


ふれあいスポーツフェア２０１5　10月11日（日）午前8時30分～　かすみがうら市体育協会

野外ステージ　10月11日（日）午前9時00分～　あじさい館ロータリー 

内　容 出演時間 団体名
母校の校歌を
みんなでウターベ！ 　9：00〜10：00 各地区公民館

（下大津・美並・牛渡・佐賀・安飾・志士庫・宍倉小）

各中学校吹奏楽部合同演奏 10：00〜10：30 霞ヶ浦中・下稲吉中・千代田中

よさこいソーラン 10：30〜11：00 よさこい飛翔，MJC YOSAKOI CLUB，
KSCなかよしスポーツクラブ

ジュニア和太鼓 11：00〜11：20 青少年心身健全育成事業

仮装パレード 11：20〜11：50 子育てひろばわくわくハロウィーン

踊り 11：50〜12：00 江戸芸かっぽれ（公民館講座受講生）

和太鼓演奏 12：00〜12：40 あゆみ太鼓・ちよだ太鼓共演

伝統芸能 12：40〜13：30 㐂衆會（逆西7区）・太子囃子獅子舞保存会

キッズダンス

13：30〜13：40 Hydrangea Kids（公民館講座受講生）

13：40〜14：10 Mari Jazzdance Company

14：10〜14：20 GRANDSOUL 選抜チーム

14：20〜14：30 MICRION★

DANCE　パフォーマンス 14：30〜14：55 WASABEATS CREW

みんなで踊ろう！
かすみがうらマラソン 
大会応援ソング＆ダンス

14：55〜16：00
初披露の！かすみがうらマラソン応援ソング 

（歌：オニツカサリー）と応援ダンス（振付：
MJC）みんなで踊ろう！その様子を You 
Tube にアップします。ご参加下さい！

あじさい館コミュニティ広場のステージ
内　容 出演時間

各地区公民館交流事業 
「合同歩く会」（開会＆健康ウォーキング講座） 10:00〜10:30

演武発表
（太極拳・居合・少林寺拳法・合気道・空手） 10:40〜12:40

産総研　マイクロモビリティ体験
（近未来乗り物） 13:30〜15:00

場　所 種　目

あじさい館
コミュニティ広場

グラウンドゴルフ／スナッグゴルフ／
かけっこ／キックターゲット／スト
ラックアウト／ゲートボール／スポー
ツ吹き矢／キャッチボール／むかし遊
び／ターゲットバードゴルフ／他

体育センター インディアカ／ソフトバレー／ユニカール
／卓球／バドミントン／スポレックテニス

多目的運動広場 弓道／硬式テニス／他
わかぐり運動広場 ソフトボール教室

11日（日）は、ふれあいスポーツフェアも同時開催!!
いろいろなスポーツが体験できますので、こちらもぜひお立ち寄りください。
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美並小学校

体育
センター多目的

運動広場

霞ヶ浦
保健センター

あじさい館

◆開会式　10月11日（日）午前8時30分〜　出演：霞ヶ浦中学校吹奏楽部

いきいき茨城ゆめ国体
マスコットキャラクター

いばラッキー

茨城県教育委員会
マスコットキャラクター

ふれあちゃんも参加

産総研　マイクロモビリティ
（近未来乗り物）

「伝統芸能の獅子舞
 に触れてみよう！」
古くから獅子に噛まれると病
気にならない健康になると言
われています。
あじさい館で獅子に触れたり
頭を噛んで貰いましょう！

＆

■：会場



作品展示 10月10日（土）～10月12日（月）
※10月10日は午前９時～午後４時　11日は午前8時30分～午後4時　12日は午前９時～午後３時30分

体験・販売・啓発　10月11日（日）午前９時～午後４時

ステージ発表　10月11日（日）午前９時～　視聴覚室

団体名 展示内容 展示場所
切り絵同好会 切り絵 研修室1

郷土資料館 東京オリンピック， 
つくば万博資料 展示ケース

押し花友の会 押し花 研修室2彩友会 水彩画
市立各小中学校 絵画展示 研修室2前廊下
キルティングBee パッチワーク 講座室1・2
出島写真クラブ 写真 東側廊下フォト霞ヶ浦 写真
紫陽花俳句会 俳句

