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ふじさわお祭り広場

コカ・コーラ キャラバンカー

パラスポーツボッチャ体験ブース

オリンピック・パラリンピック
PRブース

ふじさわ屋台村

セーリング陸上体験イベント
セーリング競技用の実物
ヨットを展示！
2020年の東京オリンピック。
江の島でセーリング競技開催！
みんなで応援しよう！乗船体験
もできます！（中学生以下）

協力：東京ガス
誰でも気軽に楽しめるボッチャ。
6個のボールを目標球に向かって
投げてみよう。パラアスリート
パネルも必見！

輪投げゲーム、パターゴルフ、サッカーゲーム
などの参加型イベントを開催！

（藤沢市民会館周辺）
藤沢駅周辺から市民会館前広場まで、
楽しいイベントが盛りだくさん！の
藤沢エリアです。

※藤沢駅周辺及び公共施設敷地内は禁煙です。

市民会館前広場
美味しいもの
たくさん！！

お祭り最大の
賑わい !

28日10：00〜16：00土

28日 10：00〜17：00土 29日 10：00〜16：00日

今年は市民会館前広場
に屋台がたくさん並ぶ！
昔ながらの屋台から最新
グルメまで行列必至 !?

ステージパフォーマンスや福祉バザーで賑わう、
子供も大人も楽しめる広場です。

ステージ・各種団体PR・福祉バザー
28日 10：00〜　17：00

土 28日 10：00〜　17：00
土29日 10：00〜　16：00

日 29日 10：00〜　16：00
日
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10:00～10:45
　　　　シューティングゲーム
11:00～12:00
　　　　エキシビションゲーム
13:00～13:45
　　　　シューティングゲーム
14:00～15:00
　　　　エキシビションゲーム

●15:00	 入場開始
●15:30～16:05	藤沢市出身現役ラグビー選手によるトークショー
●16:15～18:00	日本代表対アイルランド代表戦パブリックビューイング
ゲスト：	藤沢市出身現役ラグビー選手
	 ・牧田旦（リコーブラックラムズ）
	 ・五十嵐優（キヤノンイーグルス）
	 ・栗原大介（NTTコミュニケーションズシャイニングアークス）

【主催】神奈川県、藤沢市
【協力】藤沢市ラグビーフット
ボール協会、総合型地域スポー
ツクラブ	藤沢ラグビー蹴球倶楽
部、（公財）藤沢市みらい創造財団

ふじさわお祭り広場ラグビーワールドカップ2019TM

第２戦 日本対アイルランド パブリックビューイング

パラリンピックメダリストがやってくる！
～車いすラグビー体験会～

３×３湘南サンズ
 パフォーマンス supported

by J:COM

多目的広場市民会館小ホール

秩父宮記念体育館

藤沢市民まつり 毎 年 恒 例 のイベントです！

ご当地物産ブース「絆」

●開会式
●スパリゾートハワイアンズ　歓迎セレモニー	
●スパリゾートハワイアンズ
●Hula	Halau'O	Leilani　●リリーフラハラウ
●Kuhai	Halau	O	Kapuaokanaupaka	Pa	Olapa	Kahiko
●スポーツクラブNAS藤沢　●ココ・フラ・ハラウ
●FETIA	Polynesians　●Hokulea
●フラ	ハラウ	オ	ウイラニ　●マハナ	フラ	ハラウ
●ナー	ラマクー	オ	カマイレヴィリアロハ
●プアケア百合子　●Ho'olaulima	Aolani

●アステムキッズチア
●湘南音神太鼓
●湘南音楽院藤沢
●湘南チア&バトン	Chloris
●ふじさわ市民ミュージカル	 	
●Funkid's
●Studio	HANA！
●江戸芸	かっぽれ
●Kahuli	Nao	Lani	Hula
●MFP藤沢	M☆rettes	HELIO
●大山	富士男
●湘南市民ワークショップ
●CUE舞　●チロル

●川名三角会　●湘南ドリームキッズ　●大奥45　●春蝶
●善行マジシャンズ　●鈴鹿音神太鼓　●湘南の風　●ブギウギ66
●foolish	fish　●かじケン　●後藤いちご　●五つ星

●開会式
●鼓桜　●Yo!キッズ
●ピンクリボンふじさわ
●Dance	Studio	MARISOL
●ドリーム	エンジェルス
●ミス・ミスター慶應SFC
●ファイヤーナイフダンス「シバオラ」
●どさんこグリーンリバー
●メレメレウクレレ倶楽部
●Mellow	year　●RISE	AND	SHINE
●Halau	Mehana	Ka	Pu‘uwai
●ウクレピア　●アファンゲラ　アフリカ
●チロル

