
第39回

かわさき市民祭り記録

39th KAWASAKI  CITIZENS’ FESTIVAL

主催　　 川崎市・第39回かわさき市民祭り実行委員会

2016．11/4㊎・5㊏・6㊐
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：11/4㊎

ふるさと交流広場パフォーマンスステージ
（富士通スタジアム川崎第１駐車場）

パレード：11/6㊐



参加人数
第１日目　11月４日（金）　　晴れ 96,000人
第２日目　11月５日（土）　　晴れ 218,000人
第３日目　11月６日（日）　　晴れ 261,000人
総　　　数 575,000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21回 平成10年（1998）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 584,700人
第２回 昭和54年（1979）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 410,800人 第22回 平成11年（1999）11月５日㈮～11月７日㈰ ３日間 591,500人
第３回 昭和55年（1980）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 585,000人 第23回 平成12年（2000）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 575,500人
第４回 昭和56年（1981）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 545,000人 第24回 平成13年（2001）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 530,000人
第５回 昭和57年（1982）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 463,000人 第25回 平成14年（2002）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 542,000人
第６回 昭和58年（1983）11月３日㈷～11月６日㈰ ４日間 454,000人 第26回 平成15年（2003）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 552,000人
第７回 昭和59年（1984）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 522,000人 第27回 平成16年（2004）10月29日㈮～11月31日㈰ ３日間 460,000人
第８回 昭和60年（1985）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 512,000人 第28回 平成17年（2005）11月４日㈮～11月６日㈰ ３日間 511,300人
第９回 昭和61年（1986）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 524,000人 第29回 平成18年（2006）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 561,000人
第10回 昭和62年（1987）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 538,000人 第30回 平成19年（2007）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 571,000人
第11回 昭和63年（1988）11月３日㈷～11月６日㈰ ４日間 (中止) 第31回 平成20年（2008）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 578,000人
第12回 平成元年（1989）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 604,000人 第32回 平成21年（2009）10月30日㈮～11月１日㈰ ３日間 550,000人
第13回 平成２年（1990）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 431,000人 第33回 平成22年（2010）10月29日㈮～10月31日㈰ ３日間 148,000人
第14回 平成３年（1991）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 613,000人 第34回 平成23年（2011）11月４日㈮～11月６日㈰ ３日間 560,000人
第15回 平成４年（1992）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 673,000人 第35回 平成24年（2012）11月２日㈮～11月４日㈰ ３日間 567,000人
第16回 平成５年（1993）11月５日㈮～11月７日㈰ ３日間 459,500人 第36回 平成25年（2013）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 558,000人
第17回 平成６年（1994）11月３日㈷～11月６日㈰ ４日間 460,000人 第37回 平成26年（2014）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 585,000人
第18回 平成７年（1995）11月３日㈷～11月５日㈰ ３日間 546,000人 第38回 平成27年（2015）11月１日㈰～11月３日㈷ ３日間 556,000人
第19回 平成８年（1996）11月２日㈯～11月４日㉁ ３日間 539,000人 第39回 平成28年（2016）11月４日㈮～11月６日㈰ ３日間 575,000人
第20回 平成９年（1997）11月１日㈯～11月３日㈷ ３日間 597,000人

第39回かわさき市民祭りの概要
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、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、50万人を超える来場者に川崎の
魅力を広く発信し、さまざまな魅力やポテンシャルを市内外にアピールするため、市民・事業
者・行政が一体となり「第39回かわさき市民祭り」を開催いたしました。

趣旨

※第33回は台風のため10/29（金）のみの開催



あらまし
　
イベントの概要
　　参加団体 24イベント（23団体）
●おまつり広場
おもしろ自転車試乗／歯科無料相談／眼の無料
相談

●あそびの広場
呈茶席／ふあふあ／サッカーアトラクション／ク
ラフト（マグネットとコマ）／かご屋／外国文化
の紹介・ゲーム／クラフト＆ゲーム／アメリカン
フットボール体験／障害者スポーツ体験／親子ク
ラフト教室／フロアボール体験／ＥＬ運行／ミニ
白バイ展示・センジャーズの写真撮影会／薬物乱
用防止キャンペーン

