
行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

第50回羽村市産業祭（準備） 終日 富士見公園ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ会議室全面・ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 産業振興課

羽村高校球技大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1・2ﾎｰﾙ全面 羽村高校

東小地域ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(準備)(学校行事) 15:00～ 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

第50回羽村市産業祭 終日 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ会議室全面・ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 産業振興課

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技 少年の部 8：00～16：00 武蔵野小学校校庭 ｻｯｶｰ協会(少年部)

東小地域ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(学校行事) ～17：00 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

少年野球4年生親睦大会 8:00～18：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 少年野球連盟

9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ホール全面

終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ホール全面

9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面

第50回羽村市産業祭 終日 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ会議室全面・ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 産業振興課

9：00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ホール

9:00～15：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ和室

羽村市ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦 8：00～16：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞB・C ｻｯｶｰ協会

ﾌﾞﾛｯｸ3年生大会 8：00～16：00 松林小学校校庭､小作台小学校校庭 ｻｯｶｰ協会(少年部)

羽村市軟式野球大会(秋季)兼総体 8:00～18：00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 軟式野球連盟

少年野球4年生親睦大会 8:00～18：00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・子ども広場 少年野球連盟

第50回羽村市産業祭(片付け)【～11/8】 終日 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 産業振興課

中体連ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ秋季大会 9：00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 学校教育課

護国神社奉納秋季剣道大会 13:00～17：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 剣道玉心会

少年野球4年生親睦大会 8:00～18：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 少年野球連盟

5 火 栄小学校学習発表会（準備・片付け）(学校行事)【～11/25】 終日 栄小学校体育館 栄小学校

6 水

7 木 総合体育大会　ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技　ｼﾆｱの部 10:00～14：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B・C ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

8 金 体力測定 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・会議室全面 高齢福祉介護課

青少年健全育成の日 9:00～16:00 児童青少年課

子どもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 11:00～15：00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技 少年の部 8：00～16：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC ｻｯｶｰ協会(少年部)

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総体兼秋季大会(第5日目) 6:00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球4年生親睦大会 8:00～18：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 少年野球連盟

秋の市内いっせい美化運動 生活環境課

秋の花いっぱい運動 産業振興課

子どもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 10:00～15：00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ

ﾌﾞﾛｯｸ3年生大会(予備日) 8：00～16：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC ｻｯｶｰ協会(少年部)

羽村市軟式野球大会(秋季)兼総体 8:00～18：00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 軟式野球連盟

秋季合同稽古 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ﾎｰﾙ･第2･3会議室 合氣道会

弓道会 11月 月例会 13:00～17：00 弓道場 弓道会

ﾐｯｸｽｵｰﾌﾟﾝ卓球大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 卓球連盟

第33回会長杯大会 8:00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ﾃﾆｽ連盟

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 12:00～16:00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 富士見平第一町内会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総体兼秋季大会(予備日) 6:00～12：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球4年生親睦大会（予備日） 8:00～18：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 少年野球連盟

羽村西小学校学芸会(準備)(学校行事)【～11/21】 終日 羽村西小学校体育館 羽村西小学校

小作台小学校学習発表会(準備)(学校行事)【～11/21】 終日 小作台小学校体育館 小作台小学校

12 火 ｹﾞｰﾑ大会(年中組) 10:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 さかえ幼稚園

小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会練習開放日 18：00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂふれあい大会(秋) 8:30～15：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会

総合体育大会　ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技　ｼﾆｱの部(予備日) 10:00～14：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B・C ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

松林小学校展覧会（準備・片付け）(学校行事)【～11/26】 終日 松林小学校体育館 松林小学校

ｹﾞｰﾑ大会(年長組) 10:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 さかえ幼稚園

15 金 武蔵野小学校学習発表会(準備)(学校行事)【～11/21】 終日 武蔵野小学校体育館 武蔵野小学校

スポセン休館日

1 金

11

文化の日

2

町内会ごとに設定

月

１１　月
　（11月前半）

日
曜
日

ス 　ポ 　ー  ツ 　・ 　レ 　ク 　リ 　エ 　ー　 シ 　ョ 　ン 　行 　事
そ　の　他

護国神社奉納秋季柔道大会

生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ

3 日

4

10 日

13

東京都中体連卓球研修大会

振替休日

9

学校教育課

柔道会

土

土

市内全域

※ 10/28　～　11/8、「産業祭(準備・片づけ含む)」のため、富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C使用不可

