
更新日:2019年7月31日

主催 スイーツガーデンSAPPORO実行委員会

後援 札幌商工会議所、札幌市ほか

青森県 New's／東奥日報 コワーキングスペースも併設した、情報・文化の発信拠点。2019年4月にオープン。
※定休日：

第2月曜日及び年末年始
施設 東奥日報社 チラシ配布

青森県 デーリー東北リクルートラウンジ2019
デーリー東北新聞社が主催する、高校生や専門学校生、大学生を中心とした企業説明

会。
8月17日・9月10日 主催 デーリーー東北新聞社 チラシ配布

秋田県 第41回全県500歳野球
ゲーム出場選手の合計年齢が500歳以上でなければならない500歳野球。

全県から１８０を超えるチームが集まり、おやじたちの甲子園と呼ばれている。
9月21日 主催 第41回全県500歳野球実行委員会（大仙市、秋田魁新報社） チラシ配布

岩手県 日報ハウジングパーク 地域の方々も参加可能な、季節に応じたイベントを住宅展示場にて開催。 ※定休日：毎週水曜日 主催 岩手日報社 チラシ配布

ハウジングプラザ平清水サマーイベント 8月10日～12日 主催 山形新聞社 チラシ配布

住宅展示場　すくすくタウン２サマーイベント 8月3日～4日 主催 山形新聞社 チラシ配布

主催 公益社団法人定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会

共催 宮城県、仙台市

後援 仙台市教育委員会他文化団体及びメディア各社

福島県 しらかわキャラ市
全国のご当地キャラがご当地の魅力をＰＲするとともに、白河市及び福島県の魅力や

「笑顔と元気」を全国に発信。
9月28日～29日 主催 しらかわキャラ市実行委員会 チラシ配布

第7回全国コロッケフェスティバル ご当地コロッケが全国各地より30店舗以上が集結するコロッケの祭典。 9月22日 主催 龍ケ崎市、龍ケ崎市商工会 チラシ配布

よかっぺまつり
日立市多賀地区で毎年行われている市民の祭典。1974年の第1回開催以来、毎年

開催され、今年で46回目を迎える。
9月8日 主催 よかっぺまつりすすめる会 確認中

主催 足利銀行･作新学院大学･大高商事グループ・下野新聞社

後援 栃木県･とちぎテレビ･栃木放送･エフエム栃木

群馬県 山人音楽祭 2019
有名なアーティストたちが集う音楽フェス。ドーム内のライブ会場に加え、屋外での飲食

ブースを楽しむことができる。
9月21日～22日 主催 上毛新聞社 チラシ配布

埼玉県 さいたま文学館

さいたま文学館は、本県にゆかりのある文学者の作品や文学関係資料を収集・保存・展

示・調査研究し、本県の文学の振興を図るとともに、県民の文学活動の拠点施設として

設置されました。

桶川市が設置する桶川市民ホールとの複合施設として、多くの地域住民に利用されてい

る。

※休館日：毎週月曜日(ただし月曜日が祝日･振替

休日･県民の日の場合は開館し、翌日が休館になりま

す) 、

年末年始

施設 財団法人けやき文化財団 チラシ配布

第72回木更津港まつり

第45回やっさいもっさい踊り大会

古くから港町として栄えた木更津に、築港など郷土の繁栄の基礎を築いた先覚者の霊を

慰めるため、昭和23年にスタートした市内最大の祭り。
8月14日 主催 木更津港まつり実行委員会 チラシ配布

主催 千葉市を美しくする会

共催 千葉市

神奈川県 ドッキリヤミ市場 夜のフリーマーケット

1997年から継続開催している六角橋商店街のシンボルイベント。毎年4月から10月

（8月はお休み）の第三土曜日、午後8時より、店舗閉店後のシャッター前で行うフリー

マーケットをはじめ、ライブパフォーマンスや大道芸、飲食販売等を開催。

4月～10月の第三土曜日

（8月は除く）
主催 六角橋商店街連合会 チラシ配布

主催 東京高円寺阿波おどり振興協会

共催 杉並区

後援 東京都、徳島県、徳島市、ほか

2019小江戸甲府の夏祭り

甲府市で開催される城下町の雰囲気を楽しめる夏祭り。2019年は“こうふ開府500年”

