
 
 

2019/10/19(土) 雨天決行 

2019 ゆめまちコミュニティ祭りプログラム 
城南公園&ゆめまち 

開会式 
 時刻 団体 内容 

公園 9:00～9:20 開会式  
舞台 9:20～9:40 東城南小学校 ハンドベル 

 9:40～10:00 旭小学校 ハンドベル 
 10:00～10:20 小山城南小学校 合唱・吹奏楽 
 10:20～10:40 小山城南中学校 吹奏楽 

舞台発表 
 時間 団体 内容 

公園 10:45～11:00 ニコニコタンポポ 
オカリナ倶楽部 オカリナ 

舞台 11:03～11:18 よさこいみやび会 よさこい 
 11:22～11:32 だいすキッズ 

entertainment 
ショートフラッグ 

ダンス 
 11:35～11:45 ぽっぽくらぶ 子供リトミック 
 11:47～11:54 リコ・レフア 子供フラダンス 
 12:02～12:17 琴の音シルク 大正琴 
 12:17～12:32 休憩  
 12:32～12:47 ハープ＆ハーツ 大正琴 
 12:53～13:03 楽しいメロディー会 ハーモニカ 
 13:05～13:20 武心塾 空手 
 13:23～13:31 リズム体操 ソフトエアロビックス 
 13:33～13:48 ズンバ ダンス 
 13:50～13:59 五家英子と楽しく 

踊ろう会 よさこい 

 14:02～14:17 小山スクエアダンス スクエアダンス 
 14:20～14:30 パカラナ フラダンス 
 14:34～14:49 ナツメロ合唱サロン 

+ウクレレサロン ウクレレで合唱 

 14:49～15:00 休憩  

お楽しみコーナー (9:20～15:00) 
 内容 料金 備考 

公園 ポップコーン 20 円  
 輪投げ 50 円 賞品付き 

 スーパーボールすくい 20 円 わたあめ付 
 野点 200 円  
陶芸室 囲碁コーナー 無料  

健康コーナー (9:20～15:00) 
公園 健康増進・高齢者サポート 無料  

 

販売コーナー (9:20～15:00) 
 内容 料金 備考 

公園 焼きそば 250 円 食券販売9:20～14:30  
 おにぎりセット 350 円 (食券 500 円毎に 

 フランクフルト 100 円 福引券 1 枚進呈) 

 飲物 50～250 円 現金販売 

展示コーナー (9:20～15:00)    -スタンプラリー対象- 
 団体 内容 

ゆめまち 折り紙愛好会 折紙  
多目的 3 いきいき俳句会 俳句短冊  

 わくわく手工芸 小物手工芸品  
 輪織り倶楽部（おりりん） 輪織り麻紐バッグ  
 編み編みクラブ 編み物  
 パッチワーク パッチワーク作品  
 古布の会 古布の小物  

ゆめまち ゆめまちロクロ会 陶芸  
研修室 楽遊会（陶芸） 陶芸  

 大谷サークル 陶芸  
 モデラーズ OYAMA 模型作品  
 Atsuko.きめ com 木目込み人形  

ゆめまち 広游木版画会 木版画  
会議室 写ガールズ･フォトクラブ写友 写真  

 水彩夢サークル 水彩画  
 おやま水彩会 水彩画  

実演コーナー 
 時間 団体 内容 

ゆめまち 9:20～15:00 いわいの大地会 うどん打ち体験 
ひさし 11:00～売切れ 城南手打ちそば 手打ちそば食堂 

ゆめまち 9:20～11:00 ピアノサロン ピアノ演奏 
ロビー 11:00～11:40 木曜カラオケ  

 11:50～12:50 カナリア会 カラオケ 
 13:00～13:50 火カラオケ  

ゆめまち 
音楽室 9:20～15:00 スポーツウェルネス 

吹き矢協会 健康吹き矢体験 
 

  
福引き 公園舞台 15:00～15:30 抽選会 (応募締め切り 14:30) 

     
スタンプラリー 受付（公園） 多目的室 3（館 1F） 研修室（館 1F） 会議室（館 2F） 

右の 4 か所でスタンプを

集めると粗品を差し上げ

ます。(先着 400 名様) 
粗品交換は公園内受付で 

    

    
 

裏面に配置図があります 

展示をご覧になって退出時にスタンプを押します 
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ゆめまちコミュニティ祭り配置図 
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