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協賛金賛同者等一覧
幸区民祭は地域の皆様の協力で成り立っております。

敬称略順不同

青木整形外科　㈱青木製作所　新井接骨院　行政書士 池田事務所　㈱井の雅組　㈱エイワ
　㈱大澤商店　オーベルグランディオ川崎自治会　(有)岡里解体興業　押山税理士事務所　
㈱魁文堂　㈱笠倉工業　㈱カザマ　神奈川県自動車整備川崎中央支部　神奈川県食肉事業
協同組合連合会　(公社)神奈川県宅地建物取引業協会 川崎中支部　カナケイ㈱　金子 勉　
上西産業㈱　カリタ薬局　川崎市幸区食品衛生協会　川崎市食肉商業協同組合 幸支部　
川崎市美化運動実施 幸支部　川崎商工会議所　川崎信用金庫 遠藤町支店　川崎信用金庫
鹿島田支店　川崎信用金庫 御幸支店　川崎フロンターレ後援会　川崎朋友ライオンズクラブ
　黒木代士男　小泉 政勇　光和アドバンス㈱　㈱ゴールドクレストコミュニティ　㈱GOKO
こばやし薬局　㈱小向精機　小向町内会　小向西町町内会　幸区更生保護女性会　幸区ス
ポーツ活動連合振興会　幸区南河原地区社会福祉協議会　幸区民生委員児童委員協議会　
幸区薬剤師会　幸区老人クラブ連合会　幸町一丁目町内会　㈱坂倉　㈱相模鉄工所　㈱崎山
建築設計　佐野 禎彦　(有)三幸紙器製作所　塩澤塗装化粧工業㈱　㈱清水商会　特別養護
老人ホームしゃんぐりら　昭立電気工業㈱　㈱伸栄工事　新川崎ロータリークラブ　神明町
町内会　寿司治　関野税理士事務所　セブンイレブン川崎神明町店　介護老人保健施設 千
の風・川崎　第一ハウジング㈱　㈱第一ビルメンテナンス　大和塗装㈱　(有)高橋造園　高橋
美三子　(有)尊昌商事　滝澤総合葬儀社　武田建設興業㈱　田中 勝男　田辺茶舗　丹治畳店
　竹間 則義　東旺ビルサービス㈱　土倉 護曜　㈱都市住宅情報センター　渡誠工務店　
戸手多摩川町内会　戸手町内会　戸手本町二丁目町内会　巴商事㈱　とんかつ割烹こしば
　㈱中春建設　㈱中春不動産　成川薬局　沼田工業㈱　沼田静江　㈱ハヤカワ　(有)ピース
　㈱日三商事　日吉第一地区社会福祉協議会　日吉第二地区社会福祉協議会　日吉第三地
区社会福祉協議会　(有)平地金属　(有)平間電気設備　ファインフィールズ自治会　深瀬 勇　
深瀬 武　(有)藤岡工業　(有)藤田商事　㈱フジ電科　北信興業㈱　丸正実業(有) 深瀬 茂子　
南幸町一丁目都町町内会　南幸町三丁目南町内会　都鮨　㈱みやこ屋　御幸東地区社会福
祉協議会　㈱村松工務店　矢向朝日　(有)ユーケイホーム　横浜信用金庫 川崎支店　ライン
工芸　菱和興産㈱　喜久屋　(有)相澤設備工業　青山 守　味の散歩 中華村　(有)新設備　
生駒クリニック　石井 信夫　いづみ文具㈱　太田 晴夫　小倉南町内会 神谷 修　(有)小澤工
務店　㈱小和田屋ミート　(有)加瀬ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製作所　加藤 勉　金子 幸三郎　川崎北加瀬郵
便局　川崎市地域女性連絡協議会　協伸工業(有)　群馬銀行 川崎支店　小泉興産㈱　
(同)KEISUIKAI　(同)堤　介護老人福祉施設 幸風苑　後藤 重春　(有)斉木商店　さいわい
鹿島田クリニック　幸区ＰＴＡ協議会　オリエンタルシナジー　幸町二丁目町内会　幸町四
丁目町内会　佐野 和行　SeaLoungeコーラル　ヘアサロン ジツ　芝信用金庫 幸支店　
柴田金物店　(学)志村学園 白山幼稚園　親和車輌工業㈱　(有)杉山製作所　セブンイレブン
小向東店　高橋 貞光　㈱高村工務店　たくま幸クリニック　竹内歯科医院　棚瀬 良子　狸小
路飯店　千葉建設㈱　(宗)東明寺　㈱富永商店　(有)中水工業　(有)肉の鈴松　肉の不二家　
ハックドラッグ鹿島田店　(有)プリモレント　宝建工業㈱　北斗産業㈱　(福)母子育成会　星川
タイル　本田工業㈱　特別養護老人ホームこむかい　特別養護老人ホーム 南さいわい　
美家古ずし　みゆき幼稚園　森下 勲　特別養護老人ホーム 夢見ヶ崎　(有)吉浜設備　
㈱旅館ランドリー　柁原医院　食堂 万福　鈴木医院　早川 五三六　沖縄料理 美膳　満寿鮨
㈱山本商店　𠮷田屋　六龍　小倉かとう内科　ぽんぽこ本舗　゜

※敷地・施設内は全面禁煙です ※食べ歩き禁止です ※飲食スペースのみでご飲食お願いいたします会場マップ

団体名称 出店内容No.

