
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 雨天の場合は、小学校体育館で開催します。        

（上履きと靴を入れる袋をお持ちください。かさ袋は用意しています。）    

※ どなたでもご参加いただけます。         

※ 会場への入り口は、正門のみとします。 校舎の中には入れません。     

※  駐車場はありませんので徒歩または自転車・バイクでお越し下さい。     

※ 自転車、バイクの方は、正門から入って左側へ進み、指示される駐輪スペースにとめてください。  

※ 会場は禁酒・禁煙です。（正門外に喫煙所を設けます。）     

※ 体育館の入り口近くに「授乳室」を設けております。「授乳室」と書いた紙を貼っています。  

    ご利用の方は本部係員に声をかけてください。ご案内させていただきます。   

※ ゴミは各自でお持ち帰り下さい。         

 

9:309:309:309:30 開会式開会式開会式開会式    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶        9:339:339:339:33    注意事項説明注意事項説明注意事項説明注意事項説明            9:359:359:359:35    ブースの説明・協賛企業の紹介ブースの説明・協賛企業の紹介ブースの説明・協賛企業の紹介ブースの説明・協賛企業の紹介                

9:409:409:409:40    『『『『よさこいよさこいよさこいよさこいおどりおどりおどりおどり    & & & & ストリートダンスストリートダンスストリートダンスストリートダンス』』』』    MKMKMKMK・スマイル・フォーカス・スマイル・フォーカス・スマイル・フォーカス・スマイル・フォーカス    

10:0810:0810:0810:08    『『『『ポンポンフラグ演技とポンポンフラグ演技とポンポンフラグ演技とポンポンフラグ演技と鼓笛隊』鼓笛隊』鼓笛隊』鼓笛隊』    緑ヶ丘幼稚園の年長さん緑ヶ丘幼稚園の年長さん緑ヶ丘幼稚園の年長さん緑ヶ丘幼稚園の年長さんメンバーメンバーメンバーメンバー    

10:3610:3610:3610:36    『『『『キッズダンスキッズダンスキッズダンスキッズダンス』』』』        ミンクスミンクスミンクスミンクス    アンドアンドアンドアンド    ルフトルフトルフトルフト    

11:0611:0611:0611:06    『『『『一緒に歌おう一緒に踊ろう一緒に歌おう一緒に踊ろう一緒に歌おう一緒に踊ろう一緒に歌おう一緒に踊ろう    南池南池南池南池 SoundSoundSoundSound    !!!!』』』』    南池田中学校ブラスバンド部南池田中学校ブラスバンド部南池田中学校ブラスバンド部南池田中学校ブラスバンド部    

11:3611:3611:3611:36    『消防戦隊ケスンジャー』『消防戦隊ケスンジャー』『消防戦隊ケスンジャー』『消防戦隊ケスンジャー』    和泉市消防隊和泉市消防隊和泉市消防隊和泉市消防隊    

12:0412:0412:0412:04    『『『『ダンスダンスダンスダンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス』』』』    KIYOKO76KIYOKO76KIYOKO76KIYOKO76FIT + DANCEFIT + DANCEFIT + DANCEFIT + DANCE    COMPANYCOMPANYCOMPANYCOMPANY    

12:3212:3212:3212:32    『コダイくんロマンちゃん音頭』おどり『コダイくんロマンちゃん音頭』おどり『コダイくんロマンちゃん音頭』おどり『コダイくんロマンちゃん音頭』おどり    練習練習練習練習と本番と本番と本番と本番    はつが野いきいきサロンはつが野いきいきサロンはつが野いきいきサロンはつが野いきいきサロン    & & & & 有志有志有志有志    

13:0513:0513:0513:05    『いずみ太鼓『いずみ太鼓『いずみ太鼓『いずみ太鼓    皷聖泉』皷聖泉』皷聖泉』皷聖泉』    和泉市の有名な和太鼓グループ和泉市の有名な和太鼓グループ和泉市の有名な和太鼓グループ和泉市の有名な和太鼓グループ    

11114444::::05050505    『会長挨拶』『会長挨拶』『会長挨拶』『会長挨拶』        総評・作文募集結果・タイムカプセル総評・作文募集結果・タイムカプセル総評・作文募集結果・タイムカプセル総評・作文募集結果・タイムカプセル    

