主催行事のご案内
会

場

歩行者天国内

時 間
10:10 〜 11:00
10:15 〜 11:05
10:35 〜 11:15
10:40 〜 11:20
10:45 〜 11:35
11:20 〜 12:30
11:50 〜 12:30
12:25 〜 13:05
12:50 〜 14:10
14:00 〜 16:00
15:30 〜 16:25

おまつり広場
（特設ステージ）

おまつり広場

駅北口広場

日産広場
（日産バスターミナル）

伊勢原大神宮
神楽殿

イトーヨーカドー広場

10:00 〜 10:30
10:35 〜 11:05
11:10 〜 11:40
11:45 〜 12:15
12:30 〜 12:55
13:05 〜 13:30
14:10 〜 14:40
14:50 〜 15:05
15:15 〜 15:45
16:00 〜 16:30
16:40 〜 17:10
17:15 〜 17:45
17:50 〜 18:20
18:25 〜 18:55
19:00 〜 19:30

10:00 〜 19:30
10:00 〜 19:30

10月2日㈰
催

し

名
ボーイ・ガールスカウトパレード（桜台交差点〜国道 246 号）
虚無僧姿尺八演奏パレード（桜台交差点〜国道 246 号）
ちびっこみこしパレード（駅北口〜国道 246 号）

姉妹都市交流ステージ 長持ち渡御・ラッパ隊（池端交差点〜伊勢原小学校前）
稚児行列（桜台交差点〜中栄交差点）
市民安全安心パレード・演奏：神奈川県警察音楽隊（桜台交差点〜本部前（演奏）〜国道 246 号）
中央マドカ幼稚園鼓笛隊パレード（コジマ電機前〜おまつり広場）
八雲幼稚園鼓笛隊パレード（コジマ電機前〜おまつり広場）
太田道灌公鷹狩り行列
北条政子日向薬師参詣行列 （桜台交差点 〜 国道246号 〜 おまつり広場）
いせはら手作り甲冑隊
姉妹都市交流ステージ 神輿・長持ち渡御・ラッパ隊（中栄信金前〜おまつり広場）
伊勢原薬師音頭・恋の伊勢原夢の街おどりパレード（国道 246 号〜北口セブンイレブン前）

フラダンス（プリティフラ）
Hip Hop ダンス（KOOL steeLo）
DANCE（F-up！kids）
谷山ジム・チャンピオン達のキックボクシングショー（体験できます）
中央マドカ幼稚園鼓笛隊演奏
八雲幼稚園鼓笛隊演奏
太田道灌・北条政子紹介式
いせはら手作り甲冑隊紹介式（寸劇：相模五人の武将揃踏）
ダンス（AZUL）
三市合同物産展
茅野市紹介式
三田村邦彦・杉本彩トークショー
フラ・タヒチアンダンス（LOCO ALOHA）
ヒップホップダンス（SHI→K）
ストリートダンス（RISPEC）
ダンス（ALA Dance Studio）
伊勢原市公式イメージ
キャラクター

各種模擬店
平塚市・秦野市・伊勢原市物産展

平塚市・秦野市・伊勢原市の

名産品が集まります!

2日（日）10:00～19:30

11:00 〜 12:00
12:20 〜 12:50
12:55 〜 13:25
13:30 〜 14:00
14:30 〜 15:00
15:45 〜 16:15
16:20 〜 16:50

伊勢原市民吹奏楽団演奏
キッズダンス（7CC ☆ J-POP DANCE）
歌（ぴあちぇーれ）
姉妹都市交流ステージ 八ヶ岳泉龍太鼓演奏
キッズダンス（スターキッズ）
ダンス（KOD（たか CHAN）
）
ダンス（
HIP HOP
non style）

10:35 〜 11:05
11:10 〜 11:40
11:45 〜 12:15
12:20 〜 12:50
12:55 〜 13:25
13:30 〜 14:00
14:40 〜 15:10
15:15 〜 15:45
15:50 〜 16:20
16:25 〜 16:55
17:00 〜 17:30
17:35 〜 18:05
18:10 〜 18:40
18:45 〜 19:15

