
　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26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

再生紙を使用しています

※記録集の写真は、おもに第26回かわさき市民祭りフォトコンテストにおいて入選した作品を掲載  
　させていただきました。

第26回 かわさき市民祭り記録

ステージ・バザール・パレード

（ＪＲ川崎駅・京急川崎駅から徒歩10分）

【開会式】 11/1（土）・午前10時・ふるさと交流広場

会場：川崎区富士見公園一帯

主催：            川崎市・第26回かわさき市民祭り実行委員会

土 祝日2003, 11/1　・2　・3

http://homepage2.nifty.com/kawasaki-fest/
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第26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1日から3日までの3日間にわたり「第26回かわさき市民祭り」を開

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
第25回
第26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
３日間
３日間

６１３ ,０００人
６７３ ,０００人
４５９ ,５００人
４６０ ,０００人
５４６ ,０００人
５３９ ,０００人
５９７ ,０００人
５８４ ,７００人
５９１ ,５００人
５７５ ,５００人
５３０ ,０００人
５4 2 ,０００人
５５２ ,０００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)
１１月２日(土)～１１月４日(休)
１１月1日(土)～１１月3日(祝)

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) 
平成14年(２００2) 
平成15年(２００3) 

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）

1 3 6 , 0 0 0  人　
 2 2 1，5 0 0人　
 1 9 4，5 0 0人

総　数 5 5 2，0 0 0人

第 1日目
第 2日目
第 3日目

11月1日（土） 曇　　　
11月2日（日） 晴　　
11月3日（祝） 曇のち雨
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あらまし

坂本九メモリアルシアター・そーらんフェスタ・呈茶席・
子ども丸太切り・世界を体験しよう！国際交流パフォ－
マンスステ－ジ・親子クラフト教室・アンパンマンのか
ご屋・ファファ・スピ－ドガンに挑戦・ミニＥＬに乗ろう・
トレジャーハンター・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・市民祭りのストリ－
トライブ・市民祭りフォトコンテスト・薬物乱用防止キ
ャンペーン・川崎区7区PRコーナー・ぺタンクデモンス
トレーション＆体験・ガールスカウトふれあいの日・チ

イベントの概要
●実行委員会主催イベント…23イベント

2003パワフル川崎区民綱引き大会・かわさきヤングミ
ュージカル・花と緑の園芸コーナー・わくわくケイリン
ランド・フリーマーケット・カルチャ－フェスティバル

●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 63店舗
◇食品・飲食バザ－ル 59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 150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

 172,423円
呈茶席・子ども丸太切り・親子クラフト教室・
ミニＥＬ・アンパンマンのかご屋

チャリティボックス

パレードの概要（11月1日）

20団体

ボランティア参加者数
202人（9団体・2個人）

警備員数
463人（3日間延べ）

ゴミの取扱量
15．91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

37団体 1,117名

35団体 806名
72団体 1，923名

【総合計】　　　　　 30団体 2，189名

◇オープニングパレ－ド

◇祭りパレ－ド

◇神輿パレ－ド      

 6団体 108名

 15団体 642名

 9団体 1，439名

【総合計】　　　　　　　　　　　25人

第1日目　　11月1日（土） 3人
第2日目　　11月2日（日） 20人
第3日目　　11月3日（祝） 2人

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

【総合計】　　　　　　　　　　　　303店鋪

【総合計】　　　　　　　　　　　　3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－
○世界のクイズにチャレンジコ－ナ－
○各国の言語で書く色紙コ－ナ－
○落書きコーナー
○各国の音楽
○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

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・新得町・中標津町）
○青森県（鶴田町）
○岩手県（東和町）
○山形県（川西町・羽黒町）
○宮城県（涌谷町） 
○福島県（福島市）
○新潟県（清里村）
○石川県（輪島市）
○群馬県（上野村・神流町）
○千葉県（木更津市）
○長野県（南信州広域連合・富士見町）
○山梨県（白州町）
○静岡県（川根町）
○宮崎県（日向市）
○鹿児島県（指宿市・鹿野市・垂水市・頴娃町・志布志町・山川町）

