
平成26年10月23日（木）

四街道市報道発表資料

　　「  第３８回四街道市産業まつり」を開催します  　　

　１１月８日（土）・９日（日）に中央公園をメーン会場として産業まつりを

開催します。

１　目的

　　　四街道市の経済基盤の確立と一層の発展を図るため、市内農産物、商工

業製品等の展示、即売等を通じ産業の発展状況を広く市民へ紹介すること

により、生産者及び商工業者、消費者との相互理解を深めることを目的と

して、「第３８回四街道市産業まつり　～みつめよう わがまち ふるさ

と四街道～」を開催します。

２　日時

　　　平成２６年１１月８日（土）１０時～１５時

　　　　　　　　１１月９日（日）１０時～１５時

３　会場

　＜（第１会場（中央公園）＞

　野菜や果実、花などの農産物や商工業製品等の即売を行います。

＜第２会場（武道館）＞

　消費生活展が行われ、各種展示、実演、手作りコーナーなどがあります。

＜第３会場（たこ公園）＞

　犬の飼い方教室を行います。

＜中央小会場＞

　「消防フェスティバル四街道2014」を開催します。



　４その他　

　　　　詳細については、別添のとおり

　

お問い合わせ先

四街道市環境経済部産業振興課

☎ ０４３－４２１－６１３３



日時 

四街道中央公園ほか

主催  
四街道市産業まつり実行委員会 

主催 
   四街道市産業まつり実行委員会 
   四街道市・千葉みらい農業協同組合・四街道市商工会  
 
賛助団体 
    株式会社ユニバーサルエンターテインメント四街道工場 
    日本郵便株式会社（四街道市内郵便局）  
     四街道工業団地協同組合 
   四街道市再資源化事業協同組合                      

     四街道市土木協力会 

                                     （五十音順）            

第３８回 四街道市 

四街道市・いんば農業協同組合・四街道市商工

日時 

   平成２６年１１月８日（土）・９日（日） １０時～１５時 ※荒天中止 
 
場所 

   四街道中央公園《第１会場》、武道館《第２会場》、たこ公園《第３会場》 
  中央小（消防フェスティバル四街道２０１４） 
 



１１月８日（土）　司会：ゴールデンボーイズ

時刻 メ イ ン ス テ ー ジ イ ベ ン ト 用 テ ン ト

10:00 オープニング太鼓（ふるさと太鼓）

10:10

10:20 開会式（主催者及び来賓挨拶）

10:30

10:40

10:50

11:00

11:10

11:20

11:30 四街道キャラクター紹介

11:40 （チーバくん、ワラビーくん、よつぼくん、モモちゃん）

11:50 伝統芸能（栗山ばやし）

12:00

12:10

12:20 演奏(四街道高等学校吹奏楽部）

12:30

12:40

12:50

13:00 歌謡ショー（出演者　槇しげお、さくら）

13:10

13:20

13:30

13:40 群馬県長野原町の郷土芸能

13:50 （上州應桑（おうくわ）関所太鼓）

14:00

14:10 よさこいソーラン踊り

14:20

14:30

14:40

14:50

15:00

＊8日（土）が中止となり、9日（日）のみの開催となった場合は、以下のように時間が変更となります。

9:40～ オープニング太鼓

10:10～ 開会式

10:30～ 四街道キャラクター紹介

以下同じ

ビンゴゲーム
＊第１会場内ゲーム用テント（テント№２２）にて、ビンゴゲーム
で買い物バッグとふるさと産品をプレゼント。ビンゴゲームの
カードを８日（土）の１０：３０～配布します（２００枚限定一人１枚
限り）。なお、バッグは１日５０個、ふるさと産品は１日３０個限
定。予定数が無くなり次第終了となります。抽選会は、１１：００
～開始します。（参加できるのは、小学生以上）

第 ３ ８ 回 四 街 道 市 産 業 ま つ り プ ロ グ ラ ム

銚子市の特産品販売など
【場所】第１会場内（テント№１３・１４）
【内容】銚子市の特産品の販売など

お笑い芸人「ゴールデンボーイズ」のライブショー 北茨城市の特産品販売など（北茨城市）
【場所】第１会場内（テント№１７・１８）
【内容】北茨城市の特産品の販売など

