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サカタのタネ グリーンサービス株式会社入船公園管理事務所

株式会社イシカワ
宗教法人潮田神社
川崎鶴見臨港バス株式会社
創価学会 神奈川池田記念講堂
田村工業株式会社
潮田会堂 株式会社菊池商事
大黒インダストリアルパーク協同組合
株式会社ティーカラー

サカタのタネ グリーンサービス株式会社入船公園管理事サカタのタネ グリーンサービス株式会社入

鶴見区自治連合会
鶴見区自治連合会婦人部
横浜東ロータリークラブ
神奈川県自動車整備鶴見支部

体体体協協協協協協協協協協協賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛企企企企企企企企企企企企業業業業業業業業業企業業 団団団団団団団体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体 覧覧覧覧覧覧覧覧覧
神奈川土建一般労働組合 横浜鶴見支部

ふれあい
移動動物園
提　供

鶴見区自治連合会
鶴見区自治連合会婦人部

神奈川土建 般労働組合 横浜鶴見支部

鶴

公益社団法人
神奈川県宅地建物取引業協会 横浜鶴見支部

お楽しみ抽選会
提　供

市松興産株式会社
汐田総合病院
株式会社内海製作所
えいぶす・ペイント
オオヒロ
株式会社おきなわ物産センター
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社
キリンビール株式会社横浜工場
株式会社江電社
氷屋ツルミセイヒョウ
佐藤歯科医院
JFEエンジニアリング株式会社
有限会社シンコウ電化
新鶴見ドライビングスクール
株式会社爽健亭横浜工場
ソーラークッキングつるみ
株式会社筒見工務店
有限会社鶴岡典礼
ツルミ印刷株式会社
鶴見区工業会
鶴見区子ども育成会連絡協議会
鶴見区内郵便局
鶴見区防犯協会
鶴見区民生委員児童委員協議会

鶴見区民地域活動協会　潮田地区センター
鶴見区民地域活動協会　生麦地区センター
株式会社鶴見工材センター
株式会社ツルミ紙業
鶴見事業者連絡会つばさねっと
鶴見少年補導員連絡会
株式会社鶴見精機
鶴見大学
鶴見暴力団排除推進協議会
東芝環境ソリューション株式会社
東洋電装株式会社
（株）トーヨコ
フェイシャル＆メイクさくら
プリンス電機株式会社
ボーイスカウト横浜第3団
株式会社ヤマタネ安善営業所
YOUテレビ株式会社
横浜銀行鶴見支店
横浜信用金庫潮田支店
横浜信用金庫生麦支店
横浜鶴見沖縄県人会青年部
横浜・鶴見災害ボランティアネットワーク
横浜鶴見西ライオンズクラブ
RABIPA PASTEIS

主催：つるみ臨海フェスティバル実行委員会
構成団体）潮田中央地区連合会・潮田東部地区自治会連合会・潮見橋地区連合会

潮田西部地区自治連合会・小野町地区自治連合会・生麦第一地区連合会
共催：鶴見区役所・横浜アーツフェスティバル実行委員会
協力：サカタのタネ グリーンサービス株式会社・東芝エネルギーシステムズ株式会社京浜事業所　ほか

ンズクラブ
IS

（ご協賛金額順・五十音順）

第

32回

第

32回

9：30～14：30
※プレゼントがなくなり次第終了となります。

会場内のスポットを回ってプレゼントをもらおう！！

スタンプラリー
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プレゼントはブース№　鶴見区・川崎区・幸区　合同防災ブースでお配りしております。
※ブース番号は中面の会場案内図をご覧ください。
61

67 72 7349

にぎやか広場イベントスペース タイムテーブルにぎやか広場イベントスペース タイムテーブルにぎやか広場イベントスペース タイムテーブルにぎやか広場イベントスペース タイムテーブル
団　体　名 演　目団　体　名 演　目

