
公式グッズ

③万燈まつり焼き印入り
　拍子木　300円

②オリジナルストラップ　300円

①巾着　600円～

④「祭万燈」万燈オリジナル酒　1,940円
当日はオリジナル酒販売所で販売。

⑤万燈公式DVD　1,000円

⑦万燈まつり記念桝（５勺）
　500円

⑥万燈まつり記念バッチ
　1,000円

販売場所：①・②・⑥・⑦は観光協会

　　　　　①・③・⑧・⑨はリサイクルフェア

※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。

⑧まつり竹ぐいのみ
　200円

⑨柏子木ストラップ
　200円予約受付中！ご希望の方は市役所自治文化課まで。

公式グッズ
入間ケーブルテレビ、
エフエム茶笛のまつり放送

万燈まつりのメインイベントとして、万燈ばやし「真
都利」にあわせ、振万燈を持った団体が「入間万燈お
どり」を踊りながら行列します。 けやき通り

各団体が伝統にとらわれず、万燈をイメージして自由
に創作した山車・御輿で行列します。
ひばりどり」を踊りながら行列します。 ひばりどり」を踊りながら行列します。 ひばりひばりひばりどり」を踊りながら行列します。 通りどり」を踊りながら行列します。 通り通りどり」を踊りながら行列します。 →けやき通りどり」を踊りながら行列します。 →けやき通り→けやき通り→けやき通り→けやき通り→けやき通り→けやき通り→けやき通り

25日（土） 17：45～19：45【生中継】
26日（日）～11月2日（土）【再放送】
13：00～15：00（毎日）
19：30～21：30（毎日）

入間ケーブルテレビ　地上111ch（STBを通してご覧ください）

25日（土）  17：00～19：00「入間万燈まつりスペシャル」
26日（日） 14：00～16：00 「入間万燈まつりスペシャル」

エフエム茶笛（FM77.7MHz）

佐渡鬼太鼓 25日（14：20、15：30、16：45）、26日（10：45）

万燈創作行列 26日（11：35）

万燈まつりのメインイベントとして、万燈ばやし「真
都利」にあわせ、振万燈を持った団体が「入間万燈お
どり」を踊りながら行列します。 けやき通り

万燈まつりのメインイベントとして、万燈ばやし「真
都利」にあわせ、振万燈を持った団体が「入間万燈お
どり」を踊りながら行列します。 
ひばり通り→けやき通り

万燈ながし 26日（11：10）

おけさ流し 25日（15：20）

ひっかわせ 25日（18：45）

御輿の競演

入間行列 25日（17:15）

26日（13：05）

有料広告

山車等が集まり「みんなの気持ち、思いを持ち寄る」瞬間。競い合う、
響き合うお囃子の音に会場全体がクライマックスを迎えます。　産文前
山車等が集まり「みんなの気持ち、思いを持ち寄る」瞬間。競い合う、
響き合うお囃子の音に会場全体がクライマックスを迎えます。 産文前産文前産文前産文前産文前産文前産文前

主なイベント
ま

つ　り

本場佐渡市からの団体と踊り自慢の市内婦人会
等9団体、総勢200人もの人が「佐渡おけさ」
と「入間音頭」を踊る様は圧巻です。
けやき通り→産文前けやき通り→産文前けやき通り→産文前けやき通り→産文前

佐渡市の郷土芸能です。身を震わせ
髪を乱し必死に打つ太鼓と凄まじい
形相をした雌雄の鬼が舞う姿は、見
る者の心を奪うでしょう。
産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口

※万燈まつり開催中、会場内では記録・広報の
写真やビデオ撮影が予定されています。ご来場
の皆さんが撮影の対象となる場合があります。
ご了承ください。

各団体が独自の演出で御輿担ぎを披露します。
茶の花通り→ひばり通り→けやき通り

まつりに参加する団体がすべて参加します。金棒引
き、高万燈、主催者、姉妹都市を先頭に万燈山車、
万燈踊り、伝統山車、伝統屋台・やぐら、御輿等が
夕闇の中で万燈色豊かに大行列します。
茶の花通り→ひばり通り→けやき通り

