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会 場 川崎区富士見公園一帯 AM10:00～PM4:30

JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩15分
開 会 式 11月1日金 AM10:00～

ふるさと交流広場・パフォーマンスステージ（川崎球場第１駐車場）

パレード 11月1日土
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「きらめき　かがやき　かわさき」



参加人数
第 1 日目　11月 1 日（土）   2 0 2, 000人 
第 2 日目　11月 2 日（日）   1 9 3, 000人 
第 3 日目　11月 3 日（祝）   1 8 3, 000人 
 総　数 578, 000人 

過去の参加者数

第31回かわさき市民祭り概要
　「つくろう　みんなのひろば」を合言葉に開催してきた歴史ある祭りを継承し
つつ、私たちのまち川崎を広く内外に誇れるものとして、また、より豊かな市
民文化の創造と地域経済の活性化を推進するため、「第31回かわさき市民祭り」
を開催いたしました。

趣旨

第 1 回 昭和53年（1978） 11月 3 日㈷〜11月 5 日㈰　3 日間 521, 000人
第 2 回 昭和54年（1979） 11月 2 日㈮〜11月 4 日㈰　3 日間 410, 800人
第 3 回 昭和55年（1980） 11月 1 日㈯〜11月 3 日㈷　3 日間 585, 000人
第 4 回 昭和56年（1981） 11月 1 日㈰〜11月 3 日㈷　3 日間 545, 000人
第 5 回 昭和57年（1982） 11月 3 日㈷〜11月 5 日㈰　3 日間 463, 000人
第 6 回 昭和58年（1983） 11月 3 日㈷〜11月 6 日㈰　4 日間 454, 000人
第 7 回 昭和59年（1984） 11月 2 日㈮〜11月 4 日㈰　3 日間 522, 000人
第 8 回 昭和60年（1985） 11月 2 日㈯〜11月 4 日㉁　3 日間 512, 000人
第 9 回 昭和61年（1986） 11月 1 日㈯〜11月 3 日㈷　3 日間 524, 000人
第10回 昭和62年（1987） 11月 1 日㈰〜11月 3 日㈷　3 日間 538, 000人
第11回 昭和63年（1988） 11月 3 日㈷〜11月 6 日㈰　4 日間 （中止）
第12回 平成元年（1989） 11月 3 日㈷〜11月 5 日㈰　3 日間 604, 000人
第13回 平成 2 年（1990） 11月 2 日㈮〜11月 4 日㈰　3 日間 431, 000人
第14回 平成 3 年（1991） 11月 2 日㈯〜11月 4 日㉁　3 日間 613, 000人
第15回 平成 4 年（1992） 11月 1 日㈰〜11月 3 日㈷　3 日間 673, 000人
第16回 平成 5 年（1993） 11月 5 日㈮〜11月 7 日㈰　3 日間 459, 500人

第17回 平成 6 年（1994） 11月 3 日㈷〜11月 6 日㈰　4 日間 460, 000人
第18回 平成 7 年（1995） 11月 3 日㈷〜11月 5 日㈰　3 日間 546, 000人
第19回 平成 8 年（1996） 11月 2 日㈯〜11月 4 日㉁　3 日間 539, 000人
第20回 平成 9 年（1997） 11月 1 日㈯〜11月 3 日㈷　3 日間 597, 000人
第21回 平成10年（1998） 11月 1 日㈰〜11月 3 日㈷　3 日間 584, 700人
第22回 平成11年（1999） 11月 5 日㈮〜11月 7 日㈰　3 日間 591, 500人
第23回 平成12年（2000） 11月 3 日㈷〜11月 5 日㈰　3 日間 575, 500人
第24回 平成13年（2001） 11月 2 日㈮〜11月 4 日㈰　3 日間 530, 000人
第25回 平成14年（2002） 11月 2 日㈯〜11月 4 日㉁　3 日間 542, 000人
第26回 平成15年（2003） 11月 1 日㈯〜11月 3 日㈷　3 日間 552, 000人
第27回 平成16年（2004） 10月29日㈮〜10月31日㈰　3 日間 460, 000人
第28回 平成17年（2005） 11月 4 日㈮〜11月 6 日㈰　3 日間 511, 300人
第29回 平成18年（2006） 11月 3 日㈷〜11月 5 日㈰　3 日間 561, 000人
第30回 平成19年（2007） 11月 2 日㈮〜11月 4 日㈰　3 日間 571, 000人
第31回 平成20年（2008） 11月 1 日㈯〜11月 3 日㈷　3 日間 578, 000人
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あらまし

