
健康升レ″対象事業

朋有小学校校庭

■スピードガン ■ミニボウリング ■リゾキッズノく―ク
■濃労箇覆コーナー■キックターゲット■実力球
■チャンバラ体験 ■ トップアスリー トが教える走り方教室

魃

リオ ノ(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 ||

50m走 ・立ち幅跳び

握力・肺活量

長屋休箭虚
開眼/閉眼片足立ち

■グラウンド・ゴルフ
■ラグビー
■バレーボール
■キンボールスポーツ

10:00-12:00
10:00へ 1́2:00
13:00-15:00
13i00^V15:00

晉肇ステー膊
■ トシマッ八・シ∃一

～鹿児島県のヒー□一

光神戦士エクス登場 |～

■武道の紹介 ■リズム体操など

農祭ブース軋
■消防体験 ■パラスポーツ応援 ■かんたん護身術体験 ■郵便局

■所英ゲーム・復興応援 ■血管年齢測定 ■スポーツ・マウスピース

■社協 ■警葉PR■防災相談 ■スポーツコンディシ∃ニングなど

秋まつリコーナー (憚
射的、缶たおしなど

軽食の販売もあります。
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サンシャインパーキング 2時間無料サービス
※]0月 8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。  :… ……』
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「OSH MA CITY

卜 I 景i[:菖讐::』三首] ::ihRI'「
【問合せ】豊島区 学習・スポーツ課 スポーツ振興グループ TEL 03‐ 4566-2764(平日のみ)

主催 :と しまスポーツまつり実行委員会 共催 :豊島区 主管 :豊島区スポーツ推進委員協議会
後援 :東京都/豊島区教育委員会潤同豊島区民社会福祉協議会/特定非営利活動法人豊島区体育協会
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

「NO IⅢ ITS C月ハ11[NG[」

東京都が主催するパラリンピック体験プログラム。

トラィァスロンの管撃会 ‖011甫 iiliζ 6再ムL[[NGE
と5人制サッカーの簡易

体験会を実施します。

【ゲストアスリート】
木村 潤平選手
(ト ライアスロン)

■ トライアスロン体験会の様子

OBRING UP,  OTosh mach Prolecl

冒鰊‐1,翠半



青空ステージ・プログラム ※天候または都合により、コーナーの内容が変更になる場合があります。

10:15～ 10:30 フクロウ戦士 トシマッ八
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～ 13:15

13:15～ 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

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

会場アクセス  豊島区立総合体育場&朋有小学校校庭  桑鮨瞑 邑東池袋4-41-30総合体育場)

《サンシャインシティ》

馬主車場 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。

ス ポ ー ツ 用 具 大 募 集 !        募集物品 :ボール・ユニフォーム・運動靴

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。
※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、当Hよ汚れを落としてこ持参ください。

協賛団体一覧 ※五十音順

■交通
」R山手線 大塚駅南□から徒歩10分

都電荒川線 向原駅から徒歩3分

※注意事項
*人

工芝のため、運動靴でお越しください。
*ペ ットを連れての来場、危険物の持ち込みは固くお断りします。

(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ご遠慮ください。
*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 。本チラシ持参で割引あり。 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。

httpsプ/tosh maku sports w xste com/mysne

としまスポーツまつりHP
当日の開催状況を確認出来ます

郵
「

局   _ ょ塚駅

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

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

ホテルグランドシティ

協力団体一覧 ※五十音順

NPO法人青い空―子ども・人権・非暴力

池袋子ども会

(株)クーパー・コーチング・ジャバン

劇団30-DEL∪ X

劇団ムジカフォンテ

このはの家

就労サポー トIKEH000N

(―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 Prolect

(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

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)

(一社)日本太極柔力球協会

ニューモー ド (株 )

パラスポーツ応援プロジェクト

防災ボランティア灯りの会

明治安田ライフプランセンター (株 )

リズム体操会

BRING∪ PI

SeedA
SPVV

丁umboo55 Performing Arts


