
主催／（一社）横浜金沢産業連絡協議会　横浜シーサイドフォーラム
共催／（公財）横浜企業経営支援財団
会場／横浜市金沢産業振興センター　シーサイドライン「産業振興センター」駅下車徒歩1分

URL  http://www.sanrenkyo. jp
☎ 045-781-1131　Fax 045-781-1136

横浜市経済局　金沢区役所　金沢消防署　金沢警察署　横浜商工会議所　（一社）横浜市工業会
連合会　金沢中央事業会　横浜市金沢団地（協）　金沢臨海自衛消防隊連絡協議会  （順不同）
横浜テクノプラザ　横浜信用金庫福浦支店　浜銀金沢産業センター経営懇話会　金沢シーサイドタウン連合
自治会　横浜金沢東ロータリークラブ　横浜金沢マリーンライオンズクラブ　横浜商工会議所金沢支部
㈱横浜シーサイドライン　金沢産業団地内各協同組合　第一生命保険㈱横浜総合支社　㈱スミセイビル
マネージメント　㈱キョーエーメック　大塚製薬㈱　（一社）金沢フットボールクラブ　㈱ひろせ　（順不同）

【（一社）横浜金沢産業連絡協議会内】お問合せ先／PIAフェスタ実行委員会
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抽選券
切り取り

豪華賞品が当たります。
10月24日（金）は19時30分より
10月25日（土）は17時40分より
抽選いたします。※事情により時間
変更の場合あり。抽選時抽選会場
不在者は失効となります。
本券を切り取り本部の抽選箱へ
お入れ下さい。

住所

名前

展示室・広場・グラウンド・テニスコート・駐車場・体育館などで
各種イベント開催しています！
展示室・広場・グラウンド・テニスコート・駐車場・体育館などで
各種イベント開催しています！
展示室・広場・グラウンド・テニスコート・駐車場・体育館などで
各種イベント開催しています！

家族みんな揃って出掛けよう！

※イベントは実施予定です。天候や諸事情により時間・内容等の変更、中止する場合がございます。
※各イベントの詳細は、裏面をご覧下さい。

献血車

10：00～24日

10：00～24・25日 10：00～25日

16：50～25日

献　血

日野中央高等
特別支援学校展示ほか

10：05～25日

16：10～25日

金沢総合高校
吹奏楽部演奏

てんやわんや迷道芸
（大道芸）

飛行機を
作って飛ばそう

メガジェンガほか

①11：55～
②13：10～

25日

八景島から
ペンギンがやってくる！

安全祈願
お神楽
12：00～24日 18：00～24日

【於】レストラン：ハイ・ローズ
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【注　意】　①イベントは実施予定です。天候や諸事情により時間・内容等の変更、中止となる場合がございます。ご了承願います。　②定員や募集数のある参加型イベントについては、各々、下記にお問い合わせ下さい。
◆小学生サッカースクール、フットサル大会・個人参加型フットサルクラブ、タグラグビー大会についてのお問い合わせ先…（一社）金沢フットボールクラブ　　担当者携帯電話：090-1616-0613　　e-mail：fandy2012@jcom.home.ne.jp
◆テニス大会についてのお問い合わせ先…金沢テニススクール　　TEL：045-783-4364　　※土・日およびレッスン中は留守番電話になりますので、問い合わせ内容とご連絡先電話番号をお入れ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  …（一社）横浜金沢産業連絡協議会　　TEL：045-781-1131　　※平日　9:00～17:00（対応時間）
◆飛行機を作って飛ばそうについてのお問い合わせ先…（一社）横浜金沢産業連絡協議会　　TEL：045-781-1131　　※平日　9:00～17:00（対応時間）

◆イベント等のご案内◆　　見てるだけじゃなくて、参加すればもっとたくさんたのしめるよ！

イベント名
模擬店
日野中央高等特別支援学校展示
ポリオ撲滅募金活動

開会式
安全祈願・お神楽
PIAコン（ピアコン）
抽選会

金沢産業団地内企業等ソフトボール大会

神奈川県横浜赤十字血液センターによる献血活動（愛の献血車）

小学生サッカースクール
個人参加型フットサルクラブ
フットサルリーグ戦

物販（モノ）
IDEC経営セミナー「人材育成のプロが語る」人材不足・採用難の中、失敗しない採用術
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10：00～21：00
10：00～
　　 随　時

10：00～10：15
12：00～13：00
18：00～21：00
19：30～20：00

18：00～23：30

10：00～16：00

17：00～18：40
19：00～20：50
21：00～23：30

10：00～19：00
14：00～

14：00～15：30

10：00～18：00
10：00～
　　 随　時

10：05～10：35
10：40～11：10
11：20～11：50

12：30～13：00
13：45～14：15
14：25～14：55
15:05～15:25
15:35～16：00
16：10～16:40
16：50～17:30
17：40～18:00

11：00～17：00
10：00～13：00

10：00～16：00
　　 随　時

10：00～13：00
集合時間10:00（厳守）

10：00～19：00

広場
広場
広場

ステージ
ステージ
レストラン ハイ・ローズ
ステージ

グラウンド

アプローチ

体育館
体育館
体育館

展示室
大会議室

来場者用駐車場

広場
広場
広場

ステージ
ステージ
ステージ
ステージ

ステージ
ステージ
ステージ
ステージ
メイン棟1F  PRコーナー
ステージ
ステージ
ステージ

テニスコート
グラウンド

アプローチ
アプローチ

体育館

展示室

参加料：女性 2,500円／人　男性 3,800円／人

参加料：500円／人　募集：30名　対象：①小１・小２　②小３・小４
参加料：500円／人　募集：30名　対象：大人
参加料：3,000円／チーム　募集数：4チーム

