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　「２０１６酒まつり」は、初日が雨模様の天気でしたが、１０
月８日・９日の両日、賑やかに、また事故もなく開催す
ることができました。関係諸機関・団体、近隣住民の皆
さま、並びにご協賛、ご寄附をいただきました皆さまに
改めて厚く御礼申し上げます。
　酒まつりは、地域を愛する企業・各種団体の皆さま、
そして何よりも多くの市民の皆さまに支えられていま
す。中央生涯学習センターが閉館し、文化交流会場が東
広島芸術文化ホール「くらら」に移行したことなどを踏
まえ、今年の「酒まつり」は、新たな可能性、将来の望ま
しい姿を目指し、“ＴＥＡＭ酒まつり”で実行委員会一
丸となって取り組みました。
　メイン会場を、従来の五千人の居酒屋会場からＫＩ
ＺＵＮＡ会場へと変更、場所も中央公園東側に移行、五
千人の居酒屋会場は市役所駐車場に移行、さらに、これ
からの酒まつりのメインコンテンツとして「新・酒みだ
ればやし」創造と、これまでにない大幅な改革に取り組
みました。
　ご来場者の方々には、ご期待に添えなかった部分も
たくさんあったことと存じます。反省点や多くの課題
を今後に生かし、自慢のお酒と美味しい料理、そして心
から楽しみ憩う場所をご提供し、「さぁ！今年も行こ
う！！」と皆さまに愛していただける酒まつりを目指
し、一層努力してまいります。最後になりましたが、運
営に携われたスタッフの皆さま、サポーターの皆さま
に心から厚くお礼申し上げます。

　お酒をシンボルとした出会いと交流の場が、2日間
にわたり「２０１６酒まつり」において出現しました。初日
が雨模様だったにもかかわらず２日間で約２５万人の
来場者で賑わい、大きな事故もなく無事終了できまし
たこと、東広島市、東広島商工会議所をはじめとする関
係諸機関・団体、企業や近隣住民の方々のご協力、ご理
解、ご協賛の賜物と、まずもって衷心より感謝申し上げ
ます。
　数えて27回となりましたが、相変わらず会場が早期
に確定できず、企画もその都度見直しとなって関係諸
機関との調整、担当者の割り振りなど多くがすんなり
とはいかないことばかりでした。若干自嘲気味になり
ますが、何回携わっても心配事が尽きず、毎回右往左往
のしどおしです。
　とはいうものの、今回も何とか成功へと着地できま
した。特に、当日、サポーターとしてボランティアをし
ていただいた中高生、大学生、各種団体、企業、個人の皆
さまのご助力は毎年のことながら有難いものでした。
この感謝の気持ちは、毎年言わせていただいておりま
す言葉で恐縮ですが、「サポーターいなければ酒まつり
は成り立たぬ」ということです。この事実を、実行委員
会メンバー共々改めて肝に命じているところです。
　さて、この報告書には私たちの熱い思いが随所に込
められています。ぜひご一読いただき、今後とも酒まつ
りが盛大かつ末長く続き、全国有数の祭りに発展する
よう、皆さま方のさらなるお力を貸していただければ
幸甚です。
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趣　意　書
東広島市≪2016酒まつり≫

趣　意　書

　東広島市の歴史は、５世紀に安芸国を統一する首長が築造した三ツ城古墳（国史跡）や中

世の山城である鏡山城（同）などからも分かるように、この辺りの中枢でした。江戸時代には宿場

町〈西条四日市〉として栄え、明治時代後半からは銘醸地として発展を遂げ、今や酒の都「酒

都」としてその名を全国に知らしめています。

　《酒まつり》は、昭和４９年の市制施行後、都市活性化と地域の融和を願って開かれていた

「みんなの祭り」をベースに、平成２年に東広島祭委員会が「お酒」をシンボル化させたお祭り《酒

まつり》へと発展させました。以来、さらなる地域活性化を目指して年 そ々の内容を充実させながら

回数を重ね、本年で２7回を数えます。

　平成９年から《酒まつり》は東広島市観光協会が主催者となりました。今日まで続けて来られ

ましたのは、市民の温かいご理解と、東広島市をはじめ東広島商工会議所、西条酒造協会、

(一社)東広島青年会議所など、行政諸機関、各種団体、個人ボランティアなど各層各人のご

支援の賜物であり、ここに改めて感謝申し上げる次第でございます。

　言うまでもなく、《酒まつり》は銘醸地にふさわしい「お酒」がシンボルの祭りです。しかしながら、こ

の祭りはただお酒を嗜むだけのものではありません。お酒に係る地域独自の文化を醸成し、同時

に地域をより活性化させることを目的とした日本の酒文化を代表する全国規模の祭りと自負してお

ります。2014年に行った経済波及効果調査では「広島県下で約３２億６千万円」の数字が

出ており、地域への経済的貢献は少なくないことも申し添えさせていただきます。

　これからも《酒まつり》は、大人も子どもも、お酒を飲む人も飲まない人も、縁（えにし）を得て集う

全ての人たちすべてが楽しめる酒都の名を冠する東広島市の祭りであり続けます。《酒まつり》を

「地域の財産」だと再認識していただき、１０月８日、９日に東広島市に出現する「出会いと交

流の場と空間」を楽しんでください。「おもてなしの心」を形にした《酒まつり》の趣旨をご理解いただ

き、今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　平成28年3月吉日

　

主　　催　　者　　　　　　　　　　

公益社団法人　東広島市観光協会　

会長　蔵田　　憲　

2016酒まつりにおける「人・水・米」構想
　東広島市生涯学習センターが東広島芸術文化ホール「くらら」に生まれ変わったのを
契機に、酒まつり会場全体の見直しを行いました。
　２０１１年より行ってきた酒まつりにおける「人・水・米」構想の３つの要素を再認識し、
お酒に主軸をおきつつ、祭りにさらに広がりを持たせ、「酒まつりの新しい伝統を創る
ための挑戦」を行いました。東広島市民の誰もが、また東広島市へ遠方から来場された
誰もが楽しく参加できる「新・酒みだればやし」の創造です。さらに、お酒と来場者の
融合の場であるＫＩＺＵＮＡ会場を、場所の変更も併せてより充実した内容としました。
今後も、今までの内容を継続しながら、より多彩な内容、より質の高い空間、人と人と
の交流の場をつくりあげ、お酒を愛する人はもちろんのこと、お酒を飲めない人たちに
も十分に楽しめ、心から多くの皆さまに愛される、より魅力のある「酒まつり」を目指
してまいります。
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概　　　要
・酒まつり実行委員会　構成団体

　東広島市、東広島商工会議所、東広島商工会議所青年部（YEG）、

　東広島商工会議所女性会、（一社）東広島青年会議所（J C）、西条酒造

　協会、東広島市文化連盟、（株）サタケ、（株）東広島ケーブルメディア、

　ＪＲ西日本広島支社西条駅、JA広島中央、東広島ボランティアガイド

　の会、東広島市暴力監視追放協議会、（財）ひろしま国際センター、

　広島大学、近畿大学工学部、広島国際大学、（公社）東広島市観光協会

・西条駅乗降者数：110，220人（2日間）

・西条インターチェンジ利用数：20，832台（2日間）

・志和インターチェンジ利用数：32，522台（2日間）

・高屋ジャンクション/IC利用数：15，200台（2日間）

・臨時駐車場台数：891台（バス14台）（2日間）

・酒ひろば全国の酒：1，008銘柄

・協賛広告：155件　11，425，542円

・寄　　附：517件　　3，900，076円

　酒まつりは、10月の3連休（体育の日の前の土曜日、日曜日）の開催

を原則とし、今年27回目を迎えました。

2016酒まつりの概要は以下のとおりです。

・開催日時：平成28年10月8日（土）

　　　　　　　10：00～20：00（会場によって異なります）

　　　　　平成28年10月9日（日）

　　　　　　　10：00～17：00

・開催場所：ＪＲ西条駅周辺

・主　　催：公益社団法人　東広島市観光協会 

・主　　管：2016酒まつり実行委員会

・来場者数：10月8日（土）／11万人　10月9日（日）／14万人

　　　　　合計25万人（実行委員会推進委員会発表）

・ボランティア参加人数 

　　東広島市内の各大学、各企業、団体等が参加。　延べ442名

　　中でも大学生は325名で、酒まつりは学生サポーターの参加なく

　　しては、成り立ちません。

会 場 全 図

　東広島芸術文化ホール「くらら」の開館もあり、今年の「酒まつり」は会場変更から始ま
り、新たな可能性を模索し、望ましいと信じる未来へ向けて移行します。自慢のお酒と美
味しい料理、そして心から楽しみ憩う場所のご提供のために、“ＴＥＡＭ酒まつり”一丸と
なって、最高の祭りをつくり上げます。地域の皆さまにさぁ！今年も行こう！！と愛して
いただける祭りを目指し、心を一つにして共に進化していきましょう！

「Sa!ikou!!」
～さいこう～

2016酒まつりテーマ
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酒蔵イベント会場　－酒蔵通り－

福美人酒造株式会社
東広島市西条本町６－２１　TEL ０８２－４２３－３１４８

賀茂泉酒造株式会社
東広島市西条上市町２－４　TEL ０８２－４２３－２１１８

大吟醸升酒や蔵でしか味わえない限定酒「ひやおろし」のグラス
酒および酒まつり限定大吟醸入り甘酒を販売。また、大骨董市、
うまいもの市、美人の井戸水を使った銘水茶席、楽器演奏、陶器
販売、女性のための日本酒セミナー等のイベントで盛り上げま
した。

手打ちそば高橋邦弘名人の達磨一門『みやじま達磨』が初出店！
名物『竹酒』＆樽酒量り売り＆酒まつり限定酒も大人気。
賀茂泉流『美酒鍋』は、鍋を囲むテーブル席とテイクアウト（一皿
から）の両方をご用意いたしました。

賀茂鶴酒造株式会社
東広島市西条本町４－３１　TEL ０８２－４２２－２１２１

亀齢酒造株式会社
東広島市西条本町８－１８　　TEL ０８２－４２２－２１７１

「賀茂鶴再発見。見よう！触れよう！楽しもう！」をテーマに、オ
リジナルラベルの作成コーナーを展開。
大人気の有料試飲はもちろん、福袋の数も増やし、鏡開き・菰巻
実演なども実施しました。