●健康の広場
ふれあい水族館／消防コーナー／自衛隊コー
ナー／子ども丸太切り／フリーマーケット

●ふれあい広場
交通安全ぬり絵

●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 30団体 1,589名
●ふるさと交流広場
　パフォーマンスエリア 28団体 405名
●おまつり広場
　西ステージ 14団体 278名
　東ステージ 34団体 117名
　合　　計 106団体 2,389名

パレードの概要（11月６日）
オープニングパレード 11団体 119名
祭りパレード 8団体 308名
神輿パレード 11団体 1,731名
合　　計 30団体 2,158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 28店舗
◇食品・飲食バザール 73店舗
◇全国市町村ふるさとバザール 36店舗
◇縁日バザール 123店舗
総　合　計 260店舗

キャンペーン参加団体数
 24団体

ボランティア参加団体数
 140人（14団体）

迷子数
 18人

救急車出動依頼数
 4件

チャリティ募金
 259,018円
（協力事業）
呈茶席、クラフト教室、かご屋、子ども丸太切り、
薬物乱用防止キャンペーン、親子クラフト教室、
ミニＥＬ

※募金は東日本大震災及び熊本地震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
 263人（３日間延べ）

ゴミの取扱量
 6.64トン
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ふるさと交流広場
【富士通スタジアム川崎第一駐車場】

ふるさと交流コーナー   
北海道から九州まで36団体の特産物販売等

○北海道（中標津町・新得町）、岩手県（花巻市）、宮城県（涌谷町・石巻市）、山形県（山形市・鶴岡市・川西町・
長井市）、福島県（福島市・郡山市・喜多方市・白河市）、群馬県（渋川市・神流町・上野村）、千葉県（木更津市、
君津市）、東京都（八丈町）、新潟県（新潟県・上越市）、富山県（氷見市・南砺市）、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・沼津市）、島根県（益田市）、山口県（萩市）、熊本県（熊本市）、
宮崎県（宮崎県）、鹿児島県（鹿屋市・志布志市・南九州市)
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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
４日（金） ５日（土） ６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
○すこやか体操（シニアダンス）

○和華太鼓（和太鼓）
○琴伝流大正琴アゼリア（大正琴）
○みずほ（民謡・演歌・長唄）
○わかば会（民謡踊り）
○川崎純情小町☆
（川崎市3R の啓発活動）
○かわさき地産地消推進協議会
（川崎農業のPR）
○八丈太鼓 六人会（八丈太鼓）
○フラ ピカケ（フラダンス）
○川崎のトシちゃん（歌・踊り）
○かわさきベトナム人留学生支援会
（KVSS）
（ベトナムの音楽と舞踊）
○いさご通り街角ミュージック
（ミュージックライブ）
○リズミック・カンフー御幸道場
（演武体操）
○HULA NANI ALOHA
（フラダンス）

○武蔵野太鼓保存会（和太鼓）
○野川親子太鼓 大地（和太鼓）
○東鋼姫鼓（和太鼓）
○anne belly&mama ベリー
（ベリーダンス）
○川崎区民生委員児童委員協議会
（歌とクイズ）
○かわさきマイスター友の会
（手書き看板製作実演）
○神奈川県立生田東高等学校吹奏
楽部（吹奏楽ポップス演奏）
○ぎんぎん連（阿波踊り）
○宮崎県シンボルキャラクター み
やざき犬（ダンスステージ）
○全川崎民謡指導者連盟（新日本舞踊）
○かわさき黒ちゃんクラブ＆仲間たち
（ダンスライブショー）
○P.U.E.L.choir（ゴスペル）
○鼓空（和太鼓）
○和太鼓 颯（和太鼓）

◆ キャンペーン ＝ 川崎市交通局
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おまつり広場　
【川崎競輪場】
◆　おもしろ自転車試乗（川崎市経済労働局公営事業部）
◆　歯科無料相談［６日］(川崎市歯科医師会)、眼の無料相談［６日］(川崎市眼科医会)
◆　バザール＝食品・衣料品・工芸品・おもちゃ ほか
◆　キャンペーン＝川崎市観光ＰＲコーナー、かわさき名産品、マリエン本舗、かわさきマイスター、よ
みうりランド、住宅相談、川崎区赤十字奉仕団、税の広場、後見サポートセンター、新日本婦人の会、
かながわ水源の森林づくり、人権啓発［４日］、川崎地域腎臓病連絡協議会［５日］、川崎区保護司会［５ 
日］、川崎区民生委員児童委員協議会［６日］、計量の広場［５日・６日]

