
夏はやっぱり花火も楽しみたい！

海で泳ぐ、川でキャンプするなど、夏のレジャーはさまざまなものがありますが、これも外せ   ないというのが夏の夜空を彩る花火の観覧。8月も毎週末を中心に、各所でさまざまな花火大会が行われます。
そこで今回は関東・東海・関西の花火大会が行われるスポットと、立ち寄るのにおすすめの日   帰り温泉を紹介します。
※花火大会は天候などによって日にちや時間が変更になる場合があります。事前にお確かめ下さい。また、当日は混雑のためご　紹介しているアクセス情報より大幅にお時間がかかることも予想されます。余裕をもってお出かけ下さい。

いかがでしたか？
地元の花火大会を観に行くのが毎年夏の恒例行事という方もいると思いますが、
たまには他のエリアの花火大会を観に行くのもいいかもしれませんね。
ただし、このところ天候が不安定な地域もありますので、当日は必ず開催情報を確認してからお出かけ下さい。

　 箕面市温泉町1-1　　0570-041266　　10：00～23：45※最終入場22：45　　施設に確認
　 大人1,580円～、小学生980円、幼児580 （税別） ※デイ入館の場合
　 阪急箕面駅より徒歩約3分 　　  ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉
http://minoh-spa.ooedoonsen.jp/
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箕面観光ホテルも併設。宿泊すれば、専用の「天空の棚湯」にも入れます

大江戸温泉物語 箕面温泉 スパーガーデン大江戸温泉物語 箕面温泉 スパーガーデン
江 戸時代にタイムスリップしたような館内で浴衣に着替え、縁日

広場やフードコート、大衆演劇などお祭り気分で楽しめる温泉
テーマパークです。大浴場も江戸情緒満点。浸かればお肌もツルツ
ルになると評判の天然温泉や、薬湯など堪能できます。

　平成元年より開催されている
花火大会。淀川が流れる水都
大阪、この街を愛する地元のボ
ランティアスタッフや地元企業等
の協力によって毎年行われ、今
ではなにわの夏の風物詩に。ま
た協賛観覧席チケットは当日販
売分もあるので、こちらもぜひ。
開催日時：8月6日（土）19：40～20：40　会場：新御堂筋淀川鉄橋より下流 国道2号線までの淀川
河川敷　交通アクセス：十三会場側最寄駅：JR東西線御弊島駅など、梅田会場側最寄駅：阪急
電鉄梅田駅など　問い合わせ：なにわ淀川花火大会運営委員会 06-6307-7765
http://www.yodohanabi.com/

淀川の中央部分で
打ち上げる花火。
夜空と川の水面が
美しく彩られます

　長年に渡って夏の恒例
行事として行われている、
猪名川河川敷から打ち上
げられる花火大会です。毎
年テーマに合わせて演出さ
れるスターマインや打ち上
げ花火など、約4,000発の
花火が黒いキャンバスのよ
うな夜空を舞います。

開催日時：8月20日（土）19：20～20：20※荒天の場合、翌日に順延　会場：猪名川河川敷　交
通アクセス：阪急川西能勢口駅または池田駅より徒歩約10分、JR川西池田駅より徒歩約15分 
問い合わせ：川西市文化・観光・スポーツ課 072-740-1161／池田市空港・観光課 072-754-6244 
※当日の開催状況はテレドーム0180-991-816（当日のみの自動音声案内）へ　
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shokai/kisetu/hanabi.html

　 相模原市緑区下九沢2385-1　　042-764-2626　　9：00～24：00※最終受付23：30
　 施設に確認　　大人740円～、こども410円～※時間帯により別料金設定あり
　 橋本駅南口2番乗り場より上大島行きバス乗車、北公園入口下車スグ　　 ナトリウム－塩
化物・炭酸水素塩泉　http://www.yurakirari.com/yuranosato/tenpo/sagami.html
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純和風の
建物が特徴。門をくぐれば、日常を忘れて過ごせる癒しの空間へ

