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どんたく広場プログラム
(13:00〜 19:00)

ニ
博多スポーツクラブ 152グ リーンコ プ博多どんたく隊
204「 九州がんセンターJど んたく隊 199に ちみんどんたく隊 143ゆ りの樹 Baton Studio

386総 合型地域 NPO法 人
117博 多のまちちびつ子どんたく隊 350に こちやんどんたく隊

551S☆ OB'S
222西 日本フィナンシャリレホールディングスどんたくバ レー ド隊 128九 電工どんたく隊

298 YEGお 祝 い隊 238わ んにやんどんたく隊 184福 岡県地域婦人会どんたく隊
295博 多笑い塾 どんたく隊 631F∪ K∪ OKA SMART DRI∨ ERど んたく隊
406南 京玉すだれ、腹、ふく、福の会 265 backto back 281み やざき舞妓 レディ

153」 R九 州どんたくパ レー ド隊

570ふ くおか愛好会 151 NTTグ ル ニプ福岡どんたく隊

194日 本ボーイスカウト福岡県連盟 214海 洋少年団

、
208′ ζ
くおかフィナンシャルグルニプ どんたくパ レー ド隊

243西 部ガスグル=プ どんたく隊 220に してつどんたく隊 120ず っと先まで、明るくし隊
130」 R西 日本グルニプどんたく隊

636海 上自衛隊佐世保音楽隊&九 州海上自衛隊協力会パレード隊

441グ ローバルアリーナどんたく隊 177福 岡大学学友会
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は ポーツキッズチア&ダ ンス
140博 多区市民 どんたく隊 255中 央 区どんたく隊 198セ ントラリ

115ア ザ レインターナショナルどんたく隊

102じ ろ長 どんたく隊 277和 賀松東洸会 106南 民舞協会

187韓 国伝統打楽器チ ーム 韓ソリ 327美 和台校区どんたく隊
129ふ くやどんたくよかもん隊 446博 多 しよんがね
社会を明るくする運動"ひ まわりどんたく隊 182九 州医療センター 元気本舗隊
395福 岡県美しいまちづ くり協議会どんたく隊
520福 岡がん患者団体ネットワーク がん バ ッテン 元気隊
538子 ども濠1場 ねずみくんのチョッキをたのしもう隊 542九 州大学まなびたい
190」 ALど んたく隊 523福 岡国際大学 福岡女子短期大学 博多どんたくに出たいつ隊
623福 岡工業大学 国際交流隊 210福 岡県留学生会 (FOSA)隊
186福 岡 ネパール ソサエティー 283九 州 モンゴル トーノ"友 好会
235コ カ コーラボ トラーズジヤパングル=プ 2017コ カ コーラウエストどんたく隊
122ス ペシャルオリンピックス日本 福岡 144新 日本製薬どんたく隊
158「 福岡県オール トヨタグルニプ 鶯愛会」どんたく隊
172三 越伊勢丹グルニプ 岩田屋三越 ファミリーどんたく隊 146福 岡市女性翼の会
ロ
191 NPO法 人 がんを学ぶ 青葉の会 145イ ンターナショナルエアアカデミー‖
飛んでいき隊
ペ
609ボ ー トレース福岡 ラ坊どんたく隊 171じ どうかいかん あいくるどんたく隊
219福 岡市内民主商工会 516九 州発アイドルグル ニプ ロnQ(リ ンク
518 LO∨ E&PEACEFIK 126ANAあ なたと飛び隊 156全 日本年金者組合福岡県本部
161

)

343商 売繁盛やずやどんたく隊 183ま るやまどんたく隊 390レ デイバーズ
393専 門学校 日本デザイナー学院 どんたく隊 131筑 邦銀行チカッパ 踊 り隊
394幸 福の科学グル ニプどんたく隊 272仕 立屋甚五郎 どんたく隊
185テ ィニハ ウタヒチ

どんたく隊

354E」 C〜 EM KA」 AZZ DANCE CL∪ B〜

459フ リーダンス21ど んたく隊 402日 向ひよつとこ踊 り博多愛好会
200昧 の兵 四自
「 どんたく隊 466立 正佼成会 どんたく―乗隊
493学 校法人 宮田学園どんたく隊 159粕 屋町どんたく隊

￨￨￨￨■ ￨￨￨■ ￨■ ■ ■ ￨￨￨■

■

●出発時間は変更が生じる場合があ ます。●広場の通過時間は約30分 です。
●赤の数字は各どんたく隊の登録番号です。●4/1現 在での申込状況です。
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※4/28、 5/1、 5/2の 平日3日 鶴のみ 17:Oo■ 22:o0
開催時間 12:00‐ ‐
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