○おまつり広場西ステージプログラム
５日（土） ６日（日）

○奇術研究会 川崎（マジックショー）
○フラ. ホアピリ（フラダンス）
○OLI MAHANA 川崎（タヒチアンダンス）
○Hui Hula Na Liko o Pualani（フラダンス）
○ハワイアンフラサークル レイアロハ（フラダンス）
○キッズアイランド（ダンス）
○カフラオハワイJEUGIA カルチャー（フラダンス）
○ピンクハリケーン/メンズベリー/メンハフエンジェルズ
　（ベリーダンス）
○フラサロン オレナ（フラダンス）
○Halau Hula 'O Nawahine in Japan 川崎校
　（フラダンス）
○川崎 Lucky★Pool（ダンスパフォーマンス）
○瓦 待良（バンド演奏）
○ザ・マディーズ（ロックバンド演奏）
○蛇三線ロックバンド「ティダ」（バンド演奏）
○アロハ・ハワイアンズ・レイカラ（ハワイ音楽の演奏と歌）

○キッズジャズダンス（キッズダンス）
○「音楽のまち・かわさき」推進協議会 （かわさきジャズ）
○ブラックシーサー（バンド演奏）
○猫と金魚（ヴォーカルとフルート）
○ヴィオリラアンサンブルグループ「シャイニングスターズ」
　（ヴィオリラ演奏）
○ボレロを楽しむ会実行委員会（ボレロの演奏）
○Pua Kai ona lehua（フラダンス）
○AIMI's HIPHOP CLUB LIP STICK（HIPHOP）
○Maxi Bellｙ dance（オリエンタルベリーダンス他）
○Arabian Dance DARYA（ベリーダンス）
○洪人館テコンドー（テコンドー演武）
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○おまつり広場東ステージプログラム
４日（金） ５日（土） ６日（日）

○八泉セルビアン川崎音楽室
～川崎市の音楽を愛する方々に
よるライブ～
○いさご通り街角ミュージック
南 紗椰
瀬戸 みかん
上村 叶恵

○夢ライブ
STUDIO je l'aime
空模様
Future Progress
DAISY²
ちょっキんず
しまえながの玉子
りんごのたね。
Re※５
だいぶ、パスタ。
さぼてん症候群＃＃＃＃

○いさご通り街角ミュージック
ゆきこ hr
タケダ サチコ
松下 菊子
A for-Real
ZY'SOUL
wabi_sabi
水華かりん×おしゃれ♡間違い
yaYA
IZUMI
サファリパークDUO
IRVING KOJI
tanna
藤本 恭子
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あそびの広場　
【富士通スタジアム川崎】
◆ 呈茶［４日・５日・６日］（茶道裏千家淡交会川崎支部）
◆ ふあふあ［４日・５日・６日］（クリエイティブワークス
◆ 親子クラフト教室［５日・６日］（川崎区青少年指導員連絡協議会）
◆ クラフト＆ゲーム［５日・６日］（日本ボーイスカウト川崎地区協議会）
◆ かご屋［５日・６日］（若い根っこの会 川崎支部）
◆ 薬物乱用防止キャンペーン［５日・６日］（川崎区青少年指導員連絡協議会）
◆ サッカーアトラクション・サッカー教室［５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［６日］（川崎区役所地域振興課）
◆ 障害者スポーツ体験［６日］（川崎市障害者スポーツ協会）
◆ クラフト教室［６日］（ガールスカウト川崎市連絡会）
◆ フロアボール体験会［６日］（川崎市フロアボール協会）
◆ ＥＬ運行 ［６日］（川崎市フロアボール協会）
◆ ミニ白バイ展示・センジャーズとの撮影会［６日］（川崎少年補導員連絡会）
◆ 国際交流コーナー
　 外国文化の紹介・ゲーム［６日］（川崎市外国人市民代表者会議）
◆ キャンペーン＝川崎建設業協会、神奈川県栄養士会、盲導犬育成募金、川崎南ロータリークラブ
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○あそびの広場ステージプログラム
４日（金） ５日（土） ６日（日）

