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第24回かわさき市民祭り概要

　私たちのまち川崎を，さらに活気あふれる“ふるさと”として発展させるとともに，
市民同士の友情と連帯をはぐくみ，より豊かな市民文化の創造に寄与するため
『つくろうみんなのひろば』を合言葉に，市民の創意と工夫による手作りの祭りと
して11月2日から4日までの3日間にわたり「第24回かわさき市民祭り」を開催い
たしました。

趣旨

参加者数

第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回

３日間
３日間
３日間
４日間
３日間
３日間
３日間
３日間
３日間
３日間
３日間

６ １ ３ , ０ ０ ０ 人
６ ７ ３ , ０ ０ ０ 人
４ ５ ９ , ５ ０ ０ 人
４ ６ ０ , ０ ０ ０ 人
５ ４ ６ , ０ ０ ０ 人
５ ３ ９ , ０ ０ ０ 人
５ ９ ７ , ０ ０ ０ 人
５ ８ ４ , ７ ０ ０ 人
５ ９ １ , ５ ０ ０ 人
５ ７ ５ , ５ ０ ０ 人
５ ３ ０ , ０ ０ ０ 人

１１月２日（土）～１１月４日（休）
１１月１日（日）～１１月３日（祝）
１１月５日（金）～１１月７日（日）
１１月３日（祝）～１１月６日（日）
１１月３日（祝）～１１月５日（日）
１１月２日（土）～１１月４日（休）
１１月１日（土）～１１月３日（祝）
１１月１日（日）～１１月３日（祝）
１１月５日（金）～１１月７日（日）
１１月３日(祝)～１１月５日(日)
１１月２日(金)～１１月４日(日)

平成３年（１９９１）
平成４年（１９９２）
平成５年（１９９３）
平成６年（１９９４）
平成７年（１９９５）
平成８年（１９９６）
平成９年（１９９７）
平成10年（１９９８）
平成11年（１９９９）
平成12年(２０００) 
平成13年(２００１) 

過去の参加者数
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回

３日間
３日間
３日間
３日間
３日間
４日間
３日間
３日間
３日間
３日間
４日間
３日間
３日間

５２１,０００人
４１０,８００人
５８５,０００人
５４５,０００人
４６３,０００人
４５４,０００人
５２２,０００人
５１２,０００人
５２４,０００人
５３８,０００人
（ 中 止 ）
６０４,０００人
４３１,０００人

１１月３日（祝）～１１月５日（日）
１１月２日（金）～１１月４日（日）
１１月１日（土）～１１月３日（祝）
１１月１日（日）～１１月３日（祝）
１１月３日（祝）～１１月５日（日）
１１月３日（祝）～１１月６日（日）
１１月２日（金）～１１月４日（日）
１１月２日（土）～１１月４日（休）
１１月１日（土）～１１月３日（祝）
１１月１日（日）～１１月３日（祝）
１１月３日（祝）～１１月６日（日）
１１月３日（祝）～１１月５日（日）
１１月２日（金）～１１月４日（日）

昭和53年（１９７８）
昭和54年（１９７９）
昭和55年（１９８０）
昭和56年（１９８１）
昭和57年（１９８２）
昭和58年（１９８３）
昭和59年（１９８４）
昭和60年（１９８５）
昭和61年（１９８６）
昭和62年（１９８７）
昭和63年（１９８８）
平成元年（１９８９）
平成２年（１９９０）

9 6，00 0人
 1 2 2，00 0人
 3 1 2，00 0人

総　数 530，00 0人

第１日目
第２日目
第３日目

11月2日（金）　晴れ　　　
11月3日（土）　晴れのち雨
11月4日（日）　晴れ　　　
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あらまし

（呈茶席・子ども丸太切り・親子木工工作・世界を体験し
よう！及び国際交流パフォ－マンスステ－ジ・親子クラ
フト教室・慎吾ママの学園天国のかご屋・ファファ（クレ
ヨンしんちゃん）・スピ－ドガンに挑戦・ミニＥＬに乗ろ
う・みんなでつくろう！わくわくフェスティバル・川崎
フロンタ－レサッカ－教室・ユニバ－サルホッケ－・カ
ラオケ大会・日本全国ふるさと自慢・大川崎おどりin市
民祭り・川崎７区太鼓フェスタ・市民祭りのストリ－ト
ミュジシャン・市民祭りフォトコンテスト）

