
 

ひがしくるめのき・ず・な 

～手と手をつないでみんなで東久留米音頭～ 

日時 １１月９日（土）１４時３０分～ 

会場 東久留米駅西口ロータリー 

主催 ひがしくるめの絆づくり実行委員会 

曲目 東久留米音頭⇒愛をみんなで⇒ダンシング・ヒーロー（東久留米市バー 

ジョン）⇒東久留米音頭⇒五輪音頭－２０２０－        

東久留米駅西口ロータリーで手と手をつないで、輪になって踊ります。 

とび入り参加大歓迎です。あなたも「♪ひがしくるめでクルリコシャン 

シャン♪」を一緒に踊りましょう！ 

 

  東久留米市 

 民
み
ん
な
の
ま
つ
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 開催日時  

11 月 9日（土）正午～午後 5 時 

             （開会式 午前 11 時～） 

11 月 10日（日）午前 10時～午後 4 時 

 会   場 

東久留米駅西口～まろにえ富士見通り～市役所庁舎 

＜歩行者天国＞ 

東久留米市地域資源ＰＲキャラクター 

東久留米市市民みんなのまつり連絡協議会 

東久留米市市民部 産業政策課 

商工祭 
 

農業祭 
 

第 48 回 

第 43 回 

 

雨天決行・荒天中止 

＜交通規制あり＞ 

るるめちゃんと写真が撮れる顔出しパネル及び 

ザ・AMIDA（路上あみだくじ） 

日時 １１月９日（土）１２時２０分～ 

場所 まろにえ富士見通り路上（スーパー そば） 

主催 ひがしくるめの絆づくり実行委員会（担当：七中学校地区青少協連絡会） 

対象 幼児から小学生 

   ひがしくるめの絆づくり実行委員会（活性化部会）による子ども向けイベ

ントを実施します。参加者には整理券を配布します。（先着２００名予定） 

   路上のあみだくじをたどり、ゴールにある宝物を手に入れよう！空いてい

る時間にイベント参加の有無によらず、だれでもるるめちゃんと写真が撮

れる顔出しパネルで撮影ができます。ぜひお立ち寄りください。 

 
行政関連団体の PR ブースなど 

場所 駅西口ロータリー 

・物品販売（タオル・シーツ・石鹸等の家庭用品・衣類等） 

・リサイクル品のバザー（食器・タオル・雑貨・古着等） ・マンホールＰＲ 

・防犯グッズの販売 ・健康相談 ・税金クイズ・税ＰＲ ・選挙ＰＲ 

・ネームプレート作り・サイコロ作り・木工細工 ・ＦＭラジオ生放送 

・子ども向けクラフト・ブレスレット・マイバック作成などを実施します。 

第 40回 

問合せ先  東久留米市市民みんなのまつり連絡協議会 

東久留米市市民部 産業政策課  ☎ 042-470-7743 

 