講師：特定非営利活動法人総合プロデュース協会  飯島眞一氏

参加料：5,000円／組　募集数：男女各8ペア　対象：一般
参加料：3,000円／チーム　募集数：8チーム

３分100円
大道芸：ヂルシーまこと、ぱたぱた、ball juggler moka

参加料：無料　対象：小3以上は単独申込可、小2以下は父兄同伴要
定員：先着80名　※はさみ、体育館で使用できる上履持参要

防災フェスティバル

模擬店
日野中央高等特別支援学校展示
盲導犬を応援するための募金活動

金沢総合高校吹奏楽部演奏
コーラスグループ「音の絵本」
日野中央高等特別支援学校音楽部による演奏
八景島からペンギンがやってくる！

富岡みやもと　おはやし会
フラダンス  ナーレフアオラカ
アシェ（ブラジルダンス）「クルベ・ダ・パイシャオン」
ヒップホップダンス  ETCダンススクール上大岡校 ＆ studio DUAL
春風亭一蔵落語
てんやわんや迷道芸（大道芸）　ぱたぱた ＆ ball juggler moka
メガジェンガほかゲーム（飛び入り歓迎）
抽選会

テニス大会　男子ダブルス＆女子ダブルス
2014PIAフェスタ釜石シーウェイブスラグビー
フットボールクラブサポートイベント  タグラグビー大会

ファファ（子供向け遊具）
大道芸、おもちゃくじ

飛行機を作って飛ばそう（組立又は折り紙飛行機を作ります。）

物販（モノ）

時　間 場　所 備　考

イベント名 時　間 場　所 備　考

①　11：55～12：20
②　13：10～13：35

10月24日（金）10：00～21：00

10月25日（土）10：00～18：00

20142014ピアピア
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展示室・広場・グラウンド・テニスコート・駐車場・体育館などで各種イベント開催しています！展示室・広場・グラウンド・テニスコート・駐車場・体育館などで各種イベント開催しています！

家族みんな揃って出掛けよう！家族みんな揃って出掛けよう！

スタッドレスタイヤスタッドレスタイヤフェアー

中古タイヤあります。

11月1日～12月29日

お買上げの方に限り夏タイヤを来年4月まで1本1,000円

（税別）（4×4 1本1,500円（税別））にてお預かりします。引

き続き4月よりスタッドレスタイヤも同額でお預かりします。
横浜市金沢区幸浦2-13-3
TEL 045-783-2160
http://www.kyowa-ts.com

① 安心･安全 （S-JET マーク取得）
② 既存の蛍光灯器具に取付可能
③ 防水･防塵仕様 （国際規格 IP54）
④ 電源一つでどこでも点灯
正規販売代理店

LED 蛍光灯の新しい提案

株式会社キョーエーメック
総合ビルメンテナンス/道路メンテナンス

TEL：045-681-5470
〒231-0023 横浜市中区山下町２番地 産業貿易センタービル　http://www.kyoeimec.co.jp/ ISO9001.ISO14001 認証取得

FAX ： 045-681-5471
TEL.045-781-1131　FAX.045-781-1136

URL  http://www.sanrenkyo. jp

（横浜市金沢区福浦1-5-2）

〉〉〉シーサイドライン「産業振興センター」駅下車徒歩1分〈〈〈

〔（一社）横浜金沢産業連絡協議会内〕
PIAフェスタ実行委員会

◇ お問合せ先 ◇

※当エリアは、駐車違反取締最重点地域です。
ご来場の際は金沢シーサイドラインなど公共交通機関をご利用ください！

主　催／（一社）横浜金沢産業連絡協議会
　　　　横浜シーサイドフォーラム
共　催／（公財）横浜企業経営支援財団
会　場／横浜市金沢産業振興センター

〈広場〉（物販、飲食物販売、展示ほか）
文明堂カステラ・どらやき・クッキー、レーズンサン
ドウィッチ、洋菓子、煮豆（おたふく豆・釜揚げ金時
豆・釜揚げうぐいす豆）・野菜・くだもの、パン、シ
チュー、おでん、ラーメン、ビール、ソフトドリン
ク、焼きいも、クレープ、ポップコーン、スパイシー
チキン、防災用品（簡易トイレ、リヤカー等）、パル
システム広報・宣伝（ヨーグルト・プリン試食・
ジュース試飲）、自動車展示・販売、綿あめ、ヨー
ヨー釣り、スーパーボールすくい、ものづくり体験
コーナー、横浜南法人会による税に関する広報活動、
横浜テクノプラザ（Ｙ.Ｔ.Ｐ）活動紹介コーナー、日
野中央高等特別支援学校（学校紹介・学習作品展示・
バザー）、占い、その他各種出店あり。

〈メイン棟西館１Ｆ　展示室〉
問屋直売「モノ」による生活用品、日用雑貨等販売

※状況により出店・販売物品の内容が変更となる場合があります。
　ご了承下さい。


