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2010．10/29㊎・30㊏・31㊐
（30㊏・31㊐は台風のため中止になりました。）

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：10/29㊎

会

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）

主催

川崎市・第３３回かわさき市民祭り実行委員会・（財）自治総合センター

第33回かわさき市民祭りの概要
趣旨

「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３３回かわさき市民祭り」を開催いたしました。

参加人数
第１日目
10月29日
（金）
第２日目
10月30日
（土）
第３日目
10月31日
（日）
総
数

148,000人
中 止
中 止
148,000人

過去の開催日及び参加者数
第１回 昭和53年（1978）11月３日㈷〜11月５日㈰ ３日間 521,000人

第18回 平成７年（1995）11月３日㈷〜11月５日㈰ ３日間 546,000人

第２回 昭和54年（1979）11月２日㈮〜11月４日㈰ ３日間 410,800人

第19回 平成８年（1996）11月２日㈯〜11月４日㉁ ３日間 539,000人

第３回 昭和55年（1980）11月１日㈯〜11月３日㈷ ３日間 585,000人

第20回 平成９年（1997）11月１日㈯〜11月３日㈷ ３日間 597,000人

第４回 昭和56年（1981）11月１日㈰〜11月３日㈷ ３日間 545,000人

第21回 平成10年（1998）11月１日㈰〜11月３日㈷ ３日間 584,700人

第５回 昭和57年（1982）11月３日㈷〜11月５日㈰ ３日間 463,000人

第22回 平成11年（1999）11月５日㈮〜11月７日㈰ ３日間 591,500人

第６回 昭和58年（1983）11月３日㈷〜11月６日㈰ ４日間 454,000人

第23回 平成12年（2000）11月３日㈷〜11月５日㈰ ３日間 575,500人

第７回 昭和59年（1984）11月２日㈮〜11月４日㈰ ３日間 522,000人

第24回 平成13年（2001）11月２日㈮〜11月４日㈰ ３日間 530,000人

第８回 昭和60年（1985）11月２日㈯〜11月４日㉁ ３日間 512,000人

第25回 平成14年（2002）11月２日㈯〜11月４日㉁ ３日間 542,000人

第９回 昭和61年（1986）11月１日㈯〜11月３日㈷ ３日間 524,000人

第26回 平成15年（2003）11月１日㈯〜11月３日㈷ ３日間 552,000人

第10回 昭和62年（1987）11月１日㈰〜11月３日㈷ ３日間 538,000人

第27回 平成16年（2004）10月29日㈮〜11月31日㈰ ３日間 460,000人

第11回 昭和63年（1988）11月３日㈷〜11月６日㈰ ４日間

第28回 平成17年（2005）11月４日㈮〜11月６日㈰ ３日間 511,300人

第12回 平成元年（1989）11月３日㈷〜11月５日㈰ ３日間
第13回 平成２年（1990）11月２日㈮〜11月４日㈰ ３日間
第14回 平成３年（1991）11月２日㈯〜11月４日㉁ ３日間
第15回 平成４年（1992）11月１日㈰〜11月３日㈷ ３日間
第16回 平成５年（1993）11月５日㈮〜11月７日㈰ ３日間
第17回 平成６年（1994）11月３日㈷〜11月６日㈰ ４日間

(中止)
604,000人
431,000人
613,000人
673,000人
459,500人
460,000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
第32回 平成21年（2009）10月30日㈮〜11月１日㈰ ３日間 550,000人
第33回 平成22年（2010）10月29日㈮〜10月31日㈰ ３日間 148,000人

あらまし
第33回かわさき市民祭りは、平成22年10月29日(金)から31日(日)までの３日間の開催を予定しており
ましたが、台風の影響により、30日(土)、31日(日)の両日は、市民祭りとしては初めての悪天候による中
止となりました。この記録集では、29日(金)の実施結果と、30日(土)・31日(日)に実施予定であったイベ
ントを紹介しています。

