
「たちかわ楽市2019」出店者一覧 2019/10/25現在

区分 企業・団体名 テントNo 出店日 販売品目及び取扱食品 企画内容
商人祭 (株)菊川園 A1 11月3・4日 茶・海苔・椎茸 日頃の感謝
商人祭 立川伊勢屋製菓（株） A2 11月3・4日 焼き菓子・大福・のり巻き、いなり寿司セット、団子 日頃の感謝
商人祭 (一社)とびしま柑橘倶楽部 A3 11月3・4日 レモネード、とびしま柑橘工房で販売している商品 PR
商人祭 立川レモンプロジェクト A4 11月3・4日 レモンのお菓子 PR
商人祭 地元農家のとれたて野菜のーかる A5 11月3・4日 焼き芋、梱包、個装済みの漬物・佃煮・ドライフルーツ・瓶詰め

ジャム・味噌等
日頃の感謝

商人祭 （有）佐藤商事北口奈美喜庵 A6 11月3・4日 焼菓子・マフィン・スコーン・パウンド 安全なお菓子を届ける
商人祭 蛇の目ミシン工業（株）立川支店 A7 11月3・4日 ミシン 日頃の感謝
商人祭 仏壇ギャラリー　立川駅北口店 A8 11月3・4日 お線香・念珠・ローソク・お香・かりんとう 日頃の感謝
商人祭 （株）壽屋 A9 11月3・4日 雑貨・文具 ウドラグッズ販売他
商人祭 フクダ電子東京西販売（株） A10 11月3・4日 AED体験講習
商人祭 (一社)東京都自転車商防犯協力会立川支部 A11 11月3・4日 自転車防犯登録啓発
商人祭 （有）石坂商店 A12 11月3・4日 各種味噌・蜂蜜・凍どうふ・ドレッシング類 日頃の感謝
商人祭 （有）久寿屋　花門 A13 11月3・4日 和菓子・赤飯・おこわ 日頃の感謝
商人祭 ミスタードーナツ立川北口ショップ A14 11月3・4日 ドーナツ 日頃の感謝
商人祭 蛸光立川本店 A15 11月3・4日 たこ焼き、肉まん 日頃の感謝
商人祭 一品佳（中華家庭料理） A16-17 11月3・4日 唐揚げ・ふりふりポテト、酒・ワイン・わなげ 日頃の感謝
商人祭 アジアンダイニングバーくれっしぇんど A18 11月3・4日 焼きそば、焼き鳥、カレーナン・タンドリーチキン・シークカバブ 日頃の感謝
商人祭 浅見酒店 A19 11月3・4日 パンカツ、ビール・ペットボトル飲料 日頃の感謝
商人祭 ジャルダン A20 11月3・4日 もつ鍋、海鮮焼き・ベーコン串焼き 店のPR
商人祭 高松町商店街協力模擬店 A21-24 11月3・4日 焼きそば、焼きホタテ、焼きホタテ、チョコバナナ、缶ビール・ソフト

ドリンク、今川焼
当商店街の発展

商人祭 東立川商店街振興組合 A25-26 11月3・4日 玩具 当商店街の発展
商人祭 東立川商店街振興組合 A27 11月3・4日 焼きそば、広島焼き
商人祭 東京ヴェントス A28 11月3・4日 日頃の感謝
商人祭 多摩信用金庫 A29 11月3・4日 特殊詐欺注意パンフレット他
商人祭 (一社)TACHIKAWA DICE A30 11月3・4日 PR
商人祭 立川市商店街連合会 A31-34 11月3・4日 商人祭本部
地方物産 立川観光協会 B1-3 11月3・4日 マジパン、どら焼き、うどいなり、味付け海苔、ティーバック（緑茶） 立川観光協会推奨認定品（立川のお土産品）のPR、及びまちの案内人ボランティアグループのPR。アニメの聖地として立川限定グッズなどの販売・PR。国際製菓専門学校によるマジパン細工体験、焼き菓子、パンの販売。