イベントの概要

●実行委員会主催・共催イベント
川崎市観光コーナー／市民相談コーナー（労働年金・
歯科・眼科・皮膚科）／子どもサッカー教室／親子
クラフト教室／ユニバーサルホッケー体験／ミニ
EL に乗ろう／かご屋さん／ちびっ子警察官写真撮
影会／ふあふあ／ SWAT ゲームコーナー／呈茶席
／丸太きり／薬物乱用防止／国際交流コーナー（各
国の音楽とおどり）／ペタンク体験

●各団体主催イベント
アメリカンフットボール体験／ �008 パワフルか
わさき区民綱引き大会／わくわくケイリンランド／
おもしろ自転車広場（変り種自転車・ケイリン体
験コーナー）／音楽のまちかわさきオータムコンサ
ート／フリーマーケット／わんにゃんフェスタ in 
KAWASAKI�008 ／夢ライブ／カラオケ大会

ステージ及びパフォーマンスエリアの概要

◇あそびの広場（ステージ）
　 43団体 　　1,434名
◇ふるさと交流広場（パフォーマンスエリア）
　 3�団体 654名

	 【総合計】	 75団体	 2,088名

パレードの概要（11月1日）

◇オープニングパレード 8団体 1�5名
◇祭りパレード 1�団体 515名
◇神輿パレード 8団体 1,334名

	 【総合計】	 28団体	 1,974名

バザールの概要

◇物販バザール  54店舗
◇食品・飲食バザール  54店舗
◇全国市町村ふるさとバザール  ��店舗
◇国際交流バザール  4店舗
◇縁日バザール  145店舗

	 【総合計】	 	 279店舗

キャンペーン参加団体数

	 	 34団体

ボランティア参加者数

	 205人	（15団体）

迷子数

　　第 1 日目　　11月 1 日（土）  10人
　　第 � 日目　　11月 � 日（日）  1�人
　　第 3 日目　　11月 3 日（祝）  10人

	 【総合計】	 	 32人

救急車出動依頼

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

	 【総合計】	 	 1人

チャリティボックス

	 	263,135円
呈茶席・丸太切り・親子クラフト教室・ミニEL乗
車コーナー・かご屋

警備員数

	 348人（3日間延べ）

ゴミの取扱量

	 	11.08トン
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催し・バザール

◆ふるさと交流コーナー＝北海道から九州まで ��
市町村の特産物販売・郷土芸能

○北海道（岩見沢市・新得町・中標津町）、青森県（鶴
田町）、山形県（鶴岡市・鶴岡市羽黒庁舎・山形
市・川西町）、宮城県（湧谷町）、福島県（福島市）、
新潟県（上越市清里区）、石川県（輪島市）、富山
県（氷見市）、群馬県（神流町・上野村）、千葉県

（木更津市）、長野県（富士見町）、静岡県（島田市）、
鹿児島県（鹿屋市・指宿市・頴娃町・志布志町）

◆国際交流コーナー（川崎市外国人市民代表者会議）
○各国文化の紹介
○各国の音楽とおどり［3 日］＝タイの踊り・テコ

ンドー演舞・中国伝統楽器の演奏・ネパールの踊
り・太極拳演舞・インド古典舞踊

◆呈茶（茶道裏千家淡交会川崎支部）
◆子ども丸太切り（川崎木材業協同組合青年部川崎

八日会）
◆市バス展示（川崎市交通局）
◆キャペーン＝川崎区保護司会［� 日］・川崎地　

域腎臓病連絡協議会［� 日］

ふるさと交流広場
【川崎球場第一駐車場】
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11月1日
（土）

