岡町 延べ約１５０人
(H15実績）

町職員と監視員のライフセーバーを中
心に、海水浴客等にゴミ袋を配布し
「砂浜をきれいに」と啓発しながらごみ
拾いをする

０４７９－５７－３１１６
飯岡町産業振興課　仲條
英明

美化清掃活動

海岸清掃 7/17～8/22 海鹿島海水浴場・長
崎海水浴場・銚子マ
リーナ海水浴場

銚子市 銚子市内３海水浴場の清掃 ０４７９－２４－８１８１
銚子市産業振興課　力  裕
行

海岸清掃 8/2～8/6 矢指ｹ浦海水浴場 旭市 25人 矢指ｹ浦海水浴場の清掃 ０４７９－６２－５３３８
旭市商工開発課 安藤 克浩

業務委託

海岸清掃 8/5 飯岡海岸（飯岡海水
浴場）

飯岡町 約１０人(H15実
績)

町職員によりビーチクリーナー等を使
用して海水浴場内とその周辺を清掃
する

０４７９－５７－３１１６
飯岡町産業振興課　仲條
英明

第２４回（平成１６年度）
市原市市民まつり　本
祭

8/1 市原市役所前広場
等

市原市市民まつり実
行委員会

約１０万人 約３０００人による練り踊り等 ０４３６－２２－１１１１
市原市観光振興室　廣瀬
秀幸

サマーフェスタ　in　矢
指ｹ浦２００４

8/１ 矢指ｹ浦海水浴場 旭市観光協会矢指
支部

３千人(見込
み）

スイカ輪投げ、ディスクゴルフ、ター
ゲットバードゴルフ、宝探し

０４７９－６２－５３３８
旭市商工開発課 安藤 克浩

いいおかYOU・遊フェス
ティバル２００４宝さが
し大会

8/１ 飯岡海岸（飯岡海水
浴場）

飯岡町観光協会 １万５千人(H15
実績)

「いいおかYOU・遊フェスティバル２００
４の一環で行われる事業、海水浴場
内の特設会場の砂浜から、４０００点
以上の景品掘り当てる（掘り当てるの
はクジで、それを景品と交換）自由参
加型のイベント

０４７９－５７－３１１６
飯岡町観光協会事務局　仲
條　英明

第５０回旭市七夕市民
まつり

8/6～8/7 旭市中央商店街等 旭市七夕市民まつり
実行委員会

２０万人(見込
み)

みこし、お囃子、おどりパレード､ 歌謡
ショー(8月７日)

０４７９－６２－１３４８
旭市七夕市民まつり実行委
員会

銚子みなとまつり（やっ
ぺおどり大会・花火大
会）

8/7 銚子駅前シンボル
ロード

銚子みなとまつり実
行委員会

５万人 やっぺおどり大会
打ち上げ花火　約4000発

０４７９－２５－３１１１
銚子みなとまつり実行委員
会

第３回袖ケ浦市民ふれ
あい夏まつり

8/7 東京ドイツ村 袖ケ浦市 １万６千人 ふれあいﾐﾆｽﾃｰｼﾞ､ﾗｲﾌﾞ､子ども広場､
ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ､ 踊り､ 花火等

０４３８－６２－１１１１（内１４
３）
袖ケ浦市まちづくり推進課

松戸花火大会 8/7 江戸川河川敷 松戸花火大会実行
委員会

１３万５千人（Ｈ
１５実績）

8,300発（ｽﾀｰﾏｲﾝ､水中花火） 047－366－7327
松戸市商工観光課

祭・イベント等



第３０回富里ふるさとま
つり

8/7 富里中学校グラウン
ド

富里ふるさとまつり
実行委員会

約３万人 フリーマーケット、よさこいソーランinと
みさと2004、郷土芸能、盆踊り、花火
大会、ロックコンサート、市民の発表

０４７６－９３－０１３６
富里ふるさとまつり実行委
員会（富里市商工会内）

第１６回佐倉・国際印
旛沼花火大会

8/7 印旛沼湖畔 社団法人佐倉市観
光協会・佐倉市

３２万人 外国花火(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ･ｽｲｽ)と､日本花火
の競演､22,000発

043-486-6000　佐倉市観光
協会

市川市民納涼花火大
会

8/7 江戸川河川敷 市川市民納涼花火
大会実行委員会

約４９万人(見
込み）

約14,000発の花火の打ち上げ 047-334-1111(内3813)　実
行委員会事務局 金子 優子

東京都江戸川
区との合同開

　
手賀沼花火大会 8/7 手賀沼湖上 手賀沼花火大会実

行委員会
３５万人（Ｈ１５
実績）

２市１町(我孫子市･柏市･沼南町)合同
による手賀沼浄化の願いを込めて開
催する

０４－７１８５－１１１１　我孫
子市商工観光課　山崎　秀
一

その他
第10回全国大学フラメ
ンコフェスティバル

8/7 千葉県南総文化
ホール

館山市 1,400人 １7大学の女子学生によるフラメンコの
競演

0470-22-3111　館山市生涯
学習課 杉江

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

美化清掃活動
多摩川1万人の清掃大
会

8月1日 市内多摩川18会場
青梅市・青梅市みど
りと水のふれあい事
業推進協会

5,000名 市内を流れる多摩川の一斉清掃
青梅市みどりと水のふれあ

い事業推進協会
０４２８（２４）２２８０

サマーフェスティバル内･　

　・星空観望会 8月1日 父島・お祭り広場 30名 星空観望会
　・シマアジの激流 8月6日 父島・青灯台 150名 シマアジの稚魚を放流
第51回阿佐ヶ谷
七夕まつり

8月5日から
8月9日まで

パールセンター街
及びJR阿佐ヶ谷駅

あさがや七夕まつり
実行委員会

約50万人 七夕まつり装飾
代表理事　小川  勝久

０３（３３１２）６１８１
八王子まつり 8月6日から

8月8日まで
甲州街道・ユーロー

ド
八王子まつり
実行委員会

太鼓・神輿・山車曳行 八王子まつり実行委員会
０４２６（４８）１５３１

御蔵島花火大会 8月2日 御蔵島港 御蔵島教育委員会 約150名

稲根神社例大祭
8月4日から
8月5日まで

村里 例大祭実行委員会 約150名

第27回ふるさと区民ま
つり

7月30日から
8月1日まで

ＪＲＡ馬事公苑
世田谷区民まつり実

行委員会
　

世田谷区と交流のある自治体の特産
品を販売する「ふるさと物産展」や区
内商店街による模擬店、おみこし連合
行進、コンサートなど

世田谷区　ふるさと交流課
０３（５４３２）２２５０

担当：吉田

せともの市
8月2日から
8月4日まで

人形町通り一帯（中
央区日本橋人形町

地区）

せともの市実行委員
会

歩道を使用した陶磁器の即売会
せともの市実行委員会

０３（３６８７）７７１５

築地本願寺納涼盆踊
り

8月3日から
8月6日まで

築地本願寺（中央区
築地3-15-1）

築地踊り保存会 盆踊り
築地踊り保存会

０３（３５４１）１１３１

祭・イベント等

（東京都）

サマーフェスティバ
ル実行委員会

小笠原村観光協会
０４９９８(２)２５８７

御蔵島役場
０４９９４（８）２１２１



　 佃祭・住吉神社例大祭
8月6日から
8月7日まで

住吉神社（中央区佃
1-1-14）

住吉神社社務所 御神楽の演舞
住吉神社

０３（３５３１）３５００

今年は陰祭。3
年に1度が大祭
で来年は大祭
の年

　 能楽金春祭り 8月7日
銀座金春通り（中央

区銀座8丁目）
銀座金春通り保存会 路上演能

銀座金春通り会
０３（３５７２）２７３８

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

キャンペーン等

鶴巻温泉郷夏休みキャン
ペーン

8月1日～8月7日
（夏休みキャンペーン

は，7月17日～8月31日）

鶴巻温泉郷 鶴巻温泉組合 3000人 夏休みキャンペーンに合わせ、観光週間
のポスター等を掲示し、観光の意義等を
啓発する。　　　　大抽選会、野菜直売等

秦野市鶴巻温泉弘法の里湯
ＴＥＬ：0463-69-2641
相原　順一

美化清掃活動
逗子ビーチクリーン隊に
よる海岸一斉清掃

8月1日 逗子海岸 250人 ボランティアによる海岸清掃 逗子ビーチクリン隊事務局
ＴＥＬ：046-872-1550　佐野

ビーチクリーンタイム 7月17日～8月31日 逗子海岸 不明 海水浴客による海岸清掃 逗子海岸営業協同組合
ＴＥＬ：046-871-3850　中村

第３１回サザンビーチち
がさき花火大会

8月7日 サザンビーチちがさき 第３１回サザンビーチ
ちがさき実行委員会

約200,000人 サザンビーチ沖台船より約3,500発の花火
を打ち上げる

茅ヶ崎市観光協会
ＴＥＬ：0467-84-0377

第13回東林間サマー
わぁ！ニバル

8月6日～8月8日 小田急線
東林間駅前大通り

東林間サマーわぁ！ニ
バル実行委員会

盛大に阿波踊りを行います。 商業観光課　村上
042-769-8236

第53回橋本七夕まつり 8月6日～8月8日 橋本七夕通り 橋本七夕まつり実行委
員会

色鮮やかな竹飾りの他、多彩な催し物が
繰り広げられます。

商業観光課　小林
ＴＥＬ：042-769-8236

第58回あつぎ鮎まつり 8月6日～8月8日 相模川河川敷及び市
街地周辺

あつぎ鮎まつり実行委
員会

721,000人 8月6日　前夜祭・PREFESTIVAL PARTY、
ハーモニカコンサート、コンサート他

あつぎ鮎まつり実行委員会
TEL：046-295-5496,5497

8月7日　オープニングパレード、あつぎ
DANBEパレード、大花火大会ほか
8月8日　一万人の鮎つかみどり大会、
みこしショー他

江の島花火大会 8月3日～8月7日 藤沢市片瀬海岸西浜 江の島マイアミビーチ
ショー実行委員会

20万人 花火5500発 藤沢市片瀬江の島観光案内所
ＴＥＬ：0466-24-4141

あんどん物語 8月1日 藤沢駅北口 藤沢駅北口商店街連
合会

1万人 小学生が描いたあんどんを商店街に装飾
する

協同組合　藤沢銀座土曜会
ＴＥＬ：0466-22-6850

箱根神社例大祭 8月1日 元箱根 芦ノ湖芦之湯地区観
光連絡協議会

花火大会　他 箱根町観光協会
ＴＥＬ：0460-5-5700

御神幸祭 8月2日 元箱根～箱根 芦ノ湖芦之湯地区観
光連絡協議会

花火大会　他 箱根町観光協会
ＴＥＬ：0460-5-5700

　
駒形神社例祭 8月3日 箱根 芦ノ湖芦之湯地区観

光連絡協議会
花火大会　他 箱根町観光協会

ＴＥＬ：0460-5-5700

　
湖尻龍神祭 8月4日 湖尻 芦ノ湖芦之湯地区観

光連絡協議会
花火大会　他 箱根町観光協会

ＴＥＬ：0460-5-5700
鳥居焼まつり・流灯祭・
大神輿渡卸

8月5日 箱根 芦ノ湖芦之湯地区観
光連絡協議会

花火大会・鳥居点火・灯籠流し　他 箱根町観光協会
ＴＥＬ：0460-5-5700

箱根園サマーナイトフェ
スタ

8月6日 箱根園 芦ノ湖芦之湯地区観
光連絡協議会

花火大会　他 箱根町観光協会
ＴＥＬ：0460-5-5700

祭・イベント等

（神奈川県）



箱根園サマーナイトフェ
スタ

8月7日 箱根園 芦ノ湖芦之湯地区観
光連絡協議会

花火大会　他 箱根町観光協会
ＴＥＬ：0460-5-5700

その他

海の家が行う、微生物を
利用した砂浜浄化

7月10日～8月31日 逗子海岸海の家 21軒 浸透マスにより砂浜に流していた海の家
の生活排水を有用微生物群ＥＭといっしょ
に流すことによって有機物の分解を進め
て悪臭や大腸菌を減らし、砂浜をきれいに
します。

逗子海岸営業協同組合
046-871-3850　中村

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

美化清掃活動

高岡古城公園清掃美
化運動

8月1日 高岡古城公園 美しいまちづくり高岡
市民連絡会議
（高岡古城公園を愛
する会）

850人 朝のすがすがしい時間に高岡市が誇
りとする古城公園の清掃美化運動に
市民が直接参加することにより、公園
に対する親和感を養うとともに、愛護
思想の啓蒙を図る。

高岡市緑化対策課　頭川
０７６６－２０－１４１６

第44回富山まつり 8月6日～8日 富山城址公園（富山
市）

富山まつり運営委員
会

460,000人 越中おわら踊り、越中おわら節全国大
会、ＹＯＳＡＫＯＩとやま、星空バザール
など夏の夜を大いに楽しむことができ
る。

富山市観光振興課　作田
０７６－４４３－２０７２

高岡七夕まつり 8月1日～7日 高岡市中心街 高岡七夕まつり運営
委員会

300,000人 高さ約２０ｍのジャンボ七夕をはじめ、
大小１０００本の七夕が夏の夜を彩
る。期間中には川流しパレードなど多
彩な行事が開催される。

高岡七夕まつり運営委員会
北本　０７６６－２０－１５４７

小杉みこし祭り2004 8月7日 小杉町役場前道路 小杉祭り実行委員会 40,000人 創作みこしまつりコンテスト、民謡踊
り、納涼花火大会など

小杉町観光協会　明野
０７６６－５６－１５１１

第40回富山新港新湊
まつり

8月7日～8日 新湊市 富山新港新湊まつり
実行委員会

43,000人 のじた踊り、よさこい、花火大会など 富山新港新湊まつり実行委
員会　澤村
０７６６－８２－８２３７

北日本新聞納涼花火
大会（高岡会場）

8月4日 庄川高岡大橋上流
（高岡市）

北日本新聞社
高岡支社

120,000人 花火大会 北日本新聞社高岡支社
事業部　前田
０７６６－２２－２２２２

入善ふるさと七夕まつ
り

8月5日～7日 入善町商店街 入善町商工会 70,000人 ふれあい入善音頭街流し競演会を始
め、町内外の人が参加し楽しめるまつ

入善町商工会　藤田
０７６５－７２－０１６３

第35回じゃんとこい魚
津まつり

8月7日～9日 魚津市内一円 魚津市、魚津商工会
議所、魚津市観光協
会

115,000人 諏訪神社の勇壮、豪快なたてもんまつ
りや海上花火大会、せり込み蝶六踊り
街流しなど

魚津まつり実行委員会　高
野　　　　０７６５－２２－１２０
０

島尾海岸地引き網大
会

7月19日、25日、8
月1日、8日

島尾海岸 島尾観光協会 200～250人程
度

地引網体験 島尾観光協会
０７６６－９１－２０４５
担当：野口

第３２回ひみまつり 7月31日～8月1日 氷見漁港緑地公園 氷見市観光協会 花火大会　魚提灯山車パレード　出店
チャリティーオークション

ひみまつり実行委員会事務
局
０７６６－９１－８３５０

（富山県）

祭・イベント等



　
伏木港まつり 8月2日～8月3日 伏木港万葉埠頭他 伏木港まつり実行委

員会
花火大会：約
3000人　　踊
り：700人

花火大会　祝唄踊りの街流し おしば
い　出店

0766-44-0481 伏木港まつり
実行委員会　担当：青山

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発
福井県観光地美化
キャンペーン

平成16年8月中 福井県あわら市 (未定） 　あわら市で、観光地の美化に尽力し
ている団体・個人を表彰する。

（社）福井県観光連盟
０７７６－２３－３６７７・青山

観光地美化功労者の
表彰

美化清掃活動
福井県観光地美化
キャンペーン

平成16年8月中 福井県あわら市 (未定） 　美化功労者の表彰後、参加者全員
で観光地の清掃作業を行う。

（社）福井県観光連盟
０７７６－２３－３６７７・青山

“火の祭典”若狭高浜
花火大会

8/1 若狭和田～城山海
水浴場

高浜町観光協会 一夏の思い出づくりの一環で行われる
盛大な花火大会。約３，０００発の打上
花火、仕掛花火、スターマイン、メイン
は迫力ある水中花火。

高浜町観光協会
０７７０－７２－０３３８

若狭おおいのスーパー
大火勢

8月7日 和田港（総合運動公
園）

大飯町 会場に設置した木の葉型特設ステー
ジの大火勢に炎を点火し、灯りが絶え
るまで回転させて倒す火祭り。さらに
３，０００発以上の花火、地元有志によ
る太鼓の演奏など盛り沢山。