酒まつりといえば「大吟醸と限定酒の有料試飲、販売！」。大吟醸
は２年連続金賞受賞酒、限定酒は酒まつりだけの蔵元隠し酒。今
年も早期に完売。その他に、酒ソフトクリーム、酒蒸饅頭、醸華町
うどん、前掛け等の酒蔵グッズも販売しました。

白牡丹酒造株式会社
東広島市西条本町１５－５　　TEL ０８２－４２２－２１４２

西條鶴醸造株式会社
東広島市西条本町９－１７　TEL ０８２－４２３－２３４５

酒まつり限定『純米にごり酒・大吟醸酒・棟方志功特別酒・大吟醸
梅酒』等の販売や大好評の白牡丹米麹使用本格甘酒及び新酒粕・
本格甘酒を使用したスイーツを販売。また、酒蔵屋台まつり（天
保庫）と塩麹らーめん処（延宝庫）を実施しました。

酒まつり限定斗瓶採り、酒蔵限定酒を販売。有料試飲は純米大吟
醸原酒「神髄」（１杯、￥５００）と酒蔵限定酒３種類（各１杯、２００円）。
その他、東広島市豊栄町のトム・ミルクファームとコラボした大
吟醸ジェラート・ソフトクリームを販売しました。

山陽鶴酒造株式会社
東広島市西条岡町６－９　　TEL ０８２－４２３－２０５５

金光酒造合資会社
東広島市黒瀬町乃美尾１３６４－２ TEL ０８２３－８２－２００６

山陽鶴酒造では、今年も好評の「倉凛風美酒鍋」をはじめ、美味し
い食べ物と、美味しいお酒をご用意し、ゆっくりのんびりと旨い
酒・旨い食べ物を楽しんでいただきました。
酒まつり限定酒や酒蔵グッズなどももちろん販売しました。

西条酒造協会前で、桜吹雪・賀茂金秀の試飲販売。
また、黒瀬保田窯のお猪口やその他のグッズ販売も行いました。
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運営スタッフ：部会長　杉原　里志（東広島YEG、東広島YEGOB、東広島JC、東広島商工会議所、東広島市役所、東広島市金融協会、
学生・一般サポーター）延べ３９５名

　　酒ひろば会場　－西条中央公園西側－

会場内の様子

会場内の様子 酒のあてコーナーの行列

会場入り口

開場待ちの行列

ポイント券売り場

　９月下旬より天候が悪い日が多く、開催２日前までのチ
ケット前売り状況は、例年の５９%と非常に伸び悩んでいまし
た。１日目の来場者数は雨の予報もあり９，９９３人と前年比
１３％減でしたが、２日目は８，９９１人で前年比２１％増と大幅に
伸び、トータルで１８，９８４人となり、昨年並みで終えることが
できました。（昨年比：６６人増）
　当日の最初の課題である開場前の長蛇の行列は、事前に確
保していた導線により大きな混乱もなく、１１時には解消しま
した。
　試飲のお酒は、鹿児島県を除いた４６都道府県の蔵元から
１，００８銘柄が集まり、３年連続で１，０００銘柄を取り揃えるこ
とができました。また、NHKと広島ホームテレビによる生放
送もあり、あらためてメディアの注目度の高さを感じました。
　設営、サポーター、運営等において数々の問題が発生しま
したが、スタッフをはじめ皆さまのご協力により、無事に終
えることができました。２０１７年は、酒ひろばのスムーズな運
営に向け、今年発生した課題、改善点をしっかりとクリアし
て臨みたいと思います。

　全国の酒のあて一覧
販売ポイント品   名都道府県地方販売ポイント品   名都道府県地方販売ポイント品   名都道府県地方

3P日光ゆば豆腐ナゲット栃木県
関東地方

3Pとり天大分県
九州地方

2P馬肉味噌熊本復興

3Pあさりのしょうが煮茨城県3P辛子レンコン熊本県4P天草の塩　あっさり鶏塩唐揚げ熊本復興

4Pおつまみ牛たん宮城県東北地方3P鰹のくんせい高知県四国地方5P馬肉のくんせい熊本復興

3Pイカの塩辛北海道北海道地方3Pチーズ棒三重県
近畿地方

4P馬肉ソーセージ熊本復興

4P　おむすび（2個入り）熊本米VS西条米3Pべったら漬京都府7P美酒鍋広島県

中国地方 　※１Pは１００円4P手羽先唐揚げ愛知県
中部地方

3Pせんじ肉広島県

4Pイカ下足唐揚げ静岡県3P下関めんたいこ山口県



－6－

　　KIZUNA会場　－西条中央公園東側－

フィナーレ

KIZUNA会場の夜景 堂珍嘉邦・佐藤タイジ

広告協賛の提灯

オープニング

1000人の乾杯リレー

　KIZUNA会場は、昨年の賀茂鶴1号蔵から中央公園東側へ会場が移りました。
メイン会場となったことで、昨年まで五千人の居酒屋会場で行っていたオープ
ニングセレモニーをはじめ、アーティストのライブステージ、「新・酒みだれば
やし」のプロモーションビデオの撮影などの運営を行いました。アーティスト
としては、森山直太朗・堂珍嘉邦・佐藤タイジ・竜馬四重奏・香川裕光・藤井菜央
が出演し大好評でした。中でも森山直太朗は、早朝から行列ができ入場制限ま
で起きました。
　会場のコンセプトは「人と人との絆」であることから、熊本地震の被災者支援
活動として、会場の一角に熊本のご当地食材を販売する復興支援ブースを設け、
売り上げの一部を義援金として復興に協力しました。       
　また、今年で３回目となる「１０００人の乾杯リレー」は、その様子をfacebook
に投稿し、来場者が乾杯でつながっていく様子を伝えました。
　酒まつりのメインコンテンツとなった「新・酒みだればやし」は、全国的なサ
ウンドデザイナーの清川進也が音を紡ぎ、プロ振付師のair:manが振り付けを
行い、東広島次郎丸太鼓・かぶら屋が演奏を行い、多くのエキストラの皆さんの
踊りで会場を盛り上げました。       
　フィナーレは、全国の蔵元から集まった１,００８銘柄と祝カープ優勝に合わせ
て、１,００８個の赤い風船を一斉に空に放ち、とても感動的なシーンが演出できま
した。皆さんのご協力により、人と人との絆を強める会場としての役割を果た
すことができました。

運営スタッフ：部会長　柏谷　健一（東広島YEG、東広島商工会議所女性会、
学生・企業サポーター）延べ７６名

KIZUNA会場　出店業者一覧
物販熊本復興支援ブース（実行委員会）
飲食北海道　北広島市観光協会
PR”食と酒”まち起こし協議会
PRこども未来フェスタ（東広島市役所）
物販西条小売酒販組合　青年会
物販酒まつり公式グッズコーナー（実行委員会）

ス テ ー ジ プ ロ グ ラ ム
１０月８日（土）

オープニング
10:00 （大酒林御輿入場～酒まつり太鼓演奏～御輿ステージ前到着）　

セレモニー（開会宣言～鏡開き～太鼓演奏～挨拶・来賓紹介）
酒まつり芸能華舞台（西条酒造王国　次郎丸太鼓、西条酒造り唄保存会）11:20
香川裕光ステージ12:45
PRタイム（”食と酒”まち起こし協議会）13:35
PRタイム（こども未来フェスタ）13:55
第28回西条酒つくり唄全国競演大会最優秀賞者披露14:10
竜馬四重奏ステージ15:00
PRタイム（中国広域観光連絡協議会）16:10
藤井菜央ステージ16:25
提灯点灯式（ミス日本酒）17:15
新・酒みだればやしの踊り撮影17:35
酒まつりSWINGING NIGHT（ジプシースイング）18:30
インフォメーション（MC)19:50

１０月９日（日）
オープニング（酒まつりインフォメーション）10:00
THE TAIKO（東広島次郎丸太鼓）10:10
酒みだればやし＆姫御輿12:00
PRタイム（こども未来フェスタ）12:30
森山直太朗トーク＆ミニステージ13:00
広島大学ア・カペラステージ14:00
佐藤タイジ×堂珍嘉邦スペシャルライブ15:45
フィナーレ＆エンディング16:45

熊本復興支援ブース販売一覧
500円熊本クラフトビール400円馬肉ソーセージ
900円特濃ヨーグルト　とろ～り400円馬すじ煮込み
200円くまもんサイダー500円馬肉のくんせい
200円すいかサイダー400円天草の塩あっさり鶏塩唐揚げ
100円和らぎ水300円ポテサラちくわ

400円鶏皮せんべい
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運営スタッフ：部会長　山下　成秋（東広島YEG、広島大学キャンドルサークル灯、サンフレッチェ広報、学生サポーター）延べ１１９名

　本年は会場の一新により、KIZUNA会場（西条中央
公園東側）内で開催しました。わくわく広場は、唯一、子
ども向けの会場であることから、知名度も向上してお
り、場所の変更にもかかわらず、一定の売上を保つこと
ができました。
　内容としては、ゲームや軽食の各種ブース、一昨年か
ら参加していただいている広島大学キャンドルサーク
ル灯のキャンドルづくり体験ブース、サンフレッチェ
広報担当によるキックターゲットコーナーを運営しま
した。
　会場の変更や運営母体の変更（JC→YEG）等で、
キャラクターショー等の引き継げなかった部分もあり
ましたが、本番当日の部会メンバー・学生サポーターの
臨機応変な対応で、大きな問題、事故もなく来場者にも
恵まれ非常に有意義な会場となりました。

　市役所本庁駐車場を、五千人の居酒屋部会と美酒
鍋部会の２つの食のエリアとして設営しました。居
酒屋ブースやステージの場所確保のため、美酒鍋レ
イアウトが大幅に変更となり、人の出入りが心配さ
れましたが、大きな混乱も無く、また、五千人の居
酒屋の来場者に当日チケットが多く売れ、ほぼ完売
できました。８日は雨が心配されましたが、思った
ほど客足も落ちることなく順調に運営できました。
　前日の準備には多くの人が必要でしたが、JCの人
数が少なくて心配していたところ、ボランティアス
タッフやYEG の協力をいただき、無事設営すること
ができました。撤収は、JCが多く手伝ってくれ、予
想より早く完了しました。皆さんのお力添えで、美
酒鍋会場が無事成功に終われたことに感謝いたしま
す。

運営スタッフ：部会長　山口　隆司（東広島JC）
延べ１０名

　　美酒鍋会場　－東広島市役所駐車場－

夜間の会場昼間の会場会場入り口

　　わくわく広場会場　－西条中央公園東側－

サンフレッチェ広島のキックターゲット射的わくわく広場の賑わい
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運営スタッフ：部会長　○○ ○○（　　　　　　　　　　　　）　合計約００名