　 戸田市氷川町1-1-23　　048-433-2615　　10：00～24：00※最終受付23：00
　 年中無休※年2回メンテナンス休館あり　　大人1,080円、小人550円※時間帯により別
料金設定あり　　JR戸田公園駅、都営三田線高島平駅より無料送迎バスあり
泉質  ナトリウム－塩化物強塩温泉　　http://saikanoyu.com/
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天然戸田温泉 彩香の湯天然戸田温泉 彩香の湯
さ まざまなお風呂を楽しめます。開放感ある露天風呂では、天

然温泉かけ流しの源泉岩風呂や薬蒸湯、また大浴場ではサ
ウナで汗を流すこともできます。食事処やリラクゼーションなど館内
施設も充実。湯上りもゆっくり寛ぐことができます。 天然温泉を贅沢に

独り占めできる
露天風呂の壷湯

　昭和26年からほぼ毎年行われてきた
歴史ある花火大会。住宅地近くながら開
放的なスペースで、尺玉やスターマインな
ど迫力ある花火を楽しめます。また対岸
の「いたばし花火大会」も同時開催。両
岸合わせて約12,000発が次々打ち上げ
られます。
開催日時：8月6日（土）19：00～20：30　
会場：荒川戸田橋上流戸田市側河川敷
交通アクセス：JR戸田公園駅より徒歩約20分　
問い合わせ：戸田橋花火大会実行委員会事務局
048-431-0206　http://www.todabashi-hanabi.jp/

戸田市全域から
見える花火。
会場ではその光と
音を、より体感
できます

日本庭園風の広々とした露天風呂。
寝湯など全て天然温泉を楽しめます

埼玉
県

相模・下九沢温泉 湯楽の里相模・下九沢温泉 湯楽の里
湯 冷めしにくく、美肌にもおすすめの天然温泉を、岩風呂や壷湯

など、露天風呂のさまざまな浴槽で満喫できます。また内湯に
は、高濃度炭酸泉やシルク風呂など多彩なお風呂のほかサウナも。
休憩所は畳とリクライニングチェアがあるのでお好みで。

　約8,000発もの花火が夜の川辺を華や
かに彩る花火大会です。「情緒と水郷と鮎
のまち」水郷田名の復興を願って昭和26
年に始まり、現在では夏の風物詩として地
元の人々に愛されています。また会場であ
る高田橋付近では、多くの露店も並びます。
開催日時：8月27日（土）19：00～20：15※18：45～開会式　会場：相模原市中央区水郷田名 相模
川高田橋上流　交通アクセス：JR淵野辺駅南口より田名バスターミナル行きバス乗車終点
下車、徒歩15分※駐車場あり（1台につき駐車場利用協力金1,000円）　問い合わせ：（一社）
相模原市観光協会 042-771-3767※月～金 9：00～18：00／相模原市コールセンター 042-770-7777 
※年中無休8：00～21：00　http://www.sagamihara-hanabi.jp/
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開催日時：8月10日（水）20：00～20：45※盆踊りは19：00～　会場：牧之原市相良 さがらサン
ビーチ　交通アクセス：JR静岡駅よりしずてつジャストライン特急静岡相良線相良営業所下
車徒歩約15分※車は臨時駐車場あり　問い合わせ：牧之原市観光協会 0548-22-5600
http://www.makinoharashi-kankoukyoukai.com/contents/event/event_8-2_sag-fireworks.html

　 牧之原市西萩間672-1　　0548-54-1126　　10：00～22：00　　第2火、12/31、1/1※メンテナンス休館
あり　　大人550円～、子供300円～※4時間　　JR金谷駅よりしずてつジャストライン荻間線バス乗車、さが
ら子生れ温泉下車   　　  ナトリウム－塩化物温泉　http://koumareonsen.com/

まるで舞台のような
木造りのゆったりした
浴槽で温泉に入れる
「萩の湯」
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庭をぐるりと囲むような形の温泉施設。食事処や休憩室などもあります