フィールドイベントの概要
（共催等を含む）

バザールの概要

参加団体21団体
●おまつり広場
わくわくケイリンランド／おもしろ自転車広場／
フリーマーケット
●あそびの広場
ガサガサ水辺の移動水族館／ふあふあ／巨大神
経衰弱・こどもアトラクション／親子クラフト教
室／ユニバーサルホッケー体験・小学生大会／
ミニＥＬに乗ろう／かご屋／リングビースト
ラックアウト／自然科学実験「タネの秘密を探
ろう」／アメリカンフットボール体験／サッ
カー教室・キックターゲット
●健康の広場
2010パワフルかわさき区民綱引き大会／夢ラ
イブ／ペタンク体験コーナー／ボーイスカウト
活動実演

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

48店舗
57店舗
28店舗
17店舗
129店舗

総合計

279店舗

その他
市民相談コーナー

２団体３コーナー

キャンペーン参加団体数
38団体

ボランティア参加者数
197人
（15団体）

迷子数

ステージイベントの概要

２人

あそびの広場
ステージ
ふるさと交流広場
パフォーマンスエリア
おまつり広場
ステージ
パフォーマンスエリア

38団体

1,564名

33団体

496名

18団体
５団体

239名
95名

総合計

94団体

2,394名

救急車出動依頼数
０件

チャリティ募金
7,840円
呈茶席
※募金は、青少年健全育成事業に活用いただくため、川崎市に寄附しました。

パレードの概要（10月31日）
オープニングパレード
祭りパレード
神輿パレード

５団体
14団体
10団体

79名
577名
1,526名

総合計

29団体

2,182名

警備員数
264人
（3日間延べ）

ゴミの取扱量
4.98トン
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ふるさと交流広場

〈30日・31日予定の行事は中止になりました。〉

【川崎球場第一駐車場】
国際交流コーナー

○キャンペーン
川崎市外国人市民代表者会議、日本ユニセフ協会神奈川県支部
○飲食物産販売
韓国・中国・ベトナム・タイ・インド・スリランカ・パキスタン・イラン・トルコ・スペイン・ペルー

ふるさと交流コーナー

北海道から九州まで28自治体の特産物販売・郷土芸能

○北海道（中標津町・岩見沢市・新得町）、青森県（鶴田町)、宮城県（涌谷町）
、山形県（鶴岡市・山形市・川
西町）、福島県（福島市・郡山市・双葉地方広域市町村圏組合）、群馬県（神流町・上野村）、千葉県（木更
津市）
、新潟県（新潟県・上越市清里区・魚沼市）
、富山県（氷見市）、石川県（輪島市）、長野県（長野市・
南信州広域連合・富士見町）、静岡県（島田市）
、島根県（益田市）、鹿児島県
（鹿屋市・指宿市・志布志市・
頴娃町)

その他

＜中止＞

○キャンペーン＝川崎区保護司会[30日]・川崎地域腎臓病連絡協議会[31日]
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○ふるさと交流広場パフォーマンスエリアプログラム
２９日（金）
○開会式
消防音楽隊演奏
一番太鼓