　　五千人の居酒屋会場　－東広島市役所駐車場－

　市役所本庁駐車場を、五千人の居酒屋部会と美酒鍋部会の二つの食のエリア
として設営しました。市役所への来場者の駐車場確保という面から、会場設営
に関しての時間規制があり、設営作業は想定していたより大変でした。設営業
者も組み立てるのがやっとといった感じで、出店業者への机・椅子等のレンタ
ル物品の不足とか、設営にも多少の粗が見えました。そんな事から、当日の心
配は大きいものでしたが、来場者のマナーは良く、大きな事故も無く会場を運
営できました。
　なお、設営に関し、市役所の方から「駐車場内に消防車などの緊急車輌が入
る導線の確保ができておらず、来年は工夫してほしい」との要望を受けました。
　今回の会場変更により多くの来場者の方が混乱されたと思われますが、来年
も会場を変更することなく、市役所駐車場で続けたいと思います。
　JCメンバーが少ない中、皆さまの協力のおかげで無事に五千人の居酒屋会
場が大成功のうちに終えられたことに感謝いたします。

運営スタッフ：部会長　山口　隆司（東広島JC）延べ６名

全体の様子

飲食風景 のん太と北海道北広島市のマイピー

会場内の様子

会場入り口

ミス日本酒が販売のお手伝い

五千人の居酒屋会場出店業者一覧
物販㈱玉信堂製筆飲食東広島ウエストライオンズクラブ物販西条酒造協会
物販㈱さくらや飲食五エ門　東広島店飲食玉乃屋
飲食阿戸町商工会飲食市川海産物商物販相原商店
物販広島県東部読売会物販ムツワ味工㈱飲食もみじ企画
飲食韓国食道楽　優飲食ひさたか飲食ふうずおおはらＯＳ商会
飲食㈱ササダ直販物販㈱サタケ飲食瀬野川商工会
飲食ヤングフードショップ物販カレンズくらた飲食ウラベ水産加工
飲食㈱むさし飲食メイプル物販宝積飲料㈱

物販福富堂飲食ＯＳＴ
合計　25ブース（26店）（飲食16：物販10）

ス テ ー ジ プ ロ グ ラ ム
10月8日（土）

オープニング　11:00
のん太とあそぼう！11:10
広島県観光連盟PR（ひろしま宝しまレディ）11:25
酒の街　ダンスパフォーマンス（ジュニア）11:40
企業ブースPR12:05
酒まつり芸能華舞台（サムエル西条こどもの園）12:20
酒の街　ミュージシャン全員集合13:10
酒の街　ダンスパフォーマンス（一般）14:05
酒の街　ワールドダンスパフォーマンス14:40
悪女時代　ミニステージ15:15
酒の街　歌謡ステージ（石川真帆、藤千春、おせん、桐山純一）15:55
酒まつり芸能華舞台（小田神楽保存会）17:40
THE　TAIKO（東広島次郎丸太鼓）19:00
インフォメーション（MC)19:50

10月9日（日）
オープニング　酒まつりインフォメーション（酒まつり＆東広島市の紹介）10:00
広島県観光連盟PR（ひろしま宝しまレディ）10:05
のん太とあそぼう！10:20
酒の街　ダンスパフォーマンス（ジュニア）10:35
ガンバレ！伯和ビクトリーズ11:00
企業ブースPR11:15
酒まつり芸能華舞台（kuminarie）11:30
酒の街　ミュージシャン全員集合11:53
2016酒まつり　酒の街歌謡選手権大会決勝12:35
酒の街　ワールドダンスパフォーマンス14:00
酒の街　ダンスパフォーマンス（一般）14:25
THE　TAIKO（太鼓本舗　かぶらや）15:00
及川奈央トークショー15:50
フィナーレ16:50
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運営スタッフ：部会長　舛川　剛章（東広島JC、学生サポーター）延べ１０名

新・酒みだればやし

ダンス練習の模様狸メイク踊りの輪

　「新・酒みだればやし」は初めての試みのため、出演者を集めるのにとても苦労しました。踊りが簡単でなく、練習して参加していただくという点が人集めをさ
らに難しくしました。「有名な振付師・PVを撮影」という触れ込みで、地元のダンススタジオの代表者の方に協力をいただいて何とか人集めができました。
　来年以降はそういうアピールがないため、参加者の募集はもっと難しいと予想されます。このPVが世界的に人気を集め、市民の誰もが知る動画になれば話
は別ですが・・・。　　　　
　それと、「PVの踊り」と「酒まつり当日の踊り」が連動していないため、PVを観て参加したいと思われた人への対応も必要となります。次年度の成否は、PV
をいかにして広め、市民の間に知名度を上げていくかが重要課題と考えます。

運営スタッフ：酒みだればやし部会長　舛川　剛章（東広島JC）延べ２０名　姫御輿部会長　須野　裕士（東広島市観光協会）延べ２名

酒みだればやし・姫御輿　－吉土実公園出発→KIZUNA会場到着－

留学生の酒みだればやし姫御輿の記念写真男勝りの姫御輿

運営スタッフ：部会長　渡辺　雅士（西条酒造協会、広島大学柔道部）延べ２４名

儀式・大酒林御輿行列　－御建神社出発→KIZUNA会場到着－

KIZUNA会場に到着町並みを行進松尾神社を出発

　酒まつりの無事な開催を祈念して、８日（土）午前８時３０分から御建神社内の松尾神社にて、蔵田憲大会会長、池田昭典大会委員長ほか７名の
ご来賓、ミス日本酒の田中沙百合さん、御輿担ぎ手２４名が参加して神事を執り行いました。
　午前９時、お祓いを受けた神事の参加者と大酒林御輿の行列は、渡辺神事部会長の引率により、「太鼓本舗かぶら屋」の１１名を先頭にして松尾
神社を出発しました。
　午前１０時、行列は、オープニングセレモニーの行われるKIZUNA会場に入場し、大酒林御輿行列は無事終了しました。
　セレモニー開催中はステージ前に御輿を設置し、終了後は、今年からはじまった広告提灯の場所へ移動しました。

 　「酒みだればやし」は、例年通り多くの子どもたちと留学生が参加してくれました。最近元気が無くなったと言われてますが、東広島次郎丸太
鼓の協力でにぎやかなものとなりました。特に参加していただいた方々の「この祭りを盛り上げたい」という思いが、大きな掛け声に現れていま
した。子どもたちや留学生にとって、楽しい記憶として残る祭りになったと思います。 
　姫御輿は、今年も姫美会の協力のもと、無事に御輿渡御をすることができました。今年は例年と違って日曜日の早い時間に変更となり、担ぎ手
や着付けの協力が得られるか心配でしたが、姫美会に協力していただいている地域、市役所、大学研究室の方々に快く参加していただき、例年以
上に盛大に開催することができました。今後もこの協力体制を維持して、姫御輿が酒まつりに花を添えることができればと思います。
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運営スタッフ：部会長　蔵田　亮（東広島市観光協会、学生サポーター）延べ４６名

　　のん太マーケット　－三井のリパーク駐車場－

カープコラボグッズマーケット内の様子

運営スタッフ：部会長　村上　孝治（東広島YEGOB）延べ６名

　　酒蔵カフェ　－賀茂鶴一号蔵－

酒スイーツはいかがですかカフェ内の様子酒蔵カフェの案内看板

　「ちょっと一息できる会場」をコンセプトに会場づくりを考えました。会場の名称は「ちょっと一息酒蔵カフェ」とし、コーヒー・ソフトドリン
ク・竹酒等のドリンク類を販売する飲料コーナーとスイーツ等を販売するコーナーを設けました。
　飲料販売コーナーは、酒友協会に販売のご協力をいただき、スイーツ等販売コーナーは、地域のケーキ店等の方で販売をしていただきました。
できるだけ多くの方にゆっくりしていただくため、たくさん用意しました。また、蔵内のステージでは広島大学ジャズ研究会に演奏をしていた
だき、会場が酒まつりの玄関口である西条駅近くに位置していることを活かして、蔵内の一角に「酒まつり歴史展」と称し、歴代のポスターと
リーフット等を掲示しました。コンセプトである「ちょっと一息」を実現できた会場になったと思います。

　カープの２５年ぶりの優勝で、カープコラボグッズが大人気でした。中でも、今年は酒器を取り扱いたいとの思いから制作したカープコラボの
「勝酒呑」が中国新聞に紹介され、１００名以上の行列ができ、２時間で完売しました。その他にＴシャツ、トートバック、タオル、キーホルダーも好
評で、お客さまのカープに対する強い愛着を感じました。
　また、のん太×ワカコ酒コラボ升、のん太キャップ、マスキングテープなど、のん太関連グッズも売切れが続出し、蔵元の限定グッズも好評で
した。東広島厳選スイーツコーナーも、２０業者７０アイテムと大変充実し、スイーツ詰め合わせコーナーも好評でした。
　出品業者およびサポーターの皆さまの協力により、多くのお客さまに酒まつりの思い出とお土産をお持ち帰りいただけました。