開会式　　　　　
　（一番太鼓、消防音楽隊演奏）

○引き語りライブ
(ゆらっくす)

○健康体操
（日中練功十八法友好協会）

○和太鼓演奏
　（野川親子太鼓　大地）

○長唄・民謡　他
　（みずほ）

○和太鼓演奏
　（武蔵野太鼓保存会）

○一輪車演技
　（大師地区一輪車クラブUDA）

○メイポールダンス
　（ガールスカウト川崎市連絡会）

○よさこい川崎おどり
　（大師地区女性連絡協議会）

○よさこいソーラン演舞
　（川崎市立御幸中学校YOSAKOIソーラン同友会）

○阿波踊り
　（埼玉葵連　川崎地区）

○ジャンベ演奏
　（宝　道）

○フォークダンス
　（川崎市フォークダンス協会）

○スティールパンによるアンサンブル演奏
　（PAN VILLAGE ALL STARS）

○歌とダンスのミュージックショー
(ドラ・コン・ダ KAWASAKI KID'S）

○ソプラノ金恵娟の音楽会・日中
　友好記念コンサート

（茉莉花の会）

○ミュージック　Song Dance
（川崎市立南菅中学校　演劇部）

○エレキ・ギターサウンドバンド
（ブラック・シーサー）

○津軽三味線女性デュオ演奏
（津軽三味線デュオ　CoCo）

○フラダンス
（川崎フラ同友会）

○「音楽のまち・かわさき」
　 オータムコンサート

○親子リズムダンス・キッズダンス
（踊るママちゃん＆キッズ）

○和太鼓演奏
（和太鼓「颯」）

○マジックショー
（日本奇術連盟川崎支部）

○和太鼓演奏
（第一ひかり幼稚園）

○民謡
（川蝉会）

○地元にゆかりのある曲でのダンス
（かわさき舞祭）

○民謡、三味線合奏、唄、尺八、太鼓
（民謡愛好会（竜美会））

○ビンゴでコシヒカリをGET！ 
（新潟県上越市清里区【ふるさと自慢】）

○フラダンス＆コリアン民族舞踊
（トラヂの会）

○ナチュラルポイントの歌とダンス
（トムボーイ・ダンスインスティテュート）

○トシ＆桑田の歌まねショー
（アンクル・パワーズ）

○ギターデュオ
（水玉）

11月2日
（日）

11月3日
（祝）

パフォーマンスエリア・プログラム
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催し・バザール

◆バザール＝食品・衣料・工芸・おもちゃ他
◆川崎市観光コーナー（川崎市観光協会連合会・東

京ガラス工芸研究所）
◆市民相談コーナー＝労働年金［1日］（神奈川県

社会保険労務士川崎南支部）・歯科［�日］（川崎
市歯科医師会）・眼科［3日］（川崎市医師会）

◆わくわくケイリンランド（川崎競輪場）
◆おもしろ自転車広場＝変り種自転車・ケイリン体

験コーナー［3日］（川崎競輪場）
◆縁日コーナー
◆キャンペーン＝東京電力・東京ガス・Buyかわさ

き出品者協議会・かわさきマイスター友の会・神
奈川新聞・神奈川県宅地建物取引業協会川崎支部・
全日本不動産協会川崎支部

おまつり広場
【川崎競輪場】
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ふれあい広場
【川崎球場第二駐車場】

催し・バザール

◆市内農産物直販コーナー＝花と緑の即売会・
生鮮野菜即売会（JAセレサ川崎）

◆バザール＝食品・衣料・工芸他
◆縁日コーナー
◆キャンペーン＝交通安全（川崎区中央地区

交通安全母の会）・盲導犬育成募金（ライオ
ンズクラブ国際協会）・市民健康相談（神奈
川県栄養士会川崎支部）
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催し・バザール

