
株式会社相模化学金属
北京相模金属有限公司
マグメディカ株式会社

確かな品質・顧客満足度No.1の磁石メーカー

SCMグループ
TEL 042-773-2626
TEL 010-6044-4161
TEL 042-775-1616

H A N A B I

WEB制作・システム開発・各種印刷物デザイン制作

（公社）全日本不動産協会
神奈川県本部さがみ支部

S a g a m i h a r a
P l a y b a c k

2021年相模原納涼花火大会 特別事業
プレイバック サガミハラ ハナビ

　この２年間、毎年花火を楽しみにしていただいている大勢の方の想いに、わたしたち

実行委員会は応えることができませんでした。新型コロナの蔓延という逆風の中、「もう

大会そのものを止めてしまいたい」という気持ちがないと言えば嘘になります。

　しかし、今回のパンフレット作成を通して、長きに渡る大会の歴史や、夢中になって

準備に汗を流した時間、そしてなにより花火を見る皆様の喜んだ顔を、実行委員会である

わたしたち自身が再確認し、「必ずまた相模川で花火を打ち上げる」という思いの下、一致

団結することができました。

　このパンフレットを手に取っていただいた皆様の心に、夏の花火の思い出が一瞬でも

プレイバックしていただけていれば、実行委員会としてこれ以上の喜びはありません。

　それでは、次の夏の夜空でまたお会いしましょう。

相模原納涼花火大会実行委員会　一同　

あとがき
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主　　催　相模原納涼花火大会実行委員会
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挨拶

プレイバック サガミハラ ハナビ
発行に当たって

　相模原市の５大観光行事の一つであり、相模原の夏の夜空を彩る風物

詩の「相模原納涼花火大会」ですが、2020年から続く、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大等を鑑み、2021年も通常開催を中止いたしました。

　実行委員会では、市民の皆様に花火を通じて元気をお届けしたい思いと、

歴史ある相模原納涼花火大会を継承していくため、花火の歴史等を掲載

したパンフレットを作成することといたしました。

　「プレイバック サガミハラ ハナビ」と題したこのパンフレットを手に

取っていただき、大勢で夜空の大輪の花火を見上げたあの頃の空気を感じて

いただき、市民の皆様の心の活力の向上と、田名地区を中心とした相模川

沿いの地域の活性化と振興に寄与することができれば幸いです。

　昭和46年以降、48回にわたって相模原市の夏の夜空を彩り続けてきた相模原納涼
花火大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、２年続けて通常開催が中止
となりました。
　市民の皆様が集い賑わうイベント開催が困難な日々が続く中でも、地域のシンボル
である花火の灯を消すまいとご尽力されている、久野実行委員長をはじめとした
実行委員会の皆様、関係者の皆様に深く敬意を表します。
　「プレイバック サガミハラ ハナビ」は、これまでの相模原納涼花火大会の歴史
を市民の皆様からお寄せいただいた写真とともに振り返り、その歴史を知る方に

は思い出を、初めて知る方には新鮮な驚きを与えてくれるとともに、大会に携わる関係者の皆様の
想いを伝える大変素晴らしい企画です。
　本市といたしましては、すべての市民の皆様の健康と安全を守るため、ワクチン接種をはじめとした
感染症対策に、引き続き全力で取り組むとともに、市民の皆様が本市への誇り、愛着、共感を抱き、
まちのために自ら関わろうとする気持であるシビックプライドの向上を一層高めるための取組を推進
してまいります。
　今年の夏こそは、大勢の皆様とともに、夜空いっぱいに広がる希望に満ちた美しい花火を見上げられる
ことを楽しみにしております。