スーパー大火勢実行委員会
事務局
０７７０－７７－９１１１

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発
「広報村松」掲載 ８月１日～７日 村松町 　 「観光は住んで良し、訪れて良しの国

づくり」
村松町役場商工観光課
０２５０－５８－７１８１　松沢

「広報あいかわ」掲載 ７月２５日 相川町 　 ８月８日一日美化デーの実施 相川町役場　椎
０２５９－７４－３３２２

まつりの広報 ８月１日～１０日 佐和田海水浴場 　 「獅子ヶ城まつり」ののぼりを立て、広
報を行った

佐和田町観光協会　中濱
０２５９－５７－８１２３

海水浴場安全サービス
センターからの放送

７月１９日～８月１
７日

藤塚浜海水浴場 　 ゴミの放置禁止や持ち帰りなどを海水
浴客に呼びかけ

紫雲寺町海水浴場安全対
策協議会

キャンペーン等

シーサイドステーション

シーサイド情報

７月３０日～８月１
２日
７月　１日～８月１
２日

紫雲寺町

藤塚浜海水浴場

　 海水浴場情報や紫雲寺町の観光ＰＲ
を放送
海水浴場の情報提供

ＦＭニイガタ

ＢＳＮラジオ

（福井県）

祭・イベント等

（新潟県）



クリーンエネルギーフェ
ア

８月２日 糸魚川駅前 350 　 新エネルギーパネル展、アンケートク
イズ

糸魚川市商工観光課
０２５５－５２－１５１１　古平

美化清掃活動
ゴミの持ち帰り運動（三
条夏まつり：花火大会）

８月３日 花火大会会場 30 　

会場周辺にゴミ箱を設置したほか、観
覧者にゴミの持ち帰りを促すためゴミ
袋の配布と放送による呼びかけを行っ
た

三条クリーン協議会
０２５６－３２－１３１１　富澤

８月８日一日美化デー ８月７日～１１日 相川町 200 　 海岸清掃、空き缶拾い 相川町役場　椎
０２５９－７４－３３２２

業務委託

聖籠夏まつり大花火大
会後海岸清掃

８月４日 網代浜海水浴場
次第浜海水浴場

30 　 花火大会終了後、夏まつり実行委員
が海岸清掃を行った。

聖籠町観光協会
０２５４－２７－２１１１　天野

２００３巻町クリーン作
戦

８月３日 巻町全域 4,100 　 各地区の自主的な草取りやゴミ拾い。
普通ゴミ６．５１トンを回収。
廃タイヤ、廃バッテリー、廃消化器の

巻町役場生活環境課
０２５６－７２－３１３１　森岡

ボランティア清掃 ８月１１日 佐和田海水浴場
河原田小グラウンド

50 　 「佐和田獅子ヶ城まつり」会場の清掃
とゴミ集め

佐和田町婦人会が中心の
ボランティアグループ

第２７回日本一のお花
畑　白馬・小蓮華縦走

８月２日～８月３
日

白馬岳～小蓮華山
～蓮華温泉

53 　 ゴミ持ち帰りキャンペーン（ゴミ拾い） 糸魚川市観光協会
０２５５－５２－１７４２

藤塚浜海水浴場清掃 ７月１日～８月３１
日

藤塚浜海水浴場 　 シーズン中の藤塚浜海水浴場をビー
チクリーナーで清掃、期間中１２回
藤塚小学校や紫雲寺中学校など地域
の各種団体が清掃活動を実施

ビーチクリーナー利用協議
会

第７回聖籠夏まつり
８月２日・３日

スポアイランド聖籠
他

25,000 　 仮装盆踊り、花火大会
聖籠町観光協会
０２５４－２７－２１１１　天野

マリンフェスティバルｉｎ
上越

８月３日 船見公園 10,000 　 ボートクルージング、ビーチバレー大
会、救急法講習会

上越市役所観光課
０２５－５２６－５１１１

第２４回上越はすまつ
り

８月１日～８月１５
日

高田公園 57,976 　 はすの鑑賞会、観蓮茶会ほか 上越市役所観光課
０２５－５２６－５１１１

新潟まつり ８月７日～９日 市内中心部 700,000 　 市民みこし、まつり行列、大民謡流し、
花火大会

新潟まつり実行委員会
０２５－２９０－４４１１

寺泊港まつり ８月６日、７日 みなと公園他 82,800 　 ステージショー、民謡おどり、海上大花
火大会

寺泊町観光協会
０２５８－７５－３３６３

環境美化推進大会 ８月３日 巻町全域
90 　 小中学生の環境に関するポスターコン

クールの入賞者１３人の表彰
巻町役場生活環境課
０２５６－７２－３１３１　森岡

ビーチフラッグ大会 ８月２日 藤塚浜海水浴場 50 　 ＦＭニイガタ ＦＭニイガタ
ビーチバレー大会 ７月２７日 藤塚浜海水浴場 160 　 男女及び混合３６チームによる大会 藤塚浜体育振興会
会場花火＆シーサイド
よさこいソーラン

８月１２日 藤塚浜海水浴場
15,000 　 打ち上げ及び水中花火とよさこいソー

ランの演奏
会場花火＆シーサイドよさこ
いソーラン実行委員会

佐和田獅子ヶ城まつり ８月１０日 佐和田町
17,000 　 マーチングバンドパレード、仮装カゴ担

ぎレース、ビーチバレー大会、おけさ
流し、大花火大会など

佐和田町婦人会が中心の
ボランティアグループ

糸魚川おまんた祭り ８月２日 糸魚川駅前周辺 2,800 　 大市民流し おまんた祭実行委員会事務
局

祭・イベント等



区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発 懸垂幕の掲示 8月1日～7日 小川村役場 小川村 懸垂幕による観光週間の啓発 026-269-2323,森学 小川村
防災無線放送 8/5～8/7 坂北村 坂北村 資源を守り、安全な観光を呼びかける 0263-66-2211,小河原栄子 坂北村
麻績村役場観光課職
員による美化啓発

8月3日 聖高原各観光施設 麻績村 10 放送施設を使い美化啓発を行う。キャ
ンプ宿泊客に対する美化啓発。

0263-67-2133,係長　久保山 麻績村

村有線テレビ 期間中 山形村 0263-98-5664,住吉治 山形村
国立公園内の動植物
保護

8月 毛無峠周辺 高山村 0 立ち入り禁止用のロープを点検する。 026-245-1100,山崎久志 高山村

キャンペーン等
しなの鉄道沿線観光協
議会　観光物産フェア

8月3日～4日 軽井沢駅事由通路 しなの鉄道沿線観光
協議会

協議会加盟市
町村他

観光パンフレット配布、物産販売 0268-21-4702,しなの鉄道沿
線観光協議会事務局

佐久市

観光地美化一斉キャン
ペーン

8月1日～7日 御泉水自然園ビジ
ターセンター

白樺高原を美しくす
る会

14 「ごみは各自で持ち帰る」などの呼び
かけ及び啓発物品の配布

0267-55-6201・立科町観光
案内所　宮下博光

立科町

美化清掃活動 村内一斉清掃 8月7日 小川村全村 小川村 1000 道路清掃、草刈、空缶拾い等 026-269-2323,森学 小川村
トイレ清掃 8月1日 小川村高山寺、表立

屋、上組
小川村観光協会 8 トイレ及び広場の清掃、草刈、空缶拾

い等
026-269-2323,森学 小川村

鳥居川美化キャンペー
ン

8月8日 鳥居川流域 鳥居川土地改良区 200 鳥居川の空缶、ゴミ拾い 026-253-2501・三水村役場
経済課土地改良係小林秀

三水村

美化キャンペーン 8月4日 中社駐車場、中社神
社、奥社入口駐車場

戸隠高原を美しくす
る会

20 ゴミ拾い 026-254-2326・池田美紀 戸隠村

第19回こんこんまつり 8月7日 岩村田商店街 こんこんまつり実行
委員会

踊り 0267-67-3509・岩村田連合
商興会

佐久市

こもろ市民まつり「ドカ
ンショ」

8月7日 小諸市相生町（駅周
辺商店街通り）

こもろ市民まつり実
行委員会

2000 市内各地、事業所から踊り手が参加
し、浅間山の噴火音にちなんだ「小諸
ドカンショ」の曲に合わせて踊ります。
飛び入り参加も大歓迎、躍り方や服装
は自由です。

0267-22-1700・小諸市商工
観光課　依田

小諸市

立科えんでこ 8月7日 立科町芦田商店街 立科町 3000 御泉水太鼓の演奏、大人・子供御輿、
たてしな音頭踊りなど

0267-55-6201・立科町観光
案内所　宮下博光

立科町

真田まつり 8月7日 真田町運動公園 真田まつり実行委員
会

3000 花火大会、模擬店、キャラクターショー 0268-72-2204・内海 真田町

サマーホリデーin原村
星まつり

8月6日～8日 八ヶ岳自然文化園 サマーホリデーin原
村星まつり実行委員
会

7500 原村の住んだ夜空（星）をメインにした
昼夜に渡るイベント。星に関係する多
種様々な催し物を行う。

0266-74-2681・サマーホリ
デーin原村星まつり実行委
員会事務局

原村

第３２回伊那まつり 8月7日,8日 伊那市通り町商店街
伊那市役所西側駐
車場

伊那まつり実行委員
会

伊那市最大のイベント。１日目は市民
踊りが行われる他、２日目は遊Ingビ
レッジで、露店や出演者が祭りを盛り
上げます。また南信州最大級の花火
大会が行われます。

0265-78-4111・伊那市役所
商工観光課内 伊那まつり実
行委員会

伊那市

第１９回大芝高原まつ
り

8月22日 南箕輪村大芝高原 大芝高原まつり実行
委員会

約５０，０００人 おまつりステージ・パレード・フリー
マーケット等

0265-72-2176・藤澤 勇 南箕輪村

（長野県）

祭・イベント等



タングラムラベンダー
フェア

～8月1日 タングラム斑尾 ホテルタングラム 500 夏山リフト運行、フォトコンテスト他 026-258-3511・本山秀明 信濃町

コスモスまつり 8月1日～ 黒姫高原コスモス園 黒姫高原コスモス園 3500 押花体験教室他 026-255-3226・太田昭仁 信濃町
野尻湖サマーフェス
ティバル

8月1日 野尻湖 野尻湖大花火大会
実行委員会事務局

350 レイクスポーツ体験他 026-255-3114・小出徹 信濃町

少年サッカーフェア 8月7日 小川小学校 小川村観光協会 150 少年サッカー大会 026-269-2323・森学 小川村
宇宙と緑とロマンの旅 8月7日 小川村大洞高原 小川村・小川天文台 2000 天体観測とウルトラマンショー 026-269-2323・森学 小川村
北竜湖花火大会 8月1日 北竜湖 北竜湖観光協会 花火大会 0269-65-3508・北竜湖観光

協会
飯山市

いいいやま夏まつり 8月7日 飯山市中心商店街 いいいやま夏まつり
実行委員会

ステージショー、太鼓、踊り、縁日他 0269-62-3111・いいやま夏
まつり実行委員会

飯山市

第4回WowWowふぇす
てぃばるロングラン釣り
大会

7月18日～8月10
日

夜間瀬川特設会場 ロングラン釣り大会
実行委員会

10000 期間中総量8万匹のニジマス、ヤマメ、
イワナを放流して釣りやつかみ取りを
楽しめる。

0269-33-2138・山ノ内町観
光連盟　佐藤

山ノ内町

湯田中温泉夏祭り 7月1日～8月16日 湯田中駅入口特設
会場

湯田中温泉観光協
会

田舎らしさ・素朴さをテーマに盆踊りや
夜店などで連日楽しめる。

0269-33-2138・湯田中温泉
観光協会（山ノ内町観光連
盟事務局）

山ノ内町

渋温泉夏祭り歩行者
天国

8月1日～8月25日 渋温泉街 渋温泉観光協会 石畳の温泉街が毎晩歩行者天国にな
り夜店が立並び昔懐かしい温泉情緒
が楽しめる。

0269-33-2921・渋温泉旅館
組合

山ノ内町

夏野菜収穫体験 7月20日～8月20
日

トマトの国 (財)栄村振興公社 広大な畑の中で、真夏の太陽を浴び
ながら、トマト、ナス、ジャガイモ、枝豆
など収穫してみませんか。家族から団
体まで幅広く受け付けています。

0269-87-3030・トマトの国 栄村

・第七回世界遺産劇場
第１７回国宝松本城太
鼓まつり

H16.7.31～8.1 松本城公園及び中
心市街地

国宝松本城太鼓ま
つり実行委員会

7500 松本城を背景に全国各地から集まっ
た日本の伝統芸能「太鼓」を演奏

0263-34-3000,国宝松本城
太鼓まつり実行委員会事務
局　松本市観光温泉課

松本市

・第３〇夏まつり松本
ぼんぼん

H16.8.7 松本中心市街一円 松本ぼんぼん実行
委員会

252500 松本の夏の一大イベント。軽快なリズ
ムの歌に合わせて参加連毎に踊り歩
く

0263-32-5355,松本ぼんぼ
ん実行委員会事務局　松本
商工会議所

松本市

四賀村夏祭り２００４ 7/31～８/1 四賀村会田 四賀村 2000 ミス福寿草コンテスト・歌謡ショー、花
火大会

0263-64-3111,四賀村商工
観光課草田茂

四賀村

ドライフラワーアレンジ
メント教室

平成１６年８月７
日（土）　午後５時

聖高原 麻績村 40 ラベンダーを使ったドライフラワーアレ
ンジメントに挑戦

0263-67-2133,聖高原観光
案内センター 藤澤一渡

麻績村

第25回あづみの祭り 8月1日 豊科町駅前通周辺 あづみの祭り実行委員会 12000 約50団体、3500人の踊り連によるあずみ野の
囃子踊り、こども広場でのキャラクターショー、
ふれあい広場でのアマチュアバンド演奏、花火

