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お問い合わせ先
PIAフェスタ実行委員会
（一社）  横浜金沢産業連絡協議会内

TEL.045-781-1131／FAX.045-781-1136
URL  http://www.sanrenkyo.jp

（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主催

（公財）横浜企業経営支援財団共催

後　援 （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
業振興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・㈱スミ
セイビルマネージメント・㈱キョーエーメック・（一社）
金沢フットボールクラブ・㈱ひろせ（金沢テニススクール）

横浜市経済局・金沢区役所・金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会・
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・
横浜市金沢団地（協）・金沢臨海部自衛消防隊連絡協議会

協　

賛

※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。

※イベントの詳細は裏面をご覧ください。

●●●●●●●金 ●●●●●●●●●●●●●●●土
10:00-21:00 10:00-16:00

10.11●10.11● プレイベント開催プレイベント開催
17:00-20:0017:00-20:00

木木

10.12（金）
14：00～17：30PIAメッセIoTセミナー

IoTツール紹介
＆ 交　流　会

同時
開催

開催開開開催催催

フットサル・落語・セミナー・歌うま選手権・音楽・ダンス・ペンギンがやってくる！etc...各種模擬店豪華ラインナップ!!
STAGE / FOOD & DRINK / EVENT & SPORTS / KIDS

一足お先に飲んで食べて前夜祭!!祭祭祭祭夜夜前てててて食食食食食でででんんんんん飲飲飲飲ににに先先先先先おおおおお足足足足 !!!!べべお先に飲んで食べて前夜夜一一一一 祭祭祭祭足足足一足お先に飲んで食べて前夜祭!!

h�p://www.idust.co.jph�p://www.idust.co.jp

金沢区福浦1-3-8YPKビル2F金沢金沢区福区福浦1浦1 3-3-8YPKビKビル2ル2FF金沢金沢区福区福浦1浦1 3-3-8YPKビKビル2ル2FF

Presents

災害食堂災害食堂
災害はいつ起こるか分からない…
いざという時に備える そんなアイテム

［IZAMESHI］
（イートインコーナー ＠ ハイローズ）

URL: h�p://daihachi.net

LINKAI
物産展 　
LINKAI
物産展 　
LINKAI
物産展 　

地元企業の特産品が
勢ぞろい!

地元企業の特産品が
勢ぞろい!

地元企業の特産品が
勢ぞろい!

地元企業の特産品が
勢ぞろい!

アウトレット品アウトレット品のの
販売販売ももあります!あります!
アウトレット品の
販売もあります!
アウトレット品の
販売もあります!
メイン棟西館1F展示室にてメイン棟西館1F展示室にて

in PIA フェスタin PIA フェスタ
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会 場 案 内

FOOD & DRINK 他ブース出展

PIAフェスタ10/12●●●●金
10:00-21:00

個人参加型
フットサルクラブ
19：00～21：00 ※注②
対象：大人　募集：20名
参加料： 学生 500円/人   社会人 800円/人

フットサルリーグ戦
21：15～23：00 ※注②
募集：4チーム
参加料：5,000円/チーム
PIAメッセ2018
「中小企業が明日から始めるIoT」
セミナー・IoTツール紹介・交流会
（横浜ITクラスター交流会コラボ企画）
14：00～17：30 
日野中央高等特別支援学校 による
生徒の作品展示 ほか
10：00～18：00
横浜金沢東ロータリークラブ
ポリオ撲滅募金運動
随時
横浜金沢東ロータリークラブ
献血活動
10：00～16：00（休憩13：00～14：00）
大八Presents
災害食堂 in PIAフェスタ
10：00～17：00

LINKAI物産展
10：00～17：00 

EVENT＆SPORTS
SCHEDULE

キッズコーナー
射的（有料）、ベビーカステラ販売
10：00～16：00

小学生サッカースクール
17：00～18：40 ※注②
対象：小1～小6
募集：20名　　参加料：500円/人

KIDS

広　場

体育館

開会式
10：00～10：15
安全祈願・御神楽
12：00～13：00
リアル 柴口このみ ステージ
17：30～17：50
金沢産業団地内企業等
ソフトボール大会表彰式
18：00～18：10
産業団地企業対抗
歌うま選手権　
18：30～20：30 ※注②

