
さくらFM/78.7MHz  13：00～16：00（予定）
ケーブルテレビ（ベイコム 12ch）  11：00～14：00（予定）
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西宮市役所周辺ＭＡＰ

にしのみや市民祭り協議会　☎（0798）35-3458主 催

西宮市・西宮市教育委員会・西宮市議会共 催

11：00～18：30

特設ステージ（六湛寺公園北側）

10月22日土
令和4年にしのみや第47回

みんし まつ

楽しもう西宮！笑顔になろう西宮
！

つながろう西宮！

¡市民祭りにおいて、クラスタ―等が発生した場合は、ホームページ等で
　お知らせします。
¡来場する前に、自宅等で検温をお願いします。
¡適切なマスクの着用、手指消毒や手洗いをお願いします。

¡発熱や咳・咽頭痛など風邪症状がある場合、来場をお控えください。
¡会場内では、水分補給を除く飲食をお控えください（会場内飲食禁止）。
¡歓声や大声での会話はお控えください。
¡その他、スタッフの指示にしたがってください。

来場される皆さまへのお願い～新型コロナウイルス感染拡大防止策

ホームページ ▼

● パフォーマンスin西宮
● 西宮ミュージックライブ
● Dancing★甲子園★

※悪天候等の理由により開催中止、またはプログラムを一部変更する可能性
があります。
※新型コロナウイルスの感染状況等により、開催を中止する場合があります。
　最新の情報はホームページでご確認ください 。

※　 のプログラムは、出演関係者以外のカメラ等での撮影は禁止です。
　関係者であっても、主催者の発行する撮影許可証が必要です 。
※来場者の安全確保のため、市民祭りの会場及び周辺での小型無人航空機
（ドローン等）の飛行は、全面禁止とさせていただきます。

11：00～11：30● 開会セレモニー
● ゲスト

姉妹デュオ 「和太鼓 井上姉妹」出演予定！

屋内ステージ（アミティ・ベイコムホール）
11：30～

14：30～
16：50～

● パフォーマンス in 西宮（ダンス、合唱、和太鼓 など）
● 西宮ミュージックライブ（バンド演奏）
● Dancing ★甲子園★（ダンス競技大会）

11：30～16：00 みやたん、大道芸、ジャズ、お笑い など

防火・防災イベント 12：00～16：00
（最終受付 15：30）

● 消防体験コーナー
● 防災学習コーナー

水消火器の体験や消防車両の見学
地震体験車、パネル展示、映像、クイズ

議会体感ツアー 12：00～16：30
（最終受付 16：00）

子どもコーナー（市民会館1階）
11：20～16：30● 人形劇、紙芝居、お手玉、ゲーム など

会場内のチェックポイントを巡って、
謎解きにチャレンジしよう！
ゴールでは「みやたんグッズ」が当たる
抽選会を実施！

12:00～16:00
（最終受付15：00）
12:00～16:00
（最終受付15：00）
12:00～16:00
（最終受付15：00）
12:00～16:00
（最終受付15：00）

なぞときスタンプラリー

西宮市キャラクター

みやたんと遊ぼう！

※12：00から1時間毎に受付（計4回・各回250名） ©たかいよしかず

本会議場や議会棟を議員が案内。議会クイズなど
※12：00から1時間毎に出発（各回30分、計5回、定員あり）

ブース・バザール（六湛寺公園 ほか）
展示、ゲーム、体験、雑貨・小物・持ち帰り可能な食品（菓子、野菜、加工品）などの販売

11：00～16：00

ロット・エ・ガロンヌ県及びアジャン市
友好都市提携30周年記念のブース、
姉妹都市（奄美市、檮原町）のブースも！

参加者には記念品あり！
議場での記念撮影も可能！

当日会場及び会場周辺にて交通規制を行います。
駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮下さい。

