
実演 相談
直売展示

横浜市左官業協同組合

代表理事 内田 守
事務局 〒231-0014
横浜市中区若葉町2-18 YSビル2F
TEL 045-242-1549
FAX 045-242-1509

一般社団法人
横浜市鍼灸マッサージ師会

会長 荒井 務
事務局 〒231-0011
横浜市中区太田町4-48 川島ビル901
TEL 045-222-1255
FAX 045-222-1265

横浜建具組合連合会

会長 関 清隆
事務局 〒226-0026
横浜市緑区長津田町3919-2
TEL 045-981-0137
FAX 045-983-7564

横浜畳組合連合会

会長 芦原 将

事務所 〒231-0056
横浜市中区若葉町2-35
TEL/FAX 045-251-5887

横浜市建設労働組合連合会

会長 塚本 三千雄
事務局 〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-12
TEL 045-321-5386
FAX 045-321-5387

一般社団法人
神奈川県広告美術協会

〒259-1217
神奈川県平塚市長持574-8

（川崎美研内）
TEL 0463-74-4575
FAX 0463-33-0892

木製和洋建具一式／注文家具製造
襖・ガラス／各種アルミサッシ取扱店

〒224-0026
横浜市都筑区南山田町4193-1
TEL＆FAX 045-883-9481

有限会社 小泉建具店

店 名 住 所 TEL
福盛田工務店 金沢区 701-7744
川上工務店 港北区 431-1739
望月工務店 瀬谷区 302-7187
藤崎建業 戸塚区 881-8880
内海工務店 泉区 804-7526
斉藤工務店 泉区 304-4368

建物設計木造住宅 新築、リフォーム、雨漏修理
ビルから住宅まで親身になって取組むグループ

店 名 住 所 TEL
都筑区 937-2166

佐藤工務店 泉区 811-4109
高橋工務店 金沢区 783-1003
ソフィア設計落合 戸塚区 881-2866
小宮工務店 戸塚区 383-9287

（順不同）

ｱﾄﾘｴﾀﾞﾋﾟﾀ設計中川

全日本建築士会 神奈川支部

横浜マイスター会
会 長 関野 美三夫

〒 2 4 0 - 0 0 0 2 横 浜 市 保 土 ヶ 谷 区 宮 田 町 1 - 7 - 1 6
TEL045-331-3302 FAX045-331-8785 （関野建築事務所内）

パフォーマンス

10：00 開会式・ご挨拶
10：20 ⽊遣り

（鳶連合会）
10：30 まとい練り歩き

（鳶連合会）
※イベント内容については、主催
者の都合により予告なく変更す
ることがあります。

11：00ステージイベント（予定）
○和太⿎演奏
○キッズダンスショー
○ライブショー（左官組合）
○氷彫刻（司厨⼠協会）
○ポニカロード ライブショー

14：00 抽選会
16：00 閉会式
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休憩所
パフォーマンス