9：30～ つるみ臨海フェスティバル実行委員会 開会式

9：50～ 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds マーチング演奏

10：05～ 横浜市立潮田中学校 ダンス部 ダンス

10：25～ 横浜市立寛政中学校 音楽部 楽器演奏

10：45～ MYフラスタジオ フラダンス

10：55～ Blue-Shine チアダンス

11：05～ G24 DANCE STUDIO ダンス

11：25～ Irifune フラガール フラダンス

11：35～ 休　憩

12：00～ Glowing Stars ダンス

12：05～ 鶴見エイサー 潮風 エイサー

12：20～ QueenZ
ラテン・カリビアン・
フィットネス

12：40～ Hula Halau Hoaloha Hawaii フラダンス

12：50～ しるこもるげん 歌

13：05～ 鶴見バトンスタジオ バトントワーリング

13：20～ 鶴見工業高等学校應援團OB 鶴團會 應援團演武

13：40～
鶴見区友好交流都市

（輪島市・西会津町・棚倉町）
鶴見区友好
交流都市PR

13：50～ 横浜市立鶴見中学校 吹奏楽部 吹奏楽演奏

14：20～ 休　憩

14：50～ つるみ臨海フェスティバル実行委員会 鶴見ふるさと音頭

15：10～ つるみ臨海フェスティバル実行委員会 閉会式

15：15～
（公社）神奈川県宅地建物取引業協会

横浜鶴見支部
お楽しみ抽選会

◎小雨の際は、プログラムの一部が変更となる場合があります。



スポーツ体験、乗り物、
昔あそび体験など、
家族みんなで楽しめます♪

スポーツ体験、乗り物、
昔あそび体験など、
家族みんなで楽しめます♪

わくわくわくわくゾーンゾーン

お楽しみ
抽選会
お楽しみ
抽選会 15:15～

にてイベントスペースイベントスペース
※抽選券は　　　 ブースにて配布
　致します。

抽選箱 抽選
箱

豪華景品が当たる!

物移いいいあいれふれあいいれあれれ 移移れあい移れあい移ふれふふふふふれあふふふふふふふれれふれああれあいいいいいいい移移い移動動移動移動動動動物動動動物動物動物物物物園園物園ふれあい移動動物園ふれあい移動動物園

野球場野球場グラウンドゴルフ体験

移動動物園

会場案内図

ご
（15

64

67

出店団体 主な内容

スポーツ体験
イベント

ブース№ 64

ポニー乗馬体験も！ 小動物とのふれあいタイムポニー乗馬体験も！ 小動物とのふれあいタイム

〈時間〉 10：00～12：00 　13：00～15：00〈時間〉 10：00～12：00 　13：00～15：00

ブース
№　 ・　 72 73

はしご車搭乗や
消防体験ができる！

署署防署防防見消消消消見消見消防防鶴見消防鶴見消防見消消見消防防鶴鶴鶴鶴鶴見鶴見見見見消見消消消鶴鶴 防防鶴鶴見消防防防消消消消鶴鶴 消消消消防防防防鶴見消防鶴見消防防防鶴鶴鶴鶴鶴鶴見見鶴見消消見消防防防防防署署署署署署署署署署署署署防署署防署鶴見消防署鶴見消防署

ぜひご参加ください
！！

「鶴見ふるさと音頭」とは…
鶴見区制90周年を祝い平成29年に作
られた鶴見の魅力がたくさん詰まった
音頭です。

イベントスペースにて
歌手・美咲朱里さんの歌声に合わ
せてみんなで一緒に踊りましょう！

14:50～

みん でななみみんんみみみんんななでんななでで踊踊踊ろろうううう！！！！！！！みんなで踊ろう！！みんなで踊ろう！！

音と音と音と音さとさとさとさるさささるさふるる見ふるるふふふふ見ふるさ見ふるさるるるるふふ鶴見ふる鶴見ふる見ふふ見ふる鶴鶴鶴鶴鶴鶴見見 ささ鶴鶴鶴鶴鶴鶴 るるるる鶴鶴鶴 ふるふる鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴見見鶴見ふふ見ふるるるささささささささささ 音音音音音頭音頭ととと音頭と音頭音音音頭音頭頭頭頭頭音音音音頭頭頭頭とととと音音音音音音頭頭頭頭頭頭音頭音頭とととと音音音音頭頭頭頭音頭鶴見ふるさと音頭鶴見ふるさと音頭