豊科町役場 豊科町

第34回長野びんずる 8月7日 中央通り、昭和通り びんずる事務局 210000 長野の夏祭りとして市民総参加、総知
楽で盛り上がる市民祭

026-238-2250,びんずる事
務局,026-224-5042,長野市
観光課

長野市

千曲市どんしゃんまつ
り

8月1日 屋代駅前ふれあい
通り

千曲市どんしゃんま
つり実行委員会

歩行者天国、どんしゃん踊り、花火大
会

026-273-1111,松林 千曲市



戸倉温泉納涼煙火大
会

8月7日 戸倉温泉千曲川河
畔

戸倉温泉納涼煙火
大会実行委員会

1万発の花火 026-275-1753,小山 千曲市

信州高山祭りにおける
ごみ拾い

8月7日 高山村役場周辺 信州高山まつり実行
委員会

会場内にごみ箱を設置し、花火打ち上
げ前に参加者全員でゴミ拾いを行な

026-245-1100,山崎久志 高山村

サマーライブ 8月7日 斑尾高原農場前庭 斑尾高原農場 300 黒澤久雄＆ローガンズサマーコンサー
ト

026-253-8860・斑尾高原農
場　企画　市川、山谷

三水村

その他 朝礼での通達 8月1日 四賀村役場庁内 四賀村 100 観光週間の広報 0263-64-3111,草田茂 四賀村

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発
広報かわねお知らせ
版掲載（川根町）

H16､7、20 町内各戸へ配布 　 広報かわねお知らせ版掲載 川根町企画財政課
0547-53-4583

　

広報はるの（春野町） ８月号 町内各戸へ配布 　 町の広報へ掲載 春野町企画課
0539-83-0004

　

美化清掃活動
ビーチクリーン作戦（河
津町）

7/10～8/31 今井浜海岸 ５００人 　 ゴミ袋を配布し、ビーチのゴミを拾って
来た人に記念品をプレゼント

伊東市観光課
0558-34-1946　進士

　

熱海海上花火大会清
掃（熱海市）

8月1日、6日 サンビーチ及びその
周辺

５０人 　 花火大会の翌日の早朝に会場付近の
清掃を行う

熱海市商工観光課
0557-86-6195  内藤

　

クリーンキャンペーン
（下田市）

7/18～8/22 下田市白浜、吉佐美 5,000人 　 ライフセイビングクラブ主催の海水浴
客参加型の海浜清掃

下田市観光商工課
0558-22-3913

　

ビーチクリーン作戦 7/17～ 8/5 御浜海水浴場 １回　３０組 　 ライフセイバーの通常業務に併せ観
光客に呼びかけ砂浜の清掃活動を行

御浜ライフセイビングクラブ
0558-94-2009  居波

　

稲荷祭（下田市） 8月1日 下田市旧町内 1,000人 　 夜店、太鼓 下田市観光商工課
0558-22-3913

　

下田夕遊市（下田市） 8月7日 下田市民文化会館
前

500～1,000人 　 地場産品の販売とフリーマーケット 下田開港１５０周年記念事
業実行委員会 0558-27-

　

夏祭り「炎艶美」 8月5日・6日 片瀬海岸 3,000人 　 ５m以上の炎を吹き上げる手筒の花火
を男達が大勢で抱える勇壮な祭

片瀬温泉観光協会
0557-23-2558

　

夏休み漁船体験 ７／２０～８／３１ 北川漁港 300人 　 北川沖を夕涼みしながら15分～20分乗船 北川温泉観光協会
0557-23-3997

　

大川アマゴのつかみど
り大会

8月1日 大川温泉（向田川） 300人 　 アマゴを放流して皆でつかみ取り大会 東伊豆町観光協会
0557-95-0700

　

ナイトサマーフェスタ 8月７日・8日 白田親水公園 200人 　 白田温泉の夕涼みを味わう 白田温泉観光協会
0557-23-2555

　

修善寺夏まつり
（伊豆市）

８月1､2日 修善寺駅前 6,000人 　 しゃぎり・盆踊り・花火大会 修善寺観光協会
0558（72)2501

　

8月5日 　 沖縄ｍｅｅｔｓ津軽
（津軽三味線、沖縄三味線、クンダン）

　

（静岡県）

ノスタルジックロマン
修善寺推進委員会

祭・イベント等

桂座（伊豆市） ギャラリーしゅぜんじ
回廊

各日定員150名



8月6日 　 中国音楽の至宝
（ニ胡、中国琵琶、古筝）

　

8月7日 　 シンセの元祖。その音宇宙
（テルミン、ミュージカル・ソウ、キーボー
ド）

　

ビーチフラッグ大会
（戸田村）

７/17～８/5 御浜海水浴場 ５０人 砂浜の清掃活動終了後、海水浴客対
象に砂浜で大会を開催する。

御浜ライフセイビングクラブ
0558-94-2009  居波

　

第５回伊豆長岡温泉
戦国花火大会

8月4日 狩野川河川敷（西
岸）  あやめ橋付近

5,500人 　 花火大会 伊豆長岡町観光産業グルー
プ 055-948-1413  浜村、野

　

２００４狩野川まつり
（韮山町）

8月7日 狩野川千歳橋付近 15,500人 　 韮山町観光協会                  055-
949-1686

韮山町観光協会
055-949-1686

　

丹那盆地祭(函南町） 8月7日 酪農王国オラッチェ 10,000人 　 子どもしゃぎり、キャラクターショー、丹
那音頭、銭太鼓、抽選会、各種出店等

函南東部農協
055-974-0011

　

あたみビールフェスティ
バル（熱海市）

８月1日～４日 渚親水公園 6,000人
　

ビアホールの設置、ステージでの各種
アトラクション

あたみビールフェスィバル
実行委員会 0557-83-5300

　

初島海上花火大会
（熱海市）

8月7日 初島海岸（熱海市） 2,200人 　
初島区事業協同組合
0557-67-1400

　

網代温泉海上花火大
会  （熱海市）

8月5日 網代湾 12,000人 　
網代温泉観光協会
0557-68-0136

　

伊豆山納涼海上花火
大会（熱海市）

３日 伊豆山海岸 ６０００人 　
伊豆山観光協会
0557-81-2631

　

初川納涼市（熱海市） ６～７日
初川遊歩道（熱海
市）

24,000人 　
夜店を中心とした納涼市。夏の夜の情
緒や風情が味わえるとともに、街の活
性化と商工振興を図る。

初川納涼市開催委員会
0557-81-3661

　

熱海海上花火大会 ５、９、１７、２６日 熱海湾（熱海市） 420,000人
熱海市観光協会
054-85-2222

熱海市観光協会
054-85-2222

参加者数は４
回の予想合計
人数

夏だよ！おもしろ出前
広場（伊東市）

7/29～8/22 松川藤の広場 35,000人 　 商店街が出店する出前広場や自慢の
メニューを配達する出前レストランが
ある。ステージでは毎日、日替わりで
ショーが行われている。

伊東市観光課
0557(36)0111

　

沼津夏まつり狩野川花
火大会（沼津市）

7/31,8/1 中心市街地・狩野川
河川敷ほか

360,000人 　 昼：みこし、しゃぎり、踊りなど　夜：花
火大会

沼津市商工観光課
055-934-4747

　

ぬまづサマーガーデン
狩野川トワイライト
コンサート（沼津市）

8/7・8/8 狩野川河川敷 2,000人 　 ビアガーデン、野外コンサート 沼津観光協会
055-964-1300

　

市民夏の夕べ(伊東市) 8月7日 観光会館 ５００人 　 民謡や踊り、郷土芸能など 同上 　
第８回長泉わくわく祭り 8月7日 長泉中央通り、大い

ちょう通り、コミュニ
ティ長泉周辺

約2,000名 　 踊りコンテスト（大人、キッズ）、働く車
の展示、ミニ列車、ｷｬﾗｸﾀｰｼｮｰ、出店
等

長泉わくわく祭り実行委員会
事務局（長泉役場産業環境
課内）電話055-989-5516

　

第２２回清水町湧水ま
つり（清水町）

8月7日 柿田川公園 48,000人 　 ステージイベント、大抽選会、手筒花
火大会、出店、金魚すくい大会等

清水町湧水まつり実行委員
会   055(981)8238

　

よさこい御殿場
（御殿場市）

8月1日 県道沼津・小山線、
御殿場市中央公園

23,000人 　 18チームによるよさこい流し踊り、中
央公園にて総踊り

御殿場市商工観光課
0550-82-4622　担当 府川

　

0558(74)3030



東富士高原まつり花火
大会（御殿場市）

8月7日 印野畑岡展望台 23,000人 　 夏の富士山をバックに約6000発の雄
大な花火が舞う花火大会

御殿場市商工観光課
0550-82-4622　担当 上道

　

　 ふじかわ夏まつり
（富士川町）

8月7日 富士川河川敷
スポーツ広場

10,000人 　 総おどり、花火、夜店市 ふじかわ夏まつり実行委員
会   0545-81-1280

　

みなと群舞公開レッス
ン（焼津市）

8月1日 ｼｰｶﾞﾙﾄﾞｰﾑﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 100人 　 焼津の踊り「みなと群舞」の公開ﾚｯｽﾝ 054-621-5850・岡田

納涼フェスタ
（焼津市）

8月4日 ゴールデン街 2,000人 商店街の夏祭
り

商店街の夏祭り 054-628-6251・焼津商工会議所

小石川楽市楽座
（焼津市）

8月7日 駅前通り商店街 2,000人 商店街の夏祭
り

商店街の夏祭り 054-628-6251・焼津商工会議所

島田川どめ夏まつり
（島田市）

８月６・７・８日 本通り １５万人 商店街の夏祭
り

商店街の夏祭り 島田市商工観光課
0547(37)7155 担当 滝沢

掛川納涼まつり
（掛川市）

7月31日、8月1日 掛川市駅前通り 35,000人 商店街の夏祭
り

商店街の夏祭り 掛川市商工観光課
0537-21-1149

住吉神社夏祭（吉田
町）

8月1日 住吉神社 未定 商店街の夏祭
り

商店街の夏祭り 片岡神社（住吉神社）
宮司  松浦清男
0548-33-9603

第１５回大東町遠州灘
砂の祭典　　ビーチフェ
スタイン大東2004（大

8月1日 大東町国安海岸
ビーチバレー常設
コート周辺

5000人 商店街の夏祭
り

商店街の夏祭り 大東町商工会
0537-72-2701　都築浩明

その他 磯遊び教室 8月1日～7日 土肥旅人岬海岸 各日定員150名  東海大の水産学博士を講師に磯のお
もしろ発見

土肥温泉旅館協同組合
0558(98)0523

旧赤松家記念館完成
式典

8月2日 磐田市見付（旧赤松
家）

100名  記念館完成式典／茶室 磐田市文化財課  矢部宏明
0538-32-9699

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発
中部経済新聞への寄
稿

8月1日 　 知事メッセージの掲載
愛知県産業労働部観光交
流課　越野
052-954-6355

ポスターの掲示
７月下旬～８月７
日

県庁、県事務所 　
愛知県産業労働部観光交
流課　越野
052-954-6355

〃 〃 県関係観光施設 　
愛知県産業労働部観光交
流課　越野
052-954-6355

美化清掃活動 美化清掃事業 愛知県内４４か所 　
香嵐渓を始めとする県内観光地の清
掃

(社)愛知県観光協会　小谷
052-581-5788

（三重県）

（愛知県）



区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発

観光情報センター電光
掲示板

８月１日（日）～
８月７日（土）

松阪市観光情報セン
ター

　 ＪＲ松阪駅前の電光掲示板で「8/1～
8/7は観光週間です。『観光は光を観
ること観せること～あなたのまちを輝
かせましょう～』」と１日７０回程度流
す。

松阪市商工観光課
TEL：0598-53-4406
担当：小泉

第４１回大四日市まつ
り

７月３１日（土）～
８月１日（日）

四日市市中心部 41万人
（昨年度実績）

　 コンテスト形式で踊りを披露する「おど
りフェスタ２００４」や諏訪太鼓の迫力
ある演奏などが繰り広げられる。２日
目には日本一大きなからくり人形の
「大入道」が登場し、クライマックスをむ
かえる。

大四日市まつり実行委員会
事務局
TEL：0593-55-0315
担当：中本、野呂、待井

２００４ビーチバレー
ｉｎ御殿場

８月１日（日） 津市御殿場海岸 約1,100人 　 ビーチバレーを通じて、御殿場海岸の
ＰＲを行う。

津市役所商工労政課内
ビーチバレーｉｎ御殿場実行
委員会事務局
TEL：059-229-3170
担当：増田

第７回下宮さん
ゆかたで千人お参り

８月１日（日）
１３：００～２１：００

伊勢神宮外宮及び
外宮周辺

1,500人　　　　　 （参
拝客）　5,000人
（神にぎわい広場）

　 旧暦の８月１日を八朔といい、伊勢で
はかつてこの日に伊勢神宮を参拝す
る「八朔参宮」という風習があった。そ
の風習を伝えていこうと７年前から始
まった。外宮参拝時間は、この日だけ
特別に２０時まで延長される。
今年は勾玉池舞台で、シンセサイザー
奏者とボイスパフォーマーによる「八朔
音楽会」や、広場でのにぎわい音頭な
どの催し物、また屋台が立ち並ぶ。
また、こども小劇場と題して、朗読で伊
勢の昔物語を行ったり、神話の紙芝居
やアニメ上映会が行われる。

外宮にぎわい会議
外宮さんゆかたで千人お参
り実行委員会
TEL：0596-27-2711

その他 第３７回朝熊山自然教
室

８月１日（日）
１０：３０～１４：３０

朝熊山山上広苑 200人 　 伊勢志摩国立公園の最高峰の朝熊山
は、特色のある植物・昆虫・地質をは
じめ、自然科学の宝庫であり、山に自
生する植物、生息する昆虫の講義・観
察から”自然とのふれあい”を行う。

三重県観光開発（株）
TEL：059-226-6752

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

祭・イベント等

（滋賀県）



広報啓発

パンフレットへの標語
掲載

8月1日～8月7日 県内外各地 - 滋賀のイベント情報を掲載したパンフ
レットに「ゴミ・空き缶は、きちんと持ち
帰りましょう。」という標語を入れ、ゴミ
持ち帰りの意識定着化に努める。

（社）びわこビジターズビュー
ロー　077-523-2752　仲川
朋果

パンフレット名
「たびゅうど」

観光週間ポスター掲出 8月1日～8月7日 県内各地 - 観光週間ポスターを県内各所に掲出 滋賀県商工観光政策課
077-528-3741　小野 武弘

キャンペーン等

山岳事故＆遭難防止
キャンペーン

7月中旬～8月下
旬

県内各山域 滋賀県山岳遭難防
止対策協議会

県内加盟19市
町村

登山者カード（登山届）20,400枚、ポス
ター200枚を駅・登山口等にて配布お
よび掲示（設置含む）

滋賀県山岳遭難防止対策
協議会　0748-52-2926　竹
村　喜一郎（事務局長）

美化清掃活動

長浜・北びわ湖大花火
大会後のゴミ清掃

8月6日(金) 長浜市　長浜港、豊
公園、周辺住宅地
他

北びわ湖大花火大
会実行委員会

ボランティア
（長浜西中学
校、ボランティ
アガイド）スタッ
フ合計約300人

長浜・北びわ湖大花火大会時に放置
されたゴミの回収を中心とした清掃活
動

北びわ湖大花火大会実行
委員会　0749-65-6521　饗
場 喬

びわ湖まつり2004
びわ湖感謝祭

8月1日(日) 竹生島　等 びわ湖まつり2004推
進委員会

約200人 オープニングはビアンカ号でのびわ湖
体感周航。竹生島ではコンサートなど
楽しい催しを開催。

びわ湖まつり2004推進委員
会 077-511-5940　馬場 保
司

長浜マチあるきコン
サート

8月1日(日) 長浜市中心市街地
（黒壁－曳山博物館
－大通寺）

びわ湖まつり2004推
進委員会

びわ湖まつり
2004参加者（ビ
アンカ乗船350
分)