エリア
休憩所氷彫刻

本部

横浜スタジアム
ＪＲ関内駅

みなとみらい線
日本大通り駅

2番出入口

横浜情報文化センターKN日本大通ビル横浜朝日会館住宅供給公社

日本銀行横浜支店 横浜地方裁判所 横浜地方検察庁

神奈川県洋装組合連合会

（⼀社）横浜市鍼灸マッサージ師会 鍼灸マッサージ受診相談相談 クイックマッサージ体験

全⽇本建築⼠会神奈川⽀部 建築職業訓練⽣の作品展⽰

神奈川県
クリーニング⽣活衛⽣同業組合

ポップコーン販売 ①Yシャツ仕上実演 ②家庭でも出来る簡単なしみぬき実演実演
クリーニングに関する苦情等の相談相談 ①Yシャツ仕上げ ②しみぬき体験

テント番号 団体名 実演・体験・販売・展⽰

神奈川⼟建⼀般労働組合横浜市協議会

横浜市建設労働組合連合会

横浜市写真師会 写真パネル他展⽰

横浜市板⾦組合連合会
銅板細⼯（鶴･灯篭･表札･レリーフ）展⽰ 銅板で折った折り鶴販売

銅板で作る表札、銅板で作るキャラクターレリーフなど体験 （有料）

（有料･10分/500円）

横浜市鳶⼯業連合会
（公社）全⽇本司厨⼠協会
関東総合地⽅本部神奈川県本部

⽊遣り、纏振りこみ、纏練り歩き実演

氷彫刻実演

横浜市屋外広告美術協同組合 コマ、万華鏡、表札

板⾦⼯事に関する相談（屋外、外壁、⾬樋など）相談

（⼀社）神奈川県造園業協会
造園･庭園･技能検定に関するパネル展⽰

※花のタネ 無償配布
垣根作成紐の結び⽅等実演

造園･庭園管理等についての相談相談

横浜建具組合連合会
県産⽊材で製作の家具･建具展⽰
コースター（組⼦）、パズル、まな板、家具、⼩物販売

建築職業訓練⽣の作品販売販売
住まいの何でも相談相談

体験 ⽊⼯教室、⽵とんぼ作り

ミニ建前、カンナ削り実演

⼿作りエプロン、袋物、洋装⼩物、その他販売

※10時〜12時、13時〜15時

16
17 ⽊⼯⼯作体験

18

19
20

21
横浜市技能職団体連絡協議会⻘年部22 割箸鉄砲体験 （約30分）

23
24
25

26 販売 広告物について相談

27
ワンピース、スーツ展⽰
洋裁に対して、技術的に聞きたい、学びたいなど相談

28

29
30
31

ステージ

建具、家具について相談

※12時〜13時 休憩

4

神奈川県
スクリーン･デジタル印刷協同組合

横浜畳組合連合会

横浜市左官業協同組合

1

神奈川県広告美術協会横浜横須賀⽀部

横浜浴槽設備組合

(公社)神奈川県塗装協会

9

神奈川県和服裁縫協同組合

3
横浜⽡屋根組合

5 横浜マイスター会
6

7 横浜市料理飲⾷喫茶技能組合
（Tコーポレーション）

8

横浜⾖腐組合連合会

⾸都圏建設産業ユニオン横浜⽀部

横浜染物組合

神奈川県印章業組合連合会

2

10

11

12

13
14
15

スクリーン印刷の版
ハロウィン⽤シールのスクリーン印刷実演 スクリーン印刷全般について相談
トートバッグへのスクリーン印刷体験

⼆畳台、⼋⾓形畳、拝敷、雲巌縁付ミニゴザ、い草⽤マット、い草使⽤⺠芸品展⽰
販売

畳⼯事⼀式相談コーナー、商談･斡旋、畳⼯事店紹介相談
ミニゴザ作成体験

プランター、植⽊鉢等擬⽊作品、泥だんご完成品販売 擬⽊プランター製作実演
体験壁診断相談

⽊桶、チャリティ品販売⽊桶、給湯器展⽰
お⾵呂のことならなんでも相談相談

消耗品販売 無料相談相談 お⾯にお絵描き体験

花嫁⾐裳展⽰ 和装⼩物販売 きもの仕⽴ 全般相談相談
体験

ねん⼟ 型押体験

看板製作体験体験

（有料･約15分）

（約20分）※10時〜15時

（有料･約20分）

⽯⾅コーヒーの実演販売販売

焼きそば、焼き⿃、フランクフルト、飲料販売

⾖腐、⾖乳プリン等（デザート）、みそ汁、⽣揚、がんも販売

ベトナムコーヒー、トートバッグ（柄付）等販売展⽰

泥だんご、壁塗り（有料･約30分）

体験リフォーム実例展⽰展⽰ 住宅無料相談相談

和装⼩物、着物、藍染のハンカチ販売
藍染、絞り染実演

藍染、絞り染の体験体験
和装⼩物、⾒本、染めたハンカチ（藍染）展⽰

染、しみ抜き、洗はり、紋⼊れ、その他お⼿⼊れの相談、市内のお店紹介相談
（有料・約15分）

印章･⼩物販売
印章彫刻実演 ⽯印彫刻体験
競技⼤会出展等の作品展⽰

印章全般相談

⼯作体験｢箱⾵呂製作｣体験 ※⼩中学⽣のみ

ピエロのお⼿⽟⼈形（有料･約50分）

（有料）

テント番号 団体名 実演・体験・販売・展⽰

帯の説明、⼩物づくり展⽰

(有)宮島クリーニング商会

〒240-0061
横浜市保土ケ谷区峰沢町１０５−３０
TEL 045-332-1566

代表取締役社長 宮嶋 渉

トイレ

横浜公園


