
【主催】 みやしろおひな祭り実行委員会 / すきまの会 【後援】 宮代町 / 宮代町教育委員会 / 東武鉄道株式会社 
【協力】 宮代町郷土資料館 / NPO法人MCAサポートセンター  【問合せ】 みやしろおひな祭り事務局  ☎090-8311-6335  
【会場】 宮代町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ進修館 ☎0480-33-3846  （住所）埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-1-1   （HP）www.shinsyukan.or.jp  

◆進修館では２/２４（金）～３/３（金）まで 
 七段飾り雛人形、つるし飾り、羽子板、市民・講師 
 ・幼稚園児の手作り飾りなどを多数展示いたします。 
 また、郷土資料館では企画展 『おひなさま』を 
 １/７（土）～３/１２（日）まで開催 しております。 
 宮代町郷土資料館へもぜひ足をお運びください。 

  

     ２/２６（日）おひな祭りイベント当日のみ、進修館へご来場いただいた先着８００名様におひな様キャンディーを、 
     和服姿でご来場の方全員に手作り小花を1輪プレゼントいたします。 配付場所は進修館２階ロビーです。 

私たちはみやしろおひな祭りに協賛しております 

江戸押絵羽子板の伝統を  
受け 継 い で90 年 の「江 戸 勝」 
（有）水野製作所より羽子板の 
特別展示・販売 。2/26（日）は制作実演
を開催。（進修館２階ロビーにて） 

【交通】 
東武スカイツリーライン 
東武動物公園駅西口下車徒歩5分 
 

◎駐車台数に限りがございますので
できるだけ公共交通機関をご利用く
ださいますようお願いいたします。 
 
 
 

入場 
無料 

【案内図】 

羽子板は女の子のお守り 

有限会社水野製作所    
〒344-0011春日部市藤塚1727 
TEL048-735-4292 FAX048-735-4298 
  

http://www.hagoita.jp/ 

 

 

 おひな祭りイベント    

   2/26（日） 

 10：00～16：00 
   宮代町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

   進修館   

  

   車の修理・車検のことなら 
 
 
 
TEL0480-34-3500 FAX0480-34-1800 

 江戸押絵羽子板 

  江戸勝 

国産肉の取扱い/手作り唐揚げ・メンチカツ 

    肉の 鳥七 
宮代町宮代3-9-1  ☎0480-34-3653 

司法書士 

 

司法書士 
行政書士 

アルファ・プランニング一級建築士事務所 
 

    幸手市中4-10-20 TEL0480-48-6301 

定番人気の 棒ギョーザ         国産材料で 
 手作り          新商品!! 