となることから、8月10日(土)に前夜祭、11日(祝)に本祭りを実施。地元食材を使った

料理などが味わえるグルメ屋台の他、多彩なイベントを開催。

8月10日～11日 主催 小江戸甲府の夏祭り実行委員会 チラシ配布

第31回神明の花火大会

毎年8月7日(花火の日)に行われており江戸時代には日本三大花火のひとつとされた花

火大会。一時は無くなるも1989年に名前を現在のものに変更し再開、県内最大規模

で今年31回目を数える。

8月7日 主催 市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会 チラシ配布

SBSサマーフェスト
静岡市の中央商店街の夜店市と同時開催となる街中での夏祭り。フィールドイベント、ス

テージイベント、ブース展開を実施。
8月10日～12日 主催 静岡新聞社 チラシ配布

ミニオンズラン2019
参加者全員が参加特典で配布されるミニオンズの衣装を身にまとい、スポーツアトラクショ

ンのほかスタンプラリーやフォトスポットなどを楽しむファンランニングイベント。
8月4日 主催 静岡新聞社、バンワグナー チラシ配布

～すずしい夏を楽しもう！～

木と遊んで わくわくモノづくり

“木”をテーマに、ワークショップなどを通してモノづくりの楽しさと、木のぬくもりを体感するイベ

ント。
8月9日～12日 主催 静岡新聞社 チラシ配布

長野県 信毎メディアガーデン

1～3階は市民の皆さんにも使っていただけるコミュニティーゾーンと、個性豊かな11店舗が

入るショップゾーン。観光案内所の機能を備えており市民の方々をはじめ国内外の観光

客も気軽に足を運べる複合施設。

※休館日：年末年始 施設 信濃毎日新聞 チラシ配布

新潟県 新潟日報メディアシップ

新潟日報社の本社ビルというだけでなく、様々な機能や施設を生かして地域や社会との

連携を深め、人・モノ・コト・情報が行き交う交流・情報発信拠点を目指しており、オフィス

や商業施設、カルチャースクールなどが入る複合施設。

※休館日：土・日・祝日および年末年始 施設 新潟日報社 チラシ配布

主催 中日新聞社

後援 CBCラジオ

主催 岐阜新聞社

後援 岐阜県、県教委など

主催イベント名・施設名 イベント概要 開催日 実施内容

北海道 スイーツガーデンさっぽろ
札幌市内・近郊の人気店のスイーツをはじめ、厳選素材にこだわった和菓子やここだけし

か味わえない限定スイーツや肉料理などが集結したイベント。
8月23日～27日

都道府県

チラシ配布

山形県 地域の方々も参加可能な、

子どもも楽しめるアトラクションやイベントを住宅展示場にて開催。

宮城県 定禅寺ストリートジャズフェスティバル 
2019年で29回目を迎える市民参加型の音楽フェス。仙台市内各所の特設ステージ

で、市民バンドがライブパフォーマンスを繰り広げる。
9月7日～8日

制度紹介コーナー設置

チラシ配布

茨城県

栃木県 ママパパキッズフェスタ2019ｉｎマロニエプラザ感謝祭
キャラクターステージ、B級グルメ･県産品の販売、とちぎプロスポーツ体験ブースなどが楽し

めるイベント。
8月10日 チラシ配布

千葉県

親子3代夏祭り

市民意識・ふるさと意識の高揚を図ることを目的として実施している「千葉の親子三代夏

祭り」を、「住民相互のふれあいの場づくり・連帯意識の高揚」という基本理念を踏まえ、

市民の郷土意識を高めるひとつの契機として、より多くの市民が参加し、見て、楽しめる

祭り。来場者はのべ約30万人程度。

8月17日～

8月18日
確認中

東京都 東京高円寺阿波おどり大会

東京都杉並区高円寺において毎年8月下旬（最終の土曜・日曜）に開催され、「徳

島市阿波おどり」に次ぐ大会規模で、2日間で約100万人の来場者を記録する東京周

辺では最大規模の阿波踊り大会。

8月24日～25日 チラシ配布

山梨県

静岡県

岐阜県
子どもたちが仕事を体験できる仮想の街「キッズタウンぎふ」で、「職業体験」や「消費体

験」を通じて社会の仕組みを学ぶイベント。
8月24日お仕事体験イベント　キッズタウンぎふ

愛知県 終活フェア

誰でも気軽に足を運べる百貨店の催場にて、老後の生活の不安や、終活のことなどを考

えるきっかけを作るイベント。セミナーやブースを設け、もしものときの葬祭関連、老後資産

や相続の相談、老後の楽しみに方ついての情報を来場者に提供。

8月8日～8月12日

チラシ配布

チラシ配布

地域イベント情報

全国で開催される地域イベントで

キャッシュレス・消費者還元制度事業についてのチラシの配布を行います。

チラシのダウンロードはこちらから
https://cashless.go.jp/assets/doc/consumer_leaf_introduction.pdf
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主催イベント名・施設名 イベント概要 開催日 実施内容都道府県

