
部会 団体名 ジャンル

1 子どもの広場 Ayumi's ABC ステージ・パレード

2 子どもの広場 MJダンスキッズ ステージ・パレード

3 子どもの広場 御成門中学校ダンス部 ステージ・パレード

4 子どもの広場 KIDS DANCE CLUB AZABU ステージ・パレード

5 子どもの広場 Kurassyi ステージ・パレード

6 子どもの広場 SWEET ANGELS & BERRIES ステージ・パレード

7 子どもの広場 東京土建一般労働組合港支部 出展

8 子どもの広場 浜松町チアリーディングチーム SUNNYS ステージ・パレード

9 子どもの広場 Mermaid☆STARS ステージ・パレード

10 子どもの広場 マルヒア・フラサークル ステージ・パレード

11 子どもの広場 港区明るい選挙推進協議会　ＭＩＮＡＴＯ「選挙いっ得？！」プロジェクト ステージ・パレード

12 子どもの広場 港区人権・男女平等参画担当 出展

13 子どもの広場 港区立子ども家庭支援センター 出展

14 子どもの広場 和太鼓 真誠会 ステージ・パレード

15 はたらく車(区立芝公園 ) （一社）日本自動車連盟 東京支部 出展

16 はたらく車(区立芝公園 ) 防衛省 自衛隊 東京地方協力本部 港出張所 出展

区立芝公園エリア



部会 団体名 ジャンル

1 企業・官公庁 東京ガス（株）東京中支店・東京ガスライフバル港 出展

2 企業・官公庁 （公社）東京都不動産鑑定士協会 出展

3 企業・官公庁 港区防災危機管理室 出展

4 企業・官公庁 関東電気保安協会 出展

5 企業・官公庁 竹芝客船ターミナル（東京港埠頭（株）) 出展

6 企業・官公庁 （一社）東京都自動車整備振興会 中央支部 出展

7 企業・官公庁 （公社）東京都港区麻布赤坂歯科医師会（公社）東京都港区芝歯科医師会 出展

8 企業・官公庁 （一社）東京都港区医師会 出展

9 企業・官公庁 東京都立中央図書館 出展

10 企業・官公庁 都立芝公園サービスセンター 出展

11 企業・官公庁 文化放送 出展

12 企業・官公庁 港区立介護予防総合センター ラクっちゃ 出展

13 企業・官公庁 港区立がん在宅緩和ケア支援センター ういケアみなと 出展

14 企業・官公庁 連合港地区協議会 出展

15 福祉 ニッポン・アクティブライフ・クラブ（ナルク東京） 出展

16 福祉 港折り紙愛好会 出展

17 福祉 港区立障害保健福祉センター 工房アミ 出展

18 福祉 港区立精神障害者地域活動支援センター（あいはーと・みなと） 出展

19 文化祭 赤坂水墨画サークル 出展

20 文化祭 赤坂なでしこ会 出展

21 文化祭 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ書道教室 三芝会 出展

22 文化祭 神明水墨画クラブ 出展

23 文化祭 探訪写真会 出展

24 文化祭 港区華道茶道連盟 出展

25 文化祭 やさしい俳句教室 出展

26 大殿前ステージ GADDESS ステージ・パレード

27 大殿前ステージ 茂本ヒデキチ ステージ・パレード

28 大殿前ステージ HΛZVΛND ステージ・パレード

増上寺エリア



部会 団体名 ジャンル

1 芸能 エヘレ・アロハ・フラスタジオ ステージ・パレード

2 芸能 ALL OF ONE GOSPEL CHOIR ステージ・パレード

3 芸能 クハイハラウ・オ・カプアオカナウパカ ステージ・パレード

4 芸能 香雪会 ステージ・パレード

5 芸能 銭太鼓はなみずき ステージ・パレード

6 芸能 Danae Oriental Lily ステージ・パレード

7 芸能 津軽三味線 貢新会 ステージ・パレード

8 芸能 常盤会＆ハラウカポリロア ステージ・パレード

