
主催　　川崎市・第３5回かわさき市民祭り実行委員会

2012．11/2㊎・3㊏・4㊐
ＡＭ10:00～ＰＭ4:30
会　　場：川崎区富士見公園一帯
　　　　　ＪＲ川崎駅・京急川崎駅から徒歩15分
開 会 式：11/2㊎

ふるさと交流広場パフォーマンスステージ
パレード：11/4㊐

絆～未来につながる地域の輪～

かわさき市民祭り記録

第35回



参加人数
第１日目 11月２日（金）晴れ 148,000人
第２日目 11月３日（土）晴れ 203,000人
第３日目 11月４日（日）晴れ 216,000人
総　　　数 567,000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19回 平成８年（1996）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 539,000人
第２回 昭和54年（1979）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 410,800人 第20回 平成９年（1997）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 597,000人
第３回 昭和55年（1980）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 585,000人 第21回 平成10年（1998）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 584,700人
第４回 昭和56年（1981）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 545,000人 第22回 平成11年（1999）11月５日㈮～11月７日㈰ ３日間 591,500人
第５回 昭和57年（1982）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 463,000人 第23回 平成12年（2000）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 575,500人
第６回 昭和58年（1983）11月３日㈷～11月６日㈰ ４日間 454,000人 第24回 平成13年（2001）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 530,000人
第７回 昭和59年（1984）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 522,000人 第25回 平成14年（2002）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 542,000人
第８回 昭和60年（1985）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 512,000人 第26回 平成15年（2003）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 552,000人
第９回 昭和61年（1986）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 524,000人 第27回 平成16年（2004）10月29日㈮～11月31日㈰ ３日間 460,000人
第10回 昭和62年（1987）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 538,000人 第28回 平成17年（2005）11月４日㈮～11月６日㈰ ３日間 511,300人
第11回 昭和63年（1988）11月３日㈷～11月６日㈰ ４日間 (中止) 第29回 平成18年（2006）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 561,000人
第12回 平成元年（1989）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 604,000人 第30回 平成19年（2007）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 571,000人
第13回 平成２年（1990）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 431,000人 第31回 平成20年（2008）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 578,000人
第14回 平成３年（1991）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 613,000人 第32回 平成21年（2009）10月30日㈮～11月１日㈰ ３日間 550,000人
第15回 平成４年（1992）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 673,000人 第33回 平成22年（2010）10月29日㈮～10月31日㈰ ３日間 148,000人
第16回 平成５年（1993）11月５日㈮～11月７日㈰ ３日間 459,500人 第34回 平成23年（2011）11月４日㈮～11月６日㈰ ３日間 560,000人
第17回 平成６年（1994）11月３日㈷～11月６日㈰ ４日間 460,000人 第35回 平成24年（2012）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 567,000人
第18回 平成７年（1995）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 546,000人 ※第33回は台風のため10/29（金）のみの開催

第35回かわさき市民祭りの概要
つくろうみんなの広場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、さらには、政令指定都市移行４０年という節目に、地域が元気で活力のあるまちか
わさきを将来にわたり継続していけるよう「絆～未来につながる地域の輪～」をテーマに市民・
事業者・行政が一体となり「第３５回かわさき市民祭り」を開催いたしました。

趣旨



あらまし
　
イベントの概要
　 26イベント（24団体）
●おまつり広場
おもしろ自転車広場／フリーマーケット／目の無料相談

●あそびの広場
呈茶席／ダンプdeコリントゲーム／多摩川ふれあ
い水族館／チャリティ子供丸太切り／ミニ白バイ展
示／ふあふあ／フロアボール体験／親子クラフト教
室／ミニＥＬ／かご屋／ボーイスカウト活動実演／
巨大神経衰弱・おにごっこ／アメリカンフットボール
体験／サッカーアトラクション／エコアート

●健康の広場
ペットは家族チャリティフェスタ in Kawasaki・東
北災害被災ペット支援コーナー／夢ライブ／ペタ
ンク体験コーナー／消防コーナー／薬物乱用防止
キャンペーン

●ふれあい広場
交通安全ぬり絵／外国文化の紹介

●市民広場
パワフルかわさき区民綱引き大会
ステージイベントの概要
●あそびの広場
ステージ 38団体 1,556名

●ふるさと交流広場
パフォーマンスエリア 43団体 472名

●おまつり広場
ステージ 35団体 166名

●健康の広場
ステージ 11団体 174名
合　　計 127団体 2,368名
パレードの概要（11月４日）
オープニングパレード 7団体 91名
祭りパレード 13団体 467名
神輿パレード 9団体 1,489名
合　　計 29団体 2,047名

