イベントカレンダー
の見方
●吾妻橋＆押上エリア
●鐘ヶ淵＆向島エリア
●八広＆京島エリア
●錦糸町エリア
●両国エリア
【

隅田川花火大会
（7月）
●鐘ヶ淵＆向島エリア ●吾妻橋＆押上エリア

香梅園梅まつり（2月）
●錦糸町エリア

隅田川七福神めぐり
（1月）
●鐘ヶ淵＆向島エリア

すみだの
お祭り・イベント
カレンダー
すみだには、一年を通じて催し物がいっぱい。
今回ご紹介するお祭り・イベント以外にも、まだまだたくさんあります。
ぜひお出かけください。

すみだガラス市

毎年4月と10月に開催される日本で唯一のガラス器だけの市で
す。近隣の工場で作られたガラス製品が並びます。

●大横川親水公園長崎橋跡広場
【実行委員会 03-3631-4181】

すみだ鯉のぼりフェア

子どもたちの健やかな成長を願い、持ち寄られた鯉のぼり450
匹が、東京スカイツリー ®に向かって大空を泳ぎます。

●東白鬚公園【すみだカット倶楽部 090-3501-9082】

すみだ川ものコト市

モノづくりにこだわりを持った店舗・作家達が出店。ワークショッ
プや地元名店のフードなども楽しめます。4月と10月に開催。

●牛嶋神社
【ものコト市実行委員会 info@sumida-monokoto.info】

1月

墨田ジョージ・ホロカイ・レイ・
アロハ・フェスティバル

本当のハワイアンスピリットとハワイアンスタイルの楽しみ方
を墨田区から発信します。

●錦糸公園【実行委員会 03-3829-3326】

隅田川七福神めぐり

墨田区無形民俗文化財に登録された年中行事です。御分体を
集めたり、色紙に御朱印を頂きながら約3km巡ります。

●三囲神社●弘福寺●長命寺●向島百花園
●白鬚神社●多聞寺【墨田区観光協会 03-5608-6951】

大相撲初場所

日本相撲協会によって年6回興行される大相撲本場所の1つ。
毎年1月に行われています。

●国技館【日本相撲協会 03-3623-5111】

5月
大相撲五月場所

日本相撲協会によって年６回興行される大相撲本場所の1
つ。毎年5月に行われ、夏場所とも呼ばれています。

●国技館【日本相撲協会03-3623-5111】

2月

杉山検校祭

江戸時代の盲目の鍼師、杉山検校の命日に、彼の遺徳を偲んで
鍼灸マッサージ師が集い、墓前で祭儀を行います。

●江島杉山神社【江島杉山神社 03-3863-1308】

わんぱく雪まつり

山形県鶴岡市朝日地域から届けられる雪での雪遊びと、模擬
店や物産展を楽しめます。

●わんぱく天国【わんぱく天国 03-3612-1456】

ご当地キャラクター
フェスティバルinすみだ

すみだのご当地キャラクターや「ソラカラちゃん®」のほか、
全国のご当地キャラクターが大集合します。

●大横川親水公園、ソラマチ広場他
【墨田区観光協会 03-5608-6951】

向島百花園梅まつり

百花園に咲く梅の花と、投扇興（とうせんきょう）、篠笛演奏、
大道芸など、江戸の文化を紹介する催しを楽しめます。

●向島百花園【向島百花園 03-3611-8705】

香梅園梅まつり

江戸時代の梅の名所、小村井梅屋敷を再現した香梅園で、
85種120本の花 梅を鑑賞できます。

●小村井香取神社境内
【小村井香取神社 03-3612-0878】

両国国技館落成を祝い1985年より毎年開催。一般公募の
5000人がベートーヴェンの「第九」を歌い上げます。

●国技館
【国技館すみだ第九を歌う会 03-5608-1611】

平和への誓いと願いが込められたオブジェの展示や、平和を
祈念するコンサートが行われます。

●すみだリバーサイドホール1階アトリウム
【墨田区文化芸術振興課 03-5608-6181】

春季慰霊大法要

