
フォトコンテスト開催フォトコンテスト開催
第63回とまこまい港まつり

今回のまつり風景・関連行事など…
あなたの思い出の1ページを応募しませんか？
受賞作品は、次回以降のまつりの宣伝素材と
して活用させていただきます。

応募期間／平成30年8月6日（月）～8月17日（金）

賞／金賞  1名  賞金20,000円

      銀賞  2名  賞金10,000円

      銅賞  3名  賞金　5,000円
※応募要領等詳細は、HP等でご確認願います。

緑ヶ丘公園展望台にて緑ヶ丘公園展望台にて

今年で63回目を迎える、とまこまい港まつり！歴代の

祭りを華やかに彩った「歴代とまこまい港まつりポ

スター展」を開催しています。皆さんの思い出のポ

スターが蘇る！なつかしいポスターに思いをはせてみ

ては？たくさんの皆様のご来場をお待ちしています。

港まつり当日は、カメラマンがムービー・スチールの撮影

をすることがありますのでご了承ください。撮られたくな

い、お断りしたい方は、カメラマンまでお申し出ください。

日時／7月23日（月）～8月5日（日） 9：00～21：00

場所／苫小牧緑ヶ丘公園展望台

　　　（苫小牧市字高丘41-18）

　　　2階多目的スペース、3階展望台

協力：長岡造園株式会社協力：長岡造園株式会社

第63回苫小牧港まつり実行委員会
■事務局／苫小牧市若草町3丁目3番8号

　　　　　市民活動センター内

■連絡先／0144-33-2233

■メイン会場・住所

　中央公園（若草町）
　苫小牧市若草町2丁目3

4
土

5
日

場所

1回目

2回目

10：00～10：45

13：00～13：45

メイン会場ステージ

観覧
無料

※ショー終了後、写真撮影会・

　サイン会がございます。（有料）

12：50～
13：50
ステージ

White ExplosionWhite ExplosionWhite Explosion
Special LiveSpecial LiveSpecial Live

アニメ「ポチッと発明ピカちんキット」

テレビ北海道にて、毎週土曜日9：30～10：00放送中

アニメ「ポチッと発明ピカちんキット」

テレビ北海道にて、毎週土曜日9：30～10：00放送中

「ピカ☆ちんタイム」
ステージ

「ピカ☆ちんタイム」
ステージ

Every Little Thingの伊藤一朗さんと、歌手の宮脇詩音さん ？！



ステージイベントスケジュールステージイベントスケジュール

ハーラウフラ カウルオカラージャパン フラパフォーマンスハーラウフラ カウルオカラージャパン フラパフォーマンスハーラウフラ カウルオカラージャパン フラパフォーマンス10：55～
11：25