めしまる 
ころまる 

  (株)エスヴィジョン 
      内装仕上げ全般 代表 諏訪正邦 
℡090-5497-8156 東姫宮1-14-37 

 押し花ｻﾛﾝ グレープ   
  代表 青木淳子 
℡ 0480-42-0225 幸手市中3—13-5  

 鍵のことなら町の鍵屋に！建築金物・家庭金物・荒物 

     小船金物店 
宮代町本田1-3-20☎0480-32-3543 

      田口合同事務所 
   田口千代子    田口寿美子 
           宮代町中央2-4-28田口ビル1F 

電話0480-34-6809 FAX0480-32-2761 
総合保険代理店/三井住友海上火災保険ほか取扱い 

 株式会社プライム・ワン 
  代表 石塚 歩 春日部市中央2-14-3 

    Tel:048-753-3367 

みやしろ 
 イルミネーション 
        実行委員会 

     ビューティサロン 

    みずたに 
宮代町宮代3-9-12 ℡0480-34-3548 

 宮代町上下水道指定工事店 

有限会社セキ住設工業 
宮代町中島213-15☎0480-32-3161 

    森牛乳宮代販売所 

  オシダミルク店 
宮代町宮代3-4-24 ☎0480-32-2508 

 農のあるまちづくり  

   (株)新しい村 
宮代町山崎777-1  ☎0480-36-3441 

 有限会社 あすま商事 
   給排水衛生設備工事及びメンテナンス 

 TEL 0480-34-0322 

         新井歯科医院 
                   ARAI DENTAL CLINIC 

宮代町百間2-5-14 TEL 0480-31-0013 

      ﾄﾘﾐﾝｸﾞ＆ﾍﾟｯﾄﾎﾃﾙ 

 ドッグサロンエンゼル 
TEL0480-32-3819 送迎無料 

 NPO法人 

きらりびとみやしろ 
     理事長  島村孝一 
  宮代町川端3-8-25 ℡33-3868  

    島村駐車場 
宮代町百間4-3-38  ℡0480-33-1633 

   きもの処 

   つがるや中村 
    北本市東間2-96☎048-591-5291   

     松本不動産株式会社 
  代表 松本 一也 
宮代町中央2-1-4 ☎0480-33-2291 

    ア ン リ ン 
宮代町本田4-5-31℡0480-48-5870 （火曜ランチ営業） 

お
ひ
な
祭
り
 

みやしろ 

  自家製蕎麦・うどん/ 丼もの(お米は宮代産) 

      前野屋  
   宮代町中央3-2-30 ☎0480-32-3685 

灯油/ガス/器具 

   古澤燃料店 
宮代町百間5-2-32☎0480-32-0573 

     建築設計工事監理専門 一級建築士事務所 

  テシマ設計株式会社 
    宮代町笠原2-2-6 ℡0480-34-0368 

http://www.hagoita.jp/gallary_kinsai.html
http://www.hagoita.jp/index.html
http://www.hagoita.jp/index.html


 
 
 

 
 
 

みやしろおひな祭りイベント 2/26(日) 

 
 

進修館１階 

進修館２階 

進修館の展示 2/24 (金)～3/3 (金) 

 日本三大つるし飾り 
「伊豆稲取つるし飾り」 
  つがるや中村 

  古閑文以 
  山崎美津枝 
  木村冨美江 

 七段飾り 人形の東玉所蔵 
  （写真は昨年展示のお雛様） 

 
 

「羽子板」節句人形工芸士 水野加代子・大 
＊２/２６（日）羽子板の販売 10：00～16：00 
 制作実演 １回目11：30～/２回目13：30～ 
  

✿宮代町郷土資料館所蔵の明治時代末から昭和40年代までの
お雛様を展示いたします。郷土資料館のお雛様もぜひご覧くだ
さい。皆様のご来館をお待ちしております。  

姫宮成就院幼稚園園児・ 
子育て広場親子の手作り作品 

市民・講師の手作り雛飾り 

榎本町長  
 ご挨拶 

喫茶ぶどうの樹 
 珈琲・紅茶・軽食 
  ﾊｰﾌﾞﾃｨｰほか 

 こども遊び広場（無料） 
10：00～15：30 

お手玉・折り紙・貝合わせほか 
13：30～15：30 

組みひも体験 
講師：宮代町郷土資料館学芸員 

             横内美穂  

●和小物手作り品販売 
きもの処つがるや中村 

●木工手作り品販売 
WOODWORK キッコロ 

 ●お花の手作り品販売 
  和小物  高橋シメノ 
  なごみ館 市川理増 
 ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞ 針谷克能 
 押し花    押田美代子 
 ｱﾒﾘｶﾝﾌﾗﾜｰ小川まなみ 

●想いを伝える魔法の筆文字   
 クセ字が魅力にかわります 

  伝筆 今川麻依子 

陽雅流創作和紙人形     
     小畑陽子 

お茶席（立礼式） 

表千家 横手宗千 

●ポーセラーツで「お雛様プレート
作り（名前入）」・レジンでヘアゴム 

  シュエット 蓮見雪絵 

 おひな祭り 

 クラフト 
 体験講習 
  販売 
２階ﾛﾋﾞｰにて  

 つまみ細工 加納 恵 

●お子様でも簡単に作れます 
 「和紙のおひな様作り」 

●つまみ細工体験 「お花のショール
ピン作り」とつまみ細工の展示販売 

先着３０名様ﾁｹｯﾄ制 

●今、話題の和紅茶
を飲みながら、スタン
プで簡単にできる 
「サンキューカード」
を作ります 

和紅茶販売・クラフト 
   茶幸房 

●ミニキャンドル作り体験と 
 アロマ雑貨販売 

アロマクラフトの部屋 ROCCO 
 

第１席 10：30～ 
第２席 12：30～ 
第３席 14：30～ 

木目込み雛人形 

御殿飾り雛人形 

押し花作家 
 青木淳子 

◆着物お着付け体験（和室）◆  
  お着付け講師/市川理増・高橋シメノ・ビューティサロン水谷 
 大人用、子ども用お揃えしております。(ご予約受付☎0480-32-2262市川）  

