
期間：平成29年 7月 1日～ 8月31日

行事名 月/日 時刻 場所 実施町会・自治会 地域

子供デイキャンプ 7月8日 11時00分 板橋第一小学校 氷川町会 仲宿

七夕まつり 7月8日 11時00分 町会事務所前及び隣地駐車場 六ツ和会 徳丸

阿波おどりコン太まつり 7月8日 13時00分 清水稲荷神社 清水宮本睦会 清水

提灯行列 7月13日 18時30分 町会区域内 清水町会 清水

大門須賀神社祭禮 7月15日 14時30分 須賀神社 大門町会 下赤塚

大門須賀神社祭禮 7月16日 13時00分 須賀神社 大門町会 下赤塚

納涼まつり 7月15日 16時00分 板橋第二公園 板橋二丁目町会 板橋

盆踊り 7月15日 17時00分 加賀西公園 金沢自治会 板橋

ふるさと祭 7月15日 17時30分 コミュニティ広場 蓮根三丁目自治会 蓮根

納涼盆踊り大会 7月15・16日 18時00分 篠塚稲荷神社 篠ヶ谷戸町会 下赤塚

茂呂キッズフェス2017 7月16日 11時00分 小茂根四丁目公園 茂呂町会 桜川

ふるさと祭り 7月16日 16時00分 本蓮沼公園 蓮沼仲町会 清水

ふるさと祭 7月16日 17時30分 コミュニティ広場 蓮根三丁目自治会 蓮根

こども祭・盆踊り大会 7月16日 18時00分 サンシティ北の広場 サンシティ管理組合 中台

盆踊り大会 7月17・18日 19時00分 本蓮沼公園 蓮沼仲町会 清水

提灯行列 7月20日 18時30分 町会区域内 清水朝日町会 清水

納涼盆踊り大会 7月21・22日 19時00分 高島平五丁目第二公園 高島町会 高島平

団地祭り 7月22日 14時00分 自治会団地内 稲付自治会 清水

すいか割り大会 7月22日 15時00分 三園公園 三園１丁目町会 成増

第6回板七寺子屋近隣町会共催
親子盆踊り大会

7月22日 16時00分 板橋第七小学校
宮元町会・金井町町会・すみよ
し町会・大山旭町会・熊野町町
会・板七小ＰＴＡ

熊野

仲宿東町会　夏休み子どもまつり 7月22日 16時00分 仲宿ふれあい広場 仲宿東町会 仲宿

納涼盆踊り大会 7月22日 18時00分 仲宿ふれあい広場 仲宿東町会 仲宿

稲荷台納涼まつり 7月22日 16時00分 稲荷台児童遊園 稲荷台自治会 仲宿

世代交流大会 7月22日 18時30分 団地内広場 前野町四丁目第２ｱﾊﾟｰﾄ自治会 前野

納涼盆踊り大会 7月22・23日 18時00分 戸井田酒店駐車場 番匠免町会 下赤塚

夏祭り 7月22・23日 18時00分 高島平二丁目公園 高島平二丁目町会 高島平

納涼盆踊り大会 7月22・23日 18時30分 菅原神社境内 成増第一町会 成増

平成２９年　夏祭り・盆踊り等開催状況（日付順）

平成２９年　夏祭り・盆踊り等開催状況

　　　●内容等詳細については、当方等にご連絡いただきましてもお答えしかねますので、

　　　　地域の掲示板等でご確認ください。

　　　●日程時間等、変更があった場合には、把握できる範囲で修正をします。

　　　●ここに掲載されている情報は、いたばしらいふが独自にとりまとめています。

下記内容をご理解のうえ、夏祭りを楽しんでください。
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期間：平成29年 7月 1日～ 8月31日