本場佐渡市からの団体と踊り自慢の市内婦人会
等9団体、総勢200人もの人が「佐渡おけさ」
と「入間音頭」を踊る様は圧巻です。
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佐渡市の郷土芸能です。身を震わせ
髪を乱し必死に打つ太鼓と凄まじい
形相をした雌雄の鬼が舞う姿は、見
る者の心を奪うでしょう。
産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口産文前、彩の森入間公園入口

※万燈まつり開催中、会場内では記録・広報の
写真やビデオ撮影が予定されています。ご来場
の皆さんが撮影の対象となる場合があります。
ご了承ください。

各団体が独自の演出で御輿担ぎを披露します。
茶の花通り→ひばり通り→けやき通り

まつりに参加する団体がすべて参加します。金棒引
き、高万燈、主催者、姉妹都市を先頭に万燈山車、
万燈踊り、伝統山車、伝統屋台・やぐら、御輿等が
夕闇の中で万燈色豊かに大行列します。
茶の花通り→ひばり通り→けやき通り

万燈の
囃子太鼓に 夢託し

第３６回

2014年
10月 25日 26日土 日

13:15～20:15 9:30～16:45

入間市
産業文化センター周辺

問い合わせ　入間万燈まつり実行委員会事務局　☎04-2964-1111（内線2145） http://iruma-mandoumatsuri.com/
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彩の森入間公園入口