11：30～
11：45

11：50～
12：20

12：25～
12：50

13：55～
14：25

14：35～
15：05

13：00～
13：45

10：00～
10：45

4
土

10：00～
10：15

15：15～
15：45

15：55～
16：10 極真空手 演武会極真空手 演武会極真空手 演武会
16：15～
16：25

苫小牧ホッキ音頭・ハスカップ音頭
苫小牧漁協女性部＆ホッキ舞桜会5

日

マイレ本間フラ・スクールフラダンスショー

White Explosion Special Live

粋輦・ほんによいとこ苫小牧
振付：西崎巧奏

新曲「風のランナー」発表！！

バトン＆チアダンス Ｍｉｘ

フラ＆タヒチアン ヤジマ・ファレフラ＆タヒチアン ヤジマ・ファレフラ＆タヒチアン ヤジマ・ファレ

苫小牧よさこいソーラン 手鼓舞

野村 吉文歌謡ステージ

3
金

14：00～
15：00

琴名流大正琴
美和会演奏会

100円臨時バス運行
22：15発車白鳥王子アイスアリーナ駐車場

（川辺音楽教室）

サマーナイトコンサートサマーナイトコンサート

チアリーディング M＆Ms Club FAIRIESチアリーディング M＆Ms Club FAIRIESチアリーディング M＆Ms Club FAIRIES

（苫小牧市民吹奏楽団）

15：10～
15：40

ヤマハミュージック 苫小牧店
エレクトーンオンステージ
ヤマハミュージック 苫小牧店
エレクトーンオンステージ

15：55～
16：50

17：00～
17：15

17：20～
17：35

17：40～
17：50

18：00～
19：00

19：10～
19：40

19：45～
20：15

ハスカップレディ発表

第63回

開会式開会式

3
金

18：00～
19：00
ステージ

　　　　　　　 ㈱阿部文具／イオンモール苫小牧／海の駅ぷ

らっとみなと市場／王子ネピア㈱／㈱Otis／㈱アングル（オバラメガネ）

／カワモト白衣㈱ 苫小牧営業所／㈱近畿日本ツーリスト北海道 苫小

牧支店／㈱志方写真工芸社／Shampoo／TSOスタッフ／苫小牧美

容協会／㈱苫小牧民報社／㈱日専連パシフィック／日本航空㈱／㈱野

村呉服店／ハーバー㈱／㈲花長生花店／㈱花のもみじやま／㈱花よ

し生花店／㈱フジタコーポレーション／㈱古畑電機／㈱平和堂／ヘリテージキムラ(木村

屋第一商事㈱)／北海道ファーマライズ㈱（ふじい薬局）／㈱ホテルニュー王子／㈱マルキ

タ家具センター ／㈲三上家具店／㈱三星　（敬称略  五十音順）

2018ハスカップレディ発表ハスカップレディ発表ハスカップレディ発表ハスカップレディ発表
【副賞協賛商社】　　

20：20～
20：50

少林寺拳法苫小牧協会 演武

2018

16：35～
18：05 Ｓｕｍｍｅｒ ミュージック フェスＳｕｍｍｅｒ ミュージック フェス 2018
18：15～
20：50

かんばやしまなぶ ライブショー

はじめあきらとつくもちゃん「ピカ☆ちんタイム」ステージ

舞踊道楽お達者会舞踊道楽お達者会舞踊道楽お達者会

ＫＩＲＡＲＩ新体操クラブＫＩＲＡＲＩ新体操クラブ

11：50～
12：20

11：15～
11：45

10：55～
11：10

10：20～
10：50

12：25～
12：40

14：15～
14：55

13：55～
14：10

12：50～
13：50

18：50～
20：30

16：10～
16：25

15：35～
16：05

15：00～
15：30

ＰＬ北海道第四ＭＢＡＰＬ北海道第四ＭＢＡＰＬ北海道第四ＭＢＡ

駒澤大学附属
苫小牧高等学校吹奏楽局吹奏楽局

Ｅｓｔｕｄｉｏ Ｂｕｅｎａ ＯｎｄａＥｓｔｕｄｉｏ Ｂｕｅｎａ Ｏｎｄａ
キューバダンスショー

18：05～
18：25

19：50～
20：20

19：00～
19：30

チアリーディング
チーム smile kid

,
ssmile kid
,
s

テルミと歌仲間の歌謡ショー

門田しほり Special Summer Live

18：30～
18：55 CANDOLLKEY×TIES スペシャルライブCANDOLLKEY×TIES スペシャルライブ

新体操演技発表

「とまチョップ水」イメージソング発表ステージ

17：05～
18：00

16：30～
17：00

歌のシーサイドショー歌のシーサイドショー歌のシーサイドショー

つちだきくお ライブ
北と南の出会い はすかっぷ音頭

栗原ちあき 歌謡ショー 
苫小牧観光大使

4
土

3
金

※5日（日）は運行しません

バトン
トワリング

観覧
無料

※ショー終了後、

　写真撮影会・

　サイン会が

　ございます。

　（有料）

観覧無料

※ショー終了後、

　写真撮影会・

　サイン会が

　ございます。

　（有料）

「タッチフレッシュライヴ」

美咲じゅん子歌謡オンステージ
（星川音楽事務所）

キング
レコード

表彰式表彰式表彰式大好き！苫小牧港フォトコンテスト2018
市民おどり・ポートカーニバル

100円臨時バスは運行しません5
日



15：10～
15：40
ステージ

19：45～
20：15
ステージ

歌のシーサイドショー歌のシーサイドショー歌のシーサイドショー

栗原ちあき
歌謡ショー 

苫小牧観光大使

3
金

3
金

3
金

