
出店一覧表
団体名称 出店内容No.

幸区交通安全母の会24 バザー、綿菓子

片岡商店22 野菜、果物

小川園茶舗23 お茶(詰め放題等)、焼海苔、しいたけ、抹茶ジュース、茶

かわさき生活クラブ生活協同組合18 試食（ドーナツ、ヨーグルト、りんごジュース、牛乳）

東都生協協同組合20 トマト、ブドウ、リンゴ、玉ねぎ、人参、じゃがいも

㈱中村海苔店21 焼海苔

福祉クラブ生協 幸連絡会議19 温州ミカンジュース、納豆、クリームサンド、ビスケット

幸区子ども会連合会25 あげたこ焼、フライドポテト、きなこパン、綿菓子

㈱つな川26 緑茶、海苔

川崎市立田島支援学校親の会「いなほの会」13 お好み焼

川崎小売酒販組合幸地区9 生ビール、レモンサワー、日本酒

K’Sキッチン（晃商事）12 串焼、ソーセージ、ポテト、イモスティック、唐揚げ、揚げタコ焼、やきそば、チーズハットグ

川崎市幸区食品衛生協会15 焼餃子、餃子味噌、生ビール、手洗い洗剤、中性洗剤

川崎市菓子協議所 幸支部16 あんころ餅、黄名粉餅、胡麻餅、磯部餅、赤飯

㈲ ナック14 焼鳥

台湾家庭料理　茶思味（ジャスミン）11 小龍包、水煎包、焼売、台湾香腸、エビせん、ビール、サワー

幸食品衛生協会 南河原第三地区8 肉巻きおにぎり

生活協同組合ユーコープ10 試食（プリン、ヨーグルト、アイス）配布

オレンジふれあい17 クッキー、エプロン、ポーチ、アクリルタワシ、カットクロス、ビーズ製品（ストラップ、キーホルダー）クッキー試食

幸区保護司会7 雑貨、ライフビスケット販売

フォーラム幸5 自主製品、雑貨、リサイクル衣料、かき氷

川崎市食肉商業協同組合幸支部4 豚もつ煮込、フライドチキン、骨付ポークフランク、肉入り焼きそば、ミートコロッケ

幸区スポーツ推進委員協議会3 フランクフルト、わたあめ、バザー

（社福）幸ヒューマンネットワーク みゆき作業所2 焼きそば、いそべ巻、パウンドケーキ、お茶、自主製品、コーヒー、紅茶

小倉中子ども会1 もち、おこわ、海苔

川崎市健康福祉局総務部庶務課［土］6 熊本県の復興支援のための物産展

川崎南税務署管内関係民間団体長会［土］48 納税についての広報活動（リーフレットの配布、税金クイズ等）

小倉ダンス愛好会39 おめん、おもちゃ

㈱マンキッキ40 クリスマス商品、ハロウィン商品、母の日商品、花

川崎市立川崎総合科学高等学校46 コースター、イラストふせん、缶バッチ、キーホルダー、マグカップ

ミソラ治療室44 体験マッサージ、アクセサリー販売

東芝労働組合 MC支部43 くじ、携帯ストラップ販売

日本ボーイスカウト川崎第26団42 献品（衣類、瀬戸物、おもちゃ、本）販売

すみれ36 手作り品（給食袋、弁当袋、体操着入、レッスンバック、キルトポーチ、靴入れ）販売

幸消防署［日］47 消防広報(火災予防等）、各種体験（ちびっ子防火服等）、地震体験、応急手当普及啓発

幸区老人クラブ連合会38 雑貨、衣類、陶器販売

ケッズスポーツマッサージ川崎41 ワンコインマッサージ

変な植物屋37 食虫植物（ハエトリソウ、モウセンゴケ、ウツボカズラ）多肉植物

川崎幸ロータリークラブ［土］47 献血活動

大野屋グループ45 漆器、箸、椀、弁当箱、靴下、スリッパ、スリッパ

日本ドローン防災協議会35 ドローンの展示・ドローン体験

（社福）長尾福祉会 セルプきたかせ30 パン、ポップコーン、焼き菓子、ナゲット＆ポテト、さをり織り製品、ドリンク

幸区青少年指導員連絡協議会29 お好み焼、かき氷、飲み物

生活協同組合パルシステム 神奈川ゆめコープ28 プリン、人参くだものジュース　試食

日本ドローン防災協議会27 ブドウ販売

楽天シニア 抽選会、アプリからイベントを予約する体験52

51 行政相談委員会［日・午前］ 行政相談委員による啓発活動

51 川崎人権擁護委員協議［日・午後］ 人権擁護活動の普及、啓発

54 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 血管年齢の簡易検査、着ぐるみとの写真撮影、子供向けパズル