イベントの概要

●実行委員会主催イベント…18イベント

（2001パワフル川崎区民綱引き大会・花と緑の園芸フェ
ア・川崎商工会議所「手塚治虫ワ－ルドかわさき連絡会」
・川崎港開港50周年!「かわさきものしり博士は誰だ?!」・
カルチャ－フェスティバル・かわさき市美術展）

●各団体等主催イベント…6イベント

ステージ及びパフォーマンスエリアの概要

◇物販バザ－ル 77店舗
◇食品・飲食バザ－ル 55店舗
◇全国市町村ふるさとバザ－ル 25店舗
◇国際交流バザ－ル 6店舗
◇縁日バザ－ル 137店舗

バザールの概要

迷子数

キャンペーン参加団体数

救急車出動依頼

 182,112円
（呈茶席・子ども丸太切り・親子木工工作・ミニＥＬ・
慎吾ママの学園天国のかご屋・みんなでつくろう！
わくわくフェスティバル）

チャリティボックス

パレードの概要（11月4日）

21団体

ボランティア参加者数

213人（11団体・7個人）

警備員数

495人（3日間延べ）

ゴミの取扱量

14．98トン

【総合計】

◇あそびの広場・特設ステ－ジ

◇ふるさと交流広場・パフォ－マンスエリア

◇みどりの広場・特設ステ－ジ

30団体 561名

24団体 534名

17団体 1，382名

71団体 2，477名

【総合計】　　　　　 ３４団体 ２，５６８名

◇市民祭りパレ－ド・Ｐａｒｔ１

◇市民祭りパレ－ド・Ｐａｒｔ２

◇神輿パレ－ド      

 8団体 139名

 16団体 615名

 10団体 1，814名

【総合計】　　　　　　　　　　　47人

第1日目　　11月2日（金） 3人
第2日目　　11月3日（土） 13人
第3日目　　11月4日（日） 31人

第1日目　　11月2日（金） 0人
第2日目　　11月3日（土） 0人
第3日目　　11月4日（日） 2人

【総合計】　　　　　　　　　　　　300店鋪

【総合計】　　　　　　　　　　　　2人
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○外国人市民代表者会議コ－ナ－
○各国の紹介
○世界の民族衣装試着コ－ナ－
○世界のゲ－ム・クイズにチャレンジコ－ナ－
○各国の言語で書く色紙コ－ナ－
○各国バザ－ルコ－ナ－
　（エジプト友好の店・コリアふれあいの店・中国友
　 好の店・ペル－友好の店・パキスタンの会・インド
　プーナ友好の店） 

ふるさと交流広場ふるさと交流広場
【川崎球場第一駐車場】

国際交流コーナー参加団体【6団体】
○北海道（岩見沢市・北村・新得町・中標津町）
○青森県（鶴田町）
○秋田県（大潟村）
○岩手県（東和町・葛巻町）
○山形県（川西町）
○宮城県（涌谷町）
○新潟県（清里村）
○長野県（富士見町）
○群馬県（上野村・中里村・万場町）
○山梨県（白州町）
○千葉県（木更津市）
○静岡県（川根町）
○岡山県（総社市）
○宮崎県（日向市）
○鹿児島県（頴娃町・垂水市・鶴田町・山川町・鹿屋市）

ふるさと交流コーナー参加市町村【25市町村】

催し・バザール

◆呈茶席＝茶道裏千家
　淡交会川崎支部
◆茶室の組立て・子ども
　丸太切り・親子木工工          
　作＝川崎木材業協同
　組合青年部（川崎八日
　会）
◆国際交流コ－ナ－
　〈各国民族パフォ－
　マンス・各国物産展〉
　＝川崎市外国人市民
　代表者会議
◆ふるさと交流コ－ナ
　－〈全国25市町村の
　特産品販売・郷土芸
　能〉＝市町村
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11月4日
（日）

・津軽三味線と和太鼓演奏  

・一輪車の演技  

・マジックショー  

「日本全国ふるさと自慢」
・特産リンゴの皮むき大会  

・和太鼓演奏     
            

「日本全国ふるさと自慢」
・ビンゴでコシヒカリをゲット    

・吹奏楽

・エイサー

・和太鼓とシンセサイザーのセッション

・フラの演技

・一輪車の演技

・和太鼓演奏とよさこいソーラン踊り

・阿波踊り

［国際交流コーナー・ステージプログラム］
・ペルーの踊り 
・タイの踊り
・アメリカの踊り  
・ボリビアの踊り
・韓国の踊り 
・韓国の子供の踊り
・ケニアの踊り
・フィリピンの踊り