STAGE

体育館

体育館

広　場

ハイローズ

展示室

広場

広場

アプローチ／献血車

広　場

大会議室

10/13●●●土
10:00-16:00

防災フェスティバル
金沢消防署・磯子救命ボランティア
14：00～15：30

落語 春風亭昇也
15：35～15：55
横浜金沢マリーンライオンズクラブ

盲導犬を応援するための
募金活動
随時

タグラグビー体験会＆
親子タグラグビーミニ大会
10：00～15：00
日野中央高等特別支援学校 による
生徒の作品展示 ほか
10：00～16：00

災害食堂 in PIAフェスタ
10：00～16：00

LINKAI物産展
10：00～16：00 

EVENT＆SPORTS
SCHEDULE

アプローチ

キッズコーナー
射的（有料）、ベビーカステラ販売
10：00～16：00

みんなで飛行機を飛ばそう
10：00～13：00※注②
①飛行機を飛ばして遊ぶ
すぐに飛ばせる発泡スチロール製飛行
機を用意。誰でも参加可。子供だけの参
加可。
　定員：200名（先着）　参加料無料
②ゴム動力模型紙飛行機製作
　定員：10名　参加料500円
※体育館で使用できる上履（運動靴・スリッパ等）
をご用意ください）

KIDS

広　場

広　場

ハイローズ

展示室

八景島から
ペンギンがやってくる!
①10：20～10：50　②12：20～12：50

ダンサルテ（フォルクローレ）
11：00～11：30

富岡みやもとおはやし会
11：40～12：10

ナーレフアオラカ
（フラダンス）
13：00～13：30

クルベ・ダ・パイシャオン
（ブラジルダンス・アシェ）
13：40～14：10

日発太鼓
14：20～15：00

STAGE

銀行前PRコーナー

広　場

グラウンド

体育館

広場

がんを知るパネル展

血管年齢・肺年齢・骨密度各測定等

ハンバーガー、ソーセージ、レモネード

スカーフ、手ぬぐい、バンダナ

災害食堂 災害用食品の試食販売、LPガスでの炊き出し実演、防災機器紹介ほか

塩もつ煮込み、生ビールほか

ケバブ

ヨーグルト・プリン、野菜ジュース、たまごスープ等試食

学校紹介､作業学習作品展示､バザー

唐揚げ、ソフトドリンク

ファンデーションほか販売

レトルトカレーソース、レトルトパスタソース、だしつゆ、カレーライス、パスタ試食販売

パン、ピザ、パイ

ポリオ撲滅募金活動、献血活動

ラーメン､生ビール、ソフトドリンク、青果販売、盲導犬を応援するための募金活動

射的（有料）、ベビーカステラ

焼きそば、焼きパスタ

フォーラム会員制店舗

園芸用品、切り花、会員企業PR

法人会宣伝
※販売・展示予定

10/12（金） 10：00～21：00
10/13（土） 10：00～16：00

①全ての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
ざいますのでご了承ください。

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、フットサルリーグ戦、個人
参加型フットサルクラブについてのお問い合わせ先
　（一社）金沢フットサルクラブ
　担当者連絡先：090-1616-0613
　e-mail：fandy2012@jcom.home.ne.jp
■みんなで飛行機を飛ばそう・歌うま選手権について
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
受付時間：平日9：00～17：00

注
　
　
　
意 ※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等
公共交通機関をご利用ください。

民間車検場

雨宮自動車工業株式会社

http://www.amemiyaautomotive.com

〒236-0004  横浜市金沢区福浦2－15－5

TEL. 045-786-1288

有限会社アイランド・シーサイド並木店

産業振興センター診療所

サンコースト

株式会社セージ

株式会社大八

富岡下町劇場

トラジ ケバブ

パルシステム神奈川ゆめコープ

日野中央高等特別支援学校

フードデリバリー来味

ポーラザビューティー金沢文庫駅前店

マサフードシステム株式会社

株式会社メルヘン

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

横浜銀行・横浜信用金庫

横浜シーサイドフォーラム（外販）

横浜シーサイドフォーラム

横浜テクノプラザ（Ｙ.Ｔ.Ｐ）

横浜南法人会金沢第二支部

（幸野ゆりあ）
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