
 
 

昨年の第１回の会場となった６施設に、越後妻有文化ホール・十日町市中央公民館「段十ろう」を新たに加え、７施設

を会場として開催しました。離れた会場間を回遊してもらうためにスタンプラリーも実施し、来場者は合計 1,686 名

でした。今回は市内の全高校から協力をしていただくこともでき、昨年を上回る 167 名の高校生がスタッフや出演者

として参加してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まちなか×GAKUENSAI 2018 開催しました 

【日  時】平成３０年 11 月 1１日（日） 10：00～15：00  

【会  場】アップルとおかまち・いこて・まちのす・わっかふぇ・段十ろう・分じろう・十じろう 

【主  催】NPO 法人市民活動ネットワーク ひとサポ 

【共  催】NPO 法人にぎわい 

【協    力】にぎわい知恵出しミーティング（まちなかにぎわいステーション「まちのす」）、アップルとおかまち 

わっかふぇ、十日町産業文化発信館「いこて」、越後妻有文化ホール・十日町市中央公民館「段十ろ

う」、十日町高等学校、十日町高等学校定時制、十日町高等学校松之山分校、十日町総合高等学校、

川西高等特別支援学校、松代高等学校、津南中等教育学校 

アップルとおかまち 

展示 

ゲーム 

手作りグッズコーナー 

いこて 

レストラン 

パフォーマンス 

まちのす 

高校生歌うま選手権 

 
写真神経衰弱 

 
メニューも考案し

て 50 食完売♬ 

 16 組が出場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

十じろう

体験教室 

わっかふぇ 

カフェ 

段十ろう 

パフォーマンス 

屋台 

分じろう 

屋台 

パフォーマンス 

教室 

ゲーム 

 
新せんべいピザを

総合生が命名！ 

 
キレッキレ！サ

イリウムダンス 

 
おにいさんおね

えさんが先生 

 
空手キッズの 

見事な上段蹴り！ 



まちなか×GAKUENSAI 2018 報告書 
【開催趣旨】                                                                                         

★高校生の自主性、社会貢献性、地域への愛着を育んでもらう 

★まちなかステージ７施設の協働から、まちなか全体の連携を図る 

★まちなかで創出したにぎわいを、市全体へ広げる 

【日  時】                                                                                         

平成３０年 11 月 1１日（日） 10：00～15：00  

 

【会  場】（※順不同）                                                                               

アップルとおかまち（展示、ゲーム、手作りグッズコーナー） 

いこて（レストラン、パフォーマンス） 

まちのす（高校生歌うま選手権） 

わっかふぇ（カフェ） 

段十ろう（パフォーマンス、屋台） 

分じろう（屋台、パフォーマンス、教室、ゲーム） 

十じろう（展示、体験教室） 

 

【参加高校】（※順不同）                                                                               

十日町高等学校 

十日町高等学校定時制 

十日町高等学校松之山分校 

十日町総合高等学校 

川西高等特別支援学校 

松代高等学校 

津南中等教育学校 

 

【開催形態】                                                                                           

（主  催）NPO 法人市民活動ネットワーク ひとサポ 

（共  催）NPO 法人にぎわい 

（協    力）にぎわい知恵出しミーティング（まちなかにぎわいステーション「まちのす」） 

アップルとおかまち 

わっかふぇ 

十日町産業文化発信館「いこて」 

越後妻有文化ホール・十日町市中央公民館「段十ろう」 

十日町高等学校 

十日町高等学校定時制 

十日町高等学校松之山分校 

十日町総合高等学校 

川西高等特別支援学校 

松代高等学校 

津南中等教育学校 

  



【開催内容】                                                                                           

アップルとおかまち                                         

〖企  画〗：展示、ゲーム、手作りグッズコーナー 

〖参加高校〗：十日町高校（写真部、美術部）、総合高校（写真部、ファッションサークル）、 

松代高校（写真部） 

〖スケジュール〗：11/ 8 事前準備（会場設営 等。） 

9 事前準備（会場設営 等。） 

11 9：00～ 集合、会場設営 

10：00～ 開始 

15：00   終了 

〖内  容〗 

■展示〈10：00～15：00〉 

・写真作品展（十日町高校、総合高校、松代高校：写真部） 

・美術作品展（十日町高校：美術部） 

・ファッションサークル作品展（総合高校） 

■ゲーム〈10：00～15：00〉 

・写真を使ったパズル（十日町高校：写真部） 

■手作りグッズコーナー〈10：00～15：00〉 

・オリジナルしおり、ポストカード（十日町高校：美術部） 

 

