
10：00～ 伊勢まつりよさこい連合

11：10～太鼓演奏

11：35～ 伊勢志摩サミット2016盛り上げ隊

13：00～太極功夫扇

13：25～和太鼓＆ダンス

14：00～武術太極拳表演

14：30～和太鼓演奏

15：10～和太鼓演奏

15：45～
17：25～ 伊勢志摩サミット2016盛り上げ隊

18：35～

〈 20：30終了予定 〉 〈 21：00終了予定 〉 〈 16：40終了予定 〉

〈 17：40終了予定 〉 〈 16：10終了予定 〉

伊勢まつりよさこい連合

※イベントのプログラムは予告なく変更する場合があります。6日●土

7日 日●日

尼辻イベント広場

9：50～ みどりマーチングキッズ
一之木交差点（本部前）

10：20～ 南京玉すだれ伊勢路会イベント

13：20～古調伊勢音頭の会 10：50～大形弘マジックショー

13：55～願念坊踊り 11：30～ STUDIO EARLY ショーケース

14：40～中学生吹奏楽演奏会 11：50～ マキタマシロ&STUDIO EARLY

15：20～篠笛演奏 13：10～ヒストリカル伊勢音頭

17：05～和太鼓演奏 13：45～和太鼓演奏

20：30～御薗手筒花火 14：25～大正琴演奏

15：05～キッズダンス

15：40～沖縄民謡

16：15～和太鼓演奏

伊勢市駅前イベント広場

10：20～キッズダンス

キッズダンス

心に響け!!本町春木太鼓

STUDIO EARLY ショーケース

マキタマシロ・オンステージ
伊勢から全国へ！！
伊勢まつりよさこい連合

マキタマシロ・オンステージ
伊勢から全国へ！！
STUDIO EARLY ショーケース

みんなで踊ろう!! 伊勢音頭フィナーレ

10：45～

11：40～

12：10～

12：30～

13：00～

16：00～

16：30～

17：00～

尼辻イベント広場

10：15～暁の星マーチング
一之木交差点（本部前）

13：45～伊勢音頭を踊ろう

10：25～ 人形劇団どむならんの腹話術「おしゃべりかんこちゃん」

14：10～伊勢古市翔龍太鼓
10：45～和太鼓天翔

14：30～白浪五人男
11：20～フォークダンス

15：35～エル・プエルト
11：55～市民カラオケのつどい

15：20～ヒップホップダンス

15：40～沖縄エイサー

伊勢市駅前イベント広場

〔主催〕伊勢市、伊勢市教育委員会
〔場所〕伊勢市生涯学習センターいせトピア

第62回伊勢市民芸能祭
（邦楽部門）

  〔主催〕空き家ネットワークみえ
〔共催〕伊勢市
           

 〔場所〕いせトピア１F　
　　　  多目的ホール　

〔主催〕裏千家淡交会
         伊勢班

 〔場所〕伊勢市観光協会
         風餐亭

〔場所〕サンライフ伊勢　
〔主催〕空と海のサークル　
　　　  波濤の会

8：30～17：00（予定）
(雨天時予備日 8日）

ダイムスタジアム伊勢（倉田山公園野球場） 〕所場〔
伊勢市、伊勢商工会議所、伊勢地区中小企業
労働対策協議会
 〕催主〔

第54回 伊勢商工人軟式野球大会
9：00～16：30

賓日館 〕所場〔
NPO法人二見浦・賓日館の会　 〕催主〔

●木漆工芸作家・野嶋峰男展

新道商店街
旧はまや毛糸店跡
 〕所場〔

伊勢編物愛好会 〕催主〔

場所：高柳商店街

6日（土）・7日（日）・8日（月）

6日（土）・7日（日）

6日（土）・7日（日） 7日（日）6日（土）

10：00～21：30
全国各地からこの日にしか食べられない絶品メニューがズラリ！
国内 4大ビールブランドが勢揃いの「昭和酒場」に三重の銘酒ラインナップを大幅追加！
その他、世界の人気ビールを集めた「ワールドビアフェスト」や各地のワインを試飲しながら
楽しめる「ワインパーク」など、美味しいコンテンツが盛り沢山です！

