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【オープニングイベント】 １3日１０時～美浜中学校吹奏楽部

日にち 時 間 内 容 場 所 備 考

（受付10:10～）
10:30～ グランドゴルフ大会 大人の部 美浜公園 雨天の場合は14日に順延

10:00～1２:00 ダーツ体験会（浦安市ダーツ協会） 玄関前広場 ダーツしましよう

10:30～12:00
パトカーと白バイに乗ってみよう！
警察官の制服（子供用）を着て変身！！

駐車場
事件等が発生した場合は中止になりますので、
ご了承ください。

10:30～11:10
紙芝居ショー （マジック・大型絵本・歌
・手遊び・エプロンシアター）

２階保育室 参加賞もあるよ！

11:00～12:00 子どもゲーム大会 ・ストラックアウト 無料であそべるよ！

11:00～12:00
巨大コリントゲーム
（ボールを転がして高得点をねらおう！）

１回５０円 景品なくなり次第終了

11:00～14:00 ベーゴマひろば（浦安ベーゴマクラブ） ベーゴマは、かしてもらえるよ！

12:00～14:00 オリジナルデザインカード作り １階ラウンジ シールをはって作ろう！

10:30～12:00
パトカーと白バイに乗ってみよう！
警察官の制服（子供用）を着て変身！！

駐車場
事件等が発生した場合は中止になりますので、
ご了承ください。

11:00～12:00 子どもゲーム大会 ・ストラックアウト 無料であそべるよ！

11:00～12:00
巨大コリントゲーム
（ボールを転がして高得点をねらおう！）

１回５０円 景品なくなり次第終了

11:00～14:00 ベーゴマひろば（浦安ベーゴマクラブ） ベーゴマは、かしてもらえるよ！

11:10～12:10 読み聞かせ 図書室 １1時10分までに図書室内にお集まり下さい。

1２:00～14:００ オリジナルデザインカード作り １階ラウンジ シールをはって作ろう！

日にち 時 間 販 売 者

11:00～13:00 文化祭実行委員会 おにぎり・お弁当・パン・だんご・ジュースの販売

1１:00～13:00 ワーク・デ・あいらんど クッキー・シフォンケーキの販売 100円～

11:00～14:00 じぃじぃクッキング ホットドック １0０～150食 150円～

1１:00～1５:0０ 峠茶屋 喫茶コーナー １席 300円（お菓子なくなり次第終了）

1１:00～14:00 浦安市障碍者福祉センター クッキー・ろうそく・紙すき製品・手織り製品の販売

11:00～13:00 文化祭実行委員会

11:０0～1５:00 美浜そば打ち会

11:00～15:00 ふれあいレストラン「すてんぱれ」
あさりご飯 300円・フランクフルト 150円・マドレーヌ・
駄菓子・ラムネ・コーヒーなどの販売

14日
（日）

１3日
（土）

14日
（日）

内 容

１3日
（土）

おにぎり・お弁当・パン・だんご・ジュースの販売

手打ち十割そば8０食 500円

玄関前広場

玄関前広場



１Ｆ

ホール・ 美浜七宝の会（七宝焼作品の展示）

ラウンジ あざみの会（絵手紙の作品展示）

パッチワークサークル針と糸（パッチワークキルトの作品展示）

グレースアートパンフラワー（樹脂粘土で作る造花展示）

ﾌｧｲﾊﾞｰﾘｻｲｸﾙうらやす（活動紹介、リサイクル手作り品の展示・販売）

浦安ビデオクラブ（ビデオ上映）

全日本写真連盟浦安支部（写真の展示）

消費生活センター（展示・啓発事業）

ティスル・スコティッシュカントリーダンス

（13日（土）10:０0～1３:０0 日用雑貨リサイクル品販売）

美浜中学校（特別支援学級生徒作品展示）

図 書 館 美浜分館（14日（日）えほんの読み聞かせ10:30～11:00）

２Ｆ

大集会室
13日（土）

時 間 団体名 内 容

11:30 - 12:00 新浦安マジックサークル マジックショー

12:20 - 12:50 アカデミア民謡会 民謡の合唱・踊り

13:50 - 14:20 ギターアンサンブルひびき クラシックギターによる合奏

18:00 - 20:00
ベイダンス美浜・美浜ダンス・プロム
ナードダンス（合同）

ダンスパーティー

14日（日）

時 間 団体名 内 容

10:00 - 10:30 美浜太極拳サークル 太極拳の演武

10:35 - 11:05 どんぐり 幼児の歌と合奏

11:10 - 11:40 スクエアダンスサークル グリート スクエアダンス（見学者参加あり）

11:45 - 12:15 フルートアンサンブル ホイッスル フルートの演奏

12:20 - 12:50 カントリーダンス ステッピーインウラヤス
カントリーミュージックで踊るダン
ス

12:55 - 13:25 ナホク・ピリ・アロハ・美浜 フラダンスの発表

13:41～14:00 浦安混声合唱団

14:01～14:20 女声コーラスう・らら

14:21～14:40 女声コーラス 秋桜草

14:41～15:00 合唱団洋

15:01～15:20 クール・ヴァンテアン

15:21～15:40 合唱団ＬＩＣＨＴ

13:30 - 15:55 合唱



第1会議室 木彫りサークル「こすもす」（木彫作品の展示）

花こよみ（生花アレンジとプリザーブドフラワーアレンジ

作品展示・プチアレンジ体験）

美浜書道クラブ（書道作品の展示と子ども達に実技指導）

第2会議室 彩華（日本画の展示）

カレッジ川柳会（川柳の作品展示）

あけぼの俳句会（俳句作品の展示）

第3会議室 峰絢会（書の掛軸・額等の展示）

光葉会（水墨画及び色紙作品の展示）

絵画教室パレット（絵画展示）

保育室 すみれ会（13日（土）10:30～11:10 紙芝居ショー）

浦安将棋同好会（14日（日）11:00～16:00）

「縁台将棋大会」飛び入り歓迎。お子さま・ご婦人大歓迎）

ホール 美浜北認定こども園（児童の作品展示）

美浜北小学校（作品展示）

和 室 峠茶屋（13日（土）1１:00～15:00 喫茶コーナー）

浦安市三曲協会・茶道教室風花（14日（日）11:00～14:00)

３F
音 楽 室 13日(土) コーラ ヴォーチェ（合唱）

ＭＭＣ☆（歌と合奏）

ホ ー ル

工芸工作室 休憩コーナー（食事もできます）

14日（日）

アスペクト・リコーダーアンサンブル
（リコーダー合奏）

フルートハーモニー ミューズ
（フルート演奏）

11:45-12:15

11:00-11:30

10:00-10:30

10:35-11:05