地方物産 長野県大町市 B4-5 11月3・4日 地酒（清酒）、どぶろく（その他醸造酒）、果実酒、梅酒（リキュー
ル）、大町そば、信州そばつゆ、そば粉、くるみそばつゆ、山うど
の木の葉漬、小谷漬、そば茶、野沢菜わさび、凍り豆腐、雷鳥の
里、りんごジュース、ハサイダー、りんごバター、ジャンボにんに
く、りんご、甘酒、手作りジャム（りんご、プルーン、あんず、ル
バーブ、ブルーベリー）、フルーツソース（いちご・ブルーベリー・
ミックス）、杵つき餅、樫ぐるみ、木桶熟成味噌、農産物西洋梨、
黒部ダムカレー、蜂蜜、金色の野沢菜本漬、大町しば漬、大町錦
漬、本うりの粕漬、紫舞（もち精米）、そばまんじゅう、天然酵母お
やき　野沢菜、天然酵母おやき　切干大根、天然酵母おやき　お
から、天然酵母おやき　信州きのこ、天然酵母おやき　つぶあ
ん、天然酵母おやき　かぼちゃ、天然酵母おやき　なす、天然酵
母おやき　きんぴら、信州サーモンの笹寿し、若笹寿し

姉妹都市長野県大町市のPRをさせていただきます。（パンフレット等）

地方物産 魚沼観光物産展 B6-7 11月3・4日 米、笹だんご、そば、味噌 新潟県魚沼地区内郵便局のふるさと小包カタログ、「魚沼うまいもの発」の参加業者による商品の直接販売及びカタログのPR
地方物産 来いっちゃ家 B8 11月3・4日 甘塩のどぐろ一本唐揚げ、生カキ（蒸し）焼き、塩麹熟成ハラミ串 日本海ののどくろの一本唐揚げや白身魚を立川の人々に味わってもらいたいと企画しました。

地方物産 （一社）柏崎観光協会 B9 11月3・4日 おけさ柿、にんにく・ぎんなん他野菜、笹団子、ちまき、菓子、米菓、も
ずく、魚卵の塩辛他、海産珍味、米、もち、味噌　など、新潟の酒各
種量り売り

【かしわざき観光大使】①観光パンフレットの配布②プレゼント付アンケート実施　（時間を決め各日2回程度）◇ アンケート回答してくださった方へ、ノベルティ程度（クリアファイル・マグネット・付箋など）の品をプレゼント

地方物産 （同）オフィスククリ B10-14 11月3・4日 コーティング果実「リンゴあめ、チョコバナナ、キャラあめ」、鉄板
串焼き肉、焼きもろこし、揚げ物、富士宮やきそば、ミニミニたい
焼き、大判焼き、たこ焼き、富士川焼き（串焼き）、富士川やきそ
ば、甲州じゃがバター、甲州水玉菓子（水ゼリー）

山梨県、富士川町の特産品等を使った食のＰＲと観光案内。商工会議所、観光協会の支援で開発、登録されたメニューや食材等を使用しています。

地方物産 やまさ　横手やきそば B15 11月3・4日 焼きそば 日本三大焼きそばの一つ秋田県横手市の横手焼きそば。昨年も大好評でした。今年もたちかわ楽市2019で秋田県横手市と横手焼きそばをPRしたいと考えています。当日ブース内にパンフレットを準備します。
地方物産 （有）マルイ伊藤製茶 B16 11月3・4日 深蒸し緑茶、紅茶、抹茶、べにふうき茶、米（静岡産コシヒカリ）、

切り干しイモ、海産物（おかかこんぶ）、急須
静岡県牧之原の美味しい深蒸し茶をみなさんに伝え、試飲をしていただいて販売します。

地方物産 鹿児島県鹿児島市 B17 11月3・4日 焼きさつまあげ、かるかん、げたんは、麦みそ、醤油、お茶、つぼ
漬

鹿児島市の観光と物産のPR●観光PRコーナー〔鹿児島市東京事務所〕鹿児島の観光や2020年かごしま国体のPR・案内・観光パンフレット等の配布・観光ポスター等の掲示●物産コーナー〔（株）からく〕鹿児島の特産品の販売・食品実演販売（焼きさつまあげ）・食品即
売（かるかん、げたんは、麦みそ、しょうゆ、お茶、つぼ漬）

地方物産 鹿児島アンテナショップ B18 11月3・4日 さつまいも、車海老、きびなご、落花生 鹿児島アンテナショップの物産PR●観光PRコーナー：鹿児島県種子島（西之表市）PR、観光パンフレット等の配布●物産コーナー（鹿児島アンテナショップ）食品実演販売、食品即売
地域プラザ 立川市自治会連合会 C1-2 11月3・4日 当自治会連合会では、「防災・防犯・健康」活動を地域連携事業として、地域の皆様のご協力により実施して安心・安全で住みよい地域づくりに努めています。たちかわ楽市地域プラザにおいて、当自治会連合会のＰＲ活動を実施して、地域の多くの皆様に、自治会活動