のん太マーケット　酒スイーツ販売一覧
販売価格（税込）商品名事業者名販売価格（税込）商品名事業者名

￥200酒粕ブラウニーアナスタージャ￥250酒蔵通りの甘酒たると菓子工房mike

￥200ルバーブと酒粕タルト￥220日本酒ケーキ

￥250甘酒ブッセパティスリー・スンヌフ￥230のん太くんビスケット

￥180八本松マドレーヌ￥180大吟醸ラスクエリング

￥250大吟醸くるる￥1,080酒蔵の香香木堂

￥250大吟醸バターサンド・
チョコサンド￥1,000きれいかりんとう

￥180レモンケーキ￥220酒粕かりんとう

￥450豆氏さん亀齢酒造㈱￥130、￥700、
￥1,300樽最中㈱さくらや

￥600釀華町うどん￥1,300瓶最中

￥450きなこ豆￥170、￥500のん太どら焼き

￥350酒粕豆菓子賀茂泉酒造㈱￥880くぐり門ブレンドくぐり門珈琲店

￥550美酒カレー￥800酒蔵通りアイスコーヒー

￥350樽せんべい平田屋樽煎餅本舗￥380、￥750、
￥1,400鏡山ゴールド㈱西條商事

￥200、￥650島のレモンケーキシュクレ・ラボ・ガーベラ￥100、￥400酒まんじゅう福富堂

￥180、￥540日本酒ケーキ￥150酒もなか

￥200、￥800牡蠣まるごとせんべいマルイチ商店￥400酒蔵

￥500牡蠣の塩焼き￥300西条まんじゅう

￥100和のスイーツにしの池あおぞらぱん屋さん￥300、
￥1,300酒のいろいろ物語バッケンモーツァルト

￥120えごまカステラ￥300酒ジュレ

￥100さんかくチーズクッキー￥300、
￥1,300甘酒ジュレ

￥100酒粕クッキー￥250酒バームクーヘン

￥220ビスコットＳＡＫＥブーランジュリ　シェ　
ジョルジュ

￥700パイシューラスク

￥160ケークUME￥650からす麦10枚入り
フレッシュＰ

￥320酒粕キャラメル東広島観光協会￥200、￥410、
￥1,300大吟醸バターケーキパティスリー・レヴェイユ・

ドゥ・ラムール 
￥100酒処の和らぎ水㈱宝積飲料￥80、￥800大吟醸サブレ

￥150、￥800酒サブレケーキハウス　シャンボール

￥250酒粕チーズスティック

￥200酒粕のマドレーヌ

のん太マーケット　グッズ販売一覧
販売価格（税込）商品名事業者名販売価格（税込）商品名事業者名

￥3,000カープコラボ勝酒呑香神窯￥2,000カープコラボ　Tシャツ㈱US－SAIJO

￥2,500カープコラボ徳利￥1,500カープコラボ　マフラータオル

￥250、￥1000のん太コースターくぐり門珈琲店￥600カープコラボ　キーホルダー

￥500のん太キーホルダー西条酒造協会￥1,000花札Tシャツ

￥150、￥200、￥300お猪口￥2,000文字Tシャツ㈲メイド・イン

￥2,000、￥2,200、￥2,880前掛け￥2,000戦隊Tシャツ

￥2000、￥2150Ｔシャツ￥2,000その他Tシャツ

￥1800、￥2200トートバッグ￥2,000のん太キャップ

￥750亀齢　すっぴん石けん￥1,200のん太カチューシャ

￥250賀茂泉うるおいバスタイム￥800マグカップ

￥1,800賀茂泉うるおいマスク￥300缶バッジ

￥300白牡丹ハンカチ￥500ピンズ

￥500、￥1000のん太スタンプエヌピーコーポレーション￥100ステッカー

￥550ワカコ酒コラボ　ポストカード東広島市観光協会￥2,500カープコラボ　Ｔシャツ（アダルト）㈱みずま工房

￥500ワカコ酒コラボ　マス￥2,400カープコラボ　Ｔシャツ（ジュニア）

￥320酒粕キャラメル￥1,000カープコラボ　トートバック

￥600のん太マスコット￥200、￥350のん太紙コースター渡部型掘

￥2,200酒ラベルTシャツ￥250のん太手彫りコースター

￥1,600酒瓶Ｔシャツ￥600小紋柄コースター　和柄

￥1,800のん太ぬいぐるみ￥350のん太手彫りしおり

￥430ご当地マンホールキーホルダー￥400、￥1100和風柄手彫りしおり

￥540ご当地マンホールタオル￥1,400手彫りしおり（色紙サイズ）

￥550のん太てぬぐい￥350のん太うちわ

￥850西条ステキ委員会てぬぐい￥500、￥600のん太手提げ袋

￥330マスキングテープ￥6800、￥17800、￥24800のん太LEDあんどん

￥550カープのん太ファイル￥1,200型地紙（Ａ4サイズ／2枚）

￥560のん太トートバッグ￥540絵柄型紙　彫刻済

￥600のん太ビーズストラップ￥300額小（花柄）　

￥600のん太ジュレキャンドル￥2000、￥2500手彫り色紙

￥300のん太ＣＤ￥4,800額入り色紙

￥150フェイスペイント￥1,000 色紙ステンシル

￥1500、￥2500アクリルフレーム

牡蠣せんべい 大吟醸くるるバターサンド

酒粕チーズスティック 八本松マドレーヌ
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　　文化交流会場　－東広島芸術文化ホール－

運営スタッフ：部会長　中村　恵子（東広島商工会議所女性会、裏千家淡交会東広島支部）延べ４８名

　　お茶席会場　－東広島芸術文化ホール－

順番を待つ人々会場内の様子会場内の様子

　新しい会場にお茶席を設置することは、うれしくもあり大きな心配でもありましたが、「くらら」の市民ギャラリーに立派なお茶席が出来上が
りました。当日は一番にハワイからのお客さまをお迎えしましたが、通訳をとおしてしっかりと拝見され、日本文化の優雅さを堪能していただ
きました。会場内ではいろいろなイベントがあり、そのお客さま方が寄ってくださったのでしょうか、若い方も多く、大勢のお客さまがおいでに
なりました。予測もしなかったうれしい悲鳴です。２日目はお天気に恵まれ人出が多く、多くの方々が一休みされました。また、ご家族連れの楽
しそうなお顔が私たちにも一層元気をくださいました。一服のお茶が皆さまを癒やしてくれたなら幸いに存じます。

運営スタッフ：部会長　賀川　陽三（東広島JC、学生サポーター）延べ１０名

武田中・高吹奏楽部の演奏東広島ウィンドアンサンブル

西条小のオペラ「白壁の街」西条中の組曲「西條」

東広島芸術文化ホール「くらら」　タイムスケジュール
８日（土曜日）

大ホール小ホール
西条小学校　　オペラ「白壁の街」10：00～10：40三永小学校　　　総合表現「ふるさと三永」10：00～10：20
寺西小学校　　創作表現「大地の響き」14：30～15：10御薗宇小学校　　創作表現「響」13：20～13：50
東広島ウィンドアンサンブル18：00～19：30西志和小学校　　総合表現「たかはち山」16：30～17：00

９日（日曜日）
大ホール小ホール

西条中学校　　組曲「西條」11：00～12：00武田中学校・高等学校　吹奏楽部10：00～10：30
高屋東小学校　総合表現「絆」15：30～16：10ディライト・トロンボーン　アンサンブル11：50～12：20

東広島児童合唱団13：30～14：00
東広島青少年オーケストラ15：15～15：45

アザレア音楽祭
　市民の皆さまの発表の場としてスタートしたアザレア音楽祭も、今年で第４回目を迎えました。これまでは市民文化センターが発表の場でしたが、会場変
更により、音楽祭の名にふさわしい「芸術文化ホールくらら」の小ホールでの開催となりました。例年と同じ４団体に参加していただきましたが、出演者およ
び来場者の皆さまに大変好評でした。

小中学校の和文化発表
　文化交流会場は、中央生涯学習センターの閉館で、４月にオープンしたばかりの芸術文化ホール「くらら」で開催することになりました。「くらら」・実行委
員会の双方にとってゼロからのスタートであり、会場費・備品代・人件費等の諸問題が発生。そのため、市内の全ての小中学校に対し、出演希望・費用負担の有
無等についてアンケートを実施、出演希望校へ事前説明会を実施、市に対し会場使用における費用軽減のお願い等の作業に追われました。
　また、初めての会場であることから、運営方法や早朝から並ばれる来場者の動線予測等も難しいものがありました。
　関係各位の多大なご協力があり、大きなトラブルもなく無事に終えましたが、今年出た改善点を来年に生かせればと思います。

大ホール会場

開場を待つ行列
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　　サタケ会場　－㈱サタケ－ 　ＪＡ会場 －広島中央農業協同組合－

西条酒つくり唄全国競演大会 酒の街　歌謡選手権大会

フリーマーケット GABAのブース 会場のにぎわい模様 産直市

ステージ 唄の花束 決勝大会 決勝大会での熱唱

　６月２８日に応募要項１３０部を発送し、多くの人から問い合わせ等
がありましたが、１６４名で締め切り、９月４日に予選会を行いました。
予選会を勝ち抜いたグランドシニアの部２名、シニアの部１１名、一
般の部３名の１６名と前年度優勝者を合わせた１７名が、９日の市役
所会場五千人の居酒屋ステージでの決勝大会に出場し、青空のもと
気持ち良く唄われました。
　大賞を含め７名の方が選出されましたが、受賞者の発表で名前を
間違えるミスもありました。それでも、音響の方々、司会者の方、皆
さん優しく、出場者は楽しい時間を過ごされました。参加者の方々
の熱い想いを受け、「酒の街　歌謡選手権大会」は無事終了しました。
最後に、今年の酒まつりは、優しさと思いやりと喜びがあふれてい
てうれしく思いました。

運営スタッフ：部会長　佐々木　正道（東広島市文化連盟）延べ２０名

　８月下旬に出場者の方に案内を出し、１０月９日に「第２８回西条酒
つくり唄全国競演大会」を開催しました。競演大会は東広島市市民
文化センターアザレアホールにて、また、最優秀賞者の披露は
KIZUNA会場で行いました。
　東広島市は一円、さらに県内外（千葉・兵庫）から８３名、小学生から
８０歳以上の大人までの幅広い年齢層が集いました。
　力強く響く米洗い唄、仕込み唄等の作業唄の中に、甘い香りのた
だよう酔いしびれる心地よさを感じました。緊張と笑顔の中、皆さ
まのご協力のもと、無事終了する事ができ、感謝いたします。
　また、新企画として、「第１回歴代の宝、唄の花束」と題し、歴代の最
優秀大賞受賞者等にも出場していただきました。民謡を通して、出
逢いがあり、永遠に変わることのない絆を感じました。

運営スタッフ：部会長　香谷　和子
（東広島市文化連盟、学生サポーター）延べ５０名

　JA広島中央産直市「となりの農家」を「酒まつりJA会場」として、
JA本店（西条栄町）に出張出店し、旬の農産物や地産地消をPRし
ました。
　「東広島市酒米栽培推進協議会」が管内で栽培された酒米を利用
したお酒を販売したほか、「支店ふれあい委員会」にて、うどんや炊
き込みご飯などを販売し、JAの組合員組織の中でも若手の女性で
組織する「フレッシュミズ」部会は焼きそばを販売しました。そのほ
か、から揚げ・綿菓子、射的などの屋台も出店し、大いににぎわいま
した。また、土曜日はバンド演奏、日曜日は「三次どんちゃん」の太鼓
演奏が、会場を大いに盛り上げました。

