親子で楽しいイベント情報
観音大祭

４月第2日曜日

交通
ＴＥＬ

４月21,22日

おとうろうまつり 愛宕神社例大祭

鍵山栄町通り

御祈祷会。高倉お囃子、子どもスケッチなど
イベントが数多く行われています。模擬店も
あり、桜もきれい。

入間市駅より徒歩15分
04-2962-2912（高倉寺）

内容

千年以上の歴史を誇る氏神様のお祭りで、ユネスコ無形文化
遺産となった川越より伝わった「屋台行事」が囃子の音もにぎ
やかに運行されます。500ほどの露天商が並ぶ姿も圧巻です。

交通

入間市駅より徒歩10分

主催

愛宕神社「祭礼」おとうろうまつり実行委員会
「通り山車の運行等」

５月5日

交通 入間市駅より徒歩10分

７月14日

内容

交通
主催

子育てフェスティバル実行委員会
NPO法人子育て家庭支援センターあいくる

ＴＥＬ

04-2966-2848（NPO法人子育て家庭支援センターあいくる）

メモ

ＴＥＬ

04-2966-2848

入間茶祭り実行委員会

親子で楽しいイベント
情報 詳しくは各タウ
ン誌、入間市公式HP
イベント案内などで確
認してね♪

開催場所は年によって変更することもあります。

７月
入間基地の納涼祭

(豊岡1-8-39サイオスパークビル1F）

入間ショッピングセンターサイオス隣

主催

仏子駅より徒歩10分

NPO法人子育て家庭支援ｾﾝﾀｰあいくる

入間市駅より徒歩10分

入間市駅より徒歩10分

子育て中のパパママと子どもで楽しめる企画が盛り
だくさん。年ごとのテーマにあったイベントを催してい
ます。親子で１日遊べます。

あいくる七夕まつり

内容 エコにこだわった十数本の竹飾りと子ども
たちの描いた500数本のうちわが通りを賑
します。

交通

西武公民館 (野田496）

主催 児童センター
ＴＥＬ 04-2963-9611

新茶の特売の他に、子ども向けイベント
他、多くの催しが行われます。子ども広場も
特設されます。

いるま子育てフェスティバル

児童センター アイクス（向陽台1-1-6）
内容 ボランティアと協力して行われるセンター最大の
おまつり。プラネタリウム無料投影の他、わくわく
ゲームコーナーやウォークラリー、誕生日の星座
絵プリントなど楽しい催しが盛りだくさん。ぜひみ
んなで遊びに来てください！

内容

５月27日

児童センターまつり

交通

５月3日

いるま茶祭り

愛宕神社 （豊岡3-7-2）

高倉寺 （高倉3-3-4）
内容

春～初夏

下旬

７月27～29日
キッズアートギャラリー
入間市博物館アリット （二本木10）

航空自衛隊入間基地第２グランド
内容

市民参加の盆踊り。打ち上げ花火900発。

交通

稲荷山公園駅より徒歩8分

ＴＥＬ

04-2953-6131（入間基地）

内容

子ども達が好奇心や冒険心を持って、遊び
ながら、芸術・アートに触れて体験して、感
性や発想を育むイベントが多数、数日に
渡って開かれる。

交通

入間市駅よりバス１5分

ＴＥＬ 04-2964-2413(中央公民館）

親子で楽しいイベント情報
８月8日

狭山入間川の七夕

水あそび大会
NPO法人子育て家庭支援ｾﾝﾀｰあいくる
(豊岡1-8-39サイオスパークビル1F）

内容

入間市駅より徒歩10分

交通

入間ショッピングセンターサイオス隣
ＴＥＬ

８月上旬
飯能市 納涼大会

８月4,5日予定

狭山入間川河川敷

町なかでチョークで落書きしたり水でっぽ
うや水風船で水あそびを楽しもう。

内容

夏～初春

交通

狭山市駅西口より

ＴＥＬ

04-2953-1205（狭山市観光協会）

むささびひろば夏まつり

飯能河原
内容

初日の夜には花火大会が行われる。2日間は、
商店街が百数十本の竹飾りで埋めつくされ、民
踊流し、各種パレードがある。

８月12日

夕方から花火大会（500発）。
毎年5千人が訪れる。

交通 飯能駅より徒歩20分
ＴＥＬ 042-974-7900 （飯能市観光案内所）

青少年活動センター（小谷田1681-1）
内容 小中学生スタッフや青少年団体の企画運営による森
の中の夏まつり。野外ステージや体験コーナー、食べ
物屋台、ピザ窯料理、お化け屋敷等、家族で一日楽し
める催しが多数。お気軽にご来場ください。
交通 西武池袋線仏子駅から徒歩20分
ＴＥＬ 04- 2962-1005 （青少年活動センター）

04-2966-2848

９月9日

８月15日

9月30日

いるま太鼓セッション

入間納涼花火大会

いるま環境フェア

入間市博物館アリット広場
市内近隣の太鼓を中心に活動しているサークルや
内容 よさこいソーラン等の団体が集まりセッションをしま
す。他に屋台などが出て1日中楽しめます。