のイベント EVENT

道
新

主催／北海道新聞苫小牧支社主催／北海道新聞苫小牧支社

テレドーム（当日のご案内）テレドーム（当日のご案内）

月～金曜日/9：30～17：30お問い合わせ／（0144）33-5363月～金曜日/9：30～17：30お問い合わせ／（0144）33-5363

お問い合わせ／0180-993-775お問い合わせ／0180-993-775

19：30～漁港区西側広場
※雨天の場合8月5日（日）に延期

路線・経路など詳細は

道南バス㈱苫小牧営業所へ

お問い合わせください。

路線・経路など詳細は

道南バス㈱苫小牧営業所へ

お問い合わせください。

路線・経路など詳細は

道南バス㈱苫小牧営業所へ

お問い合わせください。

0144-55-71250144-55-71250144-55-7125

3 5

花火大会期間中の交通規制区間18時30分から20時

30分まで、市高砂下水処理場センター東側から汐見

大通り線以南の水産市場東側付近まで実施

花火大会通行止めのお知らせ

8月3日（金）10：00～20：008月3日（金）10：00～20：00

沼ノ端駅前18：12～沼ノ端南18：15～ウトナイ団地南18：21～ウトナイ南2条通

18：24～拓勇東18：27～明野元町2丁目18：30～総合経済高校18：35～苫信明野

支店前18：38～駒澤高校前18：41～住吉住宅街18：44～住吉双葉中央18：46～

東高校18：48～緑町2丁目18：51～花火会場19：10

沼 ノ 端 駅 前 発

沼ノ端駅北口18：14～沼ノ端北（南）18：17～拓勇南18：19～明野元町1丁目

18：21～職訓センター通18：27～柳町4丁目18：29～美園小学校前18：36～住吉1

丁目18：39～市立病院前（東）18：42～緑町郵便局前（南）18：44～駅北口18：50

～王子総合病院前（北）18：53～出光カルチャーパーク（東）18：55～花火会場19：10

沼 ノ 端 駅 北 口 発 ※今年から新たに運行

有珠の沢7丁目18：32～有珠の沢5丁目18：34～有珠の沢橋18：36～桜木4丁目

18：38～啓北中学校前18：40～北光小学校18：43～北光通18：44～西高校前

18：46～元町2丁目18：49～元町1丁目18：51～駅通十字街18：53～市役所前

18：54～総合体育館前18：56～花火会場19：10

有 珠 の 沢 7 丁 目 発

錦西営業所18：15～宮前4丁目18：17～明徳2丁目18：20～南高校北18：23～

澄川小学校前18：26～柏木5丁目18：29～日新3丁目18：33～豊川4丁目18：37～

苫信光洋支店前18：42～新富2丁目18：46～弥生2丁目18：48～アイビープラザ前

18：52～市役所前18：54～花火会場19：10

錦 西 営 業 所 発

南高校18：25～スケートセンター18：28～ときわ1丁目18：30～泉野小学校前18：32

～川沿1丁目18：34～糸井駅北18：37～桜木3丁目18：40～啓北町18：43～北光

通18：45～新富1丁目18：48～三条橋18：50～アイビープラザ前18：53～市役所前

18：56～花火会場19：10

南 高 校 発



のイベント EVENT

4
土

4
土

みなとフェスティバルみなとフェスティバルみなとフェスティバルみなとフェスティバル第20回第20回

日時：8月4日（土）
AM9:00～PM3：30
場所：苫小牧西港北埠頭  キラキラ公園

日時：8月4日（土）
AM9:00～PM3：30
場所：苫小牧西港北埠頭  キラキラ公園

主催：苫小牧建設協会 33-7327主催：苫小牧建設協会 33-7327

第10回 ハスカップボートレースハスカップボートレースハスカップボートレース4
土

4
土

4
土

14：35～
15：05
ステージ

港湾業務艇港湾業務艇

「はやぶさ」苫小牧港見学会「はやぶさ」苫小牧港見学会

4
土

16：35～
18：05
ステージ

18：15～
20：50
ステージ 

Ｓｕｍｍｅｒ 
ミュージック フェス
Ｓｕｍｍｅｒ
ミュージック フェス

20182018

1回目 10：00～10：45
2回目 13：00～13：45
場所 メイン会場ステージ

観覧無料 ※ショー終了後、写真撮影会・

　サイン会がございます。（有料）

（苫小牧市入船町3丁目1）（苫小牧市入船町3丁目1） タッチタッチタッチ「「

フレッシュライヴフレッシュライヴ」」
新曲「風のランナー」発表！！新曲「風のランナー」発表！！

ALL Dancers session 
とまこまい 餅まきディスコナイト

＆

苫小牧のダンスシーンを盛上げるダンサーたちが、港まつりに集結！

更に第二部では、誰でも参加できる「とまこまいディスコナイト」を開催！

目立った奴には名誉をプレゼント！

苫小牧のダンスシーンを盛上げるダンサーたちが、港まつりに集結！

更に第二部では、誰でも参加できる「とまこまいディスコナイト」を開催！

目立った奴には名誉をプレゼント！

DJ YUICHI/MC WACCHI/ NAOYA

■第一部：スタジオ別セッション 18:15～20:30
■第二部：とまこまい 餅まきディスコナイト 20:30～20:50
■第一部：スタジオ別セッション 18:15～20:30
■第二部：とまこまい 餅まきディスコナイト 20:30～20:50

