
イベント詳細 
よしかわマルシェ 3 月 26 日（日） 9 時 30 分～14 時 30 分  

よしかわの「おいしい」「たのしい」が集まる青空市場。よしかわならではの逸品を見つけてみませんか？ 

【出店店舗一覧】 
パインド、御菓子司 中村屋、こはまや、大友吉川店、穂思、よしかわなまず特産品販売会、とよだ商店、シノダベルト
コーポレーション、とうふ工房 翁、二合半堂 まつざわ煎餅、POLA 健美、吉川市シルバー人材センター、はたけと
ごはん net、ぬしさ産業、沖寿司、まきの商店、にがおえ野中工房、㈲木の下商店、商工会青年部、のりす株式会社、西
山園芸、一店逸品ＰＲ、スリーエル、源  養魚場スズキ、フレンドパーク、ひだまり 

 

イベント出店 ３月２６日（日）、4 月 1 日（土）・2 日（日）・8 日（土）・9 日（日）  

出店スケジュール ※第２ポケットパーク内での出店店舗はありません。当日の状況によっては営業時間、内容に変更があります。 

●３月２６日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
≪飲食物販売≫ 

出店時間：マルシェ終了後～20 時 

＊こはまや（焼きそば、汁物、コロッケ、から揚げ等） ＊源  養魚場スズキ（なまずてんぷら、たたき等） 

＊パインド（たこ焼き、わた菓子、ポップコーン） 

出店時間：11 時～20 時 

＊エフェスストリートキッチン（ケバブ、ロングポテト、アイス） ＊なまずカラオケ（焼き鳥、甘酒、焼きそば） 

出店時間：15 時 30 分～20 時 

＊極旨焼鳥頂～いただき～（焼き鳥（もも肉、ねぎ間、皮、つくね）たれ・塩・みそ） 

●４月 1 日（土）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
≪飲食物販売≫ 

出店時間：11 時～20 時 

＊こはまや（焼きそば、汁物、コロッケ、から揚げ等） ＊穂思（もつ煮込、焼き鳥、海鮮串焼き、揚げ物）          

＊エフェスストリートキッチン（ケバブ、ロングポテト、アイス） ＊源  養魚場スズキ（なまずてんぷら・たたき等） 

＊極旨焼鳥頂～いただき～（焼き鳥（もも肉、ねぎ間、皮、つくね）たれ・塩・みそ） ＊中井商事（焼きそば、フランクフルト） 

＊アロイディ（タイカレー、タイ焼きそば、タイのチャーハン） ＊いちのせきハラミ焼なじょったべ隊（いちのせきハラミ焼き） 

＊なまずカラオケ（焼き鳥、甘酒）  

出店時間：11 時～18 時 

＊下河岸 川端の会（たこ焼き、焼鳥、もつ煮込み。※雨天の場合 8 日へ振替） 

出店時間：11 時～16 時 

＊下河岸 おかんの会（たい焼き販売） 

≪体験≫ 

出店時間 12 時～17 時 

＊肖像画研究（鉛筆による似顔絵） 

●４月 2 日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

≪飲食物販売≫ 

出店時間：11 時～20 時 

＊エフェスストリートキッチン（ケバブ、ロングポテト、アイス） 

＊源  養魚場スズキ（なまずてんぷら・たたき） 

＊極旨焼鳥頂～いただき～（焼き鳥（もも肉、ねぎ間、皮、つくね）たれ・塩・みそ）＊中井商事（焼きそば、フランクフルト） 

＊アロイディ（タイカレー、タイ焼きそば、タイのチャーハン） ＊なまずカラオケ（焼鳥、甘酒、焼きそば） 

出店時間 13 時～20 時 

＊こはまや（焼きそば、汁物、コロッケ、から揚げ等） ＊穂思（もつ煮込、焼き鳥、海鮮串焼き、揚げ物） 

出店時間 11 時～18 時                    

＊（有）おおばやし酒店（生ビール、チューハイ、ジュース）＊下河岸 川端の会（たこ焼き、焼き鳥、もつ煮込み。※雨天の場合 9 日へ振替）  

出店時間：11 時～16 時 

＊下河岸 おかんの会（たい焼き販売） 

