
行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

花と水のまつり臨時駐車場【～4/25】

前期：さくらまつり

後期：ﾁｭｰﾘｯﾌﾟまつり

小学校入学式（準備）（学校行事）【〜4/5】 終日 羽村東小学校体育館 羽村東小学校

小学校入学式（準備）（学校行事）【〜4/5】 終日 武蔵野小学校体育館 武蔵野小学校

2 金

3 土 少年野球春季大会　高・低学年の部 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

羽村市消防団入退団式 8:00〜16：00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ大ﾎｰﾙ･ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ 防災安全課

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟春季大会(第3日目) 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

少年野球春季大会　高・低学年の部 8:00～18：00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

8:00～10：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面

10:00～16：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄC・D・E

小学校入学式（準備）（学校行事） 終日 羽村西小学校体育館 羽村西小学校

小学校入学式（準備）（学校行事） 終日 栄小学校体育館 栄小学校

小学校入学式（準備）（学校行事） 終日 松林小学校体育館 松林小学校

小学校入学式（準備）（学校行事） 終日 小作台小学校体育館 小作台小学校

小学校入学式（学校行事） 終日 羽村市内小学校校庭・体育館 羽村市内小学校

中学校入学式（準備） 終日 羽村市内中学校校庭・体育館 羽村市内中学校

7 水 中学校入学式 終日 羽村市内中学校校庭・体育館 羽村市内中学校

8 木

9 金

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

少年野球春季大会　高・低学年の部 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

羽村市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ小・中学生ﾗﾝｷﾝｸﾞ大会 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

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟春季大会(第4日目) 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

羽村市春季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(第1日目･6人制) 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

12 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

13 火

14 水

15 木

さくら大会

11

４　月
　（4月前半）

日
曜
日

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

終日

ｽﾎﾟｾﾝ休館日

10

宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C・子ども広場

6

木

産業振興課

1

月

土

火

4

※4/1～4/25　、「花と水のまつり臨時駐車場(片づけ含む)」のため、宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞABC･子ども広場使用不可

5

日

ﾃﾆｽ連盟

日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

16 金

2市1町高齢者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(予備日) 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

少年野球春季大会　高・低学年の部 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

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

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

弓道会 4月 月例会 13:00～17：00 弓道場 弓道会

19 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

20 火

21 水

22 木

23 金

5市対抗ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 6:00～16：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

学校公開（学校行事） 終日 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） 終日 羽村西小学校体育館 羽村西小学校

学校公開（学校行事） 終日 武蔵野小学校体育館 武蔵野小学校

羽村市消防団規律・ﾎﾟﾝﾌﾟ操法訓練(予備日) 6:00〜17：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ会議室全面 防災安全課

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

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟春季大会(予備日) 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

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

26 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

27 火

28 水

第54回東京都下ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会個人戦 終日 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

羽村市小･中学生空手道錬成大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・第1・2会議室 空手道連盟

少年野球春季大会　高・低学年の部 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

本町第二町内会成人ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 12：00～15：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 本町第二町内会

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

30 金

25

※4/1～4/25　、「花と水のまつり臨時駐車場(片づけ含む)」のため、宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞABC･子ども広場使用不可

日
曜
日

そ　の　他

（4月後半）　

29

24

17

４　月

木

土

多摩春季6人制大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

日

昭和の日

土

18 日

ス 　ポ 　ー  ツ 　・ 　レ 　ク 　リ 　エ 　ー　 シ 　ョ 　ン 　行 　事
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5市対抗ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(予備日) 6:00～16：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

東京都実業団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

ｼﾞｬﾋﾞｯﾄｶｯﾌﾟ羽村市予選 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

本町第二町内会成人ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会(予備日) 12:00～15:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 本町第二町内会

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

ｼﾞｬﾋﾞｯﾄｶｯﾌﾟ羽村市予選 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

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟春季大会(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

護国神社奉納春季柔道大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ﾎｰﾙ・第3会議室 柔道会

護国神社奉納春季剣道大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・和室 剣道玉心会

ｼﾞｬﾋﾞｯﾄｶｯﾌﾟ羽村市予選 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

ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会 伊吹杯 8:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C PTA連合会

ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会 伊吹杯（予備日） 8:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C PTA連合会

ｼﾞｬﾋﾞｯﾄｶｯﾌﾟ羽村市予選 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

第8ﾌﾞﾛｯｸ卓球東京都大会予選会（1日目） 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

第54回東京都下ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会個人戦(予備日) 終日 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