（和楽会「昇」）

（IEGマリン一輪車クラブ）

（日本奇術連盟川崎支部）

（岩手県東和町）

（野川親子太鼓・大地） 

（新潟県清里村）  

（ドリーム・ウィンド・シンフォニー）

（東京八重山芸能研究保存会）

 （鼓空）

 （ZAZA HULADANCE CLUB）

 （大師地区一輪車クラブUDA）

 （杉の子太鼓）

 （川崎銀杏連）

・ゴスペル                

・創作和太鼓演奏

「日本全国ふるさと自慢」
・ビンゴでコシヒカリをゲット                

・サムルノリの演奏 

・創作和太鼓演奏                

「日本全国ふるさと自慢」
・特産リンゴの皮むき大会

・カワパラの披露

・一輪車の演技

・民舞と和太鼓（雨天のため中止）

（ザ・ミリオン・クラップス）

（武蔵野太鼓保存会）

（新潟県清里村）

（在日韓国青年会）

（馬簾太鼓）

（岩手県東和町）

（黒ちゃんクラブ）

（ユニサイクル・フレンズ）

（和太鼓祭音と平間わんぱく少年団）

・津軽三味線とパーカッション
  の演奏

「日本全国ふるさと自慢」
・特産リンゴの皮むき大会               

 （鯱）

（岩手県東和町）

11月3日
（土） パフォーマンスエリア・プログラム

パフォーマンスエリア・プログラム

パフォーマンスエリア・プログラム

11月2日
（金）



おまつり広場おまつり広場
【川崎競輪場】
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◆300店の大バザール＝衣料・食品・工芸・陶芸・おもちゃ・古本ほか　
◆お祭り郵便局　
◆職人の手作りコーナー　
◆県人会コーナー（群馬県・山口県・沖縄県）　
◆縁日コーナー　
◆川崎商工会議所「手塚治虫ワールドかわさき連絡会」　
◆キャンペーンコーナー
 ◇TEPCOふれあい広場　
 ◇ガスの相談コーナー　
 ◇NTT東日本　
 ◇川崎市の交通とまちづくり（川崎商工会議所）　
 ◇わくわくケイリンランド（川崎競輪主催者連絡協議会）　
 ◇住宅リフォーム相談（川崎市住宅相談運営委員会）
 ◇塗装技術・手法の紹介と相談（川崎市塗装連合会）　
 ◇住宅屋根の修理相談（関東屋根修理センター）　
 ◇自動車整備相談（川崎市自動車整備業者協議会）　
 ◇かわさきマイスター作品展示（かわさきマイスター会）　

催し・バザール



ふれあい広場
【川崎球場第二駐車場】

◆300店の大バザール＝衣料・食品・工芸・陶芸・おもちゃ・古本ほか　
◆縁日コーナー　
◆キャンペーンコーナー　
  ◇FM・K-city 臨時放送局の開設（かわさき市民放送）
  ◇人権啓発パネル展（川崎人権擁護委員協議会）
  ◇税の広場（川崎南税務署）　
  ◇健康と軽量（川崎市計量協会）　
  ◇環境局行政コーナー（市環境局減量資源課）　
  ◇明るい選挙の広場（市選挙管理委員会/川崎市明るい選挙推進協議会）　
  ◇建築相談（神奈川県建築士事務所協会）　
  ◇救急法短期講習会（NKK京浜製作所赤十字奉仕団）　
  ◇日赤奉仕団の啓発（川崎区赤十字奉仕団）　
  ◇防災コーナー（市建設局防災対策室）
  ◇アイバンク登録（川崎ライオンズクラブ）
  ◇川崎区民まちづくりの紹介（川崎区民のまちづくり）
  ◇食品衛生キャンペーン（川崎区食品衛生協会）
  ◇交通安全キャンペーン（川崎区中央地区交通安全母の会）
  ◇平和展（新日本婦人の会）

