
職人技の披露、作品販売など
ハマの職人さんが実演･展示･相談！

◆抽選会あり◆

主催／横浜市技能職団体連絡協議会 連絡先：045-650-5811 共催／横浜市 協力／神奈川新聞社
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横浜市左官業協同組合

代表理事 内田 守

事務局 〒231-0014
横浜市中区若葉町2-18 YSビル2F
TEL 045-242-1549
FAX 045-242-1509

横浜建具組合連合会

会長 小泉 幸男

事務局 〒224-0026
横浜市都筑区南山田町4317
TEL 045-591-5354
FAX 045-591-5458

横浜市板金組合連合会
会長 齋藤 真人

〒230-0052
横浜市鶴見区生麦1-14-37
TEL/FAX ： 045-501-9548

地震、火災に強い
屋根・外壁には金属板をお勧めします

一般社団法人 神奈川県広告美術協会

〒259-1217
神奈川県平塚市長持574-8

（川崎美研内）
TEL 0463-74-4575
FAX 0463-33-0892

製作協力：株式会社キャリアライズ（横浜市技能文化会館指定管理者）

17

37

テント番号 団体名 実演・体験・販売・展示

30 横浜市美容組合連絡協議会

4 ㈱キャリアライズ ちゃんこ鍋、パン、ぜんざい、調味料、あられ、のり 等販売

13 神奈川県
スクリーン･デジタル印刷協同組合

スクリーンデジタル印刷用刷版
ステッカーの印刷実演 スクリーン印刷全般相談
トートバッグへのスクリーン印刷体験

26･27 （一社）横浜市鍼灸マッサージ師会 鍼灸マッサージ 受診相談相談 クイックマッサージ体験

23 横浜畳組合連合会

二畳台、八角形畳、拝敷、雲巌縁付ミニゴザ、い草用マット、い草使用民芸品展示
販売

畳工事一式相談コーナー（商談･斡旋）、畳工事店紹介相談
ミニゴザ作成体験

31
32
33

全日本建築士会神奈川支部 木仕口、木組等ミニチュア、建築職業訓練生の作品展示

11 神奈川県
クリーニング生活衛生同業組合

ポップコーン販売 ①Yシャツ仕上実演 ②家庭でも出来る簡単なしみぬき実演実演
クリーニングに関する相談相談 ①Yシャツ仕上げ ②しみぬき体験

34 横浜市技能職団体連絡協議会青年部 割りばしてっぽう作り体験16
17 横浜市左官業協同組合

プランター、植木ばち等擬木作品、泥だんご完成品販売
擬木プランター製作実演

体験

レイウォール壁展示
壁診断相談

1･2 横浜市料理飲食喫茶技能組合 焼きそば、もつ煮、果物、野菜、生ビール、日本酒、焼酎割、ソフトドリンク販売

21 神奈川県広告美術協会
横浜横須賀支部

テント番号 団体名 実演・体験・販売・展示

28 横浜浴槽設備組合 木桶、チャリティ品販売木の桶、給湯器展示
お風呂のことならなんでも相談相談

36 (公社)神奈川県塗装協会 消耗品等の販売販売 塗装相談相談
ｚｚ
ｚｚ
ｚｚ
ｚ

①ぶんぶんゴマ ②バルーンアート体験

9･10 神奈川土建一般労働組合横浜市協議会 木工教室体験

横浜市建設労働組合連合会

35 神奈川県洋装組合連合会 スーツ、ブラウス展示 洋装小物、エプロン、袋物 他販売

37 神奈川県和服裁縫協同組合 打掛展示 和装小物販売 きものに関する事全般相談
ひな型人形体験

25 横浜市写真師会 写真パネル 他展示

3 日本キッチンカー協会

14
15 横浜市板金組合連合会

銅製作品の数々展示 銅製｢鶴亀｣置物（プラスチックケース入り）販売
実演 銅製｢鶴亀｣制作

銅板による表札作り、キャラクターお絵描き体験

29 横浜瓦屋根組合 ミニ鬼瓦の型抜き体験

看板屋さんの様々な商品販売 看板製作体験体験

（有料･約15分）

（有料･約50分）

（約20分）※10時～15時まで

（有料･約20分）

（約30分）