いこて                                                

〖企  画〗：レストラン、パフォーマンス 

〖参加高校〗：十日町高校（パフ—マンス）、総合高校（レストランスタッフ、パフォーマンス）、 

松代高校（レストランスタッフ、パフォーマンス） 

〖スケジュール〗：レストランチームは適宜会議開催 

11/6  パフォーマンスチーム：合同会議（段十ろう出演者含） 

7  レストランチーム：エフエム十日町にて PR 収録（放送：10 日） 

11  9：00～ 集合、会場設営 等 

11：00～14：00 GAKUENSAI レストラン 

13：30～15：00 パフォーマンス 

15：00   終了 

〖内  容〗 

■ＧＡＫＵＥＮＳＡＩレストラン（いこて×高校生） 

【開店：11：00】限定 50 食。なくなり次第終了。（※実際は 70 食以上を提供） 

《メニュー》※いこてと高校生とで考案。 

『十日町 GAKUENSAI ランチ』 ￥1,200（１ドリンク付き） 

〜おしながき〜  もちろん ALL 十日町産♪ 

▽あまーいカボチャのスープ 

▽秋の実りサラダ 

▽妻有ポークを詰めたトマトのオーブン焼き 

▽れんこんカレー 

▽柿のデザート 



■パフォーマンス 

（司会）：YULIA 、I wish "Hip Hop Dance!!" 

13：30 ～ ＯＲＡＮＧＥ（ダンス：十日町高校） 

13：45 ～ デス ニョォ（ダンス：十日町高校） 

14：10 ～ ID＝Horta（サイリウムダンス：総合高校） 

14：25 ～ Loneliness（サイリウムダンス：十日町高校） 

14：35 ～ YULIA（ソロダンス：十日町高校） 

14：50 ～ I wish "Hip Hop Dance!!"（ダンス：十日町高校） 

※最後は出演者全員でダンス 

 

まちのす                                               

〖企  画〗：高校生歌うま選手権 

〖参加高校〗：十日町高校（6 名）、十日町高校定時制（1 名）、総合高校（2 名）、松代高校（6 名）、 

津南中等教育学校（2 名） 

 

〖スケジュール〗：11/11 9：00～ 集合、会場設営 

10：30～ 出演者集合、説明 

11：00～  開演 

14：00    終了 

 

〖内  容〗 

■高校生歌うま選手権【開演：11：00】 

・市内の高校生による歌唱力ナンバー１決定戦 

・審査は審査員の採点により行う（機械の採点機能は使用しない） 

・参加賞、個人賞を設定（※賞品、参加賞は、NPO にぎわいより提供） 

1 位：QUO カード：10,000 円分 

2 位：QUO カード： 5,000 円分 

3 位：QUO カード： 3,000 円分 

参加賞：QUO カード： 1,000 円分 

 

（司   会）井口 淳 氏（エフエムとおかまち、にぎわい知恵出しミーティング） 

（審査委員長）田口 好世 氏（雪の華（ゴスペル）） 

（審 査 員）山田 響平 氏（クロスナイン（バンド）） 

樋熊 秀行 氏（神邑会（詩吟）、にぎわい知恵出しミーティング） 

西野 和貴 氏（にぎわい知恵出しミーティング） 

井口 淳 氏（エフエムとおかまち、にぎわい知恵出しミーティング） 

 

（結   果） 

1 位：No.14 十日町高校 2 年 男子生徒 

2 位：No.3   津南中等 2 年 男子生徒 

3 位：No.2   松代高校 2 年 女子生徒 

 



〖出演者〗16 組 17 名 

出演順 高校 学年 歌唱曲（歌手名） 

１ 十日町高校定時制 １ ハナミズキ（一青窈） 

２ 松代高校 ２ 社会の窓（クリープハイプ） 

３ 津南中等 ２ 灰色と青（米津玄師） 

４ 十日町高校 

十日町高校 

１ 

１ 

瞬き（back number） 

５ 総合高校 ２ アボカド（yonige） 

６ 松代高校 ３ シャルル（バルーン） 

７ 松代高校 １ DAZE（じん） 

８ 十日町高校 ３ Love Letter（GACKT) 