へのご参加とご協力をいただき、地域の活性化や地域力の再生向上を図りたいと思います。自治会相談・加入促進コーナー①自治会相談コーナー⇒自治会活動に関する相談等②自治会加入促進コーナー⇒自治会・自治連加入促進のために、加入申込みのちらし配
布及びＰＲ等

企画 （一社）東京音楽振興会 E1-2 11月3・4日 フェイスペイント、編み込み教室、リラクゼーション、射的、ポップ
コーン

（一社）東京音楽振興会によるステージや縁日遊びと体験コーナー

企画 たちかわサイクルサッカークラブ E3 11月3・4日 専用の競技用自転車を展示。競技を体験できる試乗会も随時実施。2019年12月にスイス・バーゼルで行われる世界選手権に出場する日本代表選手もやってきます。（午後のみ）
ふれあい祭 NPO法人たちかわ多文化共生センター F1-2 11月3・4日 パンの販売、バザー パンの販売、野点、立川っ子、スタンプラリー、ＰＲコーナー、バザー、休み処
ふれあい祭 NPO法人たちかわ多文化共生センター F3 11月3・4日 PRコーナー、スタンプラリー
ふれあい祭 NPO法人たちかわ多文化共生センター F4-5 11月3・4日 立川っ子
ふれあい祭 NPO法人たちかわ多文化共生センター F6-7 11月3・4日 野点
ふれあい祭 NPO法人たちかわ多文化共生センター F8,31 11月3・4日 おやすみ処
ふれあい祭 立川国際友好協会TIFA F9-10 11月3・4日 活動のPR、会員提供品のバザー 活動のPR、会員提供品のバザー
ふれあい祭 NPO立川ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ交流支援ﾈｯﾄﾜｰｸ F11-12 11月3・4日 ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ物産品、バザー ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ物産品、コーヒーの販売、バザー
ふれあい祭 THYME（タイム、ネパール） F13 11月3・4日 アクセサリー、衣類、雑貨の販売 アクセサリー、衣類、雑貨の販売
ふれあい祭 ベラルーシ共和国大使館 F14 11月3・4日 オリンピックの折、立川市で強化合宿を行うので国の事を紹介する
ふれあい祭 スリランカ大使館　（株）シーテージャパン F15 11月3・4日 セイロンDrop Tea、ジンジャークッキーの販売 セイロンDrop Tea ＆ジンジャークッキーの販売
ふれあい祭 アンゴラ大使館 F16 11月3・4日 アンゴラ民芸品、楽器、民族衣装、写真、ポスターなど販売 アンゴラの民芸品等の販売・クイズに参加すると記念品を贈呈
ふれあい祭 （合）アフガンサフラン F17 11月3・4日 アフガニスタン民族衣装、特産品・食品展示販売 アフガニスタン民族衣装、特産品・食品展示販売
ふれあい祭 メキシコ大使館メヒコ・エン・ラ・ピエル F18 11月3・4日 ・Tシャツ、メキシコ雑貨、帽子、民芸品、アクセサリー、バック　・

ワークショップ（ミニピニャータ作り）　（ファィスペインティング）
●Tシャツ、メキシコ雑貨、帽子、民芸品、アクセサリー、バック販売●ワークショップ（ミニピニャータ作り）（ファィスペインティング）

ふれあい祭 アイルランドハウスヒーロー F19 11月3・4日 衣類、雑貨、アクセサリー、ジャム、紅茶他 衣類、雑貨、アクセサリージャム、紅茶の販売
ふれあい祭 NPO法人日本ﾈﾊﾟｰﾙ友好協会 F20-21 11月3・4日 チャイティ及びバザー品（手作りバック、手芸品他販売 チャイティ及びバザー品販売
ふれあい祭 Ｌｉｔｔｌｅ　ＪＪ　（タイ） F22 11月3・4日 タイ雑貨、小物、衣類、ストールの販売 タイ雑貨、小物、衣類、ストールの販売
ふれあい祭 和子インターナショナル（スリランカ） F23-24 11月3・4日 民族衣装販売、スカーフ、アクセサリー他、スリランカコロッケ、ロ

ティ
●民族衣装販売、スカーフ、　アクセサリー他●スリランカコロッケ、　ロティの販売

ふれあい祭 ナイル　パブ（ウガンダ） F25 11月3・4日 ウガリ、ほうれん草ピーナツソース、ミートパイ、ウガンダビール ウガンダフード販売、コーヒー、ウガンダビール

