ふるさとまつり出店一覧（順不同）
香取広域市町村圏事務組合小見川消防署 血圧測定、防災パ
ンフレット配布、火災警報器展示、消防車展示、防火服試着
香取郡市租税教育推進協議会 税金に関するパンフレッ
ト等の配布、税金クイズ
一般財団法人関東電気保安協会小見川事業所 電気安
全及び省エネについての相談
福島県喜多方市 手打ちそばの実演と販売、観光ＰＲ
香取市高齢者クラブ女性部小見川支部 手作り品
香取市社会福祉協議会 赤い羽根共同募金啓発、啓発風
船無料配布
小見川小売酒販組合 酒類の販売
千葉県小型日本鶏保存会 天然記念物日本鶏の展示ＰＲ
小見川ファミリーカード協同組合 抽選会
北総育成園 切り干し大根、シクラメン、木工製品、生椎
茸、手芸製品、陶芸製品
笹川なずな工房 パン、焼菓子、アイスクリーム
銀座奉仕会 焼きそば、
ドリンク、三色ソーセージ、ポップ
コーン、綿あめ
本町通り商店会 焼きそば、フランクフルト、フライドポテト
おくまや 各種川魚佃煮
たこ焼き「上々」たこ焼き
又兵衛小見川店 やきとり、もつ煮
竹寿司 天丼、からあげ、いなり寿司、やきそば
佐原町並青空市 米菓、焼きそば
香取市建設水道部下水道課 下水道クイズ、啓発活動
ほかほか弁当 やきそば、まぜごはん、弁当、ポテトチップス
寺嶋陶苑 地元ちば醤油㈱製品、小見川グッズ及び陶磁
器類、地元小見川産品アピール
小見川交通安全協会 交通安全啓発キャンペーン
佐原ふるさと産品育成会 みたらし団子、ロールケーキ、
りんごケーキ
黒部川をふるさとの川にする会 啓発活動
ＪＡかとり産直部会 野菜、総菜
ＪＡかとり青年部小見川支部 野菜、焼き芋
（農）清里ファーム 野菜販売
小江戸佐原会 小江戸佐原地区の宣伝
小見川竹炭研究会 ポップコーン、竹炭、竹作液
小見川朝市会 野菜等農産物
ミニ四駆 すばる ミニ四駆
香取市社会福祉協議会小見川区ボランティア連絡協議会
味噌田楽、ボランティア活動
サン・ミッシェル クッキー他、チョコバナナ、
メダカ
香取市高齢者福祉課小見川地域包括支援センター 認
知症予防に関する啓発活動 など
安八青果 産直りんごの販売、焼うどん
戸村川魚店 うなぎの串焼き かば焼き
ふれあい小動物園 子犬・猫の販売
フランスパン工房 フランスパン
縁日倶楽部め組 縁日
からあげ専門店 鳥〇（とりまる）から揚げ、ポテト
ＪＡかとり
（虹のホール）野菜、果物、米

メイン会場 A

ライブ会場（いぶき館）

市民センター前通り B
（パレード・審査）

9:15 開会式
9:30 おみがわこども園
CHIよREN北天魁(ゲスト)
REDA舞神楽(ゲスト)
黒潮美遊
9:52 浜っ娘連
		 いきいきITAKOスポーツクラブ潮娘よさこい連
いちかわ楽舞連
遊元
10:14 黒潮美遊 潮っ子組
		 熱風
		 うしく河童鳴子会
		 かみす舞っちゃげ祭り応援団 野口組
10:36 楽天舞
		 ACT
		 がむしゃら
		 維新～心ひとつ～
10:58 チーム☆利ゑ蔵
		 翠天翔 with HAPPINESS
		 四街道 舞謳歌
		 九十九里浜『荻組いぶき』
		 風魅彩

9:00 交通規制開始

11:00～11:45
オールディーズ
「スカーフェイス」ライブ

11:25 会場案内
12:00～12:30
11:40 マイレ本間フラスクール
		 小見川グループ
12:05 創作フラメンコ・フローレス
12:30 チーム・スパーク
12:55 ハラウ・フラ・オ・ナヘナヘ・メレアナ
13:20 オミザイル
13:45 カトリジェンヌ
14:05
14:15
14:30
15:10
15:25
15:50
16:00
16:10

おみが和よさこい会”和気藹藹”
ファイナル（６チーム）発表
ファイナル演舞
ゲストチーム演舞
結果発表・表彰授与式
大賞演舞
和～気ゅり～達
総乱舞

9:35～ 20チーム
うしく河童鳴子会
楽天舞
ACT
がむしゃら
維新～心ひとつ～
チーム☆利ゑ蔵
翠天翔 with HAPPINESS
四街道 舞謳歌
九十九里浜『荻組いぶき』
風魅彩
CHIよREN北天魁(ゲスト)
REDA舞神楽(ゲスト)
黒潮美遊
浜っ娘連
いきいきITAKOスポーツクラブ潮娘よさこい連
いちかわ楽舞連
遊元
黒潮美遊 潮っ子組
熱風
かみす舞っちゃげ祭り応援団 野口組