出店時間：11 時～15 時 

＊FRENCH DINER（から揚げタルタル丼、生ビール） ＊オステリアカルドゥッチョ（バーガー類の販売） 

＊北谷小おやじ会パパス（輪投げ、ソフトドリンク販売） ＊カフェミカン（なまず御前の酒粕を使ったブリュレ、ドリンク等） 

出店時間：11 時～14 時 
＊関自治会（おでん、カップラーメン販売） ＊いちのせきハラミ焼なじょったべ隊（いちのせきハラミ焼き） 



 ≪体験≫ 

出店時間：11 時～17 時 ＊平栗整骨院（10 分マッサージ、体の悩み相談） 

出店時間：11 時～16 時 ＊環境ネットワークよしかわ（コネコネ石鹸づくり、クールチョイスすごろく体験、エコハウスづくり） 

出店時間：12 時～17 時 ＊肖像画研究（鉛筆による似顔絵） 

●4 月 8 日（土）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
≪飲食物販売≫ 

出店時間 11 時～20 時 

＊こはまや（焼きそば、汁物、コロッケ、から揚げ等）＊エフェスストリートキッチン（ケバブ、ロングポテト、アイス） 

＊源  養魚場スズキ（なまずてんぷら・たたき等）  ＊極旨焼鳥頂～いただき～（焼き鳥（もも肉、ねぎ間、皮、つくね）たれ・塩・みそ） 

＊中井商事（焼きそば、フランクフルト）＊アロイディ（タイカレー、タイ焼きそば、タイのチャーハン） 

出店時間：11 時～18 時 ＊下河岸 川端の会（たこ焼き、焼き鳥、もつ煮込み。※1 日が雨天で中止になった場合出店） 

出店時間：11 時～17 時 ＊ジャーハン インドネパール料理（カレーライス） 

≪体験≫ 

出店時間：12 時～17 時 ＊肖像画研究（鉛筆による似顔絵） 

●４月 9 日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

≪飲食物販売≫ 

出店時間：11 時～20 時 

＊こはまや（焼きそば、汁物、コロッケ、から揚げ等）＊エフェスストリートキッチン（ケバブ、ロングポテト、アイス） 

＊源 養魚場スズキ（なまずてんぷら・たたき等）  ＊極旨焼鳥頂～いただき～（焼き鳥（もも肉、ねぎ間、皮、つくね）たれ・塩・みそ） 

＊中井商事（焼きそば、フランクフルト）      ＊アロイディ（タイカレー、タイ焼きそば、タイのチャーハン） 

出店時間：11 時～18 時 ＊下河岸 川端の会（たこ焼き、焼鳥、もつ煮込み。※1 日が雨天で中止になった場合出店） 

出店時間：11 時～17 時 ＊ジャーハン インドネパール料理（カレーライス） 

≪体験≫ 

出店時間：11 時～16 時 ＊ネイチャーケア・スマイルクラブ（環境にやさしい家庭用洗剤の実演と体験） 

出店時間：12 時～17 時 ＊肖像画研究（鉛筆による似顔絵） 

 

ステージイベント 4 月 2 日（日） 13 時～ 

さくらまつりを盛り上げてくれるステージイベント。よさこい、ダンス、音楽演奏等が楽しめます。 

タイムスケジュール※開始時間は目安です。状況によって時間が前後する可能性があります。 
 
◆13 時 00 分～ オープニングセレモニー 
①ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｱｸﾄ：Betty Groove（ﾍﾞﾃｨｸﾞﾙｰｳﾞ） 
ダンススペースオオヤのキッズヒップホップクラスのみんなです。 

②挨拶 

◆15 時 30 分～ 数金 秀樹 
サックス歴 1 年未満の初心者ですが、気持ちを込めて全力で吹きます。 
◆15 時 50 分～ 美月会 
吉川音頭、なまず音頭、昔し懐かしい音楽をお楽しみください。 

◆13 時 30 分～ ハーラウポハ・カ・ラ・カラニ 

フラを楽しむことをモットーに活動しています!! 

◆16 時 10 分～ おどる遊 
子どもも参加し元気いっぱい笑顔で踊ります!! 