6 木

ｵｰｹｽﾄﾗ鑑賞教室 10:30〜14:45 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 学校教育課

学校公開（学校行事） 終日 羽村第二中学校 羽村第二中学校

東京五輪音頭-2020-踊り方講習会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 東京オリンピック･パラリンピック準備室

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 スポーツ推進課

学校公開（学校行事） 8:15～12:30 栄小学校校庭・体育館 栄小学校

学校公開（学校行事） 終日 羽村第二中学校 羽村第二中学校

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟(町内会･自治会対抗ｽﾛｰ)大会代表者会議 18:00～21:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球春季大会Ⅲ部 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

玉水保育園　春の親子遠足 9:00～15:00 堰下ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 玉水保育園

羽村市消防団規律・ﾎﾟﾝﾌﾟ操法訓練 6:00〜17:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ第1会議室 防災安全課

多摩地区中学校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 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 学校教育課

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

少年野球春季大会Ⅲ部 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

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

10 月 羽村市消防団ﾎﾟﾝﾌﾟ操法訓練【〜6/27】 19:00～22:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 防災安全課 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

小学校運動会（学校行事）（準備）【〜5/28】 終日 栄小学校校庭 栄小学校

ﾙｰﾃﾙ羽村幼稚園園外保育 10:30〜12:30 堰下ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 ﾙｰﾃﾙ羽村幼稚園

12 水 小学校運動会（学校行事）（準備） 終日 武蔵野小学校校庭・体育館 武蔵野小学校

13 木 小学校運動会（学校行事） 8：00～17:00 武蔵野小学校校庭・体育館 武蔵野小学校

14 金 小学校運動会（学校行事）（準備） 終日 武蔵野小学校校庭・体育館 武蔵野小学校

羽村東小地域ﾌｪｽﾃィﾊﾞﾙ 終日 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

小学校運動会（学校行事） 8:00～17:00 武蔵野小学校校庭・体育館 武蔵野小学校

PTA総会 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

富士見第一保育園　親子交流会 8:30～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 富士見第一保育園

少年野球春季大会Ⅲ部 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

羽村たつの子保育園親子交流会 7:00～14:00 堰下ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 羽村たつの子保育園

土

5

9 日

11

５　月
　（5月前半）

日
曜
日

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

土

金

2 日

1

水 こどもの日

7

8 土

火

15

3 月 憲法記念日

4 火 みどりの日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

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会議室全面

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

小学校運動会（学校行事）（予備日） 8:00～17:00 武蔵野小学校校庭・体育館 武蔵野小学校

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

少年野球春季大会Ⅲ部 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 5月 月例会 13:00～17:00 弓道場 弓道会

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

17 月 小学校運動会（学校行事）（準備）(～5/27） 終日 富士見小学校校庭 富士見小学校 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

18 火

19 水

8:00～18:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面

18:00～21:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B

輪投げ大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 高齢福祉介護課

小学校運動会（学校行事）（準備） 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

第9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

ｲﾝﾀｰﾊｲ予選 12:00～22:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 東京都高体連

少年野球春季大会Ⅲ部 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

小学校運動会（学校行事） 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

春の市内いっせい美化運動 生活環境課

春の花いっぱい運動 産業振興課

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

羽村市ｲﾝﾃﾞｨｱｶ連盟入替戦兼行政圏大会選考会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ連盟

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

少年野球春季大会Ⅲ部 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

春季連盟杯 8:00～18:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B・C・D ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

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 富士見第一町内会

24 月 小学校運動会（学校行事）（予備日） 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

25 火

26 水

8:00～18:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面

18:00～21:00 冨士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B

28 金 小学校運動会（学校行事）（準備） 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

第60回ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 6:00～14:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ・Ｃ・子ども広場 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

少年野球春季大会Ⅲ部 8:00～18:00 武蔵野公園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

小学校運動会（学校行事） 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

小学校運動会（学校行事） 終日 栄小学校校庭・体育館 栄小学校

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

小学校運動会（学校行事）（予備日） 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

小学校運動会（学校行事）（予備日） 終日 栄小学校校庭・体育館 栄小学校

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

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･C、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

羽村市春季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(第2日目・9人制) 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球春季大会Ⅲ部 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

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

31 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

第45回東京都下ｿﾌﾄﾃﾆｽﾏﾏさん大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

（5月後半）　

そ　の　他

春季市町村大会 学校教育課

27 木

５　月

第45回東京都下ｿﾌﾄﾃﾆｽﾏﾏさん大会(予備日)