○Ｋ&Ｆ 音楽事務所
（カラオケ大会）

○大師地区女性連絡協議会
　「昔の娘」＆大師桜（よさこい踊り）
○かわさき舞祭（チームダンス）
○日中練功十八法友好協会
　（前段、益気功の表演）
○ハウディ カントリーダンサーズ
　（カントリーダンス）
○夢見バレエ（クラシックバレエ）
○川崎市老人クラブ連合会
　（輪踊り）
○イオ・フラスタジオ（フラダンス）
○ Japan Dance Schoo l ～
College JDS

（ダンスライブショー）
○Halau Hula O Laule’a
　（フラダンス）
○浜町2丁目 シニアチアダンス シ
ニアマーメイズ（シニアチアダンス）
○STUDIO SPACE N
　（ストリートダンス）
○I･STYLE.（ヒップホップダンス）
○STUDIO Je l’aime
　（ＨＩＰＨＯＰダンス）
○神奈川SJ
　（キッズチアダンスパフォーマンス）

○神奈川チアリーディングクラブ
　（チアリーディング）
○チアダンス サニーズ
　（３チームによるチアダンス）
○ダンスエリアサージ（キッズダンス）
○エンジョイフラ・チハル
　（フラダンス）
○マヒプア・フラスタジオ
　（フラダンス）
○田島いこいの家 輪踊り教室
　（輪踊り）
○川崎市体力づくり体操連盟
　（かわさき体操 他）
○小田一丁目町内会婦人部唄と踊
りの会（輪踊り）
○MY フラスタジオ（フラダンス）
○フラ オ ナ プア マカマエ
　（フラダンス）
○Malulani Hula
　（フラダンス・タヒチアンダンス）
○横浜DeNA ベイスターズ チアス
クール 新川崎校（チアダンス）
○ミチコ・ヤノ・モダンバレエカン
パニー若宮バレエ教室
　（ジャズダンス）
○フィールダンスクラブ
　（キッズダンス）
○ベティーズ（キッズダンス）
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ふれあい広場　
【富士通スタジアム川崎第二駐車場】

健康の広場　
【富士見軟式野球場】

◆ 交通安全ぬり絵[４日・５日・６日]（川崎区中央地区交通安全母の会）
◆ バザール＝食品・衣料品・日用品ほか
◆  キャンペーン＝交通安全キャンペーン、神奈川県宅地建物取引業協会川崎南支部、

メナード・ピュアネージュ

◆ 多摩川ふれあい移動水族館[４日・５日・６日]（川崎河川漁業協同組合）
◆ 子供丸太切り[５日・６日]（川崎木材業協同組合青年部川崎八日会）
◆ 消防コーナー[４日]（川崎市消防局）
◆ 自衛隊車両展示・子供用迷彩服試着・災害派遣活動紹介[５日]（防衛省自衛隊川崎出張所)
◆ フリーマーケット[５日]（川崎市環境局)
◆ キャンペーン＝環境局行政コーナー
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市民広場 
【市民広場】
◆ 2016 パワフルかわさき区民綱引き大会（2016 パワフルかわさき区民綱引き大会実行委員会）
◆ 縁日コーナー
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パレード 〈６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
◆　パレード構成（参加１１団体・１１９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、今年活躍したスポーツ選手・団体（リオデジャネイロオリンピック日本代表・飯田純
士選手、町田瑠唯選手、長岡萌映子選手、リオデジャネイロパラリンピック日本代表・成田真由美選手、
山口貴久選手、富士見台ウルフ少年野球クラブ）、宮崎県東京事務所、燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ（ミラ
イ）」、横浜シーサイドハーレークラブ