※ステージ及びパレードの参加者数は申込時の人数です。

バザールの概要
◇物販バザール 38店舗
◇食品・飲食バザール 58店舗
◇全国市町村ふるさとバザール 31店舗（28団体）
◇国際交流コーナー ６店舗
◇縁日コーナー 142店舗
総　合　計 275店舗
キャンペーン参加団体数
 32団体
ボランティア参加団体数
 206人（15団体）
迷子数
 32人
救急車出動依頼数
 3件
チャリティ募金
 612,217円
（協力事業）
呈茶席、チャリティ子供丸太切り、親子クラフト教室、
ミニＥＬ、かご屋

（協力団体）
味の素株式会社及び日世株式会社

※募金は東日本大震災の復興支援に活用いただくため、川崎市に寄附しました。

警備員数
 265人（3日間延べ）
ゴミの取扱量
 8.08トン
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ふるさと交流広場 
【川崎球場第一駐車場】

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・新得町）、岩手県（花巻市）、宮城県（涌谷町・気仙沼市）、山形県（山形市・鶴岡市・川西町）、
福島県（福島市・郡山市・喜多方市・白河市）、群馬県（神流町・上野村）、千葉県（木更津市）、東京都（八
丈町）、新潟県（新潟県）、富山県（氷見市）、石川県（輪島市）、長野県（長野市・富士見町)、静岡県（島田市・
牧之原市）、島根県（益田市）、鹿児島県（鹿屋市・指宿市・志布志市・頴娃町)
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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
11/２日（金） 11/３日（土） 11/４日（日）

○開会式
　川崎市消防音楽隊
　レッドウィングス
　一番太鼓
○川崎純情小町（ポップス）
○斉藤音楽事務所（演歌）
○わかば会（民謡踊り）　 
○旭会（踊り）
○富山県氷見市（氷見市のPR）
○フラ　ピカケ（フラ）
○芽亜利・J（ピアノ弾き語り）
○タケダサチコ（J-POP）
○月居和則（J-POP・ブルースROCK）
○川崎純情小町（ポップス）
○マユラハルリ（ピアノ弾き語り）
○きしのりこ（ピアノ弾き語り）
○藤本恭子（演歌・歌謡曲）
○山本ひえん（J-POP・R&B・JAZZ）
○Uko（JAZZ（サックス））
○一之瀬ひろな（演歌・歌謡曲）

○「音楽のまち・かわさき」推進協議会
　tamami 
　l'avion 
　まつもと　ななみ
　有坂　ともよ
○川崎純情小町（ポップス）
○宮城県気仙沼市（気仙沼市のPR）
○ブラックシーサー
　（エレキサウンドバンド）
○ザ・マディーズ（ロック演奏）
○いこいシルバー・ハーモニカバンド
（ハーモニカ演奏）
○ザ・のんべーず（バンド演奏）
○東京都八丈町（八丈太鼓）
○川崎純情小町（ポップス）
○ボランティアおけさ会（踊り）
○サンドクロック
　（ピアノ・ギター弾き語り）

○川崎市外国人市民代表者会議
　（中国楽器屋筝楽団）
○トワリングチーム湘南Fatina
　溝の口教室（バトン演技）
○ドラ・コン・ダ　KAWASAKI 
KID’S（子供たちによるミュージック
ショー）
○川崎純情小町（ポップス）
○アレアファーレかわさき（舞祭り）
○川崎市外国人市民代表者会議
　（敦煌音楽会）
○ぎんぎん連（阿波踊り）
○ハウディ　カントリーダンサーズ
（ラインダンス）
○福島県喜多方市（喜多方市のPR・
みんべぇとジャンケン大会）
○Singer haru バンド（バンド演奏）
○舞踊工場（ダンス）
○Arabian Dance DARYA
　（ベリーダンス）
○川崎純情小町（ポップス）
○大師地区一輪車クラブ　UDA
　（一輪車）
○川崎市民謡協会（新舞踊）
○mama ベリー（ベリーダンス）

◆　キャンペーン ＝ 川崎市交通局、川崎区保護司会［３日］、川崎区民生委員児童委員協議会［４日］、川
崎地域腎臓病連絡協議会［４日］
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おまつり広場　
【川崎競輪場】
◆　バザール＝食品・衣料品・工芸品・おもちゃ　ほか
◆　川崎ＰＲコーナー（かわさきマイスター、川崎市新エネルギー振興協会）　
◆　キャンペーン＝住まいの何でも相談、川崎市技能職団体連絡協議会、達人倶楽部、環境局行政コーナー、
川崎市観光ＰＲコーナー、かわさき名産品、マリエン本舗、よみうりランド、神奈川新聞　