株式会社　小川園茶舗1 お茶(詰め放題等)、焼海苔、菓子

出店一覧表 飲食 販売・展示・啓発出店一覧表

ALI'I　SNACK COMPANY2 ドリップコーヒー、エナジーバー

台湾家庭料理　茶思味（ジャスミン）3 蒸し物（小龍包、水煎包、焼売、豚まん、台湾香腸）、びん缶飲料（台湾ビールほか）

幸区スポーツ推進委員協議会4 わたあめ

幸区子ども会連合会5 揚げパン（きなこ、砂糖）

幸区青少年指導員連絡協議会6 イモ煮、ボトル飲料（お茶、ジュース類）

K’Sキッチン（晃商事）7 揚げ物（揚げたこやき、イモスティック、フライドポテト、QQボール）

川崎酒販協同組合8 サーバー（生ビール、レモンサワー、ハイボール）、日本酒（コップ売り）

川崎市幸区食品衛生協会9 焼餃子、餃子味噌、缶ビール、手洗い洗剤、中性洗剤

菓子工業組合 幸支部10 もち（あんこ、黄な粉）、赤飯

川崎市食肉商業協同組合幸支部11 骨付ポークフランク

有限会社　のりの鈴舟12 焼海苔、おむすび海苔、わさび海苔

生活協同組合パルシステム　神奈川13 抽選会（オリジナルグッズ）

生活協同組合ユーコープ14 コープ商品が当たる抽選会

ハンドメイドサークルすてっぷ15 アクセサリー、袋小物、ガラス作品

株式会社 マンキッキ16 クリスマス商品、ハロウィン商品、正月商品、花

かわさき生活クラブ生活協同組合17 無料配布（ヨーグルト、菓子類）

社会福祉法人長尾福祉会　セルプきたかせ18 パン、ポップコーン販売

株式会社 中村海苔店19 焼海苔

サイクリングロード20 くじ引き、玩具販売

すみれ21 手作り品（給食袋、弁当袋、体操着入、レッスンバック、キルトポーチ、靴入れ）販売

株式会社つな川22 緑茶、海苔

日本ボーイスカウト川崎第２６団23 献品（衣類、瀬戸物、おもちゃ、本）販売

大野屋グループ24 漆器、箸、椀、皿、スプーン、弁当箱、

団体名称 出店内容No.

NPO法人フォーラム幸31 自主製品、雑貨、リサイクル衣料

幸区母子寡婦福祉協議会　泉の会32 手作り品、マスク

【土】川崎葵ライオンズクラブ34 盲導犬募金

楽天シニア35 抽選会、アプリからイベントを予約する体験

一般社団法人ｺｽﾓｽ成年後見ｻﾎﾟー ﾄｾﾝﾀｰ神奈川県支部川崎地区36 相続・遺言・成年後見無料相談会

社会医療法人財団石心会　川崎幸病院37 腹腔鏡競争、血管年齢の簡易検査、白衣の写真撮影、LINE登録

しゃんぐりら地域包括支援センター38 介護保険・地域包括支援センター資料配布、介護相談・予防情報

幸区在宅療養推進協議会39 健康測定、在宅療養の啓発

川崎市薬剤師会40 脳年令、血管年齢、マインドチェッカー

ひまわり調剤薬局（株）41 薬剤師体験

幸区更生保護女性会42

幸区保護司会43 雑貨、ライフビケット販売

雑貨、ライフビケット販売

幸区社会福祉協議会44 社協、民協、共同募金に関する啓発物

幸区赤十字奉仕団45 応急手当実演、応急救護知識の普及・啓発

【土】救急ボランティア幸46 【土】AED・ダミー人形を使った心肺蘇生法の普及活動

幸区廃棄物減量指導員連絡協議会47 スケルトンパッカー車の展示、つりゲーム

【土】自衛隊川崎出張所48 【土】写真・パネル（災害派遣、装備品等）、展示

【土】キヤノン株式会社 矢向事業所49 【土】チャリティフォト

【日】JR貨物　新鶴見ブロック50 【日】Ｎゲージ、写真撮影会、パネル展示

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室51 「めぐみちゃんと家族のメッセージ～写真展」

幸区役所52 幸区制５０周年記念　缶バッチ作成

幸区役所地域ケア推進課53 ＶＲを使った認知症の疑似体験

【土】川崎市市民文化局市民スポーツ室54 【土】パラムーブメント広報

【土】川崎市総務企画局55 【土】特別自治市の広報

幸区役所区民課56 マイナンバーカード申請支援（申込方法案内のみ）
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【土】公益財団法人川崎市シルバー人材センター

