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ホテル グリーンタワー
ホテルペア宿泊券
ホテル ザ・マンハッタン
ランチペアお食事券
千葉ロッテマリーンズグッズ
千葉ロッテマリーン
ロッテマリーン
ッテマリーン
ッテマ
ジェフユナイテッド千葉グッズ
ド千
千

穴川コミュニティセンター

など

同日開催 ▶ 敬愛フェスティバル 2019

車いすフェンシング体験もあるよ！

稲 毛 区 民まつりプログラム

指笛演奏（指笛の会）

サーカスショー（サブリミット）
お笑いライブ（吉本興業:もぐもぐピーナッツ）

場 ロビー

お笑いライブ（千葉大学P-RITTS）

広

落語（千葉大学落語研究会）

時 間
イベント内容等
ゲームコーナー（ボーイスカウト千葉第 13 団）（AM のみ）
おもちゃ作り（ガールスカウト千葉第８団）(PM のみ )
竹馬体験（ボーイスカウト千葉第 25 団）
夜灯灯ろう作りワークショップ（夜灯実行委員会） 10：30 〜 12：00
折り紙コーナー（草野地区子ども会育成連絡会） 13：00 〜 14：25
ロープクラフト（千葉新宿海洋少年団）
ミニ SL
グラウンドゴルフ
10：15 〜 11：15
ジェフ千葉キックターゲット
（各回３０人程度。受付は開始１５分前）
13：15 〜 14：15
10：00 〜 15：00
青果市（しょいかーご千葉店）
10：00 〜 10：25
キッズダンス（ビートザミックス）
フォークダンス（緑が丘フォークダンスサークル他） 10：35〜 11：15
11：25 〜 11：55
サーカスショー（サブリミット）
12：05 〜 12：25
ジャグリングショー（千葉大学 Possum）
14：20 〜 14：40
12：35〜 12：55
夜灯ショー（夜灯実行委員会）
13：00 〜 13：20
ジャグリングショー（千葉東高校）
チアリーディング（稲毛チアリーディングクラブ） 13：30 〜 13：50
14：00 〜 14：15
マスコットキャラクター写真撮影会
はしご車搭乗体験、起震車体験
10：00〜 11：30

稲毛消防署 区役所

11：50〜12：20
12：25〜12：45
13：10〜13：30
13：35〜13：50
13：55〜14：15
14：20〜14：35
14：40〜15：00
15：00〜15：15
10：05〜10：25
11：05〜11：25
10：30〜11：00
11：30〜12：00
1２
：55〜13：25
13：30〜14：00
14：05〜14：25

脇

抽選会
総浜太鼓
城北流艶太鼓
ダンス（クレヨンギャル）
沖縄エイサー（千花夏風）
ダンス（キックス）
稲毛区民おどり総踊り（フィナーレ）
閉会式

︶

11：20〜11：40

会場
会

子ども
︶ 区役所前広場︵ パフォーマンス
ランド
ス ペ ー ス

10：50〜11：15

お笑いライブ（吉本興業:もぐもぐピーナッツ）
※時間帯等変更になる場合があります。

穴川コミュニティセンター

穴川中央公園︵メインステージ・広場・サブステージ︶ ︵一階多目的室︶

※変更になる場合があります。

時 間
9：10〜 9：30
9：30〜10：00
10：00〜10：20
12：50〜13：05
10：00〜12：00
13：00〜15：00
10：25〜10：45

京葉工業高校グラウンド
︵

イベント内容等
花園キッズパレード（穴川花園幼稚園）
開会式
1回目
稲毛区民おどり
※一回目の最後５分で東京五輪音頭を踊ります。 2 回 目
午 前
水消火器体験
午 後
チアリーディング（ルネサンス稲毛）
千葉ロッテショー（M☆Splash!!＆マーくん・リーンちゃん）

会場

※はしご車搭乗体験は５才以上。未就学児は
保護者同伴。１組２名まで搭乗可。
定員は 2０組まで。（整理券 9:00 〜配布）

ボッチャ体験会

10：00 〜 12：00
13：00 〜 14：55

他にも、飲食物や物産品の販売など出店コーナー、区内の大学や公共団体等のＰＲコーナーなど、たくさんの企画があります。

※なお、イベント内容や開始終了時間は、都合により変更になることもありますので、予めご了承ください。※公共交通機関等をご利用ください。

稲毛区民まつり実行委員会 ☎（284）6105

稲毛区民まつり会場案内図

水消火器体験

穴川
コミュニティセンター
学生の
サークル発表、
お笑いライブ

ボッチャ体験会

稲⽑区⺠まつりにご協賛いただいた企業・団体をご紹介します。
（敬称略・順不同）
Ｔ−ＪＯＹ蘇我
Skip天台

株式会社千葉ロッテマリーンズ

ベルクス稲毛天台店 ジェフユナイテッド株式会社

株式会社Ｌ
ＩＸＩ
Ｌ
千葉トヨペット株式会社

稲毛あかり祭夜灯実行委員会
穴川店 セレモ天台穴川ホール

東和工業株式会社

生活クラブ いなげビレッジ虹と風

国立大学法人 千葉大学

稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛！

ＴＫＰガーデンシティ千葉

Ｐａｐｒ
ｉ
ｋａ

株式会社 川島屋 パン事業部（マロンド） 生活協同組合 コープみらい

マックスバリュ稲毛長沼店

イオンリテール株式会社 イオン稲毛店 有限会社

極楽湯

千葉酪農農業協同組合

千葉県こんにゃく協同組合 千葉支部 トイザらス千葉長沼店

読売センター稲毛東部

フルヤ牛乳

ホテル

千葉市地方卸売市場商業振興組合 スターカフェ

千葉稲毛店

株式会社グリーンタワー

ザ・マンハッタン

佐瀬酒店

スポーツクラブ＆スパ ルネサンス稲毛

西千葉販売店

美浜郵便局

シネプレックス幕張

生活協同組合 パルシステム千葉 Tomo's Café

マクドナルド１６号穴川店

なのはな生活協同組合

フレンドワーク

spa resort 蘭々の湯

からあげ大将亭

ＪＯＹエンターテイメント株式会社

京成ホテルミラマーレ

一般社団法人「希望の環」

プロロジス

千葉ステーションビル ペリエ稲毛店 有限会社
千葉都市モノレール

株式会社

飛馬
川島屋

区民葬祭株式会社
乳品事業部

株式会社 スマートコミュニティ

