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❖ごあいさつ

❖事業の概要

謹啓

初秋の候、ますますご盛栄のこととお慶び

・日時

2022 年 8 月 27 日(土) 15:00-21:00

申し上げます。この度は、第 4 回扇町おもいで祭

・場所

海老名駅⻄⼝プロムナード

りに多大なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
おかげさまをもちまして予想を上回るご来場数
で大変盛り上がり無事に開催することができまし
た。第 4 回扇町おもいで祭りの事業レポートを作
成いたしましたのでご覧いただきたく思います。

おもいで盆踊り会場、おもいで花火特設会場
・目的

扇町から海老名の新しい文化をつくる。
その柱となるお祭りをつくること

・コンセプト
「古くて新しい海老名」を感じられ

当法人では、
「扇町から海老名の新しい文化をつ

夏休みの記憶となる夏祭り

くる。その柱となるお祭りをつくること」を目的に

・来場者数 10,000 人(計画比 125%)

2017 年から「扇町おもいで祭り」を開催してまい

・内容(コンテンツ)

りました。昨年、一昨年と、新型コロナウイルスの

おもいで盆踊り、ステージプログラム、ＤＪ

感染拡大の影響で実施できませんでしたが、今年

縁日体験、鮎つかみ取り、扇町マルシェ、

は、万全な感染防止対策を施した上で、
「第 4 回扇

提灯づくりワークショップ、体験ブース

町おもいで祭り」を開催いたしました。子どもたち

キッチンカー、花火遊び、おもいで花火観賞等

にとって夏休み最後の週末に、海老名での“おもい

・主催 (一社)海老名扇町エリアマネジメント

で”を作ることができたのではないかと思います。

・後援 海老名市教育委員会

今後は、この「扇町おもいで祭り」が扇町の文化
になるよう更に努力して参りたいと思います。
引き続きご支援いただけますよう宜しくお願い
申し上げます。

敬具
2022 年 9 月吉日

❖事業の成果
3 年ぶりの開催ということで、開催を待ち望んで
おられた海老名市⺠ 1 万人が来場されました。ア
ンケートによると初めて参加した方が 70%。この
2 年の間で海老名に移り住んでこられた「子育て世
代」の方たちが多く来場されました。来場された方
たちは、古くて新しい海老名を感じていただき、子
供たちにとって夏休み最後の「おもいで」になった
のではないかと思います。

動画配信中！

代表理事

伊波

武則

❖おもいで盆踊り

❖提灯づくりワークショップ

海老名市⺠謡協会の皆様、下今泉はやし保存会の
皆様にご出演いただき、子どももおとなも古き良
き日本の文化を堪能。夏休み最後の夜を楽しんで

提灯に好きな絵や文字を描いて自分だけの提灯を

いただきました。

作成するワークショップを開催しました。
完成した提灯を会場に飾らせていただき、祭りに

❖ステージプログラム

彩りを添えていただきました。提灯は、お祭り終了
後にお持ち帰りいただきました。来年また、お持ち
いただければ飾らせていただきます。
❖扇町マルシェ

ameyakumo ダンススクールの 135 名の生徒の皆様
にご出演いただき、切れのあるダンスをご披露い
ただきました。
❖鮎のつかみ取り体験

リコーフューチャーハウス 1 階で「扇町マルシェ」
を開催。新鮮な地元の夏野菜や果物、お酒、クラフ
トビール、フラワーショップなどが出店しました。
❖体験ブース

夏ならではの鮎のつかみ取りが、扇町に出現。
夏休み最後のおもいでにご家族で鮎のつかみ取り
を満喫いただきました。
地元の企業、
団体など 10 店が、夏祭りを感じられ、
夏休みの”おもいで”となるヨーヨーすくいや様ワ

ークショップなど子供が楽しめるコンテンツをご

した。市販されている線香花火などで夏休みの最

提供いただきました。

後の週末の夜をご家族で楽しんでいただきました。

❖キッチンカー

❖おもいで花火観賞

海老名駅⻄⼝プロムナードにキッチンカー6 台が

「光と音楽と花火が

出店。様々な個性豊かなキッチンカーが提供する

完全にシンクロする

おいしい食べ物をご堪能いただきました。

コンピュータ制御ミ
ュージカル花火。

❖縁日体験

様々に変化する光と
音、そして彩り豊かにきらめく花火で、子どもから
お年寄りまでみんなを笑顔にしました。
❖ご協賛者様のご紹介(パートナーシップ別 50 音順、敬称略)
ご協賛いただきありがとうございました。
・松

13 名様

㈱アクティブイイダ、㈱伊波コーポレーション
射的にスーパーボウル、綿菓子や型抜き、ヨーヨー
釣り、わなげ。昔の遊びを思い出し、あの頃に戻っ
て夢中に遊ぶ大人と、それを見て今はなき遊びを
知る子供達。大人も子供も夢中になって古き良き
日本の文化を体験いただきました。
❖花火遊び