運営スタッフ：部会長　三戸　直樹（JA職員他）延べ７４名

　サタケ会場では、東広島市北部の豊栄町・福富町・河内町の３町で
活躍されている企業の農産物や加工品などを「心のふるさとマー
ケット」と題して一堂に集め、お客さまにその魅力を体験・体感して
いただきました。
　また、そごう広島店の飲食物販売、サタケのGABA製品の販売も
行いました。フリーマーケットも例年同様に２日間開催し好評でし
た。（参加２００店：1６時まで）
　屋内会場ではモーターカー電気工作体験、アスレチックトレー
ナーによるこども体操教室・親子運動教室や、昨年に引き続きポケ
モンセンターヒロシマによるミニアトラクションコーナーなど、例
年以上にこども向けの体験イベントを充実させ、たくさんの家族連
れのお客さまでにぎわいました。

運営スタッフ：部会長　平野　修一（サタケ社員）延べ４９名
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　例年、酒まつりの生放送は、有線で収録していたため、限られた会場のみの放送でしたが、２０１５
年に初めて移動体無線中継機を使用し、生放送ができる会場が広がりました。２０１６年は無線中継
機を２基に増やし、ほぼすべての会場の生中継が実現し、実行委員スタッフの協力もあり、詳しく
紹介できました。さらに、ENG取材班を２班出し、ENG放送により酒まつり会場の様子をタイム
リーに放送できました。
　放送にあたっては、広島県、東広島市、富士通ネットワークソリューションズの協力を得ました。
生中継は、広島メイプルネットを利用し、ふれあいチャンネル、ひろしまケーブルテレビ、三原テ
レビ放送、尾道ケーブルテレビ、ケーブル・ジョイ、三次ケーブルビジョン、きたひろネット、
KAMONの８局で、録画では、たけはらケーブルネットワークとCSのチャンネル７００を採用し
ている全国１０６のケーブルテレビ局で放送しました。

運営スタッフ：部会長　本永　修一朗（東広島市観光協会）延べ２名

広 報 活 動

運営スタッフ：部会長　上杉　和寛（CAMONケーブルテレビ・CATV各社のスタッフ）延べ８６名

　今年も２５万人の来場者があり、たくさんのファンがいる酒まつりであると思いま
した。広報部門に多くのメディアから当日取材の依頼があり、県外や国外からも注目
を浴びている素晴らしいイベントだと思います。テレビ局の当日取材では、酒まつり
当日の様子を含んだものが後日放送されました。
　酒まつりは、お酒の飲める大人の楽しみだけでなく、子どもたちの伝統・文化継承
教育にも寄与していることを改めて感じました。
　本年は、たくさんの新たな取り組みがあり、イベントの詳細な発表がなかなかでき
ませんでした。２０１７酒まつりは、本年の新たな取り組みを盛り込んで、世界に発信し
ていきたいと思います。皆さまにいろいろとご迷惑をおかけし、申し訳ありませんで
した。

放送メディア関係

KIZUNA会場での撮影

リーフレット／Ａ3（印刷枚数５０,０００枚）

チラシ／A5（印刷枚数２７,０００枚）

英文リーフレット／A4（印刷枚数３,０００枚）

ポスター／Ａ2（印刷枚数４,３００枚）
ＪＲポスター／Ｂ1（印刷枚数２５０枚）

■　メディア掲載一覧
東広島商工会議所報、東広島市広報誌、マイ・フェバリット瀬戸内、Tj Hiroshima、
ウインク、西Navi、Fun FAN Fun、じゃらん、Yahoo!JAPAN、地球の歩き方、
JAPAN TOPICS、にっぽんナビ、るるぶ
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総 務 関 係

市民文化センター駐車場に設けた駐輪場シャトルバスの行列本部テント

　総務部会は、まつり全体をサポートする部会です。当日作業は、本部での迷子・拾得物受付、看護師の配置ほか、シャトルバス・広大駐車場の運
営、弁当や駐車場・レンタカーの管理、シルバー人材の巡回清掃依頼等があります。事前作業では、備品チェック、臨時駐車場・臨時駐輪場の手配、
周知看板設置、イベント保険加入、担架・ストレッチャー・車いす・消火器の準備、自転車撤去等があります。特に今年は、本部が「くらら」前に、臨
時駐輪場が市民文化センター駐車場へと変更し、また雨天対策も必要でした。十分な事前準備の結果、大きなトラブルや事故もなく、部会メン
バーの協力により、無事酒まつりを終えることができました。

出店関係・　 　企業PRブース

ドイツ広場企業PRブース市役所西側の露店

運営スタッフ：部会長　寺田　圭吾（東広島YEG、東広島商工会議所女性会、東広島市金融協会、学生サポーター）延べ４０名

【企業PRブース・ドイツ広場】
　西条栄町駐車場に企業PRに特化した会場を設け、大東建託
㈱、積水ハウス㈱、大和ハウス工業㈱、㈱広島マツダの４社が出
店し、不動産情報の提供、住宅相談、商品のPR等を行いました。
また、市民文化センター横の駐車場には「ドイツ広場」を設け、ハ
ライコジャパン㈱が本場のドイツビール・ワイン・ソーセージ等
の販売を行いました。

【ブールバール歩道】
　建設中のホテルがあり、歩道が一部狭くなっていた部分があ
りましたが、５９の多種多様な飲食・物販のブースが連なりました。
行列ができた出店業者が各自で対策を行っていた半面、出店区
画以外で営業した業者も見られました。後片付けや清掃は、例年
より綺麗に原状回復されていました。 

【市役所・KIZUNA会場】
　五千人の居酒屋会場では２５ブース、市役所西側では７ブース、
KIZUNA会場では３ブースの出店がありました。
　五千人の居酒屋会場が市役所駐車場に変更になったことで設
営が夜分遅くまでかかり、半数以上の出店業者の搬入と部会の
レンタル物品の最終確認は、酒まつり当日となりました。さらに
レンタル物品の品不足も重なり、当日の朝は大変な混雑となり
ました。出店業者に迷惑をかけましたが、部会員の迅速な対応に
より解決することができました。設営業者との最終確認・チェッ
ク体制の強化、および会場設営の担当部会や市役所とのより密
接な協議が今後の課題となりました。
　酒まつり終了後、会場の油汚れ等の清掃を２日にわたって業
者に依頼しました。その原因は、養生はしているが後片付け時に
油の付いた靴で歩いたり、清掃チェック後に油をこぼしたり等
があげられ、清掃作業もまた今後の課題となりました。

運営スタッフ：部会長　林　武志（東広島YEG、学生サポーター）
延べ２８ 名

ブールバール出店業者一覧
飲食中国餃子飲食高橋商店物販IOS

飲食㈱おか商店飲食Restaurant　Kazu　MARUYAMA飲食MEGUMI

飲食（一社）HBA日本ホテルバーメンズ協会　中四国支部飲食㈱Lien飲食旨旨工房　はなまる

物販㈲宮尾産業飲食Viva　BRASIL飲食山田牧場

飲食移動カフェ　リリーベル飲食広島ケータリングサービス物販㈲大和工業

飲食㈱ナカムラ物販ジュンヤ飲食ニューソウル

飲食㈱広島ヤマダ飲食㈲マルツ商事飲食おもろ殿内　東広島西条店

物販レザークラフト竹田飲食美月家飲食ごとう

飲食池上商店物販ドンドン飲食石田商会

飲食黒瀬商工会　青年部飲食ソニア物販CHO－CO－VI

飲食㈲元気印いんのしま物販呉ビール㈱飲食㈲オイスターマンズフーズ

飲食・物販㈲大源商事グループ（24ブース）飲食㈲黒瀬拡商店物販よつばクラブ

合計　59ブース（飲食48：物販11）

企業PRブース
・ドイツ広場出店業者一覧市役所西側出店業者一覧

企業PR積水ハウス㈱　東広島店PR（一社）広島県観光連盟

企業PR大和ハウス工業㈱　広島東支店PR中国広域観光連絡協議会

企業PR㈱広島マツダ飲食安芸津かきの会

企業PR大東建託㈱　東広島支店物販”食と酒”まち起こし協議会

ドイツ広場ハライコジャパン㈱PRFM東広島
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運営スタッフ：部会長　石井　崇太郎（西条酒造協会、東広島市観光協会、学生サポーター）延べ１８名

運営スタッフ：部会長　梶原　竜太（東広島市観光協会、東広島YEG　他）
延べ８名

出 演 者 関 係

ダンスパフォーマンス・一般ダンスパフォーマンス・ジュニアワールドダンスステージ
　募集要項及び出演者説明会・抽選会の見直しを事務局と一緒に行い、来年度以降も使用でき
るマニュアルを作成しました。ステージ運営は、市役所会場部会・設営業者との綿密な打ち合
わせにより、スムーズに実施できました。ただ、今回のように市役所部会と一般出演者のみを
仕切る部会と分ける事は、運営上、非効率なところがあると考えます。
　かぶら屋については、酒まつりの雰囲気を盛り上げるため、路上での演奏機会を増やして多
くの来場者に大変喜んでいただけました。
　次年度以降の酒まつりでは、各部会情報を一括収集、管理・整理して、情報共有をよりタイム
リーなものとし、広範囲に動ける環境と準備を整えるべきだと考えます。

地域対策関係

救護所人で溢れる酒蔵通り総合案内所

運営スタッフ：委員長　立川　宏冶（東広島YEG、西条酒造協会、東広島商工会議所女性会、東広島市観光協会、学生サポーター）延べ３５名

保 安 関 係

　「のん太マーケット」の拡張、吟古館の取り壊し、昨年まで使用していた駐車場が借用不可と、場所の確保に関して時間を費やしまし
た。来年は、早めに情報収集を行い、場所選定に臨まねばと思いました。
　駐車規制ビラの縦バージョン作成、ビラ配りにおけるグッズ販売部会からの手伝いもあって、駐車規制の時点で駐車車両は１台も
無く、会場設営はスムーズにできました。
　また、地域対策本部を観光案内所内（くぐり門）に設置した事により、授乳・オムツ替えの利用者が増加し、泥酔者にはトイレが近く
て便利になりました。
　酒蔵通りの来場者が年々多くなっており、トイレの利用者が長蛇の列になっていました。さらに、吟古館跡地でのトイレ設置が来年
は不明である事も考えると、「トイレ不足解消」が、地域対策の大きな課題となりました。