パラリンピックメダリスト
若山英史選手
トークショー＆
車いすラグビー体験会

司会：
レディオ湘南
小川	優

司会：レディオ湘南

司会：レディオ湘南	菅野陽子

司会：レディオ湘南	原田ちえこ

藤沢エリアステージ

ふじキュン♡ふわふわ ふれあい動物園

市民会館大ホール

市民会館前広場ステージ

ファミリー通りステージ

3F メインアリーナ

フラフェス in 藤沢
〜スパリゾートハワイアンズ フラガールも出演！〜

●ザ ブラス クルーズ 2019
マーチングバンドによる祭典

奥田公園
移動動物園が
やってくる！

28日 13：00〜15：00土

28日 10：00〜16：35
土

28日 11：00〜16：40土

29日10：00〜15：45
日

29日10：00〜15：00日

29日 14：00〜16：00日

2828 日日 10：00〜15：0010：00〜17：00 土土 29 29日 日10：00〜16：00 10：00〜15：00日 日

（３歳以上小学校６年生まで入場可能）	※雨天中止 15種103頭の動物と触れ合えるよ！  入場料：１００円/１人 ※雨天中止

入場料：100円
１回５分

28日15：30〜18：00土 ラグビーワールドカップ2019TM PRブース設置(多目的広場）
●秋田県羽後町
若返りまんじゅう等特産品の販売
●山形県
名物「いも煮」等の販売
●岩手県一関市（藤沢町りんご協会）
りんごの販売
●宮城県石巻市
石巻産缶詰等の販売

●長野県松本市
ぶどう・漬物等の販売
●群馬県高山村
はちみつ・そば・野菜等の販売
●群馬県片品村
とうもろこし・トマト等の販売
●青森県八戸市
南部せんべい等の販売

●福島県いわき市
うに貝焼き・名産品等の販売
●福島県二本松市
梨・ぶどう等の販売
●長野県南牧村
八ヶ岳高原野菜等の販売
●長野県松川村
りんご・みそ・米等の販売

みんなで日本代表を
応援しよう！

大画面でラグビーの
迫力を体感しよう！

●12:30	 入場開始
●13:00～13:35	若山選手	トークイベント
	 対象：体験参加者、一般（観覧無料、申込不要、定員なし）
●13:40～15:00	車いすラグビー体験会（要事前申込、先着50人）
	 対象：小学3年生以上（大人の方も体験参加可能）

【お申込・お問い合わせ】（公財）藤沢市みらい創造財団	スポーツ事業課	☎0466-22-5633

参加費無料
（約 400人）

●キッズダンスクラブ	SHONAN	DEARS
●HAPPY	KIDS　●カピリナ　●マイア
●フラ	ハーラウ	オ	レアレア　●フラサークル	マカコ
●MIX	SODA　●Jiggy　●社交ダンス・ドリーム	 　
●湘南ペーニャ　●FDN

●パラリンピックメダリスト若山英史選手
　トークショー＆車いすラグビー体験会

DANCE	SHOWCASE
～ダンスステージ～
司会：レディオ湘南	ICHI

市民会館小ホール

秩父宮記念体育館

3F メインアリーナ

1F 武道室

28日15：30〜18：00土

28日 13：00〜15：00土

29日 10：30〜15：00日

●ラグビーワールドカップ2019TM
　第２戦	日本対アイルランド	パブリックビューイング

28日 10：00〜15：00土

29日 10：00〜15：00日

28日 10：00〜　17：00
土

29日 10：00〜　16：00
日

スピーディで迫力のある３人制バスケットボールを
間近で観戦しよう！
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湘南で生まれて９０余年

『LPガス非常用発電機』で災害対策を！

藤沢市西富 530　TEL 0466-27-3941

ガス・石油機器

リフォームガソリン・灯油

太陽光発電

●各種企画・広報・宣伝ブース
●キュンとするまち。藤沢ブース など

マーチングや音楽隊、山車、神輿で賑やかな南口大パレード。パレー
ド参加総勢約4700名を超える。会場の一体感がすばらしい。

藤沢駅南口ロータリー周辺
司会 レディオ湘南　田畑智朱希

藤沢駅北口柳通り・銀座通り周辺
司会 レディオ湘南　小森すみ恵

きやり、お囃子、民謡流し、音楽隊、バトン隊、山車、町内神輿、保存会神輿、各種団体
こどもの笑顔にキュンとするまち藤沢！！ベビーカー＆キッズ大行進

●川名三角会●湘南ドリームキッズ●大奥45●春蝶
●善行マジシャンズ●鈴鹿音神太鼓●湘南の風
●ブギウギ66●foolish fish●かじケン●後藤いちご
●五つ星

北口駅前商店街連合会 　屋台村
飲食店を中心に屋台が並びます！ 

藤沢鳶職連合会／江の島囃子／ヨット音頭／湘南ドルフィンズマーチングバンド／湘
南江の島海の女王＆海の王子／神奈川県立湘南台高校吹奏楽部 White Shooting 
Stars ／藤沢市消防音楽隊／米海軍第7 艦隊パレードバンド／鎌倉女子大学中・高等
部マーチングバンド／茅ヶ崎湘南マリンバトン／鵠沼高等学校マーチングバンド部／湘
南ウクレレマーチングバンド／湘南なぎさ連／川名屋台ばやし保存会／川名富士見ヶ
丘自治会／パークアリーナ自治会／甚隆睦／渡内神輿会／遠藤御嶽會／NTT 東日本 
湘南藤若會／藤沢伊勢睦／藤睦会／片瀬諏訪睦／白旗神社神輿保存会／五十鈴神輿
保存会／湘南連合神輿保存會／日精輿睦会／纏睦／辻堂諏訪睦／遊行睦／彫勇連合
／鬼睦／善行神社神輿睦会／高谷神輿保存会／神輿 龍連合／相州藤澤神輿會／キュ
ンまちクリーン隊／湘南廃棄物処理資源化事業協同組合