DJ YUICHI/MC WACCHI/ NAOYA
※協賛：株式会社 トランスクール／株式会社 オーティス
※協力：DISCO 愛好会&苫小牧 ALL DANCER /市内ダンススタジオダンサーズ
※協賛：株式会社 トランスクール／株式会社 オーティス
※協力：DISCO 愛好会&苫小牧 ALL DANCER /市内ダンススタジオダンサーズ

【参加団体】

①NO STYLE ②CLAP ③TANZ ④steps ⑤LABO ⑥FoRCE ⑦Beef.w ⑧Bazze ⑨VIVIANA ROSETT              
【参加団体】

①NO STYLE ②CLAP ③TANZ ④steps ⑤LABO ⑥FoRCE ⑦Beef.w ⑧Bazze ⑨VIVIANA ROSETT              

から からから から

乗船場所までは、バスで送迎します。乗船場所までは、バスで送迎します。

苫小牧西港北埠頭キラキラ公園岸壁苫小牧西港北埠頭キラキラ公園岸壁

出演団体出演団体

● 北海道苫小牧東高等学校

● 苫小牧市立青翔中学校 合唱部

● SSC苫小牧少年少女合唱団

● The Cresters（ザ クレスターズ）

● ヴィータ・エテルナ・コーロ

● 苫小牧駒澤大学マーチングバンド部

● 北海道苫小牧東高等学校

● 苫小牧市立青翔中学校 合唱部

● SSC苫小牧少年少女合唱団

● The Cresters（ザ クレスターズ）

● ヴィータ・エテルナ・コーロ

● 苫小牧駒澤大学マーチングバンド部



2018年8月5日（日）

のイベント EVENT

5
日

15：35～
16：05　
ステージ5

日
19：00～
19：30　
ステージ5

日

キングレコードキングレコード

ところ／苫小牧西港南埠頭（予定）

出典／海上自衛隊HP出典／海上自衛隊HP

海上自衛隊
護衛艦
海上自衛隊
護衛艦

とき／

4日8月

土

5日
日

・

「すずなみ」一般公開
とき／

4日8月

土

5日
日

・
その他／乗船の際、手荷物検査等を実施いた

　　　　しますので、ご理解・ご協力をお願い

　　　　致します。

・安全管理上、スカート・着物着用の方、ハイヒ

　ール・サンダル履きの方は乗艦をお断りして

　おります。

その他／乗船の際、手荷物検査等を実施いた

　　　　しますので、ご理解・ご協力をお願い

　　　　致します。

・安全管理上、スカート・着物着用の方、ハイヒ

　ール・サンダル履きの方は乗艦をお断りして

　おります。

  9：00～11：00

13：00～15：00
（10：30受付終了）

（14：30受付終了）

美咲じゅん子美咲じゅん子美咲じゅん子

12：50～
13：50
ステージ

19：50～
20：20
ステージ

White ExplosionWhite ExplosionWhite Explosion

は
じ
め
あ
き
ら

つ
く
も
ち
ゃ
ん

駒澤大学附属
苫小牧高等学校

吹奏楽局吹奏楽局吹奏楽局

門田しほり
Special Summer LiveSpecial Summer Live

（星川音楽事務所）（星川音楽事務所）

Special LiveSpecial LiveSpecial Live

アニメ「ポチッと発明ピカちんキット」

テレビ北海道にて、毎週土曜日9:30～10：00放送中

アニメ「ポチッと発明ピカちんキット」

テレビ北海道にて、毎週土曜日9:30～10：00放送中

「ピカ☆ちんタイム」
ステージ
「ピカ☆ちんタイム」
ステージ

（
お
そ
ら
く
宮
脇
詩
音
）

（
お
そ
ら
く
宮
脇
詩
音
）

（
お
そ
ら
く
E
L
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伊
藤
一
朗
）

（
お
そ
ら
く
E
L
T
の
伊
藤
一
朗
）

（苫小牧市港町1丁目1）

