
芦屋さくらまつり
協賛シール

芦屋川河川敷特設ステージほか
芦屋川東側道路（大正橋~国道2号・業平橋間）
会場

特設ステージ

第16回ワールドミュージックフェスタ in ASHIYA
World Music Festa

11:00~20:00  
縁日(39店)

特設ステージ

第16回ワールドミュージックフェスタ in ASHIYA
World Music Festa

11:00~20:00  
縁日(39店)

松ノ内緑地ストリート
松ノ内緑地

特設ステージ

第16回ワールドミュージックフェスタ in ASHIYA
World Music Festa

11:00~20:00  
縁日(39店)4月2日(土)

11:30~　兵庫県立芦屋高等学校 書道部
13:00~　芦屋フォークダンス協会
14:00~　South Bound

12:30~　オープニングセレモニー
13:00~　芦屋市吹奏楽連盟の演奏
14:50~　芦レレ (ウクレレ)
15:20~　South Bound（ROCK）
16:10~　Coup de Coeur (Jazz)

15:55~　Luce Pura(ルーチェプーラ) (Pops)　
16:40~　ザ・シャギー・マウンテン・ボーイズ(ﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ)
17:25~　ESCAPADE （Pops Group）
18:10~　KIKO & Rainbow （Pops）
19:00~　芦屋さくらまつり特別企画　抽選会
19:10~　The Roots (Pops)

特設ステージ

第16回ワールドミュージックフェスタ in ASHIYA
World Music Festa

11:00~20:00  
縁日(39店)4月3日(日)

11:00~　李亜輝 with 二胡合奏団 (二胡)
11:35~　関西インターナショナルミュージックアカデミー (Pops Group)
12:10~　S★YOKO壱 (Pops Group)
12:45~　リトル.チェッカーズ (Pops Group)
13:25~　ラグパパス・ジャグ・バンド (ジャグ)
14:10~　Merrymegu と Jazz Garland (Jazz)
14:55~　関西ポップスオーケストラ (Jazz)

土 日

第28回

平成28年

10:30~　Keaonani Hula Studio
11:00~　S★YOKO壱
11:45~　リトル.チェッカーズ
12:30~　李亜輝 with 二胡合奏団

13:15~　関西インターナショナルミュージックアカデミー
14:00~　Luce Pura(ルーチェプーラ)
14:45~　ESCAPADE
15:30~　Merrymegu と Jazz Garland
16:20~　The Roots

14:50~　Coup de Coeur
16:00~　GETCHA!

4月2日 ・  3日4月2日 ・  3日

ペア2組

ペア5組

抽選は4月3日(日)19:00頃 ワールドミュージックフェスタステージで！
『宝塚歌劇公演チケット』
『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン１日入場券』

『中之島プラザレストラン食事券』
『フェリーさんふらわあ乗船券(大阪・神戸～九州往復)』

『武庫ノ台ゴルフ場プレーフィ券』
『尼崎テクノランド プリペイドカード(1,000円)』 20名様
『芦屋市商工会会員より提供の商品』 若干名

ペア5組

第28回芦屋さくらまつり 特別企画第28回芦屋さくらまつり 特別企画抽選会

芦屋

メイン

16:50~　福原照晃＆Cowboy Dreamers (Country)
17:45~　GETCHA! (Pops)
18:30~　長田伸一郎＆ The CLAPS (ROCK)
19:10~　広瀬未来カルテット (Jazz)

松ノ内緑地ストリート

メイン

松ノ内緑地ストリート

ドリンクを片手に
演奏を

お楽しみください

ドリンクを片手に
演奏を

お楽しみください

アクセスマップ
【駐車禁止】
周辺道路は全面駐車禁止です。
車でのご来場はお断りさせていただきます。
【交通規制】
4月1日(金)正午から4月3日(日)の終日、芦屋市民センターの
西側道路(大正橋～国道2号・業平橋間)は、車両通行止めに
なります。
周辺の皆様にはご迷惑をおかけ
しますが、ご協力をお願いします。

阪急神戸線

月若橋

大正橋

業平橋

JR神戸線

国道2号線
業平交番

至芦屋駅

至大阪至神戸

桜橋

開森橋

阪急芦屋川駅

芦
屋
川

市
民
セ
ン
タ
ー

松ノ内緑地

特設ステージ

芦屋さくらまつり協議会

(株)神戸新聞社

芦屋さくらまつり
写真コンクール
2016年の芦屋のさくらと
芦屋さくらまつり　実施日 平成28年4月2日(土)