行事名 月/日 時刻 場所 実施町会・自治会 地域

平成２９年　夏祭り・盆踊り等開催状況（日付順）

納涼盆踊り大会 7月22・23日 19時00分 志村第五小学校校庭 西台町会 中台

スイカ割り 7月23日 8時30分 プチパーク 中板橋町会 仲町

夏休み子どもレクリエーション 7月23日 10時30分 双葉町ひだまり公園 双葉町南自治会 富士見

桜川町会
こどもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017

7月23日 10時00分 子どもの遊び場（桜川３－１８－６） 桜川町会 桜川

舟渡町会　盆踊り大会 7月25・26日 18時00分 舟渡小学校 舟渡町会 舟渡

町内盆踊り大会 7月25・26・27日 19時00分 若木原公園 若木一・二丁目町会 中台

納涼盆踊り大会 7月25・26日 19時00分 高島平七丁目公園 高島平七丁目町会 高島平

納涼大会 7月27・28・29日 19時00分 宮下公園 前野町三丁目町会 前野

新河岸地区納涼盆踊り大会 7月28日 19時00分 徳丸橋公園 新河岸地区1町会・5自治会 高島平

第31回親子盆踊り大会 7月28・29日 17時30分 板橋第五小学校
中丸中町会・中丸町会・南町
会・板五小ＰＴＡ

熊野

福祉園と合同盆踊り大会 7月28日 18時30分 高島平九丁目第二公園 西台北町会 高島平

盆踊り大会 7月29日 19時00分 高島平九丁目第二公園 西台北町会 高島平

こどもお楽しみ会 7月29日 10時00分 成増児童遊園 成増第二町会 成増

宮元町会納涼大会 7月29日 16時00分 子易神社境内 宮元町会 熊野

コミュニティ横丁祭 7月29日 16時30分 町内路地 清水町睦町会 清水

幸町町会納涼盆踊り大会 7月29日 18時30分 都営幸町アパート内公園
幸町町会・幸町大山住宅自治
会

仲町

新河岸地区納涼盆踊り大会 7月29日 19時00分 徳丸橋公園 新河岸地区1町会・5自治会 高島平

栄町自治会　納涼盆踊り大会 7月29・30日 15時00分 豊島病院外駐車場 栄町自治会 仲宿

町会盆踊り 7月29・30日 17時00分 向原中学校 大谷口二丁目町会 大谷口

納涼盆踊り大会 7月29・30日 18時00分 七軒家公園
上板橋二丁目町会・　　上板橋
ｻﾝﾗｲﾄﾏﾝｼｮﾝ自治会

常盤台

納涼盆踊り大会 7月29・30日 18時00分 下赤塚小学校校庭 上谷津町会 下赤塚

みその盆踊り大会 7月29・30日 18時00分 三園公園 三園１丁目町会 成増

納涼盆踊り大会 7月29・30日 18時30分 板橋交通公園 大山西町町会 仲町

盆踊り大会 7月29・30日 18時30分 弥生小学校 弥生町南町会、弥生町北町会 仲町

盆踊り大会 7月29・30日 18時30分 小茂根二丁目公園 小茂根二丁目町会 大谷口

納涼盆踊り大会 7月29・30日 18時30分 若木小学校校庭 中台若木町会 中台

盆踊り大会 7月29・30日 19時00分 清水稲荷神社 清水宮本睦会 清水

盆踊り大会 7月29・30日 19時00分 蓮沼児童遊園 蓮沼東町会 清水

盆踊り 7月29・30日 19時00分 蓮根みなみ公園 蓮根南町会 蓮根

すいか割り大会 7月30日 6時30分 大谷口北町宮ノ下公園 大谷口北町宮ノ下町会 大谷口

すいか割り 7月30日 7時00分 加賀第二公園 加賀五四自治会 板橋

子どもまつり 7月30日 10時00分 山中児童遊園 藤栄町会 仲宿

子どもまつり 7月30日 11時00分 愛染児童遊園 愛染自治会 富士見

富士見町自治会サマーフェスタ 7月30日 12時00分 平和保育園園庭 富士見町自治会 富士見

夏休み納涼大会 7月30日 13時00分 北前野おもいやり広場 北前野第一町会 前野

仲宿睦町会　子どもお楽しみ会 7月30日 15時00分 仲宿児童遊園 仲宿睦町会 仲宿

盆踊り大会前夜祭 7月30日 16時00分 蓮沼公園 蓮沼西町会 清水
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期間：平成29年 7月 1日～ 8月31日