神輿パレード（11：30～14：10）
◆　コース　　労働会館前 → ふるさと交流広場前 

→宮前小学校前 → 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１１団体・１,７３１名）
　　小田囃子会、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、緒華蓮、
　　川崎道祖神、川崎柏睦、川崎天の邪鬼睦
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祭りパレード（11：05～12：00）
◆　コース　労働会館前 → ふるさと交流広場前 → 宮前小学校前
◆　距　離　６８０メートル
◆　パレード構成（参加８団体・３０８名）
【吹奏楽・国際交流】 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】沖千里ジャズダンス教室
【伝 統 芸 能】 舞踊工場（よさこい鳴子踊り）、櫻川流・江戸芸かっぽれ川崎同好会、
　　　　　　　　　　若波会（おけさ流し）
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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 ◯株式会社銚子塚建設 ◯株式会社梓設計
◯ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所 ◯月島テクノメンテサービス株式会社 横浜支店 ◯株式会社石森製作所
◯東京ＪＡＰＡＮ税理士法人 ◯公益財団法人東京応化科学技術振興財団 ◯株式会社ウチダシステムズ 川崎営業所
◯株式会社東芝 小向事業所 ◯東芝エレベータ株式会社 ◯株式会社岡田電設
◯株式会社アール・エヌ・ゴトー ◯永谷工業株式会社 ◯鹿児島県頴娃町 いぶすき農業協同組合 茶業センター
◯川崎アゼリア株式会社 ◯一般財団法人日本環境衛生センター ◯ガールスカウト川崎市連絡会
◯川崎商工会議所 ◯一般財団法人日本不動産研究所横浜支所 ◯公益社団法人神奈川県計量協会
◯共進精機株式会社 ◯株式会社田原屋（パシオス） ◯株式会社神奈川こすもす
◯株式会社伸永興産 吉兆川崎中央店 ◯株式会社フソウ ◯川崎市管工事業協同組合
◯水ｉｎｇ株式会社 ◯株式会社マタハリー ◯一般社団法人川崎市空調衛生工業会
◯株式会社アイ・シー・アール ◯丸全昭和運輸株式会社 ◯社会福祉法人川崎市社会福祉事業団
◯アサヒビール株式会社 ◯株式会社ユニ機工 ◯一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会
◯株式会社小野崎電業 ◯株式会社BENEFIT ◯川崎住宅株式会社
◯株式会社織戸組 ◯秋山商事株式会社 ◯川崎市老人福祉施設事業協会
◯川崎区連合町内会 ◯いすゞ 自動車首都圏株式会社 京浜臨海支店 ◯一般社団法人川崎青年会議所
◯一般社団法人川崎建設業協会 ◯株式会社エーシーイー ◯川崎セントラルホテル
◯川崎市信用保証協会 ◯エリーパワー株式会社 ◯川崎大師ロータリークラブ
◯川崎中央商業協同組合 ◯柏原計器工業株式会社 神奈川営業所 ◯川崎地域連合
◯川崎信用金庫 ◯株式会社桂設計 ◯川崎鶴見臨港バス株式会社
◯セレサ川崎農業協同組合 ◯神奈川臨海鉄道株式会社 ◯株式会社川崎防災
◯全國通運株式会社 ◯川崎医療生活協同組合 ◯川崎労働者福祉協議会
◯高橋防災株式会社 ◯川崎駅前大通商業協同組合 ◯株式会社協和コンサルタンツ 横浜営業所
◯東洋ロザイ株式会社 ◯公益社団法人川崎港振興協会 ◯京浜警備保障株式会社
◯みぞのくち新都市株式会社（ノクティプラザ） ◯川崎市教職員組合 ◯KCサキュレ株式会社
◯ミツハマ防災設備株式会社 ◯一般社団法人川崎市交通安全協会 ◯三陽自動車株式会社
◯株式会社アクト・ツーワン ◯川崎市職員労働組合 ◯サンヨウ窓建株式会社