配布時間 13:45頃～
内容
当日の様子を掲載した
特別号外を作成、配布します。
問い合わせ
神戸新聞販売局 TEL.078-362-7063

神戸新聞めぐる君
号外をお配りします！

取材から編集、印刷までを1台でこなす
走る新聞社「神戸新聞めぐる君」が来場。
おまつりの様子を写真と記事で楽しめる
号外を配布します。

応募期間
平成28年4月7日(木)～14日(木)
応募対象

問い合わせ及び応募先

詳しい内容とご応募については芦屋観光協会
のホームページをご覧ください。
http://www.ashiya-people.com/kankou/

市内のさくら・芦屋さくら
まつり会場の風景で、未発表の作品

芦屋観光協会事務局(経済課内)　
〒659-0065　芦屋市公光町5-10

小田脩造　事務局:芦屋市企画部市民参画課内(TEL.0797-38-2007)

            　芦屋市商工会　芦屋市自治会連合会　芦屋市環境衛生協会　芦屋市婦人会

芦屋市社会福祉協議会　芦屋観光協会　芦屋納税協会　芦屋経済人会議　芦屋市

　　　芦屋大学 ボランティア同好会　芦屋学園高等学校 ボランティア部　
兵庫県立芦屋高等学校 ボランティア部　朝日ヶ丘自主防災会　
スペシャルオリンピックス 日本・兵庫・芦屋プログラム　尼崎信用金庫 阪神芦屋支店

１等

２等

３等　

小雨決行

ペア１組

１組４名分

主催
会長
後援

構成団体

協力

　(特活)あしやNPOセンターボランティアコーディネート

さくらまつり期間中、本部テントで協賛金を募集しています！
協賛を頂いた方には特別企画の抽選券をお渡しします！



芦屋市三八会（ヨネダ園芸）

公益社団法人　芦屋市シルバー人材センター

ワールドピースの会

NPO法人 芦屋市国際交流協会

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

NPO法人 芦屋市民まつり協議会

芦屋市カヌー協会

よつ葉＆一杯のコーヒーから地球が見える

障害者が街で共に生きる みんなの麦の家

芦屋キワニスクラブ

NPO法人 高齢者医療福祉協会

駅西商店街(キュベルクール)

複合型有料老人ホーム Les芦屋

しそう森林王国協会

美山と交流する会

日田市観光協会

スペシャルオリンピックス日本・兵庫・芦屋プログラム

芦屋クオリティライオンズクラブ

芦屋業平ライオンズクラブ

芦屋東ライオンズクラブ

芦屋観光協会

芦屋市商工会青年部

芦屋市商工会女性部

浜芦屋商交会（寿ず家）②

浜芦屋商交会（寿ず家）①

芦屋ワイズメンズクラブ

本通り商店会(たこ焼き＆ちょッとBar Garage)

芦屋水道橋商店会(あしや串の宴)

三條地車保存会

濱之町地車

芦屋小売酒販組合　芦屋分会

川西商店街

関西大学校友会芦屋支部

ラ・モール芦屋商店会（芦屋花コロッケ）

芦屋防犯協会

市立芦屋病院

芦屋納税協会　芦屋東灘納税貯蓄組合連合会

芦屋観光銘産品協会

芦屋経済人会議

＊この事業は、兵庫県が行う平成28年地域活性化集客支援事業の助成を受けています。
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鉢花・花苗・観葉植物・植木等

はんてん・ちゃんちゃんこ・ベスト・ストラップ等小物種々

バルーン・手作り商品(服，バッグ，アクセサリー等)

バザーの販売（衣類・日用品・アクセサリー・靴・鞄・食品・おもちゃ・本等）
さをり織り製品(ポーチ・ペンケース・手さげ等)/
野菜販売(もち・大根・白菜・ほうれん草等)
バザー(衣類・雑貨)/牛すじ煮込み(味噌・しょうゆ)/酒類

くじ引き・スーパーボール/鉄板焼き・焼きそば・フランクフルト/ソフトドリンク

フランクフルトソーセージ/ホットコーヒー

わた菓子・ラスク/リサイクル品のバザー/スーパーボール

チュロス・揚げ菓子/コーヒー

焼きそば・おにぎり・フライドポテト・おつまみ等/飲み物(ジュース・ビール等)

からあげ・スープ/ワイン・クラフトビール・コーヒー・ソフトドリンク

カレー・サモサ・カレースパイス/アクセサリー・アロマ

宍粟市の特産品・果物・野菜等

たこ焼/お茶・ジュース・缶ビール

ラーメン・から揚げ・餃子・チャーシュー丼/生ビール・缶ビール・缶チューハイ

猪フランク・ぼたん汁・黒豆食パン・黒豆グラッセ・白大豆グラッセ・黒豆煮等

焼きそば・フランクフルト・水餃子/ビール・ジュース・ラムネ・お茶

バザー　

グラスワイン・ボトルワイン(赤・白)

