２０２０ ● オリンピックとパラリンピックを応援する
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小さな奉仕で大きな夢を！

４・２６ 日 ）
４・２６（
オープニング ステージ

１０：００～

外 環 道
みさと公園

芝桜まつり

外環道・芝桜ゾーン

阿波踊り・和太鼓
芝桜ゾーン・水上テラスを踊る
阿波踊り（流し・組踊り）

青空市場・Ｂ級グルメ

キャラバン活動

あなたが主役

会場 み: さと公園

ギネスに挑戦！

エコキャップを集めて、
ポリオ撲滅と
オリンピックを応援

１円玉を集めて、
地球一周・
オリンピックを応援

地球１周 ４万ｋｍ

「埼玉県おもてなし大賞」

時計塔広場
屋根付広場前

当日 特別イベント開催予定
大賞

『三富今昔
語りべ館』等
石坂産業（株）

特別賞

バーベキュー場脇
中央テラス
阿波踊りコース
屋根付き広場

２０１４年ビクターエンタテイメント
VERSIONMUSIC よりメジャーデビュー。。

芝桜ゾーン

http://www.omotenashitai.org/
連携協働

まごころの連鎖

『おもてなし隊』
国際ロータリー第２７７０地区

ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会

日本風景街道

一 般 財 団 法 人 １ 円 く ん まご ころ 財 団

国土交通省・東日本高速道路株式会社
公益財団法人埼玉県公園緑地協会（みさと公園）

三郷中央ロータリークラブ（日本風景街道）

南越谷阿波踊り振興会

連絡先 〒３４１－０００３ 埼玉県三郷市彦成３-７-９-１０２ ＴＥ Ｌ ０４８-９５０-３１００ ＦＡＸ ０４８-９５０-３２００ ooi@npo-hurusato.org

http://polus.co.jp/

ペットボトルキャップと１円玉(２０枚以上)をいっぱい集めておもてなし隊のイベ
ントに行こう！ もれなく、おもてなし隊ライセンスバッチをプレゼントします。
JAPAN FESTA 2015

in

MISATO

タイムスケジュール
＊ １０：００～１０：２０
＊ １０：３０～１１：００
＊ １１：００～１１：０５
１１：３０～
１１：５０～１３：００
＊ １２：３０～１２：５０
＊ １３：００～１３：３０
＊ １３：３０～１５：００

呼び込み太鼓 創作太鼓 「豊屋」
第１部 ライブ クリアーズ
サイン会・ＣＤ販売（１１：００～１２：００）
阿波踊り鳴り物ライブ
スタートライン（バーベキュー場脇）までパレード
阿波踊り流し踊りスタート（バーベキュー場脇）
阿波踊り流し踊り・組踊り（中央テラス・芝桜ゾーン）
和太鼓ライブ
創作太鼓「豊屋」
第２部 ライブ クリアーズ
サイン会・ＣＤ販売（１３：３０～１４：３０）
阿波踊り組踊り～フィナーレ
（木村連・巴連・翔鳳連・丸若連・無双連・合同連）

芝桜まつり・阿波踊り・和太鼓
青空市場・Ｂ級グルメ

４/２６ （日）

「埼玉県おもてなし大賞」
大 賞

（雨天時はスケジュール変更の場合があります）
＊印は屋根付き広場が会場です。

ＰＡＲＫ

三富今昔語りべ 館
石坂産業（株）

http://www.ishizaka-group.co.jp/
・三富の歴史・文化を五感で体験す
る施設「三富今昔語りべ館」を設
置し、体験を通しておもてなし
・ ホスピタリティコーディネーターの資格（ＮＰＯ法人認定）をもったス
タッフがお客様をお出迎え
・新鮮な地元野菜を使った食事を提供
対談：滝川クリステルさんと石坂産業（株）代表取締役 石坂典子・常務取締役 石坂靖子
（日本経済新聞社ＷＥＢ ＧＯＥＴＨＥの一部を抜粋）

“脱産廃屋”を掲げ躍進。所沢から世界標準を作る
靖子 はい。昔ながらの自然環境を再生しているので、たくさん
の動植物が住んでいると思いますよ。
典子 私たちは工場周辺の土地を借地・管理して、生物多様
性の改善を図るプロジェクトを行っています。もとは地域貢献の
一環として、手つかずの土地を無償で委託管理していたので
すが、それがどんどん広がってここまでになりました。
滝川 その活動が評価されて、2012年7月にJHEP（Japan
Habitat Evaluation and Procedure）認証の最高ランクAAAを
取得されたんですよね。当時、日本ではまだ御社と、アークヒルズ仙石山森タワーの2社だけだと。どう
いうところが、一番評価されたのでしょうか。