公益財団法人

三重北勢地域地場産業振興センターじばさん三重

1階名品館では、三重県北勢地域を中心に県内の地場産品を数多く取り揃えているほ

か、全国40の地場産センターから取り寄せた特産品も集まる。

8月2日：感謝祭

9月9・10日：名古屋での物産展

9月14・15日サービスエリアでの物産展の祭事あり

※休館日：毎月第2・第4水曜日・年末年始

主催
公益財団法人

三重北勢地域地場産業振興センターじばさん三重
チラシ配布

千客万来夏まつり
三重県大台町のなかで最も大きい夏祭り。多くの出店が出店され、太鼓の演奏や浴衣

のファッションショーなどのステージイベントも実施。
8月15日 主催 千客万来夏まつり実行委員会 チラシ配布

北日本新聞納涼花火（富山会場）
1947年より戦災復興祈願として毎年開催。富山県の夏の恒例行事として親しまれてお

り、毎年多くの方が来場。
8月1日 主催 北日本新聞社 チラシ配布

カターレ富山　ホーム試合
カターレ富山は富山県をホームタウンとするJ3プロサッカーチームで、富山市の日である8月

31日は、富山県総合運動公園陸上競技場にてSC相模原と試合予定。
8月31日 主催 北日本新聞社 チラシ配布

主催 金沢ゆめ街道実行委員会、北國新聞社

特別協賛 アサヒビール株式会社

後援 石川県、石川県教育委員会、金沢市、北陸放送、テレビ金沢ほか

福井県 福井新聞文化センター
手芸やコーラス、ダンスなどの様々なカルチャー講座を毎日開催しており、多くの地域住民

に親しまれている。
※定休日：日曜・祝日 施設 福井新聞社 チラシ配布

滋賀県 調整中 調整中 調整中 主催 調整中 調整中

主催 京都新聞、（公財）京都府公園公社

後援
運営協力　京都府サッ京都府、京都府教育委員会、

京都府スポーツ協会など　※予定

主催 奈良新聞社　

共催 ならリビング

主催 一般社団法人 大阪臨床整形外科医会（OCOA）

共催 産経新聞社

主催 産経新聞社、産経新聞開発株式会社

後援 和歌山市、和歌山市教育委員会、和歌山リビング新聞社

兵庫県 2019ハーバーランドの日

ハーバーランドの夏の恒例イベント。ガス燈通りには、まちの商業施設による飲食や特産

物などの販売ブースなどがずらりと並ぶ。スペースシアターでは、ふわふわ遊具やリブロック体

験やライブを実施。縁日や屋台の出店もあり、子どもから大人まで楽しめる。

8月11日 主催 2019ハーバーランドの日実行委員会 チラシ配布

岡山県 山陽新聞岡山住宅展示場
理想の住まいづくりを実現するために、ご家族ひとりひとりに寄り添い、夢を育む総合住宅

展示場。子ども向けのイベントなどを週末に開催。
※定休日：毎週水曜日 施設 山陽新聞社 チラシ配布

主催 中国新聞社

後援 広島県、広島市、広島商工会議所他

鳥取県 南海の楽園　タヒチの海の水族館

南太平洋のほぼ中央に位置する仏領ポリネシアに浮かぶタヒチ島周辺の海や川の生き物

を中心に展示。 7月13日～8月18日 主催 新日本海新聞社 チラシ配布

島根県 ママふぇすin出雲
母親を対象としした、イベント。各種ブース出展のほか、著名人を招いたトークショーなどを

実施。
9月21日 主催 山陰中央新報社 チラシ配布

