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◇市報は５日・２０日（１月と１０月は１日・２０日）に発行します。新聞折り込みのほか、市の施設、市内の各駅・郵便局・ＪＡなどで配布し、
小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ。 平成28（2016）. 10 . 1

みんなでごみをヘラスンジャー▷１０月は３R推進月間です。３Rとはごみの発生抑制（Reduce）、再利
用（Reuse）、再生利用（Recycle）のことで、頭文字のRを取っています。また１０月１６日（日）は世
界食糧デーです。食べ物は無駄なく食べ、捨てないようにしましょう。

…だれでもトイレ
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子どもみこし　午前10時出発

ダンスパレード　午前10時30分出発

パレード　午前11時50分出発

大人みこし　午後1時出発
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催しものコーナー（長崎ちゃんぽん駐車場）
催しものコーナー（消防団第３分団詰所前）

催しものコーナー（東京ウエスト動物病院）

催しものコーナー（サークルK駐車場）

ちびっ子広場（あかしあ公園）

仲町第2公園

姉妹都市
小平町コーナー

催しものコーナー（㈱かじわら駐車場・リサイ  クルセンター・倉庫前広場）

野菜の直売
（観光農業協会）

舞台舞台
農産物の直売、
弁当販売（JA）

お びらちょう

W★Peace（ダブルダッチ）

（本部前）
午前11時45分、午後0時50分

催しものコーナー（あかしあ歯科駐車場）

催しものコーナー（安楽亭駐車場）

たましんコーナー

小平町町制施行50周年を記念して、
小平町物産品を購入された先着500
人に、北海道小平町産米(1kg）の引
換券を配付します。
問合せ　文化スポーツ課
　　　　☎042（346）9501

JA東京むさし
小平ファーマーズ・
　　　　　 マーケット

なかまちテラス

●まちかど健康チェック
西都保健生協

●自衛隊コーナー

●野だて 茶道華道友の会
●手作り品即売・模擬店
シルバー人材センター
●全労済コーナー
　(健康介護相談、全労災ショップの紹介）
●献血コーナー、骨髄バンクドナー登録、
　模擬店 東京小平ライオンズクラブ
●上下水道工事店会コーナー（ヨーヨー、くじ）
●球根の無料配布（正午･午後1時･2時から路上にて）
緑と花いっぱい運動の会
●薬事相談、血圧、酸素飽和度、体組成測定
薬剤師会

●アニメ映画上映会
午前１１時～午後２時

（親と子のよい映画をみる会）
※お子さんに粗品あり。

●アマチュア無線の展示、イライラ棒
アマチュア無線クラブ
●手話による紙芝居
手話サークル
●バルーンアート
青少年委員会
●ビーズアクセサリー作り、絵本
クメール語の絵本を贈る会
●電気工事工業組合小平支部コーナー
●丸ポストコーナー
　(コダレンジャー出動）