ふれあい祭 イラン大使館 F26-27 11月3・4日 アーシュ・レシュテ（麺入りのスープ）、ショーレ・ザルド（サフランラ
イスブディング）、キャバーブ

イランうどん、キャバーブ、デザートの販売

ふれあい祭 ニュー・ヒマラヤ・ダイニング・レストラン（ネパール） F28 11月3・4日 ネパール餃子（モモ）、サモサ、タンドゥリーチキン ●ネパール餃子●サモサ　ティカ・タンドリンチキンの販売
ふれあい祭 TEMPRANILLO(ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰｼﾞｮ）スペイン料理 F29-30 11月3・4日 蒸しムール貝、七面鳥のガリシア風チュロス、魚介のフィデワ、チ

キンアヒージョ、焼きソーセージ、フライドポテト、缶ビール、ワイン
アルコール及び料理の販売

ふれあい祭 Misky(ミスキーペルー料理） F32-33 11月3・4日 アンティクチョス（牛ハツの串焼き）、牛スジの煮込み、パパレジュ
ナ（ペルー風コロッケ）、ペルービール、インカコーラ

●ペルービール・インカーラ　・アンティクチョス（牛ハツの串焼き）●牛スジの煮込み●パパレジュナ（ペルー風コロッケ）等の販売

ふれあい祭 ナイル（エジプト料理） F34 11月3・4日 シシカバブ、ミートケバブサンド エジプトサンドイッチの販売
ふれあい祭 西東京朝鮮第一初中級学校　オモニ会 F35-36 11月3・4日 チヂミ、トッポギ、キムチ販売 食品と料理の販売

※都合により、予告なく掲載内容が変更する場合があります。予めご了承下さい。 1



「たちかわ楽市2019」出店者一覧 2019/10/25現在

区分 企業・団体名 テントNo 出店日 販売品目及び取扱食品 企画内容
グループ NPO法人立川市障害者後援会 G1-2 11月3・4日 手作り作品、作業所手作り品 福祉作業所の手作り作品、障害者団体のワークショップを通して、障害者をとりまく現状を訴え、市民の方々に広く理解していただく。当会のパンフレットなども配布し、障害者問題に関心を持っていただくきっかけとなって欲しい。
グループ あたみを応援する会 G3（3） 11月3日 飲み物(色つきサイダー) 立川市に住んでいる小学生の女の子の｢自分が考えるお店｣を実現するお手伝いをしたいと思い企画しました。
グループ フラワーセラピー多摩北 G4(3) 11月3日 フラワーアレンジ作品 花（植物）に親しんでいただくフラワーセラピー教室の体験と作品の販売を計画しています。
グループ Withママ G5（3） 11月3日 育児用品、子ども服、おもちゃ、ＤＶＤ、婦人服、日用品、アクセサ

リー
日本各地の被災地で子育て支援に取り組んでいる団体への寄附を目的にフリーマーケットを開催します。（フリマの収益を寄附。募金活動は行いません）。子育てママを応援する主旨で、販売内容は育児用品、子供服やママのためのおしゃれ雑貨が中心です。

グループ （福）恩賜財団東京都同胞援護会　立川福祉作業所 G6(4) 11月4日 ホットドック 工賃アップのために出店します。
グループ NPO法人子どもを未来につなぐ会 G7 11月3・4日 豚汁、フランクフルト、タピオカ 配布物はありません。子どもを未来につなぐ会の活動を広めたい、売り上げを油絵教室（子供向け）の画材費の資金に充てたい。
グループ 立川市ひとり親家庭福祉会 G8-9 11月3・4日 10分リフレ（ハンドマッサージまたはフットマッサージ）、お汁粉、ノ

ンフライポテト
立川で60年活動をしているひとり親の会の周知、PRの場と思っていますので、チラシの配布や塾のお知らせなどもしていきたいと思います。

グループ 花音 G10(3) 11月3日 自主製品 花音は有限な資源を無限の消費から守っていける社会作りを目標とし、ハンディを持った方々が中心となって平成9年9月より栄町4丁目においてリサイクルショップ運営をしております。ショップでは花音を支援して下さるたくさんの方々から無償で提供いただいた商品を販
売しておりますが、その他に自主製品を製作販売しております。（着物を再利用したバッグやパワーストーンアクセサリー等）今回の出店では常設店舗外での楽市出店を通し、花音活動をたくさんの方々に知っていただくと同時に少しでも売上を増やし、花音利用者さん達
への工賃の増額達成を目標としております。