12 13

60 自衛隊神奈川地方協力本部
横浜出張所 自衛隊広報、車両展示

61 鶴見区・川崎区・幸区 合同防災ブース 防災啓発、防災マップ配布
62（一社）横浜建設業協会 鶴見区会 重機等の展示

63 資源循環局鶴見工場 電動ミニ収集車の乗車体験
コーナー

64 神奈川土建一般労働組合 ふれあい移動動物園
6566鶴見区青少年指導員協議会 ぶんぶんゴマ、紙トンボ
67 鶴見区スポーツ推進委員連絡協議会 グラウンドゴルフ、輪投げ
68 鶴見区ゲートボール連合 ゲートボール体験

69 鶴見早朝軟式野球連盟 ストラックアウト、スピード
ガン測定

7071鶴見区スポーツ協会 握力測定、スポーツチャンバラ
体験、モルック体験等

7273鶴見消防署
【消防出張所敷地内】火災予防
広報、消防団PR、はしご搭乗
体験、放水体験、消火器体験

イベントスペースイベントスペース

ジュニア
フリーマーケット
ジュニア

フリーマーケット

場内イベント場内イベント

にぎやかにぎやか広場広場ゲートボール体験ゲートボール体験

ストラック
アウト
ストラック
アウト

スタンプラリー
景品交換所 ショベルカー 電動ミニ収集車

分別ゴミ箱

分別ゴミ箱 分別ゴミ箱

分別ゴミ箱

ごみ集積場所
5:00～16:00）

お楽しみ
抽選会
受付

お楽しみ
抽選会
受付

入船消防
出張所会場
入船消防
出張所会場

横断歩道横断歩道

抽選箱

福祉車両
展示

32 3133 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

62 63
61

60

57
70 71

56
55
54
53 58 59

68

72 73

65 66

69

43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

52
51
50
49
48
47
46
45
44

42
41
40
39
38
37
36
35
34

日産
自動車
車両展示

昔遊び
コーナー

ポニー乗馬

：スタンプ設置スポット

鶴見区友好交流都市鶴見区友好交流都市
（石川県輪島市・福島県西会津町・福島県棚倉町）（石川県輪島市・福島県西会津町・福島県棚倉町）

ブース№　 ・　 ・ 　7 8 9

３つの友好交流都市の特産品をまとめて
購入できるチャンス！

・手指消毒、マスク着用
・飲食は飲食スペース内で黙食を

感染症対策への
ご協力のお願い
感染症対策への
ご協力のお願い

フリースペースフリースペース
ご自由にお使いください。

飲食スペース飲食スペース
分別ゴミ箱

にぎやかにぎやか広場広場
模擬店模擬店 自治会町内会・各種団体による

模擬店ゾーンでは、飲食・展示・
相談ブースが多数出店!!

自治会町内会・各種団体による
模擬店ゾーンでは、飲食・展示・
相談ブースが多数出店!!

出店団体 主な内容 出店団体 主な内容

1 鶴見畳組合
畳、内装についての展示、
相談受付。ものづくり体験
コーナーなど

2 鶴見区保健活動推進員会 健康チェック、健康受診勧奨等

3 鶴見区健康づくり推進会議 活動PR、関連団体による
健康相談・啓発

4 鶴見事業者連絡会“つばさねっと” 広報・介護相談コーナー、福祉車両や用具の展示・体験ほか
5 特設・行政相談所、特設・人権相談所 行政相談、人権相談（PRを含む）