55 幸区在宅療養推進協議会 血糖・呼吸中一酸化炭素濃度検査、口腔チェック、脳年齢、血管年齢

川崎市薬剤師会 骨密度、血流、血圧、脳年令56

53 （一社）コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部川崎地 相続・遺言・成年後見無料相談会

幸区母子寡婦福祉協議会 泉の会31 手作り品、バザー品

幸区暴力団排除推進協議会・幸少年補導員連絡会 暴力団排除活動・青少年育成に伴うチラシ、グッズの配布59

57 ひまわり調剤薬局 薬剤師体験

58 幸区廃棄物減量指導員連絡協議会 収集車・ごみ分別パネルの展示、分別釣りゲーム、資源物回収（古着、小型家電）、フードドライブ

60 幸区交通安全対策協議会・幸交通安全協会［土］ 啓発品等配布、クイックアーム、子供安全免許証、白バイ、ミニ白バイ展示

61 救急ボランティア幸 AED・ダミー人形を使った心肺蘇生法の普及活動

62 神奈川県ＬＰガス協会　川崎南支部 LPガス保安機器、情報パネルの展示

（NPO法人）すずらんの家32 バスマット、巾着、バック、ペットボトルケース、ボックスティッシュ、ポケットティッシュケース

サイクリングロード33 くじ引き、ヨーヨーすくい、ケシゴムすくい、おさんぽペット、ハンドメイド品

ライオンズクラブ国際協会 330Ｂ 4R-2Z34 チャリティバザー

63 幸区社会福祉協議会 社協、民協、共同募金に関する啓発物

ナイス㈱　住まいるCafe川崎 パネル展示。木育。木材の体験。66

64 幸区赤十字奉仕団 応急手当実演、応急救護知識の普及・啓発

ひまわり交通㈱ ハロウィン車の展示67

65 キヤノン㈱ 矢向事業所［土］ チャリティフォト

しゃんぐりら地域包括支援センター［土］49 介護保険・地域包括支援センター資料配布、パネル展示、作品展示

50 自衛隊川崎出張所［土］ 写真・パネル（災害派遣、装備品等）、南極の石展示、子供用迷彩服着替えコーナー

（公財）川崎市シルバー人材センター［土］51 事業紹介パネル掲示、ティッシュ配布

飲食 販売 展示・啓発出店一覧表

仕入れ状況や運営の都合上、当日の出店内容等に変更が生じることがありますので、予め御了承ください。

第16回
プラザ祭り スポセン祭り・同時開催

幸 区

10：00～16：00

2019年

10月19日■・20日■土 日
10：00～16：00

2019年

10月19日■・20日■土 日

第39回第39回

幸区民祭幸区民祭
心のふれあう ふるさと さいわい心のふれあう ふるさと さいわい

幸 区

協賛金賛同者等一覧
幸区民祭は地域の皆様の協力で成り立っております。

敬称略順不同

（10/2現在）

南河原中学校１年生　小山　心温さんの作品

幸区町内会連合会　社会医療法人財団石心会理事長石井暎禧　川崎幸病院院長山本晋 幸区町内会連合会　株式会
社東芝　株式会社喜美代建設　ひまわり調剤薬局株式会社代表取締役笹沼壮　山下秀男　大和ハウス工業株式会社
川崎支社　幸観光協会　川崎市幸区医師会　高橋建設興業株式会社　三井不動産株式会社　三井不動産商業マネジ