◆　フリーマーケット［３日］(川崎市環境局)
◆　市民相談コーナー=眼の無料相談（無料）［４日］ (川崎市医師会)

川崎ＰＲコーナー（かわさきマイスター、川崎市新エネルギー振興協会）
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おもしろ自転車広場

フリーマーケット 環境局行政コーナー

○おまつり広場ステージプログラム
11/３日（土） 11/４日（日）

○みずほ（民謡）
○奇術連盟川崎（マジックショー）
○オカリナ　hana（オカリナ演奏）
○川蝉会（日本民謡）
○アロハクラブ（フラ）
○優月（ピアノ弾き語り）
○智恵莉（ピアノ弾き語り）
○上村叶恵（ピアノ弾き語り）
○ナガタク（JAZZ）
○川崎市外国人市民代表者会議
　（KFV韓国舞踊）
○IKUMI（POPS・R&B）
○＠Minx（J-POP）
○大森真理子（J-POP）
○小栗俊介（ピアノ・テノール）
○ヴィオリラアンサンブル
　「まじょりか」
　（ヴィオリラによるアンサンブル）
○猫と金魚（ポップス）

○西浦さゆり（ギター弾き語り）
○片岡百合（ピアノ弾き語り）
○MAI（ギター弾き語り）
○Afor-Real（J-POP・ロック）
○KOH-EAST（J-POP）
○サファリパークDuo（JAZZ）
○崎島じゅん（演歌・歌謡曲）
○メイトなでしこ♥（JAZZ）
○牧野公美（ピアノ弾き語り）
○菅原詩織（J-POP）
○meine meinung
　（POPS・JAZZ）
○Ami（フュージョン・POPS）
○シャイニングスター
　（ヴィオリラアンサンブル）

○Tiare（てぃあれ）（タヒチアンダンス）
○U-バレエサークル
　（子供たちのダンス）
○MINUS ION（R&B・POP）
○レインボー５（創作ダンス）
○Rasberry Dance Circus
　（ベリーダンス）
○P.U.E.L. choir（ゴスペル）
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あそびの広場　
【川崎球場】

◆　呈茶［毎日］（茶道裏千家淡交会川崎支部）
◆　多摩川ふれあい水族館［毎日］（川崎河川漁業組合）
◆　ふあふあ［毎日］（クリエイティブワークス）
◆　ダンプdeコリントゲーム［毎日］（横浜日野自動車）
◆　チャリティー子供丸太切り［３日･４日］（川崎木材業協同組合 川崎八日会）
◆　フロアボール体験［３日･４日］（川崎市フロアボール協会）
◆　親子クラフト教室［３日･４日］（川崎区青少年指導員連絡協議会）
◆　ミニＥＬ ［３日･４日］（枡形リーダークラブ）
◆　かご屋［３日･４日］（若い根っこの会 川崎支部）
◆　ボーイスカウト活動実演［３日･４日］（日本ボーイスカウト川崎地区協議会）
◆　巨大神経衰弱・おにごっこ［３日･４日］（ＬＡＮＣＥＥＦＦＣＴ）
◆　薬物乱用防止キャンペーン［３日･４日］（川崎区青少年指導員連絡協議会）
◆　アメリカンフットボール体験（体験教室、選手による実演、コンテスト）［３日］（川崎区役所地域振興課）
◆　ミニ白バイ展示・ちびっ子警察官写真撮影会［４日］（川崎少年補導員連絡会）
◆　サッカー教室・サッカーアトラクション［４日］（川崎フロンターレ後援会）
◆　エコアート［４日］（ガールスカウト川崎市連絡会）

6



○あそびの広場ステージプログラム
11/２日（金） 11/３日（土） 11/４日（日）

○カラオケ大会
（Ｋ＆Ｆ音楽事務所カラオケ大会実行委員会）

○MY フラスタジオ（フラダンス）
○全川崎民謡指導者連盟
　（各県の民謡舞踊）
○AIMI キッズダンス ミスティキャッツ
（キッズヒップホップ）
○Pumehana
　（タヒチアンダンス・ハワイアンフラ）
○川崎Lucky★Pool
　（エアロビクスダンス）
○Hula Halau NANI PIKAKE
　（フラダンス）
○日中練功十八法友好協会（気功体操）
○フラ. ホアピリ（フラダンス）
○ママさんブラスバンド つるぴよ隊
（吹奏楽）
○財団法人 川崎市老人クラブ連合会
（輪踊り）
○田島いこいの家 さくらの会（輪踊り）
○イオ　フラスタジオ（フラダンス）
○ミチコ・ヤノ・モダンバレエカン
パニー　若宮バレエ教室
　（モダンバレエ・ジャズ＆ヒップホップ・
クラシックバレエ）
○フラ・ナカマ（フラダンス）
○STUDIO BOUNCE
　（ヒップホップダンス）
○Hui Hula Na Liko o Pualani
　（フラダンス）
○I・STYLE.（ヒップホップダンス）
○洪人館テコンドー（テコンドー演武）

