
             ５月４日タイムスケジュール（晴天用）                          【食の祭典 出店】 
 

野外ステージ（校庭）  
 

 10：00～10：30  （挨拶）小泉和弘 

 10：35～11：05   綱川智彦 

 11：10～11：40   榎 ありさ 

 11：45～12：15   PIRIKA（ピリカ） 

 12：20～12：50   三浦武史 

 12：55～13：25   BLAKOUT 

 13：30～14：00   JerryfishMoom 

 14：05～14：35   児玉国弘 

 14：35～14：55   座よさこい一座 

 15：00～15：20   よさこい大多喜かぐや蓮 

 15：30～16：00   リズムカンパニー （和太鼓） 

 

 

講堂ステージ（多目的ホール） 
  

 10：30～10：50  （挨拶）PIRIKA（ピリカ） 

 11：00～11：40   古山＆伊藤 

 11：50～12：30   ゴーシュ音楽院 （チェロ演奏） 

 12：35～13：05   柴田ヒロキ 

 13：10～13：40   平野 壮 

 13：45～14：15   Tak 

 14：20～14：50   魅酒健太郎 

 14：55～15：25   網野まこと 

 15：30～16：00   賢 朗 

 

   ・ケバブ☆ジャパン 

   ・インドスリランカレストラン「サマナラ」 

   ・Gather （タコスライス、まぜそば、他） 

   ・食べ処 伸ちゃん （トルティーヤ、ドリンク、他） 

   ・結ごはん （沖縄そば、他） 

   ・かっつぁんおにぎり（いすみ米コシヒカリおにぎり） 

   ・WAKUWAKU （旨から揚げ、他） 

   ・居酒屋 祭ばやし （銚子電鉄・鯖威張る弁当） 

    

      【マーケット＆ワークショップ】 
    

   ・パステルアート教室「風和里～ふわり～」 

   ・パッチワーク✶キルト＆ビーズワークス「ルミ」    

  ・みっちゃん （手作り雑貨＆アクセサリー） 

                                                                                            ・工房ピノキオ （手作り木工） 

             ５月４日タイムスケジュール（雨天 or雨天予報時）               ・みずほ学園 （お花、手芸品、他） 

  

  教室（雨天時）or 音楽室前（雨天予報時） 

 
 10：00～10：30  （挨拶）小泉和弘 

 10：35～11：05   綱川智彦 

 11：10～11：40   榎 ありさ 

 11：45～12：15   三浦武史 

 12：20～12：50   平野 壮 

 12：55～13：25   Tak 

 13：30～14：00   柴田ヒロキ 

 14：05～14：35   魅酒健太郎 

 14：40～15：10   網野まこと 

 15：15～15：45   賢 朗 

 15：50～16：00   エンディング 

 

 

講堂ステージ（多目的ホール） 
 

 

 10：30～11：00   PIRIKA（ピリカ） 

 11：10～11：40   古山＆伊藤 

 11：50～12：30   ゴーシュ音楽院  ※チェロ演奏 

 12：40～13：10   BLAKOUT 

 13：20～13：50   JerryfishMoom 

 14：00～14：30   児玉国弘 

 14：35～14：55   座よさこい一座 

 15：00～15：20   よさこい大多喜かぐや蓮 

 15：30～16：00   リズムカンパニー （和太鼓） 

 

   ・Healthy&Beauty 悠遊ーyouyuー (整体) 

   ・かさね works （ベンガラ泥染めワークショップ） 

   ・moonchild （木のお月さまのアクセサリー、他） 

   ・pigpig （パスケース、iPhoneケース、他） 

   ・FRINGE （ハンドメイド帽子、雑貨、他）  

 

       【こどもまつり】 

    ポップコーン、わたがし、こども縁日、他 

     

       【地域ゆかりの作品展】 

   ・小湊鐡道＆いすみ鉄道写真展 

   ・戦国武将イラスト展 （作：福田彰宏） 

   ・地域の風景画展 （作：坂下善憲） 

 
       ※ 様々な状況により、時間、出演、出展内容が変更になる場合があります。 ご了承ください！ 



             ５月５日タイムスケジュール（晴天用）                          【食の祭典 出店】 
野外ステージ（校庭） 

 

