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日　　程 イベント名 会　　場 主催者・問合せ先

10月 9月21日（土）～
10月下旬

羽村市 第5回 はむらイルミネーション
JR小作駅周辺 羽村市商工会（042-555-6211）

駅前ロータリー付近をイルミネーションで装飾し、期間中は激辛フェスを開催

10月の土・日
・祝日

三宅村 メガネ岩ダイビング　期間限定解禁
メガネ岩 三宅島観光協会（04994-5-1144）

海中アーチのある神秘的なダイビングスポット「メガネ岩」を期間限定で解禁

10月の土・日と4日、
11日の金曜日

調布市 RWC調布市おもてなしゾーン トリエ京王調布
B館・C館道路付近

調布市オリンピック・パラリンピック担当
（042-481-7581)市内観光PR、催事イベント

5日（土）～
6日（日）

小金井市 東京大茶会 2019 江戸東京
たてもの園

東京大茶会事務局 （03-6426-0558、平
日10時～17時）茶席や野点など、初めての方や外国の方から上級者まで、どなたでも気軽に茶道の文化を楽しめる大規模な茶会

5日（土）～
6日（日）

福生市 第31回 インターナショナルフェア
横田基地前商店街 福生市商工会（042-551-2927）

アメリカンな模擬店の出店、各種イベントなど

15日（火）～
29日（火）

西東京市 第3回 西東京 ジョイバル 市内のジョイバル
参加飲食店

西東京ジョイバル実行委員会（西東京商工
会内：042-461-4573）西東京市内でのはしご酒イベント

19日（土）～
20日（日）

武蔵村山市 第14回 村山デエダラまつり 真如苑プロジェクト
用地

武蔵村山市民まつり実行委員会、武蔵村山市
（武蔵村山市観光課内： 042-565-1111）山車などの運行、ステージショーなどイベント、飲食展示販売

19日（土）～
20日（日）

小金井市 第47回 小金井なかよし市民まつり
小金井公園 小金井なかよし市民まつり実行委員会

（小金井市商工会内：042-381-8765）ステージショー、クラシックカー・フェスティバル、飲食コ－ナーなど家族連れで楽しめる

20日（日） 清瀬市 きよせ市民まつり2019 清瀬駅
北口けやき通り

きよせ市民まつり実行委員会
（清瀬市役所内：042-492-5111）「君の笑顔に出会える せせらぎのまち 清瀬」をテーマに開催。模擬店、フリーマーケット、ステージイベントなど

20日（日） 小平市 第44回 小平市民まつり あかしあ通り、
およびその周辺

市民まつり実行委員会（小平市役所内：
042-346-9532）、販売部会は小平商工会
（042-344-2311）ダンスパレード、みこし、舞台演芸、模擬店、物産品販売など

25日（金）～
27日（日）

稲城市 第18回  Ｉ のまちいなぎ市民まつり 稲城中央公園およ
び総合体育館など

第18回  Ｉ のまちいなぎ市民まつり実行
委員会（稲城市市民部市民協働課内：042-
378-2111）市民文化祭・芸術祭部門・産業まつり部門・その他ふれあいまつり、交通安全市民のつどい部門など

27日（日） 福生市 第29回 福生市産業祭
市営福生野球場 福生市商工会（042-551-2927）

市内産業製品の展示・販売、キャラクターショーなど

30日（水）～
11月4日（月）

西東京市 第3回 西東京 ジョイバル あとバル 市内のジョイバル
参加飲食店

西東京ジョイバル実行委員会（西東京商工
会内：042-461-4573）西東京市内でのはしご酒イベント

30日（水）～
11月9日（土）

新島村 第32回　新島国際ガラスアートフェスティバル 新島ガラスアート
センター 新島ガラス協会（04992-5-1540）

ワークショップをメインにした国際交流。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

１１月 2日（土）～
3日（日）

日の出町 日の出町産業まつり
塩田グラウンド 日の出町産業まつり実行委員会（日の出町

産業観光課：042-597-0511）「町民と産業のふれあい」がテーマ。商工業、農林業、行政、福祉の各展示。野菜、植木、商品の展示販売。飲食、ステージショー

2日（土）～
3日（日）

羽村市 第50回 羽村市産業祭
羽村市富士見公園 第50回羽村市産業祭実行委員会

ものづくりの体験イベント、市内で生産された農産物・花きなどの展示・即売、商品即売・飲食コーナーなど

2日（土）～
4日（月・振休）

国立市 第54回 天下市 大学通り
（国立駅南口前）

第54回天下市実行委員会事務局（国立市
商工会内：042-575-1000）大学通りに約100張りのテントを出店。市内の商店・企業が「赤札セール」を行う。家族向けの日替わりイベントも開催