○琴伝流大正琴　琴望会
　アゼリアグループ（大正琴演奏）
○HUI IA O KA HULA（フラダンス）
○キッズジャズダンス（キッズダンス）
○ハラウ・フラ・オ・ナヴァヒネ・イン・
ジャパン　川崎校（フラダンス）
○川崎市立御幸中学校演劇部
　（よさこいソーラン踊り）
○川崎キッズチアリーディングクラブ　
BAMBIES（チアリーディング）
○川崎市体力づくり体操連盟
　（かわさき体操）
○夢見バレエ（クラシックバレエ）
○スポーツアカデミー新城
　（ヒップホップダンス）
○田島いこいの家　輪踊り教室（輪踊り）
○Arrys Company
　（ヒップホップ、ジャズ、チア）
○神奈川チアリーディングクラブ　
RABBITS（チアリーディング）

○若波会　川崎支部（郷土民謡）
○Japan Dance School ～ JDS
（ダンスライブ）
○大師桜（よさこい）
○大師地区女性連絡協議会「昔の娘」
（よさこい踊り）
○Studio S.W.A.G.（キッズダンス）
○HSD & リトルソルジャー & 06
（ヒップホップダンス）
○黒ちゃんクラブ（ダンスライブ）
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ふれあい広場　
【川崎球場第二駐車場】

健康の広場　
【富士見軟式野球場】

◆　市内農産物と園芸のコーナー＝花と緑の即売会、生鮮野菜・鶏卵即売会（セレサ川崎農業協同組合）
◆　バザール＝食品・衣料品・工芸品ほか 
◆　縁日コーナー
◆　国際交流コーナー 
　　外国文化の紹介＝川崎市外国人市民代表者会議［３日・４日］　飲食物販販売＝６店舗
◆　キャンペーン＝市民健康相談、盲導犬育成募金、交通安全ぬり絵

◆　ペットは家族チャリティフェスタ in Kawasaki・東北災害被災ペット支援コーナー ［毎日］ (かわさき
犬・ねこ愛護ボランティア)

◆　消防コーナー［毎日］（川崎市消防局）
◆　夢ライブ［３日］ (川崎区青少年指導員連絡協議会)
◆　７区お囃子・太鼓フェスタ［４日］
◆　ペタンク体験コーナー［３日］（川崎ペタンク）
◆　キャンペーン＝税の広場、成年後見サポートセンター、人権啓発、計量の広場、川崎建設業協会、川
崎市建築設計事務所協会、かながわ水源の森林づくり、ひろえば街が好きになる運動、川崎市消費者
行政センター、戦争と平和展、救急法体験学習コーナー、川崎区赤十字奉仕団、積水ハウス株式会社、
建築・リフォーム相談会

国際交流コーナー 縁日コーナー

市内農産物と園芸のコーナー
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市民広場 〈４日〉
【市民広場】
◆　縁日コーナー
◆　2012パワフルかわさき区民綱引き大会［４日］（2012パワフルかわさき区民綱引き大会実行委員会）

７区お囃子・太鼓フェスタ

消防コーナー（川崎市消防局）

○健康の広場ステージプログラム
11/３日（土） 11/４日（日）

○夢ライブ
（川崎区青少年指導員連絡協議会）

○７区お囃子・太鼓フェスタ
里空（和太鼓）
未来太鼓道場　京浜支部　わをん
（和太鼓）
宿河原　宿之島囃子保存会（祭囃子）
野川親子太鼓　大地（和太鼓）
戸手中部囃子保存会　南河原お囃子会
（祭囃子・子供獅子舞）

神地祭囃子保存会（祭礼囃子・獅子舞）
川崎太鼓団　明　-akari-（和太鼓）
東鋼姫鼓（和太鼓）
鼓空（和太鼓）
和太鼓　颯（和太鼓）
武蔵野太鼓保存会（和太鼓）
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パレード 〈４日〉
　

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
◆　構成　参加７団体・９１名
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、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

