
健康升レ″対象事業
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■キンボールスポーツ  ]3:00～ 14130

青空ステージ

■ トシマッ八・シ∃―

キタキユウマン参戦 |

■武道の紹介

■リズム体操など

晨宗ブース

■消防体験コーナー ■パラスポーツ応援コーナー

■かんたん護身術体験コーナー■防災ゲームコーナー

■社協コーナー ■郵便局コーナーなど

《チャレンジひろげ》力由万峰穫晨鮭

リオ・パラリンピックで

日本チームが銀メダルを

獲得した・ボッチャ
‖
を

体験してみよう ll

50m走 ・立ち幅跳び 握力・肺活量

開眼/閉眼片足立ち

整t縞

震 ?

秋 まつ リコー ナー (有料)

射的、人形すくい、缶たおしなど

軽食の販売もあります。
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サンシヤインパーキング 30分無料サービス

※10月 9日当日限り有効

※B2パーキングフロン トにて駐車券と、このチラシを

合わせてこ提示ください。

■ラグビー
■バレーボール

スポーツ

用具
大募集!|

]0:00ヘン12:00
13:00へ ]́4i30

景iヨ:拶讐::』三首] ::ilRI'「

青空スポーツ

■スピードガン ■エアピッチ
■ミニボウリング
■みんなで遊ぼう|ワクワク |

ドキドキ |リゾキッズパーク
■未来の|ト レーナーによる
疲労回復コーナー

■キックターゲット
■ドイツ生まれのボール遊び～バルシューレ～

■グラウンド・ゴルフ  10:00～ 12:00
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主催 :と しまスポーツまつり実行委員会 共催 :豊島区 主管 :豊岳
後援 :豊島区教育委員会/桐 豊島区民社会福祉協議会
特別協力 :東京ドームグループ/(学 )三幸学園東京リゾート&スポーツ専門学校

OKnaQman PrOlect  OTosh mach Prolect



青空ステージ・プログラム

10:15～ 10:30 フクロウ戦士 トシマッノヽ
オープニングショー

10:30～ 10:45

10:45～ 11:00

11:00～ 11:15

11:15～ 11:30

11:30～ 11:45

弓道連盟

なぎなた連盟

空手道連盟

少林寺拳法連盟

劇団ムジカフォンテ

11:45～ 13:00

13:00～ 13:30

13:30～ 13:45

13:45～ 14:00

14:00～ 14:20

14:20～ 14:40

セレモニー
(東京音楽大学ミニコンサート・ゲスト紹介など)

フクロウ戦士トシマッノヽ・ショー

アーチェリー協会

リズム体操

東京リゾート&スポーツ専門学校ダンスパフォーマンス

チアダンスパフォーマンス Tumboo55

【会場】

豊島会場アクセス 区立総合体育場 &朋有小学校校庭  票 勲霰 昌東池袋4-4]-30総合体育場)

■交通

」R山手線 大塚駅南口から徒歩10分

都電荒川線 向原駅から徒歩3分

粧蕪蔚η）　姪綱白

′
〉
向原

顆
雫
 う〔;景][]モ層繁整FE議揚λttiubは固くお断りし

都電荒川線 ます。(介助犬は除く)

*ア
ルコール類の持ち込みは禁上です。

*イベン ト内容は予告なく変更する場合があります。
*駐

輪場が狭いため自転車での来場はできるだけこ遠慮くだ

さい。
*車でお越しの方はサンシャインパーキングをこ利用ください。

(有料 。本チラシ持参で害」引あり。 1台につき 1枚まで)

*本
イベン ト中に発生した事件、事故、ケガに対しましては、

本部にてケガの応急処置は施しますが、それ以外の責任は

一切負いかねます。

スポーツ用具大募集 !

開発途上国では、スポーツをしたくても用具がない人たちが

います。会場では開発途上国へ贈るスポーツ用具の回収を行

います。家で眠つている用具がありましたらこ持参ください。

この活動は、日本政府が推進するスポーツを通した国際貢献

事業「スポーツ・フォー・トウモロー」プログラムの一環とし

て行います。

募集物品 :ボール・ユニフォーム・運動靴
※新品・中古品を問いませんが、著しく劣化しているものはお預かり

できない場合があります。

※衣類は洗濯、靴は汚れを落としてこ持参ください。

《サンシャインシティ》

駐車場1800台収容
24時間営業
30分こと300円
長時間のこ利用がお得です。

協賛団体一覧 ※五十音順

(株)イ グアス

コリス (株 )

(株)サンシャインシティ

巣鴨信用金庫

東京サンシャインライオンズクラブ

協力団体一覧 ※五十音順

東京中小企業家同友会豊島支部

豊島ケーブルネットワーク (株 )

豊島区内の郵便局

(株)ビ ックカメラ

NPO法人青い空―子ども・人権りF暴力

(株)アスリー トプランニング

池袋子ども会

エコたわしで復興を応援する会

キタキュウマンプロジェクト

劇団ムジカフォンテ

(―財)健康医療産業推進機構

このはの家

(一財)少林寺拳法連盟

巣鴨警察署

トシマッ八プロジェクト

東京音楽大学 ACtt Proiect

(公社)東京都柔道整復師会 豊島支部

東京都水道局豊島営業所

豊島歩こう会

豊島区アーチエリー協会

豊島区空手道連盟

豊島区弓道連盟

豊島区キンボールスポーツ連盟

豊島区グラウンド・ゴルフ協会

豊島区歯科技工士会

豊島区青少年育成委員会連合会

豊島区体育指導委員マスターズ・クラブ

豊島区なぎなた連盟

豊島区立西巣鴨中学校

豊島区立朋有小学校

豊島区立朋有小学校PttA

豊島区ボウリング連盟

豊島区ラグビー協会

豊島区陸上競技協会

豊島区レクリエーション協会

豊島消防署

NPO法人 トラッソス

仲町会ブルース トロングス

西巣鴨中学校地域スポーツクラブ

西本 哲雄

(ミ ュンヘン五輪・男子バレーボール金メダリスト)

ニューモー ド (株 )

パラスポーツ応援プロジェクト

ヘルスグリッド (株 )

防災ボランティア灯りの会

リズム体操会

Bakery cafeあ うる

SeedA
SPW
丁umboo55 Performing Arts