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＝（社）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3日
（祝）

・津軽三味線の演奏
　（和楽会「昇」あらはばき）  

・和太鼓の演奏
　（和楽会「昇」川崎昇太鼓）

「日本全国ふるさと自慢」
・山伏のほら貝に挑戦
　（山形県羽黒町）

・フォークダンス
　（川崎市フォークダンス協会） 

・阿波踊り
　（ぎんぎん連）  

・ダンス＆アクションショー
　（SKIショー・コスギ塾）

・フラの演技
　（ZAZA HULADANCE CLUB）

「日本全国ふるさと自慢」
・ビンゴでコシヒカリをGET！
　（新潟県清里村）

・アコースティック
　（eibu）

・沖縄民謡
　（ぷりむん）

・和太鼓と踊り
　（東鋼姫鼓）

・サムルノリの演奏
　（在日韓国青年会）
　
［国際交流コーナー］
・中国の歌
・ベトナムの歌
・タイの踊り
・バリの踊り
・中国の楽器（二胡）演奏
・フィリピンの踊り
・サムルノリ（韓国民俗芸能）その他

・創作和太鼓の演奏
　 （武蔵野太鼓保存会）

・アコースティック弾き語り
　（山根哲彦）

・社交ダンス
　（いこりリリーダンス会）

・練功十八法と益気功
　（日中練功十八法友好協会）
　
・アコースティック弾き語り
　（斉藤麻里）

・和太鼓の演奏
　（杉の子太鼓）

・アコースティック弾き語り
　（煌乃優）

・津軽三味線デュオ演奏
　（古賀加津美）

・アコースティック弾き語り
　（赤松大輔）

「日本全国ふるさと自慢」
・山伏のほら貝に挑戦
　（山形県羽黒町）

・一輪車での演技
　（大師地区一輪車クラブUDA）

［国際交流コーナー］
・ガールスカウトふれあいの日
  メイポールダンス

          

・吹奏楽
　（ドリーム・ウィンド・シンフォニー）

・和太鼓の演奏
　（野川親子太鼓　大地）

・マジックショー
　（日本奇術連盟川崎支部）

・アコースティック引き語り
　（宮西良治）
　
・川崎体操
　（川崎市体力づくり体操連盟）

・コント＆漫才
　（キモチサムライ）

「日本全国ふるさと自慢」
・ビンゴでコシヒカリをGET！
　（新潟県清里村）

「日本全国ふるさと自慢」
・山伏のほら貝に挑戦
　（山形県羽黒町）

・阿波踊り
　（川崎銀杏連）

・創作和太鼓の演奏
　（武蔵野太鼓保存会）
　
・スペイン舞踊
　（Amigos）

・アコースティック
　（leaf of reason）

          

11月2日
（日） 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1日
（土）

　開会宣言・主催者挨拶・一番太鼓 
◎開会式10：00～

（＊11/3は雨天のため、場所や時間が変更、キャンセルになった団体があります。）



おまつり広場おまつり広場
【川崎競輪場】

5

◆約250店の大バザール＝衣料・食品・工芸・陶芸・おもちゃ他　
◆坂本九メモリアルシアター（「九ちゃん音頭」「坊ちゃん」）
◆わくわくケイリンランド（川崎競輪主催者連絡協議会）
◆サイクルフェスタ03（川崎競輪主催者連絡協議会）
◆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）　
◆市民交流ゾーン（7区PRコーナー）
◆ストリートミュージシャン
◆かわさきヤングミュージカル
◆手作り品バザーコーナー
◆ファイナンシャルプランナーによる家計の無料相談会
◆縁日コーナー　

◆キャンペーンコーナー
　◇東京電力
　◇川崎市の交通とまちづくり（川崎商工会議所）
　◇Buyかわさき出品者協議会（川崎商工会議所）
　◇かわさきマイスター作品展示（かわさきマイスター会）　
　◇川崎市技能職団体連絡協議会

