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全面通行止！
ご協力を！

28日（土）10：00～16：00まで

29日（日）10：00～15：00まで

アクロス北コンビニからけやき公園

まで歩行者天国になりますので、ご協力を

お願いします。

※会場内で購入した食べ物の持ち帰り

　はご遠慮下さい。
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交通規制を行います。
ご協力をお願いいたします。
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※駐輪場の看板を設置
しますので、決めら
れた場所に停めてい
ただきますようよろ
しくお願いいたします。

　当日は各臨時駐車場より巡回バスを運行しますのでご利用下さい。

P①駐車場は大変混雑いたしますので、各臨時駐車場へお停めいただ

きますようお願いいたします。

※巡回バスの運行時間

　始　発　9：00

　最終便　28日（土）16：30

　　　　　29日（日）16：00

　各臨時駐車場から温野菜結城店様駐車場まで運行いたします。

P① アクロス南側駐車場

P② 日本コルマー様駐車場

P③ 埼玉オリジン様駐車場

P④ キヤノンオプトロン様駐車場

アクロス

駐輪場駐輪場

お車でお越しの際は十分にお気を付けください。

※周辺店舗等への無断駐車はご遠慮ください。
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ドローンの使用を

禁止いたします。
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祭りゆうき2017祭りゆうき2017
「祭りゆうき2017」は、踊りを核とし，市内及び関連都市の商工農産品の展示販売による実りへの感謝
とあらゆる産業の発展を願った催事です。ステージでの踊り・ダンス，伝統工芸品の展示・実演，歩行者
天国内の神輿渡御・お囃子演奏に加え，様々なイベントを開催いたします。スタッフ一同，皆様のお越し
を心よりお待ちしております。