催し・バザール

ふれあい広場

6



7

あそびの広場あそびの広場
【川崎球場】

◆フリーマーケット［11月2日］＝（川崎市環境局生活環境部減量資源課）　
◆ファファ［11月2日～4日］＝（TIC）　
◆スピードガンに挑戦［11月3・4日］＝（アイダスポーツ）　
◆慎吾ママの学園天国のかご屋［11月3日・4日］＝（若い根っ子の会川崎支部）
◆親子クラフト教室［11月3・4日］＝（川崎区青少年指導員連絡協議会）
◆ミニELに乗ろう［11月3・4日］＝（フリーウィングミニELクラブ）
◆ユニバーサル・ホッケー教室［11月3日］＝第4回市民祭り杯ユニ・ホッケー大会（川崎市ユニバーサルホッ　 
　ケー協会）
◆わくわくフェスティバル［11月3・4日］（川崎区子ども会連盟/ジュニアリーダークラブくじら）
◆川崎フロンターレサッカー教室［11月4日］＝川崎フロンターレの現役選手による技術披露並びにフット
　サルでの交流試合（川崎フロンターレ川崎市民後援会）　
◆麻薬撲滅キャンペーン［11月3日・4日］＝（川崎区青少年指導員連絡協議会）
◆チビッコ警察官写真撮影会［11月4日］＝（川崎少年補導員連絡協議会）

催し・バザール
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○ゴスペル

○アイドルの物まね

○日本舞踊

○社交ダンス

○舞踊と民謡

○職員と園児による太鼓演奏

○子供たちのジャズダンス

○樽太鼓演奏

○カラオケ大会

○民舞と和太鼓（雨天のため中止）

○サムルノリの演奏（雨天のため中止）

○創作和太鼓の演奏（雨天のため中止）

○バンド演奏（雨天のため中止）

（ザ・ミリオン・クラップス）

（アンクルパワーズ）

（みずほ）

（いこいリリーダンス会）

（美朝会）

（第一ひかり幼稚園）

（ケイコ・シムラCO.若宮バレエ教室）

（南平樽太鼓）

（和太鼓祭音と平間わんぱく少年団）

（在日韓国青年会）

（武蔵野太鼓保存会）

（ザ・のんべえズ）

○大正琴の演奏

○津軽三味線と
　　パーカッションの演奏

○日本舞踊（川崎踊り等）

○フラの演技

○ジャズダンス

（大正琴 琴伝流琴望会）

（鯱）

（川崎市レクリエーション協会）

（旭町1丁目）

（Dance Team MISAKI）

11月3日
（土）

11月2日
（金） ステージ・プログラム

ステージ・プログラム

◆１１月２日（金）１０：００
　開会宣言
　主催者挨拶
　一番太鼓 

開会式

11月4日
（日）

○バンド演奏

○かっぽれ、奴さん 他

○吹奏楽

○八木節 他

○沖縄舞踊と民謡

○ダンスショー

○津軽三味線と和太鼓演奏

○フラの演技

○和太鼓演奏と
　よさこいソーラン踊り

○新舞踊

○尺八の合奏

○ジャズダンス、エアロビクス

○和太鼓とシンセサイザーの
　　　　　　　　セッション

（ブラック・シーサー）

（香柳会）

（ドリーム・ウィンド・シンフォニー）

（川崎群馬県人会）

（東京八重山芸能研究保存会）

（T・T・STUDIOダンサーズ）

（和楽会「昇」）

（ZAZA HULADANCE CLUB）

（杉の子太鼓）

（紅花民踊グループ）

（淡水会）

（DANCE・ア・ラ・モード）

（鼓空）

ステージ・プログラム



9

みどりの広場
【富士見軟式野球場】

◆2001パワフルかわさき区民綱引き大会〈11月4日〉＝子どもの部21チ－ム・大人の部20チ－ム
　（2001パワフルかわさき区民綱引き大会実行委員会）　

◆花と緑の園芸フェア〈11月2日～4日〉＝花と植木の即売会、市内産の野菜と卵の即売会、黒土の配
　布　他（花と緑の園芸フェア実行委員会）　　    

　◆川崎港開港50周年！「かわさきものしり博士は誰だ?!」＝クイズラリー、川崎港パネル展、川崎港展
　示物品、港をテーマとした子供絵画展、物販 他（川崎港開港50周年記念事業実行委員会）

催し・バザール

みどりの広場
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・錬功十八法と益気功
　　
・健康づくり体操

・フォークダンス 

・輪踊り

（日中錬功十八法友好協会）

（川崎体操の会）

（川崎市フォークダンス協会）

（川崎市老人クラブ連合会）

11月3日
（土）

ステージ・プログラム

・2001パワフルかわさき
 区民綱引き大会

・大川崎おどりin市民祭り

11月4日
（日）

ステージ・プログラム

・川崎７区太鼓フェスタ
　①第一ひかり幼稚園（川崎区）
　②中野島親子太鼓「元気組」（多摩区）
　③武蔵野太鼓保存会（中原区）
　④南平樽太鼓（宮前区）
　⑤第二ひかり幼稚園（幸区）
　⑥馬簾太鼓（麻生区）
　⑦和楽会「昇」（高津区）