（有料･約15分）

（有料･約10分）

（約10分）※参加者には粗品進呈

（約30分）※12時～13時昼休み

ステージスケジュール

9：30 開会式・ご挨拶
9：50 木遣り（鳶連合会）
10：00 まとい練り歩き（鳶連合会）
10：30 ステージイベント
○バンド演奏（左官組合）
○きもの着付ショー（和裁組合）
○氷彫刻（司厨士協会）※水の広場
○ポニカロード ライブショー
○エクセランド ライブショー
○ダンス・和太鼓 等

14：30 抽選会
16：00 閉会式
※イベント内容については、主催者の都合により
予告なく変更することがあります。

一般社団法人
横浜市鍼灸マッサージ師会

会長 荒井 務

事務局 〒231-0011
横浜市中区太田町4-48 川島ビル901
TEL 045-222-1255
FAX 045-222-1265

横浜畳組合連合会

会長 芦原 将

事務所
〒231-0056
横浜市中区若葉町2-35
TEL/FAX 045-251-5887

横浜市建設労働組合連合会

会長 塚本 三千雄

事務局 〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-12
TEL 045-321-5386
FAX 045-321-5387

横浜市鳶工業連合会
ステージ （公社）全日本司厨士協会

関東総合地方本部神奈川県本部

木遣り、まとい練り歩き（会場内）実演

氷彫刻（水の広場）実演

もつ焼きそば、からあげ、串焼き、さつまあげ、こんにゃく、ビール 等販売

5 横浜マイスター会 石臼コーヒーの実演販売、横浜マイスターのフランクフルト販売
6 日本キッチンカー協会 もつ煮、串焼き、ビール 等販売
7 Ｔコーポレーション 焼き鳥、揚げもち、焼きそば、ドリンク 等販売
8 横浜豆腐商工業協同組合 豆腐品評会入賞者等の豆腐、豆乳ぷりん(デザート)、みそ汁、生揚げ、がんも 等販売

12 横浜市屋外広告美術協同組合 コマ造り、プレート製作体験
ベトナム産コーヒー豆販売展示

（有料･約10分）

住宅の屋根、外壁、雨樋に関すること相談

泥だんご作り、壁塗り体験（有料･約30分）

18 （一社）神奈川県造園業協会 造園･庭園･技能検定に関するパネル展示
※花のタネ 無償配布

垣根作成紐の結び方 等実演
造園･庭園管理等についての相談相談

19 首都圏建設産業ユニオン横浜支部 木工教室体験リフォーム工事展示展示 住宅相談相談

20 横浜染物組合
和装小物、着物、藍染ハンカチ販売

藍染、絞り染実演
藍染、絞り染体験

和装小物、染めたハンカチ（藍染）展示
染、しみ抜き、洗はり、紋他お手入れ相談、店舗紹介相談

（有料・約15分）

22 神奈川県印章業組合連合会 印章、小物販売
印章彫刻実演 石印彫刻体験
競技会出展等の作品展示

印章全般について相談

24 横浜建具組合連合会 県産木材で製作の家具･建具展示 まな板、木製パズル、組子コースター 他販売

工作体験体験 （有料）※小学生対象

建築職業訓練生の作品販売販売
住まいの何でも相談、職人になりたい方の相談相談

体験 木工教室、竹とんぼ作り 等

ミニ建前、カンナ削り体験実演

スキンケア、ハワイアンジュエリー、手作り小物、アクセサリー 等販売
アロマ、ハンドマッサージ実演

（約15～20分）※10時～15時まで

洋装に関する事（習いたい等）相談

きもの着付ショー実演
お手玉人形（有料･約45分）

スクリーン
印刷

お気に入りの材をお気に入りの値段で
いつでもお届け致します

建具材・建築材・新建材

株式会社 島 幸
事務所 横浜市港南区笹下3-12-15

電話(木材)
F A X
電話(ｱﾙﾐ)

倉 庫 電 話
F A X

045-352-7763
045-353-7758
045-352-7787
045-370-7778
045-370-7276

（有料）

（有料）