メント株式会社(ラゾーナ川崎)　有限会社東商事・南武線ﾎｰﾙ　川崎幸ロータリークラブ　川崎市幸商店街連合会　河
原町自治会連絡協議会　株式会社北野書店　小島春男　齊木敏雄　セレサ川崎農業協同組合　株式会社中原屋葬祭
センター　日本ドローン防災協議会　沼田孝夫　富士通株式会社新川崎テクノロジースクエア　平安会館さいわい
南河原地区町内会連合会中川潔　医療法人清惠会田村外科医院　医療法人社団育成会鹿島田病院　社会福祉法人川
崎市幸区社会福祉協議会　川崎鶴見臨港バス株式会社　キヤノン株式会社　日吉商店街連合会　株式会社明治ス
ポーツプラザ　公益社団法人川崎南法人会　株式会社F&Kフーズ　小澤商事株式会社　鹿島建設株式会社横浜支店
神奈川県電気工事工業組合御幸支部　川崎葵ライオンズクラブ　社団法人川崎建設業協会幸友会　川崎市幸区歯科
医師会　公益財団法人川崎市産業振興財団　川崎多摩川ライオンズクラブ　川崎朋友ライオンズクラブ　河原町地区
社会福祉協議会　株式会社ゴールドクレスト　幸区文化協会　幸交通安全協会　幸防犯協会　株式会社ジー・エル・
ジー　昭立電気工業株式会社　早川文男　ひまわり交通株式会社　幸区保護司会　東急バス株式会社　株式会社五
十嵐電機製作所　株式会社青木製作所　株式会社植春造園　川崎橘ライオンズクラブ　城所建設株式会社　幸区青
少年交通安全連絡協議会　幸区暴力団排除推進協議会　幸区南河原地区社会福祉協議会　幸区御幸西地区社会福祉
協議会　幸消防研究会　幸消防団　幸防火協会　大同産業株式会社　大陽日酸株式会社　株式会社トビキク　株式
会社中村海苔店　宗教法人妙光寺　明和工業株式会社　株式会社川崎大栄商事　三井不動産リアルティ株式会社新
川崎センター　幸区交通安全対策協議会　青山守　新井接骨院　行政書士池田秀一　株式会社井の雅組　株式会社
オークラ　株式会社大澤商店　オーベルグランディオ川崎自治会　オール川崎ライオンズクラブ　荻野豊次　株式会
社小倉興産　株式会社魁文堂　株式会社カザマ　（公社）神奈川県ＬＰガス協会川崎南支部　（社）神奈川県自動車整
備川崎中央支部　神奈川県食肉事業協同組合連合会　社団法人神奈川県宅地建物取引業協会川崎中支部　カナケイ
株式会社　上西産業株式会社　川崎市食肉商業協同組合幸支部　川崎酒販協同組合幸地区(御幸地区）　川崎商工会
議所　川崎信用金庫遠藤町支店　川崎信用金庫鹿島田支店　川崎信用金庫御幸支店　川崎中央自動車有限会社　川
崎フロンターレ後援会　川崎武蔵ライオンズクラブ　医療法人社団正慶会栗田病院　黒木代士男　小泉政勇　社会
福祉法人セイワ幸風苑　株式会社ゴールドクレストコミュニティ　ＧＯＫＯカメラ株式会社　とんかつ割烹こしば　小
林商事株式会社　こばやし薬局　株式会社小向精機　小向町内会　幸区ＰＴＡ協議会　幸区民生委員児童委員協議
会　幸区薬剤師会　幸区老人クラブ連合会　幸町１丁目町内会　サウザンドシティ自治会　株式会社坂倉　株式会社
相模鉄工所　佐籐忠次　佐野昇　株式会社清水商会　正栄工業株式会社　株式会社伸栄工事　新川崎ロータリーク
ラブ　神明町町内会　有限会社寿司せん　寿司治　関野税理士事務所　セブンイレブン川崎神明町店　介護老人保
