
　　　 第16回

　清田ふれあい
区民まつり

13時～20時
清田南公園（清田7条2丁目）

　第第22回回
清田中央地区町内会連合会清田中央地区町内会連合会　　夏まつり夏まつり

土

①バス停「清田区役所」下車、徒歩1分
（80、96、113、福68、福96、福113、大67、
大87、大88、平50、清田団地線、千歳線
（急行以外）、広島線）
②バス停「真栄」下車、徒歩4分（88、福
87、福88、福97、千歳線（急行））
③バス停「清田区役所」下車、徒歩5分
（月62、南62）
④バス停「平岡3条1丁目」下車、徒歩6
分（福51、福99）
※当日は区役所駐車場が使用できま
せんので、公共交通機関をご利用くだ
さい。

ゲーム大会やカラオケ大会、ダンスのステージ発表など、子ども
から大人まで楽しめる企画がいっぱい。会場にはくじ引きなど
さまざまな出店も立ち並びます。
主催　清田中央地区町内会連合会
問い合わせ　清田中央まちづくりセンター 　

b

884-7187

今年は8月に
開催するよ♪

※小雨決行。9時と13時に開催合図の花火打ち上げ。
　中止の場合、7月28日㈰に延期。

土

名　　称 開催日 開始時刻 会　　場
平岡第三町内会・愛の家グループホーム 夏祭り 7月21日㈰ 10時 愛の家グループホーム 平岡8-2
美しが丘町内会 夏まつり 7月27日㈯ 15時 美しが丘四季の公園 美しが丘3-1
グリーンヒル里塚自治会 納涼祭 7月27日㈯（仮） 18時30分 マンション自治公園 里塚2-1
真栄第一町内会 夏まつり 7月27日㈯ 14時 真栄わんぱく公園 真栄1-1
平岡東町内会 夏祭り 7月28日㈰ 11時 平岡東町内会館前 平岡2-4
真栄第四町内会 園遊会 7月28日㈰ 11時 市民農園佐々木 広場 真栄216
ヒルズガーデン清田町内会 夏祭り 8月 3日㈯ 11時30分 清田つどい公園 清田10-3
ライブヒルズ町内会 夏祭り 8月 3日㈯ 13時 コープさっぽろ平岡店駐車場 平岡公園東3
パークシティ里塚町内会 夏祭り 8月 3日㈯ 15時 パークシティ里塚町内会館前 里塚3-5
南平岡町内会 夏祭会 8月 3日㈯ 16時 町内会空地 平岡1-6
里塚中央町内会 夏まつり盆踊り 8月 3日㈯・4日㈰ 17時30分 里塚中央ぽぷら公園 里塚1-1
清田南中央町内会 夏祭り 8月 4日㈰ 12時 清栄公園 清田8-3
こもれびの街町内会 夏まつり 8月 4日㈰ 13時 こもれびふれあい公園 平岡公園東8
新平岡町内会 仲良し夏祭り 8月 4日㈰ 15時 区役所前通り広場 平岡1-1
清田高台町内会 夏まつり 8月 4日㈰ 15時 清田見晴台公園 清田7-4
ロピア平岡2縁日 8月 4日㈰ 15時 マンション敷地内 平岡4-2
平岡シュヴァービング町内会 夏祭り 8月 4日㈰ 16時 マンション敷地内避難所 平岡5-2
北野グリーンタウン自治会 夏まつり親睦会 8月 4日㈰ 16時 北野グリーン公園 北野4-3
平岡雪割草町内会 子ども七夕まつり 8月 7日㈬ 18時 平岡たんぽぽ公園 平岡7-3
上北野町内会・緑愛合同夏祭り 8月10日㈯ 11時30分 北野ふれあい公園 北野1-2
清田団地北町町内会 夏まつり 8月10日㈯ 12時 清田6条2丁目空地 清田6-2
羊ヶ丘通地区2013年ふれあい夏祭り 8月10日㈯ 14時 美しが丘西公園 美しが丘4-5
清田緑町内会 夏まつり盆踊りの夕べ 8月10日㈯ 15時 清田緑公園 清田7-3
平岡コープタウン町内会 夏まつり 8月10日㈯ 16時 平岡なかよし公園 平岡3-2
平岡しんたく自治会 夏まつり＆盆踊り大会 8月10日㈯ 17時 平岡どろんこ公園 平岡2-2
平岡公園町内会 夏まつり・子ども盆踊り 8月10日㈯ 17時 平岡はらっぱ公園 平岡9-4
日の丸団地町内会 夏まつり＆子供盆踊り 8月10日㈯ 18時 日の丸団地町内会館前 里塚3-1
清田ファミリータウン町内会 夏祭り 8月10日㈯ 18時 清田すずめ公園 清田5-4
平岡北町内会 夏祭り親子盆踊り大会 8月10日㈯ 18時 平岡三角公園 平岡10-1
里塚団地 夏祭り盆踊り 8月10日㈯・11日㈰ 17時45分 里塚団地集会所広場 里塚1-4
清田南町納涼夏祭り 8月11日㈰ 13時 清田あかしや公園 清田9-3
西北野親子ふれあい夏祭り・子ども盆踊り 8月11日㈰ 15時 北野すずらん公園 北野4-2
東北野町内会 夏祭りと盆踊りの夕べ 8月17日㈯ 12時 北野台小学校第2グラウンド 北野4-5
シュヴァービング9番館夏まつり＆バーベキュー 8月17日㈯ 12時 平岡杜のみち 平岡6-1
里塚緑ヶ丘町内会夏まつり 8月17日㈯・18日㈰ 16時 東里塚みどり公園 里塚緑ケ丘11
朝日ヶ丘町内会 夏まつり 8月25日㈰ 13時 朝日ヶ丘町内会館前 北野4-1
メイユール喜寿自治会 夏まつり 8月31日㈯ 16時30分 メイユール喜寿広場 清田7-3
北野まきば町内会 秋まつり 9月 1日㈰ 11時 北野まきば公園 北野5-1
シュヴァービング1番館自治会 夏祭り焼き肉パーティ 9月 1日㈰ 11時30分 1番館集会場 平岡6-1
こもれび南ヶ丘町内会 夏まつり 9月14日㈯ 10時 里塚緑ヶ丘ときめき公園 里塚緑ケ丘1
※この一覧は区内で開催されるすべてのお祭りを掲載しているものではありません。掲載内容は変更になる場合がありますのでご了承ください。
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