●震災復興支援物販ブース（小平市県人会連合会）
●社協・社明運・民生委員コーナー
●ルネこだいらコーナー

●舞台演芸
　コーナー
●ふるさと市
　コーナー
●県人会コーナー
●商工会コーナー

●食品衛生協会コーナー

●洋菓子組合コーナー
小平の夢ちゃん、菓夢果夢、
チョコバナナ

か む か む
●和菓子組合コーナー
こげらまんじゅう、
焼だんご

●消防署コーナー　　　●警察署コーナー
●和菓子コーナー こげらまんじゅう、焼きだんご
●ごみ減量・リサイクル推進コーナー
　 食物資源堆肥の無料配布

●歯科健康相談コーナー
歯科医師会

●チャリティーバザー
国際ソロプチミスト

●電気工事工業組合コーナー
●身近な法律無料相談
　(相続、遺言、家庭問題ほか）
行政書士会

●社労士クイズ、
　労務・年金相談コーナー
社会保険労務士会

●スーパーボールすくい
●洋菓子コーナー
小平の夢ちゃん、菓夢果夢、チョコバナナ

●血管年齢測定  臨床検査技師会
●行政相談コーナー 行政相談委員協議会

か む か む

学園東町
地域センター

●営業時間 午前9時～午後5時
●オープニングイベント
　10月15日（土）・16日（日）
　小平産農産物の販売、模擬店
　姉妹都市北海道小平町の紹介ほか

授乳・おむつ替えができます 会場案会場案会場案内内内内会場案内会場案内会場案内

（午後２時・４時）

「愛のオルゴール」を合図に「愛のオルゴール」を合図に「愛のオルゴール」を合図に

会場内に
ごみ置き場はありません

会場内に
ごみ置き場はありません
ごみは購入した店に返すか、各自お持ち帰りくださいごみは購入した店に返すか、各自お持ち帰りください

♪♪♪♪

…トイレ

クリーンタイムに
ご協力を

クリーンタイムに
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クリーンタイムに
ご協力を

クリーンタイムに
ご協力を
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参　加　団　体　名内　容

小平よさこいの会小平よさこい演舞
舞華よさこい流し踊り
ダンスパフォーマンス集団　迫－HAKU－よさこい流し踊り
錦城高校吹奏楽部マーチングバンド
小平市スカウト協議会横断幕・小平市旗・小平町旗
会長・市長・町長・議長　ほか姉妹都市友好パレード
社会を明るくする運動小平市実施委員会コマーシャル行進
小平市民生委員児童委員協議会コマーシャル行進
交通安全協会・交通少年団・小平警察署・小平防犯協会（小
平父の会・小平母の会・小平少年柔剣道）交通安全・防犯パレード

佼成グループ鼓笛隊演奏行進
小平市シルバー人材センターコマーシャル行進
小平市スカウト協議会山車、行進、ポンポン、手旗行進
小平市高齢クラブ連合会レクダンス・コマーシャル行進
小平市ごみ減量推進実行委員会コマーシャル行進
小平市体育協会コマーシャル行進
コリアン・スチューデント　In　小平コリアン・ダンス
小平市国際交流協会コマーシャル行進
創価ルネサンスバンガード鼓笛隊演奏行進
小平市明るい選挙推進協議会コマーシャル行進
小平こども劇場コマーシャル行進
消防少年団・小平防災女性の会・小平災害時支援ボランティ
ア・小平消防署・小平市消防団消防車パレード

※十分な駐車場がありませんので、徒歩・自転車または電
車・バスをご利用ください。

※自転車で来場する場合は、指定の自転車置場をご利用く
ださい。

※ペットを連れて来場する場合は、周囲の迷惑とならない
ように注意してください。

市民まつりの開催中、あかしあ通り（仲町交差点〜小平
団地西交差点）は全面通行止めとなります。また、会場
周辺の道路も部分的に規制されます。
怯にじバス　小平駅行きのバスは、学園東小西通り、学
園東町地域センター前、学園東小学校前を通らず、回
田道へ迂回します。

怯京王バス　武蔵小金井駅と都立多摩総合医療センター
から小平団地の路線は団地には入らず、警察学校前が
乗車場所に、セブンイレブン向いの羽二生建材工業前
が臨時降車場所となります。

怯銀河鉄道バス　交通規制内には入らず、回田道へ迂回
します。青梅街道入口（下りのみ）、あかしあ通り、
学園東町二丁目、警察学校東、小平団地西停留所には
停車しません。

交通規制にご協力交通規制にご協力をを
午前9時30分～午後4時30午前 9 時30分～午後 4 時30分分
10月1610月16日日（（日）日）
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※地図上　　　の区間が、
　全面通行止めになります。
※交通規制中は、地図上
　　　　の区間の一方通行
　を解除します。

自転車置場
❶学園東小校庭
❸警察学校北通り
❹市営自転車置場
❺創価学会駐車場
❻石川建設駐車場

駐車場
❶学園東小校庭
❷二小校庭
❼九小校庭

午前９時30分～午後４時30分午前９時30分～午後４時30分
あかしあ通り
（仲町交差点～小平団地西交差点）
あかしあ通り
（仲町交差点～小平団地西交差点）

第41回

小平市民まつり小平市民まつり
未来に輝け

1610
日

市民まつりは、あかしあ通り（青梅街道仲町交差点市民まつりは、あかしあ通り（青梅街道仲町交差点〜〜
小平団地西交差点）の約1.5キロメートルをメイン小平団地西交差点）の約1.5キロメートルをメイン会会
場に開催します場に開催します。。
皆で力を合わせて作った子どもみこしで元気よくス皆で力を合わせて作った子どもみこしで元気よくスタタ
ートし、小平よさこい、ダンスパレードと続きますートし、小平よさこい、ダンスパレードと続きます。。
その後は、各団体が活動をPRするために、さまざまその後は、各団体が活動をPRするために、さまざまなな
衣装を身にまといパフォーマンスをしながらパレー衣装を身にまといパフォーマンスをしながらパレードド
をします。そして、勇壮な大人みこしが練り歩き、をします。そして、勇壮な大人みこしが練り歩き、まま
つりの最後に華を添えますつりの最後に華を添えます。。
毎年来ている方も初めての方も、お誘い合わせのう毎年来ている方も初めての方も、お誘い合わせのうええ
市民まつりで秋の一日を過ごしませんか市民まつりで秋の一日を過ごしませんか。。
なお、当日、会場周辺は交通規制が行われます。来なお、当日、会場周辺は交通規制が行われます。来場場
の際は、徒歩、自転車または公共交通機関をご利用の際は、徒歩、自転車または公共交通機関をご利用くく
ださい（にじバスも利用できます）ださい（にじバスも利用できます）。。