　この度は、記念誌「プレイバック サガミハラ ハナビ」の発刊おめでとうござい
ます。
　新型コロナウイルス感染症が猛威を振るいはじめてから約２年以上が経過しま
すが、未だ地域や市内中小企業においても大変な状況が続いております。
　こういう時期だからこそ地域経済の活力や地域の繋がりが必要となってきます。
　2021年も残念ながら地域の繋がりを結び続けてきた「相模原納涼花火大会」が
開催できませんでしたが、今までの歴史を記してきた今回の記念誌を通じて、当時
の情景を思い浮かべ、皆様が少しでも元気になって頂ければと思います。

　また、今回の記念誌の発行に当りまして、多大なるご尽力頂きました、久野実行委員長をはじめ
実行委員の皆様、地域の方々など、多くの関係皆様のご苦労に対しまして、心より感謝と敬意を
表する次第であります。
　そして、多くの企業の皆様や市民の方々に、多大なるご協賛を頂きましたことに対しましても、
感謝とお礼を申し上げる次第でございます。
　結びとなりますが、記念誌「プレイバック サガミハラ ハナビ」を通じて、相模原納涼花火大会の
歴史をご堪能頂き、市民の皆様の活力となることを願っております。相模原納涼花火大会実行委員会　実行委員長　久野 新一

名誉会長　相模原市長　本村 賢太郎

名誉副会長　相模原商工会議所 会頭　杉岡 芳樹

尾崎理化（株）
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株式会社エフエムさがみ



　大会が生まれた田名地区とは、その昔、
田名村の時代より、農業や養蚕、そして
大山詣りへの宿場町として、相模川の豊富
な鮎を、大山道を歩く方々たちに振る舞い
大変賑わっていました。水郷田名地区は、
元々は「久所（ぐぞ）」という地名で、相模川
を渡るための橋はなく、渡し船で対岸へ
渡っていたことから「久所の渡し」と呼ば
れていました。
　近代になり、大山詣りが衰退したことによ
り街は宿場町から歓楽街へと変貌してい
きます。水郷田名を中心に、多くの旅籠屋
が割烹旅館として転業し、水郷田名は芸者さ
んたちを中心に賑わいを見せていました。
　1951年に、戦後の水郷田名の復興を
願って、地元消防団を中心に「田名煙火

大会」が行われます。これが大会の前身で
あり、毎年旧盆の７月に開催されました。

　1971年から相模原の冠をつけ、「相模原
納涼花火大会」として第１回大会が行われ
ました。
　回を重ねるごとに、規模は大きくなり、
神奈川県内ではあつぎ鮎まつり大花火大会
（１万発）、よこすか開港祭開国花火大会
（５千発）と並ぶ県内最大級の花火大会に
成長します。
　ナイアガラ花火にスターマイン、そして
メッセージ花火と今でいう定番のプログラム
が評判を呼び、相模原市を代表する行事と
なりました。

　相模湖町との合併後の2006年以降は、
相模湖湖上祭花火大会と日程が近いこと
から、例年７月末の開催時期を８月最終
土曜日に開催日が変更になりました。
　2008年は当初８月30日に開催される予定
でしたが、相模川が大雨の影響で増水して
いた為、会場の河川敷は危険との判断で中
止となりました。しかし、再開催を望む市
民の声に応え、同年の11月１日に開催さ
れました。

　2018年にも再び開催直前に台風による
相模川の増水で打ち上げ場所の消失や会場
の破損が発生し、中止となりました。秋冬の
再開催はせず、翌2019年に安全性と近隣
行事との兼ね合いにより、2005年以来の
７月開催によって実施されました。新元
号令和を記
念した大型
クレーン車
を使ったナ
イアガラ花
火の復活で、
大いに盛り
上がりを見
せた大会と
なりました。

　2020年、全国的な新型コロナウイルス
感染症拡大の影響により、通常開催を中止。
クラウドファンディング「さがみはら元気
花火エイド」を実施し、代替事業として日時
会場を非公開とするシークレット花火を市内
３か所で打ち上げました。なお、集まった
支援の一部は前年の台風で被害を受けた
相模川河川敷の会場整備に使われました。