歌謡オンステージ歌謡オンステージ



前回の市民おどり
パレード表彰団体
前回の市民おどり
パレード表彰団体
前回の市民おどり
パレード表彰団体
最優秀賞

美光町内会

ハッピー賞

第八区自治会
チームワーク賞

苫小牧港管理組合
ファッション賞

株式会社I・TECソリューションズ
殊勲賞

トヨタ自動車北海道株式会社
アイディア賞

東開町内会
優美賞

苫小牧東小学校PTA
敢闘賞

日本女性会議2017とまこまい実行委員会
技能賞

舞踊道楽お達者会
10回記念

山形県人会 花笠音頭
永年参加賞

東開町内会
柏木町町内会

優秀賞

柏木町町内会
日本軽金属グループ

一条通り・駅前通り 協賛／苫小牧ヤクルト販売（株）

15：00スタート！15：00スタート！

苫小牧おどり とまこまいサンバ

祭
㈱ＩＮＴ
有限会社　味の大王
川崎近海汽船㈱　苫小牧支店
JR北海道株式会社　苫小牧駅
商船三井フェリｰ株式会社苫小牧支店
スポーツショップ　ツタモリ
太平洋フェリｰ株式会社　苫小牧港営業所
株式会社　苫小牧オートリゾート
苫小牧港開発 ㈱
苫小牧市交通安全推進委員会
苫小牧埠頭 ㈱
苫小牧保険設計㈱
株式会社　とませい
株式会社ニシムラ塗装
日本軽金属株式会社　苫小牧製造所
日本ＣＣＳ調査㈱苫小牧ＣＣＳ実証試験センター
有限会社　日本橋
北海道銀行
北起屋
㈲マルヨシ
㈱ヤマツ苫小牧支店
山本浄化興業㈱

㈱ＩＮＴ
有限会社　味の大王
川崎近海汽船㈱　苫小牧支店
JR北海道株式会社　苫小牧駅
商船三井フェリｰ株式会社苫小牧支店
スポーツショップ　ツタモリ
太平洋フェリｰ株式会社　苫小牧港営業所
株式会社　苫小牧オートリゾート
苫小牧港開発 ㈱
苫小牧市交通安全推進委員会
苫小牧埠頭 ㈱
苫小牧保険設計㈱
株式会社　とませい
株式会社ニシムラ塗装
日本軽金属株式会社　苫小牧製造所
日本ＣＣＳ調査㈱苫小牧ＣＣＳ実証試験センター
有限会社　日本橋
北海道銀行
北起屋
㈲マルヨシ
㈱ヤマツ苫小牧支店
山本浄化興業㈱

市民
おどり用「うちわ」

協賛
商社

（スタート地点は
  一条通大町寿総合
  福祉会館前です）

A班（苫小牧おどり）A班（苫小牧おどり） B班（苫小牧おどり
＆とまこまいサンバ）
B班（苫小牧おどり
＆とまこまいサンバ）

苫小牧ケーブルテレビにて
生中継いたします！
苫小牧ケーブルテレビにて
生中継いたします！
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4
土

4
土

フリー参加※踊りの先生が一緒に踊ってくれるよ！フリー参加※踊りの先生が一緒に踊ってくれるよ！

※表彰式は5日（日） 17：05から
　メイン会場ステージで行います。
※表彰式は5日（日） 17：05から
　メイン会場ステージで行います。

苫小牧おどり
補作詩　石　本　美由起

作　曲　和　田　香　苗

編　曲　　　　〃

　歌　　加賀城　みゆき

　　　　鏡　　　五　郎

昭和45年リリース

補作詩　石　本　美由起

作　曲　和　田　香　苗

編　曲　　　　〃

　歌　　加賀城　みゆき

　　　　鏡　　　五　郎

昭和45年リリース

とまこまいサンバ
作　詩　阿　久　　　悠

作　曲　羽　田　健太郎

編　曲　伊　戸　のりお

　歌　　長　山　洋　子

平成10年リリース

作　詩　阿　久　　　悠

作　曲　羽　田　健太郎

編　曲　伊　戸　のりお

　歌　　長　山　洋　子

平成10年リリース

羽生
ゆずれない
羽生
ゆずれない
羽生
ゆずれない

苫小牧凱苫パレード
苫小牧市出身の人気モノマネタレント

「羽生ゆずれない」が、Ａ班とＢ班の間

で凱苫パレードを行います。

ハスカップレディ
東開町内会（31）
柏木町町内会（31）
苫小牧聴力障害者協会・
苫小牧手話の会（36）
大鎮キムラ建設株式会社（3）
陸上自衛隊 第７３戦車連隊（17）
学校法人京都育英館 
苫小牧駒澤大学（15）
苫小牧市役所職員福利厚生会（36）