◯味の素株式会社 川崎事業所 ◯公益財団法人川崎市スポーツ協会 ◯JFEスチール京浜労働組合
◯神奈川県タクシー協会 川崎支部 ◯川崎市全町内会連合会 ◯篠原電機工業株式会社
◯神奈川新聞社 ◯川崎市建物解体業協同組合 ◯昭和電工ユニオン 川崎支部
◯川崎競輪場 ◯川崎酒販協同組合 ◯信号器材株式会社
◯川崎港運協会 ◯株式会社住吉（川崎大師 山門前 住吉） ◯シンテイ警備株式会社
◯公益社団法人川崎市医師会 ◯川崎ライオンズクラブ ◯神明建設株式会社
◯川崎市救急告示医療機関協会 ◯株式会社協商 ◯社会福祉法人セイワ
◯公益社団法人川崎市歯科医師会 ◯株式会社桐ケ谷工業所 ◯全水道川崎水道労働組合
◯公益社団法人川崎市病院協会 ◯株式会社久米設計 ◯千代田建設工業株式会社
◯一般社団法人川崎市薬剤師会 ◯京浜交通株式会社 ◯東京ガス株式会社
◯川崎フロンターレ後援会 ◯Ｋ'ｓキッチン(晃商事) ◯東京ふるさと新得会
◯キリンビールマーケティング株式会社 ◯株式会社ケー．ティー．エス ◯東芝労働組合小向支部 ＭＣ分会
◯株式会社KEIHIN ◯株式会社光陽電業社 ◯東芝ロジスティクス株式会社
◯京浜化工株式会社 ◯三精テクノロジーズ株式会社 ◯東燃ゼネラルグループ労働組合 川崎支部
◯中央エレベーター工業株式会社 ◯三友環境サービス株式会社 ◯日建コンサルタンツ株式会社
◯トータリゼータエンジニアリング株式会社 ◯ジャパントータルサービス株式会社 ◯日本冶金工業労働組合 川崎支部
◯図南鍛工株式会社 ◯昭和電工株式会社 川崎事業所 ◯日本郵便株式会社 川崎港郵便局
◯日本トーター株式会社 ◯株式会社ジンダイ ◯有限会社日本リスクマネジメント
◯日本冶金工業株式会社 川崎製造所 ◯シンヨー株式会社 ◯株式会社パスコ 横浜支店
◯有限会社菱沼工業所 ◯株式会社蒼天 ◯富山県氷見市氷見商工会議所
◯株式会社横浜アーチスト ◯田中電気株式会社 ◯株式会社富士設備
◯株式会社吉浜工業所 ◯株式会社多摩設計 ◯富士ホイスト工業株式会社
◯株式会社チッタ エンタテイメント（ラ チッタデッラ） ◯株式会社デイ・シイ ◯株式会社プラムシックス
◯株式会社アイ・イー・エルコンサルタント ◯電計ねっとわ～く ◯株式会社丸井電設
◯アイ通信工事株式会社 ◯東芝労働組合 浜川崎支部 ◯株式会社マルカエステート
◯葵薬品産業株式会社 ◯東燃ゼネラル石油株式会社川崎工場 東燃化学合同会社川崎工場 ◯株式会社ミカセ
◯株式会社アクアパルス ◯株式会社土質基礎研究所 ◯三菱ふそう労働組合 本社支部
◯株式会社アジア共同設計コンサルタント ◯日清製粉株式会社 鶴見工場 ◯メタウォーター株式会社
◯株式会社アンフィニー ◯公益財団法人日本食肉流通センター ◯株式会社モリタエコノス
◯ＮＰＰ株式会社 ◯一般財団法人日本船員厚生協会 川崎海員会館 ◯矢島建設工業株式会社
◯荏原環境プラント株式会社 ◯日本プロセス株式会社 ◯山下商事株式会社
◯割烹蒲焼 大沼 ◯富士産業株式会社 ◯山六給食株式会社
◯亀屋葬儀社 ◯富士電機株式会社 川崎工場 ◯ユースキン製薬株式会社
◯一般社団法人川崎市観光協会 ◯株式会社ふじばす ◯横浜銀行 川崎支店
◯川崎市住宅供給公社 ◯宮田建材株式会社 ◯荒井商事株式会社（アライオートオークションベイサイド）
◯株式会社黒川土木 ◯宗教法人無量院 ◯稲毛神社
◯茶処　さつき園 ◯株式会社山根工務店 ◯株式会社井の雅組
◯株式会社明治スポーツプラザ ◯株式会社横浜水材製作所 ◯株式会社以和貴設計事務所
◯JXエネルギー株式会社 川崎製造所 ◯ライオンズクラブ国際協会 330-B地区 4R-1Z ◯オーディーエー株式会社
◯株式会社翔設計 ◯味の素労働組合 川崎支部 ◯株式会社神奈川クリーン
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御協賛をいただいた方への御対応
○ 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。

