
長野県東御市海野宿

平成2
9年

8／26
土

10：00～15：00 
にぎわい市（一坪市）
場　所： 白鳥神社境内
 
風鈴絵付ワークショップ
場　所： 本海野公民館

15：00～16：30（開場14:00）
海野宿 重要伝統的建造物群保存地区選定30周年記念
アレックス・カー氏特別講演会
「古民家・空き家再生による地域活性化の道」
場　所： 東御市中央公民館 3階講堂
入場無料・申込不要　
定員：300名（先着順）

17：00～19：00
宿場中庭ビアガーデン
場　所： うんのわ中庭
 地ビール OH!LA!HO BEER
 出店協力

19：00～19：30
ほのぼの花火の集い（打上花火）
場　所： 海野宿千曲川河川敷
※天候により打上げ時間が変更になる場合
　があります
※荒天中止の場合は8月27日（日）

アレックス・カー氏

お問い合わせは 東御市観光協会　電話0268-62-7701
主　催：海野宿にぎわいづくり実行委員会（本海野区、海野宿保存会）
共　催：東御市観光協会　　後　援：東御市教育委員会

イベントスケジュール
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打ち上げ花火とスターマイン270発の光の饗宴！
花火の集いをお楽しみください。

19:00～19:30 ※特設ステージは御座いません。

注 意 事 項
交通規制について
花火の為の交通規制はしていません。道路交通法にお従い下さい。
事故につきましては、一切の責任を負いません。
ドローンについて
当日は全面ドローンによる撮影禁止。
ごみについて
各自で持ち帰り自宅でごみの処理を行ってください。
来年につなげる為に、ゴミのポイ捨ては禁止します。

海野宿にぎわいづくり実行委員会

 石和　敬子 小林 宮下　知茂 矢島與四吉
 小林　博実 小林　康人 関　　　理 滝沢　賢一
 橋本　俊彦 原田　駿輔 日向　俊雄 丸山　謹二 
 宮坂　春夫 宮坂　雅彦

 小林　秀幸 小林　　勝 小林　蓮司 武井　克郎 
 所　　和栄 所　　繁未 馬場　清子 宮坂　京子
 他 匿名

 矢嶋　敬五 他 匿名
 出浦　　学 上原　　実 小林　豊子 小林　正央 
 小林　文江 近喰　新一 佐藤　能咸 長野加代子
 杉田　　聡 小野　章子 小野　　敦 小野　せい 
 小野　園子 小野　高男 小野　秀和 小野　易文 
 関　　周子 関　　節子 関　　剛智 関　　豊一
 武井　　浩 武井　正和 所　　光喜 中村　捷明
 花岡　英明 松林くに子 松本　龍雄 丸山　幸子
 守安いつ子 矢島藤兵衛 矢島　雄治 吉岡　竹智
 若林　裕久 他 匿名 　　　　　　　　　　（五十音・敬称略） 

協賛｜企業・団体

協賛｜個人

海野宿
花火マッ

プ

打ち上げ担当：武舎煙火工業㈱

 ㈱アメニティーズ ㈱岩崎製作所 さがみ典礼 東御法事センター 
 東御愛昇殿 ㈱ワールド重機開発（上田市）
 ㈱アライ うんのわ ㈲コスモ電機システムズ
 コトヒラ工業㈱ ガラス工房 橙 ㈱東部設備 やおふく東御店
 御菓子処 花岡 北澤土建㈱ ファミリーマート東御和店 福嶋屋
 ㈲エンジニアリングウッド（佐久市）　　　㈱エンドレスプロジェクト（佐久市） 志摩製作所（上田市）
 直富商事㈱（上田市）
 ㈲宮坂住建
 秋山商事 愛和園 あゆ友 中華飯店 一龍
 上田第三木材㈾ エンジェルフォーマー エイム管工 ㈱エフエムとうみ
 呑み食い処 おかあちゃん かじや 上州屋 加藤 ㈲カクマハイヤーz
 ㈲ガレージハットリ ㈱北沢瓦工業 ㈲北沢製麺所 ㈱吉祥
 ㈱共栄建設 公文式本海野教室 藤田和子 コウズケヤ薬局 ㈱サイトー
 栖風采プランニング ＪＡ信州うえだ 東御支所 白鳥神社 ㈲白鳥薬局
 高木産業 多㐂亭 茶楽庵 ㈱中部オリオン
 コワーキングスペース hammock ㈱ファスコナガノ ふるさとの草笛 税理士法人 宮澤会計事務所
 宮原酸素㈱ 信濃東部自動車学校 ㈱東建工業 東部開発㈱
 ㈱東和プラスチック ㈱トータルタタミサービス 西海野消防部有志（小林純、緑川、本山、小山翼、丸山、小林景茉、堀川、重田、佐藤）
 ㈲三井金属 ミヤバラガス㈱ 夢創 ㈲山岸自動車工業
 ㈲雷電くるみの里 五十嵐電気商会（上田市） 石山工業㈱（上田市） ㈱ウェルサイクル（上田市）
 掛川造園（上田市） 環境デザイン㈱（上田市） キヨノライスファーム（長和町） 沓掛酒造㈱（上田市）
 ㈱コイズミ（上田市） KOUYOU建設㈱（上田市） ㈱幸和建設（上田市） 社会保険労務士法人 コーチジャパン（上田市）
 オートパーツ コバヤシ（小諸市） 小柳産業㈱（上田市） ㈱塩沢産業 ㈱酢屋茂（立科町）
 清水園（長和町） ㈱田中住建（佐久市） ㈲T・K・S（上田市） ㈱電弘（長野市）
 ㈱平林建設（上田市） ㈱柳原商店（上田市） 山真建設（上田市） ㈱YMベジック（小諸市）　　　他 匿名
 ㈱アルファタケダ 社会福祉法人 海野保育園 ガソリンスタンド㈱オーツカ 元禄
 後藤酒店 酒井医院 スナック姉妹 せき内科クリニック
 ㈲髙橋造園 ㈲田中製材工業 ㈱永井農場 ながこしカメラ Mama’s cafe
 のらっぽ 奥村 保科不動産 本海野郵便局 ㈲森澤建業
 アズテッククリーン（上田市） ㈲カーメイクツカサ（上田市） ㈱カネト（上田市） 小池折箱店（上田市）
 しなの鉄道 各駅停車（上田市） ㈱南沢惣吉商店（長野市） 山辺糀店（上田市） 他 匿名

 赤羽技研 上原重機 上原接骨院 神津英語教室
 サン薬局 トリミングサロン シュシュ ふれあいキッチン ひまわり フジ設備
 シフォンケーキ工房 ふわり。 アイスとジュース 麦 平野屋 本山製作所
 趣味の店 もん ラーメン大学 ダスキン丸子支店（上田市）   （五十音（東御市・その他）敬称略）