催し・バザール



ふれあい広場
【川崎球場第二駐車場】

◆花と緑の園芸コーナー／JAセレサ川崎・
　花と緑の即売会、生鮮野菜の即売会
◆バザール＝衣料・食品・工芸・陶芸・おもちゃ他
◆縁日コーナー　
◆キャンペーンコーナー　
　◇住宅供給公社◇交通安全キャンペーン

催し・バザール

ふれあい広場

6
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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1日］＝（川崎市環境局生活環境部減量資源課）　
◆ファファ［11月1日～3日］＝（TIC）　
◆スピードガンに挑戦［11月1日～3日］＝（アイダスポーツ）　
◆アンパンマンのかご屋［11月1日～3日］＝（若い根っ子の会川崎支部）
◆親子クラフト教室［11月1日～3日］＝（川崎区青少年指導員連絡協議会）
◆ミニELに乗ろう［11月2・3日］＝（フリーウィングSCミニELサークル）
◆ユニバーサル・ホッケー教室［11月2・3日］＝第5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）
◆川崎フロンターレサッカー教室［11月2日］＝川崎フロンターレコーチによるサッカースクール＆フッ
トサル
　（川崎フロンターレ市民後援会）　
◆薬物乱用防止キャンペーン［11月1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3日］＝（川崎少年補導員連絡協議会）
◆フォークダンス［11月3日］＝（川崎市フォークダンス協会）

催し・バザール

◇税の広場◇環境局行政コーナー◇戦争と平和展◇神奈川県建築士事務所協会川崎支部
◇神奈川県JFEスチール京浜赤十字奉仕団 救急法体験学習コーナー◇川崎区赤十字奉仕団
◇かながわ水源の森林づくり◇人権啓発(1日）◇計量の広場(2・3日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＊11/3は雨天のため中止となったイベントがあります。）

◆キャンペーンコーナー
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○大正琴演奏（大正琴　琴伝流　琴望会）

○バンド演奏（ブラック・シーサー）

○日本舞踊（みずほ）

○クラシックバレエ
　（夢見ヶ先崎バレエスタジオ）

○踊り（川崎レクリエーション協会）

○ダンスショー（T・T・STUDIOダンサーズ）

○八木節　他（川崎群馬県人会）

○和太鼓演奏（鼓空）

○カラオケ大会

○社交ダンス
　（川崎市社交ﾀﾞﾝｽ地域ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会）

○輪踊り（川崎市老人クラブ連合会）

○吹奏楽（ドリーム・ウィンド・シンフォニー.）

○創作和太鼓の演奏（武蔵野太鼓保存会）

○和太鼓の演奏（杉の子太鼓）

○ハワイアン（レレ・シスターズ）

○バンド演奏（ノンベーズ）

○津軽三味線デュオ演奏（古賀加津美）

○民謡（紅友会）

○園児と職員による和太鼓ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ
　（第一ひかり幼稚園）

○踊りと唄（おけさ会）

○大川崎おどりin市民祭り
　（民文連川崎ｸﾞﾙｰﾌ ・゚川崎ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会・
　　川崎市民謡協会他）

○よさこいおけさ（若波会）

○民謡（民謡愛好会）

○フラダンス（ハナ、フラ、アサヒ）

○創作和太鼓の演奏（武蔵野太鼓保存会）

○ジャズダンス（Dance Team MISAKI）
　　　　　　　　　　　　　

11月2日
（日）

11月1日
（土） ステージ・プログラム ステージ・プログラム

11月3日
（祝）

○和太鼓と踊り（東鋼姫鼓）

○カワパラの披露（黒ちゃんクラブ）

○ダンス（ガレッジJ.D.S ）

○フラダンス（ZAZA HULADANCE CLUB）

○モダンバレエとジャズダンス
　（ケイコ・シムラ・ダンスカンパニー）

○津軽三味線の演奏（和楽会「昇」あらはばき）

○和太鼓の演奏（和楽会「昇」川崎昇太鼓）

○サムルノリの演奏（在日韓国青年会）

○フォーク（スプリング・フィールド）

○かっぽれ、奴さん　他（香之介会社中）

○ロックソーラン（そーらんフェスタ連絡会）

○ｴｱﾛﾋﾞｸｽ、ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ、Hiphop
　（Danceア・ラ・モード）