どんな人にも、ちょっとした「待ち」時間
があるはず。長浜マチあるきコンサー
トは、そんなマチ時間を使って、ちょっ
とマチを歩いてもらおうという企画。

長浜市観光振興課　0749-
65-6521　饗場 喬

びわ湖大津夏まつり
2004

8月1日(日) 大津市　大津港湾業
務用用地

大津市 約10,000人 国際交流ステージ（朝鮮舞踊、バリ舞
踊、フラダンス）のほか　江州音頭総
おどりが行われる。周りには約50店舗
の夜店がならぶ。

大津市観光振興課　077-
528-2756　上松

雄琴温泉花火大会 8月1日(日) 大津市　雄琴港 雄琴温泉観光協会 約900発の花火が趣ある温泉街を彩
る。

雄琴温泉観光協会　077-
578-1650

守山夏まつり「フェスタ
MYOREN2004」

8月1日(日) 守山市　守山駅周辺 パレードや広場ステージでのパフォー
マンスが楽しめる。

守山市商工観光課　077-
582-1131

りっとう市民夏まつり
2004

8月1日(日) 栗東市役所前いちょ
うどおり周辺

栗東まつり実行委員
会

約10,000人 ｢みんなのパレード｣を中心に、江州音
頭音頭総踊りや市民のステージ、コン
サートなど子どもから大人まで楽しめ
る催し

栗東まつり実行委員会
077-551-0126　太田・俣野

第19回八幡てんびんま
つり

8月1日(日) 近江八幡市役所周
辺

八幡てんびんまつり
協議会

約5,000人 フリーマーケット、ステージショー、江
州音頭踊り、花火大会

八幡てんびんまつり協議会
0748-32-6654

伊崎の竿飛び 8月1日(日) 近江八幡市　伊崎寺 伊崎寺 長さ約13mの竿の先から琵琶湖に豪
快にダイブする行事

伊崎寺　0748-32-7828

西の湖花火大会 8月1日(日) 安土町　西の湖湖畔 安土町 西の湖湖畔を会場に約1,000発の花火
が上がる。

安土町企画観光課 0748-
46-7201

あかね夏祭り 8月1日(日) 蒲生町運動公園総
合グラウンド

蒲生町観光協会 3,000人 盆踊り大会やセレモニー花火大会が
開催される。

蒲生町観光協会　0748-55-
4885　事務局　阪田

祭・イベント等



2004ふるさと竜王夏ま
つり

8月1日(日) 竜王町　雪野山史跡
広場「妹背の里」

ふるさと竜王夏まつ
り実行委員会事務局

約3,000人 ・第１部「炎DLESS竜王遊ing 2004」と
して、ドラゴン忍法水わたり大会やアカ
ペラライブショー等の催しもの
・第２部では、模擬店の開催、オープ
ニングセレモニー、江州音頭町民総踊
り、納涼花火大会を開催

ふるさと竜王夏まつり実行
委員会事務局　0748-58-
3715　（事務局）竜王町商工
観光課

彦根大花火大会 8月1日(日) 彦根市　彦根港 （社）彦根観光協会 約10,000発の花火が湖上を焦がす真
夏の一大ページェント

（社）彦根観光協会　0749-
23-0001

梅花藻ライトアップ 8月1日(日) 米原町醒井　地蔵川 米原町観光協会 1,000人 梅花藻ライトアップ、醒井宿問屋場夜
間公開、癒しのコンサート、梅花藻保
全協力の呼びかけ

米原町観光協会　0749-52-
1551　高橋 仁

夏のライトアップ 8月1日～8月17日 大津市　瀬田唐橋・
石山寺

ライトアップ大津推進
協議会

「瀬田夕照」で有名な瀬田唐橋と石山
寺山門をライトアップ

ライトアップ大津推進協議会
077-528-2756

ふれあい志賀夏まつり
2004

8月3日(火) 志賀町民グラウンド ふれあい志賀夏まつ
り実行委員会

約5,000人 音楽の夕べ（地元中学生による演
奏）、ビンゴゲーム、地元ミュージシャ
ンによるライブ演奏、総おどり大会、抽
選会　など

志賀町産業振興課　077-
592-8077　田中 克典

万灯祭 8月3日(火)～5日
(木）

多賀町　多賀大社
および絵馬通り

多賀大社 約28,000人 イザナギ、イザナミの大神に祖霊の加
護を奉納。多賀音頭や郷土芸能が奉
納されるほか、万灯市で賑わう。

多賀大社　0749-48-1101

長浜・北びわ湖大花火
大会

8月5日(木) 長浜市港町　長浜港
湾一帯

北びわ湖大花火大
会実行委員会

約110,000人 毎年8月5日に開催される、連続して打
ち上がるスターマイン中心の花火大
会。うちあげ総数は約１万発。

北びわ湖大花火大会実行
委員会　0749-65-6521　饗
場 喬

五村別院夏中法要 8月5日～10日 虎姫町　東本願寺五
村別院

東本願寺五村別院　0749-
73-3133

ひこね万灯流し 8月6日(金) 彦根市　芹川堤 彦根万灯流し実行委
員会

願い事を書いた灯ろうを川面に流す幻
想的なイベント。

彦根万灯流し実行委員会
0749-22-7303

琵琶湖大橋花火大会 8月7日(土) 守山市　守山木浜漁
港沖

守山市観光協会 約1,900発の花火は湖岸からの観覧が
おすすめ。

守山市観光協会　077-582-
1131

第21回中主まつり 8月7日(土) 中主町民グランド 中主町 2,000人 商品展示販売コーナー、抽選会、ブラ
スバンドパレード、市ノ坂獅子舞、チア
リーディング、中国雑伎団、花火

中主町地域振興課　077-
589-6316　太田

第26回ふるさと甲西夏
まつり

8月7日(土) 甲西町　野洲川親水
公園

夏まつり実行委員会 10,000人 ・打上花火1,000発
・江州音頭コンテスト
・よさこいソーランショー

夏まつり実行委員会　0748-
71-2331　（甲西町商工観光
課内）

第23回甲賀夏まつり 8月7日(土) 甲賀町　鹿深夢の森 甲賀夏まつり実行委
員会

3,000人 創作踊り「ござれGO-SHU！」、模擬
店、総おどり大会　等

甲賀夏まつり実行委員会
0748-86-6781　樫野

第30回忍者の里夏ま
つり

8月7日(土) 甲南町役場 甲南町観光協会 約3,500人 忍者総おどり仮装コンテスト、甲南夢
行灯、甲南太鼓、花火大会　など

甲南町観光協会　0748-86-
8016　北野 真

主催：甲南町観
光協会

氏郷まつり「夏の陣」"
サマーフェスタinひの

8月7日(土) 日野町役場駐車場
および周辺

日野町イベント実行
委員会

約15,000人 盆踊り、花火大会ほか手作りイベント
が盛り沢山

日野町産業経済課　0748-
52-6562　澤村



マキノサマーカーニバ
ル

8月7日(土) マキノ町　マキノ駅前
（花火：マキノサニー
ビーチ）

四季遊園マキノ交流
促進協議会

4,000人 大ビンゴ大会、ふるさとバザール、元
気なﾊﾟﾌｫｰﾏｰｺﾝﾃｽﾄ、花火大会　など

四季遊園マキノ交流促進協
議会（（社）マキノ町観光協
会）　0740-28-1188

近江今津ふるさと夏ま
つり納涼花火大会・灯
ろう供養

8月7日(土) 今津町　中浜沖湖上 近江今津ふるさと夏
まつり実行委員会

灯ろう供養は19:00、踊りは20:00から 近江今津ふるさと夏まつり
実行委員会　0740-22-6835

盆踊り 8月7日(土) 安曇川町　県立びわ
湖こどもの国

県立びわ湖こどもの
国

県立びわ湖こどもの国
0740-34-1392

　 2004高島町夏まつり 8月7日(土) 高島町Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター（運動公園）

2004高島町夏まつり
実行委員会

約1,000人 納涼花火大会、総おどり、各種出店、
歌謡ショー、水尾太鼓

2004高島町夏まつり実行委
員会事務局（高島町役場企
画振興課内）　0740－36－

新旭町夏まつり 8月7日(土) 新旭町　道の駅しん
あさひ風車村

（社）新旭町観光協
会

約4,500人 納涼花火大会、ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ、魚つか
み、ふるさと夜店、みこしのｶｰﾆﾊﾞﾙ、
ふるさと総踊り

（社）新旭町観光協会
0740-25-6464　石本 敦士

八日市は妖怪地 8月7日(土)・8日
(日)

県立八日市文化芸
術会館、延命公園お
よび中心市街地商
店街一帯

八日市商工会議所 800人 8/7　世界妖怪会議（妖怪作家による
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）妖怪まちおこしサミッ
ト、妖怪地大凧の展示、妖怪ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ
怪市、八日市市物産振興会の展示販
売、妖怪仮装パレード「百鬼夜行」
8/8　世界最長の肝試し

八日市商工会議所　0748-
22-0186

湖東夏まつり 8月7日(土)・8日
(日)

湖東町　ひばり公園 湖東町観光協会 フィナーレは音楽が競演し感動をよぶ 湖東町産業振興課　0749-
45-3706

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発 観光週間ポスター 平成16年8/1～8/7コミュニティーセンター６館 城陽市 観光週間ポスター 0774-56-4019
　　　　 文化パルク城陽 加藤光夫

アイリスイン城陽
プラムイン城陽
市庁舎
市民交流センター

インターネット 同上 インターネット ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 観光週間の実施目標 0774-56-4029
観光協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 閲覧者 　 谷
広報きょうたなべ 平成16年8月1日 京田辺市内全戸 約２万部 0774-64-1364
８／１号掲載 窪田
広報むこう8月1日号 平成16年8月1日 約2万5千部 075-931-1111（内線239)

高岸
町CATV文字放送 7/28～8/7 町内 加悦町 0772-43-1513、山上

キャンペーン等 共同チラシの作成 ８／１配布 町内・近隣町 加悦町観光協会 町内観光施設の一斉ＰＲ 加悦町観光協会
 0772-43-0155

美化清掃活動 亀岡平和祭保津川 平成16年8月8日 保津橋周辺 １５０人 亀岡市観光協会市内環境美化の一環として「平和祭保
津 花火大会ｸ 作戦 を実施 ま

城陽市観光協会

向日市域全般

（京都府）



花火大会ｸﾘｰﾝ作戦 　　ＡＭ6:00～7:00 ＪＲ亀岡駅周辺 0771-29-5152
廣瀬敏博

観光地美化清掃 8月3日 楊谷寺 長岡京市 ２０人 美化清掃 075-955-9515、前川衛
　 観光協会

8月1日 峰山総合公園 24,000人 京丹後市峰山市民局
（予定） 地域事業課

0772-69-0731
沖

8月7日 2,000人 大宮町観光協会
（予定） （大宮町商工会内）

0772-68-0038

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

豊中まつり2004 8/7,8/8 豊島公園・市民会館
周辺

豊中まつり実行委員
会

未定 アマチュアロックバンドのコンテスト
三線づくり
琉球舞踊、エイサー演舞
子供むけの歌や踊りのステージ盆踊
り
和太鼓演奏
高校野球の試合観戦
せかい各国の屋台
映画祭
のど自慢大会
フリーマーケット

6840-6888

天の川七夕フェスタ
2004

8/7、8/8 ・枚方市役所周辺
・ふれあい通り
・岡東中央公園
・市役所駐車場
・市民会館大ホール

（主催）
枚方新まつり運営協
議会
（主幹）
・天の川七夕フェスタ
2004実行委員会
・枚方青年会議所

30,000人（見込
み）

・七夕笹飾り
・市民による模擬店
・LEDによるライトアップ
・彦星・織姫コンテスト

枚方新祭り運営協議会事務
局
072-845-2911

昨年までの花
火は休止

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

祭・イベント等
オーサカキング ７月３１日～８月８

日
　大阪城公園一帯 毎日放送 ３０万人（予定） 大阪の活気と賑わいを取り戻す交流

促進イベント
大阪市ゆとりとみどり振興局
文化集客部集客観光課

（大阪府）

祭・イベント等

（大阪市）

京丹後市大宮映画祭
ｱｸﾞﾘｾﾝﾀｰ大宮及び
京丹後市大宮庁舎 京丹後市大宮映画

祭実行委員会

話題作となった映画を上映する大映
画祭。夜には屋外の大スクリーンで上
映される。

津川花火大会ｸﾘｰﾝ作戦」を実施しま
す。※花火大会が雨

天により順延に
なった場合は

※ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとしてこの活動に参加して
もらえる市民を募集します。

ﾌｪｽﾀ『飛天』2004ｉｎ京
丹後 ﾌｪｽﾀ『飛天』実行委

員会

ｽﾃｰｼﾞでのｺﾝｻｰﾄやﾀﾝｺﾞﾊﾞｻﾞｰﾙ、ﾜﾝ
ﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞやﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄなどを実施。また
関連ｲﾍﾞﾝﾄとして、丹後ｵｰﾌﾟﾝｿﾌﾄﾃﾆｽ
大会なども開催される。

亀岡平和祭保津川
花火大会実行委員
会

祭・イベント等



区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発
資源保護と町の魅力に
対する誇り啓発

８月１日～７日 町のＨＰ 浜坂町 町のＨＰで資源保護と地域の魅力を呼
びかける

浜坂町産業観光課（0796-
82-3111 担当：水田)

クリーン月間一斉清掃 ８月１日（日） 御津町内全域 御津町区長会 約３，９００人 御津町内の一斉清掃 07932-2-1001総務課　桝田

美化清掃活動
観光地美化 ８月１日～７日 町内海水浴場 浜坂町観光協会 ３０人 空きカン、可燃物の収集 浜坂町産業観光課（0796-

82-3111 担当：水田)
第54回龍野納涼花火
大会

8/7(土) 揖保川河川敷千鳥
が浜

約５００００人 龍野市・龍野
観光協会

花火打上、太鼓演奏 0791-64-3156     山田 当日雨天時、
8/10(火)に順

第３４回市民の夕べ 平成１６年 千種川河川敷 赤穂市まちづくり振 約５０，０００人 夏の夜空を焦がす２，５００発の花火と 赤穂市まちづくり振興
８月７日（土） 協会 楽しいステージイベント等が繰り広げ 協会事務局