かぶら屋タイムスケジュール

10月9日（日）10月8日（土）
演奏行進（酒ひろば会場外周）9:30演奏行進（松尾神社～KIZUNA会場）8:50

企業PRブース会場で演奏11:00KIZUNA会場で演奏10:00

JR西条駅前ロータリーで演奏13:00ドレミ会場で演奏12:45

五千人の居酒屋会場ステージで演奏15:00企業PRブース会場で演奏14:00

賀茂鶴1号蔵で演奏16:05KIZUNA会場での新・酒みだればやしで演奏17:00

地域対策　管理場所一覧
総合案内所（三井リパーク駐車場内）

吟古館跡仮設トイレ

くぐり門トイレ（酒蔵通り観光案内所）

佐伯葬祭横空地仮設トイレ

三井リパーク駐車場内の救護所

酒蔵通り内の救護及び授乳施設（酒蔵通り観光案内所）

泥酔者の救護
　保安・救護委員会は、警備、救急、消防、会場全体の交通規制等の
すべてを管理しています。近年のイベント等で起こった事故を教
訓に、警察署、消防局、JR西条駅、市役所の関係諸機関と連携を取
りながら、お客さまの安全を第一に考え、皆さんに楽しい酒まつり
を堪能していただくことを目的に運営しました。保安、警備等に関
する関係諸機関との事前調整会議も開催しています。
　設営から撤収までの間に、延べ５５名のスタッフと３００名の警備
員が当委員会を支えました。

警察官の巡回
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賀茂泉酒造横のゴミステーション

サポーター活動

その他の取り組み

【西条ステキ委員会のようこそ酒まつりおもてなしマップ】【ハッピークラブのスタンプラリー】【熊本地震の支援活動（樽募金）】

ゴミステーション

ゴミステーションでの活躍のん太マーケットでの活躍

サポーター参加人数一覧
参加人数

団体名
延べ人数９日8日

1407466広島大学　まつり

学
　
生

392316近畿大学　アウトドア同好会

1166056広島国際大学　つぶ

301515広島国際大学　まちけん

20200（中高生）ゆーすふるチャレンジャー
（引率1人を含む）

345192153小　　　計

281117東広島フットサルリーグ

企
　
業

1055シナジー

202ヒューマンズユーミー

351223東広島市金融協会

221012東広島法人会

973859小　　　計

442230212合　　　　計

運営スタッフ：部会長　宮迫　正尚（東広島JC、学生サポーター）延べ４３名

運営スタッフ：部会長　古川　健二（東広島YEG、東広島JC、東広島商工会議所女性会、東広島市観光協会、広島大学、近畿大学、広島国際大学、
東広島フットサルリーグ、ゆーすふるチャレンジャー、シナジー、ヒューマンズユーミー）（実行委員会８名、サポーター４４２名）延べ４５０名

　市指定のゴミ袋の形状に合わせた段ボールを発注、また、９０
リットルの容量では重くて運びにくかったビン・缶の袋を３０リッ
トルで対応し、よりスムーズな運営に努めました。また、大学生サ
ポーターの一人が、箸や串はその他の可燃ごみと一緒の袋だと袋
が破れるからと、箸・串専用の段ボールを組み立てて分別していま
した。ささいなことかもしれませんが、こんな少しの工夫の積み重
ねが、素晴らしい祭りを構築しているのだと改めて気づかされま
した。サポーターをはじめＪＣメンバー、協力業者の皆様の熱心な
取り組みで、酒まつりを支える事ができたこと、及び地域住民の皆
さま・ニッポンレンタカーがリサイクルステーションの場所提供
を快く承諾してくださったことに感謝申し上げます。

KIZUNA会場のゴミステーション

2016酒まつり　ゴミステーションMAP

　今年も多くの皆さまにご協力いただき、何とか乗り切ることができ感謝いたします。学生サポーター
の各代表には、当日が迫るにつれ増えていく各部会の人員要望と要望内容の変更についても、適宜対応
していただきました。また、各部会長もサポーター要望数に応えきれない結果に対し、計画を練り直して
いただきました。
　お越しいただいたお客さまに笑顔でお帰りいただくことが最優先ですが、サポーターとして参加した
皆さまにも楽しんでもらえる酒まつりになるよう、来年もよろしくお願いいたします。

熊本地震の被災者支援活動
　平成２８年４月１４日以降に熊本県と大分県
で相次いで発生した熊本地震の被災者を支
援するため、実行委員会として募金活動を行
いました。実行委員会の開催時には募金箱を
、酒まつり当日は会場内に樽募金を設置し、
募金活動で集まった浄財約１３万円を元に、義
援金２０万円を日本赤十字社に寄託しました。

西条ステキ委員会
　西条駅周辺の地元商店で構成する西条ステキ
委員会。年に一度の東広島市最大の祭典酒まつり
をじっくり楽しんでもらうため、店舗の情報を入
れたおもてなしMAPを７，０００枚作成しました。
ゆっくり座って楽しめる酒蔵コンサートや最近
需要の多い授乳施設の設置店、美酒鍋の提供店な
どの情報提供をしました。ゆっくりじっくり楽し
めるための手助けになる用にMAPを工夫して
作り、案内所等でも配布してもらいました。

ハッピーくじ引きスタンプラリー
　西条駅前商店街振興組合の協賛を得て、今年
で５年目を迎えた西条駅西側の盛り上げ企画
です。地元商店を知ってもらう機会にしたい思
いから始まったスタンプラリー。今年は西条プ
ラザからショージエスタ店にスタンプポイン
トを変更し、両日とも先着３００名で実施しまし
た。今年も西谷体育堂や石井印刷駐車場では、
アーティスト達による音楽イベント、ドレミ広
場も開催しました。
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組　織　図

会 議 一 覧
○正副実行委員長会議
内　容：酒まつり実務の最高決定機関。酒まつりの当年案件及び引継ぎ案件を議論し、正副部会長会議や実行委員会へ提案する。
次年度実行委員会が立ち上がるまでは、新・旧副実行委員長が出席する。 
参加者：大会委員長、大会副委員長、実行委員長、新・旧副実行委員長、直前実行委員長、幹事
　２月１２日（金）　　２月２９日（月）　　３月１４日（月）　４月４日（月）　４月２５日（月）　５月６日（金）　６月　１日（水）
　６月２０日（月）　　６月２９日（水）　　７月２１日（木）　８月８日（月）　８月２９日（月）　９月５日（月）　９月１６日（金）
１０月　３日（月）　１１月２２日（火）　１２月１４日（水） 企画委員会合同　１２月１９日（月）事業委員会合同　１月１６日（月）事業委員会合同
　２月　8日（水）事業委員会合同

○正副部会長会議
内　容：各部会内活動を進める中で、問題点や変更点を報告し、他部会との連絡調整を図る。
参加者：大会委員長、大会副委員長、実行委員長、副・直前実行委員長、幹事、各部会長
　３月２８日（月）　４月１３日（水）　５月　９日（月）　５月２３日（月）　　６月　６日（月）　６月２７日（月）　７月１１日（月）　７月２５日（月）
　８月　３日（水）　８月２２日（月）　９月１２日（月）　９月２６日（月）　１０月２４日（月）

○実行委員会
内　容：酒まつりの実働単年度組織であり、酒まつりを主管し、運営する母体である。 
参加者：大会委員長、大会副委員長、実行委員長、副・直前実行委員長、幹事、部会長、実行委員会部会メンバー及び関係業者
　５月１１日（水）　６月９日（木）　７月６日（水）　８月１７日（水）　９月７日（水）　９月２８日（水）　１０月５日（水）

○備品チェック
内　容：倉庫内の備品数（昨年度の備品）と備品台帳との照合。
用　途：備品管理及び予算計上での発注数の算定等に用いる。
参加者：大会委員長、大会副委員長、実行委員長、直前実行委員長、副実行委員長、各部会長、部会メンバー
　７月１８日（祝・月）
　
○慰労会
内　容：酒まつり終了の約１か月後（中間報告が出たころ）に、酒まつりに尽力した方を慰労する。 
参加者：実行委員会、推進委員会、学生・企業・一般のサポーター
１１月１４日（月）
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ご協賛・ご寄附のお礼

中国菱機㈱山陽鶴酒造㈱㈲宗藤企業センターステージ看板　6件
㈲テイエス製作所㈱シャルル㈱明電舎賀茂鶴酒造㈱
東光造園㈱社会福祉法人　しらゆり会㈱サタケ
㈱都市ビルサービスシルバー・キッチン提灯塔看板　4件白牡丹酒造㈱
㈱ニッセイ不動産杉井酒舗㈱石井印刷所食協㈱
ピグマリオンランチ㈲㈱セキュリティプロ㈲さいき創建ホーム㈱
日立造船㈱　中国支社損害保険ジャパン日本興亜㈱　広島支店広島第二支社志和貨物自動車㈱㈱伯和
広島トヨタ自動車㈱　 西条店㈲タカオ電機㈲メイド・イン
㈱フジヤ　広島支店ダンロップタイヤ中国㈱　東広島営業所桟敷席看板　6件
hair　salon　caldo中国新聞西条販売所　㈱小泉新聞舗ゴミステーション看板　4件㈱さきしま
㈱本郷給食センター中国法務合同事務所オスカー管財㈱中国精螺㈱
㈲政屋㈱坪島文明堂㈱こっこー㈱フジ　フジグラン東広島
ミツヤ工業㈱　高屋工場㈱てっぱん㈲大興三井物産株㈱　中国支社
明治フレッシュネットワーク㈱BistroとBar と屋　地場飯＆地酒 満天藤原メセナ建設㈱光元設備工業㈱
ヤマコー㈲㈱中村基礎（医社）ヤマナ会　東広島記念病院
㈱ランドコンサルタント長浜ラーメン博多屋　東広島店会場入口ゲート看板　3件

㈱ネクストホーム西條商事㈱ゲート看板　32件
バナー広告　8件八本松動物病院㈲重常建設（医社）葵会　八本松病院
㈱大崎水産㈲ヒューマンズ・ユーミー（社医）千秋会　井野口病院㈱アクアクララ中国
賀茂鶴酒造㈱（一社）広島カンツリー倶楽部イームル工業㈱
㈲西条タクシー㈱ヒロカシ提灯広告　53件伊藤忠エネクスホームライフ西日本㈱　東広島営業所
㈱サタケ藤乃家赤防㈱今谷印刷㈱
㈱ジェイコーポレーション　うまいもん屋五エ門　東広島店ブリヂストンタイヤサービス西日本㈱ADAPTEX㈱㈱オーエイプロト
（社医）千秋会　井野口病院㈱みづま工房㈲イーストシテイ㈱オキタ自動車　
㈱東広島タクシー㈲山下石材㈲井川商店オタフクソース㈱　 中国支店
道の駅湖畔の里　福富㈱US-SAIJO池田 昭典グランラセーレ東広島