（2001パワフルかわさき区民綱引き大会実行委員会）

（民文連川崎グループ、川崎レクリエーション協会、

  川崎市民謡協会　他）     
  



パレードパレード
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◆コ－ス／ふるさと交流広場前→ハロ－ブリッジ→第三庁舎前→旧ラオックス前
◆距　離／約７００メ－トル　
◆パレ－ド構成（８団体・１３９名）
　（先導＝ガ－ルスカウト，ボ－イスカウトのプラカ－ド隊）
◇市民祭り横断幕（ガ－ルスカウト）
◇市の花旗・市の木旗（ボ－イスカウト）
◇カラ－ガ－ド隊＆川崎市消防音楽隊
◇横浜シ－サイドハ－レ－クラブ
◇キングオブザハイウェイクラブ
◇川崎ハ－レ－会
◇横浜サイドカ－クラブ

市民祭りパレードPart1　（12：00～12：30）
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◆コ－ス／労働会館前→ふるさと交流広場前
　→宮前小学校　
◆距　離／約６８０メ－トル　
◆パレ－ド構成（１６団体・６１５名）
　（先導＝ガ－ルスカウト，ボ－イスカウトのプラカ－ド隊）

【少年少女パレ－ド】
◇市立西中原中学校バトントワリングクラブ部
◇ガールスカウト神奈川第17団鼓笛隊
◇バトンチームあさひきっず
◇日吉北地区子供会連盟鼓笛隊

【サンバ＆一輪車パレ－ド】
◇沖千里ジャズダンス教室　
◇大師地区一輪車クラブUDA
◇IEGマリン一輪車クラブ
◇川崎渡田一輪車クラブ

【伝統芸能パレ－ド】
◇香柳会（毛槍踊り）
◇川崎銀杏連（阿波踊り）
◇梅后流・江戸芸かっぽれ

【民謡流しパレ－ド】
◇川崎市民謡協会
◇川崎市レクリエ－ション協会
◇民文連川崎グループ

市民祭りパレ－ドPart2　（12：05～13：25）

◆コ－ス／駅前大通り交差点→銀柳街→銀座街
　　　　  →市役所前→ハロ－ブリッジ
　　　　  →ふるさと交流広場前→労働会館前
◆距　離／約１８００メ－トル　
◆パレ－ド構成（１０団体・１８１４名）
　（神輿８基・お囃子１・纏１団体）　　　

