
２００８年 おどり ： ハミングホール (大ホール・ 小ホール)

模擬店 ： 向原西公園 ・ 小ホール

パレード ： ハミングホール～大和通り～駅前

踊りを通して"東大和市の心のふれ合うまちづくりと文化の発展"
を目指しています。
さまざまな踊り／芸能／パフォーマンス団体が一堂に集います

 9:45～21：00

http://odori.org
東大和東大和

フェスティバルフェスティバルフェスティバル

第 5 回

１０/５１０/５(日)(日)１０/５(日)

たこ焼き

焼きそば

ジュース

ビール

流し踊り ： ハミングホール前通り

スタンプラリー、おどり饅頭配布、
小ホールお楽しみイベント

その他楽しいイベントがいっぱい！

主催：東大和おどりフェスティバル実行委員会

先着200名限定!!
A.M.09:00～　引換券交換受付
P.M.12:00～　お饅頭お渡し

本プログラムと

引換券を本部にて

交換致します

おどりまんじゅう
東大和市

向原西公園

南街交番

多摩信金

三井住友銀行

西武拝島線

至 新宿

ハミング
ホール

大
和
通
り

※右折禁止

青梅信金 【交通機関をご利用の場合】
JR「立川駅」北口から東村山駅・イオンモール行きバス（西武バス・8番のりば）、または芝中団
地・南街行きバス（西武バス・6番のりば）で「南街入口」下車徒歩2分
西武拝島線「東大和市駅」下車徒歩8分
多摩都市モノレール「上北台駅」からちょこバス（内回り）でハミングホール下車
西武拝島線・多摩都市モノレール「玉川上水駅」から西武バス『東大和市内循環バス』(東大和
病院先回りコース)で｢南街入口｣下車徒歩2分

※来場者専用駐車場はございません。 公共の交通機関をご利用下さい。

■

■
■
■



★★おどり ： ハミングホール (大ホール )

★★模擬店 ：
向原西公園 ・ 小ホール

★★パレード ( 車両 ) ： ハミングホール～大和通り～駅前

★★流し踊り ： ハミングホール前通り

大和音頭チーム　（新舞踊連盟、東大和市日本舞踊連盟、関東武蔵太鼓、その他一般市民）
～　立川第九小学校課外クラブ Cute★Girls　～　むさむら鳴子連　～　久米川連
～　YOSAKOIソーランうぐいす会　～　ICU LAMBS（サンバ）

★★小ホールイベント ：

★★スタンプラリー ：
大 ・ 小ホールホワイエ

★★企業 PR ブース ：
大ホールホワイエ

09:45 ～  開会式・出発式
10:00 ～  流し踊り

11:30  関東武蔵太鼓
11:45  拓殖大学第一高校チアダンス部
12:00  ICU LAMBS（サンバ）
12:15  Vigoes
12:30  AOBA バァーバァーズ
12:45  HIPビーンズ
13:00  ヒロエ フラ スタジオ
13:15  むさむら鳴子連
13:30  JEUGIAカルチャーセンターむさし村山ミュー ベリーダンスクラス
13:45  ロンドスクールマックス上北台チアダンス
14:00  新舞踊連盟
14:15  スタジオアロハ アインナノコ
14:30  すのぅぷ→
14:45  バレエ 薔薇の会
15:00  ダイヤモンド☆キッズ
15:15  東大和市レクリエーション協会
15:30  RONDO スクールMAX ( HIP HOP )
15:45  東大和市日本舞踊連盟
16:00  MJ
16:15  フラ・ハーラウ・オ・カヘレナ
16:30  TOMO&KOZU FAM
16:45  フルスピード・ハイマックス
17:00  天願青年会東京支部 小平ゆいまーるエイサー
17:15  A.D.S
17:30  YOSAKOIソーランうぐいす会
17:45  リトル☆スター
18:00  久米川連
18:15  Shine Kids
18:30  Dance Spirits!
18:45  cRa'z
19:00  立川第九小学校課外クラブ Cute★Girls
19:15  ジャズマシン
19:30  大和・桜心会
19:45  第5回審査発表・表彰式
20:00  チャイルドジャズダンス キャッツ愛
20:15  ER'S
20:30  noise factory
20:45  5周年グランプリ審査発表・表彰式