◆川崎フロンターレ子どもサッカー教室［1日］（川崎フロンターレ後援会）
◆アメリカンフットボール体験［�日］＝（アサヒビールシルバースターズ）
◆親子クラフト教室［�日］（川崎区青少年指導員連絡協議会）
◆ユニバーサルホッケー体験［�,3日］（川崎市ユニバーサルホッケー協会）
◆ミニELに乗ろう［�,3日］（枡形リーダークラブ）
◆かご屋さん［�,3日］（若い根っこの会川崎支部）
◆ちびっ子警察官写真撮影会［3日］（川崎少年補導員連絡会）
◆ふあふあ（TIC）
◆パイレーツパーク（S.W.A.T）
◆海賊と冒険者（TWENTY FOUR）
◆キャンペーン＝税の広場（川崎南青色申告会）・川崎区赤十字奉仕団・救急法体験（神奈川県JFEスチール京

浜赤十字奉仕団）・神奈川県建築士事務所協会川崎支部・薬物乱用防止（川崎区青少年指導員連絡協議会）・川
崎市水道局［1日］・ひろえば街が好きになる運動他（日本たばこ産業株式会社）・人権啓発［1日］（川崎人権
擁護委員協議会）・計量の広場［�,3日］（川崎市計量協会）・戦争と平和展（新日本婦人の会川崎南支部・神奈
川水源の森林づくり（県民との協働による森林づくり実行委員会）・川崎市環境局行政コーナー・古着古布回
収［3日］（川崎市環境局）

あそびの広場
【川崎球場】
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第31回

11月1日
（土）

○チアリーディング
（キッズチアリーディング PINKEYS）

○フラダンス
（アロハクラブ）

○バンド演奏
（ザ・のんべーず）

○Hip Hopダンス
（mizzy）

○エアロビクス
（Lucky ★Pool）

○輪踊り
（川崎市老人クラブ連合会）

○フラダンス
（ハナフラアサヒ）

○Hip Hopダンス
（STUDIO.BLAST）

○アラビアンダンス［ベリーダンス］
　（Arabian Dance DARYA）

○地方付伝統民謡踊り
（若波会）

○バトントワリング・チアダンス
（洗足学園バトン・ダンス部RIOT）

○踊り
（川崎市民謡協会）

○フラダンス
（ラニカイ フラ ピカケ）

○フラダンス
（NANI PIKAKE）

○ジャズダンス
（キッズジャズダンス）

○フラダンス
（アロハフラ）

○クラシックバレエ
（夢見バレエスタジオ）

○チアリーディング
（川崎キッズチアリーディング　BAMBIES）

○かわさき体操
（川崎市体力づくり体操連盟）

○ダンスメドレー
（黒ちゃんクラブ）

○ダンスライブ
（Japan Dance School〜カレッジJDS）

○フラダンス
（HULA Na Ka Ma）

○ハーモニカ
（いこいシルバー．ハーモニカバンド）

○吹奏楽
（Blue Sky）

○チアリーディング
（神奈川 チアリーディングクラブRabbits）

○ギター合奏
（川崎市民ギターオーケストラ）

○民謡踊り、長岡甚句
（旭会（旭港婦人部））

○HIP HOP
（STUDIO Bounce（スタジオ・バウンス））

○サルサ
（サルサフィエスタ)

