開会式
10:00～

選擇寺本堂前

§市長挨拶・実行委員長挨拶
§木一小合唱部による合唱
§ファンファーレ
§ポプラ一輪車隊
§チンドン屋出発

開会式

路線バスのご案内をいたします

人形劇ポイント

0,1,2歳児限定

スタンプラリー

離乳食の販売

授乳室 おむつ交換所

トイレ

③光明寺・光明寺前歩道/総受付
総受付

リヤカータクシー乗降場

東京チンドン倶楽部

いきなりパンくいきょうそう

声かけ隊(パンフレット配布)

昔なつかしチンドン屋さんがやってくるよ！

台湾スィーツ豆花(トウファ)屋さん

あおやぎさんち

かわいいこものやさん
キーホルダーやさん

道案内、困った人に声かけます

木一小おやじの会号・社会館父の会号

乳・卵不使用！つるんとした豆乳プリンです

心を込めて手作りしました

アクセサリーを行商します。見つけてね！！
お花のコサージュも うってるよ♪

手作りヘアゴム、お気に入りを見つけてね！

日日-にちにち

自家製酵母ぱん、焼菓子を行商！探してネ！

川田小物店

☆お菓子の国☆

サンドック

りょうがの30円くじ

キラキラアクセサリー
手型でオーナメント
nicoキッズ☆

おひさまパン こども支店
ORIGAMI☆SHOP

さほとあんなの一口おやつ(16日のみ)

チチカホ

父の角煮おむすび

みゆうあいりSHOP

カップケーキも販売します。12時～

麻ひもブレスレット☆おまけに占いもするよ
パウンド、スコーン100円♡

ウインナードッグ、サンドイッチ100円
4さいのぼくをさがしてね

ゆびわ、ネックレス、ブレスレットなど100円
キットパスと手型でクリスマスオーナメント

アイロンビーズ、クリスマスオーナメント

いろんな味のロールパンサンド。お昼にどうぞ！

12めんたいなどをつかったモビール!!

一口サイズの食べ歩きお菓子を売り歩きます。

キラキラビーズのアクセサリー屋さん

角煮入りおにぎりと煮たまごの販売

仲良し3人娘がアクアビーズを行商♪

けしごむはんこポン！

今年は行商で色々な所を売り歩きます。

5963

5.9.6.3歳さんが文具売ります！

はなのマドレーヌ屋さん
ゆうまんち

ピカ「顔面紙芝居」

世界でただひとつ！絵の中から顔が出る紙芝居

琴アンサンブル

子ども達の知っている曲をメドレーで弾きます

木更津第一小学校合唱部

おはなし会のかみしばい屋さん
パフォーマーHide(16日のみ)
大道劇団CUENTO

木更津市ファミリーサポートセンター

⑤安達歯科P
ペンシルバルーン

アイシングクッキーやさん
ゆかいななかまたち
こちろんはうす

紙の帽子屋さん

プラ板工房【わんぱく屋】

ボーイスカウト木更津第3団
ポテトやさん(16日のみ)
アートサロンゆかすり

⑥千葉信金

ウインナーパン屋を見つけたらラッキー!!

木高ジャグリングチームポレポレ 高校生による楽しいパフォーマンスです

ママバンド シーガル(16日のみ)

社会館学童ポプラクラブ

駐車
場
フェ
ンス

南京玉すだれ披露

ちいさなオーケストラ

更生保護女性会休憩所

2F

南京玉すだれ

Performer DAISUKE(16日のみ)

④愛染院P

ふんわりやさしい味のマドレーヌです♡

【イベント】イベントスケジュールをみてネ！

ヨーヨーを主としたパフォーマンスショー

かずさジュニアオーケストラ弦楽発表です！
今年も演奏します！何を吹くかはおたのしみ

私達の歌声を皆さんにお届けします♪

毎年恒例！紙芝居屋さん。手遊びもするよ♪

ハイテンションなジャグリングと一輪車のショー！

うしがらシャツの2人組 ゆかいな大道芸!!