会議室3・4・5千代田俳句同好会 俳句
霞ヶ浦周辺の古文書を読む会 古文書の解読・解説
獅子頭彫刻同好会 獅子頭

団体名 展示内容 展示場所
かすみがうら市よもぎ会 ポスター 会議室3・4・5
押し花同好会 押し花 会議室3・4・5前廊下
湖墨会 水墨画 会議室1・2前廊下
千代田水墨画同好会 水墨画

会議室1・2

池坊同好会 生花
書道友の会 書道
霞ヶ浦盆栽クラブ 盆栽展示
雪入BIRDERS倶楽部 野鳥写真の展示
千代田やきもの同好会 陶芸
土釉会 陶芸
陶芸クラブ 陶芸
生涯学習課 生涯学習課活動事業展示 講座室1・2

体験教室
団体名 内　容 体験料 場　所

切り絵同好会 切り絵

無料

研修室1
市民学芸員 簡易帆引き船・勾玉作り等

ホール

ウィークエンドコミュニ
ティ事業ロボット教室

サッカーロボット
体験操縦

手しごと「まなびびと」 風車、お手玉作り
池坊同好会 生花
箏の音会 箏体験
かすみがうら市
更生保護女性の会

革細工小物作り
（先着20名） ロータリー

キルティングBee 小物作り 講座室1・2
きもの同好会 礼法 茶室
かすみがうら市よもぎ会 米のとぎ汁発酵体験

玄関前雪入山友の会 竹とんぼ、
コースター作り

クロワッサン クッキー作り 100円 調理室

啓　　発
団体名 内　容 場　所

共同募金会
かすみがうら市支会 プラバン作成 ホール

かすみがうら市
更生保護女性の会 社会を明るくする運動

ロータリー

かすみがうら市
地域女性団体連絡会 複十字シール運動（結核予防）

かすみがうら市
消費者友の会 悪質商法に関する啓発

かすみがうら市
青少年相談員連絡協議会 ポップコーン無料配布

販　　売
団体名 内　容 販売額 場　所

岩坪サロン ビニール袋入れ、
タオルカバー等 150円〜

玄関前
かすみがうら市
よもぎ会 EM石鹸、ボカシ等 150円〜

千代田やきもの同好会 陶芸品 200円〜
土釉会 陶芸品 100円〜
陶芸クラブ 陶芸品 100円〜
箏の音会 CD 3000円 ホール手しごと「まなびびと」 布製品の販売 100円〜
キルティングBee 布小物 1000円〜 講座室1・2
クロワッサン クッキー、パン 120円〜

会 議 室1・2
前駐車場

かすみがうら市
子ども会育成連合会

チョコバナナ、
かき氷 100円〜

はすの実工房 ハスまん、レンコン
マリネ・梅肉和え 200円〜

霞ヶ浦のつばさ4期 カレー 300円
かすみがうら市農業
後継者連絡協議会 農産物、やきそば 300円

魚野川 ピザフリッター 400円〜

西側駐車場

かすみがうら
カンパニー 肉まきおにぎり 400円

かすみがうら
ライオンズクラブ

フライドポテト、
フランクフルト 200円

霞ヶ浦漁業協同組合 しらす丼 500円

団体名 内　容 場　所

図書館
「石のスープの会」による読み聞かせ
12：00〜14：00

図書館
こどものひろば

不要図書の無料配布（おひとり10冊まで） 図書館入口付近

出演団体 出演時間
箏の音会 9：00〜 9：30
きもの同好会 9：30〜10：00
コーラスあじさい 10：00〜10：30
私の戦争体験（語りべ） 10：30〜11：00
コカリナ・サークル　樹の音 11：00〜11：30
かすみがうらハーモニカクラブ 11：30〜12：00

出演団体 出演時間
カナニマウロア　フラスタジオ 12：00〜12：30
3B体操同好会 12：30〜13：00
フォルクローレ同好会 13：00〜13：30
かすみがうらフォークダンス 13：30〜14：00
Tu　Music 14：00〜14：30
なかよしスポーツクラブ 14：30〜15：00



ふれあいスポーツフェア（コミュニティ広場）
グラウンドゴルフ／スナッグゴルフ／かけっ
こ／キックターゲット／ストラックアウト／
ゲートボール／スポーツ吹き矢／キャッチ
ボール／むかし遊び／ターゲットバードゴル
フ／他