神輿パレード（11:55～14:25）
◆　コース　　労働会館前 → ふるさと交流広場前
　　　　　　　→ 宮前小学校 → ハローブリッジ
　　　　　　　→ 平和通り → 仲見世通り → 銀柳街
　　　　　　　→ 銀座街 → 砂子１丁目
　　　　　　　→ 川崎市役所

◆　距　離　　２,０００メートル

◆　構　成　参加９団体・１,４８９名
　　川崎纏会、緒華蓮、翠鳳睦、田島会、幸連合、
　　台町青年会、大師稲荷神社稲瀬會、川崎柏睦、
　　川崎天の邪鬼睦
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祭りパレード（11:05～12:10）
◆　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
◆　構成　参加１３団体・４６７名
【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、大西学園中高等学校吹奏楽部、
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）、大師地区女性連絡協議会（よさこい川崎おどり）、
若波会（おけさ流し）、梅后流 江戸芸かっぽれ、和太鼓・颯
【民謡流し】川崎市民謡協会、全川崎民謡指導者連盟

11



ステージ
パフォーマンス　 
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■御協賛金
○大本山 川崎大師平間寺 ○ダイコー株式会社川崎営業所 ○ガールスカウト川崎市連絡会
○味の素株式会社 ○大同産業株式会社 ○鹿児島県頴娃町（JAいぶすき茶業センター）
○ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所 ○千代田建設工業株式会社 ○株式会社神奈川こすもす
○東京ＪＡＰＡＮ税理士法人 ○東京都ビジネスサービス株式会社 ○川崎交通労働組合
○株式会社東芝 ○日本不動産研究所 ○川崎市管工事業協同組合
○株式会社アール・エヌ・ゴトー ○パシオス ○公益財団法人川崎市スポーツ協会
○株式会社アイネス ○株式会社ふじばす ○川崎市補償業務協議会
○川崎アゼリア株式会社・川崎アゼリア商店会 ○扶桑建設工業株式会社 ○社団法人川崎青年会議所
○川崎商工会議所 ○株式会社マタハリー ○川崎セントラルホテル
○昭和音楽大学 ○株式会社ミカセ ○川崎大師ロータリークラブ
○株式会社伸永興産吉兆川崎中央店 ○宮田建材株式会社 ○川崎地域連合
○ペットは家族チャリティフェスタ実行委員会 ○株式会社村山商店 ○川崎鶴見臨港バス株式会社
○横浜日野自動車株式会社 ○株式会社大和園 ○川崎日航ホテル
○株式会社アイ・シー・アール ○株式会社BENEFIT ○川崎南工場振興会
○株式会社エスピージーフコク ○秋山商事株式会社 ○川崎臨海ライオンズクラブ
○株式会社織戸組 ○アルマーク株式会社 ○川崎労働者福祉協議会
○社団法人神奈川県タクシー協会川崎支部 ○エリーパワー株式会社 ○株式会社桐ケ谷工業所
○川崎区連合町内会 ○株式会社オーチュー ○京急観光株式会社
○一般社団法人川崎建設業協会 ○公益社団法人神奈川県観光協会 ○京浜警備保障株式会社
○川崎信用金庫 ○神奈川臨海鉄道株式会社 ○さつき園
○川崎中央商業協同組合 ○川崎駅前大通商業協同組合 ○サンヨウ窓建株式会社
○共進精機株式会社 ○川崎銀柳街商業協同組合 ○JFEスチール京浜労働組合
○セレサ川崎農業協同組合 ○公益社団法人川崎港振興協会 ○篠原電機工業株式会社
○全國通運株式会社 ○川崎港湾物流協同組合 ○昭和電工ユニオン 川崎支部
○田島電業株式会社 ○川崎市教職員組合 ○信号器材株式会社
○東洋ロザイ株式会社 ○社団法人川崎市交通安全協会 ○シンテイ警備株式会社川崎支社
○ノクティプラザ（みぞのくち新都市株式会社） ○川崎市職員労働組合 ○社会福祉法人セイワ
○株式会社アイ・イー・エルコンサルタント ○川崎市建物解体業協同組合 ○全水道川崎水道労働組合
○アサヒビール株式会社 ○川崎住宅株式会社 ○寺尾サッシ工業株式会社
○川崎競輪運営協議会 ○川崎酒販協同組合 ○東芝労働組合MC支部
○川崎港運協会 ○川崎ダイス ○東燃ゼネラルグループ労働組合 川崎支部
○社団法人川崎市医師会 ○川崎ライオンズクラブ ○東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場
○川崎市救急告示医療機関協会 ○川崎ライフサービス株式会社 ○富山県氷見市 氷見商工会議所
○社団法人川崎市空調衛生工業会 ○株式会社協商 ○日建コンサルタンツ株式会社
○協同組合川崎市建築家の会 ○株式会社邦松工務店 ○日本冶金工業労働組合川崎支部
○社団法人川崎市歯科医師会 ○京浜交通株式会社 ○日本たばこ産業株式会社横浜支店
○川崎市信用保証協会 ○株式会社ケー．ティー．エス ○日本ボーイスカウト川崎地区協議会
○公益社団法人川崎市病院協会 ○有限会社濃沼工業 ○日本無線株式會社
○社団法人川崎市薬剤師会 ○財団法人高度映像情報センター（AVCC） ○日本リスクマネジメント
○川崎フロンターレ後援会 ○国際ソロプチミスト川崎 ○パナホーム株式会社 川崎営業所
○株式会社KEIHIN ○三友環境サービス株式会社 ○株式会社松屋総本店
○京浜化工株式会社 ○株式会社車両スポーツ映像 ○株式会社丸井電設
○図南鍛工株式会社 ○昭和電工株式会社 川崎事業所 ○三菱ふそう労働組合本社支部
○日本冶金工業株式会社川崎製造所 ○株式会社ジンダイ ○ユースキン製薬株式会社
○有限会社菱沼工業所 ○川崎大師 山門前 住吉 ○横浜銀行川崎支店
○株式会社横浜アーチスト ○株式会社ソフテム ○株式会社アイマーク
○株式会社吉浜工業所 ○大和証券株式会社川崎支店 ○アライオートオークションベイサイド
○ラ チッタデッラ ○株式会社デイ・シイ ○いすゞ 自動車首都圏株式会社 川崎支店
○葵薬品産業株式会社 ○東芝労働組合浜川崎支部 ○稲毛神社
○株式会社アクト・ツーワン ○日清製粉株式会社 鶴見工場 ○株式会社井の雅組
○株式会社アジア共同設計コンサルタント ○公益財団法人日本食肉流通センター ○茶道 裏千家淡交会 川崎支部
○株式会社梓設計 ○財団法人日本船員厚生協会 川崎海員会館 ○株式會社オオバ 川崎営業所
○岩本開発株式会社 ○日本プロセス株式会社 ○株式会社神奈川クリーン
○割烹蒲焼 大沼 ○野中公認会計士事務所 ○社団法人神奈川県公営競技弘済会
○神奈川新聞社 ○株式会社フクシ・エンタープライズ ○一般社団法人神奈川県測量設計業協会 川崎支部
○亀屋葬儀社 ○株式会社福嶋鉄工所 ○川崎銀座商業協同組合
○川崎医療生活協同組合 ○富士産業株式会社 ○川崎港海上コンテナ輸送協同組合
○一般社団法人川崎市観光協会 ○富士電機株式会社川崎工場 ○川崎市工業団体連合会
○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 ○社会福祉法人母子育成会 ○社団法人川崎市弘済会
○川崎市住宅供給公社 ○無量院 ○社団法人川崎市商店街連合会
○川崎市全町内会連合会 ○株式会社山根工務店 ○川崎市地域女性連絡協議会
○株式会社サキュレ ○山六給食株式会社 ○財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会
○ザバススポーツクラブ/川崎 ○ライオンズクラブ国際協会 ３３０-Ｂ地区 ４Ｒ-１Ｚ ○かわさきファズ株式会社
○JX日鉱日石エネルギー株式会社川崎製造所 ○株式会社ロードカワサキ ○川崎臨港倉庫株式会社
○ジスクソフト株式会社 ○味の素労働組合 ○協立測量株式会社 神奈川支店
○ジャパントータルサービス株式会社 ○株式会社以和貴設計事務所 ○株式会社コーユービジネス
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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。