９ 十日町高校 １ イチブトゼンブ（Ｂ'z） 

10 十日町高校 ２ たばこ（コレサワ） 

11 津南中等 2 To be with you（Mr.Big） 

12 総合高校 ２ 大不正解（back number） 

13 松代高校 ２ HANABI（Mr.CHILDREN） 

14 十日町高校 ２ 歌うたいのバラッド（斉藤和義） 

15 松代高校 ３ それがあなたの幸せとしても 

（ボーカロイド） 

16 松代高校 ３ 11 文字の伝言（Sound Horizon） 

 

 

わっかふぇ                                              

〖企  画〗：カフェ 

〖参加高校〗：総合高校（カフェスタッフ） 

 

〖スケジュール〗：適宜会議開催 

11 日  9：00～ 集合、会場設営 

10：00～ 開始 

15：00   終了 

 

〖内  容〗 

■ＧＡＫＵＥＮＳＡＩカフェ（わっかふぇ×高校生） 

【開店：10：00】 

《メニュー》 

・米粉で作る「せんべいピザ」 

（※新メニュー「チキンマヨネーギ」を、この日より販売開始。命名は総合高校生） 

・手作りだんご 

・コーヒー など 

 

 

 



段十ろう                                               

〖企  画〗：パフォーマンス、屋台 

〖参加高校〗：十日町高校（パフォーマンス、屋台）、総合高校（パフォーマンス、屋台）、 

松代高校（パフォーマンス） 

 

〖スケジュール〗：11/6  パフォーマンスチーム：合同会議（いこて出演者含） 

11  9：00～ 集合、会場設営 等 

10：00～12：00 パフォーマンス 

10：00～15：00 屋台 

15：00   終了 

 

〖内  容〗 

■パフォーマンス 

（司会）：ORANGE 

10：00 ～ 吹奏楽アンサンブル（十日町高校：吹奏楽部） 

10：40 ～ Loneliness（サイリウムダンス：十日町高校） 

10：50 ～ デス ニョォ（ダンス：十日町高校） 

11：15 ～ ID＝Horta（サイリウムダンス：総合高校） 

11：30 ～ ORANGE（ダンス：十日町高校） 

 

■屋台（studio-H5×高校生） 

《メニュー》 

・わたあめ：無料 

 

分じろう                                                                                                       

〖企  画〗：屋台、パフォーマンス、教室、ゲーム 

〖参加高校〗：十日町高校（空手部、屋台スタッフ）総合高校（屋台スタッフ）、 

川西高等特別支援学校（カフェ リバーウエスト） 

 

〖スケジュール〗：10 日 前日準備（※器機搬入 等。） 

11 日   9：00～ 集合、会場設営 

10：00～  11：00 カフェ リバーウエスト、太鼓の達人！ 

10：00～  15：00 フォルトネット屋台、コラボ甘味屋台 

13：00～  14：30 空手演武・教室 

15：00   終了 

 

〖内  容〗 

■ＧＡＫＵＥＮＳＡＩ屋台 

〖カフェ リバーウエスト〗（川西高等特別支援学校） 

・紅茶（無料） 

・紅茶パック作り体験 

 



〖フォルトネット屋台〗（フォルトネット×高校生） 

《メニュー》 

 ・カレー：300 円 

・クロワッサン：300 円 

・ささだんご：100 円 

・からあげ：300 円 

・フライドポテト：200 円 

・クレープ：300 円 

 

〖コラボ甘味屋台〗（Yoriko さん×高校生）※大地の芸術祭「方丈記私記展」作品 

《メニュー》 

  ・ベリーサンド：250 円 

・うめぼし：250 円 

・妻有の果実ジェリー：250 円 

・湯あがりショコラ娘：250 円 

・坊ちゃんプリン/とうまめプリン：250 円 

・雪下にんじんとレモンのジャム：400 円 

 

■パフォーマンス、教室 

〖Let's 空手道 2018〗（十日町高校：空手部） 

・空手演武と子ども向けの空手教室 

 

■ゲーム 

〖太鼓の達人！〗（川西高等特別支援学校） 

 ・川西高等特別支援学校校歌バージョン 

 

十じろう                                                                                                          

〖企  画〗：展示、体験教室 

〖参加高校〗：十日町高校（書道部、理学部、英語部） 

〖スケジュール〗：10 日 前日準備（※会場設営 等。） 

11 日  9：00～ 集合、会場設営 

10：00～ 開始 

15：00   終了 

〖内  容〗 

■展示〈10：00～15：00〉 

・書道作品展（十日町高校：書道部） 

 