産文前

けやきステージ

産業文化センター産業文化センター

総合案内所総合案内所

佐渡物産展佐渡物産展

工業会工業会

豊岡中豊岡中

祭り館祭り館

Fun-go
マッシェ
Fun-go
マッシェ

●一坪市●一坪市

●ひばりステージ●ひばりステージ

万燈オリジナル酒販売所万燈オリジナル酒販売所

●茶の花ステージ●茶の花ステージ

●復興支援物産展●復興支援物産展

●リサイクルフェア●リサイクルフェア

●消防フェア●消防フェア

入
間
市
駅

入間向陽高校

警備本部

万燈坂上案内所

豊岡小

図書館

市役所市役所

市民会館市民会館

市民体育館市民体育館

PTA広場

総合本部
迷子、怪我など
様々なことに対応します

手話通訳あり

まつり会場まで
徒歩約15分

まつり会場まで
徒歩約10分

落とし物はここに

スタンプラリースタート！

茶の花案内所茶の花案内所

稲荷山公園駅

●

児童センター児童センター

東町小東町小

東町小東町中

BUS

BUS

イルミンイルミン

（けやきステージ）
国際色豊かなステージと、各国自慢の料理
をお楽しみいただけます。食べて踊って、
身近な国際交流を！

入間基地正門前

●ディスク
ゴルフ体験

●ディスク
ゴルフ体験

●
観光協会
●
観光協会

至 武蔵藤沢駅

●●

●●

世界のともだち広場

16:05

16:45

17:15

17:45

18:45

10月25日（土）12:00～21:00
   　  26日（日）  9:00～17:45

交通規制

●市民ボランティアスタッフ（当日はピンク色のジャンパーを着用しています）が会場内の環境

　美化活動をしています。

●会場各所にはごみ箱・割りばし回収BOXを設置しています（地図　マーク）。ごみ減量・分

　別・環境美化に、皆さんのご協力をお願いします。

●犬の連れ歩き、歩きタバコはご遠慮ください。また、自転車は会場に進入できません。

祝い開き（けやきステージ）★

佐渡民謡（茶の花ステージ）

佐渡民謡（けやきステージ）

佐渡鬼太鼓（産文前）

わんぱく力士土俵入り（産文前）

おけさ流し（けやき通り→産文前）

※雨天時は26日9:30～

佐渡鬼太鼓（彩の森公園入口）

子ども御輿（PTA広場）

佐渡鬼太鼓（産文前）

入間行列（茶の花→ひばり→けやき通り）

行列迎え太鼓（産文前）

ひっかわせ（産文前）

→入間万燈中締め（産文前）★

万燈太鼓大合戦（茶の花通り入間基地正門前）

佐渡民謡（産文前）

佐渡民謡（けやきステージ）

佐渡鬼太鼓（産文前）

万燈ながし（ひばり通り・けやき通り）

万燈創作行列

（ひばり通り・けやき通り）

藤沢獅子舞保存会（産文前）

梯子乗り（産文前）

御輿の競演

（茶の花→ひばり→けやき通り）

梯子乗り（彩の森入間公園入口）

山車のひっかわせ（産文前）

入間万燈締め（産文前）★

13:15 10:00

10:15

10:40

10:45

11:10
11:35

12:15
12:40

13:05

15:00

15:05

16:00

14:20

　〃
14:50

15:20

15:30

14:00

26日（日）

飲酒運転は
絶対にダメです！

25日（土）

絶

※会場周辺の駐車場が少ないので電車・バス等を

　ご利用ください

※彩の森入間公園駐車場は両日とも利用できません

※総合案内所には手話通訳者が控えています

トイレ

喫煙所 授乳・おむつ替えスペース

ごみ箱・割りばし回収BOX

車両通行禁止区域

一般駐輪場

一般臨時駐車場 一般有料
駐車場

※障害者（車いす）用駐車場は市役所前

（　      障害者用）

　祭り館

産業文化センター
和室での体験コーナーの他、ベビ
ー休憩室もあります。また、26日
はホール内でダンスバラエティが
あります。

手作りのアトラクション等をたくさんご用意し
ています。
◎アトラクション
25日13：30～16：00　26日10：00～15：00
段ボール迷路、お化け屋敷、ストラックアウト、
人間巨大あみだくじ、１円玉落とし、スライム作り
◎夜のファンタジー
二千本のキャンドルに思い出と夢と希望を灯し
ます。（25日17：00頃～19：00頃）
ゲーム券半額補助
対象　ひとり親家庭等医療費受給者証、
身体障害手帳・療養手帳をお持ちの方
補助内容
４回分１組100円（通常200円）
※１家庭１日１回限り　※数に限りがあります

　Fun-goマッシェ
その他イベント

毎年大好評のイカ焼き、沖汁、おけさ柿などの佐渡の味
覚を販売しています。 25日13：15～、26日9：30～
※おけさ柿は混雑状況により整理券を配布することがあ
ります。

東日本大震災被災地の物産販売です。

●佐渡物産展（豊岡中学校内通路）

25日 13：15～16：30（ゴールは17：30まで）
26日   9：30～15：00（ゴールは16：00まで）

●スタンプラリー（スタートは万燈坂上案内所）

●復興支援物産展（彩の森入間公園内）

ちびっ子に大人気のミニSLが走り、ふわふわドームで
遊べます。26日には伝説のヒーロー仮面ライダー1号が
やって来ます。

●工業会ファミリー広場（豊岡中学校校庭）

ダーツゲーム大会 
25日14：00～、26日10：00～　
※抽選会は開催しません。

●商業協同組合（ルマチップ）
　（けやきステージ向かい）

★：手話通訳付き ★：手話通訳付き

埼玉県市競艇組合から

補助金をいただいております

主催レース開催日
10月22日（水）～26日（日）、10月29日（水）～
11月 3 日（月・祝）、11月 8 日（土）～11日（火）、
12月 3 日（水）～ 7 日（日）

会場案内図

昭和41年に市制へ移行した際、入間市には一体感のあるイベントがなく、各地区でまつりが行わ
れていました。そこで、市内の地域のまつりが一堂に会し、「一年に一度は市民全員が集まろう」
という発想から生まれたのが入間万燈まつりです。万燈という名前は、市内社寺のまつりなどで
その門々に万燈（花笠・提灯等）を飾る風習があったことが由来です。新しい住民と昔からの住民と
の交流、新しい文化と伝統的な文化の融合を図っています。毎年、20万人以上が参加し、盛大に行
われるまつりです。また市民や企業や市役所が一体となる協働のまちづくりにもつながります。

万燈まつりの由来

東町小・中学校の駐車場を利用される場合には、駐車場整備等
協力金として駐車１回につき、1,000円をいただきます。ご理解、
ご協力をお願いいたします。なお、市民体育館、市民会館、
イルミンの駐車場については、無料でご利用いただけます。

東町小・中学校の駐車場は有料です
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