
　大人から子どもまで楽しめる催しがいっぱい。身近
な会場で気軽に参加できます。
　内容や会場など詳しくは、担当の区民活動センター
広報紙をご覧になるか、各担当へ問い合わせを。
☆いずれの会場も駐車場はありません

中野福祉作業所まつり

障害者福祉会館
☎（３３８９）２１７１　FAX（３３８９）２１７５
　ハロウィーンパーティー、ゲーム、模擬店、不用
品活用市（バザー）など。
日　時  １０月１９日（土）午前１０時～午後２時半
会　場  障害者福祉会館（沼袋２ー４０ー１８）
　　　  丸山塚公園（沼袋２ー４０）
☆丸山塚まつり（障害者福祉会館まつりと沼袋地
区まつりの総称）の一部として開催

かみさぎこぶし園

☎（５２４１）８１２１　FAX（５２４１）８１２３
　自主生産品販売、模擬店、作業体験、バザー、
ゲーム、アトラクションなど。
日　時  １０月２７日（日）午前１０時～午後２時
会　場  かみさぎこぶし園（上鷺宮１ー２１ー３０）

中野福祉作業所

☎（３３８９）０４２１　FAX（３３８９）０４２２
　カードケースやストラップなどの自主製品の販
売や施設紹介、１９日は模擬店、花笠踊りも。
日　時  １０月１９日（土）・２０日（日）
　　　  両日とも午前１０時～午後４時
会　場  野方区民活動センター（野方５ー３ー１）
☆野方地区まつりとあわせて開催

こぶしフェスティバル２０１３

障害者福祉会館まつり

地区まつり ☆地図上の南側からの一覧

区民活動センター
☆１～１５は表に対応
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各地区のおまつり  でも楽しもう

桃園地区まつり運動会
パン食い競争

新井地区まつり作品展
絵手紙

担当区民活動センター・
問い合わせ先 日　程 主　な　内　容 会　場

1
南中野
☎（３３８２）１４５６
FAX（３３８２）１４６８

１０月１日（火） 南部演芸発表会 多田小学校

１０月５日（土）・６日（日） 作品展、コンサートなど 南中野区民活動センターなど

１０月１３日（日） 運動会 多田小学校

2
弥生
☎（３３７２）４０００
FAX（３３７２）４０１０

１０月１９日（土） 作品展（両日）、邦楽演奏会 弥生区民活動センター

１０月２０日（日） 模擬店、演芸大会、子どもの広場、
福祉バザーなど 向台小学校

3
東部
☎（３３６３）０７５１
FAX（３３６３）０７５４

１０月５日（土）・６日（日） 作品展、模擬店、バザー、ステージ
など

東部区民活動センター、
宮園高齢者会館

１０月２７日（日） 運動会 第十中学校

4
鍋横
☎（３３８３）２７３１
FAX（３３８３）２７３６

１０月１２日（土） 音楽と舞踏のつどい、
ダンスパーティー 鍋横区民活動センター

１０月１９日（土） グラウンドゴルフ大会　☆雨天順延 本町五丁目公園予定地

１０月２５日（金）～２７日（日） 作品展 鍋横区民活動センター

5
桃園
☎（３３８２）５１５１
FAX（３３８２）５１５８

１０月２７日（日） 運動会 桃花小学校　☆雨天の場合は体育館

１１月１日（金）～４日（月・振替休日）美術作品展 桃園区民活動センター

6
昭和
☎（３３６８）８１８１
FAX（３３６８）８２５６

１０月１８日（金）～２０日（日） 作品展 昭和区民活動センター

１０月２０日（日） 屋外ステージ、模擬店、
子どもぼろ市など

桃園第二小学校
☆雨天の場合は体育館

7
東中野
☎（３３６４）６６７７
FAX（３３６４）６６７６

１０月１９日（土）・２０日（日） 作品展、お茶席など
東中野小学校跡施設 

１０月２０日（日） 模擬店、ミニ福祉売店、ミニバザー
など

8
上高田
☎（３３８９）１３１１
FAX（３３８９）１３１５

１１月２日（土）・３日（日・祝） 作品展、芸能フェステ（２日のみ） 上高田区民活動センター

１１月３日（日・祝） 子どもまつり 上高田二丁目公園

9
新井
☎（３３８９）１４１１
FAX（３３８９）１４１７

１０月１９日（土） ダンスパーティー
新井区民活動センター

１０月２６日（土）・２７日（日） 作品展、音楽祭など

10
江古田
☎（３９５４）６８１１
FAX（３９５４）６９６５

１０月５日（土）・６日（日） 江古田獅子舞 江古田氷川神社など

１０月２５日（金） ゲートボール大会、ダンスパーティー 江原公園、江古田区民活動センター

１０月２６日（土） こどもまつり、作品展（～２７日）など
江古田区民活動センター

１０月２７日（日） 芸能祭、模擬店、コーヒーショップ、
お茶会など

11
沼袋
☎（３３８９）４５７１
FAX（３３８９）４６３６

１０月１９日（土）～２７日（日）
（日によって内容が異なります）

丸山塚まつり（子どもワイワイ広場、
作品展、芸能まつりなど） 沼袋区民活動センター・丸山塚公園

12
野方
☎（３３３０）４１２１
FAX（３３３０）４３８７

１０月１８日（金）～２０日（日） 作品展 野方区民活動センター

１０月１９日（土） ダンス、花笠踊り、子ども広場など 野方区民活動センター前広場、
各商店街練り歩き、野方図書館

１０月２０日（日） 日本舞踊、ダンス、バザー、
東北支援物産展など

野方区民活動センター、
野方区民ホール

13
大和
☎（３３３９）６１４１
FAX（３３３９）６２５７

１０月１３日（日）・１４日（月・祝） ダンスパーティー（１３日）、
ソフトボール大会（１４日）

大和区民活動センター、
第四中学校

１０月２０日（日） 運動会 大和小学校　☆雨天の場合は体育館

１０月２６日（土）・２７日（日） 作品展、バザー、お茶席、ステージ、
輪投げなど 大和区民活動センター

１１月４日（月・振替休日） 音楽祭 野方区民ホール

14
鷺宮
☎（３３３０）４１１１
FAX（３３３０）４１１８

１０月２７日（日） 運動会、模擬店 若宮小学校

１１月２日（土）・３日（日・祝） 作品展、おまつり広場、模擬店 鷺宮区民活動センターなど

15
上鷺宮
☎（３９７０）９１３１
FAX（３９７０）９１５０

１０月２６日（土）・２７日（日）

模擬店、作品展、武蔵台小学校吹奏
楽団の演奏、上鷺宮小学校ダンス、
かみさぎ児童館Ｅ

イ ー グ ル

ＡＧＬＥのジャズダン
ス、鷺宮囃

ば や し

子など

上鷺宮区民活動センター
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