＊プログラムの内容は、天候などで変更することもあります。ご了承ください。

綿あめの無料引換券の配布
＊第１会場内ゲーム用テント（テント№２２）にて、子供達
（小学生以下が対象）に綿あめの無料引換券を、８日
（土）の１０：００～配布します。（１日２００枚（一人１枚限
り））。　引き換えは、綿あめテント（テント№２４）にて、
１０：３０～１３：３０の間で無料引換券と交換します。

苗木（コニファー苗木）の無料引換券の配布
＊第１会場内ゲーム用テント（テント№２２）にて、買い物
袋（ビニール袋は除く）を持参された方に、苗木（コニ
ファー苗木）の無料引換券を、８日（土）の１２：３０～配布
します。（１日１５０鉢（一人１鉢限り））。引き換えは、ゲー
ム用テント（テント№２２）にて、１４：００～無料引換券と交
換します。

　　　　　　　　　　閉会　　　　　　　　　　

とん汁又は太巻寿司の無料引換券の配布
＊第１会場内ゲーム用テント（テント№２２）にて、買い物袋（ビ
ニール袋は除く）を持参された方に、とん汁又は太巻寿司の無
料引換券を、８日（土）の１０：００～配布します。（１日２００枚・各
１００枚限定（一人１枚限り））。引き換えは、とん汁テント（テント
№２３）又は米料理テント（テント№６２）にて、１０：３０～１３：３０
の間で無料引換券と交換します。

犬の飼い方教室
【場所】 第３会場（テント№８１）
【内容】 動物愛護センター職員による犬のしつけ教室
　　　　　１回目　１０：３０～１１：００
　　　　　２回目　１３：３０～1４：００

消防フェスティバル四街道２０１４
【場所】中央小会場　１０：００～１４：３０



１１月９日（日）　司会：蓮華（れんげ）

時刻 メ イ ン ス テ ー ジ イ ベ ン ト 用 テ ン ト

10:00 オープニング太鼓（四街道太鼓みかさ会）

10:10

10:20

10:30 四街道キャラクター紹介

10:40

10:50

11:00 伝統芸能（亀崎ばやし）

11:10

11:20

11:30 歌謡ショー（出演者　加藤貞夫、内藤ひろ子）

11:40

11:50

12:00

12:10 演奏(四街道北高等学校吹奏楽部）

12:20

12:30

12:40

12:50

13:00 演奏（千葉敬愛高等学校マーチングバンド部）

13:10

13:20

13:30

13:40

13:50 ダンス（千葉敬愛高等学校ダンス部）

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40 閉会式（主催者挨拶）

14:50

15:00

☆その他のイベント

＊８日（土）１２：４５～１回目（日光市）テント№１６にて整理券配布及び抽選会（先着１００名まで）

　　　　　　　１４：１０～２回目（長野原町）テント№１５にて整理券配布及び抽選会（先着１００名まで）

北茨城市の特産品販売など（北茨城市）
【場所】第１会場内（テント№１７・１８）
【内容】北茨城市の特産品の販売など

ビンゴゲーム
＊第１会場内ゲーム用テント（テント№２２）にて、ビンゴゲーム
で買い物バッグとふるさと産品をプレゼント。ビンゴゲームの
カードを９日（日）の１０：３０～配布します（２００枚限定一人１枚
限り）。なお、バッグは１日５０個、ふるさと産品は１日３０個限
定。予定数が無くなり次第終了となります。抽選会は、１１：００
～開始します。（参加できるのは、小学生以上）

綿あめの無料引換券の配布
＊第１会場内ゲーム用テント（テント№２２）にて、子供達
（小学生以下が対象）に綿あめの無料引換券を、９日
（日）の１０：００～配布します。（１日２００枚（一人１枚限
り））。　引き換えは、綿あめテント（テント№２４）にて、
１０：３０～１３：３０の間で無料引換券と交換します。