私たちは 伊勢まつりを応援します

2018

※

写
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。

〔入館料〕
　大人300円、
　小学生～高校生150円

6日/ 9：00～19：00
7日/ 9：00～15：30　

●艦船と航空機模型展示会

9：00～17：00
●編物手芸作品展示会

10：00～16：00
●空き家無料相談会

10：00～15：00

11：00～14：20

●いせ茶会
7日（日）
●2018 ISE COLLECTION
　伊勢市芸術祭

6日（土）・7日（日） 6日（土）・7日（日）

株式会社　赤福
あぶり焼肉 匠 PART2 伊勢店
にく家 たくみ
医療法人 荒木内科循環器科
いにしえの宿　伊久
居酒屋　ろく助
石川商工株式会社
（有）石八石材
伊勢銀座新道商店街振興組合
株式会社　伊勢警備保障
医療法人　伊勢外宮前クリニック
伊勢祭遊騎
公益社団法人 伊勢市シルバー人材センター
伊勢シティホテル
伊勢清風会
(有)伊勢葬祭
伊勢高柳商店街振興組合
伊勢日軽アルミ建材株式会社
伊勢ポイントカード協同組合
伊勢旅館組合
磯部工業株式会社
有限会社いなばや薬局
岩戸屋
有限会社ウェルフェア三重

有限会社　魚勘
海老屋建設（株）
株式会社エボリューション
有限会社オートガレージホリエ
岡三証券株式会社伊勢支店
岡田酒店
有限会社　奥野建材
(有)奥野電工
小俣産業有限会社
角仙合同株式会社
金子眼科
河口外科
ＫｉｃｋＳｍａｓｈ21
喫茶のなか
㈱ぎゅーとら
ぎょうざの美鈴
串揚げ　耕司
くまがい歯科医院
株式会社サティスホーム伊勢
下建設　株式会社
株式会社　神都
株式会社スペースアート
鷲見内科
有限会社　世古鉄工所

株式会社ＺＴＶ伊勢放送局
株式会社第三銀行 伊勢支店
大平電気（有）
多国籍料理　Kado
ダスキン伊勢支店
たちばな靴店
有限会社　出口組
虎屋ういろ株式会社
南環連（三重県南勢環境保全企業連合会）
ニシムラ建機株式会社
株式会社　日本ユニコープ
（株）野七
呑処　金左衛門
（株）野村水道工業所
株式会社　橋本自動車工業
畑肛門医院
菱田建材株式会社
株式会社百五銀行伊勢支店
フクダ電子株式会社
ブー吉お助け隊（株）南部清掃
（有）藤屋窓月堂
株式会社　藤原建設
有限会社　豚捨
有限会社　へんばや商店

松葉内科
株式会社　松本清掃
松屋製菓株式会社
株式会社　まる天
マルヒロ産業株式会社
みえ医療福祉生活協同組合
三重県建設労働組合伊勢支部
三重県遊技業協同組合 伊勢支部
御木本製薬（株）
株式会社三國屋
御薗商工連絡協議会
有限会社　宮林金庫店
（有）　みよしや酒店
有限会社　八百正
八木段ボール株式会社
薮谷建築
山口製麺　有限会社
有限会社　ヤマ忠
株式会社山野建設
株式会社UL　Japan
有限会社　吉村建設

多数の皆様からの
ご支援に心から感謝を
申し上げます。

（伊勢舞熱人+勢州よさこい連合）

（一之木須原太鼓）

（「夢」グループ）

（明照児童館）

（伊勢太極拳　朋友会）

（明和太鼓保存会）

（曽祢町　清川太鼓）

（伊勢舞熱人+勢州よさこい連合）

（みどり保育園） （南京玉すだれ伊勢路会）

（古調伊勢音頭の会） （三重マジッククラブ&南伊勢町チーム）

（高砂山願念坊祭保存会） （スタジオアーリー）

（伊勢市教育委員会）

（草深 晶藤 篠笛の会（藤笛会）） （Ichi-Uda Salon）

（南勢牛鬼太鼓保存会） （凛華）

（御薗手筒花火彗星会） （琴修会　中勢支部）

（メッツ＆アウザーダンススクール）

（緑海舞遊会・三線グループ）

（凛華）

（ベスパキッズダンススクール）

（ベスパキッズダンススクール松阪）

（伊勢本町春木太鼓）

（スタジオアーリー）

（マキタマシロ）

（伊勢舞熱人+勢州よさこい連合）

（マキタマシロ）

（スタジオアーリー）

（暁の星こども園）

（（公社）伊勢市シルバー人材センター）

（人形劇団どむならん）

（伊勢古市翔龍会）
（和太鼓伊勢天翔）

（伊勢古市歌舞伎保存会）
（伊勢フォークダンス協会）

（伊勢まつり実行委員会）

（ダンススタジオ　ＤＥＣ→Ｇ）

（緑海舞遊会・エイサーグループ）

イベントタイムスケジュール

イベントタイムスケジュール

同日開催行事
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