ハスカップレディ
東開町内会（31）
柏木町町内会（31）
苫小牧聴力障害者協会・
苫小牧手話の会（36）
大鎮キムラ建設株式会社（3）
陸上自衛隊 第７３戦車連隊（17）
学校法人京都育英館 
苫小牧駒澤大学（15）
苫小牧市役所職員福利厚生会（36）
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17

18

19
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21

22

23

24

25

実行委員会
苫小牧東小学校ＰＴＡ（16）
一般社団法人苫小牧青年会議所（2）
植苗町内会連合会（36）
第八区自治会（36）
美光町内会（36）
川沿町町内会（24）
ＮＴＴ苫小牧グループ（32）
トヨタ自動車北海道株式会社（23）
メイトク北海道株式会社（3）
ほくでんグループ（19）
株式会社Ｉ・TECソリューションズ（6）
北海道石油共同備蓄㈱＆共備安全衛生協力会（36）
苫東石油備蓄㈱＆苫東備蓄安全衛生協議会（36）
日本ＣＣＳ調査株式会社（4）
株式会社ダイナックス（6）
苫小牧港管理組合（35）
苫小牧港開発グループ（28）
日本軽金属グループ（14）
株式会社北洋銀行（22）
苫小牧埠頭株式会社（22）
苫小牧白鳥ライオンズクラブ（5）
苫小牧地区技能士協会（36）
山形県人会　花笠音頭（11）
舞踊道楽お達者会（15）
出光北海道（33）

実行委員会
苫小牧東小学校ＰＴＡ（16）
一般社団法人苫小牧青年会議所（2）
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美光町内会（36）
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ＮＴＴ苫小牧グループ（32）
トヨタ自動車北海道株式会社（23）
メイトク北海道株式会社（3）
ほくでんグループ（19）
株式会社Ｉ・TECソリューションズ（6）
北海道石油共同備蓄㈱＆共備安全衛生協力会（36）
苫東石油備蓄㈱＆苫東備蓄安全衛生協議会（36）
日本ＣＣＳ調査株式会社（4）
株式会社ダイナックス（6）
苫小牧港管理組合（35）
苫小牧港開発グループ（28）
日本軽金属グループ（14）
株式会社北洋銀行（22）
苫小牧埠頭株式会社（22）
苫小牧白鳥ライオンズクラブ（5）
苫小牧地区技能士協会（36）
山形県人会　花笠音頭（11）
舞踊道楽お達者会（15）
出光北海道（33）
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（敬称略 五十音順）