㈱陸地コンサルタント㈱石松芸陽バス㈱
横断幕広告　2件㈱ヰセキ中国西条電気㈱　ホテルサンライズ21
㈱ＦＭ東広島提灯広告サイド看板　34件いのもと産業㈱㈱シナジー
㈱東広島ケーブルメディアI WASH東広島本店　こたべ司法書士事務所㈲上田瓦商店新幹線東広島駅構内タクシー協会

㈲アイオイ保険センター㈱ N－style　Grandeur住友電工産業電線㈱　 広島工場
リーフレット広告　2件アキ工房㈱エム・ワイ・ティ全国農業協同組合連合会広島県本部（JA全農ひろしま）
東広島マツダ会㈲一ぷく㈱カシワ設備ダイキョーニシカワ㈱
広島中央農業協同組合イワタニ山陽㈱　 玉江東広島支店小料理　かつや㈱テイケイ西日本

もつ鍋酒場　 KazuMaru㈱上垣組東広島のエディオンファミリーショップ（八本松南店・豊栄店・白市店・高屋店）
酒ひろばチケット裏面広告　1件㈲ＧＵＴＳ賀茂窯業㈲東広島市金融協会
広島県酒造組合すなっくすたんど　桂㈲キャル㈱東広島タクシー

㈲キャッシュフローコンサルティング㈱キョウワ東広島市遊技組合 　東広島市遊技業防犯協力会
共栄興産㈱㈱建装広島ガス中央㈱
㈱サンハウス㈱神戸製鋼所　西条工場広島段ボール㈱
スタンレー電気㈱　広島工場㈲こうべやクリーニング広島電鉄㈱
㈲住田㈲西条タクシー宝積飲料㈱

広告件数住友生命　東広島支部㈱西条庭園㈱前川製作所　東広島工場
１５５件西濃運輸㈱　 東広島営業所㈱さくらや㈱ますやみそ

㈲セイビ不動産㈱ZACマックスバリュ西日本㈱　高屋店・西条西店・西条御条店
広告協賛金額総合不動産㈱㈲サンコー・オートマツダ㈱ 　東広島郷心会

１１,４２５,５４２円大和ハウス工業㈱　 広島東支店平平平㈱三井農林㈱　広島工場

　昨今の厳しい経済状況の中、酒まつりは決して潤沢な予算で行われているものではあり

ません。ご協賛、ご寄附をいただいた団体、企業、個人の皆さま、お越しいただいたお客さま

の支えを元に運営されています。

　2016酒まつりでは、11，425，542円（155件）のご協賛、及び3，900，076円（517件）のご

寄附をいただき、心より御礼申し上げます。

　より一層皆さまのご期待に添えるよう、今後も実行委員会一同努力していく所存であり

ます。

　本当にありがとうございました。

2016酒まつり実行委員会一同

広告協賛企業一覧
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寄附企業一覧

㈱三城広島綜合警備保障㈱東広島支社㈱中工務店税理士法人菅川会計河野康夫事務所小田建設㈲アイトライ
㈱ミツトヨ広島事業所志和生産部広島段ボール㈱広島工場㈱中村酸素東広島営業所ステンレスプロダクト㈱広島工場㈱神戸製鋼所西条工場小田原工業㈱アイ・キューブ㈱
光元設備工業㈱㈱広島中央クミアイ燃料nagi slow coffee㈱スナダ㈲光洋クリーンサービス㈱オハラ㈲アイオイ保険センター
ミナミ工業㈱広島中央ヤクルト販売㈱西条センター南国工業㈱㈲セイビ不動産㈲光和スレート尾村米穀店㈱青山工業
㈲ミナミ産業㈱広島テクノプラザ㈱ニシキプリント東広島工場瀬戸内焙煎倶楽部（同）㈱コジマヤ㈱おもろ企画おもろ殿内東広島西条店赤防㈱
三保電機㈱東広島営業所㈱広島光商事㈲西日本キョーワセブンイレブン東広島西条下見鴻の巣店小竹商店㈱音戸工作所㈲安芸機設志和工場
三宅竹香園㈲広島日野自動車㈱西条支店西日本リネンサプライ㈱東広島営業所双栄工業㈱こっこー広島加工センターカーマンショップ西条㈲安芸モータース
㈲三宅鉄工所広島プラスチック㈱ニチレキ㈱中国支店㈱総合広告社東広島支社㈱後藤組掛井酒店㈱ATHER
Milimili（ミリミリ）㈱広島マツダ西条店㈲日角商事総合不動産㈱㈱コミュニティシステム㈱カコー広島営業所㈱浅井製作所
㈲宗藤企業㈱広測コンサルタント日建リース㈱機材センター大旺電設工業㈱コルベンシュミット㈱笠井時計店㈱朝日新聞焼山販売 朝日新聞サービスアンカーＡＳＡ西条

㈱宗藤商店㈱ヒロタニ㈱日航コンサルタント大学タクシー㈱本社営業所コンサルタントブレーン㈱カジュアルレストU．S．A㈱あすなろベイキングカンパニー
㈲村岡工業広電エアサポート㈱航空部 広島空港営業所日産プリンス広島販売㈱東広島店ダイキョーニシカワ㈱八本松工場コンパクトシティ㈱㈱カシワ設備㈱アッシュ焼肉ほんまもん
㈲村上パーツ㈲広橋ガスサービス㈱ＮＩＰＰＯ広島統括事業所㈱ダイクレ環境・エネルギー事業部㈲彩花園㈱カスタムエンジニアリング㈱アトムワークス
㈱明成㈱ビンショクニッポンレンタカー中国㈱西条駅前営業所㈱大建㈲さいき㈱片倉の鋼管広島工場阿部公樹税理士事務所
㈲明和㈲フィールドワークス（美容室フレーム）㈱日本クライメイトシステムズ㈱大進本店東広島店㈲西条インカトウ　スミコ㈱荒谷工務店
㈲メカトロシステム風横丁沼田テント大成電業㈱西条貨物自動車㈱かなや折箱店荒谷青果
㈱メカトロデザインブーランジュリ シェ ジョルジュ綜合金物根木商店㈱大創産業㈲西条金属㈲金本金物店㈲アリク デザインスタジオ
㈱メンテックワールド㈲福重プランニング㈱ＨＩＶＥＣ㈱ダイムテック㈱西条クリーナー鎌田特殊鋼㈱東広島支店アルファーコンサルタント㈱
㈱モードコーポレーション福富営業所福富堂（医社）博愛会大洋印刷㈱西条小売酒販組合上市不動産㈱イーズコーポレーション広島店
（社福）本永福祉会㈱福之信㈲ばくだん屋㈱ダイワテクノ西條商事㈱㈱上垣組㈱ＥＰ広島
㈲モトハウス ヒロ福山通運㈱東広島支店㈱白菱西条支店大和ハウス工業㈱広島東支店㈲西条タクシー㈲上垣工務店㈱石井印刷所
本山珠算教室㈱フジ フジグラン東広島白牡丹㈱髙田技術コンサルタント事務所㈱西条庭園㈲上瀬組㈱イシタケ
㈱もみじ銀行西条支店富士機械工業㈱白牡丹酒造㈱㈲高橋旗店西条電気㈱賀茂泉酒造㈱和泉　栄
森川里美バレエアカデミー富士珪曹㈱広島工場㈱白竜湖㈱タカヒロ西条木材㈱賀茂工業㈱㈱イズミ東広島店
㈱森下電設工業東広島営業所㈲藤田商店スナック葉世里高盛税理士事務所西条養蜂場㈲賀茂産業㈲和泉屋
㈲モリヤ藤田税理士事務所㈲八本松クリーナータカヤ化成㈱高屋工場西条ロータリークラブ㈲賀茂畳材出雲建設㈱
㈱山口銀行東広島支店㈲藤田鉄工所㈲八本松南新聞販売所㈱高屋建設西蓮寺（西浦道雄）賀茂鶴酒造㈱㈱ヰセキ中国
㈲山下石材㈲フジ不動産西条店㈲八光運送高屋産業㈱㈲サカイ工業賀茂木材連絡協議会㈱市岡石油店
㈱山長双葉三共㈱㈲ハッピーライフ㈲高屋タクシー㈲栄華龍商事イトウ印刷
山手電機㈱㈲双葉牧場まごごろ和食 華てまり匠組㈱栄工社東広島営業所花凛伊藤秀三事務所
（医社）ヤマナ会　東広島記念病院㈱不動産シティー㈱ハマダ八本松工場竹内南窓庵㈱さきしまカルチェラタン（D・E棟）塚本博朗伊藤忠エネクスホームライフ西日本㈱東広島営業所
山根忠義公認会計士・税理士事務所㈱不動産プラザ㈲浜本精機㈲玉江㈱サタケ我励時 福助㈲イトウ電器
㈱山村興業プライムディリーフーズ㈱㈲ハラダおこのみ　 たまたま㈱サニクリーン広島東広島営業所川口歯科医院いと善
㈱山本製作所㈱フラッグコーポレイション㈱原田金属クリーナー茶幡住宅㈱実森建設川中社会保険労務士事務所いのもと産業㈱
結城鋼材㈱（賀茂鶴㈱）仏蘭西屋ハラダ建設㈱㈱中央鑑定所㈲サンアイ不動産（宗）真言宗 観現寺㈱今岡住設
㈱ユーズドステーション㈱プランニングサプライ西条駅前店Ｂｅ－Ａｒ㈱中央地所㈲サンキ㈱キハラ楽器今岡スズキ販売
ユウベル㈱東広島店㈱プレスネット㈱P．D．ペットドクター動物病院㈲中国クリーンシステムズ㈲三晃化成工業所木原忠士㈱今仙電機製作所広島工場
㈱ユーホー東広島店ベバスト  ジャパン㈱㈲ビービーディ中国ケミー㈱三親電材㈱東広島営業所木原煙草店珈琲と暮らしのいろいろ　 あ・うん
㈱ユーロガレージ別府燃料㈱㈱Ｂｅｅ－Ｈｉｖｅ中国産業㈱㈱三陽設備工業木舟モータース㈲イワタニ山陽㈱玉江東広島支店
ユニプレスモールド㈱広島工場逸見商店東広島青色申告会東広島市地区会㈱中国新聞社東広島総局三陽トータル㈱きやま商会㈲ウィラボ
㈲夢木房㈱豊国エンジニアリング東広島環境開発センター㈲中国精螺㈱山陽トッパン・フォームズ㈱㈲キャルウイングロード㈲
ユルソン㈱豊国工業㈱㈲東広島クリーナー中国電設工業㈱東広島支店㈱サンヨウ農進㈲牛進工業臼井国際産業㈱広島サテライト
㈱吉田豊国自動車㈱東広島建設業協会中国電力㈱東広島営業所㈱サンレック西日本工場㈱共栄経営センター㈱宇根鉄工所
吉長たばこ店㈱豊国ビジネスサービス東広島公証役場中国ニチレキ工事㈱シーエヌエス㈱東広島営業所共栄興産㈱西条支店㈲栄秀商事
㈲米沢電工宝積飲料㈱㈲東広島住宅建材中国ビー・エフ㈱ＧＬウエダ㈱キョウワ（弁）Ｈ＆Ｃ東広島事務所
読売センター高屋朋翔商事東広島食品衛生協会中国労働金庫西条支店㈱シード㈱きんし西条営業所㈱エイト黒瀬テクノセンター
（特非）よりＳｏｙ㈲ホウセイ不動産（協）東広島ショッピングモール㈱中電工広島中部支社ジェイシィ・プラニング㈲㈲草川塗装店㈱エイム
ラーメン・つけ麺 　よろしく㈲ぽけっと㈱東広島タクシー長州貿易㈱㈱Ｊ'ｓヒロシマ楠本建設㈱エーシーミライズ㈱
㈱ヨンナナカンパニー㈱堀内造園（職）東広島地域職業能力開発協会津江タクシー㈲（一財）寺家会クチュール  クバ㈱駅前薬局
㈱ライフエステート㈱ポリテクノ㈱東広島物流㈱ツクリエ㈱シナジー㈲グッドワンジャパン㈲エコーテック
㈲ライフ・フィット本城内科小児科㈲東広島メディカルサービス㈲土岡商店芝浦産業㈱広島事務所 西条工場㈱國永工業Ｓ・Ｅ・Ｐ技研㈱
ラウンジ パール㈱ホンダプリモ西条㈱光（社福）つつじ㈲柴﨑工業㈲国信自動車商会エス・エス・アロイ㈱
㈱ラシュレ㈱本宮商会西条支店光工業㈱㈲常光輸送サービスジブラルタ生命保険㈱広島支社 東広島営業所国政博之税理士事務所ＥＤＧＥ ＦＩＥＬＤ
ララ美容室マイクロテクノ㈱ピグマリオンランチ㈲坪島靖治土地家屋調査士事務所㈱島村建設工波栄進社エヌエスマシナリー㈱東広島出張所
ら・ら・ら・銀座村㈱前川製作所東広島工場美建工業㈱㈱ツモリオート清水建設㈱広島支店㈲くらたストアー・カレンズ㈱ＮＮＣ東広島オフィス
㈱ランドコンサルタント㈲前波工業のみくい処  寿ディ・エイチ・エス交流（協）Sucree labo garbeRa（シュクレラボ ガーベラ）㈱クリスタルプロセス㈱N－style Grandeur
Reve　HAIR牧尾洗缶㈱ビストロフーズ㈲ティーエムプランニングシュプリーム松屋ビルグレインマシナリー西日本㈱ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱東広島営業所
㈲るるぶ㈲マザーサン㈲ひまわり産業㈲テイエス製作所㈱照栄呉重車輛㈱㈱エヌピーコーポレーション
レジコン工事㈱㈱増岡組東広島営業所㈲日山新聞舗㈱テイケイ西日本東広島支社㈲正栄機械工業呉信用金庫西条支店㈱エヌワイティグループ東広島支部
㈲レンタルほりますかわ花店平田屋製菓寺西運送㈲荘川 雅公㈱くれせん㈱エネルギア・ソリューション・アンド・サービス東広島営業所