行事名 月/日 時刻 場所 実施町会・自治会 地域

平成２９年　夏祭り・盆踊り等開催状況（日付順）

盆踊り大会 7月30・31日 19時00分 蓮沼公園 蓮沼西町会 清水

第34回　成増阿波おどり大会 8月3日 17時30分 成増駅周辺およびアクトホール
成増支部
成増駅周辺商店街

成増

ちびっ子フェスタ 8月5日 15時00分 板橋四ツ又通り高架下広場 板橋四ツ又町会 板橋

納涼の夕べ（盆踊り大会） 8月5日 18時00分 団地敷地内 前野町四丁目第５ｱﾊﾟｰﾄ自治会 前野

いたばし花火大会 8月5日 19時00分 荒川河川敷 板橋区

納涼盆踊り 8月5・6日 18時00分 板橋第十小学校 大谷口一丁目町会 大谷口

子どもまつり 8月6日 15時00分 水久保公園 常盤台三丁目町会 常盤台

地域・子供の交流
スイカ割大会、ビンゴ大会

8月6日 10時00分 板橋三丁目児童遊園 金沢自治会 板橋

すいか割り大会 8月6日 10時30分 成増北第一公園 成増団地自治会 成増

夏休み親子納涼大会 8月6日 16時00分 あずま橋広場 板橋東町会 板橋

上町納涼祭 8月6日 16時00分 旧板橋第三小学校校庭 本町上町会 富士見

納涼盆踊り大会 8月6・7日 18時00分 中田出世稲荷 梶山町会 下赤塚

わくわく盆踊り 8月11日 18時00分
板橋フレンドセンター
（旧板四中）校庭

本町上町会・本町坂町会・大和
町会・双葉町南自治会・富士見
町自治会・富士見団地自治会・
富士見町西町会・富士見町富
士町会

富士見

桜川町会　夏まつり
（盆踊り）

8月12・13日 18時00分 子どもの遊び場（桜川３－１８－６） 桜川町会 桜川

盆踊り大会 8月12・13日 18時30分 大原第二公園 清水北町会 清水

納涼盆踊り大会 8月18・19日 19時00分 こうま幼稚園 高島平八丁目町会 高島平

団地まつり 8月19日 18時30分 坂下三丁目児童遊園 坂下三丁目第一自治会 蓮根

納涼盆踊り大会 8月19・20日 17時00分 大谷口上町公園 大谷口日大前自治会 大谷口

盆踊り 8月19・20日 17時00分 坂下二丁目児童遊園 坂下二丁目第二都営自治会 蓮根

坂下一丁目南町会
盆踊り大会

8月19・20日 17時30分 志村公園 坂下一丁目南町会 志村坂上

熊野町町会盆踊り大会 8月19・20日 18時00分 熊野町公園 熊野町町会 熊野

親子納涼大会 8月19・20日 18時00分 常楽院境内 前野町四丁目町会 前野

納涼盆踊り大会 8月19・20日 18時00分 赤塚新町公園 赤塚新町町会 下赤塚

納涼盆踊り大会 8月19・20日 18時00分 四葉稲荷 四葉町会 下赤塚

志村銀座まつり　ザンバinしむら 8月20日 13時00分 志村銀座商店街 志村銀座商店街

夏休みこども祭り 8月20日 18時30分 JR東日本十条社宅自治会集会所 JR東日本十条社宅自治会 仲宿

盆踊り 8月24・25・26日 18時00分 前野小学校 前野町六丁目町会 前野

ふるさと夏まつり 8月25・26日 18時00分 高島平３－１０－１号棟前緑地 高島平三丁目自治会 高島平

納涼盆踊り大会 8月25・26日 18時00分 新河岸公園 赤塚河岸町会 高島平

親子ふれあいまつり 8月26日 13時00分 大原公園 大原東町会 清水

納涼大会 8月26日 15時00分 団地敷地内 前野町ハイツ住宅管理組合 前野

夏祭り・バーベキュー大会 8月26日 17時30分 青桐幼稚園 高島平三丁目町会 高島平

蓮根団地盆踊り大会 8月26日 18時30分 新蓮根団地１８号棟前広場 蓮根団地自治会 蓮根

ゆりの木夏まつり 8月26・27日 15時00分 団地内商店街広場 光が丘ゆりの木北自治会 下赤塚

城山町会盆踊り大会 8月26・27日 18時00分 創価学会文化会館駐車場内 志村城山町会 志村坂上
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期間：平成29年 7月 1日～ 8月31日

行事名 月/日 時刻 場所 実施町会・自治会 地域

平成２９年　夏祭り・盆踊り等開催状況（日付順）

大山ふるさと夏まつり 8月26・27日 18時00分
ピッコロスクエア
（物産展は11時から）

大山町会・大山本町会
（商店街が主催）

仲町

納涼盆踊り大会 8月26・27日 18時00分 高島平第六小学校 高島平一丁目町会 高島平

茂呂町会　盆踊り 8月26・27日 19時00分 小茂根四丁目公園 茂呂町会 桜川

北親会町内まつり 8月27日 9時00分 大谷口小学校 大谷口北町北親会 大谷口

夏休み子ども会　デイキャンプ 8月27日 16時00分 板九小校庭 栄町自治会 仲宿

ミニミニ縁日 8月27日 16時00分 えび山広場 大谷口上町親睦会 大谷口

蓮根団地盆踊り大会 8月27日 18時30分 新蓮根団地１８号棟前広場 蓮根団地自治会 蓮根
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