
世界の屋台村

主催： 観音山ファミリーパーク県民参加フェスタ実行委員会、NPO法人KFP友の会、群馬県　
共催： WATER MUSIC、群馬フォーク村、世界の屋台
協賛： （株）石井工機、北関東ペプシコーラ販売（株）、（株）群馬ダイドー、群馬ヤクルト販売（株）、コープぐんま、（株）セキチュー、
 高一技工（株）、高崎玩具（株）、（株）原田・ガトーフェスタ ハラダ、（株）豊栄、（株）マンナンライフ

10.15 sat 10.16 sun

10.15 sat 10.16 sun

10：00～10：15 オープニングセレモニー

10：15～10：55 ZOOPS!
 （ジャズバンド）

10：55～11：25 琉球國祭り太鼓　群馬支部
 （創作エイサー）

11：25～12：25 マジックオフィス群馬
 （マジックショー）

12：25～12：55 MAVIオリエンタル
 （ベリーダンス）

12：55～13：25 ゴスペル星組
 （ゴスペル）

13：45～15：00 スイングエース
 （ビッグバンドジャズ）

10：00～10：10 オープニング　せきあっし

10：10～10：30 笑顔オカリナ（オカリナ）

10：30～11：15 a là Quartet
 （ジャズ・フュージョン）

11：15～11：45 TONN DANCE SCHOOL
 （ダンスパフォーマンス）

11：45～12：45 マジックオフィス群馬
 （マジックショー）

12：45～13：05 高崎健康福祉大学  
 子ども・家族支援センター
 フラダンス講座（フラダンス）

13：05～13：35 ひぐらし・マヌメレ（ウクレレ）

13：35～14：05 MAVIオリエンタル
 （ベリーダンス）

14：05～14：35 爽 上州高崎雷舞爽踊隊
 （ダンス）

14：35～14：50 クロージング　せきあっし

タイラーメン・タイ料理／肉巻きおにぎり／ケバブ
ナンドッグ／ そば・うどん／たこ焼き／ 唐揚げ
もちもちポテト／ 鶏もも焼き・串焼／ 五平餅
チョコバナナ／クレープ／かき氷／アイスクリーム
コーヒー  　など

Stage Time Table

ＮＰＯ法人ＫＦＰ友の会は群馬県と協働で県民参加の公園づくりを進めています。

［ 開門・閉門 8:00～17：00］ www.kfp-tomo.org

ご来場の皆さまへ

ご理解とご協力をお願いいたします

■ ゴミはお持ち帰りください。
■ イベント期間中は、遊具の貸し出しはありません。
■ ベビーカー・車いすの貸し出しはサービスセンター・
 クラフト工房まで
■ 以下の行為は禁止されています。
 ・ペットを連れての入園
 ・自転車、キックボード等、ボード類の乗り入れ
 ・ラジコン飛行機や小型無人飛行機（ドローン）等の持ち込み使用

本部 サービスセンター Tel 027-328-8389 ［8:30～17:00］
クラフト工房 Tel 027-324-9210 ［9:00～16:00］

第１ステージ

第２ステージ

10:30〜  高崎経済大学 GleeClub アカペラ

12:30〜  自衛隊ラッパ隊

13:00〜 Gunma Army Collection 2022

14:00〜  休憩

14:30〜 高崎経済大学 GleeClub アカペラ

10:00〜  自衛隊　入間修武太鼓

10:30〜 新極真会　佐藤道場　空手演武

11:15〜 前橋子どもミュージカル

12:00〜 カウイオカラニ 井草フラスタジオ

13:00〜 高崎経済大学 GleeClub アカペラ

14:00〜 Gunma Army Collection 2022

フリー
マーケット
10：00～15：00

＊接触確認アプリ【 COCOA 】のダウンロードにご協力ください。 

▲ ▲

Google PlayApp Store

●  ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。
●  掛け声や大きな声はお控えください。
●  こまめの消毒をお願い致します。

コロナウイルス感染症対策にご協力ください。



噴水広場

ふわふわドーム

足踏みの道

ハンモック遊具

ローラーすべり台

遊具時計塔

森の芝生広場

森のスポ・レク広場

水と花の広場

バーベキュー広場

第3駐車場

第2駐車場

第1駐車場

交流室
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世界の屋台村 フリーマーケット
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自衛隊の車両展示・物販・ミニ制服試着体験

イベント一覧
総合案内・迷子受付・救護ブース 【真木病院・NPO法人高崎子ども劇場】

自衛隊ミニ制服試着体験、車両展示、物販 【防衛省自衛隊群馬地方協力本部】

ミニSL 【碓氷峠鉄道文化むら】

花苗販売 【KFP友の会】

無料抽選会 【生活協同組合コープぐんま】

サイコロゲーム・玉入れ 【高崎玩具】

お肌チェック・ハンドマッサージ・サンプル配布 【シーボン】

コストコについての質問コーナー 【コストコホールセールジャパン】

子供向けワークショップ・賞品PR 【生活協同組合パルシステム群馬】

 畳の素材を使ったワークショップ 【上原インテリア】

 ダンス体験のミニワークショップ・団体の紹介 【前橋子どもミュージカル】

 ハンドマッサージ・肌チェック・チラシ配布・美容ガチャ 【ポーラふじ季ＧＣ】

 ミットを使っての体験会 【新極真会群馬支部佐藤道場】

ペットボトルロケット工作・打ち上げ 【こども宇宙センター】

うごキッズかけっこ編～ 【ＮＰＯ法人ソーシャルグット】

アカペラコンサート・自衛隊ファッションショーなど 【高崎経済大学グリークラブ・自衛隊】

飲食販売 【世界の屋台村】

フリーマーケット

バルーンアートショー 【バルーンアトリエ】

 陶芸教室・子供向け工作 【みみずくクラブ】

 芝生の上で青空yoga 【にこハグ親子yoga】　

 フラダンス 【ハーウラ　ポーハク・ナプア】

 ピンボール・バランスボード・スラッグライン 【ＯＮ ＢＡＳＥ】

シャボン玉パフォーマンス
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鉄道文化むらのミニSLがやってくる！自衛隊の紹介

ミニＳＬ乗車体験3自衛隊群馬地方協力本部2

※参加費、材料費のかかるブースがあります

START 10：00 am〜 ＊雨天中止
［料金］  大人（中学生以上） 200円 
 子供（3歳以上小学生以下）100円

お楽しみいろいろ！作って！食べて!見て遊ぼ!

15日（土）

16日（日）

15日（土）
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16日（日）

クラフト工房

クラフト工房

クラフト工房

観音山ファミリーパーク

園内MAP

バーベキュー広場
木陰がたくさんあります。お食事や休
憩場所とし てお使いください

お食事や休憩は…
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