
11/11土・12日

10：00～15：00
和光市役所周辺

市民まつり
ホームページ

ECO
和光市民まつりはECOイベントです。

「マイ箸」 「マイ容器」を持参してください。

開催期間11/4土～12日
模擬店などのメイン開催

開催時間

会場

主 催
和光市民まつり実行委員会

共 催
和光市・あさか野農業協同組合

開催期間11/4/4/ 12
つなげよう人の　  を 届けよう希望の　  を和 光

2 17みんなでつくる協賛者

●紀和建設工業㈱　●㈱新倉造園土木
●㈱リゾン和光支店
● 和光市応援団長 SKE48 松村香織
ファン有志一同

協賛金 5 万円

●㈱田中工務店 ●㈱大和紙工業 ●サクラ建設㈱
●㈱コバヤシユニオン ●かつみ不動産㈱
●㈱アルファジャパン ●クローバー整骨院
●㈱サポート和光営業所 ●三正設備工業㈱

協賛金 3万円

●柳下技研㈱

協賛金 2万円

●大和ハウス工業㈱東京本店
協賛金 10万円

●㈱仲村電気 ●㈲岡田土建 ●栗原設備㈱ ●深野建設㈱
●㈲山屋 ●㈱小田建設 ●㈱梅𠮷工務店 ●㈲吉田園
●㈲柳下米店 ●㈲大熊電機 ●岩田建設㈱ ●㈲三洋社
●㈱有山造園 ●久保精肉店 ●㈲並木石材店 ●㈱常進工業
●柳下生コン㈱ ●田中建設㈱ ●丸勤商事㈱ ●旭紙化工㈱
●㈲浪間商事 ●㈲宮前自動車 ●㈲旭産業 ●㈲田村商店
●並木産業企画㈱ ●㈱原田製作所 ●第一環境㈱ ●㈱イハラ
●相馬電業㈱ ●㈱宇野葬儀 ●日新電業社 ●㈱大粒来組
●CRAZY WAKO ●㈱勤労衛生 ●ワコウホーム㈱
●㈱まつもと電機  ●大鷹ラーメン ●㈱大矢製作所
●㈲富澤薬局 ●和光鍼灸接骨院 ●㈱ループグリーン
●和光建設㈱ ●清水工業㈱ ●㈱塚田設計 ●かつをぶし池田屋
●会川ダイカスト工業㈱ ●㈱武蔵野銀行和光支店 
●㈱五光コーポレーション ●Food&Bar A-one和光店 
●東京中央税理士法人和光事務所 ●川口信用金庫和光支店
●和光バーディゴルフクラブ ●㈱レインボーモータースクール 
●あさか野農業協同組合 ●協和コーポレーション㈱
●㈱埼玉りそな銀行和光支店 ●和光ライオンズクラブ
●学校法人大和学園 新倉幼稚園 ●山田史明税理士事務所
●木田行政書士事務所 ●（医）康佑会 和光整形外科内科
●大型自転車専門店ダイシャリン和光店 ●㈱上原工業
●㈱三菱東京UFJ銀行和光支店兼和光駅前支店 ●匿名希望1社

協賛金1万円

協賛金5千円  ●関口泰典  ●山崎とよ子  ●立澤光子  ●深野進
●和光市菊花会  ●荒木保敏　●笹川由紀子
●M.M  ●川勝靖子  ●石田秀樹  ●匿名希望 3名

協賛金4千円 ●今川彰　●泰知　●匿名希望 1名
協賛金3千円 ●松永靖恵
協賛金2千円 ●伊藤友子　●匿名希望6名
協賛金1千円  ●二角貴博　●まーちゃん　●やまぐちももか

●そらガクみく　●三河弓月　●匿名希望 9名

ご協賛ありがとうございます
（協賛者芳名順不同・敬称略）

●喫煙は指定のスペースでお願いします。
●会場には駐車場はありません。
● 自転車は会場内に乗り入れできません。指定の駐輪スペースをご利
用ください。
●ビラ・広告等を会場内で配布することは禁止しています。

注意事項

11/4土 
● 菊花展スタート（～11/12）
時間  9：00～16：00 ※11（土）・12（日）は15：00まで
場所  議会棟下

● 美術作品展スタート（～11/12）
時間  9：00～16：00 ※11（土）・12（日）は15：00まで
場所  展示棟ホール

● 民謡コンクール
時間  開場12：00・開演12：30～15：30　場所  小ホール
参加   和光市民謡連盟 ほか

● 芸能発表会
時間  開場10：00・開演10：30～15：00　場所  大ホール
参加   お座敷唄－江戸端唄 姫と亀の会、実音会、一新会、
雅福会、円会、瑛駒会、玉穂会、若葉会、洋美秀会、
舟玉会、扇会、相生会舞踊部、袖之会、一栄会、越の会、
ゆめあい日舞同好会、玉龍吟道会、和光市吟詠会