３０日（土）＜中止＞
○「音楽のまち･かわさき」推進協議会
＜音楽のまち・かわさきオータムコンサート＞
ちょっきんず・達見
井上 侑・Ｖａｇｕｅ

恵・

３１日（日）＜中止＞
○ドラ･コン・ダ KAWASAKI KIDʻS
（ミュージックショー）

○ハウディカントリーダンサーズ
（カントリーラインダンス）

○川崎ｍａｍａベリー
（ベリーダンス）

○川崎市フォークダンス協会
（フォークダンス）

○川崎市外国人市民代表者会議

○新潟県上越市清里区

（各国の音楽・文化・踊りの紹介と
外国人市民代表者会議の紹介）

○ブラック･シーサー

○ガールスカウト川崎連絡会

（エレキサウンドバンド）

（メイポールダンス）

○大師よさこいリーディング

（ビンゴでコシヒカリをＧＥＴ
！）

○ペルーの民族舞踊Folklore
（ペルーの民族舞踊）

（よさこい踊り）

○川崎ブラスオルケスタ（吹奏楽)
○氷見市
○川崎市立御幸中学校
「青龍･朱雀」
○あどぅんバンド（タイ音楽演奏）
（氷見市ＰＲ 忍者ハットリくんと一緒に
（ＹＯＳＡＫＯＩソーラン演舞）
○スミリール（インドネシア・ジャワ舞踊)
氷見○×クイズ）
○大師地区
一輪車クラブＵＤＡ
○子ども虐待防止オレンジリボン
（民謡）
○日本民謡「川蝉会」
（一輪車演技）
たすきリレー
○津軽三味線ＣＯＣＯ
○みずほ
○クントゥル
ラテンアメリカ･
（津軽三味線）
（長歌・演歌・民謡）
カルチャー･プラン
○茉莉花の会（日中音楽会）
○ボランティア おけさ会（踊り）
（アンデスやペルーのダンス）
○斉藤音楽事務所（唄） ゆ ら っ く す
○Arabian Dance DARYA
○梁 嘉敏〔香港からの留学生〕
○癒誌景 音楽さぁくる 癒楽素
（ベリーダンス）
（日本舞踊）

（アコースティックギター弾き語り）

○宝道（ジャンベ・ドラム演奏）
○川崎市外国人市民代表者会議
(各国の音楽・文化・踊りの紹介と外国人
市民代表者会議の紹介)

○ＮＰＯ法人洪人館テコンドー
らいこむクラブ
（テコンドー演舞）

○ザ・のんべーず（バンド演奏）
○川崎市南部Ｒ＆Ｒ連合所属
ブレイキンクラブ
(ロックバンド演奏)
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おまつり広場

〈30日・31日予定の行事は中止になりました。〉

【川崎競輪場】
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆

川崎魅力発信コーナー ＝ 川崎市観光協会連合会、かわさき名産品、二ヶ領用水４００年記念事業、
生田緑地ＰＲ、マリエン本舗
キャンペーン ＝ 東京電力、東京ガス、神奈川新聞、川崎市食肉商業協同組合、日本畜産副産物協会、
川崎市技能職団体連絡協議会、かわさきマイスター友の会、プロのマッサージ屋さん、環境局行政コー
ナー
バザール ＝ 食品・衣料品・工芸品・おもちゃ ほか
縁日コーナー
フリーマーケット[30日]（川崎市環境局）
わくわくケイリンランド[30日・31日]（川崎競輪場）
市民相談コーナー ＝ 眼科[31日]・皮膚科 [31日午前]（川崎市医師会）
歯科[31日]（川崎市歯科医師会）
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おもしろ自転車広場
◆
◆

変り種自転車[毎日]
高機能自転車展示・試乗会[毎日]

○おまつり広場 ステージプログラム
３０日（土）＜中止＞

３１日（日）＜中止＞
○日本奇術連盟川崎支部（マジックショー）
（エアロビクス・ダンスパフォーマンス）
○川崎Ｌｕｃｋｙ★Ｐｏｏ
ｌ
○アロハフラ（フラダンス）
○わくわくケイリンランド
（フラダンス）
○ＨＵＬＡ−ＬＥ
Ｉ - ＬＡＮＩ
ＫＡＩ
○ＮＡＮＩ Ｐ
Ｉ
ＫＡＫＥ（フラダンス）
○ハラウ･フラ･オ･ナヴァヒネ･イン･ジャパン（フラダンス)
○わくわくケイリンランド
○'ＯＬＵ 'ＯＬＵ ＨＵＬＡ（フラダンス）
○Ｈｕｍａｎ Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄ
ｉ
ｏ（ベリーダンス・フラダンス)
○猫と金魚（ミニミュージカル）
○わくわくケイリンランド

○レ.レ. シスターズ（ハワイアンバンド）
○ハワイアンフラサークル Ｌｅ
ｉ
ａ
ｌ
ｏｈａ（フラダンス）
○アロハ クラブ(フラダンス)
○わくわくケイリンランド
○ＭＩ
Ｋ
Ｉ
ＬＡＮＩ ＨＵＬＡ ＳＴＵＤＩＯ（フラダンス）
○Ｋａ Ｍａｋａｎ
ｉ〜風〜 （ハワイアンダンス）
（フラダンス）
○Ｋｅａｕｈｏｕ
○わくわくケイリンランド
○ハナフラアサヒ（フラダンス）
○フラ ピカケ（フラダンス）
○わくわくケイリンランド
○アロハ・フラ・モキハナ（フラダンス）