◇中島八幡囃子◇川崎纏会◇二宮翠鳳睦◇櫻友
会◇田島会◇川崎幸連合◇台町青年会◇稲瀬會
◇川崎道祖神◇川崎柏睦

神輿パレード　（12：00～14：35）
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佐賀県長崎県

福岡県

大分県

熊本県

宮崎県

愛媛県

高知県
徳島県

香川県

山口県

北海道

中標津町

新得町

岩見沢市
北村

日向市

垂水市
鹿屋市

鶴田町

頴娃町

島根県

広島県 岡山県

鳥取県

兵庫県

大阪府

和歌山県

奈
良
県

京都府

鹿児島県

山川町

山口県人会

総社市
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福井県

ふるさとからの
参加
ふるさとからの
参加

葛巻町

東和町

涌谷町

川西町

清里村

木更津市

川根町

白州町

富士見町

中里村

鶴田町

万場町

上野村

愛知県

愛知県

滋賀県
静岡県

岐阜県

石川県
富山県

長野県

新潟県

群馬県

福島県

山形県

岩手県

青森県

秋田県

宮城県

山梨県

神奈川県

埼玉県

東京都 千葉県

沖縄県

鹿児島県

茨城県

栃木県

群馬県人会

沖縄県人会

大潟村
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■御協賛金

御協賛団体等御協賛団体等　

○大本山川崎大師平間寺
○社団法人川崎建設業協会
○東京電力株式会社川崎支社
○株式会社東芝小向工場
○日本鋼管株式会社京浜製鉄所
○ＮＴＴ東日本川崎支店
○株式会社ロッテ
○富士通株式会社川崎支店
○トキコ株式会社
○味の素株式会社川崎工場
○東京ガス株式会社川崎支店
○株式会社日立製作所横浜支社
○三菱自動車工業株式会社
○日立造船株式会社神奈川工場
○昭和電工株式会社川崎事業所
○東燃ゼネラル石油株式会社川崎工場
○日本石油化学株式会社川崎事業所
○第一セメント株式会社
○株式会社中商
○日石三菱株式会社川崎事業所
○株式会社福嶋鉄工所
○川崎臨港倉庫株式会社
○三五紙業株式会社
○株式会社白石川崎営業所
○田島電業株式会社
○富士電機株式会社
○ユーコービジネスマシン株式会社
○京浜急行電鉄株式会社
○神奈川臨海鉄道株式会社
○川崎鶴見臨港バス株式会社
○川崎市信用保証協会
○水曜会（旧川崎銀行協会）
○川崎信用金庫
○中央労働金庫川崎支店
○セレサ川崎農業協同組合
○同栄信用金庫川崎支店
○川崎商工会議所
○社団法人川崎市医師会
○社団法人川崎市薬剤師会
○社団法人川崎市歯科医師会
○社団法人川崎市商店街連合会
○社団法人川崎市空調衛生工業会
○社団法人川崎市電設工業会
○株式会社織戸組
○東洋建設株式会社横浜支店
○戸田建設株式会社横浜支店
○前田建設工業株式会社川崎営業所

○株式会社ミユキ組
○株式会社錢高組横浜支店
○飛島建設株式会社
○若築建設株式会社横浜支店
○佐藤工業株式会社横浜支店
○株式会社大林組川崎営業所
○株式会社奥村組横浜支店
○小田急建設株式会社横浜支店
○西松建設株式会社川崎出張所
○株式会社フジタ川崎営業所
○有限会社宅備産業
○川崎駅前仲見世通商店街振興組合
○川崎アゼリア商店会
○川崎ステーションビルBE
○株式会社岡田屋モアーズ
○株式会社さいか屋川崎店
○株式会社丸井川崎店
○有限会社アイダスポーツ
○ブラザー川崎販売株式会社
○川崎日航ホテル
○ホテルスカイコート川崎
○有限会社みその旅館
○川崎海員会館
○川崎市工業団体連合会
○川崎南工場振興会
○大川町産業振興連絡協議会
○浅野町工業団地組合連絡協議会
○株式会社仙崎鉄工所
○技研工業株式会社
○タイジ株式会社
○タカネ電機株式会社
○カナゾン株式会社
○寺尾サッシ工業株式会社
○戸塚電機株式会社
○東洋ロザイ株式会社
○図南鍛工株式会社
○川崎化学工業株式会社
○協同組合高津工友会
○川崎地域連合
○川崎交通労働組合
○川崎市管工事業協同組合
○全水道川崎水道労働組合
○東芝労働組合浜川崎支部
○日石三菱労働組合川崎支部
○日本鋼管京浜製鉄所労働組合
○日本冶金工業労働組合川崎支部
○日立造船労働組合神奈川支部

○川崎ロータリークラブ
○川崎大師ロータリークラブ
○川崎ライオンズクラブ
○川崎葵ライオンズクラブ
○川崎朋友ライオンズクラブ
○川崎田島ライオンズクラブ
○川崎中央ライオンズクラブ
○川崎東ライオンズクラブ
○川崎まことライオンズクラブ
○川崎臨海ライオンズクラブ
○川崎南ライオンズクラブ
○国際ソロプチミスト川崎
○川崎中央商業協同組合
○ガールスカウト川崎市連絡会
○日本ボーイスカウト川崎地区協議
会
○中原区文化協会
○財団法人川崎市母子寡婦福祉
　協議会
○川崎市地域女性連絡協議会
○川崎市母親クラブ研究会
○川崎市消費者の会
○社団法人川崎青年会議所
○財団法人川崎市公園緑地協会
○川崎市全町内会連合会
○川崎区連合町内会
○川崎競輪主催者連絡協議会
○川崎フロンターレ市民後援会
○川崎商工会議所「手塚治虫ワール
　ドかわさき連絡会」
○花と緑の園芸フェア実行委員会
○川崎港開港50周年記念事業実行
　委員会
○群馬県中里村

（順不同・敬称略）

■御協賛品

○旭化成工業株式会社川崎製造所
○サントリ－株式会社
○株式会社東洋トレーディング
○富士通株式会社川崎支店

■運営協力

○神奈川県警察川崎警察署
○茶道裏千家淡交会川崎支部
○川崎木材業協同組合青年部（川崎
　八日会）
○有限会社アイダスポ－ツ
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名入り提灯による広報宣伝