○さわやか信用金庫川崎支店 ■御協賛品 ■施設提供機関等
○サンコー薬品株式会社
○柴原 裕 ○有限会社新生工具店 ○株式会社川崎球場
○中央労働金庫川崎支店 ○旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所 ○日立オートモティブシステムズ株式会社
○帝商株式会社 ○東京ガス株式会社 川崎支店 ○横浜地方検察庁川崎支部
○株式会社東京ウチダシステム ○とんかつ和幸 ○神奈川県川崎競馬組合
○株式会社中商 ○サントリー商品開発センター ○川崎市経済労働局公営事業部（川崎競輪場）
○中原区文化協会 ○川崎市立労働会館
○日本乳化剤株式会社 川崎工場 ○川崎区役所道路公園センター
○株式会社野口ポンプ製作所 ○川崎市教育文化会館
○株式会社ブールミッシュ ○川崎市体育館
○富士建設工業株式会社 ○川崎市立宮前小学校
○本田商店 ○川崎市立富士見中学校
○株式会社森下測量設計
○八千代エンジニヤリング株式会社 ■運営協力 ■広報協力
○リバーサービス株式会社
○いづみ文具株式会社 ○神奈川県警察川崎警察署 ○市民と働く者のフェスタ実行委員会
○株式会社インタラック ○川崎区社会福祉協議会
○我楽子舎 ○武蔵野太鼓保存会 ■ボランティア
○公益財団法人川崎市シルバー人材センター ○「音楽のまち・かわさき」推進協議会
○財団法人川崎市身体障害者協会 ○川崎区役所 ○ガールスカウト川崎市連絡会
○川崎質屋協同組合青年部 ○川崎市消防局 ○日本ボーイスカウト川崎地区協議会
○川崎市文化協会 ○川崎市教育委員会 ○川崎区連合町内会
○株式会社川崎調査設計 ○川崎市立田島小学校 ○川崎市看護協会
○木更津市 上総ネットワークの会 ○川崎市職員労働組合 ○川崎市子ども会連盟
○株式会社建匠コンサルタント ○フェスティバルなかわさき実行委員会 ○川崎市身体障害者協会
○三精輸送機株式会社東京支店 ○川崎市消費者の会
○情報印刷株式会社 ■募金協力 ○川崎市青少年指導員連絡協議会
○タイジ株式会社 ○川崎市地域女性連絡協議会
○有限会社Ｄｕｃ＆Ｒｅｉ ○茶道裏千家淡交会川崎支部 ○川崎市文化協会
○株式会社テレカルト ○川崎区青少年指導員連絡協議会 ○川崎市母子寡婦福祉協議会
○株式会社日本アプライドリサーチ研究所 ○若い根っこの会川崎支部 ○川崎市レクリェーション連盟
○日本エレベーター製造株式会社 ○川崎木材業協同組合 川崎八日会 ○川崎市技能職団体連絡協議会
○日本ミクニヤ株式会社 ○枡形リーダークラブ ○旧母親クラブＯＢボランティア
○羽渕製茶株式会社 ○味の素株式会社及び日世株式会社 ○旧川崎ヘルスボランティアの会
○アロハクラブ
○マイフラスタジオ
○ボランティアおけさ会
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■名誉顧問
　大島　　明　川崎市議会議長
　山田　長満　川崎商工会議所会頭