◯公益社団法人神奈川県観光協会 ■御協賛品 ■施設提供機関等
◯一般社団法人神奈川県公営競技弘済会
◯川崎銀座商業協同組合 ◯高橋防災株式会社 ○富士通スタジアム川崎
◯川崎港海上コンテナ輸送協同組合 ◯有限会社相和シボリ工業 ○日立オートモティブシステムズ株式会社
◯川崎港湾物流協同組合 ◯日本精塩株式会社 ○横浜地方検察庁川崎支部
◯川崎市工業団体連合会 ◯旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所 ○川崎市経済労働局公営事業部（川崎競輪場）
◯一般社団法人川崎市弘済会 ◯川崎ＤＩＣＥ ○川崎市立労働会館
◯一般社団法人川崎市商店街連合会 ◯株式会社松屋総本店 ○川崎区役所道路公園センター
◯川崎市地域女性連絡協議会 ◯とんかつ和幸 ○川崎市教育文化会館
◯川崎市文化協会 ◯サントリービジネスエキスパート株式会社 ○川崎市立富士見中学校
◯かわさきファズ株式会社 ◯サウンドスタジオ八泉 ○川崎市立宮前小学校
◯株式会社川崎フロンターレ
◯川崎臨港倉庫埠頭株式会社
◯グリーンブルー株式会社 ■運営協力 ■ボランティア
◯群馬県神流町
◯株式会社コーユービジネス ○神奈川県警察川崎警察署 ○ガールスカウト川崎市連絡会
◯株式会社さいか屋 ○川崎区社会福祉協議会 ○日本ボーイスカウト川崎地区協議会
◯さわやか信用金庫川崎支店 ○武蔵野太鼓保存会 ○川崎区スポーツ推進委員会
◯サンコー薬品株式会社 ○川崎区役所 ○川崎市看護協会
◯株式会社秩父源流水 ○川崎市消防局 ○川崎市子ども会連盟
◯茶道 裏千家淡交会 川崎支部 ○川崎市教育委員会 ○川崎市身体障害者協会
◯中央労働金庫 川崎支店 ○川崎市職員労働組合 ○川崎市消費者の会
◯帝商株式会社 横浜営業所 ○フェスティバルなかわさき実行委員会 ○川崎市青少年指導員連絡協議会
◯株式会社東急リゾートサービス 川崎国際生田緑地ゴルフ場 ○川崎市地域女性連絡協議会
◯株式会社中商 ○川崎市文化協会
◯中原区文化協会 ■募金協力 ○川崎市母子寡婦福祉協議会
◯株式会社中村ボーリング ○川崎市レクリエーション連盟
◯株式会社ブールミッシュ ○茶道裏千家淡交会川崎支部 ○川崎市技能職団体連絡協議会
◯福嶋　加代美 ○川崎区青少年指導員連絡協議会
◯株式会社福嶋鉄工所 ○若い根っこの会川崎支部
◯富士建設工業株式会社 ○川崎木材業協同組合青年部（川崎八日会）
◯藤嶋 昭 ○川崎市フロアボール協会（枡形リーダークラブ）
◯藤嶋 とみ子 ○2016 パワフルかわさき区民綱引き大会実行委員会
◯MYフラスタジオ ◯日本ボーイスカウト川崎地区協議会
◯社会福祉法人みのり会
◯株式会社村山商店
◯株式会社森下測量設計
◯株式会社山下設計
◯株式会社アルファビジネス
◯いづみ文具株式会社
◯有限会社伊藤平左ェ門建築事務所
◯株式会社インタラック関東南
◯インド料理 ラングラ パンジャーブ
◯川崎区保護司会
◯川崎区民生委員児童委員協議会
◯川崎市住宅相談運営委員会
◯公益財団法人川崎市シルバー人材センター
◯公益財団法人川崎市身体障害者協会
◯公益財団法人川崎市老人クラブ連合会
◯株式会社ＫＳＫ補償
◯株式会社研空社
◯株式会社航建
◯株式会社三宝緑地
◯千両
◯陳 暁敏
◯株式会社東計電算
◯日本エレベーター製造株式会社
◯日本機械工業株式会社 本社営業部
◯日本ミクニヤ株式会社
◯株式会社野口ポンプ製作所
◯Halau Hula O Laule'a
◯羽渕製茶株式会社
◯伴、川崎幸蔵
◯株式会社フジスポーツ
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■名誉顧問
　石田　康博　川崎市議会議長
　山田　長満　川崎商工会議所

