
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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。）     

※ ゴミは各自でお持ち帰り下さい。 

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。             

         

9:309:309:309:30 開会式開会式開会式開会式    各自治会各自治会各自治会各自治会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    『チアダンス『チアダンス『チアダンス『チアダンス』』』』        チアダンスチームチアダンスチームチアダンスチームチアダンスチーム    GENIESGENIESGENIESGENIES    11110000 名名名名        5555 曲曲曲曲    

10:0110:0110:0110:01    『『『『フープ・フラグ演技とフープ・フラグ演技とフープ・フラグ演技とフープ・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    66663333 名名名名    

10:3110:3110:3110:31    『『『『太鼓演技太鼓演技太鼓演技太鼓演技』』』』    「打楽「打楽「打楽「打楽（だらく）（だらく）（だらく）（だらく）」」」」    「祭音」「祭音」「祭音」「祭音」    「襷（たすき）」「襷（たすき）」「襷（たすき）」「襷（たすき）」    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（こせいせん）（こせいせん）（こせいせん）（こせいせん）    17171717 名名名名    

10:5410:5410:5410:54    『『『『鳴子おどり鳴子おどり鳴子おどり鳴子おどり』』』』    おどるポンポコリンおどるポンポコリンおどるポンポコリンおどるポンポコリン    青い山脈青い山脈青い山脈青い山脈    MMMM    KKKK    スマイルスマイルスマイルスマイル        9999 名名名名    

11:0511:0511:0511:05    『ちびっこかけっこ』『ちびっこかけっこ』『ちびっこかけっこ』『ちびっこかけっこ』    午前の部午前の部午前の部午前の部    １才～５才のお子様１才～５才のお子様１才～５才のお子様１才～５才のお子様        多数多数多数多数    

11111:261:261:261:26    『チンドンショー』『チンドンショー』『チンドンショー』『チンドンショー』    ポズック楽団ポズック楽団ポズック楽団ポズック楽団    10101010 名名名名    

11111111:42:42:42:42    『ダンスフィットネス』『ダンスフィットネス』『ダンスフィットネス』『ダンスフィットネス』    ダンスカンパニーダンスカンパニーダンスカンパニーダンスカンパニー    ジャザサイズジャザサイズジャザサイズジャザサイズ    11118888 名名名名    

12:0412:0412:0412:04    『ブラスバンド演奏』『ブラスバンド演奏』『ブラスバンド演奏』『ブラスバンド演奏』    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    64646464 名名名名    

12:2612:2612:2612:26    『『『『クイズ大会クイズ大会クイズ大会クイズ大会    ○○○○XXXX で勝ち抜くぞ！で勝ち抜くぞ！で勝ち抜くぞ！で勝ち抜くぞ！』』』』    対象は対象は対象は対象は    小学小学小学小学 1111 年～年～年～年～6666 年生年生年生年生    

11112222::::57575757    『『『『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    50505050 名名名名    

13:2413:2413:2413:24    『銭太鼓（ぜにだいこ）『銭太鼓（ぜにだいこ）『銭太鼓（ぜにだいこ）『銭太鼓（ぜにだいこ）    音女太鼓ん（おとめだいこん）音女太鼓ん（おとめだいこん）音女太鼓ん（おとめだいこん）音女太鼓ん（おとめだいこん）    7777 名名名名    

13:4113:4113:4113:41    『ちびっこかけっこ』『ちびっこかけっこ』『ちびっこかけっこ』『ちびっこかけっこ』    午後の部午後の部午後の部午後の部    １才～５才のお子様１才～５才のお子様１才～５才のお子様１才～５才のお子様        多数多数多数多数    

11114444:03:03:03:03    『委員『委員『委員『委員長挨拶』長挨拶』長挨拶』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    

11114444:07:07:07:07    『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 66660000 本（対象は自治会員のみとなります）本（対象は自治会員のみとなります）本（対象は自治会員のみとなります）本（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     グラウンドのゴミを拾ってくださいグラウンドのゴミを拾ってくださいグラウンドのゴミを拾ってくださいグラウンドのゴミを拾ってください    

                                         

