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座間の大凧揚げは、江戸時代後期の文化・文政

年間（1804－1830年）に‘‘端午の節句’’を祝う催

しとして始まり、200年以上の歴史を持つ伝統行事

です。

当初は、2間（3－4m四方）程度の大きさで、各

地域の家々で個々に作って揚げていました。時代が

進むにつれて凧が大きくなり、各地域の青年達が協

力して作り、揚げるようになりました。

現在の大きさになったのは明治時代中頃からです

が、家々が増え、電柱等が多くなるに従って掲揚の

場所がなくなり、田んぼで行われるようになりました。
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昭和36年の大凧揚げ（現座間警察署近辺）

昭和40年代に全市をあげて一箇所で揚げるようになり、昭和50年頃には大凧保存会が結成され相模

川グラウンドで開催するようになりました。

昭和57年には、‘‘かながわまつり50選’’に選定、平成3年には国の選択無形民俗文化財に指定され、

伝統行事・伝統芸能として例年、盛大に開催されています。
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㊨ざまりんグッズの販売　　　　　　　　　の大凧写真展 

㊨大凧写真展　　　　　　　　　　　　　　㊨飲料水の販売（熱中症対策のため） 

㊨飲料水の販売（熱中症対策のため）　　　　　の大凧お焚き上げ 
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※食べ物関係の模擬店は出店しません。新型コロナウイルス感染症対策のため、ご理解、ご協力をお願いします。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、イベントの変更や中止の場合があります。

※飲料水（酒類を除く）の販売はします。

※大凧の掲揚は概ね1時間おきに行う予定ですが、風向き、風速の状況で、変更や

中止の場合があります。



多くの人が関わった大凧を大空へ
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文字書きの様子

糸目付けの様子

まつり当日。

骨組みに紙を

貼る様子

神奈川県座間市の紹介

《／・巧 �� �　　　∴∴ 「∴∴∴ ；＼、（墓 、識1誇髪 

義を＼慈善瀦　　　＿／尋 ��慈 �∴∵∴ 
∴一　　　∴∴一．∴　∴∴一∴∴ 　　　　ヽ！1°‾章 　　　　　　こぶ一定‘ ��／i了、三 浪－／ � 

∴子 〕：∴ ：∴ ∴∴悠∴∴∴ 一∴∴∴∴「：∴云： �　∴∴ 、∴∴胃『∴ ∴一一 �∵∴∴∵二葛∴二 千∴ 鵬潤， �＼＼；守 ．－ 議 ∵∴1、 圭 �綴 i態／、、＼、一編藤懸義一 ∴∵∴∴ 

／凋 

緩鬱饗i翳鶉認諾闇嬢　翳醸 ��� � 

∵　∵∴主事∴短　　　　∴∴詳言 ���黛＼ �緩襲観閲「掘割田圃題詞圃田圃臼田画報臼 ∴∴　∴田園臆園田臆■ 

新元号「令和」を祝い制作した大凧

今年の凧文字は「新風」

凧文字は毎年公募しており、今

年は20作品の中から、市内在住

の飯島康幸さんと清水隆さん考案

の「新風」が選ばれました。この凧

文字には「コロナの収束と共に、

新たな風が世の中を吹き渡らせ、

安全安心の社会を願って」という

意味が込められています。

座間市は、神奈川県のほぼ中央、東

京都Ihから約40km、横浜から約20km

の場所に位置している人口約13万人

の都市です。

市の面積は17，58平方キロメートル

で、台地と低地が混在する起伏に富ん

だ地形をしています。

【交通】

市の南東に幹線道路の国道246号

線が通り、西部の相模川を渡ったとこ

ろには圏央道が通っています。市の南

北を小田急小田原線とJR相模線が貫

き、市の東側には小田急江ノ島線、南

側には相鉄線と、周囲を鉄道に囲まれ
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ているなど交通の便に恵まれています。

【座間のひまわり】

ひまわりの植栽は遊休農地の荒廃対

策として始まりました。

現在は夏に約55万本という首都圏最

大規模でひまわりが咲き誇ります。

市内中学校では、9月の始業式に合

わせて、ひまわりを植えており、学校に

登校する時にひまわりに囲まれる光景

は座間市ならではです。

また、商店街では、ひまわりを使った

焼酎やひまわりクッキーも販売するな

ど、ひまわりによるまちづくりも進めて

います。

【座間の水】

座間市は、市内に多くの湧水が見ら

れる、水が豊かなまちです。そのため、

座間市の水道水の約86％は地下水を

利用しています。

その地下水をそのままアルミボトル

缶に詰めた「ざまみず」は市役所を始め、

市内の約30ヶ所で発売中です。
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回“　回　感染した方が大凧まつり会場に同時期に来場していて・ 
登園，○　　　　　　　来場者に �����濃厚接触などの感染リスクが疑われる場合、 

。苦十°轄雷 ��登録することによって、 ������神奈川県からLINEメッセージが 
1　　　届きます。 
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