健施設千の風・川崎　第一金属工業株式会社　大和塗装株式会社　高橋防災株式会社　有限会社高橋造園　高橋美
三子　有限会社尊昌商事　武田建設興業株式会社　田代精工株式会社　株式会社辰巳工務店　田中晃　田中勝男
田辺茶舗　丹治畳店　東旺ビルサービス株式会社　土倉護曜　株式会社都市住宅情報センター　渡誠工務店　戸手
多摩川町内会　巴商事　株式会社永田工務店　株式会社中春建設　株式会社中春不動産　成川薬局　日本ラップ精
工株式会社　沼田工業株式会社　沼田静江　株式会社ハヤカワ　有限会社ピース　有限会社東川住宅　株式会社日
三商事　日吉第一地区社会福祉協議会　日吉第二地区社会福祉協議会　日吉第三地区社会福祉協議会　有限会社平
地金属　有限会社平間電気設備　ファインフィールズ自治会　深瀬勇　深瀬武　深見政則　有限会社藤岡工業　株
式会社フジ工設　有限会社藤田商事　株式会社フジ電科　株式会社藤森工業　北信興業株式会社　社会福祉法人母
子育成会　株式会社マルダイ　有限会社丸菱管設　三井不動産レジデンシャルサービス株式会社　三橋宏一　源興
業有限会社　有限会社三益商事　株式会社みやこ屋　御幸東第２地区民生委員児童委員協議会　社会福祉法人照陽
会みんなと暮らす町　株式会社村松工務店　矢向朝日　唯心館杉野道場杉野至寛　有限会社ユーケイホーム　横浜
信用金庫川崎支店　ライン工芸　菱和興産株式会社　株式会社エイワ　株式会社カシワバラ・コーポレーション　藤
忠商事有限会社　ＪＲ東日本スポーツＪＥＸＥＲ新川崎　奥山繁樹　神戸　川崎市美化運動実施幸支部　幸区更生保護
女性会　幸区スポーツ活動連合振興会　御幸東地区社会福祉協議会　有限会社相澤設備工業　味の散歩中華村　石
井信夫　㈱石川組代表石川貴雄　いづみ文具株式会社　小倉南町内会長神谷修　オリエンタルシナジー　株式会社
小和田屋ミート　株式会社笠倉工業　有限会社加瀬ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製作所　加藤勉　金子幸三郎　金子勉　亀岡健（喜久
屋）　川崎北加瀬郵便局　協伸工業有限会社　群馬銀行川崎支店　小泉興産株式会社　有限会社小島建設工業所
後藤重春　有限会社斉木商店　さいわい鹿島田クリニック　幸区役所通商店会　幸町４丁目町内会　佐野和行　柴田
金物店　有限会社清水技研　学校法人志村学園白山幼稚園　特別老人ホームしゃんぐりら　有限会社杉山製作所
セブンイレブン小向東店　高橋貞光　株式会社高村工務店　竹内歯科医院　柵瀬良子　千葉建設株式会社　宗教法
人東明寺　株式会社富永商店　有限会社中井建設　社会福祉法人長尾福祉会　有限会社中水工業　有限会社肉の鈴
松　肉の不二家　ハックドラッグ鹿島田店　有限会社プリモレント　宝建工業株式会社　北斗産業株式会社　星川タ
イル　本田工業株式会社　社会福祉法人三篠会特別養護老人ホームこむかい　特別養護老人ホーム南さいわい（三
篠会）　みゆき幼稚園　毛利尚方　森下勲　特別養護老人ホーム夢見ヶ崎　有限会社吉浜設備　株式会社旅館ランド
リー　ヘアサロンジツ　有限会社小澤工務店　鈴木医院　たくま幸クリニック　多津美やビル　角鹿　早川五三六
沖縄料理美膳　満寿鮨　株式会社山本商店　吉田家　六龍　柁原医院　ぽんぽこ本舗