■体験教室〈10：00～15：00〉 

・書いて、描いて、創ってみよう！（十日町高校：書道部） 

・校長先生と科学で遊ぼう（十日町高校：加藤校長先生） 

・液体窒素を使って実験してみよう！（十日町高校：理学部） 

・英語で楽しもう（十日町高校：英語部） 



全会場                                                                                                      

〖企  画〗：スタンプラリー 

〖参加高校〗：十日町高校（スタッフ）、総合高校（スタッフ） 

 

〖スケジュール〗：11 日   8：30～ 集合、会場設営（段十ろう） 

9：00～ 会場設営（段十ろう以外） 

10：00～  開始 

15：00   終了 

 

〖内  容〗 

■スタンプラリー 

・全会場を回ってスタンプを集めると１回抽選 

等 玉色 本数 賞品 

１ 白 ４ クッキーギフト 

２ 黄 １０ チョコ大袋×２袋 

３ 緑 １５ 袋ラーメン（５食入り） 

４ 紫 ３０ せんべい（１袋） 

５ 赤 １６４ ペットボトル飲料 500ml（１本） 

カップ麺（１個） 

お菓子（１個） 

※どれか一つを選択 

  計   ２２３  

 

■景品交換所（ゴール） 

（場  所）：段十ろう 

（景品交換）：７４個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ブース一覧】                                                                                      

 

 

ブース名 高校名 部活名 生徒人数

アンサンブル 吹奏楽部 28

デス　ニョオ 2

ORANGE(オレンジ) 2

Loneliness 1

十日町総合高校 1

松代高校 1 35

美術作品展 美術部 7

写真作品展 写真部 16

ファッションサークル作品展 ファッションサークル —

写真作品展 写真部 —

写真作品展 松代高校 写真部 — 23

GAKUENSAIカフェ 十日町総合高校 ボランティアサークル 2 2

十日町高校 7

十日町総合高校 2

松代高校 6

津南中等 2 17

Let's空手道2018 十日町高校 空手部 16

カフェリバーウエスト スタッフ

太鼓の達人 ゲーム

フォルトネット屋台 十日町高校 スタッフ 1

コラボ甘味屋台 十日町総合高校 スタッフ 2 29

ギャラリー 作品展示 書道部 —

ﾌﾟﾚｲｽ1・2 英語で遊ぼう！ 英語部 10

校長先生と科学で遊ぼう 加藤校長先生

液体窒素を使って実験してみよう！ 理学部

創作ｽﾍﾟｰｽ 書いて、描いて、創ってみよう！ 書道部 15 27

I  wish“Hip Hop Dance” 20

デス　ニョオ

ORANGE(オレンジ)

Loneliness

十日町総合高校

松代高校

YURIA 十日町総合高校 1

十日町総合高校 ボランティアサークル 1

松代高校 スタッフ 2 24

十日町高校 生徒会執行部 1

十日町総合高校 生徒会執行部 9 10

167

段
十
ろ
う
に
記
載

スタンプラリー

屋外 ダンス

ダンス

ID＝Horta

ID＝Horta

アップルとおかまち

十日町高校

十日町総合高校

十日町高校

段十ろう

わっかふぇ

まちのす 高校生歌うま選手権 カラオケ

分じろう マーケット
川西特別支援学校

十日町高校

10

十じろう 十日町高校
工作ｽﾍﾟｰｽ 2

いこて

飲食店舗内 GAKUENSAIレストラン

全会場

生徒人数合計

施設名



【高校側参加人数（人）】                                                                            

   

【来場者数（人）】                                                                                  

   

 