グループ SwingRing～ふたご応援プロジェクト～ G11-12（3）11月3日 アロマ石鹸 立川市を拠点とした、多胎支援団体があることを多くの人々に知ってもらうための宣伝活動。お揃い服、単品服、帽子、おもちゃ、育児グッズ、マタニティグッズなど、育児に関わる全ての物品のフリーマーケット
グループ 柴崎町グッドネイバー G13 11月3・4日 生活用品、衣類 “グッドネイバー：良き隣人”の主旨に従い、来園者及び近隣の出店者たちにとっての“良き隣人”をめざす。メンバー（14名)の各家庭での未使用品（生活雑貨、衣類など）を、来園者との会話にて値段を決める。売り上げの経費を除いた金額を、立川市社会福祉協議会に

寄附する。

グループ NPO法人自立生活センター・立川 G14（3） 11月3日 創作品、コーヒー コーヒーの販売。手作り工芸品、置物等の販売。自立生活センター・立川の協力員（障害当事者）活動の紹介。団体活動、災害被災障害者支援の募金箱の設置
グループ mokuromi G14（4） 11月4日 布ぞうり 団体のPR（パネル展示、ビラ配布など）、布ぞうりグループによる作品の展示販売＋体験コーナー、会員募集・募金の案内
グループ 多摩グリーン・ツーリズム・クラブ G15 11月3・4日 玉こんにゃく、麩菓子、漬物（菊とわらび）、文具（クリアファイル、

金封）
①当会活動内容の案内と会員募集②援農ボランティア先の山形県東根市の観光パンフレット配布及び関連物販（玉こんにゃく、麩菓子、漬物、山形県若手書道家の文具グッズ（クリアファイル、金封））

グループ 立川市アマチュア無線クラブ G16-17 11月3・4日 電気製品、家庭用品 1.たちかわ楽市2019アマチュア無線特別局公開展示・運用　2.活動状況展示　3.防災用FMラジオ作製　4.電気製品、家庭用品販売
グループ NPO法人テイクオフ G18-19(3) 11月3日 とん汁、みそおでん NPO法人テイクオフ入会案内パンフレット配布、ペガサス事業所紹介パネル展示
グループ ふじみcatsボランティアの会 G20-21 11月3・4日 1.地域猫活動の啓発（パネル展示、ビラ置きなど）2.猫の譲渡会（写真及び生体展示含む）3.猫関連グッズの展示・頒布
グループ 牡鹿半島を支援する会 G22 11月3・4日 三陸塩蔵わかめ、くきわかめ、ひじき、クジラ缶詰 平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災地支援。売上金の一部を被災地支援ボランティア派遣費に充当。
グループ NPO法人円十字協力 G23 11月3・4日 塩煮おつまみセット、ホーリーバジル（ハーブ茶） 塩煮おつまみセットとお茶の販売。私たちは、氣功教室・各種セミナーなどを開催しております。疾病予防、健康の維持・促進のための食生活や生活習慣の改善、また氣の世界（運動、瞑想、ヨガ・・・）などを通し、本来備わっている自然治癒力や免疫力アップなど、個人が

生き生きと暮らせる健康生活の実現に寄与することを目的としています。また、国内外の孤児院や難民施設、災害が発生したときなど各地へ必要物資や支援金を送る事業も行っております。私たちの活動新聞を無料で配布しようと思っております。よろしくお願い申し上げ
ます。

グループ 子育てリンクコミュニティーDear Mother G24（3） 11月3日 ワークショップ 『手形・足形えほんづくり』ワークショップ。お子さまの手形、足形がとれ、その１ページから絵本の物語が始まります。各ページにはシールが貼れたり、絵が描けたり、我が子の成長記録が残せるページがあったり、最後のページにはその場で撮った写真を貼ることもでき、
自分だけの絵本が完成します。

グループ フードバンク立川 G25(3) 11月3日 フードバンク立川の紹介・・・チラシなどで宣伝、啓発　フードドライブの実施、フードドライブのお知らせ
グループ NPO法人たんとの会　立川けやき福祉作業所 G26 11月3・4日 じゃがバタみそ 作業所の活動をパネルにしたものがあるので、それを立てかけるか、ぶら下げるかしたいと思います。また、PR用のチラシを店頭に置き、ご自由に取っていただけるようにしたいと思います。
グループ NPO法人より良い住宅環境作りを支援する会 G27-28 11月3・4日 手作り小物類（布製）、プラモデル（ミニ四駆）、野菜、加工品（檜