○アコースティックパフォーマンスエリアプログラム
３０日（土）＜中止＞

３１日（日）＜中止＞
○武蔵野太鼓保存会（和太鼓演奏）
○野川親子太鼓 大地（和太鼓）
○鼓空（和太鼓）

○和太鼓 里空（和太鼓）
○和太鼓 颯（和太鼓）
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あそびの広場

〈30日・31日予定の行事は中止になりました。〉

【川崎球場】
◆

ふあふあ[毎日]（トレジャーアイランドコーポレーション）

◆

巨大神経衰弱・こどもアトラクション[毎日]（ＬＡＮＣＥ

◆

親子クラフト教室[30日・31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[30日・31日]（川崎市ユニバーサルホッケー協会）

◆

ミニＥＬに乗ろう！[30日・31日]（枡形リーダークラブ）

◆

かご屋[30日・31日]（若い根っこの会 川崎支部）

◆

リングビー

◆

自然科学実験
「タネの秘密を探ろう」
（青少年科学館・かわさきアトム工房）

◆

アメリカンフットボールデモンストレーション・体験教室[31日]（川崎区役所地域振興課）

◆

サッカー教室・キックターゲットスマイルスタジアム[31日]（川崎フロンターレ後援会）

◆

呈茶[毎日]（茶道裏千家淡交会川崎支部）

◆

ガサガサ水辺の移動水族館[毎日]

◆

薬物乱用防止キャンペーン[31日]（川崎区青少年指導員連絡協議会）

◆

チャリティ子供丸太切り[31日・1日]（川崎木材業協同組合青年部

◆

ミニ白バイ展示・ちびっ子警察官写真撮影会[31日]（川崎少年補導員連絡会）

ＥＦＦＥＣＴ）

ストラックアウト[30日・31日]（三喜工業）
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川崎八日会）

○あそびの広場ステージプログラム
２９日（金）

３０日（土）＜中止＞

３１日（日）
＜中止＞

○Ｋ＆Ｆ音楽事務所カラオケ実行委 ○大正琴 琴伝流 琴望会 夾竹桃グ ○夢見バレエ（クラシックバレエ）
○全川崎民踊指導者連盟
ループ
員会（かわさき市民祭りカラオケ大会）
（大正琴)

（川崎踊り・各地の民謡）

○ほほえみの会（ほほえみ元気体操） ○旭会（踊り）
○日中錬功十八法協会（気功健康体操) ○ミチコ・ヤノ モダンバレエカン
○ＨＳＤ＆ＨＳＤ−ｍｉ
ｎ
ｉ−＆０４
パニー 若宮バレエ教室
（HIPHOPダンス)

（モダンバレエとジャズ＆ヒップホップ）

○踊るママちゃん＆キッズ（ダンス）

○MYフラスタジオ （フラダンス）
○キッズジャズダンス

○フラ ホア ピリ（フラダンス）
○ＡＩＭＩダンススクール,キッズバン （キッズジャズダンス）
○川崎市体力づくり体操連盟
ビーノ
（HIPHOP)

（かわさき体操）

○ハワイアンフラ Ｐｕｍｅｈａｎａ
（ハワイアンフラ＆タヒチアンダンス)

○ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ ＯＡＳ
Ｉ
Ｓ
（HipHop＆House DANCE)

○財団法人 川崎市老人クラブ連合会
（輪踊り・盆踊り）

○Ｈｏａｐ
ｉ
ｌ
ｉ ＡＬＯＨＡ
（ハワイアンフラダンス)

○イオ フラスタジオ（フラダンス）
○川崎市民謡協会（民舞・新舞踊）
○大師地区女性連絡協議会
（よさこい踊り)

○石見神楽保存会 久城社中
（石見神楽「大蛇」）

○民謡愛好会 竜美会
（民謡･唄･三味線合奏)

○ＨＲ Ｓｔ
ｙ
ｌ
ｅ キッズダンス
（ヒップホップダンス）

○ダンスエリアサージ
（ダンスパフォーマンス)