られる。会場周辺では、屋台が軒を 0791-43-6818
連ね、夏祭りの雰囲気満点。

岡城川せせらぎイベン
ト

8月1日（日） 一宮町伊和・須行名
（岡城川）

岡城川せせらぎイベ
ント実行委員会

200名 鮎・あまごのつかみどり 一宮町産業振興課商工観
光係　田路　0790-72-1000

宝塚観光花火大会 ８月６日（金）・７日
（土）

武庫川観光ダム一
帯

宝塚市・宝塚市国際
観光協会

１２０千人 音楽と光で奏でる花火大会 観光振興課　0797-77-2012
担当　阪本　稔

第26回三田まつり ８月７日（土）･８日
（日）

市役所駐車場・武庫
川河川敷他

三田まつり実行委員
会

約１３万人 市民総おどり・花火大会他 三田まつり実行委員会事務局
079-559-5087　担当　吉村

三木夏まつり花火大会 8／1午後7:30～
9:00

美嚢川末広橋下流
河川敷

三木夏まつり実行委
員会

45,000 花火の打上げ、市制50周年記念とし
て例年より打上げ数を増発して盛大に
開催する

三木市商工観光課（0794-
82-2000）担当　告野

柳まつり ８月１日～８月２
日

豊岡市街地 豊岡商工会議所  60,000人 初日は豊岡踊りなど、２日目には花火
大会

豊岡商工会議所（0796-22-
4456 担当：長谷川、池田）

ふるさと祭り 8月4日 城崎温泉街 ふるさと祭り実行委員
会

 5,000人 温泉街に露店、花火、他各種イベント 城崎町商工会　（0796-32-
4411 担当：中尾）

宝探し 8月1日 但馬牧場公園 但馬牧場公園 ５０人 公園内に隠されている宝を探す 但馬牧場公園（0796-92-
2641 担当:田渕)

夕涼み通り 8月7日 湯村温泉街（薬師湯
周辺）

温泉町観光協会 ５００人 ミニ露店とミニライブ 温泉町観光協会（0796-92-
2000 担当:小谷)

第１回そうめん流し 8月7日 但馬牧場公園 但馬牧場公園 １００人 そうめん流しの試食体験 但馬牧場公園（0796-92-
2641 担当:三谷)

宝探し 8月7日 おもしろ昆虫化石館 八田コミュニティーセ
ンター

１００人 但馬の化石や昆虫の標本を展示 おもしろ昆虫化石館（0796-
93-0888 担当:中井)

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

第３回六甲・摩耶山の
音楽祭

７．１３～８．３１ 六甲、摩耶山上各施
設

六甲山牧場 各種音楽や企画展 078-894-2071  小松

祭・イベント等

（神戸市）

（兵庫県）



六甲山牧場第２３回ア
ルプス祭

７．１８～８．３１ 六甲山牧場 六甲山牧場 バター、ソーセージ等製造体験、草木
染めオリジナルハンカチ作成

078-8910280　  平林

須磨海浜水族園　須磨
アクアナイト

７．２１～８．３１ 須磨海浜水族園 須磨海浜水族園 １８時以降、ライトダウンした「夜の海」
の館内を懐中電灯で散策できる

078-731-7301  高村

神戸港海上花火大会 8月7日 神戸メリケンパーク 神戸港振興協会 花火５０００発が神戸の夜空を彩る 078-391-6751  森田
有馬夏まつり ８．１～８．２ 有馬温泉 有馬温泉観光協会 盆踊り、屋台など 078-904-0708  白矢
有馬涼風川座敷 ７．３１～８．２２ 有馬温泉 有馬温泉観光協会 有馬川親水公園の川床を舞台に太閤

鍋やねね鍋を楽しめる。
078-904-0708  白矢

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

美化清掃活動
吉野川マナーアップ
キャンペーン

8月1日 丹生川　森林公園や
すらぎ村付近

約３０名 丹生川付近のゴミ・空き缶拾い草刈等 下市町役場定住計画課
0747 52 0001（代）

なら燈花会 8/5～15 奈良公園 なら燈花会の会 奈良公園内６つのエリアにて、1万本
以上のろうそくの灯りをつける灯りの

なら燈花会の会事務局
0742-21-7515

環境美化鮎釣り大会 8月1日 吉野川　吉野町上市 約３００名 釣りマナーと技術の向上 下市町役場産業課
0747 52 0001(代）

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

花火大会 8月1日 湯浅町港 観光協会 約３０，０００人 打ち上げ　１，５００発 ０７３７－６３－２５２５
ゆあさまつり ７月３１日～８月１ 湯浅町内 まつり実行委員会 約１０，０００人 ヨットレース、子供広場等 ０７３７－６３－２５２５

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

美化清掃活動 観光地美化キャンペーン ７月２５日～８月２２日 松江城ほか ３０名 ３０名 清掃活動、ごみ持ち帰りの呼びかけ ０８５２－２１－３９６９・三島
　 長尾花街道等美化清 8月1日 知夫村長尾道路 ３名 ３名 ループ橋花壇等の清掃等 ０８５２－２１－３９６９・三島

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発

街頭啓発活動 ８／２（月） ＪＲ岡山駅 30 啓発資材の配
布（うちわ、絆
創膏）

０８６－２２６－７３８２　岡山県観光物
産課　中原

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

（岡山県）

（広島市）

祭・イベント等

祭・イベント等

（島根県）

（奈良県）

祭・イベント等

（和歌山県）



美化清掃活動
平成16年度平和記念 8月2日 平和記念公園 1700人 平和記念公園

内の清掃
環境局業務第一課

公園一斉清掃及び元 元安川護岸 元安川護岸清
掃

082-504-2098 業務委託

安川護岸清掃
アリスガーデンパフォ 8月5日 アリスガーデン － 　 パフォーマンス・ステージとオープンカ ＮＰＯ法人セトラひろしま
ーマンス広場ＡＨ！ 　 フェテリア 082-545-7611
ピースメッセージとうろ 8月6日 原爆ドーム南側元安 － 　 約１万個のとうろうを流して、原爆戦 財団法人広島観光コンベン
流し 川ほか 　 災、一般死没者の冥福を祈る ションビューロー

その他
平和記念式典 8月6日 平和記念公園 ４万人 原爆死没者名

簿奉納ほか
広島市市民局振興課082-5042103

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発
広報みね掲載 ８月１日号 美祢市内 　 約１８，６００人 広報に観光週間につき掲載し、周知、

啓発を図る
0857-52-1110：美祢市総務
課柳瀬氏

広報くが掲載 ８月号 玖珂町内 　 約４，５００世
帯

同上 0827-82-0584：玖珂町産業
経済課常重氏

美化清掃活動
くずかごの設置 7/20～8/15の間

の土・日
秋穂町尻川海水浴
場

　 7/20～8/15の間の土・日だけくずかご
を設置する

083-984-8026：秋穂町企画
課二井氏

アンモナイトフェスティ
バル

8月7日(土) 美祢市：伊佐公園グ
ラウンド

　 約6，000人 子供向けキャラクターショー、各種バ
ザー等

0837-52-0434：美祢市商工
会野原氏

第9回小野湖交流ボー
ト大会

8月1日(日) 宇部市：小野湖特設
会場

　 約2，000人 交流ボート競漕、カヌー教室、バザー
等

0836-34-8148：宇部市アウ
トドアおの推進室

萩夏まつり 8/1～8/3 萩市：住吉神社、田
町商店街ほか

　 約133，500人 萩・日本海花火大会、市民総踊り大会
他

0838-25-3333：萩夏まつり
実行委員会事務局

ひまわりロードフェスタ 8月1日(日) むつみ村：ひまわり
ロード周辺

　 ー ひまわりスケッチ大会、各種バザー 08388-6-0216：むつみ村企
画調整課香川氏

防府天満宮御誕辰祭 8/3～8/5 防府市：防府天満宮 　 ー 万灯祭献灯、花火大会等 0835-23-7700：防府天満宮
サザンセト大島魚のつ
かみ取り大会

8月1日(日) 大島町：屋代川河口 　 約1，000人 河口を網で仕切り、放流した魚などを
つかみ取りする

0820-74-1008：大島町産業
課倉田氏

とくぢ夏祭り 8月6日(金) 徳地町：役場周辺 　 約6，000人 夜店の出店、花火大会等 0835-52-0026：徳地町商工
会

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

観光週間館内放送 8/1～8/7 マイントピア別子 6000 観光週間の周知、呼びかけ 0897-65-1260　神野
観光週間館内放送 8/1～8/7 森林公園ゆらぎの森 800 観光週間の周知、呼びかけ 0897-62-1260　神野
笠松山清掃 8/1 笠松山登山道 朝倉村 20 登山道の下草刈り等。 0898-56-2500　河上

（愛媛県）

広報啓発

祭・イベント等

（山口県）

祭・イベント等



海岸清掃 8/4 乗越海水浴場 関前村役場
漁協婦人部

30 海岸清掃 0897-88-2111 島崎

今治市民のまつり
おんまく

8/7,8/8 広小路、今治中心商
店街、今治港周辺

今治市民のまつり振
興会

パレードや今治地方伝統の継獅子、
太鼓の競演、踊りコンテストの実施。
花火大会は8/8に実施。

今治市民のまつり振興会
0898-23-3939

今治城築城・開町400
年祭「夏の陣　夢絵巻」
郷土芸能祭

8/7,8/8 今治城周辺 今治市イベント推進
課

今治市民のまつり「おんまく」と共同開
催し、今治伝統芸能「継獅子」を始め
近隣町村の伝統芸能が一堂に会す
る。

今治市イベント推進課
0898-36-1515

土と遊ぼう 8/1 桝形ギャラリー 桝型町町並博イベン
トグループ

20 宇和島の土を使った陶芸体験プログ
ラム。

宇和島市商工観光課　谷口
0895-24-1111

鬼ヶ城山系自然歴史
探訪

8/4 鬼ヶ城山系滑床渓谷 鬼ヶ城山系の自然と
歴史を探訪する会

50 鬼ヶ城山系や滑床渓谷をガイド付きで
巡る。

宇和島市商工観光課　谷口
0895-24-1111

ミネラルフェア 8/1～8/31 マイントピア別子 3,000 世界の鉱石、原石、化石の展示、販 0897-65-1260　神野
大洲川まつり花火大会 8/3,8/4 3日肱北河原、４日