【広報】                                                                                          

■SNS：ひとサポ facebook、分じろう・十じろうホームページへ投稿 

■ラジオ出演：「市報ラジオ十日町」にて「まちなか×GAKUENSAI」を PR 

（収録日）11 月 7 日 16：00～（放送日：11 月 10 日（土）） 

（出 演）藤田真理子氏（いこて）、松代高校生徒（いこてレストランスタッフ）２名 

■イベントチラシ（こどもチラシ）：印刷部数  5,000 部  

・市内保育園、幼稚園、小学校、公民館、市役所支所、観光案内所、関係施設へ配布 

■イベントポスター：印刷部数  100 部（※予備含 130 部到着） 

《掲示場所》（121 か所） 

学校 市内保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校 

商店街 本町１丁目 段十ろう、朝日堂、床屋なおい 

本町２丁目 分じろう、アップルとおかまち、わっかふぇ、十交タクシー 

スズキ薬局、飯塚テレビ電化、滝沢印刷、滝長商店、みのや食堂、 

二見屋菓子店、カットサロン 2011 

本町３丁目 十じろう、まちのす、ガトータカダヤ、月見屋、桃林堂、 

サヨ美容室、中央印刷、いかりや、カネコ写真館 

本町４丁目 阿部善食料品店 

本町５丁目 いこて 

駅通り 島田薬局、めがね工房ハトヤ 

その他 市内 公民館、市役所支所、観光案内所、情報館、キョロロ、博物館、 

キナーレ、クロステン、エフエムとおかまち、 

食料品と惣菜の店だいも、源太寿司 

生徒 教員 計

128 10 138

18 1 19

9 2 11

10 3 13

津南中等教育学校 2 0 2

167 16 183

松代高校

川西特別支援学校

合　計

十日町高校

十日町総合高校

アップルとおかまち 200

いこて 250

まちのす 250

わっかふぇ 156

段十ろう 300

分じろう 300

十じろう 230

合計 1686



〈主催〉
NPO法人 市⺠活動ネットワーク ひとサポ
（H30 十日町市協働のまちづくり推進委託事業）

〈共催〉
NPO法人 にぎわい

〈協力〉
にぎわい知恵出しミーティング、アップルとおかまち、いこて、わっかふぇ、段十ろう

十日町高等学校、十日町高等学校定時制、十日町高等学校松之山分校
十日町総合高等学校、川⻄高等特別支援学校、松代高等学校

〈後援〉
新潟日報社、十日町新聞社、十日町タイムス社、妻有新聞社、エフエムとおかまち

【問合せ】NPO法人 市⺠活動ネットワーク ひとサポ ☎：025-761-7444 （火曜定休）

11がつ11にち（にちようび）

ごぜん10じ ∼ ごご3じ

展⺬など アップルとおかまち レストランなど いこて

高校生歌うま選手権 まちのす カフェ わっかふぇ

パフォーマンス 段十ろう

屋台 など 分じろう 体験教室 十じろう

だんじゅう

ぶん じゅう

てんじ

こうこうせいうた せんしゅけん

やたい たいけんきょうしつ

まちなかでおマツリじゃあアア～！！

まちなか ×GAKUENSAI 2018
が く え ん さ い



まちなか×GAKUENSAIってなに？

■高校生歌うま選手権

【開演：11じ】

高校生歌手ナンバー１が決定！

【開始：10じ】

■展⺬

写真、美術さくひん など
■ゲーム

写真パズル など

■手作りグッズコーナー
ポストカード、しおり など

■GAKUENSAI
レストラン

【開店：11じ】

スペシャルメニュー登場！
■パフォーマンス

【開演：13じ30ぷん】
ダンス

■体験教室

ごぜんの部：10じ∼

ごごの部 ：13じ∼

科学、英語、書道などの

実験・体験！

■パフォーマンス

【開演：10じ】

吹奏楽アンサンブル

ダンス

※パフォーマンスは

午前中で終了します。

■GAKUENSAI屋台

【開店：10じ】

紅茶、甘味、フードなど
■パフォーマンス・

教室・ゲーム
【開始：10じ】

空手演武、

紅茶パック作り体験など

�おぢや

まちのす
/高校生歌うま選手権

十じろう
/体験教室

アップル
とおかまち

/展⺬ など

わっかふぇ

/カフェ

分じろう

/屋台 など

いこて
/レストランなど

え
き

ど
お

り

た
か

だ
ち

ょ
う

（
コ

モ
）

ど
お

り

国道 117号線

段十ろう

/パフォーマンス

つなん �

ラポート十日町

こくどう ごうせん

とおかまち

だんじゅう

ぶんじゅう

てんじ

こうこうせいうた せんしゅけん

やたいたいけんきょうしつ

かいえん

「まちなか」の７つの施設と、市内の高校生たちが協力して開催するGAKUENSAI（学園祭）です！７つの会場が、それぞれのアイデアでいろいろな企画を同時開催します！
しせつ しない こうこうせい きょうりょく かいさい がくえんさい