【地域宣伝隊コダレンジャー】
丸ポストレッド、グリーンロードグリーン、ブルーベリーパープルの３人。
小平のよいところ、よいものを紹介するため、市内のあちこちで活躍中。

今年も市民まつりのパレードにコダレンジャー
が出演します。
ちびっこ広場（あかしあ公園）では握手会もし
ます（午後１時から、２時から）。

地域宣伝隊コダレンジャーステージ

参加団体名内　　容

佼成グループまとい、まんどう

熊野宮管内自治会・一本榎睦会太鼓、みこし

小平駅前町会みこし

小川睦会太鼓

欅睦みこし

鈴木稲荷睦会太鼓、みこし

上水本町上鈴木自治会太鼓、みこし

鈴木ばやし保存会山車
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出演時間内　　容団　　体　　名

午前１０時００分〜中国健康体操中国健康法普及協会
１０時１０分〜キッズチアリーディングトライチアリーディングスクールSUNNYS
１０時２０分〜新体操Nacky　Star
１０時３０分〜新舞踊睦月会
１０時４０分〜チアダンス小平花小金井ゴールデンウェーブス
１０時５０分〜フラダンスHiwa hiwa Hoapili Hula・Tahitian Studio
１１時０５分〜キッズダンスGLANTIT
１１時１５分〜キッズヒップホップわらびーキッズ
１１時２５分〜キッズヒップホップTキッズ
１１時３５分〜キッズチアダンスNPO法人ハリケーンズキッズチアリーダーズ
１１時４５分〜チアダンスNPO法人ハリケーンズチアリーダーズ

昼休み
午後０時５０分〜合　唱こげら合唱団

１時２０分〜よさこい演舞舞華
１時３５分〜おどり小平かっぽれの会
１時４５分〜新舞踊春彌会
１時５５分〜新舞踊若藤会
２時０５分〜新舞踊苑の会
２時１５分〜新舞踊若香月会
２時２５分〜新舞踊城豊恵会
２時３５分〜新舞踊松山会
２時４５分〜チアダンスジャクパスポーツクラブチアスクール
２時５５分〜よさこい演舞ダンスパフォーマンス集団　迫－HAKU－
３時１０分〜即興演奏喜楽人
３時２０分〜中野七頭舞中野七頭舞・一の会
３時３５分〜ビッグバンド演奏小平青少年吹奏楽団

当日の市民まつりの会場に
はごみ置き場は設置しませ
ん。ごみの持ち帰りにご協
力をお願いします。

煙食べ物などが盛りつけられていたトレ
ー、割り箸、紙コップは購入した店に返却
してください。

煙商品の包装や袋は各自で持ち帰ってくだ
さい。また、各模擬店の出店責任者は、な
るべくゴミが出ないような工夫や販売方法
にご協力ください。

煙クリーンタイムの実施
佼成グループ、善行会、スカウト協議会の
皆さんが、清掃奉仕活動を行います。来場
する皆さんも、ごみのポイ捨てをしないよ
うに、ご協力をお願します。

★会場内には、喫煙スペースを設置できま
せん。周囲の来場者、周辺にお住まいの方
の迷惑とならないよう喫煙のマナー向上に
努めてください。

※まつり開催中は、来場者の安全を確保す
るため、無人航空機は使用できません。

ごみの減量化と喫煙マナーの
向上にご協力ください

大人みこし
みこしの心意気・まつりの華
この日だけ、市内のみこしがあかしあ通りに集まりま
す。小平市民まつりだからこそ味わえる雰囲気をご堪
能ください。みこしの最後尾には鈴木ばやしの山車が
登場します。

パレード
澄んだ秋空に行進曲が響き渡る
吹奏楽部のマーチングバンドを先頭に、さまざまな団
体が行進します。姉妹都市の 小  平 町の皆さんや交通安

お びら

全・防犯パレードを予定しています。

午前11時50分
出発

ダンスパレード
Dance! Dance! Dance!
あかしあ通りを約1,000人が埋めつくす小平よさこ
いや、華麗な流し踊りを披露します。

子どもみこし
元気な子どもの　かわいいみこし
市内の子ども会、サークル、保育園、福祉団体などの
子どもたちが、手作りみこしを持ち寄って「ワッショ
イ、ワッショイ」と声高らかに練り歩き、鈴木ばやし
の 桶  胴 演奏が雰囲気を盛り上げます。

おけ どう

午前10時
出発

革革

革革
午後1時
出発

革革
午前10時30分

出発