 10：00～10：10  （挨拶）小泉和弘 

 10：10～10：30   ホ・アロハ （フラダンス） 

 10：35～11：00   M&S 

 11：05～11：30   ウラケン三友 

 11：35～12：05   BOSO娘 

 12：10～12：20   UPTOYOU （hiphopダンス） 

 12：30～12：40   マウント富士彦 

 12：45～13：10   平野 壮 

 13：15～13：40   Tak 

 13：45～14：10   柴田ヒロキ 

 14：15～14：40   魅酒健太郎 

 14：45～15：10   網野まこと 

 15：15～15：40   賢 朗 

 15：45～16:00   エンディング 

 

講堂ステージ（多目的ホール） 

 

 

 

 10：20～11：00   Re- vup (リバップ) 

 11：10～11：40   ユーフォー仮面 

 11：50～12：20   ホヌアロハ （生演奏フラダンス） 

 12：25～12：55   SHOKO （アルパ演奏） 

 13：00～13：20   ホ・アロハ （フラダンス） 

 13：25～13：55   浅井しん太 

 14：00～14：25   M&S 

 14：30～14：55   ウラケン三友 

 15：00～15：30   BLAKOUT 

 

 
   ・ケバブ☆ジャパン 

   ・インドスリランカレストラン「サマナラ」 

   ・Gather （タコスライス、まぜそば、他） 

   ・食べ処 伸ちゃん （トルティーヤ、・・） 

   ・momosuke  台湾魯肉飯（ルーロウファン） 

   ・Ancora Pizza Napoletana （ナポリピッツァ） 

   ・ナイヤガラ食堂 （焼スパゲッテイ、他） 

   ・鳥バル鶏冠商事（からあげ、他） 

   ・いまここ園 ～のうかのおやつ～ 

                   （国産お粉とオーガニック） 

  

     【マーケット＆ワークショップ】 
 
   ・パステルアート教室「風和里～ふわり～」 

   ・パッチワーク✶キルト＆ビーズワークス「ルミ」 

   ・みっちゃん （手作り雑貨＆アクセサリー）  

                                                                                                                                           ・みずほ学園 （お花、手芸品、他）                                                                                          

             ５月５日タイムスケジュール（雨天 or雨天予報時）             ・Healthy&Beauty 悠遊ーyouyuー (整体) 
野外ステージ（校庭）or教室 

 

 10：00～10：30  （挨拶）小泉和弘 

 10：35～11：05   M&S 

 11：10～11：40   浅井しん太 

 11：45～12：00   マウント富士彦 

 12：05～12：35   平野 壮 

 12：40～13：10   Tak  

 13：15～13：45   柴田ヒロキ 

 13：50～14：20   魅酒健太郎 

 14：25～14：55   網野まこと 

 15：00～15：30   賢 朗 

 15：35～16：00   エンディング  

 

講堂ステージ（多目的ホール） 

 

 

 10：20～11：00   Re- vup (リバップ) 

 11：10～11：40   ユーフォー仮面 

 11：50～12：20   ホヌアロハ （生演奏フラダンス） 

 12：30～12：40   UPTOYOU （hiphopダンス） 

 12：45～13：15   BOSO娘 

 13：20～13：40   ホ・アロハ （フラダンス） 

 13：45～14：15   SHOKO （アルパ演奏） 

 14：20～14：50   ウラケン三友 

 15：00～15：30   BLAKOUT 

 

     ・工房ピノキオ （手作り木工） 

   ・楽しいふるさと創る会 （こどもクラフト遊び） 

 

       【こどもまつり】 

    ポップコーン、わたがし、こども縁日、他 

    

       【地域ゆかりの作品展】 

   ・小湊鐡道＆いすみ鉄道写真展 

   ・戦国武将イラスト展 （作：福田彰宏） 

   ・地域の風景画展 （作：坂下善憲） 

 

（ゲスト出演） 
 ブルースハープ 

（ゲスト出演） 
 ブルースハープ 