コミュニティ広場のステージ
各地区公民館交流事業 

「合同歩く会」（開会＆健
康ウォーキング講座）

10:00〜10:30

演武発表 

（ 太極拳・居合・少林寺 ）   拳法・合気道・空手
10:40〜12:40

産総研　
マイクロモビリティ体験

（近未来乗り物）
13:30〜15:00

作品展示
1 切り絵同好会
2 郷土資料館
3 押し花友の会
4 彩友会
5 市立各小中学校
6 キルティングBee
7 出島写真クラブ
8 フォト霞ヶ浦
9 紫陽花俳句会
10 千代田俳句同好会

11 霞ヶ浦周辺の古文書を
読む会

12 獅子頭彫刻同好会
13 かすみがうら市よもぎ会
14 押し花同好会
15 湖墨会
16 千代田水墨画同好会
17 池坊同好会
18 書道友の会
19 霞ヶ浦盆栽クラブ
20 雪入BIRDERS倶楽部
21 千代田やきもの同好会
22 土釉会
23 陶芸クラブ
24 生涯学習課

啓　発

1 共同募金会
かすみがうら市支会

2 かすみがうら市
更生保護女性の会

3 かすみがうら市
地域女性団体連絡会

4 かすみがうら市
消費者友の会

5 かすみがうら市
青少年相談員連絡協議会

販　売
1 岩坪サロン

2 かすみがうら市
よもぎ会

3 千代田やきもの
同好会

4 土釉会
5 陶芸クラブ
6 箏の音会
7 手しごと「まなびびと」
8 キルティングBee
9 クロワッサン

10 かすみがうら市
子ども会育成連合会

11 はすの実工房
12 霞ヶ浦のつばさ4期

13 かすみがうら市農業後継者
連絡協議会

14 魚野川

15 かすみがうら
カンパニー

16 かすみがうら
ライオンズクラブ

17 霞ヶ浦漁業協同組合

ステージ発表
箏の音会 09：00〜09：30
きもの同好会 09：30〜10：00
コーラスあじさい 10：00〜10：30
私の戦争体験（語りべ） 10：30〜11：00
コカリナ・サークル　樹
の音 11：00〜11：30

かすみがうらハーモニ
カクラブ 11：30〜12：00

カナニマウロア
フラスタジオ 12：00〜12：30

3B体操同好会 12：30〜13：00
フォルクローレ同好会 13：00〜13：30
かすみがうらフォーク
ダンス 13：30〜14：00

Tu　Music 14：00〜14：30
なかよしスポーツクラブ 14：30〜15：00

体験教室
1 切り絵同好会
2 市民学芸員

3 ウィークエンドコミュニ
ティ事業ロボット教室

4 手しごと「まなびびと」
5 池坊同好会
6 箏の音会

7 かすみがうら市
更生保護女性の会

8 キルティングBee
9 きもの同好会

10 かすみがうら市 
よもぎ会

11 雪入山友の会
12 クロワッサン

野外ステージ
母校の校歌を
みんなでウターベ！

各地区公民館
（下大津・美並・牛渡・佐賀・安飾・志士庫・宍倉小）

各中学校吹奏楽部
合同演奏 霞ヶ浦中・下稲吉中・千代田中

よさこいソーラン よさこい飛翔，MJC YOSAKOI CLUB，
KSCなかよしスポーツクラブ

ジュニア和太鼓 青少年心身健全育成事業
仮装パレード 子育てひろばわくわくハロウィーン
踊り 江戸芸かっぽれ（公民館講座受講生）
和太鼓演奏 あゆみ太鼓・ちよだ太鼓共演
伝統芸能 㐂衆會（逆西7区）・太子囃子獅子舞保存会

キッズダンス

Hydrangea Kids（公民館講座受講生）
Mari Jazzdance Company
GRANDSOUL 選抜チーム
MICRION★

DANCE　
パフォーマンス WASABEATS CREW

みんなで踊ろう！
かすみがうらマラソン 
大会応援ソング＆
ダンス

初披露の！かすみがうらマラソン応援ソン
グ（歌：オニツカサリー）と応援ダンス（振付：
MJC）みんなで踊ろう！その様子を You 
Tube にアップします。ご参加下さい！