相模原納涼花火大会のあゆみ 相模原納涼花火大会年表

1951 年
田名煙火大会として初実施
……………………………………………
1971 年
名称を相模原納涼花火大会とする
……………………………………………
2004 年
それまでで最大の「尺五寸玉」を打ち
上げ
……………………………………………
2006 年
市町村合併の影響でそれまでの旧盆
開催から８月開催へ時期を移行。
……………………………………………
2008 年
河川増水のため、８月開催を中止し、
11 月に事業を延期して実施。
……………………………………………
2011 年
東日本大震災の影響で大会を翌年延期
……………………………………………
2018 年
直前に襲来した台風の影響で開催中止
※初の中止
……………………………………………
2019 年
中止を経て、2005 年以来の７月開催
（7/15 に実施）
令和元年を祝し、富士山型のナイア
ガラ花火を実施
……………………………………………
2020 年
コロナウイルス感染症拡大の影響で
通常開催は中止
代替事業「さがみはら元気花火エイド」
として、市内３か所でシークレット
花火を実施。

（株）光伸化成製作所
三友プラントサービス（株）

 

（医）直源会 相模原南病院
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打上げ場所の目の前で花火を観覧！
迫力満点の砂被り席。 当会の市民協賛席は花火を楽しむためには

持ってこいのスペシャルエリアとなります。 場所取りを気にせずゆったりと
花火を観覧することができ、 専用トイレ、 専用売店などの設備も充実。

2,500 円で 1 名様、 10,000 円で 5 名様が入場できます。

市民協賛者席市民協賛者席

あなたの熱き想いを大切なあの人へ！

※企業 PR、 政治色、 宗教色のあるもの、
誹謗中傷的なメッセージはお受けできませんのでご了承ください。

■メールまたは電話から ：

 042-771-3767（相模原市観光協会）

sagamihara.hanabi@gmail.com
（相模原納涼花火大会事務局）

■オフィシャルサイトから ：

 www.sagamihara-hanabi.jp

○○さんから 「☆☆さん愛してるよ結婚しよう！」 （プロポーズ）
□□さんへ 「初孫の誕生祝す」 （お祝い）
△△さんの 42 歳の厄除け （厄払い） など

メッセージ花火メッセージ花火

申込方法＜７月２９日 ( 金 ) まで＞

打上げ場所の目の前で花火を観覧！

申込方法＜８月２６日 ( 金 ) まで＞

迫力満点の砂被り席。 当会の市民協賛席は花火を楽しむためには
持ってこいのスペシャルエリアとなります。 場所取りを気にせずゆったりと

花火を観覧することができ、 専用トイレ、 専用売店などの設備も充実。

2,500 円で 1 名様、 10,000 円で 5 名様が入場できます。

市民協賛者席市民協賛者席

あなたの熱き想いを大切なあの人へ！

※企業 PR、 政治色、 宗教色のあるもの、
誹謗中傷的なメッセージはお受けできませんのでご了承ください。

■メールまたは電話から ：

 042-771-3767（相模原市観光協会）

sagamihara.hanabi@gmail.com
（相模原納涼花火大会事務局）

■オフィシャルサイトから ：

 www.sagamihara-hanabi.jp

○○さんから 「☆☆さん愛してるよ結婚しよう！」 （プロポーズ）
□□さんへ 「初孫の誕生祝す」 （お祝い）
△△さんの 42 歳の厄除け （厄払い） など

メッセージ花火メッセージ花火

申込方法＜７月２９日 ( 金 ) まで＞

「セブンチケット」 サイトまたは、
セブンイレブン店舗のマルチコピー機で受付
「相模原納涼花火大会」 で検索

花火大会臨時駐車場 (河川敷 )

2,500台 (協力金1台1,000円)

