
　富士見公園1
♦糸鋸寿司と電動糸ノコショー へい、いらっしゃい！木の板から動物や恐竜を作ります！
木更津商工会議所女性会 おいしいおしるこたべにきてね♡
のぞみワークショップ みなさんががんばって作った作品です
ばった庵　長生き豚汁 ばった庵の長生き豚汁いらんかねぇ～
よろずや商会 こどもがよろこぶ。大人もよろこぶ。そんな商品です。
わたがし子ども会 おいしいわたがしのお店です
フルリール　あんこのお花 可愛いあんこのお花のお菓子販売します♪
元気がでるおむすび屋さん オーガニックおむすび・焼き菓子など
とものかいのこものやさん 布バッグ・手作り小物などなど
ヘアゴムすわん プリンセスキャラクターなどのヘアゴム
お宝ビーズとパズル屋さん 電車・虫・働く車等の手作りおもちゃの店
♦【紙芝居】ゆりかもめのおはなし会 絵本の読み聞かせや手遊びを楽しもう！
♦【紙芝居】とびだせ紙芝居☆ぽれぽれ座 何がとびだすかはお楽しみ！
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【行商】
ばばのきんちゃくぶくろや どこにもないじぶんだけのふくろだよ。
フェルトドーナツ&アクセ♡ フェルトドーナツ&アクセサリーいっぱい♡
☆キラキラアクセサリー☆ ネックレス、イヤリング、ゆびわ、100円♡
ひなサークルの変装屋さん ティアラやお面で変身！バッグ・腕時計など
父の角煮おむすび&手しごと 愛情たっぷりこめてむすんだおにぎりと手しごとのモノ
むぎこめクッキー 猫の形をしたかわいいクッキーです
おめかしSHOP イヤリングとネイルチップを販売します
杏いろ行商 杏いろ姉妹がかわいい髪かざりを行商するよ
かんたろうの銀杏屋 かんたろうがむいた銀杏と銀杏ご飯を売るよ
みゆみおSHOP みゆみお姉弟の手作りアクセサリー屋さん♪
面こ売り「ちび福」 似顔絵でつくるお面やさん。
ありがた屋 サツマイモなどの野菜や自然雑貨の販売

　みまち通り
あしがた屋 お子さんの成長の記念に足型を !!
菓子工房リアン 手づくり焼き菓子を販売します！
おいしいチョコバナナと氷 おいしいチョコバナナとかき氷のお店
当たりくじやさん　その壱（19日のみ） ガラガラくじで運だめし。素敵な景品が当たります！
当たりくじやさん　その弐 わなげくじで運だめし。じゃんけんアメも健在です。
当たりくじやさん　その参 ひもくじ・番号くじで運だめし。何がつれるかな？
移動式授乳室おむつ交換所 授乳とおむつ替えのための赤ちゃん休憩室
大判焼やさん かわがうすくてあんこがいっぱい
リンゴべっこうあめ リンゴあめおいしいよ
カラフルわたあめやさん フワフワカラフルわたあめやさん
♦ピカ「顔面紙芝居」 おへそのうたとチョコバットの大冒険で盛り上がりましょう
♦【人形劇】けん玉ルパン やってみるととても楽しいけん玉へ挑戦！
♦【人形劇】わん&にゃん 犬じいさんと猫ばあさんのショートコント
♦【人形劇】こまと人形劇+ピタゴラスイッチ ふれて、動かして、楽しんでください。
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　愛染院境内
♦清和短大ハンドベル 清和短大の学生がハンドベルの演奏をします
翔凛手作り工房 学校の部活で作った品物の販売をします。
動く折り紙屋さん♪ 形が変わる手裏剣、万華鏡、♡の指輪あるよ
バルバル☆バルーン 小さなふたりがふくらませたふうせん屋さん
木更津全力少年ドコイッタ？ りんごあめのあめをはさんだミルクせんべい
お寺チューボー カレー・フランク・焼鳥・おもち・焼きそば
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　大鳥ほけんP
ハックルベリー たのしいおもちゃのおみせだよ
きさらづ忍者★手裏剣と弓矢 しゅりけんやゆみやの忍者の技に挑戦しよう
たぬき工房の革製品・小物 カラフルなしおりや星座ストラップあるよ♪
サンシャイン楽しさ直売所 愛情たっぷりでおもてなし♡遊びにきてね♪
自然食&ベーカリー然 かわいいアクセサリーと焼菓子のお店です。
こころ 手づくり雑貨心こめて作りました
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　光明寺 ・ 光明寺前歩道/【総受付】
総受付 パンフレット配布・迷子受付
木更津市ファミサポ 遊びながらファミサポを知ろう
産前産後らづファミ応援隊 らづファミ応援隊！きさポンと一緒に写真をとろう
リヤカータクシー停留所 復活!! ネコバスタクシー
♦【境内】伝統忍者集団・黒党（くろんど） 伊賀忍者参上！キミも忍者の技にチャレンジ!!
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　安達歯科P
ペンシルバルン 子どもに夢をペンシルバルン
君津高校書道部～筆文字屋～ 筆でお名前を書く世界にひとつだけのキーホルダー
パン職人が作るパンと雑貨!!（19日のみ） かわいい♡おいしい♡HAPPYになれる店
ゆめのたからばこ★ ヘアゴムステッキおにぎりうめジュース販売
アートサロン　ゆかすり ハンドメイドアクセサリーや雑貨の販売
わたあめ屋かぐやひめ じいじの雲のわたあめ甘いよ
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　木一小グラウンド
♦ミニSLれんこん鉄道くるり線 今年も一小にSLが走ります。一回乗車100円
ダンボール迷路 おーーきなダンボール迷路、ふっかつ！！！
♦大型バルーン　うさぎとかめ 大きな「うさぎとかめ」の中に入ってみよう
れんこん商店街 ぜひ、遊びに来てください
きらきらプリンセス きらきらアクセサリーであなたもプリンセス !!
紙飛行機好きの駄菓子屋 宇宙イチ飛ぶ紙飛行機、秋の味覚銀杏の店