11114444::::10101010    『お楽しみ抽選会』『お楽しみ抽選会』『お楽しみ抽選会』『お楽しみ抽選会』    豪華賞品豪華賞品豪華賞品豪華賞品 80808080 本以上（対象は自治会員のみとなります）本以上（対象は自治会員のみとなります）本以上（対象は自治会員のみとなります）本以上（対象は自治会員のみとなります）    

14:514:514:514:55555    閉会式・閉会式・閉会式・閉会式・    終了終了終了終了         

                        

ちびっこかけっこ 

(幼稚園児、保育園児、および

未就学児童)１才～５才     

参加費無料   1・２ブロックのブースで申し込みをしてください。   

1 歳児、2 歳児、3 歳児、4 歳児、5 歳児 年齢別にかけっこしていただきます。  

参加券を受け取ってください。人数制限なし 先着各 150 名に参加賞あり  

11 時の部は、10 時 30 分までに申し込み、13 時の部は 12 時 30 分までに申し込み  

                                                                                                                    

授乳室    

          

体育館ヨコのトイレの隣にある『更衣室』を『授乳室』として用意させてもらっています。                    

場所が良く分からない方は、ご案内させていただきますので、本部席までお越しください。             

運営・出店ブース     

ミニミニミニミニ SLSLSLSL                                                            

協賛企業ブース協賛企業ブース協賛企業ブース協賛企業ブース                                

 『東昌建設』『東昌建設』『東昌建設』『東昌建設』        ガス風船 先着 300 人 （午前 11 時 30 分まで。 なくなり次第終了です）          

     

飲食ブース飲食ブース飲食ブース飲食ブース  飲食はすべて有料です。   

本家さぬきや 『きつねうどん』300 円 

明るい農村 『焼きそば』300 円 『からあげ』300 円 『フライドポテト』100 円 

ぷるぷる 『クレープ』250～300 円『タピオカジュース』250～300 円『マンゴアイス』400 円 

ぢどり亭 『ジャンボ棒つくね串』200 円 『ベーコンチーズ串』100 円 『フランクフルト』200 円  

肉専門店「２９」 『和牛ホルモン焼き』300 円 『和牛ホルモン焼きうどん』500 円 『牛コロッケ』100 円 『鶏皮ギョーザ』200 円 

セブンイレブン 『パン』『おにぎり』『飲料』その他 

むか新 『こがしバターケーキ』130 円 『本銅鑼（どらやき）』130 円 『大阪みたらしだんご 6 個入り』324 円 

ギョーザの点天 『ひと口ギョーザ』300 円 

琉球（沖縄料理） 『サーターアンダギー』50 円 『ちんすこう』50 円 

Igusa （いぐさ） 『イタリア風ミートボール』100 円～200 円   製品販売ゴザ（いぐさでできたゴザ）2,000 円くらい 

ディーズ（ベーカリー） 『もっちりドーナツ』90 円 『ラスク』130 円 『ジュース』100 円 『菓子パン』『惣菜パン』 

竜鳳（りゅうほう） 串専門移動販売『もも』300 円 『ねぎま』400 円 『つくね』300 円 『皮』300 円 『豚カルビ』500 円 

ベリーズ・カフェ 『クレープ』250 円～450 円 『ワッフル』300 円 

 

点天こどもぎょうざ教室点天こどもぎょうざ教室点天こどもぎょうざ教室点天こどもぎょうざ教室を開催します。を開催します。を開催します。を開催します。    午前 10 時～午後 1 時  

10 時、11 時、12 時、13 時の 4 回、教室を開催します。１回に 5 家族（１テーブル 1 家族）参加していただきます。 

親子でいっしょにおいしい「ぎょうざ」を作っていただきます。（参加募集は 10 月 24 日で締め切らせていただきました）  

  

作文・作品募集作文・作品募集作文・作品募集作文・作品募集    「「「「10101010 年後のわたしの夢」年後のわたしの夢」年後のわたしの夢」年後のわたしの夢」    詳細は詳細は詳細は詳細は『点天ぎょうざ教室』チラシの『点天ぎょうざ教室』チラシの『点天ぎょうざ教室』チラシの『点天ぎょうざ教室』チラシの裏面をご参照ください。裏面をご参照ください。裏面をご参照ください。裏面をご参照ください。        