山口県 馬関まつり
山口県下最大の40万人を超える人出で賑わうまつり。

下関市民に夏の終わりを告げる風物として開催。
8月24日～25日 主催 馬関まつり推進協議会 チラシ配布

香川県 住宅展示場　シエスタ高松
四国最大のモデルハウス18棟と住宅ローンセンターを兼ね備えた総合住宅展示場。

定期的にファミリー向けイベントを実施。
※定休日：毎週水曜日 施設 四国新聞社 チラシ配布

愛媛県 愛媛ＣＡＴＶのオープンスタジオ
2008年8月に「市民が主役！」のオープンスペース。オープン以来、サークルの発表会、ミ

ニコンサート、展覧会など市民の情報発信拠点として活用。
※休館日：年末年始 施設 愛媛新聞社 チラシ配布

徳島県 徳島新聞松茂住宅公園イベント
県内優良企業や全国区のメーカーのモデルハウスを展示。家族向けイベントや住宅に関

するセミナー、住宅ローン相談会などを開催。

※定休日：毎週水曜日

（水曜日が祝日の場合は翌日が休み）
施設 徳島新聞社 チラシ配布

高知県 高新住宅展示場Limイベント
個性豊かで魅力的な住宅メーカー8社のモデルハウスが、さまざまなライフスタイルに合わせ

た家づくりの紹介・提案を行う。定期的にファミリー層に向けた集客イベントを開催。

※定休日：毎週水曜日・年末年始

※簡単な集客イベントは9/14～9/16
主催 高知新聞社 チラシ配布

福岡県  「生活の窓口」セミナー
読者向けにお金や暮らしの相談を受け付けており、ライフコンシェルジュ「生活の窓口」とし

て様々なテーマを基に開催しているセミナー。
8月19・20・21・22・23・27日 主催 西日本新聞社 チラシ配布

佐賀県 大麻旗争奪剣道大会
佐賀県下での少年剣道の普及と発展に大きな功績のあった大麻勇次範士十段の遺志

を継承する目的に1979年から佐賀県で開催されている剣道大会。
8月10日～13日 主催 佐賀県剣道連盟、佐賀新聞社 チラシ配布

長崎県 長崎新聞文化ホール アストピア
1階に喫茶室、美術展示室、2階に大ホール、3階に中ホールと小ホールを設備。講演

会、展示会、会議、宴会、パーティーなど様々な催事を開催。
※休館日：年末年始 主催 長崎新聞社 チラシ配布

主催 株式会社FMなかつ

後援 日本唐揚協会ほか

第14回くらしの中の陶磁器フェア

全国各地の陶磁器が集まる陶磁器フェア。陶芸体験コーナーや器コンテストなど様々なコ

ンテンツが予定されており、毎年県内全域から10,000人以上の来場を誇る陶磁器販売

イベント。

9月26日～29日 主催 熊本日日新聞社 チラシ配布

すぱいすカントリー＆クラフトフェア

カントリー＆クラフトの持つ「温もり」「癒し」「優しさ」「安心感」「こだわり」「一品感覚」「オ

シャレさ」などをエッセンスとした“心地いい暮らし”を提案しており、毎年県内全域から

10,000人以上の来場者を誇る販売イベント。

9月27日～29日 主催 熊本日日新聞社 チラシ配布

宮崎県 まつり宮崎2019
毎年宮崎市の高千穂通りを歩行者天国にして開催される。多彩なステージイベント、ご

当地グルメフェス、体験型イベントを実施。
8月17日～18日 主催 まつり宮崎実行委員会、MRT宮崎放送ほか