◆13 時 50 分～ ハピネスダンススクール 
こんにちわ！千葉、東京、埼玉、茨城に教室を展開しているハピネ

スダンススクールです！今回吉川教室、西浦和教室がダンスを披露

させていただきます。一緒に踊ってくれる仲間も募集中なので気軽

に声をかけてください！ 

さくらまつり盛り上げますので応援よろしくお願いします☆ 

◆16 時 30 分～ よさこい彩喜流 
よさこい４曲（一新奏々、おもしえーど、いさやか秋田、おめでた

や）豊かな教養、あふれる美ぼう、こぼれる脂肪のよさこい彩喜流

です。鳴子おどりを通し、笑顔をお届けします。ご声援よろしくお

願いします。 

◆14 時 10 分～ 仲町子ども囃子わかめ連 
7 月の吉川八坂祭りをメインに活動しています。又市内はもとより

近隣市町村の祭礼などにも多く参加しています。 

◆16 時 50 分～ 吉川太極拳クラブ 
音楽に合わせたゆったりとした全身運動で、健康年齢ＵＰ・転倒防

止などに効果があります。 

◆14 時３０分～ ゴールドジム吉川埼玉 
キッズスクールチアダンス生による演技発表です。元気一杯に踊る

姿をお楽しみください。 

◆17 時 10 分～ Climbing Sky（クライミングスカイ） 
空に翔（はばた）け!! クライミングスカイ★楽しい音楽を君に届け

♪Climbing Sky は音楽好きが集まったグループ。大人も子どもも楽

しめる楽しい音楽をお届けします。 
◆14 時 50 分～ 暉久江会（民舞フレッシュ） 
今日は楽しく踊らせて頂きたいと思います。皆さん、よろしくお願

いします。 

◆17 時 30 分～ 吉川吹奏楽団 

４月 16 日（日）中央公民館で定期演奏会を予定しています。 

吹奏楽の演奏、お楽しみ下さい。 
◆15 時 10 分～ アーリィーズ 
懐かしのエレキバンド、ベンチャーズの曲を中心にノリノリのリズ

ムをお楽しみに!! 

 

 



さくらまつり会場案内図（関公園・第２ポケットパーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ステージは 4 月 2 日のみ設営。 

※第 2 ポケットパークでの出店店舗はありません。 

※トイレは吉川市役所本庁舎１階のトイレもご利用できます。 
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-注 意 事 項- 
 

■交通規制日について 

3月 26日（日）9時 00～20時 

4月 2日（日）10時 30分～20時 

4月 9日（日）10時 30分～20時 

交通規制中は車両の通行ができませんの 

でご注意ください。 

■来場の際には、徒歩または公共交通機関、

自転車をご利用ください。路上駐車はしな

いでください。 

■ゴミの分別にご協力ください。会場にはゴ

ミ箱を設置しておりますが、なるべくお持

ち帰り下さいますようお願いします。 

■会場内は分煙となります。タバコは喫煙所

で吸ってください。 

■近隣の方々に迷惑になりますので、夜間大

声を出したり騒いだりしないでください。 

 

 

駐輪場 

駐輪場 

-会 場 説 明- 
出店エリア 

よしかわマルシェの出店だけでなく、飲食販売ブー

スや物販ブース、体験ワークショプの店舗が出店し

ます。吉川ならではの逸品に出会えるチャンスで

す。「食べて」「遊んで」桜を満喫できます。 
 

ステージ 
特設ステージではキッズダンス、よさこい、音楽演

奏、太鼓演奏がまつりを盛り上げてくれます。 
 
ライトアップエリア 
昼とは違った雰囲気の桜を楽しむことができます。 
 
フリースペース 
ここではゆっくりと花見をできるよう、自由にくつ

ろげるスペースとなっています。 

フリースペース 

フリースペース 

喫煙所 ﾎﾟｹｯﾄ 
ﾊﾟｰｸ 

関公園 

主催 よしかわ観光協会 共催 吉川市 

問合せ先 

よしかわ観光協会事務局（市役所商工課内） 

☎ ０４８－９８２－９６９７（平日のみ） 

※土日はさくらまつり本部に職員がいます。・ 

 