○和太鼓
（鼓　空）

○大正琴
（大正琴　琴伝統　琴望会　夾竹桃グループ）

○津軽三味線
（和楽会「昇」）

○フラダンス
（ハワイアンフラサークルLeialoha）

○フラダンス
（ハワイアンフラサークルMili Mili Aloha）

○吹奏楽［ポップス］
（新城高等学校「吹奏楽交流バンド」）

○輪おどり
（川崎区田島老人　いこいの家）

○バレエ
（ミチコ・ヤノ・モダンバレエカンパニー瑠璃
玉会　若宮バレエ教室）

○フラダンス
（メケ　アロハ　フラダンス）

○フラダンス
（IO(ｲｵ)フラスタジオ）

○Hip Hop, ジャズダンス
（Dance ア・ラ・モード）

○フラダンス
（ミキラニ　フラ　スタジオ）

○フラダンス
（ハラウ・フラ・オ・ナヴァヒネ・イン・ジャパン）

○カラオケ大会

11月2日
（日）

11月3日
（祝）

ステージ・プログラム
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催し

◆わんにゃんフェスタin KAWASAKI（かわさき犬・ねこ愛護
ボランティア）

◆ペタンク体験［1日］
◆�008パワフルかわさき区民綱引き大会［�日］（同実行委員会）
◆フリーマーケット［3日］（川崎市環境局）
◆夢ライブ（川崎区青少年指導員連絡協議会）

催し

◆大ホール＝子どもバレエ・フラダンス［1日］・ギター・ジャズコンボ［�日］・日舞・新舞踊［3日］
◆展示＝ガラス工芸・木彫り・俳句・手編み・絵手紙
　実演＝茶道表千家・手編み［1日］・木彫り［�日］・茶道裏千家［3日］
◆市民相談コーナー＝皮膚科［3日］（川崎市医師会）
◆ステージイベント＝マジック・道化師・ギター［1日］・腹話術・道化師［�日］・フラダンス［3日］

健康の広場
【富士見軟式野球場】

サンピアンかわさき
【労働会館】



10  ●

オープニングパレード（11:00〜11:30）

◆コース／ふるさと交流広場前 ➡ 宮前小学校 ➡  
ハローブリッジ ➡ 川崎市役所前 ➡ 川崎

               駅前
◆距　離／約�00メートル
◆パレード構成（参加8団体・約1�5名）
　（先導＝ガールスカウト，ボーイスカウトのプラ
　 カード隊）
◇市民祭り横断幕（ガールスカウト） 
◇市の花旗・木旗（ボーイスカウト） 
◇カラーガード隊・川崎市消防音楽隊 
◇市長・実行委員長オープンカー 
◇洗足学園バトン・ダンス部“RIOT” 
◇川崎フロンターレ後援会
◇横浜シーサイドハーレークラブ
◇横浜サイドカークラブ

パレード
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祭りパレード（11:05〜12:35）

◆コース／労働会館前 ➡ 祭り会場前 ➡ 宮前小学校
◆距　離／約680メートル
◆パレード構成（参加1�団体・約515名）
　（先導＝ガールスカウト，ボーイスカウトのプラカード隊）

【バトン・鼓笛隊】 
◇バトンチームあさひきっず
◇ガールスカウト川崎市連絡会鼓笛隊
◇川崎市外国人代表者会議

【サンバ・一輪車】
◇沖千里ジャズダンス教室
◇大師地区一輪車クラブUDA

【伝統芸能】
◇アラビアンダンスDARYA
◇御幸中学校YOSAKOIソーラン同好会
◇よさこい川崎おどり（大師地区女性連絡協議会）
◇おけさ流し（若波会）
◇梅后流　江戸芸かっぽれ

【民謡流し】
◇川崎市民謡協会
◇全川崎民踊指導者連盟
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催し

◆バスカー

ストリートミュージックストリートミュージック
【川崎銀座街】

神輿パレード（11:00〜13:50）

◆コース／ラ チッタデッラ ➡ 銀柳街 ➡ 銀座街  
➡砂子1丁目商和会 ➡ たちばなモール 
➡ 平和通り ➡ ハローブリッジ ➡ 祭り
会場前 ➡ 労働会館前

◆距　離／約�,000メートル
◆パレード構成（参加8団体・1,334名） 
［神輿�基・お囃子1団体］

◇中島八幡神社囃子保存会
◇二宮翠鳳睦
◇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
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■御協賛金