肱南河原
大洲市、大洲市観光
協会、大洲商工会議
所、大洲商店会連合
会

両日100,000 約4,000発の花火大会。川面に映える
花火と鵜飼が織り成す景色を楽しむこ
とができる。

大洲市商工観光課　久保
0893-24-2111

おかげん祭花火大会 8/2 壬生川内港 東予市観光協会 安芸厳島神社にならって行われてい
る神事に先だって催される花火大会。

0898-64-2700

かっぱＭＡＴＵＲＩ 8/1 明浜シーサイドサン
パーク

かっぱＭＡＴＵＲＩ実
行委員会

3,000 ビーチバレー、シーカヤック、かっぱ横
丁、花火、宝探し等。

西予市明浜総合支所産業
課　西村　0894-64-1111

宇和文化の里まつり 8/1 宇和町卯之町中町 宇和文化の里まつり
実行委員会

バザー、ブラス演奏、ガイヤ踊り、もち
まき、クイズスタンプラリー等。

0894-62-6700　宇都宮

第２４回丹原七夕夏ま
つり

8/5～8/7 丹原商店街 丹原七夕夏まつり実
行委員会

30,000 ひうち太鼓、パラパラダンス、出雲神
楽、道前太鼓、吹奏楽、阿波踊り、盆
踊り大会、七夕笹飾りコンテスト等

丹原町産業課
0898-68-7300

ふるさと夜市 8/7 弓削町商店街 弓削町商工会 800 出店、太鼓の競演、抽選会、お化け屋
敷。

弓削町商工会　増岡
0897-77-2135

まさき町夏祭り 8/7 松前公園、塩屋海岸 まさき町夏祭り実行
委員会

3,000 まさき音頭、はんぎり競漕、湧水太
鼓、花火等。

089-984-1427

七夕まつり 8/7 ＪＡえひめ中央広田
支所付近

七夕まつり実行委員
会

400 七夕飾り、各種屋台、カラオケ、子供
の提灯行列等。

広田村商工会
089-969-2413

ながはま赤橋夏まつり 8/7 長浜大橋ふもと町民
の広場

ながはま赤橋夏まつ
り実行委員会

3,000 太鼓競演、水着撮影会、赤橋綱引き
大会等を実施。21時から約2,000発の
花火大会。

ながはま赤橋夏まつり実行
委員会　0893-52-0312

えひめ・まちな
み博2004自主
企画イベント

無人島わくわく体験 8/1、8/6、8/7 黒島 伊方町海づくし体験
開発グループ

30 無人島の黒島で釣りやバーベキュー
を行う。

0894-38-0406　辻（漁協） えひめ・まちな
み博2004自主
企画イベント

ぽっぽ温泉松丸街道
夕暮れ散歩道

8/7～10/10 松野町松丸 同イベント推進委員
会

森の国ぽっぽ温泉～旧松丸街道をラ
イトアップして散歩道を演出し、イベン
トを実施。

松野町商工会　岡本
0895-42-0505

えひめ・まちな
み博2004自主
企画イベント

美化清掃活動

祭・イベント等



虹の森後援　夜市 8/7 松野町延野々 虹の森公園 出店による夜市、お化け屋敷等。 虹の森公園　津村
0895-20-5006

瀬戸の花嫁まつり 8/1 須賀公園 瀬戸町イベント実行
委員会

1,000 手作り結婚式、バーベキューコー
ナー、海上花火大会。

0894-52-0111　山本

本丁七夕祭 8/7 吉田町、本丁商店街 吉田町商工会 500 七夕飾りを設けてお茶席、出店各種、
ゲーム－コーナー、ビアガーデン等を
実施。

0895-52-2233

おさんぽペンギン 7/17～8/31 松野町延野々 虹の森公園 おさかな館内を、ペンギンがヨチヨチ
歩く。

虹の森公園　津村
0895-20-5006

上大野いかだ下り川ま
つり

8/1 日吉村上大野 上大野川まつり実行
委員会

川下り、フリーマーケット、亀のつかみ
取り。

役場総務課　宮本
0895-44-2211

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

県道・村道沿いの空缶
回収・清掃活動

8月4日
三原村全域

三原村・三原建設協
会 200 空缶回収（４班編成）　　県道沿いの花壇の草引き等

清掃活動
８月１日～　８月３
１日 興津海水浴場 興津観光協会 150

興津海水浴場内及び自然公園内の美
化保全のための清掃 窪川町

須崎まつり
7月30日～　8月1
日 須崎市内 須崎まつり振興会 30,000

はし拳、かごかきレース、花火大会、ド
ラゴンカヌー大会

金太郎夜市

8月1日～　 8月8
日

窪川町商店街周辺 窪川町商工会 150

納涼夜市の開催
子どもの夏の思い出として楽しんでも
らうとともに、帰省客や地元住民にふ
るさとの良さを再認識してもらうために
実施。 ７月１８日より実施

能津納涼祭 8月2日 能津小学校 能津地区実行委員 500 盆踊り、花火大会 日高村

合併５０周年記念　第３
６回土佐山田まつり

8月7日

商店街・町グラウンド
土佐山田まつり振興
会

１００　　　（踊り
子別途：７３０）

商店街：踊り子隊競演
町グラウンド：祝餅投げ、山田太鼓、
花火打上げ 土佐山田町

すくもやけん夏

8月7日
宿毛市クリーンセン
ター横埋立地 宿毛青年会議所 50

仮面ライダーファイズショー、太鼓ライ
ブ、浴衣コンテスト　　　土佐すくもい
ごっそう太鼓の演奏、大花火大会 宿毛市

土佐のまほろば祭り
8月7日 比江スポーツグラウ

ンド
土佐のまほろば祭り
運営委員会 100

ライブ、浴衣ショー、国際交流うまいも
の市、子供用抽選会・来場者大抽選 南国市

によどかあにばる
8月7日

宮の前公園 越知町観光協会 70
納涼花火大会、地場産品販売、地元
店夜市、露天商 越知町

土佐山村夏祭り 8月2日 土佐山村運動広場 夏祭り実行委員会 1,500 花火、盆踊り、ミニコンサート

四国のてっぺんラリー
8月2日 道の駅木の香・村内

林道 DCR・本川村 80
DCRラリー中四国選手権（四国一標高
の高い村で行われる）

安芸納涼市民祭
7月31日～　8月1
日 安芸市内

安芸納涼市民祭実
行委員会 80 踊りパレード、花火大会

祭・イベント等

（高知県）

美化清掃活動



やまびこカーニバル
8月7日～　 8月8
日

早明浦ダム直下ふ
れあい広場他

やまびこカーニバル
実行委員会 40

２日：星空バーベキュー・コンサート、
花火大会、郷土芸能　　　３日：ダム堰
提内の見学、あめごつかみ取り、バス
釣り大会等 土佐町

第４９回なかむら市民
祭

7月31日～　8月1
日

市街地・四万十川お
祭広場

なかむら市民祭実行
委員会 30,000

なかむら踊り・提灯パレード、女郎ぐも
相撲大会、鮎つかみ取り大会、郷土芸
能大会、納涼花火大会

第５０回伊野町民祭仁
淀川まつり

8月1日
仁淀川河原　羽根公
園 伊野町民祭振興会 100

もち投げ、あめご・うなぎつかみ取り、
福俵レース、納涼花火大会、よさこい
踊り、仁淀川ふれあい市

わんぱくカーニバルin
長者川

8月5日～　 8月28
日

長者川河原 仁淀村 30
釣り教室、あめご・うなぎつかみ取り、
宝探し等

えひめ・まちな
み博2004自主
企画イベント

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
祭・イベン
ト等

観光地見学会 ８月５～６日 市内 　 隔日５名程度 博多港の歴史を再認識し港にちなん
だ

０９２－７１１－４３３１・尾崎

祭・イベン
ト等

飯塚納涼花火大会 ８／３（火） 飯塚市遠賀川中之
島

　 ８万人の人出 ７，４００発の打ち上げ花火 ０９４８－２２－１００７

延期８／６（金） １４基の仕掛け花火 飯塚市花火委員会
美化清掃
活動

観光地清掃活動 8月2日 太宰府天満宮周辺 観光協会、市、商工会が連携して 太宰府観光協会

祭・イベン
ト等

船小屋温泉花火大会 8月1日 市内船小屋温泉郷 　 ２０，０００人 約４，０００発の花火打ち上げ グランドホテル樋口軒

美化清掃
活動

碓井町環境保全運動 8月1日 碓井町全域 　 ２，０００人 町内全域の清掃活動、空き缶拾い 碓井町役場

美化清掃
活動

河川清掃 8月6日 犬鳴川、八木山川 　 180 町職員互助会による河川清掃 宮田町役場

広報啓発 広報誌掲載 ８月１日号 市内各戸 　 広報「ぶぜん」へ掲載をし、観光への
理解について啓発する。

豊前市商工観光課
（0979-82-1111　吉田）

祭・イベン
ト等

第５２回豊前市みなと
祭り

7月31日 宇島港 　 20000 打ち上げ花火３５００発、チラシに「ゴミ
の持ち帰り」を掲載し、来場者に観光
地の美化を促す。

豊前市商工観光課
（0979-82-1111　吉田）

広報啓発 広報誌への掲載 ８月１日号 甘木市内全世帯 広報誌へ掲載し、観光週間の啓発を
図る。

商工観光課観光係
０９４６－２２－１１１１　品川

キャンペー
ン等

不法投棄撲滅キャン
ペーン

7月7日 甘木市内１カ所ジャ
スコ甘木店

不法投棄撲滅チラシ等を配布し、不法
投棄近視の啓発を図る。

生活環境課環境美化係
０９４６－２２－１１１１

美化清掃
活動

ごみ散乱防止 ４月１日～３月３１
日

甘木市内全域 市の環境パトロール車で不法投棄防
止啓発巡回広報及び監視・回収等

生活環境課環境美化係
０９４６－２２－１１１１

（福岡県）　　 　



祭・イベン
ト等

甘木川畔花火大会 8月21日 小石原川甘木橋下
流

打ち上げ花火４０００発、チラシに「ゴミ
の持ち帰り」を掲載し来場者に観光地
の美化を促す。大会終了後、清掃ボラ
ンティアを呼びかけ清掃を行う。

甘木商工会議所
０９４６－２２－３８３５　太田

祭・イベン
ト等

花火大会「みい・おご
おり夢HANABI」

8月7日 小郡運動公園 打ち上げ花火１００００発。青少年中心
として、花火大会翌日に行う清掃作業
への参加を呼びかけマナーの大切さ
について考える機会を作る。イベント
終了後及び翌日、ボランティアによる
清掃作業実施

（社）みい青年会議所
０９４２－７２－８１３７

祭・イベン
ト等

筑前中間川まつり 8月15日 市役所前遠賀川河
川敷

　 30000 打ち上げ花火約４００００発・灯籠流し
等先祖の霊をなぐさめ、川と親しみ川
を綺麗にする催し。（翌日にまつり会
場の清掃を行う）

筑前中間まつり実行委員会
０９３－２４５－１０８１　福田

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
広報啓発 有線テレビによる観光

週間広報
８月１日～８月７
日

北波多村 北波多村有線テレビで観光週間の告
知を行い、観光週間の周知を図る。

北波多村役場企画経済課
０９５５－６４－３１１１　石崎

祭・イベン
ト等 ムーンファンタジア

in三日月
8月6～７日

三日月町ふれあい
公園及びドゥイング
三日月

　 4,500人

8/6百話物語
8/7変化コンテスト、変化ダンスバト
ル、燈つけ提灯コンテスト、お化け屋
敷、抽選会、打上花火など

ﾑｰﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｱin三日月実行
委員会　(090-1082-5374)
野副孝典

美化清掃
活動

清掃活動 8月7日 川上峡官人橋周辺 　 ６０人 前日の納涼祭りで生じたゴミ等の収拾
等

０９５２－６２－１１１１

祭・イベン
ト等

川上峡まほろば納涼ま
つり

8月6日 川上峡官人橋下流 　 ２．１万人 灯籠流しと花火大会 ０９５２－６２－１１１１

広報啓発 町広報誌掲載 ８月号 有明町 観光週間の周知を図る
広報啓発 観光ＰＲ用ポスター掲

示
７月３１日～８月７
日

山内町役場 観光ＰＲポスターを掲示し、観光週間
の周知を図る。

産業課０９５４－４５－２５１１
山北、古川

祭・イベン
ト等

黒髪の里
夏休みふれあい祭り

8月1日 道の駅山内黒髪の
里

山内町産米のおにぎり試食会
青梗菜のキムチ漬け作り方実演、そう
めん流しなど

産業課０９５４－４５－２５１１
山頭

 祐徳夏祭り 8月1日 祐徳稲荷神社 　 600 祐徳稲荷神社横の河川での鯉つかみ
（無料）ほか、夜は盆踊りなど多彩イベ
ントが行われます。

祐徳稲荷神社
０９５４－６２－２１５１

沖ﾉ島参り 8月4日 道の駅鹿島 大量豊作を祈願するため船上を無数
の明かりで灯し、鉦や太鼓をうち鳴ら
し、有明海の中心沖ノ島を目指す

七浦公民館
０９５４－６２－８３２５

（佐賀県）　　



第４０回鹿島おどり ８月７日～８月８
日

スカイロード商店街 　 10000 昭和３７年大水害の翌年から始まった
祭り。二日間を合わせると観客、踊り
手が２万人を越える大イベント。

鹿島市観光協会
０９５４－６２－３９４２

広報啓発 広報みね ８月 三根町内 　 全世帯（２１２
０）

広報みね８月号に観光週間啓発記事
掲載予定

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
広報啓発 新聞広告掲載 7月29日 長崎新聞

西日本新聞
－ 観光週間の啓発広告を掲載 県観光課　　寺井

095-822-9690
長崎県

町広報掲載 8月1日 「広報たびら」
　

－ 観光週間PR記事掲載 田平町企画振興課
0950-57-1111

田平町

美化清掃
活動

ボランティア清掃 7月27日 平戸市街地 　 300 市街地（観光名所等周辺）の清掃 平戸市商工観光課
0950-22-4111

平戸市

市民大清掃 8月1日 大村公園 8,888 市内の清掃 大村市環境保全課
0957-53-4111

大村市

町民大清掃 8月1日 小浜町内一円 1,000 自治会単位で地域内清掃活動 小浜町　馬場
0957-74-2111

小浜町

町民大清掃 8月1日 三和町内全域 1,000 道路、歩道、自宅周辺の清掃、草刈 三和町住民課　小川
095-892-1111

三和町

町内５河川ｸﾘｰﾝ作戦 8月1日 町内５河川 　 100 河川清掃 高来町経済課　池田
0957-32-2111

高来町

祭・イベン
ト等

九十九島ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 7月17日～
9月20日

西海ﾊﾟｰﾙｼﾘｿﾞｰﾄ － 無人島上陸体験、ｼｰｶﾔｯｸ体験など 西海ﾊﾟｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ
0956-28-4187

佐世保市

亜熱帯植物園ｻﾏｰﾌｪｽ
ﾀ

7月18日～
8月31日

長崎県亜熱帯植物
園

　 － 押花教室、バッタ捕り大会、ガーデニ
ングほか

長崎県亜熱帯植物園
丸尾、中村
095-894-2050

野母崎町

ルネッサンス雲仙 7月24日～
8月22日

雲仙温泉街一帯 　 － 雲仙国立公園指定７０周年を記念して
雲仙が外国人の避暑地として賑わっ
ていた頃の雰囲気を再現

雲仙観光協会
0957-73-3434

小浜町

（長崎県）　　 　



とどろき名水まつり 7月31日～8月1日 高来町役場周辺 　 7,000 魚つかみ取り、抽選会など 高来町観光協会　稲田
0957-27-7025

高来町

夏休み自然体験in五島
奈留島

7月31日～8月2日
8月7日～9日

奈留島 　 － 無人島体験、魚のつかみ取り、ﾍﾟｰﾛﾝ
体験、郷土料理・芸能体験

五島市奈留支所企画調整
課  0959-64-3111

五島市

佐世保ﾊﾞｰｶﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 8月1日 ＪＲ佐世保駅周辺 　 30,000 ｳﾙﾄﾗｸｲｽﾞ、早食い・大食い競争 佐世保市ﾊﾞｰｶﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
実行委員会
0956-37-1005

佐世保市

おおむら子どもまつり 8月1日 シーハットおおむら
及びｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

　 － 三世代交流を目的とした伝承遊び、軽
ｽﾎﾟｰﾂ

ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
0957-54-3161

大村市

おおむら夏越まつり 8月1日～3日 大村駅前 　 180,000 大村の夏の祭典。花火、大村音頭な
ど

おおむら夏越まつり協賛会
0957-52-2580

大村市

初午祭 8月1日 対馬市上県町 　 2,000 対州馬によるﾚｰｽ等 初午祭実行委員会　豊田
0920-84-2311

対馬市

いさり火まつり 8月1日 対馬市美津島町 　 6,000 いさり火山笠ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、花火大会等 対馬市商工会美津島支所
0920-54-2268　安野

対馬市

無人島辰ノ島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 8月1日 壱岐市辰ノ島 　 500 ｽｲｶ割りなど 辰ノ島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員
会
0920 42 1155

壱岐市

長与町ペーロン大会 8月1日 長与町長与港口 　 800 フリー・子ども・職域の３レース 町ﾍﾟｰﾛﾝ保存会　久松
095-883-1111

長与町

鹿町海洋ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ 8月1日 北九十九島 　 200 海上でのｼｰｶﾔｯｸによるｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ
大会

鹿町町産業振興課
0956-77-5111

鹿町町

七夕まつり 8月1日 佐々町文化会館前
広場

　 500 ゆかた着抽選会、バンド演奏、ﾋﾞﾝｺﾞ
ｹﾞｰﾑ、ちびっこ1日ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ

0956-63-3803 佐々町

海水浴大会 8月1日 高井旅海水浴場 　 400 鬼ごっこ、宝探し、ｽｲｶ割りなど （奈良尾町観光協会）
0959-44-0944

上五島町

第54回雲仙国際ｺﾞﾙﾌ大会 8月5日～8日 雲仙ゴルフ場 　 320 一般、ｼﾆｱ、Gｼﾆｱ・ﾚﾃﾞｨｰｽの3種目 雲仙ゴルフ場
0957-73-3368

小浜町

永昌東町夏祭り 8月7日 諫早市永昌東町商
店街

　 - ｷｬﾗｸﾀｰｼｮｰ、ｶﾗｵｹ大会など 永昌町商店街協同組合
0957-21-1639

諫早市

くにみ山麓音楽祭 8月7日 世知原町ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰ
ﾂの森

　 500 野外ｺﾝｻｰﾄ（出演：永井龍雲、石川鷹
彦）

実行委員会事務局
0956-76-2058

世知原町

愛の夏祭り 8月7日 愛野町総合運動公
園

　 1,000 各種ｲﾍﾞﾝﾄ・出店、抽選会など 愛野町青年団　芦塚
0957-36-2111

愛野町

第7回小浜温泉太鼓まつり 8月7日 小浜町歴史資料館 　 500 小浜太鼓など多数の太鼓ｸﾞﾙｰﾌﾟが出
演

小浜温泉観光協会
0957-74-2672

小浜町



壱岐大大神楽公演 8月7日 壱岐市筒城浜 　 500 国重要無形民俗文化財指定の壱岐神
楽の公演。特に大大神楽は所要時間
約７時間で年２回しか奏されない

壱岐神楽保存会
0920-47-3002

壱岐市

少年少女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 8月7日～8日 市営野球場外 　 162 市内中学生以下のｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 大村市ｽﾎﾟｰﾂ振興課
0957-53-4111

大村市

対馬ｱﾘﾗﾝ祭り 8月7日～8日 対馬市厳原町 　 35,000 朝鮮通信使行列、舟ｸﾞﾛｰ等 ｱﾘﾗﾝ祭り振興会　青木
0920-52-0452

対馬市

第78回雲仙国際ﾃﾆｽ大会 8月7日～9日 雲仙公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 　 250 一般男子、女子、壮年など５種目 長崎ﾃﾆｽ協会
095-821-5509