 

    ゲームブースゲームブースゲームブースゲームブース                                            ※※※※    おつりのいらないように、小銭おつりのいらないように、小銭おつりのいらないように、小銭おつりのいらないように、小銭（（（（50505050 円）円）円）円）をご用意ください。をご用意ください。をご用意ください。をご用意ください。    

１・２ブロック 『ちびっこかけっこ』  無料 11 時の部と 13 時の部の 2 回走ります 

雨天の場合は、13 時 30 分の１回だけとなります。 

３・４・５ブロック 『景品当て』 50505050 円円円円    くじを引いて景品を当てます 

６ブロック 『あめちゃんすくい』 50505050 円円円円 じゃんけんに勝っておたまで飴をすくいます はずれなし 

７ブロック 『千本引き』 50505050 円円円円 1000 本のひもの中から 1 本引いて景品を当てます 

8 ブロック 『ボール投げ入れゲーム』 50505050 円円円円 3 個のボールをピラミッドに投げ入れ多く入ればいい景品 

9 ブロック 『金魚すくい』 50505050 円円円円 おもちゃの金魚や動物をすくいます。 

10 ブロック 『コイン落とし』 50505050 円円円円 水槽の中のコップにコインがうまく入るかな？  

11 ブロック 『ミルクせんべい』 50505050 円円円円 割りばしのくじを引いてもらいます 

はつが野子ども会  『スーパーボールくじ』 50505050 円円円円 スーパーボールがくじになったよ 

らくゆう会 『竹馬ランド』 50505050 円円円円 竹馬、缶馬、水鉄砲、竹トンボ、ストロートンボ 参加賞あり 

らくゆう会 『対戦ゲーム』 無料 『はさみ将棋・五目ならべ・オセロ』 大人と勝負だ！ 

桃山大学学生 『ボーリング』 無料 ボールを投げてペットボトルのボーリングピンを倒します 

はつが野 3 丁目子ども会 『缶つみ』 50505050 円円円円 30 秒で缶をどれだけ積めるかな？ 

はつが野 3 丁目自治会 『スピードガン＆的あて』 50505050 円円円円 君のボールのスピードはいくら？ 的に当たったら景品あり 

雨天の場合は、中止します。 

はつが野松風台自治会 『ミニグランドゴルフ』 無料 ホールインワンが出たら、景品がもらえます 

雨天の場合は、中止します。 

光明台 FOX サッカークラブ 『キックターゲット』 50505050 円円円円 シュートチャンスは 2 回。高得点で賞品あり 

雨天の場合は、中止します。 

＊ゲームブース、飲食ブースではおつりをご用意できません。小銭（５０円）をご用意ください。 

 恐れ入りますが、500 円玉、1,000 円札、5,000 円札、10,000 円札でのお支払いはお受けいたしかねます。

 

日日日日    時時時時        平成平成平成平成 26262626 年年年年 11111111 月月月月 2222 日（日）日（日）日（日）日（日）    午前午前午前午前 9999 時時時時 30303030 分～午後分～午後分～午後分～午後 3333 時時時時 

場場場場    所所所所        青葉はつが野小学校グラウンド青葉はつが野小学校グラウンド青葉はつが野小学校グラウンド青葉はつが野小学校グラウンド 

主主主主    催催催催        はつが野街づくり推進委員会はつが野街づくり推進委員会はつが野街づくり推進委員会はつが野街づくり推進委員会 

（はつが野自治会、はつが野（はつが野自治会、はつが野（はつが野自治会、はつが野（はつが野自治会、はつが野 3333 丁目自治会、はつが野松風台自治会丁目自治会、はつが野松風台自治会丁目自治会、はつが野松風台自治会丁目自治会、はつが野松風台自治会） 

はつが野祭りは、和泉市ちょいず（あなたが選ぶ市民活動支援事業）の承認事業です。 

 

 

和泉総合高校のご協力により今回も、ミニ SL の 

運行が実現しました。 

小さなお子様から、大人まで乗ることができます。 

乗車賃は無料です。 



 

はつが野街づくり推進委員会

「ちょいず（和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業）」「ちょいず（和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業）」「ちょいず（和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業）」「ちょいず（和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業）」