       ●さんかく屋 
    ・自家製いなり寿司 
   ・海苔巻き 

  食品 
お飲物 販売 
１階大ホール 
 と食堂にて 

   大ホールでは飲食スペースをご用意しておりますが、演奏・演技をご鑑賞  
    される方へのご配慮（小声でのお話し）をお願いいたします。 

初出店●アンリン 
 ・アンリン棒餃子 
 ・紫いもの蒸し餃子 
 ・ころまる（餃子コロッケ） 

川野武次郎商店 （煎餅） 

Ｔｅｎ Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｔａｂｌｅ（洋菓子） 

八宝堂 (和菓子） 

凮月堂 （和菓子） 

お願い 

●おひな祭り 
       謹製菓子 

初出店●肉の鳥七 
・自慢の鶏からあげ（塩味） 
・大きなメンチカツ 

   初出店●新しい村 
  ・地元の新鮮素材で作った混ぜご飯 

平成２９年１月７日（土） 
    ～３月１２日（日） 

期間中の休館日 
１月10・16・23・30日 
２月6・13・20・27日 
３月６日 

 
         ◆おひな祭りステージ（大ホール）◆ 司会 渡邉朋子  
 
グリーンフルトネーズ 11：00～11：40 演目 うれしいひな祭り 勇気100％ ほか 

 “音と人の和と輪”を求め続け、今秋３５周年演奏会を予定。 

 童謡からジャズまで幅広いジャンルの演奏でボランティア活動を楽しんでいます。 

  宮代町民俗舞踊連盟 13：00～13：40 演目 うれしいひな祭り ほか  
 民謡民舞、よさこいソーラン、沖縄エイサーなど楽しく練習(*^_^*) 

 昨年は県で直実節を踊り、また文化ともしび賞も受賞。 問合せ： 代表 乙幡 ☎35-2253  

                             
 宮代町新日舞連盟 14：00～14：40 演目 天竜下れば 櫻 日本橋から ほか 

 宮代町在住・稽古所在籍の舞踊愛好者が会派を超えて、大好きな舞踊の振興と仲間との 

 親睦を目的に発足し6年目になります。毎年発表会「彩の会」を進修館で行っており、第６回 

  となる今年は５月２１日（日）に開催が決定しました。皆様のお越しをお待ちしております。  

●メルヘンベーカリ― 
・ｼｬｷｼｬｷ りんごのアップルパイ 
・人気のチョコレートドーナツ 

●前野屋 
・自家製蕎麦 
・当日数量限定  
 蕎麦あります 

                            ご 挨 拶   
 女の子の幸せと健やかな成長を皆さんと一緒にお祝いするみやしろおひな祭りは昨年、町内外から1,000人を超えるお客様にご来場いた

だき大変な賑わいとなりました。第2回となる今年は「和の装い」をテーマに、風情のある進修館を和の空間として飾りつけ「来て・着て・見て

・聴いて・食べて」いただく演出で皆さまをお迎えいたします。大ホールフロアでは町内飲食店が軽食・お飲物をご用意。ステージではアー

ティストのみなさんが演奏や踊りを披露してくださいます。２階ロビーでは七段飾り雛人形をはじめ市民による手づくりのお雛飾りや幼稚園児

・親子の可愛らしい作品も展示いたします。一年に一度の華やかなおひな祭りをご家族皆さまでどうぞごゆっくりお楽しみください。                                                           

                                                                                                              みやしろおひな祭り実行委員長 押田美代子 

 初出店●あかりワークス 
 ・国産米100％  無添加 
   「あかりせんべい」ほか 

 ・お雛様七段飾り・羽子板・日本人形・つるし飾り 
 ・市民による手作り雛飾り（指導：高橋シメノ・古閑文以・小畑陽子） 

 ・幼稚園児、子育て広場親子による手作り作品 ほか 

http://www.hagoita.jp/gallary_obiji.html