原村産）
当法人の催物のパンフレットの配布（市内で開催している内容等のパンフレット）

関係団体 立川市（下水道） K1 11月3・4日 下水道事業の啓発●雨水の涵養、「雨水浸透助成事業」の啓発　⇒「雨水浸透桝」の展示●パネル写真の展示●下水道啓発グッズの無料配布等
関係団体 東京都下水道局流域下水道本部 K2 11月3・4日 ●下水道施設の多くは地下にあって見えにくく、関心を持っているお客様の割合も低くなっている。下水道事業をより多くの方に知ってもらうことで、ひとりでも多くのお客様に下水道の「応援団」になっていただく。東京下水道の役割を伝えるとともに、「油」を下水道に流さ

ないようにしてもらう当局の「油・断・快適！下水道」キャンペーンの取組についても紹介する。実施内容●VR体験コーナーの設置及びパネル展示による下水道事業の紹介●リーフレットの配布による「下水道に油を流さない」ことの啓発●下水道局グッズの配布（油ふき
とりペーパー、エコスクレーパー等）

関係団体 東京都社会保険労務士会多摩統括支部 K3 11月3・4日 ●簡単なクイズとアンケート(労働、年金、成年後見／大人・こども向け)で　楽しみながら社会保障制度等を知っていただくイベントです。●年金や労務関連の相談があればお一人１回30分程度の無料相談に応じます。●団体広報チラシ、制度パンフレットの配布を行いま
す。●幟旗、ポスター掲示、キャラクター表示でPRを行います。●PR用ティッシュ・ふうせん、クリアファイルの配布します。

関係団体 （公社）東京都宅地建物取引業協会　立川支部 K4 11月3・4日 たちかわ楽市2019における企画内容として、不動産取引に関する無料の一般相談所を開設し、当協会の事業紹介のＰＲ活動として、ポケットティッシュやノベルティーを無料で配布します。
関係団体 （公財）立川市シルバー人材センター K5-7(3) 11月3日 手作り布製品、地粉、干しうどん、さつまいも テントのうち１ヶ所で、シルバー人材センター紹介コーナーを設置し、入会相談等に応じることとします。また、シルバー人材センター紹介パンフレット及びＰＲ用品（マスク、トートバッグ）を、立川駅側駐輪場前周辺及び砂川口側出入口周辺で、来場者に配布させていただ

きます。

関係団体 パンナムスポーツ交流プロジェクト
 K8-9 11月3・4日 ＜パンナムスポーツ交流プロジェクト＞●2020年7月にパンナムスポーツ加盟国(北・中南米の41ヵ国の国と地域)のトップアスリートが集まり立川周辺地域で行われるトレーニングキャンプをきっかけに、地域創生と市民交流を図るプロジェクト① プロジェクトのオリジナル
ノベルティとチラシの配布② パンナムスポーツ加盟国の文化に触れ、市民との交流を深めるブース企画③ カリブ音楽のひとつ「パンスティール」のステージ演奏

関係団体 立川間税会 K10 11月3・4日 バザー、洋服・瀬戸物等 【目的】バザーと税金クイズを行い、幅広く多くの市民に「税」についての啓蒙活動と立川間税会のPRとする。（特に消費税について）※消費税がいかに大切な税金であるかを知っていただく場としたい。
関係団体 （一社）立川青色申告会立川支部 K11 11月3・4日 （啓発・PRの内容）国税及び青色申告制度についてより身近に理解していただく。（物品の無料配布）当会の各種案内パンフレット類・来場者に税金クイズもしくはアンケートに答えてもらう。・答えてもらった方、大人にはパンフレット入りエコバック、子どもにはシャボン玉を