【両日】神奈川県共生社会推進課／観光シティープロモーション課／（公社）神奈川県
宅地建物取引業協会湘南支部／藤沢海洋少年団／（公財）かながわトラストみどり財
団／ふじさわ観光名産品協議会／東北復興応援プラザ（藤沢商工会議所）／信州安
曇野松川村／日本大学生物学資源科学部藤桜祭実行委員会／松本市三立醸造合資
会社／松本市／藤沢市民間保育園設置法人代表者会／認定NPO 法人藤沢市民活
動推進機構／医療法人山内龍馬財団山内病院

【28 日】ターミナル会／地域包括ケアシステム推進室／藤沢市平和の輪をひろげる実
行委員会／藤沢市選挙管理委員会・藤沢市明るい選挙推進協議会／藤沢法人会／（公
社）神奈川県看護協会かがやき訪問看護ステーション／藤沢市保健所保健予防課／
国際ロータリークラブ第2780 地区第3 グループ

【29 日】ココロまち診療所／湘南リハケア／県立藤沢西高等学校ボランティア部／防
犯交通安全課／環境総務課／ふじさわこどもまちづくり会議実行委員会／藤沢市ボ
ランティア連絡会／藤沢税務署管内納税貯蓄組合連合会／市民窓口センター／藤沢
中央ライオンズクラブ

藤沢鳶職連合会／ベビーカー＆キッズ大行進／NPO 法人 湘南ウォーターセーフティ協会／江の島囃子保存会／菖柳会／たけひさ会／
秋桜の会／藤沢市民踊協会／富士峰連合会／湘南江の島海の女王＆海の王子とヨット音頭／神奈川県立湘南台高校吹奏楽部 White 
Shooting Stars ／藤沢暴力追放推進協議会／藤沢市交通安全協会／地域交通安全活動推進委員協議会／鵠沼地区交通安全母の会
／藤沢安全運転管理者会／藤沢市消防音楽隊／藤沢地区社会を明るくする運動／藤沢防犯指導員連絡協議会／KFP 鵠沼おやじパト
ロール隊／米海軍第7 艦隊パレードバンド／鎌倉女子大学中・高等部マーチングバンド／茅ヶ崎湘南マリンバトン／鵠沼高等学校マーチ
ングバンド部／湘南ウクレレマーチングバンド／湘南なぎさ連／大庭城山幼稚園（しろやま囃子）／舩久保町山車保存会／台町町内会
／横町山車囃子保存会／西富町内会／柄沢はやし保存会／辻堂仲町町内会／鎌倉囃子高谷保存会／石川諏訪神社子供ばやし／石川佐
波大明神祭りばやし保存会／亀井神社囃子保存会／俣野ばやし保存会／俣野囃子若宮会／下土棚祭ばやし保存会／善行おはやし会／
高倉囃子太鼓連／辻堂南町／辻堂櫓山車保存会 山燈会／辻堂北町町内会／宮前鎌倉囃子保存会／渡内屋台囃子保存会／入町おはや
し保存会／仲東太鼓保存会／苅田お囃子保存会／祭りばやし鵠沼正栄会／山王町内会／三富士町町内会／本三町内会／大鋸東町神
輿保存会／甚隆睦／渡内神輿会／遠藤御嶽會／NTT 東日本 湘南藤若會／藤沢伊勢睦／藤睦会／片瀬諏訪睦／白旗神社神輿保存会
／五十鈴神輿保存会／湘南連合神輿保存會／日精輿睦会／纏睦／辻堂諏訪睦／遊行睦／彫勇連合／鬼睦／善行神社神輿睦会／高谷
神輿保存会／神輿 龍連合／相州藤澤神輿會／キュンまちクリーン隊／湘南廃棄物処理資源化事業協同組合

南口大パレード 2019

南口ファミリー通りステージ

北口大パレード 2019

藤沢エリア （北口ロータリー・南口ロータリー）
（北口サンパレット・南口ファミリー通り・南北コンコース）

※時間は目安ですので前後する場合がございます。

※藤沢駅周辺及び公共施設敷地内は禁煙です。

藤沢駅南口ロータリー／北口柳通り・銀座通り周辺

藤沢駅南北コンコース

南口ファミリー通り

北口サンパレット

屋台村

屋台村

地域貢献
ブース

司会／レディオ湘南 原田ちえこ
29日 10：00〜15：00

29日 10：00〜16：00日

日

29 29日 日9：50〜13：30 11：30〜16：30日 日

28 29日 日
10：00〜
17：00

10：00〜
16：00

土 日
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