カレーライス・カレーパン・調理パン/ソフトドリンク
カレーライス・唐揚げ・ハリケーンポテト・コロッケ・鉄板焼き(マッシュルーム)/
ビール・酎ハイ・ワイン

焼きそば・お好み焼き・えびせん・アメリカンドッグ/飲み物

からあげ・イカ焼き/ビール

たこ焼き・ベビーカステラ・とうもろこし

チヂミ・わた菓子

たこ焼き・サイコロステーキ・ハーブソーセージ・焼おにぎり/生ビール

さざえのつぼ焼き・肉まん・ソフトクリーム・海鮮丼/ビール・ソフトドリンク

焼きそば・揚げ物・焼き鳥/ビール・清涼飲料水

おでん・わた菓子・からあげ・りんごあめ/ビール・ジュース

パン・スープ/ビール・ワイン・清酒・ジュース

チヂミ・桜餅花見団子セット/ビール・ウーロン茶

焼きそば・フランクフルト/生ビール・ワイン・ソフトドリンク・熱燗

コロッケ/ビール・ドリンク各種

古着等のバザー/レトルトカレーの販売

あてもの(くじ引き)

酒・甘酒/おつまみ/税金クイズ/風船・花の種・税のパンフレット等配布

桜もち・花見団子・わらびもち・苺大福・桜まんじゅう・赤飯/味噌各種・味噌汁の素

サンドウィッチ・パン詰め合わせ・焼き菓子/
生ビール・焼酎・スパークリングワイン(グラス・ボトル)

●配置図●

2

第28回芦屋さくらまつり縁日出店団体・取扱品一覧(テント番号順)

芦屋さくらまつり協賛団体一覧表

■芦屋市商工会
■芦屋市自治会連合会
■芦屋市環境衛生協会
■芦屋市社会福祉協議会
■芦屋観光協会
■芦屋納税協会
■芦屋市婦人会
■芦屋市医師会
■芦屋東ライオンズクラブ
■芦屋業平ライオンズクラブ
■芦屋クオリティライオンズクラブ
■芦屋ハーモニーライオンズクラブ

■芦屋ロータリークラブ
■国際ソロプチミスト芦屋
■芦屋市国際交流協会
■(株)神戸新聞社
■(株)ジェイコムウエスト
■芦屋浜センター(協)
■打出商店街
■浜芦屋商交会
■芦屋市三八会
■川西商店街
■芦屋山手サンモール商店街
■駅西商店街

■ホテル竹園芦屋名店会
■モンテメール会
■芦屋本通商店街
■ラポルテ東館名店会
■ラポルテ本館名店会
■芦屋市商工会女性部
■芦屋市商工会青年部
■兵庫県宅地建物取引業協会　
　芦屋・西宮支部
■(株)あおやま菓匠
■(資)杵　屋
■田中金盛堂

■芦屋都市管理(株)
■(株)小野教育総合研究所
■(株)永瀬
■エース証券(株)
■(有)行光ファインフーズ
■(株)メインステージ
■(株)一建設工業
■(有)ティーワイ商事
■(株)オーシャン設計
■(株)協同電業社
■(株)オンコ―
■東亜工業(株)

■鈴(ベル)
■(株)関電アメニックス
■ＭＩＤ都市開発(株)
■(有)ユーズグループ
■(有)芦屋石油
■芦屋経済人会議

■(株)花岩
■神戸ハーバー法律事務所
■芦屋韓鉄
■(有)プラス
■足立優歯科診療所
■(株)芦屋人
■(株)充理塾
■(有)不動産情報館
■三井不動産住宅リース(株)
■(株)立上建設
■芦屋土木まちづくり共同組合 濾風会
■(有)キングハーベスト

次の団体・企業・個人からたくさんの協賛金を戴きました。
さくらまつりの経費に充当させて戴きます。誠にありがとうございました。

※当日のボランティアはあしや市民活動センターで
     受付をしています。（芦屋市公光町5-8）

休
憩

【ご注意】
「河川敷からの引き揚げ」大雨洪水警報及び警報の発表時に
回転灯が点灯した際に河川敷から退去していただきます。
「入場制限」会場内の混雑状況により(大正橋)北から(業平
橋)南への一方通行になる場合があります。　　

ゴミは各自で持ち帰りましょう。
芦屋川河川敷でのバーベキューは
禁止しています。

あしや市民
活動センター

（ボランティア受付）

・協賛金受付
・抽選券配布
・抽選券ボックス設置

・問い合わせ　・芦屋警察署　・救護所　　※協賛金受付場所
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