後援
相模原市、相模原商工会議所、水郷田名観光協会、田名地区自治会連合会、神奈川県、
相模原市観光協会、神奈川県観光協会、愛川町、城山商工会、津久井商工会、小沢区自治会、
葉山島自治会、ｔｖｋ（テレビ神奈川）、神奈川新聞社、エフエムさがみ、Ｊ：ＣＯＭ相模原・大和

協力
神奈川中央交通（株）、ＪＲ東日本横浜支社、小田急電鉄（株）、
京王電鉄（株）、地域住民の皆様

相模原市、相模原商工会議所、水郷田名観光協会、田名地区自治会連合会、神奈川県、
相模原市観光協会、神奈川県観光協会、愛川町、城山商工会、津久井商工会、小沢区自治会、
葉山島自治会、ｔｖｋ（テレビ神奈川）、神奈川新聞社、エフエムさがみ、Ｊ：ＣＯＭ相模原・大和

神奈川中央交通（株）、ＪＲ東日本横浜支社、小田急電鉄（株）、
京王電鉄（株）、地域住民の皆様

主 催 ： 相 模 原 納 涼 花 火 大 会 実 行 委 員 会

は神奈川中央交通バスが連絡しています。
14 時頃より全路線田名バスターミナルで折返し運転。
田名バスターミナルより徒歩１５分

会場までの各道路は、大変渋滞しますので、お早目にご来場ください。

神奈川県相模原市中央区水郷田名

相模川高田橋上流相模川高田橋上流

１９:００-２０:１５８月２７日８月２７日 土
平
成

　

 

年
28 １９:００-２０:１５
神奈川県相模原市中央区水郷田名

J：COMチャンネル
【地上デジタル11ch】

J：COMチャンネルで

生中継！
J：COMチャンネル
【地上デジタル11ch】

J：COMチャンネルで

生中継！
ラジオ FMさがみで

生中継！
ラジオ FMさがみで

生中継！

※荒天時、 相模川増水時は翌日 8月 28 日 ( 日 ) に順延、
28 日も開催出来ない場合は中止となります。
※荒天時、 相模川増水時は翌日 8月 28 日 ( 日 ) に順延、
28 日も開催出来ない場合は中止となります。
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は神奈川中央交通バスが連絡しています。
14 時頃より全路線田名バスターミナルで折返し運転。
田名バスターミナルより徒歩１５分

会場までの各道路は、大変渋滞しますので、お早目にご来場ください。
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主 催 ： 相 模 原 納 涼 花 火 大 会 実 行 委 員 会 写真 ： さがみはら観光写真コンテスト最優秀作品

相模原納涼花火大会公式 Facebook

http://www.facebook.com/sagamiharahanabi
相模原納涼花火大会公式 Facebook

http://www.facebook.com/sagamiharahanabihttp://www.sagamihara-hanabi.jp/http://www.sagamihara-hanabi.jp/
相模原納涼花火大会公式 Web サイト 相模原納涼花火大会公式 Web サイト 

http://www.e-sagamihara.com/
相模原市観光協会

http://www.e-sagamihara.com/
大会インフォ
はコチラから
大会インフォ
はコチラから

開会式18:45～

「セブンチケット」 サイトまたは、
セブンイレブン店舗のマルチコピー機で受付
「相模原納涼花火大会」 で検索

第45回第45回

8 / 2 6から大会当日までご利用できます。

開催・延期・中止について

テ レ ホ ン サ ー ビ ス
0180-99-12330180-99-1233

【品質・品格・信頼】    

電気設備工事  設計・施工

合同電気工事株式会社
代表取締役  大岩 茂

相模原市中央区富士見6-15-10
TEL:042-751-1001  FAX:042-751-1231

過去の大会ポスター 昭和時代の花火大会の様子

大正時代の当時の相模川

新元号「令和」を
記念したナイアガラ花火



花火＆花火師紹介

花火師紹介

相模原納涼花火大会では
市内唯一の担当に当たる
緑区大島の花火店。大型
の大会から、夏祭りや学
園祭スポーツ大会などの
花火まで様々な花火の打
ち上げに携わる。
………………………………
〒252-0135 神奈川県相模原市
緑区大島 1550-5