制度紹介コーナー設置

チラシ配布

鹿児島県 よかど鹿児島

地元の「よか(良い)」ものが集まり、鹿児島の観光振興の拠点の一つを目指している。ま

た、将来的なキャッシュレス需要を見越し、施設内の店舗は完全キャッシュレス化。鹿児

島銀行の決済アプリ「Payどん」ほか、電子マネー、QRコード決済に対応している。

定休日：1月1日および毎月第2火曜日 施設 鹿児島銀行 チラシ配布

タイムス女性俱楽部
今、もっとも輝いている方を講師にお招きし、日常では味わえない有意義な時間を提供す

る会員制の倶楽部。入会月からの5回コース。
8月5日・9月16日 主催 沖縄タイムス社 チラシ配布

大久保寛司の輝く経営未来塾
これまでに業種や役職にかかわらず、働く上で欠かせないコミュニケーションやマネジメントの

あり方などをテーマにさまざまな角度から講義を展開。
9月4日 主催 沖縄タイムス社 チラシ配布

新報女性サロン
女性のための教養講座。幅広い視野と豊かな教養を身に付けていただくため、県内外で

活躍する文化、社会、料理、芸能など各分野の専門家が講演。
8月21日 主催 琉球新報社 チラシ配布

三重県

富山県

石川県 金沢ゆめ街道2019

県都金沢市の片町～むさし間1.5kｍを『大歩行者天国・祭り空間』に演出する夏の恒

例行事。多彩な事業により都心の活性化、にぎわい創出をめざし、道路の重要性を再

確認する県民総参加のイベント。県都の真中をつらぬく歩行天空間には｢金沢ゆめ街

道｣にふさわしく、各商店街による屋台やストリートパフォーマンスが賑わいを集める。

8月10日 チラシ配布

KYOTO Sports Day 2019

「みんなでカラダをうごかそう」をテーマに、様々なスポーツの子ども向け体験会に加え、各

競技のプロ選手を招いたイベントを実施。一般参加の「京都大運動会」や飲食エリアな

ど、だれもが気軽にスポーツを楽しめるイベント。

9月28日 チラシ配布

奈良県 布＆キルトフェスタ2019
年に一度の布＆キルトの祭典。手芸材料の販売や食のマルシェのコーナーもあり、県内の

主婦・女性層に人気のイベント。
9月25日～26日

京都府

大阪府
ロコモ健康フォーラム2019

「ロコモ予防で生涯現役」

「ロコモ予防で生涯現役！」をテーマにしたロコモティブシンドローム(運動器症候群)予防

のためのフォーラム。
8月24日

チラシ配布

チラシ配布

和歌山県 第8回産経洋舞フェスティバルin和歌山
子供からプロまでのバレエダンサーが一堂に集うフェスティバル。色鮮やかな衣装に身を包

んだダンサーたちが華麗な演技を披露する。
8月11日 チラシ配布

チラシ配布広島県 ひろしま盆ダンス
戦災供養盆祭りが、昨年72年ぶりに復活。平和と復興の思いを受け継ぐ新たな集いの

場。近年は訪日外国人参加も増えている。
8月10日～11日

沖縄県

9月15日～16日大分県 第12回からあげフェスティバル
からあげの聖地を自称している大分県中津市において12回目を迎える同イベント。市内

有名からあげ店が集結して味を競う。
チラシ配布

熊本県
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