小浜町

 平成１６年度東脊振村
納涼夏祭り

8月8日 東脊振村大字石動 　 １万人 昼の部・川を活かした水中バレーボー
ル大会、ニジマスのつかみ取り等
夜の部・歌謡ショー（松崎しげる）、花
火大会

００９５２－５２－５１１１
東脊振村役場企画財政課
田中さおり

美化清掃
活動

市民大清掃 8月1日 大村公園、大上戸川 　 ８８８８人 大村市内の清掃 環境保全課
０９５７－５３－４１１１

祭・イベン
ト等

おおむら子供まつり 8月1日 シーハットおおむら
及びコミュニティーセ
ンター

　 三世代の交流を目的とし、伝承遊びう
あスポーツ

コミュニティーセンター
０９５７－５４－３１６１

おおむら夏越まつり ８月１日～８月３
日

大村駅前通 　 180000 大村夏の祭典 おおむら夏越まあつり協賛
会　　　０９５７－５２－２５８０

少年少女ソフトボール
大会

８月７日～８月８
日

市営野球場他 　 162 市内中学生以下のソフトボール大会 スポーツ振興課
０９５７－５３－４１１１

 永昌東町夏祭り 8月7日 永昌東町商店街 キャラクターショー、カラオケ大会など 永昌東町商店街協同組合
０９５７－２１－１６３９

 サマーフェスタ ７月１８日～８月３
１日

長崎県亜熱帯植物
園

バッタ取り大会、工作教室他 ０９５－８９４－２０５０

美化清掃
活動

ボランティア清掃 7月27日 平戸市街地 　 ３００人 市街地（観光名所等周辺等）の清掃 平戸市観光商工課
０９５０－２２－４１１１

祭・イベン
ト等

平戸南風夜風人まつり
～夏の陣～

８月１日、６，７日 平戸港交流広場英
国商館通みやんちょ
一番街

　 ３５０００人 １日は田助ハイヤ節の披露などのイベ
ント及び花火、６，７日は商店街にて多
数のイベント

平戸南風夜風人まつり実行
委員会
０９５０－２２－４１１１

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
広報啓発 町報掲載 ７月末 弥生町

まちづくり推進室
０９７２－４６－１１１１

広報誌掲載 8月2日 町内全戸配布
　

市町村広報誌記事掲載見本の活用 犬飼町農林商工課
０９７－５７８－１１１１
川野修一

（大分県）　　 　



観光週間のお知らせ ７月１２日～３０日 ケーブルテレビ 　 観光週間の意義等 米水津村産業振興課
０９７２－３５－６１１１
奥村

美化清掃
活動

クリーンアップ作戦 8月1日 町内全域 　 町内の清掃活動 弥生町
まちづくり推進室
０９７２－４６－１１１１

アースデイ 7月28日 町内幹線道路 ２００名 空き缶、ゴミ拾い（町職員取り組み） 山香町企画課
０９７７－４６－１１１１
豊田

祭・イベン
ト等

長崎鼻ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 8月7日 長崎鼻海水浴場 約１０００人 ビーチバレー、グランドゴルフ、歌謡
ショー、福引き、花火他

長崎鼻ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行
委員会０９７６－５４－３１１１

山香温泉風の郷夏祭
り

７月１８日～１９日 山香町大字倉成 ３０００人 太鼓、猿回し、餅つき、露店など ０９７７－７５－１１２６
長野

立岩公園夏祭り 7月19日 山香町大字目指 　 ５００人 露店、ステージ、歌謡ショー、魚つか
み取り等

０９７７－７５－２４０７
伊藤

立石五千石夏祭り 7月31日 立石郵便局前 ８００人 ステージ、漫才ショー、もちまき、祇園
巡行等

０９７７－２８－６７１１
塔鼻

山香夏祭り 8月12日 ＪＡ山香本店広場 　 １０００人 イベント、露店、盆踊り、花火大会
 大分七夕まつり ８月６～８日 大分駅前～中央通り 　 ０９７－５３７－５６２５

ななせ火群まつり ７月３１日、８月１ 七瀬川自然公園 ０９７－５４１－１２３４
 亀川夏まつり 8月7日 別府市亀川漁港 　 約３００００人 ２００年の伝統を持つ「地踊り」や４００

０発の花火大会
亀川チケット
０９７７－６６－２４１１

広報啓発 市広報誌掲載 8月5日 広報「うさ」 　 15000 観光週間の告知 ０９７８－３２－１１１１内線５

祭・イベン
ト等

宇佐夏越まつり ７月３０日～８月１
日

宇佐神宮 　 45000 御神華、花火、カラオケ ０９７８－３３－３４３３

広報啓発 広報たけた８月号掲載 ８月１日発行 竹田市全世帯配布 ０９７４－６３－４８０７
竹田市商工観光課　武内

祭・イベン
ト等

第３５回竹田七夕まつ
り

８月６日～８月８
日

竹田市古町、下本町 城下町竹田の商店街に七夕を飾り付
け。期間中は七夕夜市が開催され子
ども神楽や出店等でにぎわう。

０９７４－６３－２６３８
竹田市観光協会
竹田市商店街連合会

「佐藤義美展と金子み
すず詩と童謡の世界」

８月６日～８月８
日２９日

竹田市歴史資料館
佐藤義美記念館

佐藤義美と金子みすず、同時代を生
きた２人の詩と童謡の世界を展示

０９７４－６３－１９２３
竹田市歴史資料館：中西

広報啓発 市報うすき８月号 ７月末に掲載 ０９７２－６３－１１１１（市長
室）

ケーブルテレビ ８月１日～８月７ 〃
美化清掃
活動

臼杵石仏ボランティア
ガイド修了式

未定 臼杵石仏 修了式の際に最後の研修としてゴミ拾
い等をする

０９７２－６３－１１１１商工観
光課

祭・イベン
ト等

八町大路夜市 8月7日 臼杵八町大路 　 1000 夜市 ０９７２－６４－７１３０

星の宵～盆迎え～ 8月7日 臼杵久家大蔵 　 1000 うすき竹宵のぼんぼりを飾る ０９７２－６３－１１１１



 ひたひこフェスタ 8月7日 日田駅前 ミニＳＬ，物産展、氷のオブジェ、イベン
ト列車の運行（鉄道記念館）

０９７３－２２－８２２７企画課

 第２４回「童話の里」夏
祭り

8月7日 玖珠川河川敷 　 １万人 郷土芸能、納涼花火大会 ０９７３－７２－１１１１
玖珠町商工観光課　山本

雨天順延

祭・イベン
ト等

ごんげん祭り ８月７日、８日 櫛来港 　 1000 桜井めぐみ歌謡ショー、子どもダンス
ショー、お楽しみ抽選会、花火大会

０９７８－８２－０１４７
小野

広報啓発 広報誌に掲載 8月2日 町内全戸配布 市町村広報誌記事掲載見本の活用 ０９７－５７８－１１１１
川野

 町広報誌掲載 8月1日 町広報誌８月号に掲載 ０９７８－５３－５１１１　宗
祭・イベン
ト等

サンサンカーニバル 8月7日 イオン三光 花火大会等 三光村役場総務企画課

 ２００４糸が浜ビーチ
フェスタ

8月1日 富士町大神糸が浜
海水浴場

　 ３０００人 ビーチバレーボール大会、ビーチ水鉄
砲大会、魚釣りゲーム、ビンゴゲーム

糸ヶ浜ビーチバレーボール
フェスタ実行委員会
０９７７－７２－４２５５

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
広報啓発 HPへ掲載 ７月８日（木）～８

月７日（土）
北浦町役場のＨＰ http://www.town.kitaura.miyazaki.jp ０９８２－４５－４２３８

企画観光課 天野
宮崎県北浦町

美化清掃
活動

クリーン国富道路清掃 ８月１日（日） 町内一円
　

６，５００人 道路の草刈、ゴミ拾い等 ０９８５－７５－９４０６
都市建設課 緒方

宮崎県国富町

祭・イベン
ト等

どんどん祭り２００４ ８月７日（土） 山之口町運動公園 　 １０，０００人 花火・参加型競技・ＦＭ公開録音 ０９８６－５７－３１１１
企画調整課　大崎

宮崎県山之口
町

本庄稲荷神社夏祭り
(ヨイマカ）

７月３１日（土）～
８月１日（日）

国富町本庄稲荷 　 ５，０００人 稲荷から六日町地区までを神輿と山
車が練り歩く。

０９８５－７５－２２５９
本庄稲荷神社

宮崎県国富町

「こばやし名水まつり
2004」
人も水もわく湧く
水！水？すっど

８月７日（土） 小林市中心市街地 　 ２０，０００人 名水ヘッドスライディング（賞金あり）
名水バケツリレー（賞品あり）
名水ボールキャッチ（頭に籠を着け
キャッチ）
キッズプール（水鉄砲・宝探し）
噴水（２５ｍまで噴き上がる）

０９８５－２４－１９２０
まつり実行委員会事務局

宮崎県小林市

都城箸感謝まつり ８月４日（水） 神柱公園 　 ３０，０００人 箸供養、舞台イベント、カラオケ大会、
長寿箸進呈、花火大会

０９８６－２２－３４６０
都城箸感謝まつり実行委員
会

宮崎県都城市

ぎおんまつり ８月１日（日）～３
日（火）

八坂神社から神柱
宮

祇園山車が八坂神社から中央通りを
通って神柱宮までをパレードする。

０９８６－２３－２９８３
都城市商業観光課商業担

宮崎県都城市

その他 優良従業員表彰
（タクシー関係）

８月５日（木） ＪＡアズムホール 　 １００人 表彰式と乗務員研修会 ０９８５－５１－８０８１
県タクシー協会　国谷

財・みやざき観
光コンベンショ
ン協会

（鹿児島県）　　 　

（宮崎県）　　



区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
広報啓発 市広報誌「市民のひろ

ば」による周知
８月号 鹿児島市内 市広報誌「市民のひろば」に記事を掲

載し，市民向けに啓発を行う。
鹿児島市観光課：099-216-
1327　担当：塩屋

臨時観光案内所の開
設

8月1日 城山展望所
　

城山展望所を訪れる観光客に，観光
パンフレットや絵はがき等を配布す
る

鹿児島観光コンベンション協
会：099-286-4700

「歴史観光ガイド」の実
施

８月１日～８月７
日

城山展望所 　 城山展望所を訪れる観光客に，観光パンフレッ
トや方言チラシを配布し，鹿児島市街地と桜島
を眼前に，歴史・文化・自然景観等について案
内をする。

鹿児島観光コンベンション協
会：099-286-4700

美化清掃
活動

美化清掃活動 8月1日～8月7日 大浦町内観光施設 　 ３０人 ふれあいパーク，丸山島公園，亀ヶ丘
美化清掃

大浦町企画課:0993-62-
2111　担当：本山正明

観光パトロール ７月20日～8月31
日の火・日曜日

上屋久町一円 　 ２人 町職員二人一組で上屋久町内の観光施設を
パトロール

上屋久町商工観光課：0997-
42-0100　担当：日髙美智男

観光道路清掃事業 8月3日 山川町内主要観光
道路

　 ２０人 観光協会会員による国・県道等の清
掃

山川町商工観光課：0993-
34-1111　担当：西

祭・イベン
ト等

喜界町夏祭り ７月31日～８月１
日

喜界町役場周辺 　 2,000人 船こぎ競漕・花火・演芸ショー 喜界町企画課：0997-65-
1111　担当：福島

第５７回指宿温泉祭 ８月６日～８日 セントラルパーク指
宿及び周辺

　 15,000人 夜店をはじめ、ハンヤ踊りや新ミスお
披露目など多彩な催しを実施

指宿市商工観光課商工温
泉係：0993-22-2111

第４２回指宿市納涼花
火大会

8月7日 指宿港 　 30,000人 温泉祭りに併せて開催される指宿市の夏の風
物詩。約5,000発の花火が南国指宿の夜空を
彩る

指宿市商工観光課商工温
泉係：0993-22-2111

第36回中種子町よいら
～いき祭り

8月7日 旭町通り及び太陽の
里多目的広場

　 3,000人 ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ・山車・みこし・道中踊り・ﾊﾟﾚｰﾄﾞ（昼
の部），歌謡ショー・花火大会（夜の部）

よいら～いき祭り実行委員
会事務局（中種子町企画課
内）：0997-27-1111

さつま黒潮「きばらん
海」枕崎港まつり

8月7日・8日 枕崎市枕崎漁港き
ばらん海道一帯

　 10万人 総踊り，大漁みこし，たたきの大試食
会，漁師鍋，花火大会

枕崎市商工観光課：0993-
72-1111　担当：味園耕治

観光地視察研修 8月5日 県内観光地 　 120人 協会会員などを対象に，県内観光地
を視察する。

鹿児島観光コンベンション協
会:099-286-4700

東市来町飲食店組合
夏祭り

８月１日 東市来町湯之元温
泉街中央広場

　 1,000人 郷土芸能，カラオケ大会，抽選会，出
店など

東市来町商工観光課：099-
274-2111　担当：重水

郡山町夏祭り納涼大
会

８月７日 郡山町総合運動公
園

　 3,000人 ステージショー，花火，出店など 郡山町商工会:099-298-
2435

町民夏まつり花火大会 ８月７日 日吉中学校グラウン
ド

　 5,000人 ちびっこ大集合ゲーム，歌謡ショー，
踊り，打ち上げ花火，内村世志木ア
コースティックライブ，抽選会

日吉町商工会:099-292-
3130

末吉町サマーフェスタ
２００４

8月7日 栄楽公園グラウンド 　 20,000人 御輿・花火・芸能 末吉町商工会：0986-76-
0232

大崎町七夕祭り剣道
大会

8月7日 大崎町総合体育館 　 1,100人 鹿児島・宮崎県の小中学生150チーム
によるトーナメント

大崎町企画財政課：0994-
76-1111

第23回屋久島ご神山
祭り

７月31日・８月1日 宮之浦川畔お祭り広
場

　 5,000人 ﾊﾟﾚｰﾄﾞ，ご神水みそぎ神事，ご神火おこし神
事，益救神太鼓，芸能大会，花火大会，抽選
会

上屋久町商工観光課：0997-
42-0100　担当：日髙美智男



サマーフェスタｉｎ市来 8月7日 いちきふれあい温泉
センター裏

　 2,000人 各種舞台イベント、抽選会、花火打ち上げなど 市来町企画調整課：0996－36
－3111

祇園祭 8月7日 市来町湊町地内 　 1,000人 湊町が繁栄していた文化9年（1812年）の八坂
神社建立の際に京都の祇園祭を似せて行った
もので、加藤山・天神山・道風山・龍宮山の4台
の祇園山が繰り出されます。

市来町教育委員会：0996－36
－3111

アートフェスタｉｎ市来 8月7日 いちきアクアホール 　 未定 県内在住の芸術家の活動発表（オリジナル作
品展示・販売）

モンシェリー松下：0996－36－
2521

その他 第１７回アロハ献血 ８月５日～６日 指宿市役所・砂楽・
JR指宿駅など

　 700人 ２日間にわたって指宿市内において献血を行
い、初日はミス指宿などが参加してセレモニー
を行う

指宿市保健センター:0993-
22-2111

「地元学」セミナー ７月31日・８月1日 笠沙町内 　 ４０人 笠沙町の自然や歴史の調査等 特定非営利活動法人エコ・リンク・
アソシエーション：0993-53-7270
担当：下津公一郎

