
変わり型自転車
コーナー

9:30～15:00

臨時シャトルバス
乗降所
臨時シャトルバス
乗降所

駐輪場 ▶駐輪場 ▶

→
→
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障がい者・妊婦などの
駐車スペース有り

桜川
スマイル
クラブ

桜川
スマイル
クラブ

石のモニュメント

地図凡例地図凡例

トイレ 救護
（さくらがわ地域医療センターテント）

赤ちゃんの駅
（おむつ＆授乳）

車イス貸出
（総合案内）

ち
ゅ
う
い
＆

お
ね
が
い

・体育館内は飲食禁止となります。
・周囲に迷惑な行為や路上駐車は禁止となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
・駐車場内での事故やトラブル等について主催者では責任
を一切負いません。
※来場者の安全確保のため、会場内でのドローンの使用は
　禁止となります。
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3

14 211 1213
ビームライフル

▶ 

温
水
プ
ー
ル
「
サ
ン
パ
ル
」

※こちらの賞品は一例です。この他にもご用意しております。
　また、賞品は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

岩瀬体育館ラスカ

出入口

総合案内総合案内
(本部）(本部）

桜川市消防団
消火器・放水体験
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サブアリーナ

  9：50～ 11：00　　市民団体芸能発表

11：00～ 11：45　　サクラ姫コンテスト  参加者プレゼンテーション

11：45～ 12：15　　岩瀬日本大学高等学校チアリーディング部

12：15～ 13：15　　シーアンドシャークバンド演奏

13：15～ 13：30　　サクラ姫コンテスト　結果発表

13：30～ 15：00　　ビンゴ大会（商工会青年部）

東
ステージ

イベントスケジュール

西
ステー

ジ

待
っ
て
る
よ
♪

真壁高校
「まかぴょん」

桜川市＆筑西市
全国一の生産量

こだまスイカ
ゆず加工品
梅ジャムなど

醤油・味噌

ボールをキャッチして
賞品と交換しよう！
ボールをキャッチして
賞品と交換しよう！

東
ステージ

YOSAKOIフェスタin桜川YOSAKOIフェスタin桜川

限定300個

ふれあいマーケット
生活日用品等の販売

  8：30～　8：45　　オープニング　岩瀬東中学校吹奏楽部

  8：45～　9：00　　オープニング　岩瀬西中学校吹奏楽部 

  9：00～　9：20　　開会式

  9：20～　9：35　　ラジオ体操

  9：35～　9：50　　ラッキーカラーボール

  9：50～ 11：50　  ＹＯＳＡＫＯＩ　第１部

11：50～ 12：20　　桜川PRトークコーナー“桜川自慢”

　　　　　　　　　　　　出演／櫻川めぐ、ねばねば音頭（泉水いづみ、淺野勝盛）

12：20～ 13：00　　フラダンス

13：00～ 15：00　  ＹＯＳＡＫＯＩ　第２部

2009年声優デビュー。
主な代表作は『ラブライブ！』綺
羅ツバサ役（A-RISE）、『バンド
リ！ ガールズバンドパーティ！』
宇田川あこ役（Roselia）など。

櫻川めぐ櫻川めぐ
元漫才師で現在は歌手の「泉水いづみ」
とミュージシャンの「淺野勝盛」がユ
ニットを組み、茨城県と納豆をPRする
曲「ねばねば音頭」で地元茨城のみなら
ず、全国で地元茨城をPR活動中。