■顧問
　若月　偉男　 第30回かわさき市民祭り実行委員長
　西岡　浩史　 第31回かわさき市民祭り実行委員長
　小島　春男　 第32回かわさき市民祭り実行委員長
　尾澤　良二　 第33回かわさき市民祭り実行委員長

■実行委員長
　斎藤　文夫　川崎市観光協会

■副実行委員長
　彈塚　　誠　川崎市全町内会連合会
　大川原　久　川崎建設業協会
　長田　はつの　川崎市地域女性連絡協議会
　猪熊　俊夫　川崎中央商店街連合会
　岩崎　善幸　川崎市議会
　三浦　　淳　川崎市

■会計
　海野惠美子　川崎市母子寡婦福祉協議会

■会計監事
　柏木　靖男　川崎市社会福祉協議会
　大澤　清男　川崎市造園建設業協同組合

■財務部会（◎部会長、○副部会長）
◎山村　弘樹　川崎市工業団体連合会
○橋本　幾男　川崎市商店街連合会
　小泉　幸洋　川崎商工会議所
　礒谷　　馨　川崎地域連合
　佐竹　拓平　川崎市幼稚園協会
　髙梨　幸雄　ライオンズクラブ国際協会330-B地区4R-1Z

■企画推進部会（◎部会長、○副部会長）
◎蠟山　優二　川崎市レクリェーション連盟
○浦野　一吉　川崎区スポーツ推進委員会
　川浦　恭子　ガールスカウト川崎市連絡会
　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
　仲子先一郎　川崎市子ども会連盟
　須永　良枝　川崎市消費者の会
　菅野　とき　川崎市身体障害者協会
　芳賀　　寛　川崎市青少年指導員連絡協議会
　田中徳一郎　川崎青年会議所
　五島三津雄　川崎市スポーツ協会
　谷本　通安　日本ボーイスカウト川崎地区協議会
　原　　修一　セレサ川崎農業協同組合
　桑原美代治　川崎市文化協会
　島田　潤二　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
　石田　宣久　株式会社川崎球場
　阿部　直樹　川崎市教職員組合
　米山　 実 　川崎市総合文化団体連絡会
　五嶋　竹美　川崎市ＰＴＡ連絡協議会
　藤又　裕之　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
　佐藤　裕之　川崎市立小学校長会
　青山　正彦　川崎市立中学校長会
　村山　　均　川崎市医師会
　小林由紀子　川崎市薬剤師会
　豊本　欽也　川崎区長