3日（日）～
4日（月・振休）

東大和市 第50回 東やまと産業まつり
東大和市役所周辺 東やまと産業まつり実行委員会（042-

562-1131）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および直販など

4日（月・振休） 国分寺市 第36回 国分寺まつり 都立武蔵国分寺
公園

国分寺市市民生活部文化振興課（042-
313-8182）商工まつり、農業祭同時開催。模擬店、パレード、ステージイベントほか

7日（木） 新島村式根島 泊神社夜宮
泊神社（式根島） 式根島奉賛会

奉納演芸、夜店も多数出店

8日（金）～
9日（土）

新島村 くさや試食会　世界最香峰2019
豊洲市場 新島水産加工業協同組合（04992-5-

0641）新島くさやの大試食会‼ 焼きたての「くさや」が味わえる、食通には たまらない夢の祭典♪

9日（土）～
10日（日）

三宅村 ＷＥＲＩＤＥ 三宅島エンデューロレース 三宅島
雄山特設会場 ＷＥＲＩＤＥ 事務局（048-627-9730)

雄山の溶岩帯に設けられた全長6ｋｍのロングコースで繰り広げられるモーターサイクルイベント。9月1日からエントリー開始！

9日（土）～
10日（日）

あきる野市 第25回 あきる野市産業祭
都立秋留台公園 あきる野市産業祭運営委員会（042-558-

1111）市内生産品の展示・販売や技術の展示。友好姉妹都市の宮城県栗原市と大島町の特産品販売のほか、アトラ
クションなども行う

9日（土）～
10日（日）

東村山市 第58回 東村山市民産業まつり 東村山市役所、
および周辺
 

東村山市民産業まつり実行委員会（東村山
市役所内：042-393-5111）ステージ/ストリートライブ。農畜産部門展、商工業部門展、文化部門展、福祉部門展、公共事業部門展、姉妹

都市・交流団体展など

9日（土）～
10日（日）

西東京市 第19回 西東京市民まつり
いこいの森公園

第19回西東京市民まつり実行委員会（西
東京市生活文化スポーツ部文化振興課内：
042-438-4040）パレード、野外演芸、出店、展示、特産品、農産物販売、宝分け

9日（土）～
10日（日）

小平市 第31回 2019 小平産業まつり 小平市福祉会館
および周辺広場

小平市産業まつり実行委員会（小平商工
会・JA東京むさし小平支店：042-344-
2311）市内商工業者の模擬店、ものづくり体験、物産展など

9日（土）～
10日（日）

日野市 第53回 日野市産業まつり 市民の森ふれあい
ホール周辺

日野市産業まつり実行委員会（日野市商工
会内：042-581-3666）農業展、商工展、その他の展示。ダンスイベントなど

9日（土）～
10日（日）

東久留米市 第40回 東久留米市 市民みんなのまつり まろにえ富士見通り
（東久留米駅西口）

市民まつり企画運営会議商工祭部門（東久
留米市商工会内：042-471-7577）商工祭、農業祭、アトラクションなど

9日（土）～
10日（日）

昭島市 第51回 昭島市産業まつり
ＫＯＴＯＲＩホール 昭島市産業まつり実行委員会（042-544-

5111)市内事業者の製品や取扱商品の紹介・販売・展示

9日（土）～
10日（日）

瑞穂町 第49回 瑞穂町産業まつり ビューパーク競技
場・スカイホール

瑞穂町産業まつり実行委員会（瑞穂町商工
会内：  042-557-3389）町内の農畜産物と工業製品の展示・販売、商工業者や各種団体の模擬店・展示、ステージでのイベントなど

16日（土） 三宅村 第20回 三宅島産業祭 三宅村阿古体育館・
グラウンド

第20回三宅島産業祭実行委員会（三宅村
観光産業課内：04994-5-0992)三宅島の農林水産業の紹介と展示、品評会、各種模擬店

17日（日） 狛江市 第43回 狛江市民まつり 狛江市役所市民広
場ほか

第43回 狛江市民まつり実行委員会（狛江
市役所内：03-3430-1111）商工祭、農業祭、文化祭などでの店舗出店や催事、パレードなど

22日（金）～
24日（日）

小金井市 夜間特別開園  紅葉とたてもののライトアップ 江戸東京
たてもの園 江戸東京たてもの園（042-388-3300)

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。昭和を彷彿とさせる模擬店も出店

23日（土） 神津島村 神津島村商工産業まつり 神津島開発
総合センター 神津島村商工会（04992- 8-0232）

お楽しみ抽選会、佐久市物産展、ふわふわ、漁協・農協・商工会青年部・女性部の物産販売、模擬店など

30日（土） 大島町 伊豆諸島ウォークin大島 岡田港～サンセット
パームライン～元
町港

伊豆諸島ウォークin大島実行委員会
大島町観光課（04992-2-1446）伊豆半島を望み三原山を仰ぐ「絶景の海沿いコース」を、初心者からベテランまで、大自然を満喫しながら楽

しくウォーキング