泉水いづみ・淺野勝盛泉水いづみ・淺野勝盛

１6
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商工会青年部
こども広場

商工会女性部
コーナー

うまいもの市
フリーマーケット

商工会コーナー

ビンゴ

カード

販売所 15
1617

23

722

20

25

販売・ＰＲ関係販売・ＰＲ関係

飲食関係飲食関係

出店一覧

※天候等の状況により中止になる場合があります。

ラッキーカラーボール

桜川のサクラ姫
　　　　　　コンテスト
桜川のサクラ姫
　　　　　　コンテスト
ＰＲタイム　１１：００～
結果発表　　１３：１５～

【商工会青年部】

次世代の桜川市の観光大使を発掘
すべく、「桜川のサクラ姫コンテス
ト」を開催します。

西
ステージ

イベントスケジュール

✿桜川市つれづれの会記念講演
「平成天皇と皇居の桜」
13:00～　講師：近田文弘

みんなで踊ろう “ねばねば音頭 桜川Ver.”
新曲「桜川～巣立ち」 初お披露目！！ など！
　　　　　　　　　　　ご期待ください！

みんなで踊ろう “ねばねば音頭 桜川Ver.”
新曲「桜川～巣立ち」 初お披露目！！ など！
　　　　　　　　　　　ご期待ください！

櫻川めぐ　 泉水いづみ　 淺野勝盛
           桜川ＰＲトークコーナー “桜川自慢”
櫻川めぐ　 泉水いづみ　 淺野勝盛
           桜川ＰＲトークコーナー “桜川自慢”
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真壁石材協同組合
真壁石燈籠展示、石のモザイクアート作り、石のお絵かき体験
羽黒石材商工業協同組合
石材製品の展示販売など
いわせ蕎麦の会
市内で収穫された最高級常陸秋そば粉を使って心を込めて打ちます
健康まつり
 ・健康推進コーナー (歯の健康相談、健康啓発コーナーなど)
 ・食生活改善コーナー (たけのこご飯試食など)
 ・筑西保健所コーナー　・筑西薬剤師会コーナー
桜川市くらしの会
アクリルたわし・牛乳パック小物入れ等手作り体験コーナー・啓発グッズ・ごきぶりだんごの配布
桜川市地域女性会
焼き鳥の配布（チャリティー）
桜川市社会福祉協議会
活動の紹介、竹細工製品・陶器・「時計台」自社製品等の販売
真壁高校
真高マルシェ＠ＳＡＫＵＲＡフェスティバル真壁高校の学校紹介と学校農産物・加工品の販売
商工会青年部こども広場・商工会女性部
（青年部）射的コーナー・豪華賞品が当たるビンゴ大会
　　　　(カード販売９時～こども広場にて　１枚100円)
（女性部）桜川市産小麦「ユメシホウ」を使った焼きそば、ワッフルの販売
ＮＰＯ法人　桜川スマイルクラブ
ビームライフル・ビームピストル体験教室、ミニ体力テスト、ナンバープレートゲーム
（参加賞　桜川市産ゆず果汁使用「ゆずっこゼリードリンク」先着200名）
さくらがわ地域医療センター
栄養・健康相談、血圧・体脂肪測定、腰痛体操、子ども用ドクター・ナースファッション撮影
桜川市市民課
マイナンバーカード（写真つき）交付申請書作成・コンビニ交付ＰＲ
※写真をお撮りします。マイナンバー通知カードを持参してください。
国民健康保険コーナー
国民健康保険のＰＲ、健康チェック（プレゼントあり）
社会福祉法人上の原学園
利用者さんの作品やフライドポテト、じゃがバター、ポップコーン、綿あめの販売
桜川市消防団・桜川消防署
救急救命・消防車放水・消防車乗車を体験しよう！
桜川市交通安全母の会
オリジナル反射材作り体験
桜川市交通対策協議会
パトカーの展示、機材説明、交通安全啓発活動
（反射能力測定・飲酒状態体験・反射材の配布）
北つくば農業協同組合
地元農産物（野菜・果物など）の販売と茨城産ローズポークのPR
茨城県行政書士会
無料相談会(農地転用や相続、内容証明、営業許可等の相談に応じます。)
ＹＯＳＡＫＯＩフェスタｉｎ桜川
県内外トップクラスのチームによる「YOSAKOI大乱舞」をどうぞお楽しみください。
桜川市企画課
ＮＴＴフレッツ光のＰＲ・ヤマザクラＧＯペーパークラフト作成
いきいき茨城ゆめ国体ＰＲ（いばラッキーと写真撮影、
射撃体験コーナー、火おこし体験）、つくば地域図柄入りナンバーのＰＲ
環境ＰＲコーナー
水質浄化パネル展示、ごみ減量・地球温暖化等啓発グッズ配布
上下水道ＰＲコーナー
上下水道啓発パネル展示、マンホールぬり絵体験（プレゼントもあります）
桜川市農林課　農産物PRコーナー
桜川市特産品ＰＲ（こだまスイカの試食、販売など）
桜川市地域女性連絡会
生活必需品のバザーを開催します
桜川市更生保護女性会
社会活動貢献のためにバザーを開催します