Facebook ▼Instagram ▼ Twitter ▼



■えびす宮 総本社 西宮神社
■株式会社 ケア21
■株式会社 リリーフ

■ JFEスチール株式会社
■阪神電気鉄道株式会社
■株式会社 ベイ・コミュニケーションズ

■学校法人 関西学院
■辰馬本家酒造株式会社
■西宮医療連盟
■西宮商工会議所
■阪急阪神不動産株式会社
■阪神米穀株式会社

■日本中央競馬会 阪神競馬場

■株式会社 ECC
■大阪建設株式会社
■学校法人 大手前学園
■甲南電機株式会社
■神戸女学院
■株式会社 GEOソリューションズ
■ JTマーヴェラス
■徳島県すだち・ゆこう消費推進協議会
■中澤総業株式会社
■一般社団法人 西宮建設協会
■一般社団法人 兵庫県建設業協会 西宮支部
■西宮コミュニティ協会
■社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
■西宮市職員労働組合
■公益社団法人 西宮市シルバー人材センター
■一般社団法人 西宮青年会議所
■阪神低温株式会社
■株式会社 松田組
■株式会社 みなと銀行
■矢野葬祭株式会社
■株式会社 ヨシダ商事運輸

■弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所
　 （兵庫県弁護士会所属）
■株式会社 H＆Mエステート
■キッザニア甲子園
■共栄紙業株式会社
■株式会社 信和建物
■大栄環境株式会社
■有限会社 田浦商店
■富田興業株式会社
■税理士法人 長沼税務会計事務所
■西宮・甲子園ヒーロー揚げ推進委員会

■西宮市管理職員等職員組合
■野村証券株式会社 西宮支店
■長谷工グループ
■学校法人 阪急学園
■医療法人 明和病院
■株式会社 ヤマサ環境エンジニアリング

■株式会社 新井組
■イタリア料理 仁木家
■甲南大学
■第一建設機工株式会社
■株式会社 大栄
■髙山産業ラビットビル
■株式会社 生瀬電気工業
■日本盛株式会社
■布亀株式会社
■フルール
■公益財団法人 堀江オルゴール博物館
■学校法人 武庫川学院

■社会福祉法人 尼崎武庫川園
■淡路島カレー＆カフェ ストロベリーフィールド
■淡路信用金庫 西宮支店
■株式会社 イースター式典社
■井阪運輸株式会社
■社会福祉法人 一羊会
■株式会社 いぬづか写真室
■有限会社 梅岡硝子
■株式会社 エクシング
■大関株式会社
■学校法人 大前学園 西宮甲英高等学院
■株式会社 オクダ金物
■株式会社 カナリー西宮工場
■金田運輸株式会社
■学校法人 甲子園学院
■甲子園防犯協会
■神戸トヨペット株式会社 西宮店
■株式会社 コーナン・メディカル
■株式会社 阪下建設
■さくらFM株式会社
■産業サービス販売株式会社
■株式会社 三弘建築事務所
■株式会社 ジオテクノ関西
■篠田実業株式会社
■株式会社 ジャパン・フード・サービス
■ジャパンサービス株式会社
■株式会社 スイカン
■Dining café asia
■谷矢製餡株式会社
■有限会社 ともも

■鳴尾連合自治会
■西宮戎ライオンズクラブ 
■西宮甲山ライオンズクラブ
■株式会社 西宮環境リサイクルセンター
■西宮観光協会
■西宮管工事業協同組合
■西宮くぐつ座
■西宮下水道メンテナンス事業協同組合
■西宮甲子園ライオンズクラブ
■一般社団法人 西宮高齢者事業団
■西宮市更生保護女性会
■公益財団法人 西宮市国際交流協会
■西宮市子ども会協議会
■西宮市商店市場連盟
■西宮市鍼灸師会
■西宮市内郵便局
■西宮市保護司会
■西宮市民共済生活協同組合
■西宮市民生委員・児童委員会
■公益社団法人 西宮納税協会
■西宮美術協会
■日世産業株式会社
■浜脇地区自治連合会
■阪急バス株式会社
■株式会社 ビィー・プランニング
■光ホームサービス株式会社
■学校法人 兵庫医科大学
■学校法人 兵庫県自動車学校
■一般社団法人
　 兵庫県宅地建物取引業協会 芦屋・西宮支部
■兵庫県電気工事工業組合 西阪神支部
■兵庫トランスポート株式会社
■兵庫ひまわり信用組合 西宮支店
■株式会社 双葉化学商会
■フレンテ西宮
■ホテル甲子園
■ホビーショップ Rauta
■松本金属株式会社
■峯松法律事務所
■森村測量設計株式会社
■山村ロジスティクス株式会社
■湯浅鉄工株式会社
■六甲保養荘

■鹿児島県奄美市
■高知県梼原町
■西宮ストークス
■株式会社 三井住友銀行 西宮支店

協賛企業・団体一覧

※9月22日時点

※敬称略・順不同