㈱M&P コーポレーション、㈱カルディア
㈲三幸商事、J:COM かながわセントラル局
㈲昇華園、㈱スモット、㈱セブンエイト
Salt & Sugar & Pepper、㈱見世
ららぽーと海老名、リコーフューチャーハウス
・竹

10 名様

泉橋酒造㈱、㈱コナン、小町建設㈱
積水ハウス㈱㈱寿工業、㈱NAVEL
マスプラスデザイン一級建築士事務所
㈱マックコーポレーション、㈲皆木板金
有隣堂ららぽーと海老名店
・梅/商品のご提供

59 名様

㈲アオキ自動車、朝日司法書士法人
家族や仲間と花火を楽しめる空間を提供いたしま

＠imo-ebn(焼きいも屋さん)、㈱アピッシュ
㈲荒井電気、ALSOK 相模支社、㈱伊藤園
㈱栄信社、えびな小田急住まいのプラザ

小田急不動産㈱海老名店、海老名すずらん整体院

・扇町マルシェ

海老名造園、海老名⻄⼝糖尿病クリニック

泉橋酒造㈱、㈲国分寺そば、丸眞㈱、㈱Ａ＆Ｒ

㈲海老名防水、小田急電鉄㈱

㈱花誠、㈱仲屋商事、海老名市農政課、LIFE

㈱小田急ビルサービス、㈱ODA 建設

鈴木農園、㈲シオワキ、㈲貴泉堂(登別市)

11 名様

㈲小野塚商事、春日幼稚園、加藤税務会計事務所
kiito、クゥ･デ･ラパン、㈱クリエイトエス･ディー
コカ･コーラボトラーズジャパン㈱、国分寺そば

❖おもいで盆踊りご出演者様のご紹介(敬称略)
ご出演いただきありがとうございました。

斎藤 安彦、さくらい保育園、三方良し.net

海老名市⺠謡協会、下今泉はやし保存会

㈱サン・ライフ、(同)GS AUTO、㈲シオワキ

ameyakumo、DJ 帝

下今泉自治会、㈱秀建、㈱須藤商事
センチュリー21 リレーション、セントラル管理㈱
相鉄企業㈱、㈱相鉄リビングサポート

❖サポーターの皆様のご紹介
ご協力いただきありがとうございました。

ソニー生命保険㈱、ダイワホーム、谷塗装店

学校法人ソニー学園湘北短期大学の学生の皆様

チガサキレンタル㈱、㈱デック

サポーターに応募された皆様

東横 INN 海老名駅東⼝、常濃建設㈱
ドコモショップ海老名⻄⼝店
日本郵便㈱ 海老名駅⻄⼝郵便局

❖設営・警備協力
ご協力いただきありがとうございました。

㈱ハートフルタクシー、㈱花誠

㈱ジュピターテレコム、㈱オフィスベース

(福)プレマ会 えびなの風保育園、保険の TOM

ダスキンレントオール海老名ステーション

ほほえみ保育園、㈲誠警備、松樹 俊弘

チガサキレンタル㈱、㈱ハナビランド

松本哲也税理士事務所、丸眞㈱

ららぽーと海老名、㈱栄信社、㈱大和商會

㈱横浜銀行海老名駅前支店

相鉄企業㈱、海老名市消防団第五分団

レンブラントグループ
ロマンスカーミュージアム、㈱ワック

❖広告・記録
エビジョイ海老名情報サイト

❖ご出店者様のご紹介(出店形態別・出店場所順、敬称略)

ARRANGES 佐々木 康多

ご出店・出品いただきありがとうございました。
・体験ブース

10 名様

❖収支の結果

Wood Craft㈱、海老名市立今泉小学校
東京海上日動火災保険㈱
㈱レンブラントホテルズアンドリゾーツ

収入

海老名すずらん整体院、UDS㈱
ソニー生命保険㈱、リコージャパン㈱
㈱ティーガイア、㈱コナン

支出

・キッチンカー

収支

6 名様

科目
協賛金
出店料
マルシェ物産品売上
自己資金
収入計
コンテンツ(花火等)
広告費
設営費
その他(警備・保険等)
支出計

㈱セブンエイト、小町建設㈱、㈱サン・ライフ
中華うぶかた、＠imo-ebn(焼きいも屋さん)
2343 DEPARTMENT
・縁日体験

駄菓子屋 ROCK

❖お問い合わせ先
一般社団法人海老名扇町エリアマネジメント
〒243-0436 神奈川県海老名市扇町 5 番 7 号
リコーフューチャーハウス 2 階
☎ 046-204-6721

046-204-6729

info@ebina-ougi-cho.jp

Home Page ☛

金額(税込)
2,785,000円
68,000円
31,650円
2,812,268円
5,696,918円
1,559,211円
419,650円
2,838,171円
879,886円
5,696,918円
0円

