
海の公園
金沢シーサイドライン「海の公園柴口駅」または「海の公園南口駅」下車

※荒天時は翌日順延

第 40回金沢まつり2014

10 1810 18

0180-994-027テレホンサービス当日のお問合せ 当日朝 6：30～

主　催：金沢まつり実行委員会　共　催：金沢区役所、横浜金沢観光協会
問合せ：金沢区役所地域振興課　045－788－7801

体力測定、健康に関する各種キャンペーン、食品衛生クイズ
大会、動物の飼育相談、ワイシャツのアイロンがけ教室ほか

各種団体、公共公益団体等によるバザー、防災ＰＲ、
交通安全ＰＲ、人権啓発コーナーなど

マーチングバンド等による演技、演奏

マーチングバンド、和太鼓、ダンスチーム等による演技、演奏

約150店舗が出店します。

区内のフラ愛好家による発表会

主催 ： 消防局鶴見水上消防出張所、横浜ヘリポート

◎ふれあいミニ動物園
   (入場料100円)

豪華賞品が当たります。
午前10時～午後3時00分

午前10時～午後3時30分

午前10時～午前10時50分

午前11時00分～午後1時48分

午前11時00分～午後2時04分

午後2時45分～

午後2時35分～午後2時45分

午前10時30分～午前11時

午前10時～午後3時 主催 ： 八景島指定管理者

午前10時～午後3時30分

消防艇「まもり」放水訓練＆消防ヘリによる水難救助訓練

場所／野外ステージお楽しみ大抽選会

フラダンスステージ

消防による放水訓練 ・ 水難救助訓練

場所／砂浜地引き網

フリーマーケット 会場／柴口駐車場

健康づくり月間コーナー

バザー・事業ＰＲコーナー

場所／園内通路パレード

野外ステージ 場所／中央口  芝生園地内

八景島協賛イベント 会場／八景島グリーン広場

◎みんなで遊ぼう！ 
   スポーツ＆昔遊び等

場所／芝生園地内

場所／園内通路

場所／海上

場所／砂浜

配布場所 ： 本部テント、フリーマーケット受付
＊午後1時より抽選券配布＊

抽選券はお一人様1枚となります

第 40回金沢まつり2014
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グラウンドゴルフ

白バイ、ミニ白バイ、ミニパト

柴口
休憩所消防車

パトロール車の展示

フラダンスステージ地引き網

フリーマーケット

お楽しみ大抽選会
午後 2 時 45 分～

※午後 1 時より抽選券配布
配布場所：本部テント、フリーマーケット受付

バザー／事業PRコーナー　出店案内

3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17

23 24 26

中央口

66

野外ステージ
南口 柴口

自衛隊車輌の展示

砂浜 砂浜 砂浜
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※会場内の出店場所に一部変更がある場合がございます。

健康づくり月間コーナー

本部 ・ 救護 ・ 迷子テント
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金沢区スポーツ推進委員連絡協議会

横浜市ｱﾏﾁｭｱ無線非常通信協力会  金沢区支部

横浜金沢観光協会（ハマケイ）

横浜市管工事協同組合金沢支部

（公社）横浜南法人会

横浜金沢観光協会（横浜紅谷）

ＮＰＯ法人地域サポートマリン（ワーカーズコープ愛コープマリン）

金沢区青少年指導員協議会

横浜金沢観光協会（㈱神奈川クッキングサービスセンター）

公園愛護会  金沢土木事務所

金沢土木事務所

(一社）横浜建設業協会金沢区会（㈱綿貫建設）

横浜金沢観光協会（菊月）

自衛隊横浜上大岡募集相談員会

（公財）横浜市緑の協会　金沢動物園

（公財）横浜市緑の協会　海の公園管理センター

横浜市地球温暖化対策推進協議会

ＮＰＯ法人　ソフトエネルギープロジェクト

金沢区区政推進課

環境創造局南部下水道ｾﾝﾀｰ

やきとり、シュウマイ、とうもろこし

組合の広報活動　ヨーヨー釣り　輪投ゲーム

税の広報活動等

和菓子、豆大福、おはぎ、焼き菓子、お赤飯

手作り手芸品、食べ物（加工済み）販売

工作教室、パネル展示

横浜市水道局

明るい社会づくり運動金沢区協議会

東京ガスライフバル飯田㈱

横浜金沢観光協会（大通り商店会　ジョイデリカ The Road and The Sky）

横浜金沢観光協会（ラ・フシオン　菜 na）

(公財)横浜市シルバー人材センター　磯子事務所

横浜金沢観光協会（加藤牛肉店）

横浜金沢観光協会（㈱メルヘン）

障害者支援施設　航

横浜金沢観光協会（富貴）

ＮＰＯ法人中途障害者地域活動センター　ライブアップ金沢

ＮＰＯ法人　こころの電話金沢

横浜金沢観光協会（マイム富岡店）

横浜金沢観光協会（韓国家庭料理　チャンゴ）

横浜金沢観光協会（シャーロン）

日本ガラスフィルム工事業協会神奈川支部（㈱オルフィックデザイン）

横浜金沢観光協会（鳳月堂）

横浜金沢観光協会（横浜パンの家）

金沢区子ども会連絡協議会

ボーイスカウト横浜第24団育成会

金沢区ねこ連絡会

神奈川捨猫防止会金沢支部

金沢区健康づくり月間実行委員会

金沢区民生委員児童委員協議会

健やか子育て連絡会

金沢区保育施設

済生会若草病院

金沢区ごみゼロリサイクル事業推進委員会

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ

ボーイスカウト横浜第100団

横浜金沢観光協会(西柴ショッピングセンター・ミートショップ森)