■事務局
川崎市経済労働局

市民祭り開催時の氏名及び団体名を記載しています。
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□ 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）
○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
○ちらし
○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
○新聞・雑誌
○ミニコミ誌

◆オープニングパレード
　　〈11：00スタート〉

【お問い合せ先】かわさき市民祭り実行委員会 詳しくはTEL：044-200-2308 FAX：044-245-8202 かわさき市民祭り 検 索検 索

ふるさと交流広場前～宮前小学校前～ハロー
ブリッジ～銀柳街前

◆祭りパレード〈11：05スタート〉
サンピアンかわさき（労働会館）前→ふるさと
交流広場前→宮前小学校

◆神輿パレード〈11：55スタート〉
サンピアンかわさき（労働会館）前→ふるさと
交流広場前→ハローブリッジ→平和通り→
仲見世通り→銀柳街→銀座街→→川崎市役所

◆開会式〈2日10：00～〉
　　川崎のキャラクターたちが大集合！

◆ステージパフォーマンス
◆ふるさと物産展
　　毎年大人気！
　　全国のおいしい
　　名産品が集まります。

（川崎球場第一駐車場） （川崎競輪場）

◆縁日コーナー
◆パワフル
　かわさき区民
　綱引き大会〈4日〉

◆かわさきそだち農産物コーナー
◆福祉のコーナー
◆バザール・縁日コーナー

（川崎球場）
パレード ふるさと交流広場 おまつり広場 あそびの広場

市民広場

タッチポイント＆
抽選会場は
こちらから

しい

わさき市民祭

と
→
所

　　名産品が集ままります。

◆バザール
◆おもしろ自転車広場
　　競輪場を走るチャンス！ 変わり種自転車も。

◆ペットは家族チャリティーフェスタ
◆消防コーナー

（富士見軟式球場）
健康の広場

（川崎球場第2駐車場）
ふれあい広場

絆
◆ふあふあ
◆親子クラフト教室〈3日・4日〉
◆アメフット
　体験コーナー〈3日〉

かわさき
市民祭り

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

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

第35回

政令指定都市移行40年記念事業政令指定都市移行40年記念事業政令指定都市移行40年記念事業
かわさき
市民祭り
かわさき
市民祭り

第35回第35回

（4日）

詳しく44-245-8202

コーナー
フル
さき区民
き大会〈4日〉

さきそだち農産物コ ナ
のコーナー
ール・縁日コーナー

市民広場

委員会 TEL：044-200-2308

（川崎競輪場） （川崎球場）

バザール
おもしろ自転車広場
競輪場を走るチャンス！ 変わり種自転車も。

◆ペットは家族チャリティーフ
◆消防コーナー

（富士見軟式球場）
健康の広場

◆ふあふあ
◆親子クラフト教室〈3日・4
◆アメフット
　体験コーナー〈3日〉

AM11：00～PM5：00
（市民祭り会場はPM4：30まで）

　市民祭り会場及び周辺商業施設に設置されたタッ
チポイントに交通系ICカード、IC機能付き携帯電話
でタッチしてください。
　タッチポイントを4か所回ると1回、8か所回ると2回、
すてきな賞品が当たる抽選会に参加できます。

●タッチポイント

●抽選会場・・・アゼリア西広場

市民祭り会場（総合案内所、あそびの広場本部）、
サンピアンかわさき、ラゾーナ川崎プラザ、ミューザ川崎、
さいか屋、ダイス、川崎モアーズ

下記案内図を
ご参照ください。

タッチラリー〈3日・4日〉

フェスティバルなかわさき実行委員会
～未来につながる地域の輪～

◆フリーマーケット〈3日〉
◆市民相談
　コーナー〈4日〉
眼科の相談にお答え
します。

※イベントの内容は、天候や都合により変更または中止になることがございます。　※駐車場はありませんので、会場へは電車、バスをご利用ください。

川崎ルフロン川崎ルフロン

総合案内所

サンピアンかわさき（労働会館）サンピアンかわさき（労働会館）

ア
ト
レ
川
崎

11/2 411/2 411/2 4金 日

ポスターB2

ちらしA4（表） ちらしA4（裏）

神奈川新聞11月１日　朝刊掲載

□ 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）
○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
○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
○新聞・雑誌
○ミニコミ誌
○横断幕ほか

広 報



第35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

ホームページ http://kawasaki-fest.main.jp/

　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。