水

14 木

月



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

総合体育大会　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技の部 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 少年野球連盟

羽村市軟式野球大会(秋季)兼総体(予備日) 8:00～18：00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 軟式野球連盟

総合体育大会　ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技　中学生の部 8:00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面

9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ和室

秋のｽﾎﾟｰﾂ大会 8:00～12:00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 神明台住宅自治会

羽村市ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦 8:00～16：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞB・C ｻｯｶｰ協会

8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・子ども広場

12：00～1800 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

18 月 スポセン休館日

19 火 小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会練習開放日 18：00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

20 水 富士見小学校展覧会（準備・片付け）(学校行事)【～12/3】 終日 富士見小学校体育館 富士見小学校

21 木

羽村西小学校学芸会(学校行事) 終日 羽村西小学校校庭・体育館 羽村西小学校

栄小学校学習発表会(学校行事) 終日 栄小学校体育館 栄小学校

松林小学校展覧会(学校行事) 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

小作台小学校学習発表会(学校行事) 終日 小作台小学校体育館 小作台小学校

武蔵野小学校学習発表会(学校行事) 終日 武蔵野小学校校庭・体育館 武蔵野小学校

多摩川ｶﾇｰ駅伝＆ｳｫｰｸﾗﾘｰ大会 10:00～16:00 青梅市→昭島市 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面

9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面

15：00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2・3会議室

18：00～22：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1・2ﾎｰﾙ全面･会議室全面

少年野球ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 少年野球連盟

羽村西小学校学芸会(学校行事) 終日 羽村西小学校校庭・体育館 羽村西小学校

栄小学校学習発表会(学校行事) 終日 栄小学校体育館 栄小学校

松林小学校展覧会(学校行事) 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

小作台小学校学習発表会(学校行事) 終日 小作台小学校体育館 小作台小学校

武蔵野小学校学習発表会(学校行事) 終日 武蔵野小学校校庭・体育館 武蔵野小学校

第24回東京多摩西ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1･2ﾎｰﾙ全面･会議室全面 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

収穫感謝祭 8：00～13：00 松林小学校体育館 松林地区委員会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 8:00～12:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA 奈賀一町内会

羽村市ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦 8：00～16：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞB・C ｻｯｶｰ協会

総合体育大会 ｻｯｶｰ競技 女子の部 8：00～16：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC ｻｯｶｰ協会(少年部)

羽村市軟式野球大会(秋季)兼総体(予備日) 8:00～18：00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 軟式野球連盟

第33回会長杯大会(予備日) 8:00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ﾃﾆｽ連盟

8:00～18:00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、宮の下運動公園子ども広場

12:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA

25 月 羽村東小学校展覧会（準備）(学校行事)【～12/12】 終日 羽村東小学校体育館 羽村東小学校 スポセン休館日

26 火

27 水

28 木 小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会練習開放日 18：00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

29 金 富士見小学校展覧会(学校行事) 終日 富士見小学校体育館 富士見小学校

富士見小学校展覧会(学校行事) 終日 富士見小学校体育館 富士見小学校

西多摩少年ｻｯｶｰ大会 8：00～16：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞB・C、松林小学校校庭、小作台小学校校庭、武蔵野小学校校庭 ｻｯｶｰ協会(少年部)

ｼﾞｭﾆｱ育成たま川流域中学生大会 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1・2ﾎｰﾙ全面･和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

2市1町高齢者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 6:00～14：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球学童送別大会 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

少年野球連盟

東京都地域6人制大会

第24回東京多摩西ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会(準備) ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

少年野球ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 少年野球連盟

東地区ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 東地区委員会

勤労感謝の日

少年野球学童送別大会

１１　月

そ　の　他
ス 　ポ 　ー  ツ 　・ 　レ 　ク 　リ 　エ 　ー　 シ 　ョ 　ン 　行 　事曜

日
日

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

24

（11月後半）　

17 日

16 土

日

30 土

23 土

22 金


	１１月