○大本山川崎大師平間寺
○株式会社 トレジャーアイランドコーポレーション
○JFEスチール株式会社 東日本製鉄所
○株式会社 東芝 小向工場
○株式会社 ベネッセコーポレーション
○川崎商工会議所
○有限会社伸永興産吉兆川崎中央店
○川崎中央はりきゅう院
○株式会社 山根工務店
○社団法人 川崎建設業協会
○株式会社 織戸組
○川崎区連合町内会
○川崎信用金庫
○川崎中央商業協同組合
○キヤノン株式会社 矢向事務所
○社団法人 川崎市電設工業会
○セレサ川崎農業協同組合
○田島電業株式会社
○東京ガス株式会社 川崎支店
○東洋ロザイ株式会社
○財団法人 神奈川県タクシー協会 川崎支部
○味の素株式会社 川崎事業所
○荒井商事株式会社
○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
○川崎質屋協同組合 青年部
○株式会社 YAKIN川崎
○株式会社 チッタエンタテイメント
○株式会社 横浜アーチスト
○川崎アゼリア商店会
○川崎港運協会
○川崎市信用保証協会
○川崎市管工事業協同組合
○川崎フロンターレ市民後援会
○京浜化工株式会社
○社団法人 川崎市病院協会
○社団法人 川崎市医師会
○社団法人 川崎市歯科医師会
○社団法人 川崎市薬剤師会
○有限会社 遠藤設備工事
○ユーコービジネスマシン株式会社
○図南鍛工株式会社
○財団法人 川崎市公園緑地協会　川崎国際生田緑地ゴルフ場
○東京電力株式会社　川崎支社
○株式会社マタハリー
○川崎ダイス
○鹿島建設株式会社 横浜支店
○株式会社 田原屋
○川崎美化協会
○川崎ホテルパーク
○ジャパントータルサービス株式会社
○新日本石油精製株式会社
○有限会社大沼
○川崎市全町内会連合会

○九城企業株式会社
○川崎市技能職団体連絡協議会
○和幸商事株式会社
○川崎市観光協会連合会
○株式会社大林組　川崎営業所
○建設業労働災害防止協会 川崎北分会
○建設業労働災害防止協会 川崎南分会
○前田建設工業株式会社 横浜支店
○川崎セントラルホテル
○川崎市宅地建物取引業協会 川崎南支部
○川崎市建物解体業協同組合
○株式会社住吉
○川崎駅前大通商業協同組合
○川崎銀柳街商業協同組合
○財団法人日本船員厚生協会 川崎海員会館
○社団法人川崎市商店街連合会
○日清製粉株式会社 鶴見工場
○梅后流江戸芸かっぽれ川崎同好会
○松屋総本店
○三菱ふそうトラック・バス労働組合
○有限会社亀屋葬儀社
○昭和電工株式会社 川崎事業所
○神奈川臨海鉄道株式会社
○川崎ライオンズクラブ
○川崎中央ライオンズクラブ
○川崎東ライオンズクラブ
○富士電機システムズ株式会社 川崎工場
○川崎大師観光協会
○川崎ライフサービス株式会社
○株式会社福嶋鉄工所
○東芝労働組合　浜川崎支部
○若宮八幡宮
○有限会社むさしや
○株式会社デイ・シイ
○イー・カナゾン株式会社
○京浜交通株式会社
○岩本開発株式会社
○河原食品株式会社
○JFEスチール京浜労働組合
○エクソンモービルグループ労働組合 川崎支部
○ガールスカウト川崎市連絡会
○株式会社 マックスパート 川崎グランドホテル
○川崎交通労働組合
○川崎市工業団体連合会
○川崎日航ホテル
○川崎労働者福祉協議会
○国際ソロプチミスト川崎
○小林　美年子
○社団法人 川崎青年会議所
○昭和電工ユニオン 川崎支部
○全水道川崎水道労働組合
○たちばな通商店街振興組合
○東芝労働組合 ＭＣ支部
○日本冶金工業労働組合 川崎支部