さがら子生れ温泉さがら子生れ温泉
隣 にある大興寺の「子生れ石」が由来。癒しのひとときを味わえる、源泉

かけ流しの天然温泉。洗練された和モダンな雰囲気の中で、体をよく
温めてくれる湯を楽しめます。また別料金の家族風呂も。家族で寛ぎたい方
におすすめ。

静岡
県

　 刈谷市東境町吉野55 刈谷ハイウェイオアシス内　　0566-35-5678　　9：00～23：00※
土日祝7：00～、最終受付22：15　　毎月15日※土日祝の場合は翌平日　　大人820円、小人
410円※曜日・時間帯により別料金設定あり　　JR刈谷駅より刈谷市公共施設連絡バス東境
線もしくは西境線乗車、刈谷ハイウェイオアシス下車　　　 ナトリウム－塩化物温泉
http://www.kakitsubata-spa.com/
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天然温泉 かきつばた天然温泉 かきつばた
高 速からも一般道からも入れるレジャーエリア「刈谷ハイウェイオ

アシス」にある温泉施設です。地下1,200mから湧出する天然
温泉を楽しめます。また館内には韓国式チムジルバンの「万寿洞」
（別料金）や食堂、マッサージなども併設しています。

　例年昼間からさまざまなイベントが
行われ、200を超える露店も登場し賑
わう「刈谷わんさか祭り」。このフィ
ナーレに行われるのが花火大会で
す。音楽に合わせて打ち上げられるス
ターライトシンフォニーなどの花火が、
夜の空を明るく美しく舞っていきます。

　大勢の人が集まる花火大会では、自分勝手な行動はNG。まず
立ち上がるなど、周囲の人が観えなくなる行為はやめましょう。必
要以上の場所取りも迷惑。譲り合いの気持ちを忘れずに。トイレや
喫煙は所定の場所で。またゴミの放置も問題
に。所定の場所に捨てるか、持ち帰って下さい
ね。みんなが花火を楽しめるよう、お互いマナー
を守って観覧しましょう。

開催日時：8月20日（土）19：00～（予定）　
会場：刈谷市総合運動公園　
交通アクセス：名鉄富士松駅もしくは一ツ木駅下車、
徒歩約20分※会場行きシャトルバスあり　
問い合わせ：刈谷市観光協会　0566-23-4100
※当日、音声案内のみの専用ダイヤル開設予定
http://www.kariya-guide.com/festival/?Mode=detail&code=6
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男湯「からころも」の
露天風呂。天然石を
くりぬいた壷湯なども
あります
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　毎年8月10日に、さがらサ
ンビーチで行われる花火大
会で、夜店が立ち並ぶ会
場では、1,000発もの花火
が打ち上げられます。夜空
を彩る数々の花火のなか
でも、メインなのは海上花
火や水中スターマイン。海
面を明るく、幻想的に輝か
せます。

館内には「御
休み処」も。

リクライニン
グチェアで、

横になって休
めます

衝立の向こうで殿様が
湯浴みしていそうな
雰囲気ある「大江戸百人風呂」

第63回戸田橋花火
大会

第63回戸田橋花火
大会

さがら海上花
火大会

さがら海上花
火大会 海上から

噴き出すよ
うな

迫力ある花
火も。

打ち上げ前
には

盆踊りも開
催

相模原納涼
花火大会

相模原納涼
花火大会

さまざまな
色の花火は、夜空だけでなく相模川の水面も美しく彩ります刈谷わんさか

祭り 2016花
火大会

刈谷わんさか
祭り 2016花

火大会
打ち上げ場所が近いため、観覧場所ではより迫力ある花火を楽しめます

第28回 なにわ淀川
花火大会

第28回 なにわ淀川
花火大会

第68回 猪名川花火
大会

第68回 猪名川花火
大会

マナーを守って観覧を

川周辺の
都市の夜景が、より花火を
華やかに演出し、迫力満点の景観に