祭・イベン
ト等

夏休みこども映画祭り 8月1日 川内まごころ文学館 　 映画（赤毛のアン） 川内まごころ文学館
０９９６－２５－５５８０

夏休み親子宇宙工作
講座

8月7日 せんだい宇宙観・寺
山いこいの広場

親子による工作 せんだい宇宙館
０９９６－３１－４４７７

京セラ夏祭り 8月7日 京セラ ステージショーや出店等 京セラ川内工場
０９９６－２３－４１２１

広報啓発 「阿久根みどこい祭り」
街頭宣伝

７月３１日～８月１
日

阿久根市市内一円 　 ８名 例年行われる阿久根みどこい祭りの
車による街頭宣伝

美化清掃
活動

「阿久根みどこい祭り」
会場清掃

7月26日 阿久根新港特設会
場

　 ２５名 「阿久根みどこい祭り」会場準備のた
めの草刈り、清掃

「阿久根みどこい祭り」
会場後始末（清掃）

７月３１日、８月１
日

阿久根新港特設会
場

　 ５０名 「阿久根みどこい祭り」会場後始末及
び清掃（ゴミ拾い）

祭・イベン
ト等

あくねみどこい祭り ７月３１日～８月１
日

阿久根新港特設会
場

　 約５万人 音楽隊パレード
ハンヤ踊りパレード
阿久根みどこい市
花火大会

阿久根エネルギー祭り
（まるごとアクネｻﾏｰﾌｪ
ｽﾃｨﾊﾞﾙ）

〃 〃 　 約５万人 昔風夏祭り
エコカーショー
特産品展示コーナー

キャンペー
ン等

秋のレジャー情報配布 ８月下旬 民間観光案内所１３
カ所

情報配布 出水市商工観光課
０９９６－６３－２１１１

祭・イベン
ト等

八重山高原星物語 8月7日 八重山高原 　 １５００人 科学実験、ペットボトルロケット大会

入来町夏祭り 8月21日 入来町グランド 　 ５０００人 ものまねショー、花火大会
美化清掃
活動

ふるさと美化活動 7月25日 町内一円 　 2000 ゴミ、空き缶拾い

　 100 〃
道路の日清掃 ８月１０日予定 県道、町道、林道 　 100 〃



祭・イベン
ト等

第３１回いむた池納涼
花火大会

8月7日 いむた池県立自然
公園

　 20000 ステージショー、花火

美化清掃
活動

地区内清掃 8月1日 瀬上 　 150 草刈り・清掃作業

墓道清掃・粗大ゴミ処 8月1日 中甑 　 150 〃
墓地清掃作業 8月1日 小島 　 60 〃
墓道清掃 8月1日 江石 　 100 〃

祭・イベン
ト等

盆踊り（中甑） ８月１４日～８月１
５日

中甑 　 50 盆踊り

盆踊り（小島） 8月14日 小島 　 50 盆踊り
盆踊り（瀬上） ８月１４日～８月１

５日
瀬上 　 50 盆踊り

夏祭り ８月１４日～８月１
５日

平良 　 100 盆踊り

こしき園納涼大会 8月7日 中甑 　 100 カラオケ、スイカ割り、踊り、ヨーヨー釣
り等

美化清掃
活動

村民一斉海岸清掃 7月17日 花瀬、小牟田海岸 　 500 海岸のゴミ等の回収

祭・イベン
ト等

鹿島村港まつり 8月13日 鹿島村内 　 500 船団パレード、魚つかみどり、花火大
会

美化清掃
活動

高尾野川クリーン作戦 ８月中旬 高尾野川河川敷温
泉センター周辺

　 160 高尾野川の草刈り、空き缶、ゴミ拾い

祭・イベン
ト等

高尾野町夏祭り 8月7日 駅前ふれし公園 　 2500 みこし、踊り連、のど自慢、抽選会、花
火

 ブリのつかみ取り大会 8月1日 あづま海水浴場 　 180 鹿児島ブランド鰤王のつかみ取り大会
広報啓発 啓発看板の設置 ７月１日～８月３１

日
長島青少年旅行村 長島青少年旅行村に看板を設置し、

マナーの向上を呼びかける
美化清掃
活動

クリーン長島 ７月中旬 町内全域 町内全域で海岸・道路等の清掃を町
民総参加で実施

祭・イベン
ト等

カヌー長島海峡横断大
会

牛深港発蔵之元港
着

　 ２００人予定 カヌー４５艇、選手６０人余りで長島海
峡を横断

御八日おどり 8月8日 各地域の神社等 　 ２０００人予定 各地域で、伝統の郷土芸能を２０団体
単位で奉納

ふるさと長島夏まつり 8月21日 サンセット長島駐車 　 ３０００人予定 歌謡ショー、各種イベント、花火大会
 横川町夏祭り 8月7日 大隈横川駅前広場 　 １０００人 花火大会、歌謡ショー等
 国立公園「霧島」指定７

０周年第１９回霧島高
原太鼓まつり

8月1日 牧園町みやま紺セー
ル野外音楽室

　 １５０００人 丸面太鼓を中心とする全国の太鼓
チームの競演、花火等

霧島高原太鼓まつり実行委
員会
０９９５－７８－２１１５



区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
美化清掃
活動

クリーン阿蘇 8月1日 阿蘇くじゅう国立公
園内

美化清掃活動を展開することによっ
て、自然公園の美化思想をより広く普
及させることを目的。ゴミの持ち帰りの
呼びかけ、美化清掃。

環境省自然環境局九州地
区自然保護事務所
０９６７－３４－０２５４

祭・イベン
ト等

天草ほんど夏まつり ７月３１日～８月７
日

本渡市内

　

１４００００人 ７月３１日天草子ハイヤ、花火大会
８月１日天草ハイヤ踊りの競演
８月６日天草ハイヤ前夜祭
８月７日天草ハイヤ道中総踊り

０９６９－２３－２００１

観光タコ釣り大会 ７月１７日～８月３
１日

佐伊津漁協周辺 　 ５４７人 地元漁師の案内でタコ釣り体験 ０９６９－２３－９０１１

その他 天草四郎陣中旗公開 ８月１日～８月７
日

天草切支丹館 　 天草、島原の乱において天草四郎が
使用したという陣中旗。世界３大聖旗
の一つ

０９６９－２２－３８４５

祭・イベン
ト等

第１１回あらお荒炎祭 8月7日 荒尾市緑が丘シ
ティーモール一帯

　 ３００００人 炭坑節等の総踊り、さのよい踊り、太
鼓等市民参加型のお祭り

あらお荒炎祭実行委員会事
務局
０９６８－６３－１１１１内線２
３４　　　　　江口

 玉東町ふれあいまつり 8月7日 玉東町営グラウンド 　 ２０００人 各種イベント、サガン・オールスターズ
ライブなど

玉東町役場企画開発課内
玉東町夏祭り実行委員会
０９６８－８５－３１１１
藤本

 富合ふるさと祭り 8月7日 総合運動公園 　 1500 花火大会、盆踊り大会等 ０９６－３５８－２５２１
商工会　吉田

 清和文楽夏休み特別
講演人形芝居と浄瑠
璃ミニ教室

夏休み期間中の
日曜

清和文楽館 　 ５００人 文楽講演と浄瑠璃ミニ教室 ０９６７－８２－２１１１　村上

 植木温泉納涼花火大
会

8月5日 植木温泉合志川河
川敷

　 １００００人 ５０００発の花火大会 植木町商工観光課
０９６－２７２－１１１７

植木町ばってん祭り 8月6日 植木町生涯学習セン
ター

　 ５０００人 みこしパレード、ステージショー他 植木町商工観光課
０９６－２７２－１１１７

広報啓発 キャンペーンオープニ
ングＰＲ

８月１日～２日 ＪＲ鹿児島中央駅
鹿児島県内各市町
村

　 １０名
１０名

キャンペーンパンフ・ノベルティの配布 ０９６６－２２－２１１１
人吉市観光振興課　池田

ひとよし・くま春
夏秋冬キャン
ペーン実行委
員会主催（事務
局、人吉市観
光振興課）

祭・イベン
ト等

下市夜市 8月1日 浜町下市通り 　 １０００人 屋台、出店、ゲーム等 ０９６７－７２－０１８６
矢部町商工会　緒方

（熊本県）　　 　



仲町七夕祭り 8月1日 浜町中町通り 　 １２００人 同上 〃
 中江岩戸神楽定期公 8月1日 中江神楽殿 中江神楽の無料公演 ０９６７－２４－２００１　堀
 渓谷マイナスイオン 8月1日 菊池渓谷 渓谷内でのミニコンサート ０９６８－２５－１１１１

菊池市商工観光課
鼓振まつり 8月7日 菊池市民広場 県内外の太鼓団体による競演 〃

 夏祭り盆踊り大会 8月13日 三加和町民広場 　 1000 盆踊り、花火、抽選会など 三加和町社会教育課
 苓北じゃっと祭 ７月３１日～８月１

日
苓北町富岡 　 ７０００人 釣り大会（船）、ペーロン大会、イルカ

ウォッチング、花火大会、道中踊り
０９６９－３５－１１１１　大田

天の川、七夕まつり 8月8日 苓北都呂々 　 ３００人 特産品販売、川遊び、そうめん流し、
短冊飾り

〃

 第１８回やまえ夏まつり 8月7日 山江村役場前広場 　 ２０００人 抽選券付きうちわ販売、出店 ０９６６－３２－３１１２　藤本

区　　　　分 行事名等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
広報啓発 環境美化運動 ８月１日～ 多良間村 多良間村役場 広報誌による啓発 ０９８０－７９－２２６０

多良間村役場　知念
観光週間告知 ８月１日～７日 宜野座村 宜野座村役場 観光週間について宜野座村ホーム

ページで掲載
０９８－９６８－５１００
宜野座村役場 新里

観光の日・観光週間Ｐ
Ｒ横断幕の設置

７月30日～８月６
日

伊良部町役場玄関
ロビー

伊良部町役場 700人 観光の日ＰＲ横断幕の設置により役場
来庁者及び職員に観光の日と観光週
間をＰＲする。

０９８０－７８－６２６５
伊良部町商工観光課 友利

懸垂幕設置 ８月１日～７日 宜野湾市役所玄関
前

宜野湾市役所 観光週間に懸垂幕を設置し、多くの市
民に広く沖縄観光のＰＲ事業を展開す
る

０９８－８９３－４４１１（内
447）
宜野湾市　伊佐・仲村

機内アナウンス ８月１日～７日 機内 日本トランスオー
シャン航空株式会社

観光の日・観光週間の告知及び「ゴミ
の持ち帰り」をお願いするアナウンス
を行い環境資源の保護にご協力頂く。

０９８－８５８－５９１２
日本トランスオーシャン航空
株式会社　業務部　小堀

新聞紙上等での協賛
広告掲載

８月１日・１５日 観光とけいざい、琉
球新報、沖縄タイム

琉球新報社、沖縄タ
イムス社

新聞の協賛広告を掲載し、観光週間
の広報、観光思想の啓蒙に努める。

０９８－８６２－３２７６
那覇市観光課　新垣

県政プラザ掲載 8月1日 琉球新報紙、沖縄タ
イムス紙

沖縄県 「観光の日」、「観光週間」のＰＲ及び
期間中イベントの告知

０９８－８６６－２７６４
沖縄県観光振興課　照屋

広報誌「美ら島沖縄」 ８月号 県広報誌 沖縄県 「観光の日」、「観光週間」のＰＲ ０９８－８６６－２７６４
沖縄県観光振興課　照屋

キャンペー
ン等

ウェルカムドリンクサー
ビス

8月1日 宮古ターミナル 宮古観光協会 1,200人 来島する観光客への歓迎の意を表
し、熱帯果樹のジュースや泡盛、ビー
ル、お茶等の特産品のサービスで歓
迎すると共に、マスメディアを通して観
光週間のアピールに努める。

０９８０－７３－１８８１
宮古観光協会　根間

（沖縄県）　　 　



観光週間空港キャン
ペーン

8月6日 那覇空港 那覇市、宜野湾市、
浦添市、沖縄市、同
市各観光協会、沖案
分け酒造組合青年
部、ガイド倶楽部ひ
まわり

30人 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市の
各キャンペーンレディ及び泡盛の女王
により、沖縄の空の玄関口である那覇
空港到着ロビーにおいて、観光客の
方々に対し観光ガイドブックや特産や
泡盛ミニボトルの配布を行う。

０９８－８９３－４４１１（内
447）
宜野湾市　伊佐・仲村

（配布物）ガイド
ブック、ガイド
マップ、サー
ターアンダ
ギー、泡盛ミニ
ボトル、海洋深
層水の塩、

かりゆしウェア特売
セール

８月２日～６日 かりゆしウェア展示
即売所
那覇港ターミナルビ
ル１階

沖縄県ホテル旅館
生活衛生同業組合

期間中、かりゆしウェアを３，０００円均
一にて特別販売する。

０９８－８６１－４１６６
沖縄県ホテル旅館生活衛生
同業組合　吉里

県内市町村観光パンフ
レット・ポスター展

８月２日～６日 県庁１階県民ホール 沖縄県 県内市町村の観光パンフレット・ポス
ター展を開催

０９８－８６６－２７６４
沖縄県観光振興課　照屋

県民のつどい 8月1日 沖縄産業支援セン
ター１階ホール

沖縄県 観光功労者表彰、新・旧ミス沖縄の交
代式、永六輔氏による記念講演

０９８－８６６－２７６４
沖縄県観光振興課　照屋

美化清掃
活動

伊是名村内一斉清掃 8月1日 伊是名村 各行政区 200人 各区で割り当てした場所の清掃 ０９８０－４５－２００４
伊江村企画課 神山利和

環境美化活動 ８月１日～ 多良間村 多良間村役場 200人 村内一円のゴミ一掃作業 ０９８０－７９－２２６０
多良間村役場　知念

「ゴミは、持ち帰りましょ
う」パトロールの実施

8月6日 伊良部町内各観光
地

伊良部町役場 １０人 観光施設から、各自でゴミを持ち帰り
適切な分別処理を行わせることを目的
とする

０９８０－７８－６２６５
伊良部町商工観光課 友利

クリーン宜野湾市 8月1日 宜野湾漁港からサン
エー本社までの護岸
周辺

宜野湾市役所 250人 「ポイ捨てのないまちづくり」を目指し
て、行政と民間団体が一体となって、
宜野湾漁港からさ

０９８－８９３－４４１１（内
447）
宜野湾市　伊佐・仲村

事業所周辺清掃 ８月１日～７日 県内各事業所 日本トランスオー
シャン航空株式会社

空港周辺等の清掃 ０９８－８５８－５９１２
日本トランスオーシャン航空
株式会社　業務部　小堀

観光地や海浜の美化
清掃

８月１日～７日 村内全域 恩納村役場 ２，０００人 清掃及び花の植え付け等 ０９８－９６６－１２０２
恩納村　平良

観光の日クリーンアッ
プキャンペーン

8月1日 伊江港周辺 伊江村観光協会 ２０人 観光の日に島の表玄関をきれいにす
る

０９８０－４９－３５１９
伊江村観光協会　並里

祭・イベン
ト等

いぜな尚円王まつり ８月７日～８日 伊是名村 尚円まつり実行委員
会

2,000人 夏祭りその他と同時開催 ０９８０－４５－２００４
伊江村企画課 神山利和

宜野湾～伊是名ヨット
レース

8月7日 伊是名村 伊是名村 夏祭りその他と同時開催 ０９８０－４５－２００４
伊江村企画課 神山利和

尚円王カップ北部地区
少年サッカー大会

8月7日 伊是名村 伊是名村 夏祭りその他と同時開催 ０９８０－４５－２００４
伊江村企画課 神山利和

第24回おおぎみ村夏ま
つり

８月７日～８日 大宜味村塩屋漁港 大宜味村青年会 まつり ０９８０－４４－３００７
大宜味村青年会　花田

第４回おきなわ・那覇
の観光写真コンテスト

７月２８日～８月２
日

リウボウホール（パ
レット久茂地７Ｆ）

那覇市 沖縄の自然、風物、名所、芸能等と対
象とした観光写真を募集・審査し、入
賞作品は展示する。

０９８－８６２－３２７６
那覇市観光課　大城



観光週間記念式典 8月5日 沖縄宮古ホテル １１０名 那覇市観光功労者の表彰を行い、観
光事業関係者及び一般市民に対し、
観光思想の普及と高揚を図る

０９８－８６２－３２７６
那覇市観光課　新垣

その他 かりゆしウェアの着用 ８月１日～７日 北谷町役場 北谷町役場 ３００人 沖縄らしい色鮮やかなかりゆしウェア
で観光客を迎え入れる。

０９８－９３６－１２３４（内
273）
経済振興課　玉城