○黒ちゃんクラブ（ダンスライブ)
○川崎キッズチアリーディングクラブ
（チアリーディング)

○いこいシルバー.ハーモニカバンド
（ハーモニカ演奏)

○JAPAN DANCE SCHOOL
〜カレッジＪＤＳ
（パフォーマンスショー)

○読売･日本テレビ文化センター
キッズチアリーディング ＰＩＮＫＹＳ
（チアリーディング）

○Hula･Nakama （フラダンス)
○田島いこいの家（輪踊り）
○朝日フィットネスクラブ
ビッグエス 向ヶ丘 Ｆａ
ｉ
ｒｙ Ｓｍｉ
ｌ
ｅ
（ポンポンチアダンス)

○神奈川チアリーディングクラブ
ＲＡＢＢＩ
ＴＳ（チアリーディング）
○ぎんぎん連（阿波踊り）
○Ｉ･ＳＴＹＬＥ（HIPHOPダンス）
○ＳＴＵＤＩＯ ＢＯＵＮＣＥ
（ヒップホップダンス）
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ふれあい広場

〈30日・31日予定の行事は中止になりました。〉

【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)

◆

バザール＝食品・衣料品・工芸品ほか

◆

縁日コーナー

◆

キャンペーン＝川崎区中央地区交通安全母の会、神奈川県栄養士会川崎支部、ライオンズクラブ国際
協会３３０−Ｂ地区４Ｒ−１Ｚ、積水ハウス、川崎区赤十字奉仕団、神奈川県ＪＦＥスチール京浜赤
十字奉仕団、川崎区地域自立支援協議会、川崎南税務署管内関係民間団体事務局、川崎建設業協会、
神奈川県建築士事務所協会川崎支部、川崎人権擁護委員協議会、新日本婦人の会川崎南支部、ＹＯＵ
テレビ、県民との協働による森林づくり実行委員会、川崎市消費者行政センター、日本たばこ産業株
式会社、川崎市計量協会

健康の広場

〈中止〉

【富士見軟式野球場】
◆
◆
◆
◆

ペタンク体験コーナー[30日]（川崎ペタンク）
ボーイスカウト活動実演[30日・31日]（日本ボーイスカウト川崎地区協議会）
夢ライブ[30日] (川崎区青少年指導員連絡協議会)
２０１０パワフルかわさき区民綱引き大会[31日]
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パレード

〈中止〉

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７００メートル
パレード構成
（参加５団体・約７９名）
（先導＝ガールスカウト、ボー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
横浜シーサイドハーレークラブ

祭りパレード（11:05〜12:25）
◆
◆
◆

コース 労働会館前 → ふるさと交流広場前 → 宮前小学校
距 離 ６８０メートル
パレード構成
（参加１４団体・約５７７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、川崎市外国人市民代表者会議
【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】
◇ Arabian Dance DARYA（ベリーダンス）、
御幸中学校「青龍・朱雀」
、大師地区女性連絡協議会
（よ
さこい流し）、若波会
（おけさ流し）、梅后流江戸芸かっぽれ川崎同好会、和太鼓・颯
【民謡流し】
◇ 川崎市民謡協会、全川崎民踊指導者連盟、民文連川崎グループ

神輿パレード（10:30〜13:50）
◆
◆
◆

コース

ラ チッタデッラ → 銀柳街 → 銀座街 → 砂子１丁目 → たちばなモール
ハローブリッジ → ふるさと交流広場前 → 労働会館前
距 離
約２,０００メートル
パレード構成 （参加１０団体・約１,５２６名）