かいえん

かいてん

とうじょう

たいけんきょうしつ

ぶ

ぶ

かがく えいご しょどう

じっけん たいけん

やたい

かいてん

こうちゃ かんみ

きょうしつ

かいし

からてえんぶ

こうちゃ つく たいけん

かいえん

すいそうがく

てんじ

しゃしん びじゅつ

しゃしん

てづく

■GAKUENSAIカフェ

【開店：10じ】

一休みしてください。。。

かいてん

スタンプラリーも開催！ ７つの会場をみんなまわって景品をもらおう！
けいひんかいじょうかいさい

※企画内容、開始（開店、開演）時間は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

きかくかいじょう どうじかいさい

ひとやすこうこうせいかしゅ けってい

let's play together！

What？！

See you！！

かいし

ごぜんちゅう しゅうりょう



〈主催〉
NPO法人 市⺠活動ネットワーク ひとサポ
（ H30 十日町市協働のまちづくり推進委託事業）

〈共催〉
NPO法人 にぎわい

〈協力〉
にぎわい知恵出しミーティング
アップルとおかまち
いこて
わっかふぇ
段十ろう

十日町高等学校
十日町高等学校定時制
十日町高等学校松之山分校
十日町総合高等学校
川⻄高等特別支援学校
松代高等学校

〈後援〉
新潟日報社
十日町新聞社
十日町タイムス社
妻有新聞社
エフエムとおかまち 【問合せ】NPO法人 市⺠活動ネットワーク ひとサポ ☎：025-761-7444 （火曜定休）

2018. （SUN）
10：00 ∼ 15：00

展⺬など アップルとおかまち レストランなど いこて

高校生歌うま選手権 まちのす カフェ わっかふぇ

パフォーマンス 段十ろう

屋台など 分じろう 体験教室 十じろう

まちなか ×GAKUENSAI 
が く え ん さ い

「まちなか」の７つの施設と、市内の高校生たちが協力して開催するGAKUENSAI（学園祭）です！
７つの会場が、それぞれのアイデアでいろいろな企画を同時開催します！みなさん、ぜひ遊びに来て下さい！！

まちなか
で

おマツリじゃあアア～！！

※企画内容、開始（開店、開演）時間は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



ま ち な か × G A K U E N S A I  2 0 1 8 タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル

【展⺬】
■写真部作品展 ■美術部作品展 ■ファッションサークル作品展

【ゲーム】
■写真を使ったパズル

【手作りグッズコーナー】
■オリジナルしおり、ポストカードなど

【ＧＡＫＵＥＮＳＡＩレストラン】
《メニュー》GAKUENSAI限定 50食！『十日町GAKUENSAIランチ』 １ドリンク付き ￥1,200

【パフォーマンス】※出演順
・ORANGE（ダンス）
・デス ニョォ（ダンス）
・ID＝Horta （サイリウムダンス）
・Loneliness（サイリウムダンス）
・YULIA (ソロダンス)
・I wish "Hip Hop Dance!!" （ダンス）

【高校生歌うま選手権】

各校から精鋭が集結！高校生歌手ナンバー１が決定！

【ＧＡＫＵＥＮＳＡＩカフェ】

一休みしてください。。。
《メニュー》■米粉で作る「せんべいピザ」 ■手作りだんご ■コーヒー など

【パフォーマンス】※出演順
・アンサンブル（吹奏楽部）
・Loneliness（サイリウムダンス）
・デス ニョォ（ダンス）
・ID＝Horta （サイリウムダンス）
・ORANGE（ダンス）

【ＧＡＫＵＥＮＳＡＩ屋台】 ■ワタアメ（無料） ■スタンプラリー：景品交換所

【ＧＡＫＵＥＮＳＡＩ屋台】
《フード》■カレー ■フライドポテト■クレープ■クロワッサン ■笹だんご など
《ドリンク》 ■ソフトドリンク ■紅茶・紅茶パック作り体験（11：30まで）

【ゲーム】■太鼓の達人！

【演武・教室】

Let's空手道2018 

【体験教室】※お昼休憩をはさむブースもあります。

■液体窒素 ＋ 科学で遊ぼう ■書いて、描いて、創ってみよう！ ■英語で楽しもう

【展⺬】

■書道部作品展

まちのす

十じろう

わっかふぇ

分じろう

いこて

アップルとおかまち

段十ろう
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