FCウーノパーク ゴールを決めて賞品をゲットしよう !! 
♦ヨガでパワーチャージしよう 家族で心も体も元気に！ママの心も癒します！
♦女組（めぐみ）（19日のみ） よさこいソーラン踊り皆さんも参加してね。

移動式授乳室おむつ交換所 授乳とおむつ替えのための赤ちゃん休憩室
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　富士見公園前通り
♦琴アンサンブル（19日のみ） みなさんの知っている曲を琴アンサンブルで演奏します。
♦南京玉すだれ 南京玉すだれ披露
ようへいくんちの風船屋さん ふうせん屋さん！開店しまーす！
ゆうごくんちの肉まん屋さん 手づくり肉まん屋さん！開店しまーす！
ゆいとはなの店 ヘアアクセ・キッズアクセ・雑貨の販売
昭和の雑貨屋さん（19日のみ） 昭和のくじ引き屋さんです。ハズレなし！おまけ一杯！

縁台将棋&円卓ボードゲーム 1局・1ゲーム10円★われわれと対戦しよう
友子会 コロッケ、パンのつめ合わせ果実入りカルピス
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　愛染院P
更生保護女性会休憩所 お茶のサービス社明運動　ぬりえコーナー
社会館学童ポプラクラブ 名物おからせんべい・ねったぼ・手作り品
心の相談室 今心になやみがあったらきがるに相談してね
おしゃれやさん かわいい手作り品多数あります
赤ちゃんハイハイ運動会 ずりばい&ハイハイのおちびちゃん集まれ♪11:00 ～
けんちくやさん けんちくやさんの格好で記念写真！
手型でオーナメント♪ 12:00 ～ 10名様限定♡たのしく kitpas

5 　不動堂
ONE BY ONE（19日のみ） 紙と布のこものやさんです。見にきてね !!
ボールあてゲームやさん ボールを的にあててね　景品も用意しています
タローマンのしゃてき！！！ でたらめに当ててごらん。おまけもあるよ！
焼きドーナツ屋さん♪ 12時開店♪かわいい♪焼きドーナツ♪
ぬのや 小さなものがいっぱいです♡見にきてね
佑啓会　ふる里学舎 美味しいパンや焼菓子・小物製品を販売
♦【人形劇場】P. ことり座 1分ちょっとの小さな人形劇。ヘッドホンを着けてみてね
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　選擇寺広場
モンキーブリッジをわたろう 丸太とロープでつくった橋をわたってみよう
学童・おむすびころりん 自然素材工作物・雑貨・芸ゲーム有よろずや
ダンボール広場 エコエココロコロやダンボールハウス
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　与三郎通り光明寺P
縁をむすぶおむすび 自家製無農薬米で作ったおむすびです。
おはなし会の雑貨やさん 絵本カバーをかわいい雑貨にリメイク販売♡
森のしちりんや 焼きマシュマロ焚火であぶってトロリ味わう
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【昭和の店】
剣寿司 職人が作る寿司は絶品です。格安で大変人気です。12時開店
森田屋 こどもまつりうどん販売