がい　せん

羽生ゆずれない羽生ゆずれない羽生ゆずれない

がい　 せん

苫小牧

凱苫
パレード

がい　 せん

苫小牧

凱苫
パレード

道南バスよりお知らせ
市民おどりパレードに伴い、バス路線を変更

します。

8月4日（土）始発から最終便まで駅前通り経由

のバスは駅前中央通りを通ります。

三条通りの一部が通行止めとなるため、大町2

丁目と苫信本店前のバス停は、国道側のバス

停へ変更となります。

4



協賛／苫小牧ヤクルト販売（株）

前回表彰団体

道南バスよりお知らせ

最優秀賞：夜桜金魚とまこまい ＪＡＰＡＮ

優 秀 賞：私たちの港 とまこまい港まつりを飾る会

　　　　：栗林商会グループ

特 別 賞：ＰＬ北海道第四ＭＢＡ

敢 闘 賞：苫小牧創作芸能研究会 樽前ばやし

　　　　：苫小牧鳳凰睦

　　　　：苫小牧市役所職員福利厚生会

　　　　：王子製紙㈱苫小牧工場　

マーチングフェスティバル、ポートカーニバルに伴い、バス

路線を変更します。

8月5日（日）始発から最終便まで駅前通り経由のバスは駅

前中央通りを通ります。

三条通りの一部が通行止めとなるため、大町2丁目と苫信

本店前のバス停は、国道側のバス停へ変更となります。

❶陸上自衛隊 第７音楽隊

❷実行委員会

❸ハスカップレディ（オープンカーパレード）

❹王子製紙吹奏楽部＆Team TNS

❶陸上自衛隊 第７音楽隊

❷実行委員会

❸ハスカップレディ（オープンカーパレード）

❹王子製紙吹奏楽部＆Team TNS

幼稚園児パレード
12：20頃スタート

❶エンゼル幼稚園（56人）

❷ピノキオ苫小牧幼稚園（56人）

❸駒沢苫小牧幼稚園（62人）

❹苫小牧中央幼稚園（34人）

❶エンゼル幼稚園（56人）

❷ピノキオ苫小牧幼稚園（56人）

❸駒沢苫小牧幼稚園（62人）

❹苫小牧中央幼稚園（34人）

マーチングフェスティバル
12：35頃スタート

❶北澄川鼓笛隊

❷苫小牧駒澤大学マーチングバンド部with Mixトワラーズ

❸MARCHING BAND“The Tomakomai Caskaders28”

❹苫小牧市立苫小牧東中学校吹奏楽部

❺駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局

❶北澄川鼓笛隊

❷苫小牧駒澤大学マーチングバンド部with Mixトワラーズ

❸MARCHING BAND“The Tomakomai Caskaders28”

❹苫小牧市立苫小牧東中学校吹奏楽部

❺駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局
ポートカーニバルの表彰式は５日（日）
17：05からメイン会場ステージで行います。

5
日

オープニング隊
12：15スタート 12：15スタート

13：00スタート

■場所：市内の各公衆浴場
■主催：苫小牧浴場組合
■場所：市内の各公衆浴場
■主催：苫小牧浴場組合

　　　　時間／3日（金）12：00～18：00
　　　　　　　4日（土）10：00～18：00
　　　　　　　5日（日）10：00～18：00
場所／第63回とまこまい港まつり会場内

休息テント休息テント休息テント
こどもにやさしいこどもにやさしいこどもにやさしい

運営／国際ソロプチミスト苫小牧はまなす・チャイルドサポートこあら

5
日

4
土

5
日

3
金

❶デモンストレーション・ラン

　（ゴーカート集団）
　 注：安全のため、雨天時には不参加となる場合がございます。

❷勇払千人踊り

　（勇払千人隊パレード実行委員会）

❸マジカルパレード

　（バトン＆ダンスチームＭ’ｓ Ｂａｔｏｎ「ミューズバトン」）

❹和太鼓演奏

　（苫小牧創作芸能研究会 樽前ばやし）

❺ご存知“ひょっとこ踊り”

　（苫小牧市役所職員福利厚生会）

❻バトントワリング演技「笑顔で楽しく！！」

　（ＰＬ北海道第四ＭＢＡ）

❼栗林神輿

　（栗林商会グループ）

❽王子神輿

　（王子製紙㈱苫小牧工場）

❾納涼 四神万燈神輿

　（北海道江戸神輿保存会苫小牧鳳凰睦「ほうおうむつみ」）

10ＹＯＳＡＫＯＩソーラン演舞　藤桜爛漫

　（夜桜金魚とまこまい ＪＡＰＡＮ）
　 注：出演順は進行の都合により前後する場合があります

❶デモンストレーション・ラン

　（ゴーカート集団）
　 注：安全のため、雨天時には不参加となる場合がございます。

❷勇払千人踊り

　（勇払千人隊パレード実行委員会）

❸マジカルパレード

　（バトン＆ダンスチームＭ’ｓ Ｂａｔｏｎ「ミューズバトン」）

❹和太鼓演奏

　（苫小牧創作芸能研究会 樽前ばやし）

❺ご存知“ひょっとこ踊り”

　（苫小牧市役所職員福利厚生会）

❻バトントワリング演技「笑顔で楽しく！！」

　（ＰＬ北海道第四ＭＢＡ）

❼栗林神輿

　（栗林商会グループ）

❽王子神輿

　（王子製紙㈱苫小牧工場）

❾納涼 四神万燈神輿

　（北海道江戸神輿保存会苫小牧鳳凰睦「ほうおうむつみ」）

10ＹＯＳＡＫＯＩソーラン演舞　藤桜爛漫

　（夜桜金魚とまこまい ＪＡＰＡＮ）
　 注：出演順は進行の都合により前後する場合があります



http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kyoiku/sports/ice_hockey/index.html