11/5日 
● 市民邦楽コンサート
時間  開場12：00・開演12：30～15：30　場所  小ホール
参加   千紫会、グループ“ゆう”、邦楽同好会「こすもす」、
新倉小学校 ことクラブ、五月女会、五月会

● カラオケ大会
時間  開場11：30・開演12：00～16：30　場所  大ホール
参加   カラオケ連盟 ほか

【市民まつり実行委員会構成団体】
和光市コミュニティ協議会、和光市自治会連合会、和光市社会福祉協議会、和光市交通安全母の会、和光市地域青少年を育てる会連合会、和光市婦人会、
JAあさか野女性部、和光市文化団体連合会、和光市消費者団体連絡会、和光市体育協会、和光市スポーツ推進委員連絡協議会、和光市商工会、朝霞青年会議所、
和光市農産物共進会、あさか野農業協同組合、和光市農業後継者倶楽部、和光市PTA・保護者会連合会、和光市文化振興公社、渡和の会　
【協力一覧】
朝霞地区交通安全協会和光支部、（社）朝霞地区医師会、和光市ボランティアセンター、広沢小学校、第二中学校、和光国際高等学校、和光高等学校、
広沢保育クラブ、すまいる工房、東武鉄道（株）、東武バスウエスト（株）、朝霞警察署

東横イン

消防署
保健センター

第二
中学校

広沢
小学校

送迎バス
和光市役所前より運行
※12（日）10：00～15：30のみ

送迎バス
東横イン前より運行
※12（日）9：30～15：00のみ

会場へのアクセス
和光市駅南口より 徒歩約15分
■送迎バス運行のご案内
11月12日（日）のみ送迎バスが運行されます。
●東横イン前から 運行時間 9：30～15：00
●市役所から 運行時間 10：00～15：30

※ 定員数に限りがございます。予めご了承ください。

●市内循環バスは、通常通り運行しています。

ご迷惑をおかけし
ますがご協力をお
願いします。

和光市駅

旧川越街道
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通行止め

通行止のお知らせ
11/12日 7：30～17：00

車でのご来場はご遠慮ください

●環境に配慮した容器で食品を提供します。
●「マイ箸」「マイ容器」の持参を推奨します。
● 持参者には、出店者の協力により
「特典（おまけ）」を設けている模擬店があります。
●ゴミの分別にご協力をお願いします。

ECO イベント

受付／本部
●市民体育祭（運動場） 10/9（祝）
●南公民館まつり 10/20（金）～22（日）
●中央公民館文化祭 10/27（金）～29（日）
●図書館まつり 10/28（土）・29（日）
●市民まつり 11/11（土）・12（日） ※プレゼント引換え
●ゆめあいまつり 11/25（土） ※プレゼント引換え
★ 3つ以上の祭りに来場し、スタンプを押印された方に、市民まつ
り又はゆめあいまつり被災地応援ブースで使える金券300円分
を差し上げます。

※スタンプが押せる場所は、各会場内でご確認ください。

わこうの祭り秋スタンプラリー

 10/27（金）～29（日）

金券300円分★

プレゼント!
限定300名
主催／和光市

メイン開催前のイベント

場所  本部・インフォメーション
いただきました募金は、東日本
大震災・熊本地震被災地に送
ります。
皆様のご支援をお願いします。

被災地応援募金
東日本大震災
募金箱

※会場案内図の の箇所に設置

屋外
ステージ

行政棟

小ホール

大ホール

ミニふれあい広場
（和光市PTA・保護者会連合会）
幼児向け休憩スペース
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被災地応援
キッチンカー

福島県産食材で作る
試食提供 先着100名様!
福島県産食材で作る
試食提供 先着100名様!
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被災地応援エリア