関東大震災と東京大空襲の犠牲者を慰霊し、平和を祈念する
大法要です。毎年3月と9月の2回行われます。

●東京都慰霊堂【東京都慰霊協会 03-3623-1200】

7月
隅田川花火大会

夏の風物詩として全国的に有名な花火大会です。花火コンクー
ルが行われ、約2万発の花火が打ち上げられます。

●桜橋下流 ●駒形橋下流
【墨田区文化芸術振興課 03-5608-1111】

国技館
5000人の第九コンサート

すみだサマーフェスティバル

音楽ライブ、水遊びプール、模擬店、フリーマーケット、子
ども向けスイカ割り大会などが行われます。

●東白鬚公園【すみだカット倶楽部 090-3501-9082】

3月

大輪朝顔展

直径20cmにも及ぶ大きな朝顔を、約500鉢展示します。

●向島百花園【向島百花園 03-3611-8705】

8月

平和祈念行事
「26万人の平和メッセージ」

区民納涼民踊大会

どなたでも参加できる盆踊り大会です。

●東京ソラマチ®
（予定）
【墨田区スポーツ振興課 03-5608-6312】

さくら堤通り花まつり

夜間はライトアップされ、夜桜も堪能できます。福祉バザー、
模擬店、フリーマーケットなどが開催されます。

●東白鬚公園【すみだカット倶楽部 090-3501-9082】

隅田川・白鬚橋
納涼水辺まつり

音楽ライブ・ハワイアン・フラダンス納涼盆踊り大会を開催
します。

●東白鬚公園【すみだカット倶楽部 090-3501-9082】

墨堤さくらまつり

江戸時代に8代将軍徳川吉宗が整備したとされる桜の名所です。
向島芸妓茶屋、模擬店などが出店されます。

●隅田公園【墨田区観光協会 03-5608-6951】

納涼の夕べ

名園の旧安田庭園で開催。ライトアップされた庭園内で、
池の上の茶席での野点、琴や尺八の演奏を堪能できます。

●旧安田庭園【墨田区観光協会03-5608-6951】

錦糸公園桜まつり

ソメイヨシノやオオシマザクラなど163本もの桜が咲き、東京
スカイツリー ®とのコラボレーションも楽しめる。

●錦糸公園

隅田川おどり納涼大会

自由参加できる納涼盆踊り大会です。金魚すくい、輪投げ、古
本市など、チャリティ夜店広場でも楽しめます。

●墨田区役所前うるおい広場
【実行委員会 03-3611-8845】

すみだ春のまち歩きイベント

すみだを巡るスタンプラリーをはじめ、楽しいイベントが盛り
だくさんの2日間です。

●すみだ全域
【墨田区観光課

すみだストリート
ジャズフェスティバル

入場無料のジャズイベントです。屋外ならではの音色を楽しむ
ことができます。
（約30ステージ 約250バンド）

●すみだ全域
【実行委員会 http://sumida-jazz.jp/sj/】

4月

虫ききの会

園内に放たれた虫の音を聞く風情ある催しです。絵行灯（え
あんどん）とボンボリが点灯され、野点も楽しめます。

●向島百花園【向島百花園 03-3611-8705】

梅若忌

4月15日は梅若丸の命日。法要のほかイベントがあります。

●木母寺【木母寺 03-3612-5880】

すみだ錦糸町
河内音頭大盆踊り

本場河内より“音頭取り”を招き､ 東日本で唯一開催される河
内音頭の盆踊りです。毎年３万人の老若男女が踊ります。

●竪川親水公園特設会場
【実行委員会 03-3631-8506（ミュージックセキネ）
】

早慶レガッタ

隅田川の春の風物詩となっているボートレースです。

隅田川新大橋上流～●桜橋上流

イベント情報は2019年3月時点でのものです。変更の場合がありますので、お出かけの際には事前にお問い合わせください。
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】は問合せ先

