
ドローン使用禁止 ●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。

ごみの分別回収 ●　エコステーション（会場内２箇所）での分別回収にご協力ください。
●会場外からのごみの持ち込みはお控えください。

会場内飲食禁止 ●会場内では飲食をお控えください。また、会場外からの飲食物の持ち込みはお控えください。
（マイボトル等での水分補給を除きます）●会場内で購入した食品は持ち帰り、自宅等でお召し上がりください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策

屋内ステージ撮影禁止 ●　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。

●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。
…車両通行止（10時～17時）
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〈アイコン説明〉
車椅子対応トイレ 乳幼児ベッド／

おむつ換えスペース
授乳室

トイレ

祭り本部救護所・迷子センター
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みやたんと遊ぼう！
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●市民祭りにおいて、クラスター等が発生した場合は、ホームページでお知らせします。●自宅等で検温をしていない方は、祭り本部等に設置の検温器による検
温にご協力をお願いします。●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は入場をお控えくださ
い。●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。

消防体験コーナー

六湛寺南公園

Agrista
大手前大学 生協学生委員会
甲子園短期大学 みんなみんな集まれの会
Tri color
なるなるファーム
バウワウボール
HoL＋
Work Work（わくわく）大学

社会福祉法人 尼崎武庫川園
社会福祉法人 一羊会 すずかけ作業所
関西大学校友会 西宮支部
きんとーん作業所
NPO法人 スペシャルオリンピックス
日本・兵庫・西宮プログラム

西宮市更生保護女性会
西宮市婦人共励会
一般社団法人 西宮青年会議所
NPO法人 西宮てらこや
特定非営利活動法人 夢っとぴあ

社会福祉法人 関西中央福祉会
平成リハビリテーション専門学校
さくらFM株式会社
一般社団法人 西宮建設協会
西宮コミュニティ協会
西宮市明るい選挙推進協議会
西宮市環境衛生協議会
公益財団法人 西宮市国際交流協会
社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
西宮市消費者団体連絡会
西宮市鍼灸師会

西宮市地域自立支援協議会
（みやっこ会議）
一般社団法人 西宮市手をつなぐ育成会
西宮市ノーマライゼーション推進協議会
西宮市美化企画課
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
西宮鍼灸マッサージ師会
西宮地区薬物乱用防止指導員協議会
公益社団法人 西宮納税協会
認知症の取り組みに関する検討会
兵庫県地球温暖化防止活動推進員
西宮支部
兵庫県電気工事工業組合 西阪神支部
株式会社 ベイ・コミュニケーションズ
訪問看護ステーションネットワーク西宮
ボーイスカウト西宮連合会

奄美市・西宮市交歓の会
西宮市ロット・エ・ガロンヌ県及びアジャン市
友好都市提携30周年事業実行委員会
雲の上のまち ゆすはら

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 西宮高齢者事業団
さくらやまなみバス利用促進協議会
＆「ぐるっと生瀬」運行協議会
西宮観光協会
西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会
西宮洋菓子研究会
徳島県すだち・ゆこう消費推進協議会

大学コーナー

団体バザール

ふるさとブース

※令和4年9月22日時点

西宮市役所周辺ＭＡＰ

11：00～18：30
10月22日土
令和4年

楽しもう西宮！笑顔になろう西宮
！

つながろう西宮！

にしのみや第47回

みんし まつ

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
ホームページ ▼

Facebook ▼Instagram ▼ Twitter ▼

友好都市ブース

観光コーナー

ブース・バザール出店（展）団体一覧

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

朝野ケアシステム株式会社
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
野村證券株式会社 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