西武市民運動場
内容

灯籠流しと盆踊り、模擬店もあるよ。

交通

仏子駅より徒歩10分

交通 入間市駅よりバス15分
ＴＥＬ 04-2964-1111 （自治文化課）

ＴＥＬ

04-2964-4889 （入間市観光協会）

メモ

産業文化センター (向陽台1-1-7）

95年に市民ボランティアと行政が協働を目指
した新しい地域文化。

内容

環境保全活動に関する展示・報告・体
験・模擬店など。

交通

入間市駅より徒歩10分

共催

環境フェア実行委員会・
入間市環境まちづくり会議・入間市

１０月20日※雨天２１日
○さやま子どもフェスタ

１０月27,28日

会場 狭山市智光山公園内
都市緑化植物園芝生広場
内容 さやま子育て支援ネットワーク交流イ
ベント。緑の芝生の上で、親子で楽し
めるあそびの広場など。

狭山市総合子育て支援センター内
さやま子育て支援ネットワーク事務局

航空自衛隊入間基地

産業文化センター付近
内容

山車の引回しのほか、様々な舞踊が披露され
ます。児童センターのイベントや模擬店巡り、
彩の森公園のフリマも楽しい！

交通

入間市駅より徒歩10分

交通 狭山市駅よりバス20分 駐車場あり
TEL 04-2937-3625

入間航空祭

入間万燈まつり

ＴＥＬ 04- 2964-1111 （自治文化課）

１１月３日 １１月11日予定

内容 ブルーインパルスの曲技飛行は基地の中で
見るべし！ また、ミス航空祭パレード、演
奏会、警備犬訓練展示などイベント多数。

あおぞらフリーマーケット
入間市博物館アリット内市民広場
内容

交通 稲荷山公園駅下車

交通

ＴＥＬ 04-2953-6131（入間基地）

ＴＥＬ

メモ

時間：9:00から15:00まで

不要になった日用品、雑貨、衣類、古本、おもちゃな
どの販売。詳しくは広報をご確認ください。(出店者
募集：広報いるま9/15号、開催のお知らせ：10/1号）

入間市駅からバス１5分
04-2934-7711（アリット:当日のみ）
04-2934-5324（リサイクルプラザ）

１2月上旬

＊1月・2月地元の人向けの祭り＊

1月14日

いるま生涯学習フェスティバル

■ 初甲子様

弁財天の大祭

産業文化センター他
内容

交通

入間市駅より徒歩10分

ＴＥＬ

04-2964-1111（社会教育課）

メモ

20年以上も続く「いるまなびと」の祭典です。

武蔵野七福神の一つ「大黒天」のお祭。 露店が
多く並びます。地元商店街が力を入れていて、
ケッコウ楽しい!

円照寺 （入間市野田158）

生涯学習活動の展示・実演・体験・講演を中
心に市民と行政との協働によるまちづくりを目
指した入間市ならではのお祭り。

内容

武蔵野七福神の一つ「弁財天」の大祭。
露店が並ぶ、懐かしい感じのお祭り。

交通

元加治駅より徒歩3分

長泉寺（豊岡2-2-8）

一年で最初の甲子の日

■ 節分祭 2月3日
中野原稲荷神社
（入間市上小谷田1丁目地内）
豆まき・みかん投げが行われます。

３月

ドラマフェスタin入間
入間市市民会館他
内容

演劇・人形劇・ワークショップ！
人間味豊かに、ふるさと入間での表現の祭り。これは入間人一人ひとり
が輝くためのフェスティバルです。

交通

入間市駅より徒歩15分

ＴＥＬ

04-2964-2413 （中央公民館）

メモ

演劇、ミュージカル、人形劇、影絵、ブラックシアター、読み聞かせ
などなど、小さい子どもから大人まで楽しめる内容盛りだくさん。ま
ずはチラシをチェックしよう。

３月上旬

３月上旬
健康福祉センターまつり
内容

交通

入間市駅よりコミュニティバスてぃーろーど
（4番のりば）約20分、他

ＴＥＬ
メモ

04-2966-5511（健康管理課）
子育て以外にも、健康・福祉に関わる展示やイベント
が行われている地域の祭り。

青少年活動センター （小谷田1681-1）
内容

小中学生スタッフや青少年団体の企画運営による森の中の春まつり。
野外ステージや体験コーナー、食べ物屋台、ピザ窯料理、お化け屋敷
等、ご家族で一日楽しめる催しが多数。お気軽にご来場ください。

交通

西武池袋線仏子駅から徒歩20分

ＴＥＬ

04-2962-1005 (青少年活動センター）

ノンビリこそだてひろばまつり
二本木公民館 （二本木256-1）

入間市健康福祉センター（上藤沢730-1）
見て楽しい！参加して楽しい！懐かしい！など多数
の遊べるイベントの他、体験しながら学べるコーナー
があります。食べ物の模擬店もあり、一日遊べます。

３月上旬
むささびひろば春まつり

内容

子育て支援団体による、お子さんと家族のためのイベント
です。親子遊びやステージを楽しみ、お友達を見つけてみ
ませんか？

交通

入間市駅より博物館までバス15分、博物館より徒歩8分

ＴＥＬ

04-2934-2672（二本木公民館）

４月に行われる入間基地の
ランウェイウォークの申し
込みは３月中だよ。