進呈する。

関係団体 （公社）立川法人会 K12-15 11月3・4日 ●税の意識調査アンケートの実施、アンケート回答に対する記念品等の配付●税（国・都）に関するＰＲチラシの配布●子ども向け税金クイズ、税金ウォークラリーの実施及び税金紙芝居の実施●バルーンアートの実演●エコキャップ回収活動
関係団体 立川市一般廃棄物収集運搬業協議会 K16 11月3・4日 廃棄物のリサイクルに関する啓蒙活動
関係団体 立川市環境下水道部ごみ対策課 K17-18 11月3・4日 ●「せん定枝資源化事業」の推進のための完熟たい肥無料配布（各日、午前と午後の２回配布）●ごみの減量及びリサイクルについての啓発、２Ｒ（リデュース、リユース）の推進、食品ロス等に関するパネル展示など、生ごみ減量に関する展示
関係団体 NPO法人立川市レクリエーション協会 K19 11月3・4日 ●3日ニュースポーツ「ラダーゲッター」体験●4日竹とんぼ他工作
関係団体 （公社）立川青年会議所 K20-21(3) 11月3日 「未来の遊び場」をテーマとして、立川の廃棄野菜、果物を使用した科学実験を出展する。1回の実験にかかる時間は30分程度で考えています。●野菜、果物で電池を作ろう●ブロッコリーのDNAを見てみよう　ブース内では、立川青年会議所の年間におこなわれた事業

写真を展示し、運動発信をする。

関係団体 東京立川こぶしロータリークラブ K22(3) 11月3日 ●一般市民及び来場者の方に、パラリンピック正式競技ボッチャの体験会を通して、2020年オリンピック・パラリンピックの広報・支援を行う。同時に、地域奉仕団体としてのロータリークラブの広報・告知を行う。ステージ上、またテント前においてボッチャの協議説明実演を
行う。合わせてボッチャ用具の展示・並びに一般市民・来場者の皆様にゲームを体験していただく。●クラブの旗・立板等を掲示し、パンフレットを無料配布する。

関係団体 立川市産業文化スポーツ部スポーツ振興課 K23-24(3) 11月3日 オリンピック・パラリンピックの開催に向け、パラリンピック正式種目であるブラインドサッカーの普及を図るため、ブラインドサッカー体験会を行う。●内容：目隠しした状態でのドリブル・パス体験、点字ブロックの歩行体験（予定）○配布物：参加者記念品として、オリンピッ
ク・パラリンピック関連グッズを準備する予定。障害者に関する啓発資料を受付テントに置く、または順番待ちの参加者へ配布

農業祭 立川市植木生産組合 N1-3 11月3・4日 植木、肥料（ＩＢ化成） 立川市は、日本でも有数の植木生産地であり、公共用緑化樹木を中心に庭園樹・グランドカバー・トピアリー・花壇苗などが市内農家で生産されています。本年度も、農業祭品評会に出品したものを含め、植木の展示即売を行います。植木は市内生産農家が育成した、常
緑樹や落葉樹の中高木・低木・コンテナ物など多数品揃えし販売します。鉢植えされた植木や花物にもむく「ＩＢ化成肥料」を持ち帰りしやすいように子袋に入れて安価で販売します。※植木配達の搬出予定時刻①11時30分②13時③15時

農業祭 立川市農業技術振興会 N4-8 11月3・4日 野菜 立川産新鮮野菜の直売
農業祭 立川市果樹組合 N9-10 11月3・4日 果実、加工品 立川産果実及び加工品の直売を行う。
農業祭 立川市うど生産組合 N11-12 11月3・4日 うど、うどドレッシング、うど味噌、うど漬物 園内に確実に駐車したい。パネル展示でPR。うど、うどドレッシング等の販売。
農業祭 立川市花き園芸研究会 N13 11月3・4日 鉢花、花苗、グランドカバー 販売している植物の特徴や、育て方などを買って頂いた方に説明させていただいたり、新しい提案をしたりすることで、花壇やプランター等の楽しみ方の幅を広げていただければ良いと考えています。
農業祭 立川市農研会 N14-16 11月3・4日 ポップライス、フランクフルト、お酒（ビール等）、ジュース類、お

茶・コーヒー等
3つのテントのうち、2つはポップライス・フランクフルト・飲料類の販売で使用。もう1つは、立川農業や立川市農研会のＰＲで使用。パネル展示と農業機械（トラクター、バックホー、乗用草刈機）を展示し、子供達に触れてもらう。また、ふれあい部会による婚活イベントのチ
ラシや市内農産物のチラシを配布予定。農研会HPについても同様にPRを行う。