■顧問
　斎藤　文夫　第35回かわさき市民祭り実行委員長
　藤嶋とみ子　第36回かわさき市民祭り実行委員長
　猪熊　俊夫　第37回かわさき市民祭り実行委員長
　都倉　正明　第38回かわさき市民祭り実行委員長

■実行委員長
　島田　潤二　川崎市全町内会連合会

■副実行委員長
　山本　知男　川崎市技能職団体連絡協議会
　大川原　久　川崎建設業協会
　橋本　幾男　川崎市商店街連合会
　福嶋加代美　川崎市総合文化団体連絡会
　菅原　　進　川崎市議会
　三浦　　淳　川崎市

■会計
　髙野　清美　川崎市母子寡婦福祉協議会

■会計監事
　青木　茂夫　川崎市観光協会
　嶋　　麻紀　川崎市ＰＴＡ連絡協議会

■財務部会
◎山村　弘樹　川崎市工業団体連合会
○礒谷　　馨　川崎地域連合
　小泉　幸洋　川崎商工会議所
　武藤　聰宏　川崎駅広域商店街連合会
　新井　文人　川崎青年会議所
　岩田　　穣　ライオンズクラブ国際協会330-B地区4R-1Z

■企画推進部会
◎浦野　一吉　川崎区スポーツ推進委員会
○伊藤　義昭　川崎市子ども会連盟
　松田基久乃　ガールスカウト川崎市連絡会
　栗林　幸江　川崎市看護協会
　伊藤　正子　川崎市消費者の会
　宮田　正行　川崎市身体障害者協会
　石塚　邦子　川崎市青少年指導員連絡協議会
　和田　成基　川崎市スポーツ協会
　山本　洋子　川崎市地域女性連絡協議会
　小山　新生　日本ボーイスカウト川崎地区協議会
　梶　　　稔　セレサ川崎農業協同組合
　三田村鳳翔　川崎市文化協会
　石渡　裕之　川崎市幼稚園協会
　三野宮　実　川崎市レクリェーション連盟

■その他実行委員
　ホサニ　アハマド　ユースフ
　　　　　　　川崎市外国人市民代表者会議
　中嶋　康晴　川崎市教職員組合
　三浦　政良　川崎市社会福祉協議会
　吉田　哲也　川崎市造園建設業協同組合
　森脇　卓郎　川崎市老人クラブ連合会
　渡邉　栄一　川崎市労働組合連合会
　小松　典子　川崎市立小学校長会
　堀米　達也　川崎市立中学校長会
　石井　貴士　川崎市医師会
　寺澤　孝興　川崎市歯科医師会
　小林由紀子　川崎市薬剤師会
　田中　育郎　富士通スタジアム川崎
　土方　慎也　川崎区

■事務局
　川崎市経済労働局
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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）

11/4（金）　AM10:00～
ふるさと交流広場（富士通スタジアム川崎第１駐車場）

11/6（日）　AM11:00～

会場

開会式

パレード

2016.11.4（金）・5（土）・6（日）
AM10:00～PM4:30

かわさき市民祭り
第39回

サンピアンかわさき
感謝まつり

会場：サンピアンかわさき

115土
同時開催

ポスターB2

市HPトップページ “ビジュアルエリア” での開催案内

ちらしA4（表） ちらしA4（裏）

□ 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、市内公共施設ほか
○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39回かわさき市民祭り実行委員会
＜事務局＞ 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11－２

 川崎市経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課内
 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。