Tania＆MAXIM
「b e l l y d a n c e r ' s 」
12:40～13:25
オールディーズ
「スカーフェイス」ライブ
13:35～14:15
落語「三遊亭とん馬」
14:25～15:15
オールディーズ
「スカーフェイス」ライブ

11:40
11:46
11:52
11:58
12:04
12:10
12:16
12:22
12:28
12:34
12:40
12:46
12:52
12:58
13:04
13:10
13:16
13:22
13:28
13:34
13:40

審査員紹介
CHIよREN北天魁（ゲスト）
REDA舞神楽（ゲスト）
黒潮美遊
浜っ娘連
いきいきITAKOスポーツクラブ潮娘よさこい連
いちかわ楽舞連
遊元
黒潮美遊 潮っ子組
熱風
うしく河童鳴子会
楽天舞
ACT
がむしゃら
維新～心ひとつ～
チーム☆利ゑ蔵
翠天翔 with HAPPINESS
四街道 舞謳歌
九十九里浜『荻組いぶき』
風魅彩
かみす舞っちゃげ祭り応援団 野口組
おみが和よさこい会“和気藹藹”
15:00 交通規制解除

香取のふるさとまつり協賛企業名一覧
ご協賛ありがとうございました（順不同）
九十九里ホーム山田特別養護老人ホーム／㈱コイケテック成田工場／林
健次郎商店／菅谷建設㈱／平山燃料㈱／田村産業㈱／高須建設㈱／栗
林商事㈱／室田建設㈱／㈱鈴木組／富士測量㈱／共同リサイクル㈱／伸
光エンジニアリング㈱／三陽自動車㈱千葉営業所／㈱五十嵐商会／ユタ
カ建設㈱／道の駅水の郷さわら／㈱成田空港美整社／㈲亀形不動産鑑
定事務所／㈱三興組／常総開発工業㈱／㈱カトウ建築事務所／農事組合
法人房総食料センター／芳源マッシュルーム㈱／アイケイ商事㈱／利根
開発機工㈱／スイス通信システム㈱／㈱共進補償コンサルタント／大真
建設㈱／㈱柏屋もなか店／㈱ホンダカーズ東総／横山商事㈱／信和リー
ス㈱小見川営業所／㈱千町村建築研究所／公営事業㈱千葉支店／㈱環
境技研コンサルタント／㈱カノウヤ／㈱笹本土建／㈱総合開発／㈱クリー
ンアンドグリーン／㈱京葉銀行佐原支店／日立造船㈱東京本社／㈱ライ
テック小見川物流センター／旭工芸㈱ 小見川工場／㈱ケーヨー技工／
阿部建設・千葉東アスコン共同企業体 東総アスコン／大和化成㈱千葉
営業所／㈱新葉測量／ＭＨＩハセック㈱／エム・ケイ・エンジニアリング㈱

おみがわYOSAKOI協賛企業名一覧
ご協賛ありがとうございました（順不同）
ハラウ・フラ・オ・ナヘナヘ・メレアナ／㈱ＭＤ企画／旨いもん処おおはし／大
坂屋燃料店／小見川セレモニー／片岡菓子舗／㈱金親商店／クオーレｎ
ｉ
ｋ
ｏ／ハートフルさとう／ファミリーマート小見川工業団地店・小見川神里店・
香取木内店／チキンストア須田本店／㈲高橋石材店／ハーテック高寺電
機／寺嶋陶苑／ナリコー・香取ホール／仁木書店／㈱二光百貨店／プロス
タイル㈱／ほかほか弁当／又兵衛小見川店／丸神不動産㈱／㈲神里交通
／ＪＡかとり／平山燃料㈱／㈱フレンド／㈱オフリール／おみが和よさこい
会”和気藹藹”／介護老人保健施設 夢プラスワン／㈱東総電設／水の郷
さわら／ちば醤油㈱／カトレンジャーＺ／水郷おみがわネットワーク／㈲
ユート・アメニティ／中村農園／美孝観光／福田企画㈱／㈲たねや 高岡
研究所／安八青果／道の駅くりもと／佐原青年会議所／おみが和よさこい
会”和気藹藹”おどり子一同／大川建設／川口建具製作所／㈱Ｐ＆Ｅフー
ズ香取店（旬彩）／親方の母の店ひだまり／㈱光自動車／㈲浅間台牧場ス
ポーツランド／千葉県東部地区郵便局長会／イワヤマ美容室／鎌形自動
車／㈲伸栄建設