9 芸能 人と地域を元気にする盆踊り実行委員会 ステージ・パレード

10 芸能 芙蓉流 一世会 ステージ・パレード

11 芸能 民謡・津軽三味線 豊弘会 ステージ・パレード

12 バザール 芝神明商店会 出展

13 バザール 新橋赤レンガ通り発展会 出展

14 バザール ニュー新橋ビル商店連合会 出展

15 みんなの広場 Akasaka Joyful Choir ステージ・パレード

16 みんなの広場 NPO法人江戸前２１ 出展

17 みんなの広場 オーキット ステージ・パレード

18 みんなの広場 健康音楽なずなムージカ ステージ・パレード

19 みんなの広場 シルバー人材センター 野ばらの会 ステージ・パレード

20 みんなの広場 Spirit of Sahara ステージ・パレード

21 みんなの広場 十和田バラ焼きゼミナール 出展

22 みんなの広場 認定ＮＰＯ法人プラチナ美容塾 出展

23 みんなの広場 認定特定非営利活動法人富士山クラブ 出展

24 みんなの広場 八丈太鼓 はなみずき ステージ・パレード

25 みんなの広場 人と猫の共生を図る対策会議 出展

26 みんなの広場 ボーイスカウト東京港第12団 出展

27 みんなの広場 マウナロア フラサークル ステージ・パレード

28 みんなの広場 港区エシカルコミュニティ 出展

29 みんなの広場 港区介護予防リーダー・サポーター ステージ・パレード

30 みんなの広場 港区帰国者会 ステージ・パレード

31 みんなの広場 港区更生保護女性会 出展

32 みんなの広場 港マジック同好会 ステージ・パレード

33 みんなの広場 REAL VOX ステージ・パレード

都立芝公園エリアエリア



部会 団体名 ジャンル

1 植木市 港区造園協力会 出展

2 福祉 （一社）アプローズ 出展

3 福祉 港区社会福祉協議会 出展

4 ふるさと物産 伊豆諸島・小笠原諸島  東京愛らんど 出展

5 ふるさと物産 神奈川県松田町 出展

6 ふるさと物産 郡上市 出展

7 ふるさと物産 東京都新島村 出展

8 ふるさと物産 徳島県阿南市 出展

9 ふるさと物産 長崎市 出展

10 ふるさと物産 福井県大野市 出展

11 ふるさと物産 北海道佐呂間町（佐呂間町観光物産協会） 出展

12 ふるさと物産 北海道白老町 出展

13 ふるさと物産 北海道豊富町 出展

港区役所エリア



部会 団体名 ジャンル

1 国際友好広場 ウクライナ大使館 出展

2 国際友好広場 エクアドル共和国大使館 出展

3 国際友好広場 ガーナ共和国大使館 出展

4 国際友好広場 カンボジア王国大使館 出展

5 国際友好広場 コソボ共和国大使館 出展

6 国際友好広場 スロベニア共和国大使館 出展

7 国際友好広場 セルビア共和国大使館 出展

8 国際友好広場 ニカラグア共和国大使館 出展

9 国際友好広場 ホンジュラス共和国大使館 出展

10 国際友好広場 マダガスカル共和国大使館 出展

11
世界のお酒とグルメの散歩
道

日本アルガンオイル協会 出展

12
世界のお酒とグルメの散歩
道

日本マテ茶協会 出展

部会 団体名 ジャンル

1 パレード 港区内消防少年団 ステージ・パレード

2 パレード 品川アクアシャイントワラーズ ステージ・パレード

3 パレード 福島県いわき市 ステージ・パレード

4 パレード 天理教 本芝団 おうちで過ごし隊 ステージ・パレード

5 パレード 幸福の科学・幸福連 ステージ・パレード

部会 団体名 ジャンル

1 スポーツ 源流芝太鼓連 ステージ・パレード

2 スポーツ 港区弓道連盟 出展

3 スポーツ 港区武術太極拳連盟 出展

パレードエリア

みなとパーク芝浦エリア

東京プリンスホテルエリア