○尺八の演奏と民謡合唱（日本民謡　淡水会）

○ダンス＆アクションショー（SKIショー・コスギ塾）

ステージ・プログラム

（＊11/3は雨天のため、場所や時間が変更、キャンセルになった団体があります。）
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健康の広場
【富士見軟式野球場】

◆2003パワフルかわさき区民綱引き大会〈11月2日〉
　子どもの部：16チ－ム/378名　大人の部：20チ－ム/388名
　（2003パワフルかわさき区民綱引き大会実行委員会）　
◆ペタンクデモンストレーション＆体験（川崎ペタンク連合）　

　
　◇かわさきワン・ニャンフェスタ2003（かわさき犬ねこ愛護ボランティア）
　◇タマちゃんバスの展示・タマちゃんバス記念品の販売（川崎市交通局）

催し・バザール

健康の広場

◆キャンペーンコーナー



10

パレードパレード
◆コ－ス／ふるさと交流広場前→ハローブリッジ→川崎市役所前→川崎駅前
◆距　離／約７００メ－トル　
◆パレ－ド構成（6団体・108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・木旗（ボ－イスカウト）
◇カラ－ガ－ド隊＆川崎市消防音楽隊
◇市長・実行委員長オープンカー

◇横浜シ－サイドハ－レ－クラブ
◇川崎ハ－レ－会
◇横浜サイドカ－クラブ

オープニングパレード　（10：30～11：00）
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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（１5団体・642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】
◇ガールスカウト川崎市連絡会
◇バトンチームあさひきっず
◇日吉北地区子ども会連盟鼓笛隊

【サンバ＆一輪車パレード】
◇沖千里ジャズダンス教室
◇川崎市ダンススポーツ連盟
◇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
　

【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

【伝統芸能パレ－ド】
◇若波会
◇梅后流・江戸芸かっぽれ

祭りパレ－ド　（10：35～11：55）
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◆コ－ス／ラ チッタデッラ→銀柳街→銀座街→川崎市役所本庁舎
 　　　　→ハローブリッジ→ふるさと交流広場前→川崎競輪場北門前
◆距　離／約１８００メ－トル　
◆パレ－ド構成（9団体・1,439名）
　（神輿8基・纏１団体）　　　
◇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◇大師稲荷神社稲瀬會◇川崎道祖神
◇川崎柏睦

神輿パレード　（10：50～13：05）
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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

日向市

垂水市

鹿屋市
志布志町

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

指宿市

頴娃町
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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

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

神流町

鶴田町

上野村

愛知県

滋賀県

三重県
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

福島市

南信州広域連合

群馬県人会

沖縄県人会

羽黒町

輪島市
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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
○参鳥居鮨
○日本スタンダード株式会社
○JFEスチール株式会社 東日本製鉄所
○社団法人 川崎建設業協会
○株式会社 東芝 小向工場
○株式会社  トレジャー アイランド コーポレー
ション
○川崎商工会議所
○株式会社 ロッテ
○都市基盤整備公団
○東京電力株式会社 川崎支社
○田島電業株式会社
○富士通株式会社 川崎支店
○川崎競輪主催者連絡協議会
○社団法人 川崎市空調衛生工業会
○京浜急行電鉄株式会社
○株式会社 織戸組
○水曜会(旧川崎銀行協会)
○セレサ川崎農業協同組合
○社団法人 川崎市電設工業会
○川崎区連合町内会
○川崎DICE
○川崎市遊技場組合
○川崎中央商業協同組合
○社団法人 神奈川県警備業協会 川崎支部
○川崎信用金庫
○東京ガス株式会社 川崎支店
○社団法人 川崎市薬剤師会
○ホテルスカイコート川崎
○有限会社 アイダスポーツ
○一乗会館・教安寺
○岡田屋モアーズ専門店会
○京浜化工株式会社
○三菱ふそうトラック・バス株式会社
○東洋ロザイ株式会社
○ユーコービジネスマシン株式会社
○株式会社 モリノブライダルサロン
○社団法人 川崎市医師会
○川崎フロンターレ市民後援会
○川崎市信用保証協会
○川崎市管工事業協同組合
○東洋建設株式会社 横浜支店
○株式会社 さいか屋 川崎店
○味の素株式会社 川崎事業所