フラダンス（ガーデニア・レイ・フラスタジオ 伊勢原ティアレ＆マカナ）
歌と踊り（加奈音楽事務所 夢乃会）
替え歌と手話で消火器の使い方（伊勢原市女性消防団）
キッズ・ダンス（リズム・バレエ ワイ・ワイ キッズ）
ダンス（AZUL）
チーム道灌ステージ
合気道奉納演武（聖心館）
ダブルダッチ（伊勢原やくも幼稚園ダブルダッチクラブ）
フラメンコ（ラモデロサス）
ジャズヒップホップダンス（SO HOT!!）
ダンス（ALA Dance Studio）
ダンス（ATG）
音楽演奏（未定）
ＤＪ風パフォーマンス（Preppy kissin' Girl feat.DJ 侍）

10:00 〜 18:00
11:10 〜 11:40
11:50 〜 13:50
14:00 〜 14:30
14:35 〜 15:05
15:10 〜 15:40
15:45 〜 16:15
16:20 〜 16:50
16:55 〜 17:25
17:30 〜 18:00
18:05 〜 18:35
18:40 〜 19:10

10:00 〜 18:00

交通規制時間
10：00〜20：00頃

日産新技術車展示コーナー
姉妹都市交流ステージ 八ヶ岳泉龍太鼓演奏
チーム道灌ステージ
盛岡さんさ踊り（さんさの会）
キッズ ダンス（Ｉ♡ J-pop Dance）
チアダンス（チアダンス MIX）
Hip Hop ダンス（g ☆ star）
ダンス（Been's）
チアダンス（Shiny ☆ kids）
ダンス（T-time（たか CHAN）
）
演武（伊勢原市剣道連盟）
ダンス（ひよこ豆）

太田 道灌（1432〜1486年）

江戸城の創建で文武両道の鑑として知られ、
皇居に今も「道灌堀」の名を残す戦国時代の武
将。相模守護扇谷上杉氏の家老職にあった道灌
は、関東管領山内上杉顕定の讒言を信じた主君
定正により、文明18年（1486）７月26日に本
市にあった上杉氏の居館において暗殺されたと
されており、市内には下糟屋大慈寺と上粕屋洞
昌院の２カ所に墓所があります。このまつりは
道灌公の遺徳を偲び行っています。まつり最大
のハイライト「太田道灌公鷹狩り行列」は、そ
の狩猟姿を再現したものです。
み た むらくにひこ

三田村邦彦 プロフィール
映画『限りなく透明に近い
ブルー』
（1979年公開）でデ
ビュー。
同年に出演した時代劇の必
殺シリーズでは飾り職人の秀
役で一躍人気を獲得。以降テレビドラマの『太
陽にほえろ!』や『渡る世間は鬼ばかり』への
出演や映画・舞台などで幅広く活躍。また歌手
活動も行っており、シングルやアルバムを多数
リリースしている。

北条 政子（1156〜1225年）

鎌倉幕府初代将軍源頼朝の正妻で、父は幕府
初代執権の時政。二代将軍頼家、三代将軍実朝
の実母。承久元年（1219）に実朝が殺害された
ことにより、左大臣九条家から頼経を四代将軍
として迎え、その後見人となって「尼将軍」と
よばれ、また従二位に叙せられたところから「二
位の尼」とも称せられました。承久の変にあっ
ては、弟の二代執権義時とともにこれを平定し、
幕府の基礎を固め、北条氏の地位と執権政治を
確立しました。日向薬師には頼朝が一度、政子
が二度参詣しており、この「北条政子日向薬師
参詣行列」は、将軍実朝の妻とともに、建暦元
年（1211）７月８日、日向薬師を参詣した史実
を再現したものです。
すぎもと

1987年、東レ水着キャン
ペーンガールでデビュー。
デビュー当時はモデルや歌
手としてマルチに活動し人気
を博す。特技はアルゼンチン
タンゴ。バラエティ番組の企画で社交ダンスの
各大会に出場。現在は女優業のほか、動物愛護
活動にも精力的に取り組んでいる。

わくわくキッズパーク（有限会社レントオール平塚 presents）

おかげさまで３５周年を迎え本店を移転します。引き続きご愛顧の程、よろしくお願い致します。

業務拡張に伴い、事務所を

この街が好きだから

耐震リフォーム・建築・不動産

TEL 0463-92-3333

あや

杉本 彩 プロフィール

www.toshin-jp.com
トーシンホーム
トーシンホーム

11/1 より
北口NTTビルに
移転いたします。

伊勢原4丁目
NTT伊勢原ビル1階
伊勢原
小学校

ＯＫ
スーパー

伊勢原小学校
入 口

りそな銀行
横浜銀行

新事務所

伊勢原駅
入 口 市営駐車場

北口

伊勢原駅

池端