かねつな商店

人形劇通り

保育を学ぶお姉さんたちと一緒にあそぼう！

はるちゃんのヘアゴムやさん

からだによいおにぎりやさん

㉓八剱八幡神社

1人でもパンくいきょうそうできます

会場のどこかにきさぽんがいるかも！？

【行商】

⑦

人権啓発グッズの無料配布

きさぽんがやってきた

ピーターパンたちとあそぼう！

⑤安達歯科Ｐ

⑥千葉信金

昭和の店

1回20円

困ったときに声をかけてね

リヤカータクシー

授乳室

おむつ交換所

パンフレット配布・迷子受付

赤ちゃんお助け隊

わたあめとみそでんがくの販売

こまと人形劇のクマゴロウ
足型屋

サークル紹介

手作り小物のクラフトカフェ

⑦富士見通り
注文をまちがえるコーヒー店

ゆいとはなのお店

親子囲碁教室(16日のみ)
”将棋まつり”詰将棋・対局
自然素材のかざぐるま屋

焼菓子とおしゃれ雑貨やさん

⑫大鳥ほけんＰ

⑪愛染院境内

⑬不動堂

③光明寺前歩道

総受付

富 士 見 通 り

⑭

光明寺
与三郎通りＰ

リヤカータクシー乗降場

関東新聞
販売所前

⑮

お茶のサービス・揚げ菓子・社明運動

久留里屋 ⑲
お蔵シアター

名物おからせんべい・ねったぼ・手作り品
ファミサポ啓発活動

子どもに夢をペンシルバルン

アイシングクッキーとシフォンケーキを販売
かわいいキャラゴムあります

缶バッジを作ろう！雑貨もたくさんあるよ
ひなサークルによる紙の帽子の販売

プラ板のキャラクターキーホルダーを作ろう！

ボーイスカウトママ達が作ったかわいい雑貨

ポテトとからあげを販売します

ロザフィ、バスソルト他雑貨販売。ＷＳあり。

オリジナルブレスレットを作ろう
リジナルブレスレットを作ろう

こころ

わなげで景品を当てよう
なげで景品を当てよう

お茶席・おしるこの販売

木更津商工会議所女性会
更津商工会議所女性会

平野商店
おばあちゃんの折り紙やさん
のびろパン

おりぞめやさん

昭和の雑貨屋さん

おばあちゃんのおにぎりやさん
おにぎりとやき菓子と雑貨

お子さんの成長の記念に足型はいかがですか？

子育てサークルPR

今年もかわいい物がいっぱいあるよ♡来てね

いれたてのコーヒーをどうぞ！

手作り肉まん屋さんだよ！

色々なヘアアクセと布小物を販売します
初心者・碁の打てる方どうぞ！

一日中、将棋で楽しくあそべるよ

竹やじゅず玉で作ったかざぐるまです

卵と乳を使わない焼菓子と可愛い雑貨の販売

おりがみをしませんか！おにぎりもあるよ
りがみをしませんか！おにぎりもあるよ

のびろパンでおなじみ
びろパンでおなじみ パンとお菓子です
ゆっくり広げて・・・どんな模様が咲くかな
っくり広げて・・・どんな模様が咲くかな

昭和生まれのおばさんが子どもの頃に通ったお店です
和生まれのおばさんが子どもの頃に通ったお店です

白米塩むすびおいしいよ！
米塩むすびおいしいよ！1個30円

おにぎりとクッキー・ジュース雑貨のお店
にぎりとクッキー・ジュース雑貨のお店

パンダ美容室(トムラ美容室内)

パンダさんがお子様の前髪をカットします
ンダさんがお子様の前髪をカットします

のぞみワークショップ(16日のみ)

手作り小物等カワイイ物を揃えています！
作り小物等カワイイ物を揃えています！

えっちゃんのうえん

無農薬、おいしいみかんだよ。
農薬、おいしいみかんだよ。

かよちゃんのパンや

初参加です！おいしいパンを作ります。
参加です！おいしいパンを作ります。

ヘアゴム・スワンswan

かわいいキャラクターリボンでヘアゴムつくりました
わいいキャラクターリボンでヘアゴムつくりました

よろずや商会

自家野菜等販売を通して地域との交流を計る
家野菜等販売を通して地域との交流を計る

やきもち屋
花つむぎ

コマの曲芸と人形劇。ピタゴラスイッチも！

ストラップや雑貨販売
トラップや雑貨販売

きなこ餅、しょうゆ餅、あなたはどっち？
なこ餅、しょうゆ餅、あなたはどっち？

多肉、アクセ、わりばしでっぽうがあるよ！
肉、アクセ、わりばしでっぽうがあるよ！

⑩富士見公園Ⅱ
やきいも(巌根こどもフェス)

