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お囃子お囃子お囃子お囃子

※は下記【お囃子】欄参照

団体紹介団体紹介団体紹介団体紹介

チアリーディング部CACTUSチアリーディング部CACTUS

ダンス部The SEEKダンス部The SEEK

現在30名の部員で活動しています。笑顔と元気を届けられるよ
うに精一杯演技します！

本日は選抜チームでダンスを披露します。暑さに負けないパワフ
ルなダンスを披露します！

細田学園高等学校

皆 川 太 一（Gt） と 寺 地 美 穂（Sax） に よ る SMOOTH ＆
JAZZYなインストプロジェクト。
メジャーシーンで活躍するメンバーによる、ハイクオリティなグ
ルーヴとサウンドをお楽しみください！

Miho Terachi&Taichi Minagawa URBAN GROOVE SESSION

慶應義塾志木高等学校　器楽部
部員の多くが高校に入学してから音楽を始めた初心者たちです。
来年3月、久しぶりに皆様にお越しいただけるかたちで定期演奏
会を開催できたらと望んでおります。今日も精一杯のステージを
お届けします！

県立志木高等学校　吹奏楽部
県立志木高等学校吹奏楽部です。私たちは商業施設のイベントや
福祉施設などで演奏活動をしています。昨年度はコロナの影響で
ほとんど演奏することができませんでした。久しぶりの演奏なの
で緊張しますが、一生懸命演奏します。

（館在住）
東京藝術大学音楽学部邦楽科生田流箏曲専攻卒業及び、同大学院修士
課程修了。ゴルバチョフ元大統領歓迎レセプションでの演奏やウィー
ンフィルメンバーと共演や、ＮＨＫテレビ「にっぽんの芸能」などに
出演。現在は日本三曲協会、森の会、宮城合奏団に所属し、宮城社・
大師範として活躍中。
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武蔵野音楽大学声楽科卒業。東京オペラ・プロデュース研修科及び研
究科修了。ボイストレーナーや指導者、歌い手として活躍中。
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苑さん
人間国宝である故・中田博之氏に師事。昭和 43年より箏曲の指導や演
奏活動を続け、現在は志木市文化協会副会長。日本三曲協会に所属し、
埼玉県文化ともしび賞やシラコバト賞など受賞。

（柏町在住） 書道パフォーマンス鈴
すずき
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鳥さん
書家。志木市柏町にある書道教室を主宰し、現在１００名近い生徒が
学び中。文字指導関連の書籍出版や、書道パフォーマンスの経験も多数。
整った字形の中にも独特の美しさを持つ筆の線に定評あり。
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午
　
前

10：00～ 10：15 舘地区伝統芸能浦安の舞保存会

10：18～10：38 中野囃子連

10：41～ 11：01 宗岡下組囃子連

11：05～11：25 宗岡中組囃子連

午
　
後

15：45～ 16：07 上町囃子連

16：10～ 16：32 大塚囃子連

16：35～ 16：57 宿組囃子連保存会

17：00～17：22 市場はやし連

17：30～ 17：50 宿組囃子連保存会 狐童連

午
　
前

11：00～ 11：25 宿組囃子連保存会

11：25～11：45 宿組囃子連保存会 狐童連

11：50～ 12：15 上町囃子連

午
　
後

12：20～ 12：35 舘地区伝統芸能浦安の舞保存会

12：40～13：05 大塚囃子連

13：10～ 13：35 市場はやし連

13：40～14：05 中野囃子連

14：10～ 14：35 宗岡下組囃子連

14：40～15：05 宗岡中組囃子連
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日月 日7 31
午前10：00～午後7：00

会 場：志木市役所新庁舎及びいろは親水公園会 場：志木市役所新庁舎及びいろは親水公園

主催：新庁舎等完成記念事業実行委員会
共催：志木市 /志木市コミュニティ協議会 /志木市観光協会 /志木市商工会 /鹿島建設株式会社 /かたばみ興業株式会社

10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

10：00～ 14：00　ポイントめぐり時間

10：30～ 16：00　抽選時間

新庁舎・いろは親水公園
ポイントめぐり

お 囃 子キヅナ（綱）引き 水辺で輪おどり

いろはの渡し～祝舟～ いろはの渡し～祝舟～

模擬店販売
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左岸広場ステージ

中洲ゾーン

左岸船着場

左岸広場

開
会
式

舟運冷やしいろはうどん販売

グランドテラスステージ

市民ホール

新庁舎1階・４階  展示場　

グランドテラス

市民ホールコンサート

カパル・カッピー・あらちゃんと記念撮影！新庁舎３階

パネル展示

ステージプログラム　※ 詳細は裏面【ステージプログラム】欄でご確認ください。 お御輿

※ 詳細は裏面【市民ホールコンサート】欄でご確認ください。

※ 詳細は裏面【お囃子】欄でご確認ください。
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11：30～
12：00

13：00～
13：30

14：30～
15：002回目 3回目

※ 一般駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等の内容が変更になる場合がございます。
※ イベントをご覧になる際は、新型コロナウイルス感染症の予防のため、マスク着用と手洗い・消毒をしてお楽しみください！

10：00 お囃子パフォーマンス※
郷土芸能団体連合会

11：30 チア＆ダンスパフォーマンス
細田学園高等学校
チアリーディング部 / ダンス部

12：10 舟運いろはうどん大食いチャレンジ
MAX 鈴木さん

13：40 スムースジャズ演奏
MihoTerachi&Taichi Minagawa 
URBAN GROOVE SESSION

14：25 吹奏楽
慶應義塾志木高等学校 器楽部

15：05 軽音楽
県立志木高等学校 吹奏楽部

15：45 お囃子団体パフォーマンス※
郷土芸能団体連合会

17：30 演舞神楽
宿組狐童連

18：00 市内の御輿で 祝 完成！

19：00 閉会式

イベント一覧

お願い

国立音楽大学声楽科卒業。藤原歌劇団研究生を経て、イタリアで声楽
を学ぶ。国内外のセレモニーにも出演し、文化ともしび賞、下總皖一
音楽賞等を受賞。オペラ・ミュージカル・日本歌曲等、幅広いジャン
ルを歌い活躍中。

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院独唱専攻科修了。ボイス
トレーナーや合唱団の指導者として活躍中。新宿朝日カルチャーセン
ター、池袋コミュニティカレッジ、よみうりカルチャー荻窪にて人気
講座「アリアに挑戦」を開講中。

市内のお囃子団体（郷土芸能団体連合会）が郷土芸
能のパフォーマンスを披露します。
志木の歴史と伝統のあるお囃子を、ぜひお楽しみく
ださい！