危険、迷惑いっぱいの
路上駐車はやめましょう！
危険、迷惑いっぱいの
路上駐車はやめましょう！

●市役所駐車場および総合体育館南側臨時駐車場をご利用ください。（体育館前の駐車場はご利用できません）

●駐車場の台数には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

●身障者専用駐車場は白鳥王子アイスアリーナ駐車場に、ご用意してあります。　●周辺施設には絶対に駐車しないでください。

3
金

4
土

5
日

臨時バスを運行します

港まつり線①　白鳥王子アイスアリーナ～市役所前～元町2丁目～西高校前～
　　　　　　　北光小学校前～駒沢大学前
港まつり線②　白鳥王子アイスアリーナ～木場町1丁目～緑町郵便局前～工業高校～
　　　　　　　明野中学校～ゆたか公園前～拓勇～沼ノ端駅前～沼ノ端南～勇払正門

22：15  
白鳥王子アイスアリーナ
駐車場出発

※５日（日）は終了時間が
　２１：００ですので、
　運行いたしません。

◇料金：大人１００円、子ども５０円
◇７０歳以上の方が高齢者優待乗車証を提示した場合でも１００円
◇７０歳以上の方が高齢者フリーパスを提示した場合は無料
◇苫小牧市障害者に対する市内路線バス無料乗車証交付規則により、交付を受けた方が無料乗車証を提示した場合は無料
◇6歳（小学生）以上のお客様1人に同伴された6歳児未満の幼児1人及び1歳未満の乳児は無料
◇現金及び普通乗車券のみとし、定期券及びカード等は適用しません。

第63回とまこまい港まつり第63回とまこまい港まつり

3日（金）12：00～20：30（15：00～16：00、18：00～19：00休止）

4日（土）10：00～20：30（12：00～13：00、15：00～15：30、18：00～19：00休止）

5日（日）10：00～17：00（12：00～13：00、15：00～15：30休止）

3日（金）…………12：00～22：00

4日（土）…………10：00～22：00

5日（日）…………10：00～21：00

★ＪＣお化け屋敷   

3日（金）…………12：00～20：00

4日（土）・5日（日）10：00～20：00

★ちびっこひろば   
主催：㈱ササキエンタープライズ   
フアフアやミニトレイン、乗り物など、子どもたちの楽しいが
詰まったひろば！みなさんのご来場をお待ちしております！

主催：（一社）苫小牧青年会議所   
今年のＪＣは、お化け屋敷でおまつりを盛り上げます。恐怖に
耐えてゴールを目指そう！みんなの挑戦をお待ちしております。

★アトラクション広場
主催：㈱エアータイムジャパン
毎年大人気の大型滑り台が今年も登場！ボールプールなど大人
も楽しいアトラクションを用意して今年もお待ちしております。

3日（金）…………12：00～22：00

4日（土）…………10：00～22：00

5日（日）…………10：00～21：00

★協賛店・ビアガーデン
※終了時間の３０分前にオーダーストップとなります。 
※３・４日は２３：００にて、５日は２２：００にて会場内を
　全消灯いたします。 （ビアガーデン内は禁煙）

3日（金）…………12：00～18：00

4日（土）・5日（日）10：00～18：00

★こども港づくり体験ひろば 
主催：ＴＯＭＡＪＵ建設産業イメージアップ委員会 
建設機械無料試乗体験コーナーやストライクアウトなど、普
段なかなか体験できないアトラクションが盛りだくさん！小さな
お子様向けの砂場もありますので、ぜひお立ち寄りください。

※当日仕様や営業時間が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

JCお化け屋敷
（ビアガーデン内は禁煙）

総合体育館市役所

ファミリーマート

全国高等学校
アイスホッケー大会
関係者駐車場

全国高等学校
アイスホッケー大会
関係者駐車場

体育館前駐車場

出入口

臨時駐車場
臨時駐車場

応募ポスター
展 示 会
応募ポスター
展 示 会
8/3（金）～5（日）8/3（金）～5（日）
苫小牧市民活動センター
1F市民ギャラリー
苫小牧市民活動センター
1F市民ギャラリー

・Pub i
,
z ・DUST BABY ・もー盆休み

・シェイキンロッカーズ　他
・Pub i

,
z ・DUST BABY ・もー盆休み

・シェイキンロッカーズ　他

・キャラバン社中
・MADISON SQUARE GARDEN
・ELLCUBE軽音部　他

・キャラバン社中
・MADISON SQUARE GARDEN
・ELLCUBE軽音部　他

8月3日（金）と8月４日（土）の
２２：１５にまつり会場（白鳥王子
アイスアリーナ駐車場）から臨時
バスを運行します。

※体育館前には駐車しないでください。
※総合体育館南側スペースが臨時駐車場
　となります。
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