■パレード協力

○神奈川県警察川崎警察署
○神奈川県乗用自動車協会
○川崎鶴見臨港バス株式会社
○株式会社カワサキ・ミス
○チネチッタ商店街
○川崎銀映会商業協同組合
○川崎銀柳街商業協同組合
○川崎銀座街商業協同組合
○砂子一丁目商和会
○神輿パレ－ド実行委員会
○川崎市労働会館
○川崎市立宮前小学校
○川崎市交通局

■施設提供機関等

○株式会社川崎球場
○株式会社よみうりランド
○ＪＲ川崎駅
○稲毛神社
○横浜地方裁判所川崎支部
○横浜地方検察庁川崎支部

○神奈川県ユニバ－サルホッケ－協
　会川崎支部
○フリ－ウィングスポ－ツクラブ
○ミニＥＬサ－クル
○川崎区青少年指導員連絡協議会
○川崎フロンタ－レ
○川崎市外国人市民代表者会議
○武蔵野太鼓保存会
○若い根っこの会川崎支部
○神奈川新聞社
○東京新聞社川崎支社
○藤　健一
○全川崎写真連盟
○東芝野球部
○川崎市立宮前小学校
○川崎市立富士見中学校
○川崎市立川崎高校
○川崎市環境局南部公園事務所
○川崎市建設局防災対策室
○川崎市消防局
○川崎市教育委員会
○川崎区役所
○川崎市職員労働組合

■ボランティア（団体）

■ボランティア（個人）
○古山 都
○横小路 房子
○木下 百合子
○江口 文子

　市民祭り開催中、各イベント会
場で集められたチャリティー募金
182,112円を、かわさき市民祭り
実行委員長代行の企画運営部会長
伊藤義昭氏が、11月27日、阿部孝
夫市長を訪れ、寄贈しました。チャ
リティー募金寄贈は今年で21回目。
青少年のために使われます。

市民祭り募金寄贈

○ガ－ルスカウト川崎市連絡会
○ボ－イスカウト川崎地区協議会
○川崎市子ども会連盟
○川崎市地域女性連絡協議会
○川崎市母親クラブ研究会
○川崎市母子寡婦福祉協議会
○川崎ヘルスボランティアの会
○川崎市青少年指導員連絡協議会
○川崎市看護協会
○川崎市立桜本中学校生徒
○全川崎野球クラブ
○川崎区連合町内会

○神奈川県公営事業所
○川崎市経済局事業部（川崎競輪場）
○川崎市南部公園事務所
○川崎市労働会館
○川崎市教育文化会館
○川崎市体育館
○川崎市立宮前小学校
○川崎市立御幸小学校
○川崎市立富士見中学校

○会場入口ゲ－ト看板及び各広
　場案内看板への掲載
○市民祭りのイラストマップ等  
　広告枠への掲載
○会場内ＴＶモニタ－(150台)　
　でのスポット広報
○インタ－ネット（市民祭りホ－
　ムペ－ジ）への掲載
○ふるさと交流広場の名入れ提
　灯の設置

御協賛団体等の広告内容
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小泉　昭男
永井　益治郎

川崎市議会議長
川崎商工会議所会頭

■名誉顧問

古尾谷盛太郎
芦 垣 　 秀 代
中 島 　 忠 三
大島 保
柏 倉 　 政 男
平井　きみ子
山 下 　 秀 男
船 山 　 錦 一
鈴 木 　 主 計
小峯　　利一
山 口 　 　 武
中 川 　 　 潔
川 野 　 安 子
工 藤 　 　 昭
間 島 　 快 子
吉 野 　 辰 男
須 山 　 令 子
河 合 　 武 夫

第3回かわさき市民祭り実行委員長
第5回かわさき市民祭り実行委員長
第6回かわさき市民祭り実行委員長
第7回かわさき市民祭り実行委員長
第9回かわさき市民祭り実行委員長
第10回かわさき市民祭り実行委員長
第11回かわさき市民祭り実行委員長
第12回かわさき市民祭り実行委員長
第13回かわさき市民祭り実行委員長
第14回かわさき市民祭り実行委員長
第15回かわさき市民祭り実行委員長
第16回かわさき市民祭り実行委員長
第18回かわさき市民祭り実行委員長
第19回かわさき市民祭り実行委員長
第20回かわさき市民祭り実行委員長
第21回かわさき市民祭り実行委員長
第22回かわさき市民祭り実行委員長
第23回かわさき市民祭り実行委員長