28日（土）10：00～16：00

29日（日）10：00～15：00

百花繚乱・ダンスの祭典
祭りゆうきのメインテーマである「踊」

今年も県内外から集結した舞祭りやYOSAKOI

など，様々なジャンルのダンスチームが各ステ

ージで乱舞します。

《踊り・ダンス》

《がまの口上》

園児による演奏会
祭事のオープニングをつくば幼稚園・保育園

の園児がステージをいっぱいに使って鼓笛演

奏とカラーガードを披露します。

《つくば幼保園鼓笛隊》

みんなが知ってるあの曲・あのダンス…大好きな

アーティストにどれだけなりきっているかを競い

ます。

《なりきり！選手権》

小動物とのふれあい体験
移動動物園を開園するほか，ペットの無料健康

相談やしつけ教室，大ホールホワイエでは市内

園児等による動物絵画展を行います。

《動物愛護フェスティバル》

手作りおもちゃなどの紹介
「牛乳パックで作るブーメラン」や

「ゴム鉄砲で射的遊び」など親子で簡

単に楽しめるおもちゃ作りや遊び方を

紹介します。

歯切れの良い口上とクイズ

などを楽しめます。

《創作あそび》

軽快な笛太鼓のリズムに乗せて迫力ある

お神輿がアクロス通りを渡御します。

市内で活動する2団体のお神輿と5団体の

お囃子が共演します。

《神輿渡御・お囃子演奏》

姉妹都市・友好都市・関係市等の展示販売
結城にゆかりのある都市の観光PRや特産品の展示販売を行

います。

山形県長井市（姉妹都市）・福井県福井市（友好都市）

栃木県小山市（友好都市）・愛知県刈谷市（水野家ゆかりの地）

茨城県筑西市（広域連携都市）

《地域交流ひろば・都市交流》

各地域で公益活動を行う
団体等のPR

タイ王国メーサイ市との国際親善都市盟約5周年

記念や災害救助，介護予防・健康助長など，豊

かな市民生活のための活動を行う各団体の取り

組みを紹介します。

《地域交流ひろば・市内交流》

《結城の匠展》

音楽に合わせて踊るも

良し，芝生に寝転んで

鑑賞するも良しの自由

空間です。

歯切れの良い筑波山名物・

がまの油売りの口上を披露

します。

《DJブース》
結城第一工業団地の企業PR

結城の近代産業を支える企業の活動内容や作業車両をご紹介します。

アルミ缶回収にご協力してくれた方に粗品のプレゼントがあります。

（数量限定）

（有）須藤クレーン・（株）東晃・富士合成（株）

ユニバーサル製缶（株）・ロジスネクスト東京（株）・結工懇話会

《企業PRブース》

気軽に楽しめるスポーツ紹介
誰もが楽しめる新たなスポーツの体験が

できます。

《ニュースポーツ体験広場》

秋の味覚などの販売・活動PR
市内外からたくさんの店舗や団体などが軒を連ねます。

特設テントでは秋の味覚や掘り出し物の販売のほか，

昨今では見る機会が減った上棟式なども行います。

《青空市・物産展》

28日（土）28日（土） 29日（日）29日（日）

28日（土）・29日（日）両日開催28日（土）・29日（日）両日開催

年代・ジャンル不問のロックフェス。今年は結城出身の

プロミュージシャンも参戦します。

《結城ロックフェスタ》

市内園児と2団体のお囃子が歩行者天国をパレードします。パレード終了後

には文字アーティストのShogo氏による書道パフォーマンスとともに参加

者全員で結城ならではの文字アートを作ります。

《子ども神輿と文字アート》

作新学院高等学校吹奏楽部の特別公演

です。

春の選抜甲子園大会での応援は某スポ

ーツ紙において強豪校を抑えて第1位

を獲得，全国大会にも出場する圧巻の

パフォーマンスを体感できます。

《作新学院高校吹奏楽部演奏会》

《筑西の寅さん》イーグルプロレスショー
栃木県を中心に活動するイーグルプロレ

スが今年も参戦。エンターテイメントに

富んだプロレスショーを楽しめます。

《エンタメプロレス》

市内選りすぐりの猛者たちが

チームの威信にかけて熱き戦

いを繰り広げます。

《綱引き大会》

祭事内の清掃活動
市内の中学生と高校生が会場内で発生した

ゴミの分別や清掃活動を通じ，3Rの推進

や自然環境の保護に取り組んでいます。

《エコ活動》 昨年大好評だった直径2mの大鍋の「いも煮」

と超大型のグリルでの「牛の丸焼き」。

今年も姉妹都市山形県長井市から長井1000人

いも煮会，市内から東和食品が参戦します。

その他，ネクストゆうき，恵富美会が「食」で

来場者を歓迎します。

《「食の広場」》

開 催
時 間

結城紬・桐製品の展示・実演
ユネスコ無形文化遺産の結城紬や桐たん

すの展示のほか，桐げたの鼻緒付けなど，

結城の伝統産業を体感できます。

子ども神輿のパレードと参加型文字アート作り

けやき公園芝生広場

けやき公園芝生広場

アクロス玄関付近

アクロス南側

アクロス南側

アクロス玄関前 アクロス玄関前

けやき公園ステージ　10：20～

けやき公園ステージ　15：00～

・けやき公園芝生広場　10：00～

・アクロスホワイエ　   10：00～

アクロス大ホール　開場12：30　開演13：00

ＪＡ駐車場　１０：００～

アクロス玄関付近

歩行者天国エリア　10：30～

音楽の楽しさや感動が体感で

きるライブを開催します。

《Yukieユニット♫》

アクロス小ホール　14：00～

アクロス南側

歩行者天国エリア　①10：00～

　　　　　　　　　②13：15～

けやき公園芝生広場

歩行者天国エリア（パレード）10：00～12：00　（書道・文字アート）12：00～16：00

・けやき公園ステージ

・アクロス大ホール

・アクロス小ホール

・路上ステージ
アクロス展示室

アクロス南側
けやき公園噴水広場

《特別出演》

（株）川金コアテック

〒307-0015 結城市鹿窪1681-5

TEL 33-6111　FAX 33-6110

東京化学工業（株）  東関東工場

〒307-0029 結城市新矢畑2-9

TEL 54-6345　FAX 54-6346

清水工業（株）
〒307-0017 結城市若宮8-43

TEL 21-2200　FAX 32-8800

〒306-0206 古河市丘里11-3

TEL 0280-98-3370　FAX 0280-98-3876
〒307-0029 結城市新矢畑2-4

TEL 33-1275　FAX 33-1276

千代川運輸（株）
〒307-0029 結城市新矢畑1-1

TEL 32-6571　FAX 33-5889

（株） 東 晃 

〒307-0029 結城市新矢畑5-3

TEL 32-4619　FAX 32-4624

（有）ばば運輸（敬称略・順不同）

協賛企業協賛企業
〒307-0017 結城市若宮8-39

TEL 21-2231　FAX 21-2232

（有）勝平工業 
〒307-0001 結城市結城7188

TEL 33-1717　FAX 33-0787

（株）結南クリーンセンター
〒307-0017 結城市若宮8-44

TEL 48-9115　FAX 48-9116

（株）𠮷澤運送　結城事業所

京三電機（株）