○社団法人 川崎市歯科医師会
○株式会社 横浜アーチスト
○川崎アゼリア商店会
○中央労働金庫 川崎支店
○トキコ株式会社
○日立造船株式会社 神奈川工場
○有限会社遠藤設備工事
○文昭堂印刷株式会社
○株式会社大林組 川崎営業所
○新日本石油化学株式会社  川崎事業所
○川崎ステーションビルBE
○前田建設工業株式会社 川崎営業所
○カナゾン株式会社
○大和工商リース株式会社 横浜支店
○財団法人 川崎市公園緑地協会
○東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場
○西松建設株式会社 横浜支店
○富士電気システムズ株式会社 川崎工場
○川崎駅前仲見世通商店街振興組合
○大成建設株式会社 川崎支店
○川崎市全町内会連合会
○社団法人 川崎市商店街連合会
○川崎ライオンズクラブ
○三五紙業株式会社
○川崎多摩川ライオンズ・クラブ
○神奈川臨海鉄道株式会社
○川崎海員会館
○株式会社 福嶋鉄工所
○昭和電工株式会社 川崎事業所
○川崎ロータリークラブ
○株式会社 ミユキ組
○川崎葵ライオンズクラブ
○株式会社 井の雅組
○株式会社 デイ・シイ
○川崎銀柳街商業協同組合
○川崎朋友ライオンズクラブ
○ライオンズクラブ国際協会330-地区4リジョンチェア
マン
○川崎中央ライオンズクラブ
○全水道川崎水道労働組合
○さわやか信用金庫川崎支店
○日本冶金工業労働組合 川崎支部
○寺尾サッシ工業株式会社
○社団法人 川崎青年会議所
○図南鍛工株式会社

○小田急建設株式会社 横浜支店
○川崎日航ホテル
○川崎鶴見臨港バス株式会社
○昭和電工ユニオン 川崎支部
○清水建設株式会社 横浜支店   川崎営業所
○川崎市工業団体連合会
○川崎交通労働組合
○川崎地域連合
○みやうち着物学院
○新日本石油株式会社 川崎事業所
○東燃ゼネラル石油労組 川崎支部
○新日本石油労働組合 川崎支部
○川崎市地域女性連絡協議会
○北海道中標津町
○川崎南工場振興会
○JFE京浜労働組合
○国際ソロプチミスト川崎
○川崎大師ロータリークラブ
○東芝労働組合 浜川崎支部
○有限会社 小林酒店
○東亜石油株式会社 
○株式会社 奥村組 横浜支店
○川崎駅前大通商業協同組合
○ガールスカウト川崎市連絡会
○川崎ホテルパーク
○川崎労働者福祉協議会
○たちばな通商店街振興組合
○タカネ電機株式会社
○株式会社 中商
○若築建設株式会社 横浜支店
○群馬県神流町
○飛島建設株式会社
○川崎臨港倉庫株式会社
○中原区文化協会
○株式会社 錢高組  横浜支店
○株式会社 京急ストア 川崎店
○ヒロセ株式会社
○川崎グランドホテル
○財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会
○株式会社 セレスポ
○株式会社 ゴンドラ
○杉山産業株式会社
○川崎中央商店街連合会
○ベルプランニング

（順不同・敬称略）
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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
○株式会社チッタエンタテイメント
○チネチッタ通り商店街振興組合
○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
○株式会社よみうりランド
○株式会社川崎球場
○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
○神奈川県川崎競馬組合
○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

■ボランティア（団体）

■ボランティア（個人）
○鈴木加奈子
○浅川秀明

○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
○川崎市地域女性連絡協議会
○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
○川崎市看護協会
○全川崎野球クラブ
○ベンチャークラブ
○旧母親クラブ研究会

