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磯子センター磯子センター磯子地域
ケアプラザ
磯子地域

ケアプラザ

第43回第43回

令和元年9月29日令和元年9月29日 10時　～　15時

磯子まつり振興委員会　　　　　　磯子区役所地域振興課　☎750-2392　　  750-2534　問合せ fax

　　

日
磯子公会堂・磯子区役所前アベニュー・産業道路ほか

　区役所駐車場・アベニュー・藤棚下
出店、商店街朝市

10:00 ～ 15:00

磯子公会堂

公会堂ステージ
13:00 ～ 15:00

閉会式
15:00 ～

産業道路
10:00 ～ 10:20

10:30 ～ 12:00

オープニングセレモニー

パレード消防団によるデモンストレーション県警白バイ模範走行磯子土木事務所　　　
はたらくくるま　　大集合　

10:00 ～ 15:00

10:30 ～ 15:00

磯子センター

ラグビーワールドカップ2019™
パラスポーツ
体験ブース産業道路ミュージックステージ

10:30 ～ 12:00

　磯子地域ケアプラザ
磯子区医師会 講演会

11:00 ～ 12:00

健康相談

10:00 ～ 12:00

オープニング
セレモニーで

みんなで風船を
とばそう！

会場を循環バスが走ります 中面にバス停と時刻表を掲載。

磯子事業会
株式会社 清光社
磯子区連合町内会長会
横浜磯子ロータリークラブ
磯子区商店街連合会
公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 

横浜南部支部
株式会社 ジェイコムイースト横浜テレビ局
高栄企業 株式会社
レイズネクスト株式会社
株式会社 I H I横浜事業所
株式会社 東芝 横浜事業所
株式会社 ニックスサービス
ＪＸTGエネルギー 株式会社 根岸製油所
JFE鋼材株式会社 横浜事業所
電源開発 株式会社 磯子火力発電所
東京ガス 株式会社 根岸ＬＮＧ基地
日清オイリオグループ 株式会社 

横浜磯子事業場

日興テクノス 株式会社
旭紙業 株式会社 横浜工場
浅木克眞税理士事務所
株式会社 伊澤製作所
株式会社 石辺製作所
株式会社 オカモトオプティクス
株式会社 サカクラ
株式会社 ジェイペック磯子カンパニー
三共技研工業 株式会社
シティー開発 株式会社
横浜セレモ 株式会社
宮本土木 株式会社
株式会社 村山製作所
丸新飲料 株式会社
アーバントラスト 有限会社
開発電子技術 株式会社 磯子事業所
かながわ信用金庫 磯子支店
神奈川機器工業 株式会社
株式会社 鎌倉ハムクラウン商会
株式会社 安藤建設
株式会社 中村製作所
株式会社 金剛コルメット製作所

株式会社 ＩＨＩビジネスサポート
アンスリー 株式会社
株式会社 誠
株式会社 ＪＰビジネスサービス 磯子事業所
株式会社 ＪＥＲＡ 南横浜火力発電所
株式会社 八雲堂
株式会社 久良岐
シティアクセス 株式会社
生活協同組合ユーコープ
東京液化酸素 株式会社
錦海運建設 株式会社
プララ都市開発 株式会社
株式会社 エスワイシー
有限会社 キデイ
有限会社 山崎表具店
有限会社 横通工業
横浜観光土地 株式会社
横浜消火器 株式会社
株式会社 ライク
オオヒロ
ブランチ横浜南部市場
横浜F・マリノス

令和元年度 磯子まつり
協賛企業一覧（順不同 9月12日現在）

磯子公会堂 15時～

根岸小学校 くすのき合唱団

磯子区役所１階区民ホールの総合受付にて、
アンケートを実施します。
アンケートにお答えいただいた方には
もれなくいそっぴグッズをプレゼント♪

磯子センターか磯子土木事務所をまわって
どちらかのスタンプを押した方には
さらに豪華なグッズが当たるかも！

横浜 F・マリノスのグッズもあります!!

※おひとり様一回限り

アンケートに答えて
いそっぴグッズをプレゼント!!

磯子センター 磯子土木事務所

©1992 Y.MARINOS

公会堂ステージ出演者一覧 13時～15時磯子公会堂

◆道路規制 … 車両および自転車の走行が規制されます。〈時 間〉9時30分～12時30分 中面「交通規制」参照

◆パレード 10時30分 ～ 12時

◆産業道路ミュージックステージ 10時30分 ～ 12時

神奈川県警察音楽隊

磯子警察署

磯子消防署・消防団

交通局・横浜交通開発株式会社

資源循環局磯子事務所

磯子土木事務所

環境創造局環境エネルギー課

神奈川ドライビングスクール

滝頭小学校

★出場グループ（出場予定順）
団体

1

2

3

4

5

6

7

磯子救命ボランティア

磯子区災害ボランティア
ネットワーク

磯子小学校

横浜防災ライセンス・磯子

THE YOKOHAMA LITTLE 
WINGS Drum＆BrassCorps

ボーイスカウト横浜第94団

団体

12

13

14

15

16

磯子区文化協会民謡・民舞部17

11

団体

THE YOKOHAMA 
LITTLE WINGS 
Drum＆Brass Corps

横浜学園高等学校 ダンス部

ハナミズキ

さくら会（手話ダンス）

なずな会

フラ ヘレ マーリエ

団体出演
順番

1

2

3

4

5

6

7

Spanky☆スパンキー8

団体出演
順番

横浜シャイニーズ smile&star

フラメンコサークル Camelias

ケイキフラの会

横浜シャイニーズ spark&shineys

18

19

20

21

オズキッズダンス22

キッズチアダンスクラブＩＳＯＧＯ23

滝頭小学校

X-BORDERS

16

17

団体出演
順番

花園フラスタジオ 
ティアレ・パイナップルチーム

亜里香塾

フラハーラウ レイマカロア

ビューティフルフラ金沢ホヌクラス オルオル・カマナオ

手話サークル「海」・
ふれあいサークル「かめ」

9

10

11

13

竹舞会12

14

磯子マーリエ ナニ ロゼラニ15

※出場団体・出場順は予定です。
　変更の場合がありますので、当日会場でご確認ください。

8

9

磯子区赤十字奉仕団 岡村地区連合町内会1810

17～24の団体は、パフォーマンスポイントがあります。（会場位置図参照）

出演
順番

27<HATANANA>

27<HATANANA>

サファリパークDuo

サファリパークDuo

有希乃 路央

有希乃 路央

2

littleneem

littleneem

1

3

4

出演
順番

出演
順番

出演者演目
順番

横浜ビー・コルセアーズ
チアリーダーズＢ－ＲＯＳＥ
（たきがしら校スクール生）

杉劇リコーダーず

泉州市南音楽団（中国）

国無形文化財済州民謡・
ゴールドマン（韓国）

光州国楽協会、チョンノセ（韓国）

21

22

23

24

磯子消防団 操法展示25

磯子警察 白バイ操法26

横浜シャイニーズ

20

19