→ 平和通り→

【神輿８基・お囃子１・纏１】
◇ 中島八幡神社囃子保存会（山車）、翠鳳睦、田島会、幸連合、台町青年会、大師稲荷神社稲瀬會、
川崎纏会、川崎道祖神、川崎柏睦、川崎天の邪鬼睦
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■御協賛金
○川崎大師平間寺
○株式会社アール・エヌ・ゴトー
○ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所
○アサヒビール株式会社
○川崎商工会議所
○株式会社川崎中央はりきゅう院
○有限会社伸永興産吉兆川崎中央店
○株式会社東芝
○株式会社エスピージーフコク
○社団法人神奈川県タクシー協会 川崎支部
○川崎区連合町内会
○社団法人川崎建設業協会
○川崎信用金庫
○キヤノン株式会社
○セレサ川崎農業協同組合
○田島電業株式会社
○東洋ロザイ株式会社
○株式会社トモエコーポレーション
○株式会社ナガイ
○味の素株式会社 川崎事業所
○川崎アゼリア商店会
○川崎競輪運営協議会
○川崎港運協会
○社団法人川崎市医師会
○社団法人川崎市空調衛生工業会
○社団法人川崎市歯科医師会
○川崎市信用保証協会
○社団法人川崎市病院協会
○社団法人川崎市薬剤師会
○川崎市遊技場組合
○川崎フロンターレ後援会
○京浜化工株式会社
○株式会社チッタエンタテイメント
○図南鍛工株式会社
○日本冶金工業株式会社川崎製造所
○福島県双葉地方広域市町村圏組合
○有限会社前川設備工業所
○ユーコービジネスマシン株式会社
○株式会社横浜アーチスト
○株式会社東邦プラン
○有限会社大沼
○鹿島建設株式会社 横浜支店
○株式会社神奈川新聞社
○有限会社亀屋葬儀社
○川崎医療生活協同組合
○川崎市観光協会連合会
○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
○川崎市全町内会連合会
○株式会社京浜ライン
○ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社川崎製造所
○ジャパントータルサービス株式会社
○株式会社田原屋
○東京電力株式会社 川崎支社
○株式会社マタハリー
○株式会社明治スポーツプラザ
○エリーパワー株式会社
○神奈川臨海鉄道株式会社
○川崎駅前大通商業協同組合
○川崎銀柳街商業協同組合
○川崎市教職員組合
○川崎市住宅供給公社
○川崎市職員労働組合
○川崎市建物解体業協同組合
○川崎大師観光協会
○川崎ダイス