横浜金沢観光協会（アクアビット）

横浜ポートヒルライオンズクラブ

金沢消防署、金沢火災予防協会

金沢交通安全協会

金沢防犯協会

金沢土木建築組合

金沢区明るい選挙推進協議会

金沢区町内会連合会

金沢ＬＰＧ会

神奈川県行政書士会 磯子・金沢支部

横浜金沢観光協会（御菓子司　名月）

横浜金沢観光協会（南部フーズ）

金沢区婦人団体連絡会

（一社）横浜市建築士事務所協会　磯子・金沢支部

横浜金沢観光協会（ブレーメン）

横浜金沢観光協会（漫遊記）

金沢区更生保護女性会

横浜金沢観光協会（シーサイドスパ八景島）

横浜金沢観光協会（喜友）

ガールスカウト神奈川県第53団

人権ブースを運営する会

横浜市立脳血管医療センター

金沢ケアマネ倶楽部

生活協同組合ユーコープ金沢区エリア会

生活協同組合ユーコープ保障事業部

よこはま緑の推進団体金沢区連絡会

フレンドリースペース金沢

JA横浜柴観光農園直売組合

JA横浜金沢支店　　

（株）金沢臨海サービス

横浜南青色申告会金沢支部・横浜市納税貯蓄組合連合会

横浜南間税会　金沢支部

横浜金沢観光協会（文明堂食品工業）

認定ＮＰＯ法人　コロンブスアカデミー(金沢区青少年の地域活動拠点）

認定ＮＰＯ法人　産業クラスター研究会

㈱横浜シーサイドライン

金沢南部会（横浜金沢文庫郵便局）

横浜金沢マリーンライオンズクラブ

リサイクル品、乾物（豆類）、手編みソックス、植木

うどん・そば、フランクフルト、アメリカンドック

海鮮チヂミ、チャプチェ

スモールポテトパイ・クッキー、チョコバナナ

ゲーム、バザー、栗おこわ、じゃがバター、フルーツポンチ

焼き鳥

アルコール類･清涼飲料

腎アイバンク登録運動､遊休品販売､焼そば､飲み物販売

防火・防災相談コーナー

交通安全啓蒙

防犯意識啓発活動

住宅相談、子供向け工作教室・手作り木工品・軽食品の販売

選挙啓発（クイズ、ミニゲームなど）

展示

綿菓子

街頭無料相談会(暮らしの身近な相談)

和菓子販売

煮豆・佃煮・惣菜

バザー（家庭に寝る不用品の販売）

焼菓子販売

焼き鳥、焼きそば、物品（食品、ジャムなど）販売

人権啓発

骨密度測定、脳卒中、脊椎脊髄疾患パネル展示、クイズ

フランクフルト、玉こんにゃく、水あめ等

ユーコープのお知らせ

コープ商品の試食、事業案内

緑化ＰＲと緑の街づくり基金の募金活動

フリーマーケット、飲み物

野菜即売

野菜即売・花卉即売

流木の無料配布、飲食物販売

税務関係チラシ配布

会のＰＲ

窯だしカステラ、どら焼、焼菓子販売

応急給水車「はまっ子どうし」販売　水中輪投げなど

ガス機器展示　安全周知

飲食

ドーナツ　ソーセージ　パスタ

餅　山菜おこわ　やきとり
飲物（発泡酒、ジュース）

野菜販売、骨強度測定会
リーフレット配布

コロッケサンド、メンチカツサンド

ポップコーン、クレープ、生ビールの販売

陶器　和紙(手すき）　織物

大福　だんご　赤飯など

中途障害者の
手作り製品販売

和菓子販売(八景焼、豆大福、晩鐘最中）

パン、ジュース販売

焼きそば　ジュース販売

飲食販売（うどん、炊き込みご飯、綿菓子など）

地域猫活動の推進・啓発とパネル展示、ボランティアバザー

動物愛護の啓発

健康づくり啓発、ガン検診車

ガラスフィルムの紹介、
綿菓子販売

けんちんうどん、フランクフルト

ビスケット・せんべい販売

チュリトス、クラムチャウダー、
牛タンシチュー等の販売

活動内容パネルと省エネ（ＬＥＤ）展示

オリジナルグッズ販売、着ぐるみ出演

記念切手の販売、年金相談会

大学いも、フライドポテト

物販（駄菓子、
スーパーボール、ヨーヨー）

パルシステムPR（試食、試飲）、
　宅配のご案内

子供の遊び場、飲み物販売、チョコホンデュ、
ヨーヨー、水あめ、コーヒー販売

展示（子育て関連情報）、相談、子どもの遊びのコーナー等

保育所地域育児支援の紹介等

看護相談及び簡易検査

３R夢（スリム）啓発ブース

　