（自称 夢見ヶ崎動物公園専属アイドル）

ゆめ広場中央舞台総合司会

ＧＡＢＵ
（自称・夢見ヶ崎動物公園専属アイドル）

ゆめ広場中央舞台総合司会

ＧＡＢＵ

私たちが
盛り上げ
ます！

会 場マップ ※敷地・施設内は全面禁煙です
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トレーニング
バス[日曜]
トレーニング
バス[日曜]

スケルトンパッカー車スケルトンパッカー車

休
憩
ス
ペ
ー
ス

（中庭）

1F 2F

多目的トイレ 男女トイレ男女トイレ

1F・２Ｆ

多目的トイレ男女トイレ

1F・2F

多目的トイレ男女トイレ

1F・2F

1F・2F・3Ｆ

男女トイレ

市民館出入口

出入口

出
入
口

出入口

大ホール出入口

35

出入口

救護授乳室

67

67

献血車[土曜]献血車[土曜]

起震車[日曜]起震車[日曜]

ゆ
め
広
場

中
央
舞
台

キッズ
コーナー

パラ
ムーブメント
コーナー

16

幸
スポーツセンター

さいわい健康福祉プラザ

幸区役所

ゆめ広場

幸市民館



スポーツセンターゆ め 広 場 中 央 舞 台
1階トレーニング室
19日（土）・20日（日）

19日（土） 20日（日）

ゆ　め　広　場
19日（土） 20日（日）

1階大体育室
19日（土）

２階小体育室
19日（土）

20日（日）

幸区民祭駐輪場案内図

20日（日）

至塚越踏切

心のふれあう ふるさとさいわい

無料開放9:00～12:00
13:00～16:00

1 10：00～10：20

2 10：30～10：50

3 10：55～11：20

4 11：20～11：40

5 11：40～12：00

6 12：05～12：15

7 12：20～12：40

8 12：40～13：00

9 13：00～13：20

10 13：25～13：45

11 13：45～14：05

12 14：05～14：20

カワサキ カラテ アカデミー
鹿島田道場

幸区民祭実行委員会

鹿島田新体操クラブ

幸区民生委員
児童委員協議会

Ｄance Gimmick Crew

空手演武

開会式

新体操

活動ＰＲ

練功十八法
（中国の健康体操）

ラニカイフラスタジオ
新川崎フラダンス

自称・夢見ヶ崎動物公園
専属アイドルグループＧＡＢＵ

歌と
パフォーマンス

川崎フロンターレ
幸アシストクラブ

フロンターレ
あいさつ

HIP HOP
ダンス

戸手中部囃子保存会祭囃子の演奏と
子ども獅子舞

13 14：25～14：45

14 14：45～15：05

15 15：05～15：25

幸区練功の会

フラダンス マヒプア フラスタジオ

1 10：00～10：20

市　民　館　大　ホ　ー　ル
19日（土） 20日（日）

幸区民祭
実行委員会

開会式
（雨天時）

1 10：00～10：20
幸区老人クラブ
連合会唄と踊り1 10：30～13：20

幸区文化協会
洋舞・民謡・
民舞・詩吟・
新舞踊他

2 13：30～16：002
幸防犯協会・
幸警察署

地域安全防犯の
つどい
・あいさつ
・功労者表彰
・スタジオビーンズ
パフォーマンス
ショー

10：30～11：50

3
幸区町内会
連合会

カラオケ大会
（司会・歌：幸観光大使

花川由香）
13：00～15：30

幸区子ども会連合会
幸区スカウト団体連絡会

ガールスカウト神奈川第70団

幸区子ども会連合会
幸区スカウト団体連絡会

ガールスカウト神奈川第70団
キッズコーナー10：00～16：00 キッズコーナー10：00～16：00

2 10：20～10：40

3 10：40～11：00

4 11：05～11：25

5 11：25～11：45

6 11：45～12：05

7 12：10～12：30

8 12：30～12：50

9 12：55～13：15

10 13：20～13：40

11 13：40～14：05

12 14：10～14：30

T's  Dance Room
（ティーズダンスルーム）

川崎市地域女性
連絡協議会

和太鼓クラブ 彩鼓奏

Mililanialoha 
(ミリラニアロハ）

ＡＫＴ　ＧＹＭ

杉の子太鼓

ＩＥＧ一輪車クラブ

ダンス

子ども
HIP HOPダンス

和太鼓

幸区運動
普及推進員の会健康体操

和華太鼓
（なぎはなだいこ）

和太鼓

mamaベリーベリーダンス

AＫＩ Dance CrewHIP HOP
ダンス 15 15：50～16：00 幸区民祭実行委員会閉会宣言

フラダンス

ムエタイ・
キックボクシング

プア・オハナ サークルフラダンス

川崎幸病院救急戦隊
ミドレンジャーショー

和太鼓

一輪車演技

13 14：35～14：50

14 14：55～15：15 ピカケフラダンス

市　民　館　各　会　議　室
会　場内　容19日（土） 20日（日）

1階

2階

エアロビクス無料体験

スポーツ教室発表会

9：15～10：30

総合型スポーツクラブぷらむ　パドルテニス体験会　　
（車いすパドルテニス体験同時開催）

幸区民祭の駐輪場は戸手小学校のみです。
駐輪場開設時間 19日（土）7：00～17：15
　　　　　　　　20日（日）7：00～17：15

※近隣の住宅・店舗等には駐輪しないでください。

※時間厳守でお願いします。

視覚障害者サッカー体験　　10:00～16:00

スポーツ用車いす体験　　10:00～14:00

フロンターレ幼児フットサル教室（事前予約制）14:30～15:30

10：00～16：00

スポーツ用車いす体験　10：00～16：00

卓球無料開放9：00～12：00

バドミントン無料開放13：00～16：00

※　 はパラムーブメントスタンプラリー対象種目

スポーツセンター前
20日（日）

トレーニング無料体験（トレーニングバス）10：00～15：00

フロンターレゲームアトラクション（車いすバスケ）    10：00～14：00

11：30～13：45

幸市民館

ゆめ広場

幸
区
役
所

幸
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

公 園

幸高校 バス停
幸高校前戸手小学校

さいわい健康
福祉プラザ
幸こども文化
センター

★印は人数限定の為、当日整理券を配布します。配布は当日10：00より、各部屋の前で配布します。※なくなり次第終了。　※雨天などで内容や部屋が変更になることがあります。