○川崎中央靴商組合
○川崎東ライオンズクラブ
○川崎ライオンズクラブ
○川崎ライフサービス株式会社
○国際ソロプチミスト川崎
○昭和電工株式会社 川崎事業所
○大正琴 琴伝流 琴望会 夾竹桃グループ
○大和証券株式会社川崎支店
○株式会社デイ・シイ
○東芝労働組合 浜川崎支部
○株式会社トヨタレンタリース神奈川
○日清製粉株式会社 鶴見工場
○財団法人日本船員厚生協会 川崎海員会館
○梅后流江戸芸かっぽれ川崎同好会
○富士電機システムズ株式会社 川崎工場
○株式会社ブールミッシュ
○みどりや
○無量院
○株式会社山根工務店
○秋山商事株式会社
○味の素 労働組合川崎支部
○イオ フラスタジオ
○株式会社石橋斎場
○岩本開発株式会社
○エクソンモービルグループ労働組合 川崎支部
○小田土木株式会社
○ガールスカウト川崎市連絡会
○株式会社神奈川こすもす
○カフェ＆クレープ プロム
○ＪＡいぶすき茶業センター（鹿児島県頴娃町）
○川崎交通労働組合
○川崎住宅株式会社
○社団法人川崎青年会議所
○川崎地域連合
○川崎鶴見臨港バス株式会社
○川崎日航ホテル
○川崎南工場振興会
○川崎臨海ライオンズクラブ
○川崎労働者福祉協議会
○河原食品株式会社
○株式会社共栄堂
○京浜警備保障株式会社
○ＪＦＥスチール京浜労働組合
○昭和電工ユニオン化学品ブロック川崎支部
○信号器材株式会社
○株式会社住吉
○全水道川崎水道労働組合
○寺尾サッシ工業株式会社
○東京ガス株式会社 川崎支店
○東芝労働組合 ＭＣ支部
○株式会社トムラ（川崎セントラルホテル）
○日本たばこ産業株式会社
○日本ボーイスカウト川崎地区協議会
○日本冶金工業労働組合
○ハナフラアサヒ
○氷見商工会議所
○株式会社福嶋鉄工所
○株式会社マックスパート 川崎グランドホテル
○株式会社松屋総本店
○ミチコ・ヤノ モダンバレエカンパニー 若宮バレエ教室
○三菱ふそう労働組合 本社支部
○村井不動産株式会社
○山形県山形市
○ユースキン製薬株式会社
○株式会社横浜銀行 川崎支店
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○若波会
○荒井商事株式会社
○いこいシルバー ハーモニカバンド
○稲毛神社
○株式会社井の雅組
○茶道裏千家淡交会 川崎支部
○株式会社折原設備工務店
○川崎銀座商業協同組合
○川崎市管工事業協同組合
○川崎市工業団体連合会
○社団法人川崎市交通安全協会
○社団法人川崎市商店街連合会
○川崎市地域女性連絡協議会
○川崎質屋協同組合
○財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会
○川崎酒販協同組合
○川崎南部R&R連合所属 ブレイキン クラブ
○川崎臨港倉庫株式会社
○株式会社京急ストア川崎店
○株式会社ケーティーエス
○京浜交通株式会社
○小林美年子
○タイ料理サームピーノーン
○さわやか信用金庫 川崎支店
○髙桑光雄
○株式会社中商
○長野県富士見町
○中原区文化協会
○日本乳化剤株式会社 川崎工場
○日本民謡川蝉会
○福島市・社団法人福島市観光物産協会
○フラ ピカケ
○若宮八幡宮
○マイフラスタジオ
○ʼOLU ʼOLU HULA
○民謡愛好会 竜美会
○アオイトリ
○旭会
○加賀屋産商株式会社
○川崎市中華料理業組合連絡協議会
○川崎市民謡協会
○社団法人川崎塗装工業会
○木更津上総ネットワーク有志の会
○ぎんぎん連
○スタジオバウンス
○全川崎民踊指導者連盟
○中央労働金庫川崎支店
○ピノキオ工房 和
○Hula NaKaMa
○フラ ホアピリ
○ホテルスカイコート川崎
○おけさ会
○みずほ
○癒誌景 音楽さぁくる癒楽素
○和太鼓 颯
○アロハクラブ

■御協賛品
○株式会社トレジャーアイランドコーポレーション
○和幸商事株式会社
○川崎ルフロンテナント会
○サントリー商品開発センター
○旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所

■運営協力

■施設提供機関等

■ボランティア

○神奈川県警察川崎警察署

○株式会社川崎球場

○ガールスカウト川崎市連絡会

○社団法人川崎区社会福祉協議会

○株式会社日立オートモティブシステムズ

○日本ボーイスカウト川崎地区協議会

○茶道裏千家淡交会

○横浜地方検察庁川崎支部

○川崎区連合町内会

川崎支部

○川崎木材業協同組合青年部（川崎八日会）

○神奈川県川崎競馬組合

○川崎区体育指導委員会

○川崎市ユニバーサルホッケー協会

○川崎市経済労働局公営事業部（川崎競輪場）

○川崎市看護協会

○川崎区青少年指導員連絡協議会

○川崎市立労働会館

○川崎市技能職団体連絡協議会

○川崎フロンターレ後援会

○川崎区役所道路公園センター

○川崎市子ども会連盟

○川崎市外国人市民代表者会議

○川崎市教育文化会館

○川崎市身体障害者協会

○武蔵野太鼓保存会

○川崎市体育館

○川崎市消費者の会

○若い根っこの会川崎支部

○川崎市立宮前小学校

○川崎市青少年指導員連絡協議会

○「音楽のまち・かわさき」推進協議会

○川崎市立富士見中学校

○川崎区役所

○川崎市地域女性連絡協議会
○川崎市文化協会

○川崎市消防局

■広報協力

○川崎市母子寡婦福祉協議会

○川崎市教育委員会

○京浜急行電鉄株式会社

○川崎市レクリェーション連盟

○川崎市職員労働組合

○東日本旅客鉄道株式会社川崎地区センター

○旧川崎市母親クラブ研究会
○旧川崎ヘルスボランティアの会

○フェスティバルなかわさき実行委員会

ご協賛をいただいた方へのご対応
○ 会場入口ゲート看板への協賛者名の掲出
○ イラストマップへの協賛者名の掲載
○ 記録集・市民祭りホームページへの掲載
※

御協賛金額により異なります。
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原
修一 セレサ川崎農業協同組合
村井 廣司 ライオンズクラブ国際協会330‑B地区4R‑1Z
猪熊 俊夫 川崎中央商店街連合会