建築相談等と子どもたちの
折り紙工作

揚げたてのカレーパン、パン菓子類販売

自然エネルギー、省エネルギーで地球温暖化防止

水槽展示、パネル工作コーナー、ソーラー
クッキング、海の安全コーナー、野島写真展

横浜つながりの森コーナー(区内活動の団体出店ブース含む）

下水道ＰＲ、パンフレット等の配布

環境教育体験車NEO、ソーラーグッズ、
手回し発電体験

さわやかスポーツPR(グラウンドゴルフ他)

組織及び活動紹介、
アマチュア無線公開運用、会員募集

金沢区公園愛護会活動ＰＲ

道の日等ＰＲ、パトロール車等展示

業界啓蒙活動（建設機械試乗等）

菓子販売

広報・募集案内等

動物園PR、チラシ等を配布

焼きそば、たこ焼き揚げ、
牛タンコロッケ、生ビール等

会場

横浜つながりの森コーナー
84 86 87 8885 89



フラステージ（砂浜）

①10：00 スタート
　横浜市消防音楽隊

※各団体のパレード時間
　は約20分

①11：00 ～ 11：14
　アロハフラ　カネサワ

①11：00 ～ 11：12 　金沢プリティガールズ ( ダンス )

⑩12：48 ～ 13：00　white crow（ダンス）

⑨12：36 ～ 12：48　アンジェロ　ナンバー（キッズダンス）

⑧12：24 ～ 12：36　ＳＵ－ＺＵ   Ｓｔｙｌｅ （ストリートダンス）

⑦12：12 ～ 12：24　横浜市立八景小学校　鼓笛クラブ（鼓笛）

⑥12：00 ～ 12：12　Ｄｏｌｌ’ｓ （ダンス）

⑤11：48 ～ 12：00　リトルチェリー（キッズダンス）

④11：36 ～ 11：48　金沢区子供会連合会（鼓笛）

③11：24 ～ 11：36　ダンススタジオ　ワッツアップ！！（ストリートダンス）

②11：12 ～ 11：24 　Ｓｐａｒｋｌｅ Ｃａｎｄｙ（チアダンス）

◎地震が発生した時は、場内放送や警備員・係員等の指示により
　落ち着いて行動してください。

◎大津波の襲来が予想され、海の公園外へ避難する時は、緊急避難
　経路（▲▲▲）へ進行し、西柴方面に避難してください。

◎津波警報が発令された時は、警備員・係員等の指示で、高所へ
　避難してください。

フラダンスステージ

地引き網

フリーマーケット会場

南口
休憩所

柴口
休憩所

至新杉田駅
至金沢八景駅

海の公園南口駅

海の公園柴口駅

八
景
島
駅

パレード
ゴール

金
沢
シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

砂浜

野外ステージ

バザー・事業ＰＲコーナー
砂浜

★お楽しみ大抽選会

健康づくり月間コーナー

消防による放水訓練 ・ 水難救助訓練

本部・救護・迷子テント

パレード
スタート

津
波
避
難
マ
ッ
プ

災害時は混乱しますので、落ち着いて行動しましょう。

TIMEスケジュール 野外ステージ（芝生）

⑪13：00 ～ 13：12　Yokohama Youth Gospel（MIXダンス）

⑫13：12 ～ 13：24　M DANCE SCHOOL（ダンス）

⑬13：24 ～ 13：36　インスタント・コナ（ハワイアンバンド）

⑭13：36 ～ 13：48　BBSS JAZZ BAND（ジャズバンド）

②10：10 スタート
　金沢プリティガールズ
　（チアー、バトン）

③10：20 スタート
　横浜市立大道中学校
　バトン部（バトン）

④10：30 スタート
　六浦睦鼓笛隊（鼓笛） ⑪13：50 ～ 14：04

　フラ　レイマイカイ

⑩13：33 ～ 13：47
　ヒナヒナ

⑨13：16 ～ 13：30
　カプア　アラ　フラスタジオ

⑧12：59 ～ 13：13
　プア　ケニケニ　アラ　オナオナ

⑦12：42 ～ 12：56
　レイラニ　フラサークル

⑥12：25 ～ 12：39
　オヒア　フラスタジオ

⑤12：08 ～ 12：22
　晴嵐金沢フラグループ

④11：51 ～ 12：05
　金沢フラ愛好会

③11：34 ～ 11：48
　ピリラニ　フラ　スタジオ

②11：17 ～ 11：31
　スタジオ　アロハ

パレード
（海の公園内通路）
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