⑪愛染院境内
お寺チューボー

こものやさん

昔なつかしねりあめせんべいと雑貨

翔凛手作り工房

いろんなたまご屋さん
ちばとものかい

ほくほく焼いもおいしいよ！！
くほく焼いもおいしいよ！！

生活クラブの消費材使用おやつ・ごはん等販売
活クラブの消費材使用おやつ・ごはん等販売

んなものがお店に並ぶか…お楽しみに!!
どんなものがお店に並ぶか

学校の同好会で作成した品物の販売をします
校の同好会で作成した品物の販売をします

いろんな味のおいしいゆでたまご屋さんだよ
ろんな味のおいしいゆでたまご屋さんだよ

手作りパンをどうぞ！
作りパンをどうぞ！

やきそば屋さん

ミニSLれんこん鉄道くるり線

れんこん鉄道～くるり線駅前商店街～

みんなの赤十字(16日のみ)
出た!!巨大めいろ!!

㉒みらい
ラボ

スタンプラリー受付

みるきぃーくらうんハナハコ(16日のみ)

あ～ねらふらすたじお

紙飛行機好きの駄菓子屋
クリスタルボール

⑫大鳥ほけんP
なつかしや

人気のおはぎ、キラキラアクセサリー

ハックルベリー

昔のワンパクが作ったおもちゃがたくさん

忍者屋敷★手裏剣と弓とばし

しゅりけんやゆみの忍者の技に挑戦しよう！

おしゃれやさん

スイーツデコ・キッズネイルのお店です。

たぬき工房の革製品・小物

色とりどりのしおりなど お楽しみに～♪

たましいくん(16日のみ)

にじいろ商店(16日のみ)

フルーツチョコとパチンコや

自然食＆ベーカリー然(16日のみ)

⑬不動堂

ミニパンケーキに好きなジャムを選んでね
色々あります、よろず屋さん。きてね!!

今年の年賀状は写真館の写真にしませんか！

おいしい焼きそば食べにきてね！

木更津生まれの「たましいくん」

おやさいはんこWS・布羊毛小物・おやつ♡

チョコバナナあるよ！パチンコも楽しいよ！
からあげ、アクセサリー販売

大きなバルーンの中に入って遊ぼう！(1回10円)

今年も木更津第一小にSLが走ります

あったかくなるものをごよういしております。

幼児救急法・災害グッズ作り・豚汁等販売

今年も大きな大きな迷路が出現しますよ!!
☆星の王冠☆ブレスレット☆販売してます

かわいい子ども達と一緒に踊りましょう
よく飛ぶ紙飛行機を売っています。

オリジナルガラスドームのワークショップです。

まちの寺子屋（出張えんにち）

子どもも大人も楽しめる縁日と工作です!!

歌と絵本のさまさま楽団(16日のみ)

はらぴこあお～むし～♪いっしょに歌おう！

土曜学校 みゅーじあむ

名物、七厘で炒りたての銀杏、小物販売

みらいラボ1F

赤ちゃんのオムツ替え、授乳にどうぞ。

⑲久留里屋・お蔵シアター
⑳山孝P

㉒みらいラボ

㉓八剱八幡神社
ふれあい動物園(16日のみ)

布でつくった紙芝居！？なにぬの屋

㉔みまち通り
糸鋸寿司＆糸ノコショー

10種類80頭の小動物と触れ合えます

ちょっとめずらしい布の紙芝居！お楽しみに！

まるでお寿司屋さん！糸鋸寿司

みんなで遊ぼう！

ゲームとリーフレット配布

チーバくんにいろぬりしよう！

ぼくに色をぬってネ。

こんにゃくや

秘伝の煮こんにゃく。変わらず1本￥50

エコエココロコロワールド
移動式赤ちゃん休憩室

手作り遊具、どんぐりをころがして遊ぼう
授乳とオムツ替えのための赤ちゃん休憩室

ONE BY ONE

ハンドメイド たべもの＆こもの ショップ

りんごあめ・べっこうあめ

チャビーバニーのリボンやさん

ゆめかわヘアゴム・ヘアピン・キーホルダーなど

菓子工房リアン

おいしいお菓子を食べに来て。

クルクルおもちゃと剣の店

おもちゃ（レインボー、バトン、剣ほか）販売

遊楽くらぶ(16日のみ)

