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WARABI CITY 60TH ANNIVERSARY 

60TH 

ANNI 

VERSARY 

蕨市６０周年をお祝いする 

記念事業 

 記念ビッグフラッグやグッズの製作なども予定しています。また、｢市制施行60周年｣

の名称を付けてイベント等を実施していただける市民団体の皆さんを随時募集中です。 

OTHER その他の記念事業 EVENTS 

※◎印は60周年記念事業として市が計画した事業（新規・拡充）です。その他は、60周年をお祝いし、市民団体等や市の実施する事業に60周年の冠を付けて実施するものです。 ※内容は変更する可能性があります。また、一部事業は一般参加できません。     詳細＝政策企画室（☎433-7698） 

７月ｰ９月 
７ 月 

あさがお＆ほおずき市 ■６日・７日 蕨駅東口一番街 

わらてつまつり ■６日・７日 旭町公民館、文化ホールくるる 

蕨市剣道大会 ■７日 市民体育館 

蕨市歩こう会創立40周年記念事業 ■７日・８日 美ヶ原、上高地方面（長野県） 

コミュニティのまち 蕨から考えよう 子どもの育ちが危うい！～遊びこそ学び～（仮） 

(協働提案事業） ■14日 中央公民館 

蕨のアーティストたちVol.32 蕨市音楽家協会 Chamber Trumpets ■15日 文化ホールくるる 

サマーパークフェスティバル2019／第53回青少年まつり ■21日 市民会館・中央公民館 

12 月 

４月ｰ６月 

第46回蕨市野球連盟会長旗杯軟式野球大会 ■７日ほか 富士見グラウンド 

第54回蕨市早朝野球大会 ■７日 富士見グラウンド 

埼玉県の名峰「武甲山」の保全と自然保護を考える集い ■13日 中央公民館 

市民バドミントン大会 ■14日 市民体育館 

蕨のアーティストたちVol.31 蕨市音楽家協会 中村美音＆髙野麗音デュオコンサート ■14日 文化ホールくるる 

わらびユニークダンス 那須交流の旅・パーティー ■20日・21日 わいわいホール那須（栃木県） 

蕨市ネオホッケー大会2019 ■28日 市民体育館 

市制施行60周年記念オープニングセレモニー ■29日 歴史民俗資料館前 

苗木市・藤まつり ■29日 旧中山道、三学院 

４ 月 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

◎ 

５ 月 

仏教家と画家が紐解く 暁斎が仏画に込めた想い ■３日 市民会館 

蕨書道連盟40周年記念小品展 ■３日～５日 旭町公民館 

第55回蕨市少年相撲大会・第33回わんぱく相撲蕨場所 ■19日 市民体育館 

蕨市子育て支援フェスタこどもまつり2019 ■26日 福祉・児童センター 

奥田弦ジャズライブ“夢幻JAZZ”feat.ユッコ・ミラー ■26日 文化ホールくるる 

 

 

６ 月 

新緑登山教室 ■８日・９日 信濃わらび山荘、入笠山（長野県） 

蕨市体育協会錦町・北町支部球技大会 ■９日 市内小学校 

第６回蕨市民会館映画祭 大林信彦監督作品「花筐｣ ■16日 市民会館 ※同監督によるトークあり｡ 

蕨市体育協会中央・南町・塚越支部球技大会 ■16日 市内小学校ほか 

リコーダーアンサンブル20周年記念コンサート ■22日 下蕨公民館 

チェンバーオーケストラ蕨 第３回定期演奏会 ■23日 市民会館 

市民バドミントン大会団体戦 ■23日 市民体育館 

蕨混声合唱団バースデーコンサート ■29日 下蕨公民館 

あじさいまつり ■６月 ねむのき公園 

視覚障害者の人の講演会 ■６月 南公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

 

 