農業祭 JA東京みどり立川地区女性部 N17-18 11月3・4日 焼き団子 （ＪＡ本部）
農業祭 JA東京みどり立川支店 N19-26 11月3・4日 焼き椎茸、生椎茸、乾燥椎茸、米、新潟物産、鶏卵 立川産椎茸・鶏卵、新潟県産品等の販売
協力団体 立川市婦人団体連絡協議会 T1 11月3・4日 お手玉など お手玉の手遊びコーナー、親子の交流、昔遊びの体験など
協力団体 立川市赤十字奉仕団 T2 11月3・4日 手づくりの小物、衣類、小物 日本赤十字東京都支部のキャッチフレーズ「赤十字の活動資金にご協力をお願い致します」が入るティッシュを配布します。奉仕団の手作り小物、その他小袋等の小物、洋服などを販売し、活動資金にしております。
安全安心 総務省行政相談委員 Z1(3) 11月3日 行政相談啓発、相談ﾌﾞｰｽ設置。チラシ1,000部・ティッシュ1,000個配布。
安全安心 立川地区人権擁護委員会 Z1(4) 11月4日 立川地区人権擁護委員による●人権尊重の啓発と人権擁護委員活動の周知。啓発活動として、パンフレット・クリアファイルなどの啓発物品を配布し、人権への関心を促す。●特設相談窓口を開設。人権に関する悩み事等の相談を受け、関係機関への橋渡しを行うとと

もに、傾聴することにより、解決策を見出していく。

安全安心 東京都産業労働局金融部貸金業対策課 Z2-4 11月3・4日 テントに「一都三県ヤミ金被害防止合同キャンペーン」の横断幕を掲げ、ノボリを立ててＰＲを行うほか、テントブースにて①弁護士、司法書士等による無料相談、②啓発資料の展示（パネル展示、パンフレット類配布等）、③ヤミ金被害防止啓発動画の上映、④金融トラブ
ル被害防止セミナー、⑤キャンペーンチラシ・グッズの配布等を実施予定

安全安心 東京都福祉保健局・東京都多摩立川保健所　ほか
Z5-6 11月3・4日 ①受動喫煙防止対策のＰＲ●ＰＲ動画の放映●受動喫煙防止の新ルールに関する展示（ポスター、チラシ、ステッカー等）●未成年者喫煙防止ポスターコンクール入賞作品の展示●啓発資料（チラシ、ポケットティッシュ、ウエットティッシュ等）の配布●のぼり旗の設置●
肺年齢測定の実施②野菜摂取のＰＲ●ＰＲ動画の放映●啓発資料（ポケットティッシュ、小冊子、野菜メニュー店マップ等）の配布●ポスター展示●野菜計量クイズの実施

安全安心 立川市、立川市教育委員会、薬物乱用防止推進立
川市協議会、他

Z7-8(3) 11月3日 薬物乱用防止を推進するため、市内の関係団体と協力し、「薬物乱用ダメ・ゼッタイフェア」を開催する。●テント２張を設置し、薬物見本等の展示、ポスター展示、パンフレット等を配布する。●テント付近で薬物乱用防止キャラバンカーによる啓発を行う。●テント付近で着
ぐるみで呼びかけを行う。●テントで薬物防止クイズを行い、無料で景品（駄菓子）を配布する。●舞台で薬物乱用防止ポスター・標語の表彰式を行う。●舞台で麻薬探知犬のデモストレーションを行う。

安全安心 三士会立川（東京三弁護士会多摩支部・東京税理
士会立川支部・東京司法書士会三多摩支会）

Z9-10 11月3・4日 弁護士・税理士・司法書士が３名１組となり、相談者の相談事項について、法律・税務・登記面から複合的に検討を加え、アドバイスを行います。１回の相談で、３名の専門家から複合的なアドバイスを受けられる画期的な企画ですが、相談は無料です。ポケットティッシュ、
各会のチラシや案内を配布する予定です。

安全安心 東京消防庁立川消防署 Z11(3) 11月3日 立川消防署の広報活動
ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ (株)CQT - 11月3・4日 恵だんご、ソフトアイス、ソフトドリンク 日本料理
ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ キッチン海すずめ - 11月3・4日 沖縄ソーキそば、八重山そば、あぐー豚フランクフルト、サーター

アンダギー、ブルーシールアイスクリーム
沖縄料理

ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ BUURA - 11月3・4日 ケバブサンド、ケバブラップ、ケバブおつまみ、ケバブ丼（限定
食）、ロングポテト

トルコ料理

ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ ミッキーフーズサービス - 11月3・4日 ソフトアイス7種類、肉巻きおにぎり、焼きそば、削りイチゴ、ドリン
ク各種

日本料理

※都合により、予告なく掲載内容が変更する場合があります。予めご了承下さい。 2