6 郵便局（横浜下野谷町郵便局） 郵便局PR、記念切手販売、
絵手紙教室

7 福島県 西会津町 特産品販売
8 福島県 棚倉町 特産品販売
9 石川県 輪島市 特産品販売

1011

鶴見区納税貯蓄組合連合会、（公社）
鶴見法人会、鶴見青色申告会、東京
地方税理士会鶴見支部、横浜小売
酒販組合鶴見支部、鶴見間税会

税金クイズ、
啓発物品の配布

1213（公社）神奈川県宅地建物取引業協会横浜鶴見支部

不動産無料相談、子ども用
ゲーム、相談所案内・記念品
配布、道志水源林ボランティア
事業募金

14 鶴見警察署・鶴見区防犯協会 振り込め詐欺防止・地域安全防犯
キャンペーンちらし等配布

15 鶴見警察署 鶴見少年補導員連絡会 非行防止啓発グッズ配布
16 鶴見暴力団排除推進協議会 暴力団排除グッズ配布

17 鶴見区薬物乱用防止指導員協議会・
鶴見区更生保護女性会 お茶･お菓子販売

18 特非都市防災研究会 鶴見区災害
ボランティアネットワーク 展示、災害支援物資販売

19 鶴見区明るい選挙推進協議会 パネル展示、模擬投票
20 新鶴見ドライビングスクール 運転免許PR

21 ベル・エポック 横浜鶴見あげパン、フライ
サンド、ガーリックトースト

22 菓心 雪梅庵 山菜おこわ、フルーツ大福
23 SALAM KEBAB ケバブ

24 食・呑処 よかよか ノンアルコール（ハイボール・
お茶割り・サワー各種）、つまみ類

25 生活協同組合パルシステム神奈川 宅配生協PR（ヨーグルト・
プリンの試食会）

26 潮見橋地区連合会 焼き鳥、焼きそば
27 小野町地区自治連合会 磯部揚げ、焼きうどん、ラムネ
28 潮田中央地区連合会 ホットドッグ、じゃがバター、飲料

29 潮田東部地区自治会連合会 花（切り花、針花）

30 潮田西部地区自治連合会 炊き込みご飯、お茶、
ホットコーヒー、ラムネ

31 氷屋ツルミセイヒョウ かき氷、フランクフルト、
ホットドッグ

32 ひさご寿司
玉子焼、玉子焼サンド、焼鯖
棒寿司、助六寿司、鯨ほほ肉
ステーキ、トルネードポテト

33 ソーラークッキングつるみ ソーラークッカー展示・実演、
飲食物販売

34 サークル オオヒロ
焼きそば、中華まんじゅう、
ポークフランク、山形玉
こんにゃく

35 鶴見女性同盟 チヂミ、焼きそば、もつ煮込み、
キムチ

36 ボンチュロス 牛串焼き、とり串焼き

37 RABIPA PASTEIS 綿あめ、かき氷、パステウ、
チュロス、ガラナ

38 おっさんネットワーク・つるみ 焼きそば

39 ボーイスカウト横浜3団 活動紹介、綿菓子、
ポップコーン

40 門前あっちゃん もつ煮込み、お好み焼き串

4142 横浜鶴見沖縄県人会青年部
沖縄そば、サーターアンダギー、
沖縄ドリンク、あぐーフランク、
沖縄物販

43 NPO法人ABCジャパン ちんすこう、紅イモタルト
44 鶴見区子ども育成会連絡協議会 ポップコーン、玉こんにゃく
45 鶴見区ジュニアリーダースクラブ くじ、あてもの、ヨーヨー
46 NPO法人鶴見区民地域活動協会 PR活動、小物作り
47 神奈川県自動車整備鶴見支部 点検PR

48 よこはま緑の推進団体協議会
鶴見区連絡会 花苗の販売

49 鶴見区地球温暖化対策・
3R夢推進会議 フードドライブ、3R夢啓発

5051 YOUテレビ（株） 企業PR、サービス案内
52 日産自動車株式会社横浜工場 車両展示、パンフレット配布
5354 横浜東ロータリークラブ 焼サザエ、焼き鳥、バザー
55 入船公園管理事務所 縁日

56 トンボみちファンクラブ 苗木・花苗の配布、
子ども向け工作、活動PR

57 フェイシャル&メイクさくら ハンドトリートメント
5859 生麦第一地区自治連合会 活穴子丼