【日·ＡＭ】行政相談委員会  【日·ＰＭ】川崎人権擁護委員協議会

【土】事業紹介パネル掲示、ティッシュ配布

【日·ＡＭ】行政相談委員による啓発活動　【日·ＰＭ】人権擁護活動の普及、啓発

開催本部25

【土】川崎幸ロータリークラブ　　

【日】幸消防署

【土】献血活動　

【日】消防広報(火災予防等）、各種体験（ちびっ子防火服等）、地震体験

【土】幸区交通安全対策協議会

【日】救急ボランティア幸
27

【土】啓発品等配布、クイックアーム、子供安全免許証、白バイ、ミニ白バイ展示

【土】幸交通安全協会28 【土】啓発品等配布、クイックアーム、子供安全免許証、白バイ、ミニ白バイ展示

【土】幸区暴力団排除推進協議会・幸少年補導員連絡会29 【土】暴力団排除活動・青少年育成に伴うチラシ、グッズの配布

NPO法人 すずらんの家30 バスマット、巾着、バック、ペットボトルケース、ボックスティッシュ、ポケットティッシュケース

26

第４０回区民祭と区制５０周年を記念
して、区民祭にお越しの皆さんから
メッセージを募集します！
区役所内にある５０周年記念ブースに
て開催中です。
また、会場内では撮影スタッフがお声
がけさせていただきます。
ぜひ、御協力ください。

※いただいたメッセージは、記念映像や記念冊子、
　幸区ホームページ等に掲載される予定です。

～ 区民からの
　 メッセージを募集 ～
～ 区民からの
　 メッセージを募集 ～

周年企画

【日】AED・ダミー人形を使った心肺蘇生法の普及活動

南河原地区町内会連合会　御幸地区町内会連合会　日吉地区町内会連絡協議会

社会医療法人財団 石心会 理事長 石井 暎禧
川崎幸病院 院長 山本 晋

幸区町内会連合会

㈱東芝 小向事業所

川崎市幸区医師会　㈱喜美代建設　幸観光協会　高橋建設興業㈱　
中川 潔　ひまわり調剤薬局㈱　富士通㈱　三井不動産㈱　

ラゾーナ川崎プラザ　山下 秀男

岩澤 達夫　(医)育成会 鹿島田病院　川崎幸ロータリークラブ　川崎市幸区社会
福祉協議会　川崎鶴見臨港バス㈱　河原町自治会連絡協議会　㈱北野書店　
キヤノン㈱　齊木 敏雄　セレサ川崎農業協同組合　大和ハウス工業㈱川崎支社
　日吉商店街連合会　平安会館 さいわい　ホテルメトロポリタン川崎　
(公社)川崎南法人会　

㈱F&Kフーズ　小澤商事㈱　鹿島建設㈱ 横浜支店　加藤 亨　神奈川県電気工事
工業組合御幸支部　川崎葵ライオンズクラブ　(一社)川崎建設業協会 幸友会　川崎
市幸区歯科医師会　(公財)川崎市産業振興財団　ミューザ川崎シンフォニーホール
　川崎多摩川ライオンズクラブ　クリーニングのケイベスト　㈱ゴールドクレスト　
小島 春男　幸区文化協会　幸区保護司会　幸交通安全協会　幸防犯協会　シン
コースポーツ㈱　(医)清惠会 田村外科病院　東急バス㈱　㈱中原屋葬祭センター　
(一社)日本ドローン防災協議会　ひまわり交通㈱　㈱五十嵐電機製作所　大同産業㈱
　たつみやビル 服部 勝子　㈱植春造園　㈱大部製作所　㈱川崎大栄商事　川崎橘
ライオンズクラブ　河原町地区社会福祉協議会　(医)正慶会 栗田病院　(学)金井学
園 小鳩幼稚園　幸安全運転管理者会　幸区青少年交通安全連絡協議会　幸区暴力
団排除推進協議会　幸区御幸西地区社会福祉協議会　幸消防研究会　幸消防団　
幸防火協会　大陽日酸㈱　田代精工㈱　㈱トビキク　㈱中村海苔店　沼田 孝夫　
(宗)妙光寺　明和工業㈱　㈱品田工業所　川崎酒販協同組合幸地区　幸区交通安全
対策協議会　三井不動産リアルティ㈱新川崎センター

（10/5現在）

第18回
プラザ祭り スポセン祭り・同時開催

幸 区 第40回第40回幸 区

幸区民祭幸区民祭
心のふれあう ふるさと さいわい心のふれあう ふるさと さいわい

私たちが
盛り上げ
ます！

10：00～16：00

（自称・夢見ヶ崎動物公園専属アイドル）

ゆめ広場中央舞台総合司会ＧＡＢＵ

10月15日■・16日■土 日
2022年