真壁石材協同組合
真壁石燈籠展示、石のモザイクアート作り、石のお絵かき体験
羽黒石材商工業協同組合
石材製品の展示販売など
いわせ蕎麦の会
市内で収穫された最高級常陸秋そば粉を使って心を込めて打ちます
健康まつり
 ・健康推進コーナー (歯の健康相談、健康啓発コーナーなど)
 ・食生活改善コーナー (たけのこご飯試食など)
 ・筑西保健所コーナー　・筑西薬剤師会コーナー
桜川市くらしの会
アクリルたわし・牛乳パック小物入れ等手作り体験コーナー・啓発グッズ・ごきぶりだんごの配布
桜川市地域女性会
焼き鳥の配布（チャリティー）
桜川市社会福祉協議会
活動の紹介、竹細工製品・陶器・「時計台」自社製品等の販売
真壁高校
真高マルシェ＠ＳＡＫＵＲＡフェスティバル真壁高校の学校紹介と学校農産物・加工品の販売
商工会青年部こども広場・商工会女性部
（青年部）射的コーナー・豪華賞品が当たるビンゴ大会
　　　　(カード販売９時～こども広場にて　１枚100円)
（女性部）桜川市産小麦「ユメシホウ」を使った焼きそば、ワッフルの販売
ＮＰＯ法人　桜川スマイルクラブ
ビームライフル・ビームピストル体験教室、ミニ体力テスト、ナンバープレートゲーム
（参加賞　桜川市産ゆず果汁使用「ゆずっこゼリードリンク」先着200名）
さくらがわ地域医療センター
栄養・健康相談、血圧・体脂肪測定、腰痛体操、子ども用ドクター・ナースファッション撮影
桜川市市民課
マイナンバーカード（写真つき）交付申請書作成・コンビニ交付ＰＲ
※写真をお撮りします。マイナンバー通知カードを持参してください。
国民健康保険コーナー
国民健康保険のＰＲ、健康チェック（プレゼントあり）
社会福祉法人上の原学園
利用者さんの作品やフライドポテト、じゃがバター、ポップコーン、綿あめの販売
桜川市消防団・桜川消防署
救急救命・消防車放水・消防車乗車を体験しよう！
桜川市交通安全母の会
オリジナル反射材作り体験
桜川市交通対策協議会
パトカーの展示、機材説明、交通安全啓発活動
（反射能力測定・飲酒状態体験・反射材の配布）
北つくば農業協同組合
地元農産物（野菜・果物など）の販売と茨城産ローズポークのPR
茨城県行政書士会
無料相談会(農地転用や相続、内容証明、営業許可等の相談に応じます。)
ＹＯＳＡＫＯＩフェスタｉｎ桜川
県内外トップクラスのチームによる「YOSAKOI大乱舞」をどうぞお楽しみください。
桜川市企画課
ＮＴＴフレッツ光のＰＲ・ヤマザクラＧＯペーパークラフト作成
いきいき茨城ゆめ国体ＰＲ（いばラッキーと写真撮影、
射撃体験コーナー、火おこし体験）、つくば地域図柄入りナンバーのＰＲ
環境ＰＲコーナー
水質浄化パネル展示、ごみ減量・地球温暖化等啓発グッズ配布
上下水道ＰＲコーナー
上下水道啓発パネル展示、マンホールぬり絵体験（プレゼントもあります）
桜川市農林課　農産物PRコーナー
桜川市特産品ＰＲ（こだまスイカの試食、販売など）
桜川市地域女性連絡会
生活必需品のバザーを開催します
桜川市更生保護女性会
社会活動貢献のためにバザーを開催します

時間：開会式ラジオ体操終了次第開始
場所：西ステージ前
賞品：桜川市特産品他

「茨城国体」開会式に灯される
火を起こそう！

「茨城国体」開会式に灯される
火を起こそう！
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火おこし体験コーナー火おこし体験コーナー

県内外トップクラスのチームによる
「YOSAKOI大乱舞」を
どうぞお楽しみください。

県内外トップクラスのチームによる
「YOSAKOI大乱舞」を
どうぞお楽しみください。