プログラムプログラム

小貫諒
ギター弾き語りシンガーソングライター

栗山健太
ギター弾き語りシンガーソングライター

３１１０スーパーバンド

北脇寿冶
ギター弾き語りシンガーソングライター

Rena
女性シンガーソングライター

柴田ヒロキ
ギター弾き語りシンガーソングライター

タイムズステーション
女性＆＆男性ボーカルユニット

nor
ギター弾き語りシンガーソングライター

Star marie
現役女子高生アイドルダンスユニット

藤田岳弥
ギター弾き語りシンガーソングライター

榎ありさ
女性シンガーソングライター



三多摩清掃事業協同組合
TEL:042-808-2075

㈱ロジコム
TEL:042-565-2111

食品館九州屋 東大和店
TEL:042-566-8505

ＢＩＧＢＯＸ 東大和
TEL:042-566-6411

多摩信用金庫 東大和支店
TEL:042-564-7111

医療法人財団大和会 東大和病院㈱武藤石材店

㈱サンワーク
㈱松田工業所
ぎょうせいインフォネット㈱
㈱タカキ
㈱金野建設
喜井工業㈱
真崎石材㈱
村山電気㈱
㈲ワンステップ
エネックス㈱

マキ自動車工業㈱
武石整骨院
㈲永原インターナショナル
カーテックキヨノ
個別指導光が丘教室
美奈美コーポレーション
㈱光都コーポレーション
㈲森憲商店
居酒屋 しら井
㈲タカセイ建物
エコス 奈良橋店
㈱菓子処 あかぎ

㈱カタログハウス東大和物流センター㈲紀の国屋
生化学工業㈱中央研究所
㈱コジマ NEW東大和店
日本料理やまぐち屋
青梅信用金庫 東大和支店
氏井民踊舞踊研究会　
そば処 清川
㈱ニシカワ

貯水池 鳥山

㈲ワタナベ文具㈱大進電機 ふるや寝装リカーショップエゴー 笠原ガーデン資材㈱㈲レ・シフォン ㈲ムサシ㈱宝行生花 フコク物産㈱立川営業所大東京信用組合東大和支店

読売センター 東大和

ダイエー 東大和店
TEL：042-565-1121

ＡＳＡ 大和西部

小ホール

ホワイエ

ホワイエ
1F/2F
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パレード（車両）

模擬店

模擬店 ・ イベント
飲食スペース

スタンプラリー

お楽しみイベント

スタンプラリー

企業 PR ブース

出
入
口

大ホール
おどり （舞台）

たこ焼き

焼きそば

ジュース

ビール

本
部

トイレ

トイレ

向原西公園

ハミングホール

ゴミはお持ち帰り下さい

第 5 回 東大和おどりフェスティバル 協賛企業・団体 様
当イベントはたくさんの企業様のご協賛に支えられて開催しています。

ご協賛頂きまして、ありがとうございました。

※順不同　8月31日現在※東大和おどりフェスティバル公式サイトでもご紹介しています。 http://odori.org

※ 来場者専用駐車場はございません。
　 周辺のコインパーキングなどをご利用下さい。

JR「立川駅」北口から東村山駅・イオンモール行きバ
ス（西武バス・8番のりば）、または芝中団地・南街行
きバス（西武バス・6番のりば）で「南街入口」下車徒
歩2分
西武拝島線「東大和市駅」下車徒歩8分
多摩都市モノレール「上北台駅」からちょこバス（内
回り）でハミングホール下車
西武拝島線・多摩都市モノレール「玉川上水駅」から
西武バス『東大和市内循環バス』(東大和病院先回りコ
ース)で｢南街入口｣下車徒歩2分