創業明治 40 年、厚木に
位置する技術と知識が融
合した神奈川の花火業界
の 最 前 線 を ひ た 走 る 老
舗。大会花火師の中で唯
一花火の製造工場を持つ
THE 花火職人。
………………………………
〒243-0205
神奈川県厚木市
棚沢 193 番地

愛 川 町 に 古 く か ら 続 く
花火店。早打ちが得意な
相 模 原 納 涼 花 火 大 会 の
スターマイン担当。愛川
町の周辺地域密着型で企
画演出予算等、相談承り
ます。
………………………………
〒243-0303 神奈川県愛甲郡
愛川町中津 6266

相模原納涼花火大会の
花火の特徴

打上げ発数は約 10,000 発！
そして打ち上げ場所が観客席にとても近く
大規模な花火が間近で見られるのが、
相模原納涼花火大会の特徴です。
また空中ナイアガラやスターマインなどの
花火師さんの技が光る花火から、
想いのこもったメッセージ花火のコーナーまで
見る人を飽きさせない演出も見どころ !!

山田花火店相模煙火店 ㈱ファイアート神奈川

スターマイン
相模原納涼花火大会の見どころの一つ。その
華々しさと圧倒的スピードで見るものを魅了し
ます。スターマインとは「速射連発花火」のこと。
かつての花火大会では仕掛け花火の合い間に打
ち上がる「裏打ち」として脇役扱いだったのが、
今では誰もが認める主役級の活躍ぶり。いくつ
もの花火を組み合わせて短時間に数十～百発の
大量の玉を連続的に打ち上げる花火です。

メッセージ花火
花火師ではなく、市民が主役になる花火。込め
られた思いに毎年思わず目頭が熱くなること必
至の相模原納涼花火大会の常連プログラム。プ
ロポーズからお祝い事、そして故人を偲ぶメッ
セージまで多岐に渡る。
※毎年開催前にメッセージ協賛者を募集。詳し
くは大会ホームページまで。

百花繚乱
言わずと知れた相模原納涼花火大会のグランド
フィナーレを飾るプログラム。早打ちからス
ターマイン、果てには大玉までを織り交ぜた夏
の夜空の主役間違いナシの豪華絢爛な花火プロ
グラム。

「ドローンで撮影した
　　　　　空中花火」

「大迫力の花火を
　　　　動画で見よう」

撮影：第 48 回大会映像
　　　（2019 年撮影）
協力：WARNER GRAY

撮影：第 46 回大会映像
　　　（2017 年撮影）
配信チャンネル：
さがみはら情報局サガドゥ！



たくさんの写真
ありがとう

 # プレイバック
　あなたのメモリアル花火

ここに載せきれなかった写真は
大会 WEB サイトで公開いたします。

2021 年 12 月から 2022 年１月にかけて、SNS や広報紙で「あなたの思い出が詰まった
花火大会の写真」の提供を呼びかけ、多数の方からご協力を頂けました。
ここで紹介するとともに提供者の皆様に心より御礼申し上げます。

※一部、相模原市役所より写真をご提供いただいております。



大野産業（株）

小川工業（株）

神奈川県民共済生活協同組合

（株）GRANDILL

相模原市農業協同組合

相模トライアム（株）

相模原工業協同組合

公益社団法人相模原市観光協会

相模原地域連合

（株）サンエー

セレモニー真富

（株）大相模カントリークラブ

（株）大真

長野県立科町商工会

日本電子工業（株）

（株）野﨑工業所

ハウスドゥ相模原横山台店 夢のなかまたち（株）

藤野やまなみ温泉
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㈱

ご協賛ありがとうございました。　協賛広告は、種別毎に 50 音順にて掲載させていただいております。