特別賞

http://www.kawagoe-clears.net/
・ご当地アイドルとファンがゴミ拾いなど
地域の美化活動を実施
・ 歌とダンスで地元イベントに参加し、観
光客をおもてなし

キャラバン活動

２０１４年ビクターエンタテイメント
VERSIONMUSIC よりメジャーデビュー。

流山市と連携協働の『ながれやまアイスワー
ルド』（写真）から始まったキャラバン活動は、
みさと公園でも行ないます。

新たに『川越クリアーズ』が、まごころの
連鎖『おもてなし隊』のイメージガールズグ
ル―プ（親善大使）として、さまざまなイベ
ント参加し活動します。

３/２９（日）・４/２６（日）・５/３１（日）・６/２８（日）

２０２０ ● オリンピックとパラリンピックを応援する
まごころの連鎖 『おもてなし隊』 ネットワーク
主

管：ＮＰＯ法人 ふるさと街づくり推進協議会（代表理事：大井巳喜彦）
一般財団法人 １円君まごころ財団（理事長：佐藤とみ子）
登
録：埼玉県おもてなし力向上実行委員会（埼玉県知事 上田清司）
共
催：公益財団法人 埼玉県公園緑地協会
連携協働：国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所
東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所
日本風景街道２９８三郷 国土交通省関東地方整備局道路第 2 課
日本風景街道ビューポイント埼玉県営みさと公園
日本風景街道外環道花壇 川口信用金庫
高州４丁目交差点花壇 東日本高速道路株式会社関東支社
高州４丁目交差点花壇 埼玉県花壇 埼玉県県土整備部
高州４丁目交差点花壇 東京電力株式会社
高州４丁目交差点花壇 早稲田大学稲門会三郷支部
高州４丁目交差点花壇 三郷経済同友会
高州４丁目交差点花壇 団地サービス・夢工房
高州４丁目交差点花壇 トーサイ・アポ株式会社
高州４丁目交差点花壇 松井産業株式会社

三郷公園入口交差点花壇 三郷市商工会
三郷公園入口交差点花壇 三郷ＲＣ，三郷中央ＲＣ，三郷ＷＲＣ
三郷公園入口交差点花壇 東日本高速道路株式会社三郷管理事務所
三郷公園入口交差点花壇 スペシャルオリンピックス埼玉陸上
三郷公園入口交差点花壇 ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会
三郷公園入口交差点花壇 法政大学埼玉県校友会
三郷公園入口交差点花壇 根っこクラブ
鷹野５丁目交差点花壇 法政大学スケート部
鷹野３丁目交差点花壇 ＪＡさいかつ
ビューポイントみさと公園花壇 高州３丁目東町会
ビューポイントみさと公園花壇 和太鼓「豊屋」４
ビューポイントみさと公園花壇 高州１丁目下新田町会
ビューポイントみさと公園花壇 スペシャルオリンピック埼玉陸上
ビューポイントみさと公園花壇 法政大学体育会スケート部
ビューポイントみさと公園花壇 ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会
ビューポイントみさと公園花壇 川口信用金庫
ビューポイントみさと公園花壇 三郷中央ロータリークラブ

このイベントは、『おもてなし隊』が中心となり、まごころの連鎖・小さな奉仕で大きな夢を！をスローガンに、２０２０ ● オリン
ピックとパラリンピックを応援することを主な目的に開催し、この活動に御賛同頂ける方の募集とＰＲ活動等を実施いたします。
主な活動は、地球一周「一円くん」まごころリレー（１円玉を集めてオリンピック・パラリンピックを応援）・エコキャップ（ペットボト
ルキャップを集めてポリオ撲滅の支援とオリンピック・パラリンピックを応援）で、あなたの協力でギネスに挑戦します。
小さな奉仕で 大きな夢を！
株式
会社

カーセブン MEGA 三郷店

ＴＥＬ ０４８-９５７-１０３１

カメラのテラジマ

現像・プリント・証明写真・スクールフォト
本店 千葉県流山市流山２-２９４
トーサイアポ 検索

トーサイアポ株式会社 本社
〒３４１-００２４ 埼玉県三郷市三郷３-１６-２

TEL ０４-７１５９-５９８０
ＩＹ店 流山イトーヨーカドー １Ｆ
TEL ０４-７１５９-３９７１

ＵＲ都市機構 専門リフォーム

http://www.yumekobo-ds.com/