なぞときスタンプラリー
12:00～16:00（最終受付 15:00）開催時間

受付テントで参加シートを配布します。（表紙のMAP参照）参加方法

出演時間 内　容 出演者等

みやたんマーチ&みやたん音頭

ジャズミュージック

お笑いヒーローショー

みやたんマーチ&みやたん音頭

お笑いトークショー

屋外ステージフィナーレ

西宮市キャラクター みやたん、西宮ご当地ゆるキャラ ふくみみ福ちゃん
（「みやたんマーチ&みやたん音頭」をみやたんと一緒に踊ろう！！）

トランぺット 横尾 昌二郎、テナーサックス 武井 努、ピアノ 杉山 悟史、
ベース 澤田 浩輔、ドラム 窪 龍樹

スマイルパフォーマーQちゃん

西宮市キャラクター みやたん、西宮ご当地ゆるキャラ ふくみみ福ちゃん
（「みやたんマーチ&みやたん音頭」をみやたんと一緒に踊ろう！！）

安田大サーカス団長安田、代走みつくに

姉妹デュオ『和太鼓　井上姉妹』

出演時間 内　容 出演者等

11:30～13:30

13:45～13:55

14:30～16:20

16:30～16:45

16:50～18:30

パフォーマンスin西宮

ゲストパフォーマンス（合唱）

西宮ミュージックライブ

ゲストパフォーマンス（島唄）

Dancing☆甲子園☆

山口子ども太鼓クラブ"祭"、 Chocolat 、チアダンスチーム DEARS/Blue Dears

Spindle B.C.、夙川 Happy Rabbits、 DANCE JEWELRY 、 THE ASIAN ROSES

水野啓子バトンスクール、西宮親子フラサークル

西宮市子ども会文化サークル連盟広田くるくる

ファイヤーバーズバトン＆チアリーディングクラブ、KIZ ANGEL

西宮少年合唱団

Nishinomiya City Jazz Orchestra、ミュージックタウンコウシエン、今津フレンドリーキッズ
大手前大学Jazz Skyscraper

岩尾優子（奄美市・西宮市交歓の会より）

〈出場チーム〉

PUA☆PUA、J ・ B ・ R、兵庫県立西宮高等学校ダンス部、 PASTEL☆LOVE

どーなつ、KDTダンスファクトリー Jr、 KDTダンスファクトリー キッズ

Kabu crew、Couleur

（17：54 ～）ゲストパフォーマンス RYO-TA／小瀧涼太

（18：06～） 結果発表&表彰式

（18：21～） 優勝チームパフォーマンス（グランドフィナーレ）

（協賛）鹿児島県奄美市、高知県梼原町、西宮ストークス、JTマーヴェラス
徳島県すだち・ゆこう消費推進協議会

市民が主役! 市民主体のダンスやバンド演奏など多彩な演目をホールでゆったり鑑賞しよう！

出演時間 内　容 出演者等

開会セレモニー

実行委員長
ファンファーレ　トランペット 横尾 昌二郎

にしのみや市民祭り協議会 会長、西宮市長、西宮市議会議長

姉妹デュオ『和太鼓　井上姉妹』

開会宣言

主催者あいさつ・来賓紹介

オープニングパフォーマンス

みやたんと遊ぼう！

参加者には記念品あり！ 議場での記念撮影も可能！参加者にはもれなく景品が当たるよ♪

12:00～16:30（最終受付 16:00）開催時間

議会棟 1階
本会議場や議会棟を議員が案内し、
議会クイズなどを実施！

受付場所

内　容

〈ツアー出発時間〉（計5回）
①12：00　②13：00　③14：00
④15：00　⑤16：00

〈参加シートの配布時間〉（計4回）
①12：00　②13：00　③14：00
④15：00

西宮市キャラクター

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。

内　容 会場内のチェックポイントを巡って、なぞときにチャレ
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！

※各出発時間とも定員は48名です
※各出発時間とも定員は250名です。

屋外ステージでのイベント（六湛寺公園北側） 11：00～16：00

屋内ステージでのイベント（アミティ・ベイコムホール） 11：30～18：30

11：00～16：30子どもコーナー
人形劇・紙芝居（101会議室）

お手玉コーナー（ギャラリー）

お楽しみコーナー（南玄関前）

11:20～ 人形劇サークル　プップとペペ（人形劇）
 「三びきのやぎのがらがらどん」
12:00～ 人形劇子ども講座受講生（人形劇）
 たべものとヒーロー
 「たべものとヒーローのぼうけん」
 パクパクパニック「ふしぎなぼうけん」
12:40～ 高須文庫（大型紙芝居ほか）
 「5ひきのこぶたのチャールストン」
 「はらぺこあおむし」
 「コートの話」
13:20～ おはなし畑（大型紙芝居・人形劇）
 「うさぎとかめ」「赤ずきんちゃん」
14:00～ グループ玉手箱（人形劇）
 「はらぺこあおむし」
 「へこまされたきつね」
14:40～ おはなしわくわく便（スクリーン絵本・人形劇）
 「オカピぼうやのちいさなぼうけん」
 「ともだち vol4 」
15:20～ 人形劇団えぷろん（人形劇）
 「ももいろキャベツ」
16:00～ スマイルパフォーマーQちゃん

～16:00 お手玉の会による「お手玉遊び」

～16:00 スマートボール、スーパーボールすくい
 木のさかなつり など

会場：西宮市民会館1階・南玄関前
西宮にゆかりのあるアーティスト、お笑い芸人が出演 ！ みやたんにも会えるよ♪

11:45～12:05

12:30～13:00

13:20～13:50

14:00～14:20

14:40～15:10

15:30～16:00

QUIZ 議会体感ツアーTOUR

六湛寺公園南側（表紙のMAP参照）場　所

ロープで木登り体験をするイベント
※当日の参加申込はできません（事前申込制）

内　容

ツリーイング

祭り本部付近（表紙のMAP参照）場　所

にしのみや市民祭りのSNSをフォロー・いいね！して
景品をゲットしよう！
※各回景品なくなり次第終了

内　容

SNSフォローキャンペーン

12:00～16:00（最終受付 15:30）開催時間

①11:30～　②14:00～開催時間

市役所前線道路、市役所第二庁舎１階場　所

地震体験車、パネル展示、映像、クイズ
※整理券配布などにより定員制とする場合があります
※地震体験車は身長制限あり

内　容

防災学習コーナー

ふるさとブース団体バザール大学コーナー

観光コーナー友好都市ブース

11:00～16:00

市役所本庁舎東側
六湛寺公園、六湛寺南公園
（表紙のMAP参照）

場　所

展示、ゲーム、体験、雑貨や持ち帰り可能な食品
（菓子、野菜、加工品）などの販売

内　容

ブース・バザール

フランスの友好都市提携30周年の記念ブースも必見！
（ロット・エ・ガロンヌ県及びアジャン市）

12:00～16:00（最終受付 15:30）開催時間

市役所前線道路場　所

消防車両の見学や水消火器取り扱い体験などを実施！
※整理券配布などにより定員制とする場合があります

内　容

消防体験コーナー