販売開始日時 場所 商工模擬店 内　　　容

販売開始日時 場所 農業模擬店 内　　　容

販売開始日時 場所 行政模擬店 内　　　容

開始日時 場所 コーナー 内　　　容

チャリティー配布

品評会に出品された野菜・果実の即売

11月9日（土）12時予約開始・10日（日）持ち帰り

美しい花や観葉植物の販売

まんじゅう・蒸しパンの販売ＪＡ東京みらい東久留米地区女性部

東久留米地区青壮年部
ほかほかのじゃが・おさつバターの販売と

新鮮な市内産農産物の販売

第43回　農業祭

地元の農家さんが生産した新鮮な農産物を販売

柿・キウイフルーツ等を格安で販売

地場産野菜を使用したけんちん汁を販売まろにえ富士見通り

西口北公園
花卉鉢花即売会

植木即売会

11月　9日（土）12時～

11月10日（日）10時～

市内産農産物即売会

たこ焼き・焼きそば等の販売

産業展示会

物品販売会

飲食模擬店

11月10日（日）午後２時～

11月10日（日）午後３時～

市民プラザ屋内広場

市民プラザ屋外広場

農畜産物品評会

宝船の展示

相談やＰＲ、バザー他

市民プラザ屋内広場

10日（日）午後1時より野菜のチャリティー販売

柳久保小麦を使ったうどん・パン・まんじゅう・
かりんとう他の販売

喫茶コーナー

第48回　商工祭

11月　9日（土）12時～

11月10日（日）10時～

まろにえ富士見通り

市内商工業者の優良生産品及び関連品の展示ならびに
実演を行い紹介・即売

市内商工業者による各種商品の特価販売

市内産果実即売会

東久留米市営農振興会生活部

高崎市榛名支所

各種団体

市民農園品評会場

柳久保小麦ＰＲコーナー

行政ＰＲブース

11月　9日（土）12時～

11月10日（日）10時～
駅西口ロータリー

高崎市榛名の地場産、梨・柿・梅製品等の物産販売

11月　9日（土）12時～

11月10日（日）10時～

１１月　９日（土）１２時～

赤十字奉仕団ＰＲコーナー

カフェ・てん　お食事処
＜限定 手打ち柳久保小麦うどん＞

市役所  1階

赤十字奉仕団の広報活動

薬物乱用防止ＰＲコーナー 薬物乱用防止啓蒙活動

※ 天候等により実施内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

※ 会場は歩行者天国になりますので、自転車の乗り入れは禁止です。

※ 会場内で購入した食べ物の空き容器は購入店舗に返すか、お持ち帰りください。

月日 場所 出演時間 出演者・出演団体 出演内容

11：00～11：50 【開会式】東久留米市交通少年団

HAPPY♡HEART キッズダンス

ナ　プア　アイカネ　フラグループ フラダンス

HAPPY♡HEART　Little キッズダンス

Smile kid´sダンススクール キッズダンス

小山小ダンスクラブ ヒップホップダンス

東久留米市立本村小学校太鼓クラブ 和太鼓演奏

カパーフラ　オ　ナー　プア　オナオナ フラダンス

くるぴよ隊 吹奏楽演奏

一小ダンスクラブ ヒップホップダンス

東久留米九小舞組 大江戸ダンス

東久留米市シニアクラブ連合会 カントリーダンス

公益社団法人　東久留米市シルバー人材センター シニアのためのエアロビ（健康体操）

HIP　HOP　BEAT ヒップホップダンス

久老連　カトレア会 高齢者向けエアロビクス・レクダンス

楽鼓 和太鼓演奏

東久留米市ラジオ体操連盟 ラジオ体操、みんなの体操

M
2
スポーツ新体操 新体操&ダンス

月日 場所 出演時間 出演者・出演団体 出演内容

神山幼稚園　コスモ新体操クラブ 新体操

笛人の音楽隊 リコーダー演奏

ルックアットミー カントリーダンス

横浜　旭 横浜　旭　弾き語り「ビッグステージ」

Air Technician(エアーテクニシャン） フリースタイル　フットボール

座・どんどこ 和太鼓演奏

神山幼稚園　神山アフタースクール 体操発表

プア　モア二　フィ　アロハ フラダンス

少年少女合唱団「Stella」 合唱

アリアンテダンスクラブ① キッズヒップホップダンス

伊達　悠太 演歌

アリアンテダンスクラブ② キッズヒップホップダンス

KEYAKI（けやき） 和太鼓演奏

15：45～ 閉会式

中国健康普及協会 前段・八套（中国体操）

東久留米くるめ連 阿波踊り

東久留米スクエアダンスクラブ スクエアダンス

東久留米総合高校ダンス部 ダンス

ザ・ブルース・ファミリー ブルース演奏

風踊連 阿波踊り

チアダンスSWD　① チアダンス

練功十八法　對馬教室 練功十八法（中国健康体操）

チアダンスSWD　② チアダンス

柳窪囃子・下里囃子・神山囃子
南沢氷川神社大太鼓
下里巴睦御輿
和太鼓翔巴

お囃子/大太鼓/御輿/和太鼓

東久留米市消防団ほか ファイヤーマンパレード

第40回　東久留米市市民みんなのまつり出演プログラム

11

月

9

日

(土）

路
上
ス
テ
ー

ジ

14：30～15：20 ひがしくるめの絆づくり実行委員会
東久留米音頭・愛をみんなで・

ダンシングヒーロー（東久留米バージョン）

五輪音頭－２０２０－

市
役
所
ス
テ
ー

ジ

路
上
ス
テ
ー

ジ

13：00　市役所前
　↓
14：20　西口ロータリー
　↓
15：00　市役所前

11：00～12：00

13：00～14：00

14：00～15：20

10：15～11：00

※天候等によりプログラムが変更になる場合があります。ご了承ください。

12：00～13：00

13：00～１4：00

15：25～16：25

12：15～13：00

13：00～14：00

15：25～16：25

10：00～11：00

11：00～12：00

12：00～13：00

11

月

１0

日

(日）

市
役
所
ス
テ
ー

ジ

15：15　西口ロータリー
　↓
15：40　市役所前

 