■顧問

○遠藤　恭正 川崎中央商店街連合会 
□渡辺　達夫 社団法人川崎建設業協会
□松実　和裕 ライオンズクラブ国際協会330-B 4リジ
ョン
　伊藤　　満 川崎市工業団体連合会
　三原　則次 川崎市工業連絡会
　近藤　秀雄 社団法人川崎市商店街連合会
　小泉　一郎 セレサ川崎農業協同組合 
　阿部　　武 川崎地域連合

■企画推進部会 ※○印は部会長，□印は副部会長

○伊藤　義昭 財団法人川崎ボランティアセンタ－
□池田　喜美子 社団法人川崎市看護協会
□桑原　美代治 川崎市文化協会
　小泉　一郎 川崎市園芸協会
　中村 ノーマン 友夫 川崎市外国人市民代表者会議
　若月　偉男 川崎市技能職団体連絡協議会
　辻　　正人 川崎市子ども会連盟
　菊池　一雄 財団法人川崎市身体障害者協会
　殿村　陽子 川崎市消費者の会
　中島　崇臣 川崎市青少年指導員連絡協議会
　吉澤　光宏 社団法人川崎青年会議所
　森　　教祐 川崎市体育指導員連絡協議会
　須山　令子 川崎市母親クラブ研究会
　飯田　和子 川崎ヘルスボランティアの会
　高橋　　茂 川崎市レクリエ－ション連盟
　島田　潤二 川崎区連合町内会
　坂下　美代 財団法人川崎市老人クラブ連合会

■その他実行委員

　次山　　勲 川崎園芸商組合
　芦刈　　悟 川崎市観光協会連合会
　新井　基之 株式会社川崎球場
　諏佐　裕子 川崎市教職員組合
　秋葉　孝雄 社団法人川崎市社会福祉協議会
　深瀬　充久 川崎市造園建設業協同組合
　高野　睦雄 川崎市ＰＴＡ連絡協議会
　昼間　敬親 川崎ロ－タリ－クラブ
　西野　　守 川崎市労働組合連合会
　伊藤　夏夫 社団法人川崎市幼稚園協会
　寺尾　　央 川崎市立小学校校長会
　福島　一男 川崎市立中学校校長会
　君嶋　武胤 経済局（局長）
　高山　克彦 環境局（局長）
　松下　充孝 教育委員会（教育長）
　田島　俊明 川崎区（区長）

■資金部会  ※○印は部会長，□印は副部会長

小林　美年子 ガールスカウト川崎市連絡会

■実行委員長

海野　恵美子 川崎市母子寡婦福祉協議会

■会計

川崎市市民局

■事務局

野口　始男
小川　澄夫

財団法人川崎市体育協会
川崎市収入役

■会計監事

菊地　   博
吉野　辰男
渡辺　好雄
桜井よい子
菅原　敬子
木口　    榮
　

川崎商工会議所
川崎市全町内会連合会
川崎市総合文化団体連絡会
川崎市地域女性連絡協議会
川崎市議会副議長
川崎市助役

■副実行委員長

組織と運営組織と運営 第24回かわさき市民祭り実行委員会（順不同、敬称略）
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□広報宣伝

・市政だより　8月号（イベント・バザール・ボランティア募集）
　　　　　　 10月号21日号（開催案内）
・ポスター　各区役所・幼稚園・市広報掲示板・市営バス等
・イラストマップ（開催日配付）
・ＦＭ　Ｋ－ｃｉｔｙ
・インターネットホームページ
・新聞（日刊紙・ミニコミ紙）
・懸垂幕，横断幕
・アゼリアビジョン



　これは、かわさき市民祭りのシンボル
マークです。
　手をつないだ親子が片腕を高く振り
上げ踊ってる様子を、ラフなタッチでデ
ザインしてあります。
　市民祭り全体としてのテーマである
「市民相互の連帯」「健康・躍動感」「自然と
のふれあい」「市民文化の創造」「希望と生
きがい」を表現しています。

第24回かわさき市民祭り実行委員会

〈事務局〉〒210-8577

電　話

 川崎市川崎区宮本町1番地
 川崎市市民局市民文化室内
 （044）200-2308

※表紙の写真は第24回かわさき市民祭りフォトコンテストにおいて「かわさき市民祭り実行委員会実行委員長
賞」を　受賞した大目至剛さんの作品を掲載させていただきました。記録集の写真は、おもに同フォトコンテス
ト応募作品　の中から適宜掲載させていただきました。