◎ 

第19回わらび健康まつり・第21回歯ッピーわらび ■６日 市民体育館、北町公民館 

第56回蕨市文化祭(10月開催分) ■第108回民謡民舞大会 20日 市民会館／第56回俳句大会 20日 旭町公

民館／第166回謡曲大会 27日 北町公民館 

蕨市体育協会錦町・北町・中央・南町支部体育祭 ■20日 市内小学校 

園芸祭 ■25日・26日 中央公民館 

蕨のアーティストたちVol.34 ■27日 文化ホールくるる 

蕨市体育協会塚越支部体育祭 ■27日 東小学校 

五市（蕨、草加、上尾、朝霞、北区）合同稽古会及び審査会 ■27日 市民体育館 

ふれあいの集い ■28日 南丁張公園（雨天時は南公民館） 

第11回中学生の主張inわらび ■31日 市民会館 

親子でハロウィンを楽しもう ■10月 ねむのき公園 

ワンコイン寄席 ■10月 市民会館 

８ 月 ９ 月 

11 月 
10月ｰ12月 

市制施行60周年記念式典 ■２日 市民会館 

※｢市制施行60周年記念式典をお祝いする活花の展示｣（協働提案事業）も実施。 

中仙道武州蕨宿宿場まつり ■３日 旧中山道 

第56回蕨市文化祭(11月開催分) ■茶道連盟茶会 ３日 歴史民俗資料館分館／舞踊連盟発表会 ３日 

市民会館／第８回蕨市｢彩の花｣展 ３日･４日 市民会館／邦楽舞踊大会 ４日 市民会館／第５回花づくし 

蕨作品展 ９日･10日 中央公民館／第56回市民合唱祭 10日 市民会館／第46回吟剣詩舞連盟大会 23日 南 

公民館／秋季市民将棋大会 24日 中央公民館／第６回ダンスフェスティバル 24日 市民会館 

蕨市立小・中学校合同音楽会 ■７日 市民会館 

わらび座ミュージカル KINJIROU ■16日 市民会館 

第31回ゲートボール連盟杯大会 ■19日 市民公園 

第51回蕨市公募美術展覧会 ■20日～24日 文化ホールくるる、旭町公民館 

園芸品評会 ■22日・23日 中央公民館 

第38回蕨市民レクリエーション大会 ■23日 市民体育館、北町公民館 

第18回子ども会ドッジボール大会 ■24日 市民体育館 

10 月 

機まつり ■２日～５日 西口駅前通り、桜橋通り 

第57回蕨市民水泳大会 ■４日 塚越小学校 

蕨歴史ヒストリア 市民が語る蕨の歴史（協働提案事業） ■12日 文化ホールくるる 

第15回南まつり ■24日 南小学校 

第５回 蕨市民音楽祭 ■31日・９月１日 市内各所 

夏季市民水泳教室 ■８月 塚越小学校 

◎ 

 

◎ 

蕨のアーティストたちVol.33 蕨市音楽家協会 ■１日 文化ホールくるる 

子ども会スポーツ中央親善大会 ■８日 東小学校ほか 

市内公立中学校体育祭 ■14日 各中学校 

第77回蕨市民体育祭秋季大会兼第19回蕨市民武術太極拳交流大会 ■15日 市民体育館 

第36回蕨シルバーカップ野球大会 ■16日 富士見グラウンド 

ラジオ深夜便のつどい（ＮＨＫ全国放送公開番組） ■21日 市民会館 

市内小学校運動会 ■21日 各小学校 

“蕨と武蔵野”民謡民舞の旅（仮） ■28日 市民会館 

市民ソフトテニス大会 ■29日 富士見テニスコート 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

◎ 

 

◎ 

第60回蕨市民ロードレース大会 ■８日 第一中学校、大荒田ランニングコース周辺 

市民体育祭兼市民バドミントン大会 ■８日 市民体育館 

歳末チャリティダンスパーティ ■８日 文化ホールくるる 

ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタ in 蕨 ■22日 市民体育館 

駅西口広場イルミネーション ■12月 蕨駅西口広場 

イルミネーション in ねむのき公園 ■12月 ねむのき公園 

 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

第14回彩の国21世紀郷土かるた蕨市大会 ■19日 中央小学校 

一日体験・発表 学んで楽しい伝統文化 ■25日・26日 文化ホールくるる 

わらびクラシックフェスタ 11 ■１月 市民会館 

高齢者クラブ連合会芸能大会 ■８日 市民会館 

開運！なんでも鑑定団 出張！なんでも鑑定団 in 蕨 (仮) ■11日 市民会館 

第26回わらび郷土かるた大会 ■16日 中央小学校 

冬季市民バドミントン大会 ■16日 市民体育館 

消費生活展 ■22日・23日 中央公民館 

 

◎ 

第34回わらびオープン卓球大会 ■１日 市民体育館 

蕨市写真連盟合同写真展 ■５日～８日 旭町公民館 

スポーツフェア2020 ■８日 市民体育館 

第22回蕨市民公園桜まつり ■28日・29日 市民公園 

猪俣千代子先生句碑建立３周年記念句会 ■３月 市民公園、東公民館 

ｰ 

日程等調整中の催し  
 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

市制施行60周年お祝い給食の提供（学校給食） 

ボランティア・市民活動「見本市」 ■中央公民館 

蕨市コミュニティ運営協議会研修会 

安全安心きれいなまちづくり研修会 

３世代でのグラウンドゴルフ交流会 ■南小学校 

南サッカースポーツ少年団 親子でボッチャ大会 ■南小学校 

弦楽合奏（仮） ■文化ホールくるる 