　富士見公園2
やきいも（巌根こどもフェス）（19日のみ） ほくほく焼きいも、おいしいよ !!
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　山孝P
土曜学校みゅーじあむ 子ども達のいきいきとした表情・姿をぜひ見てください！
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　選擇寺東側歩道
やきそば屋さん（19日のみ） おいしい☆やきそば食べに来てね！
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　みらいラボ
みらいラボ 1F休憩所 疲れたら休憩しにきてね。
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　八剱八幡神社
ふれあい動物園 ヤギ・ウサギ・ヒヨコなどの動物と楽しくふれあいます。
【参集殿前】伝統忍者集団・黒党（くろんど） 4忍1匹の大迫力ショー。絶対に見に来て！
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　ばった庵
ばった庵 /休憩所 歩き疲れたら休んでいってね！
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　くじらシャッター前
つながるスタンプラリー テーマはつながる！あいことばをかわそう
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【回遊】
ちんどん屋 子どもたちと一緒におまつりを盛り上げます！
赤ちゃんお助け隊 困ったときに声をかけてね
声かけ隊（パンフレット配布） 道案内、困った人に声かけます
おがちゃんの鍵盤ハーモニカ この曲知ってる！楽しい演奏きいてね。
ピーターパンたちとあそぼう！（19日のみ） 保育を学ぶお姉さん・お兄さんたちと一緒に遊ぼう！
♦大道芸 La Familia /みっきー みつけてね。であったらいいことがあるかも。

どこにあらわれるかはおたのしみ♡きさポンがやってきた！

　本部/【救護室】
こどもまつり本部（事務局） 万事困りごと対応・迷子・落とし物・救護
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　寺町分館/【赤ちゃん館】
（入口前）ゆりかもめのお店 スタッフ手作りのおもちゃや小物販売他では買えない品物
（  2 F  ）離乳食レストラン 離乳食の販売
（  1 F  ）授乳室おむつ交換所 授乳・おむつ交換・トイレのみ利用できます
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【イベント】
街頭紙芝居上演 恐い、楽しい、色んな紙芝居が始まるよ！
歌と絵本のさまさま楽団 絵本に合わせてみんなで唄おう！おどろう !!
民族歌舞団　荒馬座 跳ね込み太鼓・獅子舞・荒馬踊り
餅まきババァ現る !! ババァが餅をなげるよ沢山ひろってネ！
パフォーマーHide パフォーマーHide！お楽しみに！
木更津第一小学校合唱部 3年ぶりの合唱部。心を込めて歌います。

DAISUKE ヨーヨーをメインとしたパフォーマンスショー
開会式ファンファーレ ママバンドSeagull によるファンファーレ

木更津高校ジャグリング部 高校生による圧巻怒涛！超絶パワーの究極パフォーマンス

「おたのしみイベントスケジュール」を見てね！

♦は表面「おたのしみイベントスケジュール」に詳しく記載されています。
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くじら
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【総受付】

つながるスタンプラリー

お店を回って、スタンプをゲットしよう。
スタンプを押すには、合言葉が必要だよ。

合言葉でつながろう！

スタート：くじらシャッター前　整理券を配布
　　　　10:00~ 100枚／12:00~ 100枚

スタンプラリーポイント　　 昭和の店　　 人形劇ポイント

大道芸ポイント　  おむつ交換所　   授乳室　   トイレ

ふれあい動物園

10:00から100枚販売（10:30, 11:00 …各50枚分）
12:00から150枚販売（12:30, 13:00, 13:30 …各50枚分）

場所：八剱八幡神社　チケット販売方法が変わります。
伝統忍者集団・黒党（くろんど）忍者ショー

13:00～13:30　観覧無料
場所：八剱八幡神社　参集殿前

開会式  場所：愛染院境内
＊荒馬座演舞　＊木一小合唱部による合唱
　　　　　　　　　　 (ちいさな秋みつけた / 小さな勇気 )
＊市長挨拶　＊花は咲く手話　＊実行委員長挨拶
＊ファンファーレ（ママバンドSeagull）
＊ポプラ一輪車隊　＊チンドン屋出発

10:00 ～

選擇寺広場12

光明寺
光明寺前歩道

3

木一小グラウンド
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剣寿司 成就寺 飲食禁止エリア

離乳食レストラン

電話予約：地域子育て支援センターゆりかもめ分館
☎0438-22-3630
限定　25組

場所：寺町分館
予約チケット販売になります。

　千葉信金フェンス
クラフトカフェ 今年も手作り品あります。みんな来てね。
主任児童委員 各所でリーフレット配布・ボランティア
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