■名誉顧問
潮田
西岡

智信
浩史

川崎市議会議長
川崎商工会議所会頭

■企画推進部会（◎部会長、○副部会長）
◎仲子先一郎 川崎市子ども会連盟
○蠟山 優二 川崎市レクリェーション連盟
峰岸 是雄 川崎市観光協会連合会
エドモンド･ダンカン 川崎市外国人市民代表者会議
堤
郁子 川崎市看護協会
伊藤 栄一 川崎市技能職団体連絡協議会
梶ヶ谷雪香 川崎市消費者の会
菅野 とき 川崎市身体障害者協会
都築
明 川崎市青少年指導員連絡協議会
柿元 文雄 川崎市体育協会
浦野 一吉 川崎区体育指導委員会
谷本 通安 日本ボーイスカウト川崎地区協議会
桑原美代治 川崎市文化協会
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

■顧問
長澤
斎藤
若月
小島

明彦
文夫
偉男
春男

第28回かわさき市民祭り実行委員長
第29回かわさき市民祭り実行委員長
第30回かわさき市民祭り実行委員長
第32回かわさき市民祭り実行委員長

■実行委員長
尾澤

良二

川崎市商店街連合会

■副実行委員長
彈塚
誠
大川原 久
高島 厚子
長田はつの
嶋崎 嘉夫
三浦
淳

川崎市全町内会連合会
川崎建設業協会
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
川崎市

■その他実行委員
石田 宣久
星 千嘉子
大澤 清男
秦
琢二
佐竹 拓平
鈴木 啓子
石渡 俊充
川崎
等
菊本
朗
吉邨 泰弘
田中
修
小林由紀子
木村
実

■会計
海野恵美子

川崎市母子寡婦福祉協議会

■監事
柏木 靖男
小林美年子

川崎市社会福祉協議会
ガールスカウト川崎市連絡会

■資金部会（◎部会長）
◎埜瀬
山村
阿部
礒谷

武
弘樹
徹
馨

川崎商工会議所
川崎市工業団体連合会
川崎青年会議所
川崎地域連合

株式会社川崎球場
川崎市教職員組合
川崎市造園建設業協同組合
川崎市ＰＴＡ連絡協議会
川崎市幼稚園協会
川崎市老人クラブ連合会
川崎市労働組合連合会
川崎市立小学校長会
川崎市立中学校長会
川崎市医師会
川崎市歯科医師会
川崎市薬剤師会
川崎区

■事務局
川崎市経済労働局
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広 報

ちらしA4（表）

ちらしA4（裏）

ポスターB2

□ 広報宣伝
□ 広報宣伝

○市政だより ７月21日号（参加者・協賛者募集）
、10月21日号
（開催案内）
○市政だより ７月21日号（参加者・協賛者募集）、10月21日号（開催案内）
○ポスター
市広報掲示板、市内公共施設・小学校・中学校・高等学校ほか
○ポスター
市広報掲示板、市内公共施設・小学校・中学校・高等学校ほか
ＪＲ南武線・京浜急行
ＪＲ南武線・京浜急行
○ちらし
○ちらし
○イラストマップ（開催日配布）
○イラストマップ（開催日配布）
○インターネットホームページ
○インターネットホームページ
○新聞・雑誌
○新聞・雑誌
○ミニコミ誌
○ミニコミ誌

神奈川新聞10月29日

朝刊掲載

ĶȧɣɛȧāȥȦɞȧāȥɩȯȧķ

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33回かわさき市民祭り実行委員会
＜事務局＞

〒210‑8577 川崎市川崎区宮本町１番地
川崎市経済労働局産業振興部商業観光課内
電話 ０４４−２００−２３０８

宝くじは、
広く社会に
役立てられています。