○日本ボーイスカウト川崎地区協議会
○寺尾サッシ工業株式会社
○川崎ロータリークラブ
○川崎大師ロータリークラブ
○川崎地域連合
○川崎鶴見臨港バス株式会社
○川崎南工場振興会
○株式会社さいか屋川崎店
○味の素株式会社 労働組合
○川崎臨海ライオンズクラブ
○加賀屋産商株式会社
○川崎市教職員組合
○日本たばこ産業株式会社
○横浜銀行川崎支店
○川崎駅西口大通り会
○神奈川都市交通株式会社
○新日本石油株式会社 川崎事業所
○稲毛神社
○株式会社 井の雅組
○タカネ電機株式会社
○裏千家淡交会 川崎支部
○株式会社 折原設備工務店
○株式会社 京急ストア川崎店
○株式会社 中商
○財団法人 川崎市母子寡婦福祉協議会
○さわやか信用金庫 川崎支店
○社団法人 川崎市交通安全協議会
○総合新川橋病院
○川崎市地域女性連絡協議会
○川崎臨港倉庫株式会社
○中原区文化協会
○日本乳化剤株式会社 川崎工場
○ホテルスカイコート川崎

御協賛団体等（順不同・敬称略）

■御協賛品	

○サントリー株式会社 商品開発センター
○旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所
○荒井商事株式会社
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■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）
○川崎ユニバーサルホッケー協会
○川崎区青少年指導員連絡協議会
○川崎フロンターレ 市民後援会
○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
○川崎市立宮前小学校
○川崎市立富士見中学校
○川崎市環境局 南部公園事務所
○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
○川崎市観光協会連合会

■施設提供機関等	

○株式会社 川崎球場
○横浜地方検察庁 川崎支部
○神奈川県川崎競馬組合
○川崎市経済労働局公営事業部（川崎競輪場）
○川崎市環境局 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
○川崎市立富士見中学校
○川崎区役所建設センター
○株式会社 日立製作所オートモティブ
　システムグループ

■ボランティア	（団体）

○ガールスカウト 川崎市連絡会
○ボーイスカウト 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
○川崎市母子寡婦福祉協議会
○川崎へルスボランティアの会
○川崎市青少年指導委員連絡協議会
○川崎市看護協会
○旧川崎市母親クラブ研究会
○川崎区連合町内会
○川崎市PTA連絡協議会
○川崎市文化協会
○川崎市身体障害者協会
○川崎市消費者の会

御協賛団体等の広告内容

○会場入口ゲート看板及び各会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

○ふるさと交流広場の名入れ提灯の設置（下記写真）

名入り提灯による広告宣伝
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■名誉顧問

鏑木　茂哉　川崎市議会議長

■顧問

芦垣　秀代 第 5 回かわさき市民祭り実行委員長
中島　忠三 第 6 回かわさき市民祭り実行委員長
大島　　保 第 � 回かわさき市民祭り実行委員長
平井きみ子 第10回かわさき市民祭り実行委員長
山下　秀男 第11回かわさき市民祭り実行委員長
船山　錦一 第1�回かわさき市民祭り実行委員長
小峯　利一 第14回かわさき市民祭り実行委員長
中川　　潔 第16回かわさき市民祭り実行委員長
川野　安子 第18回かわさき市民祭り実行委員長
工藤　　昭 第1�回かわさき市民祭り実行委員長
間島　快子 第�0回かわさき市民祭り実行委員長
吉野　辰男 第�1回かわさき市民祭り実行委員長
須山　令子 第��回かわさき市民祭り実行委員長
河合　武夫 第�3回かわさき市民祭り実行委員長
小林美年子 第�4回かわさき市民祭り実行委員長
佐藤　朋祐 第�5回かわさき市民祭り実行委員長
小西　忠雄 第��回かわさき市民祭り実行委員長
長澤　明彦 第�8回かわさき市民祭り実行委員長
斉藤　文夫 第��回かわさき市民祭り実行委員長
若月　偉男 第30回かわさき市民祭り実行委員長