○会場入口ゲ－ト看板および
　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（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（右記写真）

■御協賛品
○旭化成工業株式会社川崎製造所
○株式会社東陽トレーディング
○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
○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
○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

御協賛団体等の広告内容
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坂 本 　 茂
佐藤　朋佑

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
平井　きみ子
山 下 　 秀 男
船 山 　 錦 一
小峯　　利一
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
小林　美年子
佐 藤 　 朋 佑

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14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
第24回かわさき市民祭り実行委員長
第25回かわさき市民祭り実行委員長

■顧問

○藤木　　弘 全川崎ライオンズクラブ 
□早　　　博 社団法人　川崎市商店街連合会
　木下　伸一 川崎地域連合
　小泉　一郎 セレサ川崎農業協同組合
　山村　弘樹 川崎市工業団体連合会
　市川　緋佐麿 川崎ロータリークラブ
　石井　敏治 川崎商工会議所 
　竹本　典秀 社団法人　川崎青年会議所
　

■企画推進部会 ※○印は部会長，□印は副部会長

○桑原　美代治 川崎市文化協会
□高橋　　茂 川崎市レクリエーション連盟
□吉田　元江 川崎ヘルスボランティアの会
　池田　喜美子 社団法人川崎市看護協会
　岩井　　茂 川崎市子ども会連盟

　氏家　清一　　川崎市青少年指導員連絡協議会
　永井　隆一　　財団法人川崎市身体障害者協会
　殷　　珊珊       川崎市外国人市民代表者会議
　小泉　一郎 川崎市園芸協会
　若月　偉男 川崎市技能職団体連絡協議会
　坂下　美代　　財団法人川崎市老人クラブ連合会
　高田　宏輝 財団法人川崎市体育協会
　弾塚　　誠 川崎区連合町内会
　殿村　陽子 川崎市消費者の会
　森　　教祐 川崎市体育指導委員連絡協議会
　安藤　　徹　　日本ボーイスカウト川崎地区協議会

■その他実行委員

　新井　基之 株式会社川崎球場
　石井　健吾 川崎市観光協会連合会
　小田桐　恵 川崎市労働組合連合会
　大西　豊久 川崎市ＰＴＡ連絡協議会
　松実　和裕　　田島地区商店街連合会
　中山　輝幸 田島園芸商組合
　蓑田　淡零　　川崎市総合文化団体連絡会
　深瀬　充久 川崎市造園建設業協同組合
　水野　貴司 川崎市教職員組合
　宇井　直樹 社団法人川崎市幼稚園協会
　植松　　了 経済局（局長）
　君嶋　武胤 川崎区（区長）
　関　　　悳 川崎市立中学校校長会
　牧田　好央 川崎市立小学校校長会
　

■資金部会  ※○印は部会長，□印は副部会長

遠藤　恭正　 川崎中央商店街連合会

■実行委員長

海野　恵美子 財団法人　川崎市母子寡婦福祉協議会

■会計

川崎市市民局

■事務局

秋葉　孝雄
柏木　靖男

社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会
川崎市収入役

■会計監事

渡辺　達夫
吉野　辰男
小林　美年子
桜井よい子
佐 藤 　 忠
東山　　芳孝
　

社団法人　川崎建設業協会
川崎市全町内会連合会
ガールスカウト川崎市連絡会
川崎市地域女性連絡協議会
川崎市議会副議長
川崎市副市長

■副実行委員長

組織と運営組織と運営 第25回かわさき市民祭り実行委員会（順不同、敬称略）第26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

神奈川新聞10月31日　朝刊掲載

ポスターB3

ポスターB2

ホームページ

□広報宣伝
・市政だより　7月21日号（イベント・バザール・ボランティア募集）
　　　　　　 10月21日号（開催案内）
・ポスター　 JR南武線及び京浜急行各駅（川崎市域）等・各区役所・
　　　　　　　幼稚園・小学校・中学校・高等学校・市広報掲示板
・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（JR川崎駅自由通路）