10：00～10：10開会宣言
《市民まつり実行委員会》

10：20～10：308020よい歯のコンクール
《保健センター》

10：45～11：00チアリーディング
《大和すみれ幼稚園すみれ・リトル・ラビッツ》

11：15～11：30演奏
《第二中学校吹奏楽部》

11：45～12：05福祉戦隊ワコレンジャー
《社会福祉協議会》

12：20～12：35演奏
《北原小学校金管バンド》

12：50～13：05演奏
《和光国際高校吹奏楽部》

13：20～13：35岩手県郷土芸能「さんさ踊り」
《和光さんさの会》

13：55～14：50御輿
《武州白子熊野神社青年部・和新會・子どもみこし》

15：00告知
《市民まつり実行委員会》

屋外ステージ 11/11土 会場案内

サンアゼリア内催し

：インフォメーション、ゴミステーション　：授乳スペース
：トイレ　：身障者用トイレ　：駐輪場　：喫煙場所
：被災地応援募金箱 

：食べる Food・Drink
：見る・体験する Play・Look
：買う Shopping

1
埼玉病院
医師、薬剤師、看護師等による健康相談、病院のPR

2
ハロー越後山
今川焼きの実演販売

3
パパピニョル
日本初のアーモンド専門店パパピニョルのお菓子販売

4
インド料理デュルガ
カレーナン、炭火焼チキン、サモサ、ビールの販売

5
レーマン
レーマンチョコレート、ラスクその他の商品販売

6
おそうじ本舗和光新倉店
おそうじの無料相談会

7
cha i“菜” ～チャイサイ～
手作り肉まん、大根餅、えびせんべいの販売

8
オート・ロックシステム
雑貨、おもちゃ販売、キャラクターすくい

9
青少年相談員協議会
こども向け無料工作コーナー

11
Mama & Kids Club Wako
肉まん、中国茶、中華食材、紹興酒などの販売

12
和光郵便局
平成30年用年賀はがきの販売

13
CORO CORO
スーパーボールすくい、おもちゃ、カード、手作り品の販売

14
光英科学研究所
乳酸菌発酵食品「乳酸菌生産物質」の紹介、お菓子の販売

15
紅茶の国のアリス
あわあわミルクティー等の販売、紅茶教室開催

16
柳下商店
14種類の味のポップコーン販売、玩具くじ

17
北原ウイングス
広島風お好み焼き、クレープの販売

18
狭山銘茶 丸康園
狭山茶等の販売

19
THAIFOODエリナ
タイ料理の販売

20
和光市障害者就労支援プロジェクト
アイス、ジェラートの販売

21
山西商事 駅前商店ひまわり
おいしいお食事やデザートの販売、くじ

22
カラマツ電化
風船の販売、ボードゲーム等

23
丸善マテリアル本舗
ラーメンの販売

24
ハレバレ
牛すじ煮込み、タコライス、生ビールの販売

25
ケーズソフト
ソフトクリーム、かき氷、わた菓子等の販売

26
まきしま酒店 和光の純米酒屋
純米燗酒、にごり酒、あま酒、生ビール、物品地酒販売

27
東京ガスライフバルTAKEUCHI ㈱
ガス機器の安全性PR、おトクな電気のご案内

28
高橋工務店
住宅相談

29
大人の秘密基地アルコイリス
特製ぶた丼、生ビールの販売

30
がんばるべし岩手
岩手県の地元産品、岩手郷土料理

31
ウイグルキッチン
ドネルケバブ、シシケバブの販売

32
天成サフランケバブ
ドネルケバブ、アイス、つまみ盛り合わせの販売

33
熊本県人会和光
熊本県特産品（いきなり団子、すずめのたまご）の販売

34
オモニ会
やきそば、オムそば、チョコバナナの販売

35
よろず屋和光×濱松屋
和光市産食材を使用した絶品イタリアン鍋の販売

36
久保精肉店
北海道男爵いも使用自家製コロッケの販売

37
夢
ポテトフライ、唐揚、フランクフルト、焼鳥の販売

38
やじろべえ
三陸ホタテ・カキ、アルコールの販売

39
福島県人会和光支部
福島県特産品（菓子・じゃがバター・味噌・酒）の販売

40
福島県
食の安全性確保の取組啓発

41
渡和の会
東北被災地の特産品販売、手作り手芸品販売 オトク!

オトク!

試食あり

試食あり

試食あり

試食あり

オトク!
「マイ箸」「マイ容器」
持参の方に特典あり!
3437のお店

子どもたちの可愛らしいステージから、素晴らしい音色の演奏まで満載!
今年のステージは、大和すみれ幼稚園、第二中学校、北原小学校、和光国際
高校が出演します。

迫力ある大人御輿と、「わっしょい! わっしょい!」の掛け声で子ども御輿も
周遊します。参加者募集中です。

東日本大震災被
災地、熊本地震被
災地から被災地
を応援する模擬
店が勢ぞろい! 今
年は試食提供も
実施! 食べて被災
地を応援しよう!

●開場時間 12：30 ●開演時間 13：00～15：00
和光市立大和中学校放送部、WAKOゴスペル、
聖イエス教会 子ども聖歌隊、うずら児童合唱団、
第四小・第五小学校 わこうっこ合唱団、サンシティー・レモンの会、
Dolce 合唱団♪、和光白子文化の会

市民コンサート（合唱等）大ホール

●開催時間 12：30～15：00
農業委員会パネル展示（和光市の農業の現状）小ホールホワイエ

みどころ

東日本大震災被災地応援
として岩手県盛岡市伝統
のさんさ踊りを「和光さ
んさの会」が披露します。

オトク!
を チェック!
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