■実行委員長

西岡　浩史 川崎商工会議所

■副実行委員長

大川原　久 社団法人 川崎建設業協会
和田　義盛 川崎市商店街連合会
弾塚　　誠 川崎市全町内会連合会
鈴木　和子 川崎市総合文化団体連合会
長田はつの 川崎市地域女性連絡協議会
玉井　信重 川崎市議会
砂田　慎治 川崎市

■会計

海野恵美子 財団法人 川崎市母子寡婦福祉協議会

■会計監事

柏木　靖男 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
小林美年子 ガールスカウト川崎市連絡会

■事務局  
 

  川崎市経済労働局

■資金部会	

　山村　弘樹 川崎市工業団体連合会
　田中徳一郎 川崎青年会議所

木下　伸一 川崎地域連合
小島　將弘 セレサ川崎農業協同組合
清宮　慶一 ライオンズクラブ国際協会
大久保公之 川崎ロータリークラブ

■企画推進部会	

　桑原美代治 川崎市文化協会
　伊藤　栄一 川崎市技能職団体連絡協議会
　峰岸　是雄 川崎市観光協会連合会

権　　純徳　　川崎市外国人市民代表者会議
古坂トシ子 川崎市看護協会
仲子先一郎 川崎市子ども会連盟
梶ヶ谷雪春 川崎市消費者の会
菅野　とき 川崎市身体障害者協会
保科　健治 川崎市青少年指導員連絡協議会
中野　敏雄 川崎市体育協会
浦野　一吉 川崎区体育指導委員会
猪熊　俊夫 川崎中央商店街連合会
谷本　通安　　ボーイスカウト川崎地区協議会
田辺　信子 川崎ヘルスボランティアの会
石渡與惣右衛門　　川崎区連合町内会
馬場　義弘 川崎駅前商店街連合会

■その他実行委員

永山　嘉康 株式会社 川崎球場
平井　知一 川崎市教職員組合
大澤　清男 川崎市造園建設業協同組合
中村　卓司 川崎市ＰＡＴ連絡協議会
小泉　浩之　 社団法人 川崎市幼稚園協会
原　　紀夫　　財団法人 川崎市老人クラブ連合会
石渡　俊充 川崎市労働組合連合会
菊池　　眞 川崎市立小学校長会
菊本　　朗 川崎市立中学校長会
木村美根雄 社団法人 川崎市医師会
田中　　修　 社団法人 川崎市歯科医師会
小林由紀子 社団法人 川崎市薬剤師会
金矢　秀二 川崎市レクリェーション連盟
大谷　悦夫 川崎区

組織と運営　第31回かわさき市民祭り実行委員会（順不同，敬称略）



□広報宣伝
・市政だより　 7月21日号（イベント・バザール・協賛者募集）
　　　　　　　10月21日号（開催案内）
・ポスター・市内公共施設・小学校・中学校・高等学校・市広報掲示板等
・イラストマップ（開催日配布）
・ラジオ（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）
・横断幕 他 

広 報

ポスターB2 ポスターB3

ホームページ

神奈川新聞10月30日　朝刊掲載
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記録

第31回第31回第31回

31st KAWASAKI CITIZEN’S FESTIVAL31st KAWASAKI CITIZEN’S FESTIVAL

記録

●主催    川崎市・第31回かわさき市民祭り実行委員会・（財）自治総合センター ●お問い合わせ Tel:044-200-2308

2008.11/1　  ・2 　 ・3
会 場 川崎区富士見公園一帯 AM10:00～PM4:30

JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩15分
開 会 式 11月1日金 AM10:00～

ふるさと交流広場・パフォーマンスステージ（川崎球場第１駐車場）

パレード 11月1日土

会 場 川崎区富士見公園一帯 AM10:00～PM4:30
JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩15分

開 会 式 11月1日土 AM10:00～
ふるさと交流広場・パフォーマンスステージ（川崎球場第１駐車場）

パレード 11月1日土

祝日土

「きらめき　かがやき　かわさき」

　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。

第31回かわさき市民祭り実行委員会
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宝くじは、広く社会に
役立てられています。

再生紙を使用しています