ちびっこかけっこちびっこかけっこちびっこかけっこちびっこかけっこ    

対象： １才～５才   

参加費無料 

1・２ブロックのブースで 

お申し込みください。 

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。 

１・２ブロックのブースは、入り口の受付のそばにあります。  

参加券を受け取ってください。人数制限なし 先着各 170 名に参加賞あり  

午前の部は、9 時 30 分から 10 時 30 分までに申し込み、 

午後の部は 12 時 30 分から 13 時までに申し込みしてください。  

                                                                                                                    

作文・作品募集作文・作品募集作文・作品募集作文・作品募集                テーマテーマテーマテーマ    「「「「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チラシチラシチラシチラシをご参照ください。をご参照ください。をご参照ください。をご参照ください。        

                                                        ご提出いただいた方には、無料ゲームブースご提出いただいた方には、無料ゲームブースご提出いただいた方には、無料ゲームブースご提出いただいた方には、無料ゲームブース 50505050 円券円券円券円券 2222 枚をお渡しさせていただきます。枚をお渡しさせていただきます。枚をお渡しさせていただきます。枚をお渡しさせていただきます。    

 

 

 

 

 

運営・出店ブース     

ミニミニミニミニ SLSLSLSL                                                            

    

    

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。   

旬の肴 安 『焼きそば』300 円 『からあげ』300 円 『フライドポテト』100 円 『ドリンク』100 円 

ぷるぷる 『クレープ』250～300 円 『ジュース』100～350 円 

ぢどり亭 『ジャンボ棒つくね串』200 円 『鶏のからあげ』300 円 『フランクフルト』200 円 

『さつまいもスティック』 

ベリーズ・カフェ 『クレープ』320 円～470 円 『ワッフル』300 円 

Igusa （いぐさ） 『パスタ入りミネストローネ』300 円 『ティラミス』300 円 『サンドイッチ』300 円 

プラリンチュ 『シュークリーム』180 円 『プリン』230 円 『パウンドケーキ』200 円 『パフェ』400 円 

風林堂 『ベビーカステラ』 12 コ 300 円 20 コ 500 円 40 コ 1000 円 

餡（あん）焚き屋中井 『雷ドーナツ』 100 円 『どらやき』 100 円 『どうぶつまんじゅう』 300 円 

シュハリ 『ホットドッグセット』500 円 『ポテト』100 円 『スープ』200 円 『おしるこ』200 円ドリンク 100 円 

らくゆう亭 『カップヌードル』 150 円  

青はつカフェ 青葉はつが野小学校 PTA 『ホットドリンク』 

 

 

    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、100100100100 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 午前の部と午後の部の 2 回走ります 

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

６ブロック 『アメちゃんすくい』 50505050 円円円円 ゲーム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 『ピラミッドボール』 50505050 円円円円 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 『スーパーボールすくい』 50505050 円円円円 スーパーボールをポイですくう。はずれなし 

はつが野子ども会  『スーパーボールで重さ当て』 50505050 円円円円 めざせ ぴったり 100g 重さによって景品あり 

らくゆう会（ヒューマンネット） 『わりばしてっぽう』 101010100000 円円円円 わりばしてっぽう作り。的当ても楽しめるよ！  

らくゆう会（吹き矢サークル） 『吹き矢』 101010100000 円円円円 吹き矢で的（まと）を当て。点数により景品あり 

らくゆう会（囲碁将棋部） 『対戦ゲーム』 無料 『将棋・五目ならべ・オセロ』 大人と勝負だ！ 

はつが野 3 丁目子ども会 『ぷよぷよボールすくい』 50505050 円円円円 水でふくらむふしぎなボールすくいです。 

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

はつが野松風台自治会 『ホールインワンゲーム』 無料 ホールインワンが出たら、景品がもらえます 

はつが野松風台子ども会 『たこせん』 50505050 円円円円 おいしい『たこせん』を食べてみてね。 

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 

青葉はつが野小学校 PTA 『キャップ積み』 50505050 円円円円    ペットボトルのキャップを高く積むと景品あり 

日日日日    時時時時        平成平成平成平成 29292929 年年年年 10101010 月月月月 29292929 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。 



 

 