めずらしいボードゲームで遊ぼう！

ふる里学舎(16日のみ)

焼きたてパンの販売、ぜひ買いに来てください。

のぞき箱

のぞき箱

おんじいの家

焼きドーナツ屋さん
ぬのや

日本一小さい人形劇「P.ことり座」

森のしちりんやさん

木更津波岡こども食堂

大判焼き屋

焼きたて♪かわいい♪焼きドーナツ♪

ルートM(16日のみ)

今年も♡雑貨たくさんあります！

マフィン屋さん

箱を覗くと心に広がるP.ことり座の世界！

【みまち人形劇通り】 ❤マークが会場予定

自家製無農薬米ぬかくどで炊いておむすびに

今年は数量限定！早目にきてね♡10時半開店
えびせんとチョコバナナの販売をおこないます

⑮関東新聞販売所前
祝✨令和元年！スタンプラリー

べっこうあめ・りんごあめおいしいよ！

各種スイーツ取り揃えております！！

⑭光明寺与三郎通りP
縁をむすぶおむすび屋

もちつき、カレーライス、野菜などの販売
ちつき、カレーライス、野菜などの販売

年賀用100円写真館

そらのくじら

㉑第一商事P

成就寺

BLUE

お菓子とアクセサリーのおみせです！

⑱木一小グラウンド

⑳山孝P

㉕スパークルシティ
木更津

⑨富士見公園Ⅰ

さくらとはるかのおみせ

⑰

㉔みまち通り
剣寿司

ロープで作った橋を渡ってみよう。

おーでぃ商店

(2Fトイレ）

⑧富士見公園前通り
ゆうごくんちの肉まん屋さん

⑩富士見公園Ⅱ

②

赤ちゃん館

今日のお昼はサンドイッチとぽかぽかスープ

モンキーブリッジであそぼう

みーたくん家のおやつ屋さん

森田屋

田面通り

寺町分館

パン屋の昼ごはん(16日のみ)

モトヨシフォト
スタジオ

木更津 駅西 口

【回遊】

人権啓発グッズ配布(16日のみ)

④愛染院Ｐ

⑨富士見公園Ⅰ

⑰

与 三郎 通 り

授乳室おむつ交換所

大道芸ポイント

トムラ美容室

⑧富 士見公園前通 り

離乳食レストラン

救護室

①本部

2F

⑯選擇寺境内

選擇寺本堂

②寺町分館/赤ちゃん館
赤ちゃん広場(0,1,2歳児限定)

わたあめ・みそでんがく屋

そうざい屋ミツバ園（16日のみ） おいしいおいなりさんと白玉だんごあります

①本部/救護室
こどもまつり路線バス案内所

⑯選擇寺境内

⑱木一小グラウンド

クイズとあそびで昭和にタイムスリップ

10:30～ 100枚 / 11:30～ 100枚 販売
昭和のクイズコーナー

みまち通り

昭和のあそびコーナー①

第一商事P ＜地図㉑＞

昭和のあそびコーナー②/ゴール 愛染院P 絵はがきを書いてみよう

人形劇“これなあんだ？”

おいしい大判焼き、あります！
昔なつかし駄菓子販売

甘い物が食べたくなったらお立ち寄り下さい

森に集まった動物達！何みつけた？

けん玉ルパン

一度手にすると面白さが分かるけん玉へ挑戦！！

こま回し体験コーナー

こま回しのひもの巻き方から教えます。

わん＆にゃん

下町劇場(16日のみ)

【昭和の店】

犬じいさんと猫ばあさんのショートコント

街頭紙芝居・針金細工 路上文化をあそぶ

かねつな商店

通常営業

森田屋

こどもまつりうどん販売

久留里屋(16日のみ)
剣寿司

お米の販売

いなり1個と太巻1切れで1パック100円です

㉕スパークルシティ木更津
かずさエフエム生放送体験(16日のみ)

生放送番組に出演！スタジオ見学も！