さいわい健康福祉プラザ ・ 幸こども文化センター
会　場内　容19日（土） 20日（日）

DIC68s K

御幸中学校 演舞部よさこい
ソーラン

田島支援学校 アオラニHULA和太鼓演奏 フラダンス

Puakai ona lehuaフラダンス

出演者や運営の都合上、出演時間等に変更が生じることがありますので予め御了承ください。

アートフラワー10：00～16：00 10：00～16：00
玄関ホール

籐工芸10：00～16：00 10：00～16：00

書　道10：00～16：00 10：00～16：00 談話コーナー

ロマンドール（陶磁器人形)10：00～16：00 10：00～16：00
第１会議室

パッチワーク10：00～16：00 10：00～16：00

押　花11：00～15：00 11：00～15：00 第2会議室

華　道10：00～16：00 10：00～16：00 第3会議室

茶　道10：30～15：00 10：30～15：00 和室前ロビー

書　道10：00～16：00 10：00～16：00 第4会議室

戦争の恐ろしさを知ろう　他10：00～16：00 10：00～16：00 体育室

御幸公園梅香事業「梅香クッキング」（事前申込制）
うめかおる うめかおる①11：00～12：00

②14：00～15：00 ― 料理室

さ
い
わ
い
健
康
福
祉
プ
ラ
ザ

幸
こ
ど
も
文
化
セ
ン
タ
ー

プラザ祭りスタンプラリー ※台紙は各スタンプポイントで配布10：00～15：00 10：00～15：00 スタンプポイントは会場に掲示
する館内マップで案内します

バルーン釣り11：00～15：00 11：00～15：00

手話体験コーナー10：00～15：00 10：00～15：00

バルーンアートショー10：30～15：00 10：30～15：00 プラザ屋外（こ文階段下）

皿回し11：00～15：00 11：00～15：00

福祉体験（ミニ福祉のお仕事フェア）　　10：00～15：00 ―

野菜の重さクイズ10：00～15：00 10：00～15：00 プラザ1F 中庭

小地域福祉活動作品展10：00～15：00 10：00～15：00 プラザ1F
ボランティアコーナー

施設・作業所製品販売10：00～15：00 10：00～15：00 プラザ公園側通路

赤ちゃんよーいどん！午前の部 10：00～
午後の部 13：00～ ―

プラザ3F
機能回復訓練室

作って遊ぼう ※くつ袋を持参してね― 10：00～15：00

飲んでみよう健康味噌汁（500名分）10：00～15：00 10：00～15：00 プラザ3F 栄養指導室

老人福祉センター作品展10：00～15：00 10：00～15：00 プラザ2F
研修室・広間・クラブ室

手仕事の会バザー10：00～15：00 10：00～15：00 プラザ２F ロビー

★どんぐりのストラップ・お手玉作り体験 ※先着100名10：00～15：00 ― プラザ２F 生活相談室

詩吟体験10：00～15：00 ― プラザ２F 和室

★竹細工体験（来年の干支 ネズミ） ※先着80名― 10：00～15：00 プラザ3F 工作室

★万華鏡作り体験 ※先着50名― 10：00～15：00 プラザ２F 生活相談室

★茶道体験 ※先着50名― 10：00～15：00 プラザ２F 和室

バルーンアート10：00～12：00 10：00～12：00 親子遊戯室

車椅子・高齢者疑似体験　　10：00～15：00 10：00～15：00 集会室

缶バッチ作り ※両日先着 200 名10：00～15：00 10：00～15：00 図書室

昔遊び（マンカラ・けん玉・コマ等）10：00～15：00 10：00～15：00 ロビー

マジック10：00～12：00 ― 親子遊戯室

手作りスノードーム作り ※先着100名10：00～15：00 ― 遊戯室

パウチしおり作り13：00～15：00 ― 親子遊戯室

オーナメントランプ作り ※先着100名― 10：00～15：00 遊戯室

ぬりえ― 13：00～15：00 親子遊戯室

パ

パ

パ

パ

パ

パ

パ

企画課・studio FLATアート展示10：00～16：00

地域振興課ボッチャ体験10：00～16：00

パ

パ

企画課・studio FLATアート展示10：00～16：00

地域振興課ボッチャ体験10：00～16：00

パ

パ

パ

自転車・バイク置場自転車・バイク置場

南河原中学校３年生
小山　優さんの作品