苗木（コニファー苗木）の無料引換券の配布
＊第１会場内ゲーム用テント（テント№２２）にて、買い物
袋（ビニール袋は除く）を持参された方に、苗木（コニ
ファー苗木）の無料引換券を、９日（日）の１２：３０～配布
します。（１日１５０鉢（一人１鉢限り））。引き換えは、ゲー
ム用テント（テント№２２）にて、１４：００～無料引換券と交
換します。

　　　　　　　　　　閉会　　　　　　　　　　

・ガラポン抽選による無料配布

とん汁又は太巻寿司の無料引換券の配布
＊第１会場内ゲーム用テント（テント№２２）にて、買い物袋（ビ
ニール袋は除く）を持参された方に、とん汁又は太巻寿司の無
料引換券を、９日（日）の１０：００～配布します。（１日２００枚・各
１００枚限定（一人１枚限り））。引き換えは、とん汁テント（テント
№２３）又は米料理テント（テント№６２）にて、１０：３０～１３：３０
の間で無料引換券と交換します。

犬の飼い方教室
【場所】 第３会場（テント№８１）
【内容】 市職員による犬の飼い方相談窓口
　　　　　１３：００～１５：００

消防フェスティバル四街道２０１４
【場所】中央小会場　１０：００～１４：３０



 野菜や果実、花などの農産物や商工業製
品等の即売を行います。また、姉妹都市リバ
モアから取り寄せたワインや、日中友好協会
による中国物産の販売、四街道市再資源化
事業協同組合では、古紙類（新聞、雑誌を３
ｋｇ以上）・空のペットボトル、アルミ缶10個以
上の資源物を持参した方にトイレットペー
パーの無料配布が行われます。 
 なお、古紙類は、別々に束ねて、ペットボト
ル・アルミ缶は、軽くすすいで持参してくださ
い。また、古本の販売も行われます。 
 １１月８日（土）には、長野原町と日光市の
ブースにおいて各々先着１００人様に、ガラ
ポン抽選により賞品（空クジなし）を無料で配
布します。 
 舞台では、太鼓の演技、歌謡ショー、よさこ
いソーラン踊り、お笑い芸人ゴールデンボー
イズのライブなどが行われます。 
※長野原町と日光市は水資源、北茨城市
（災害時における相互応援協定の締結）と銚
子市は市の焼却灰の最終処分場でお世話
になっている自治体です。 

第２会場（武道館） 第３会場（たこ公園） 

※会場の配置は変更することもあります。 
 
※限りある資源を大切にするためにも、
マイバック（買い物袋）をお持ちになり、レ
ジ袋の削減にご協力ください。 

問い合わせ 
産業まつり実行委員会事務局 
043-421-6133･043-421-6134 

会 場 案 内 図 
第１会場（中央公園） 

 たこ公園では、犬の飼い方教室を行います。  消費生活展が行われ、各種展示、実演、手作りコー
ナーなどがあります。 
また、武道館駐車場では障害者支援団体の物品販売
や、蕎麦販売などを行います。 

会場周辺 

ＭＡＰ 

中央小会場（中央小） 

 「消防フェスティバル四街道２０１４」開催！ 



　　　　（先着３０名）

　こども用 (120㎝・140㎝）

「もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」

※会場には、駐車場・駐輪場はありませんので、市役所駐車場をご利用ください。

問い合せ先　四街道市消防本部総務課　電話０４３－４２２－２４７５　

各種体験コーナー、キッズコーナー、スタンプラリーなど、
　　　　　　　　　　　　たのしいコーナーがたくさんあるよ！
　　　　　　　　　（体験すると、景品がもらえるよ！）数に限りがあります。

※当日、総合案内所で受付

※当日、救助隊コーナーで整理券配布 ※大人用
　　　　　　　　　（各回、先着３０組）

平成２６年度　全国統一防火標語

防火服・救助服 
着装体験 

AED応急手当体験 
大声コンテスト 

「火事だ～！○○」 

消防ホース 
展張ボウリング 

はしご車乗車体験 