㈲ロータス㈱マツキ総合企画平原建設㈱㈱電力サポート中国東広島営業所正電産業㈱㈲ケイアンドワイ㈱ＦＭ東広島
㈱ワイエスデー㈲松島牧場キムチのピリ辛東光造園㈱㈱食物語㈲芸州観光㈱エムケイ興産
㈱和幸設計松田葵段ボール㈱廣井建築構造設計室堂本 恵㈲白市交通芸信建設㈱東広島支店大石康彦税理士事務所
㈱訪商松田鉄工㈱ひろぎんウツミ屋証券㈱東広島支店東洋化成工業㈱志和貨物自動車㈱ゲイソー・ロジスティクス㈱㈱オーエイプロト
ワタジ機工㈱松本金型㈱広島伊丹電機㈱東洋証券㈱三原支店新川電機㈱中国支社東広島オフィス芸陽エネルギー㈱西条セルフＳＳ㈱大坪建材店
㈲渡辺製作所㈲マルイチ商店広島ガス中央㈱㈱東洋不動産シンクコンサルタント㈱芸陽バス㈱㈱てっぱん お好み焼・鉄板焼 　おおにし
㈱和火㈱丸一設計（一社）広島カンツリー倶楽部㈱ドエルシンクコンストラクション㈱㈱ケーシーエルオーモリテクノス㈱高屋工場

㈲マルコーコンサルタント広島技研㈱㈲都計立地開発シンクファーム㈱東広島営業所㈱ケージージー㈱岡田グループ本社
㈱マルハ外装㈱広島キョードー㈱図書館流通センター 東広島市立図書館 指定管理者シンクフーズ㈱㈱ケーツー企画岡田酒販
㈲マルミツフーズ㈱広島銀行西条支店富野機工㈱東広島営業所割烹しんすけ㈱健伸オカモト産業㈱広島営業所

寄附件数丸和自動車㈱広島県中小企業共済（協）㈲とみよし美容室新日本建設㈱㈱コアソフト広島事業所沖川木材㈱
５１７件㈲ミートいまおか広島市信用組合西条中央支店豊北木材工業㈱西条営業所新明和工業㈱特装車事業部広島工場㈱小泉新聞舗沖野商店

㈲見浦自動車広島信用金庫西条支店㈲永井鉄工所㈱スカイハウス㈲晃志㈱奥屋製作所
寄附金合計額㈱三井開発広島スチールセンター㈱中神自動車工業㈱志和工場㈲菅沼建機㈲広伸測量オスカー管財㈱

３，９００，０７６円光岡 正㈲広島設備プラント㈲中川建設杉井酒舗（一財）耕道会館織田機機
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実 績 報 告

2006年度2005年度2004年度2003年度2002年度2001年度2000年度1999年度1998年度1997年度
----------1日目

酒まつり来場者数 ----------2日目
230,000230,000220,000240,000220,000190,000180,000185,000190,000150,000合計
-1901351105025----２日計ボランティア数
----------1日目

臨時駐車場台数　 ----------２日目
471577490632460-----合計

----------1日目
酒ひろば入場者数 ----------２日目

19,7189,09717,82619,401------合計
917896891913876850817836790-ー酒ひろば銘柄数
480484533555520549515528--件数

寄附
3,920,4754,424,6854,174,0554,301,2654,774,2654,167,8954,786,5804,094,378--金額

1671631201001141029390--件数
協賛広告

11,680,00011,220,0009,650,0008,030,0009,260,0008,288,9508,247,7958,170,000--金額

2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度2007年度
110,000130,000130,000110,000120,000120,000100,000120,000--1日目

酒まつり来場者数 140,000120,000120,000130,000120,000130,000140,000120,000--2日目
250,000250,000250,000240,000240,000250,000240,000240,000220,000240,000合計

442567563500750550888700300-２日計ボランティア数
56,12064,80067,400-------1日目

西条駅乗降者数 54,10049,50037,400-------2日目
110,220114,300104,800116,00094,00087,00072,00079,000--合計
10,07110,49411,27711,34611,42211,54611,52814,336--1日目

西条ＩC利用数（台） 10,76111,1539,66912,59412,16512,10412,96916,088--２日目
20,83221,64720,94623,94023,58723,65024,49730,424--合計
16,772-19,930-------1日目

志和ＩＣ利用数（台） 15,750-14,952-------2日目
32,522-34,882-------合計
7,6467,2586,728------1日目

高屋ＪＣＴ・Ｃ利用数
（台）

7,5547,6465,797------2日目
15,20014,90412,525------合計

297（ﾊ゙ｽ12）376（ﾊ゙ｽ14）449（ﾊ゙ｽ14）244（ﾊ゙ｽ16）254（ﾊ゙ｽ12）306（ﾊ゙ｽ12）198（ﾊ゙ｽ　7）315（ﾊ゙ｽ11）--1日目
臨時駐車場台数　 594（ﾊ゙ｽ 2）472（ﾊ゙ｽ8）377（ﾊ゙ｽ　6）411（ﾊ゙ｽ11）356（ﾊ゙ｽ7）523（ﾊ゙ｽ10）532（ﾊ゙ｽ11）387（ﾊ゙ｽ9）--２日目

891（ﾊ゙ｽ14）848（ﾊ゙ｽ22）826（ﾊ゙ｽ20）655（ﾊ゙ｽ27）610（ﾊ゙ｽ19）829（ﾊ゙ｽ22）730（ﾊ゙ｽ18）702（ﾊ゙ｽ20）720640合計
9,99311,51311,87310,71310,13610,5587,9549,916--1日目

酒ひろば入場者数 8,9917,4056,0057,9687,6058,2208,1628,097--２日目
18,98418,91817,87818,68117,74118,77816,11618,01317,31320,184合計
1,0081,0251,0181,007927929922940942923ー酒ひろば銘柄数

51414-------1日目
迷子 988-------２日目

14222271723189--合計
3148-10326146--1日目

救護 3436-640484--２日目
6584-1672102210--合計
121613554410--1日目

救急車による搬送 13885513124--２日目
2524211010171614--合計
22515815814682165123114--２日計落とし物
300295108111233190176---2日計警備員総数
517489518479435462433459493433件数

寄附
3,900,0763,704,3523,922,5683,645,0003,645,0003,849,6853,582,4753,774,5803,970,0003,960,000金額

155140141144147151165164181177件数
協賛広告

11,425,54212,140,28011,904,80011,150,00010,908,53011,318,21511,367,05511,693,84512,110,00012,210,000金額
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来場者アンケート調査結果
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