キャップの貯金箱
ペットボトルのキャップが世界の

子供達を救うワクチンになる。

キャップ 400 個でワクチン 1人分

　　　　　　　　ワクチン単価

★ポリオ（小児マヒ）　約 20 円　★はしか　約 95 円

★ＤＰＴ（ジフテリア・百日咳・破傷風）　約 9円

★ＢＣＧ（結核）　約 7円　★ＭＭＲ（3 種混合）　約 114 円

ペットボトルのキャップを持って会場へＧＯ！

■

■
■

■

【交通機関をご利用の場合】

【撮影についてのお願い】
大ホール内での撮影はご遠慮頂いております。当日カメラ
を持ち込まれる方は事前に実行委員会に申請して頂き撮影
許可証の発行を受けて下さい。

【飲食・喫煙について】
飲食は小ホール内にスペースをご用意しております。
大ホール内での飲食はご遠慮下さい。また全館禁煙と
させて頂いておりますので、喫煙は会場外の決められ
たスペースでお願い致します。

会場図・ ご案内

㈲三昇銘板



後援 :

主催 : 東大和おどりフェスティバル実行委員会

東大和市　東村山市　武蔵村山市　立川市　小平市　東大和市商工会　
東大和市教育委員会　東大和市社会福祉協議会　東大和市文化協会　
東京東大和ロータリークラブ

TEL/FAX: 042-505-7276

協力 : 東大和警察署　北多摩西部消防署　東大和地区防犯協会　東大和地区交通安全協会　交通少年団
多摩信用金庫　青梅信用金庫　本荘倉庫株式会社　国際ソロプチミスト東大和　民間救急あおば
ぴゅあふれんず　東大和市商工会 ・女性部

街を育む
　住まいづくり。
賃貸管理・不動産売買・仲介

税務相談・登記相談
不動産総合コンサルティング

東大和店
小平店

東京都東大和市南街4-20-10　TEL.042-566-2411
東京都小平市小川町1-397　　TEL.042-345-4411

TEL/FAX：042-531-3520

渡辺宏美バレエスタジオ
初心者～コンクール専門クラス

大人からのシェイプアップバレエ

東大和ハミングホール リハーサル室

※毎週・火曜日PM6:30～8:30 2クラス有

会員募集

夢のあるシーンに

http://chichibuya.net
(10月末日まで）

エルヴィエント

〒207-0014 東京都東大和市南街5-89-11 若林ビル2F,4F

TEL 042-566-8891 FAX 042-566-8892

http://elviento.co.jp

パソコン指導,ホームページ作成 コンサート企画,作曲,編曲

株式会社

インターネットの導入、
コンピュータのことなら

〒207-0015 東京都東大和市中央1-598-5
TEL: 042-565-3801

東京新聞　東京中日スポーツ
◇多摩地区総括流通センター

㈱ 多摩中日運輸社
〒207-0011 東京都東大和市清原4-8-21
TEL: 042-566-7711　FAX: 042-565-8431

http://www.towaplan.com

藤和設計藤和設計株式株式
会社会社

株式会社　新東管理
〒207-0032 東京都東大和市蔵敷 2-480-2

TEL. 042-564-8425
http://e-humancare.info/

建物総合管理

第 5 回 東大和おどりフェスティバルにご協賛頂いた企業・団体 様

共に支え活動しよう
「緑の地球」に向けて

国際ソロプチミスト東大和

立川本店　立川市柏町 1-26-4
　　　　　　  042-538-1111
東大和点　東大和市南街 1-11-10
　　　　　　　　　　042-562-3000

東大和市中央 4-1046-3( 市役所入口バス停前 )
http://www.heart-to.co.jp

株式
会社 大和精機製作所