Enjoy! SUMIDA Festival & Event

03-5608-6500】

イベント情報は2019年3月時点でのものです。変更の場合がありますので、お出かけの際には事前にお問い合わせください。
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吉良祭・元禄市
（12月）
●両国エリア

すみだまつり・こどもまつり
（10月）
●錦糸町エリア

9月
秋季慰霊大法要

関東大震災と東京大空襲の犠牲者を慰霊し、平和を祈念する
大法要です。毎年3月と9月の2回行われます。

●東京都慰霊堂【東京都慰霊協会 03-3623-1200】

大相撲九月場所

日本相撲協会によって年6回興行される大相撲本場所の1つ。毎
年9月に行われています。

●国技館【日本相撲協会 03-3623-5111】

萩まつり、月見の会

全長30mの萩のトンネルが情緒ある花園で、お供え式、絵行
灯（えあんどん）の点灯、琴の演奏、茶会などが行われます。

●向島百花園【向島百花園 03-3611-8705】

すみだまつり・こどもまつり

音楽、芸能、バザーなどが行われるすみだまつりと、子ども
たちが楽しめるこどもまつりが同時開催されます。

●錦糸公園、錦糸町駅北口他
【墨田区文化芸術振興課 03-5608-6181】

すみだガラス市

毎年4月と10月に開催されます。チャリティーセールやとんぼ
玉づくり体験、江戸切子の実演コーナーもあります。

●大横川親水公園長崎橋跡イベント広場
【実行委員会 03-3631-4181】

十三夜

江戸時代から続く伝統行事や自然に親しむ催しが行われる。

●向島百花園【向島百花園 03-3611-8705】

北斎祭り

すみだ北斎美術館がある北斎通りで行われます。ワークショッ
プなどでアートを身近に楽しめます。

●北斎通り周辺
【北斎通りまちづくりの会 03-3624-3939】

すみだ川ものコト市

モノづくりにこだわりを持った店舗・作家達が出店。ワークショッ
プや地元名店のフードなども楽しめます。4月と10月に開催。

●牛嶋神社
【ものコト市実行委員会 info@sumida-monokoto.info】

すみだを巡るスタンプラリーをはじめ、楽しいイベントが盛り
だくさんの2日間です。

●すみだ全域
【墨田区観光課

10 月

11 月
すみだ秋のまち歩きイベント

03-5608-6500】

12 月
義士茶会

吉良上野介と茶の湯を通じて親交のあった山田宗徧ゆかりの流派
「宗徧流」による湯茶接待を受けられます。
（チャリティー）

●江戸東京博物館【墨田区観光協会 03-5608-6951】

吉良祭・元禄市

吉良上野介とその家臣たちの供養祭です。元禄市は衣料品、
日用品など、約80店の出店があります。

●本所松坂町公園周辺
【墨田区観光協会 03-5608-6951】

義士祭

赤穂義士たちを供養する慰霊祭です。神官が祝詞をあげ、関係
者が玉串を捧げます。甘酒のふるまいもあります。

●本所松坂町公園【墨田区観光協会 03-5608-6951】

すみだ太鼓まつり

墨田区内の和太鼓グループが一堂に会し、磨き上げた技を披
露します。躍動感溢れる太鼓の競演は迫力満点です。

●江戸東京博物館ホール
【墨田区太鼓連盟 03-3631-8243】

すみだイルミネーション

南池周辺の樹木やフェンスに干支、花火、東京スカイツリー ®
などをモチーフにしたイルミネーションが点灯されます。

●東白鬚公園【すみだカット倶楽部 090-3501-9082】

イベント情報は2019年3月時点でのものです。変更の場合がありますので、お出かけの際には事前にお問い合わせください。
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