
行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

体力測定 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 健康課

第8回羽村市環境ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 10:00～16：00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ等 環境保全課

並木杯少年ｻｯｶｰ大会 8:00～18:00 松林小学校校庭・富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC ｻｯｶｰ協会(少年部)

少年野球春季大会Ⅲ部（予備日） 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 少年野球連盟

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

並木杯少年ｻｯｶｰ大会 8：00～18：00 松林小学校校庭・富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC ｻｯｶｰ協会(少年部)

審判講習会 8:00～13:00 羽村東小学校校庭 東地区委員会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟(町内会･自治会対抗ｽﾛｰ)大会（第1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

羽村市軟式野球大会(春季)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

春季合同稽古 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

第34回近郊社会人対抗戦 6:00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ﾃﾆｽ連盟

少年野球春季大会Ⅲ部（予備日） 8:00～18:00 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

3 月 スポセン休館日

4 火

5 水 平成31年度ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂふれあい大会(春) 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

6 木

7 金

熱中症予防講習会 10：00～11：30 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

福祉文化祭 10:00～15:00 福祉ｾﾝﾀｰ 羽村市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会

並木杯少年ｻｯｶｰ大会 8：00～18：00 武蔵野小学校校庭・富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC ｻｯｶｰ協会(少年部)

親子ｽﾎﾟｰﾂ大会(年長組) 12:00～16:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 さかえ幼稚園

少年野球くりくり大会予選 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 少年野球連盟

田んぼ体験(田植え) 8:00～13:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 児童青少年課

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

福祉文化祭 10:00～15:00 福祉ｾﾝﾀｰ 羽村市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会

並木杯少年ｻｯｶｰ大会 8：00～18：00 富士見小学校校庭、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(町内会･自治会対抗ｽﾛｰ)大会（第2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

羽村市軟式野球大会(春季)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

第７回夏季強化練習 8:00～14:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄC・D・E ﾃﾆｽ連盟

少年野球くりくり大会予選 13:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 少年野球連盟

10 月 スポセン休館日

11 火

12 水 高齢者ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝのつどい 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・和室 高齢福祉介護課

13 木

14 金 多摩特別支援研究会　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・会議室全面・和室 学校教育課

お父さんありがとうの会 9:30～12:00 羽村東小学校体育館 ﾙｰﾃﾙ羽村幼稚園

松林・武蔵野地区委員会合同少年少女球技大会 7:00～17:00 武蔵野小学校校庭 武蔵野地区委員会

羽村市連盟ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟

学校公開(学校行事) 終日 羽村西小学校校庭・体育館 羽村西小学校

休日参観 8:00～13:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 五ノ神幼稚園

少年野球くりくり大会予選 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 少年野球連盟
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行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

第8ﾌﾞﾛｯｸ中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 8：00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 学校教育課

並木杯少年ｻｯｶｰ大会(予備日) 8：00～18：00 富士見小学校校庭、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(町内会･自治会対抗ｽﾛｰ)大会（第3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

羽村市軟式野球大会(春季)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

終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1・2ﾎｰﾙ全面

9：00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ和室

松林・武蔵野地区委員会合同少年少女球技大会(予備日) 7:00～17:00 武蔵野小学校校庭 武蔵野地区委員会

東地区少年少女球技大会 7:00～17:00 羽村東小学校校庭 東地区委員会

少年野球くりくり大会予選 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 少年野球連盟

17 月 スポセン休館日

18 火

19 水

20 木

21 金

かやの実保育園運動会 9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 かやの実保育園

松林・武蔵野地区委員会合同少年少女球技大会(予備日) 7:00～17:00 武蔵野小学校校庭 武蔵野地区委員会

西地区少年少女球技大会 6:00～16:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C・子ども広場 西地区委員会

栄・小作・富士見地区合同少年少女球技大会 7:00～16:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 栄小地区委員会

越中八尾おわら風の盆 17:00～19:00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ大ﾎｰﾙ 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ

少年野球くりくり大会予選 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

学校公開(学校行事) ～17：00 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

学校公開(学校行事) ～15：00 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

第8ﾌﾞﾛｯｸ中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 8：00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 学校教育課

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

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟(町内会･自治会対抗ｽﾛｰ)大会(予備日) 6:00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

東地区少年少女球技大会(予備日) 7:00～17:00 羽村東小学校校庭 東地区委員会

羽村市軟式野球大会(春季)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

少年野球くりくり大会予選 8:00～18:00 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

弓道会 6月 月例会 13:00～17：00 弓道場 弓道会

24 月 スポセン休館日

25 火 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

26 水

27 木

28 金

さくら保育園運動会 9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 さくら保育園

西地区少年少女球技大会(予備日) 6:00～16:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C・子ども広場 西地区委員会

栄・小作・富士見地区合同少年少女球技大会(予備日) 7:00～16:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 栄小地区委員会

少年野球くりくり大会予選(予備日) 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

第39回羽村市障害者ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝのつどい 9:00～15：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1・2ﾎｰﾙ全面 障害福祉課

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

羽村市軟式野球大会(春季)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

東地区少年少女球技大会(予備日) 7:00～17:00 羽村東小学校校庭 東地区委員会

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

第6回羽村市ｿﾌﾄﾃﾆｽ研修大会 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

少年野球くりくり大会予選(予備日) 10:00～18:00 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
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ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟


	６月