市内全域

日30

町内会ごとに設定

20 木

ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

29 土

土22

曜
日

21 金

23 日

16 日

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

日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

1 火

2 水

3 木

4 金

第10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

学校公開（学校行事） 7:00～13:00 羽村西小学校体育館 羽村西小学校

少年野球西多摩大会 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

並木杯少年ｻｯｶｰ大会 8:00～16:00 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)

第8ﾌﾞﾛｯｸ卓球東京都大会予選会（2日目） 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

第36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

羽村市軟式野球大会(春季)(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

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第2・3会議室

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

並木杯少年ｻｯｶｰ大会 8:00～16:00 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)

少年野球西多摩大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞB･子ども広場 少年野球連盟

田ノ上第一町内会ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会 8:00～16:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA 田ノ上第一町内会

7 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

8 火

9 水 ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂふれあいｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会(春季) 9:00～16:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会

10 木

11 金 さくら保育園運動会 9：00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 さくら保育園

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

体力測定 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 健康課

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

学校公開（学校行事） 終日 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

土曜授業 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

学校公開（学校行事） 8:15～12:30 栄小学校校庭・体育館 栄小学校

学校公開（学校行事） 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

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

並木杯少年ｻｯｶｰ大会 8:00～16:00 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)

少年野球西多摩大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC･子ども広場 少年野球連盟

五ノ神幼稚園休日参観 9:00～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 五ノ神幼稚園

羽村市軟式野球大会(春季)(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

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

弓道会 6月 月例会 13:00～17：00 弓道場 弓道会

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

少年野球西多摩大会 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

並木杯少年ｻｯｶｰ大会 8：00～16：00 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)

14 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

15 火

5 土

６　月
　（6月前半）

日
曜
日

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

総合体育大会　合氣道の部 合氣道会

羽村市春季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(第3日目･ﾚﾃﾞｨｰｽ)

12 土

6 日

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟
13 日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

16 水

17 木 かやの実保育園運動会 9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 かやの実保育園

18 金

越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能 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

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

小作・栄・富士見地区球技大会 8:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 小作地区委員会

少年少女球技大会 7:00～15:00 武蔵野小学校校庭 松林地区委員会

親子ｽﾎﾟｰﾂ大会 12:00～17:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 さかえ幼稚園

少年野球西多摩大会 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

ﾙｰﾃﾙ羽村幼稚園　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

羽村市軟式野球大会(春季)(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

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、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

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会議室全面・和室

並木杯少年ｻｯｶｰ大会(予備日) 8：00～16:00 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)

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

少年野球西多摩大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･子ども広場少年野球連盟

春季連盟杯(予備日) 8:00～18:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B・C・D ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

21 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

22 火

23 水

24 木 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

25 金

羽村市消防団ﾎﾟﾝﾌﾟ操法審査会(準備) 12:00～ 羽村第一中学校校庭･富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 防災安全課

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

少年野球西多摩大会 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

小作・栄・富士見地区球技大会（予備日） 8：00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 小作地区委員会

羽村市消防団ﾎﾟﾝﾌﾟ操法審査会 終日 羽村第一中学校校庭･富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 防災安全課

第41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ﾎｰﾙ全面 障害福祉課

少年野球西多摩大会 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

28 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

29 火

30 水

曜
日

６　月

そ　の　他

全日本小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ東京都大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

20

19 土

日

27 日

（6月後半）　

日

土26
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行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

1 木

2 金

東京都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

都議会議員選挙(準備） 終日
羽村東・羽村西・富士見・栄・小作台・武蔵野
小学校・第一・第二中学校校庭
富士見・栄・小作台小学校の体育館

選挙管理委員会

都議会議員選挙 終日
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面
羽村東・羽村西・富士見・栄・小作台・武蔵野
小学校・第一・第二中学校校庭・体育館

選挙管理委員会

第36回近郊社会人対抗戦(予備日) 6:00～18:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ﾃﾆｽ連盟

5 月 東京2020大会関連事業（〜7/22） 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ﾎｰﾙ 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備室 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

6 火

7 水

8 木

9 金

東京都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

羽村市少年少女球技大会　 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、武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・富士見小学校・栄
小学校校庭

児童青少年課

ｼﾞｭﾆｱ育成小学生大会1回目 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

羽村市少年少女球技大会　（予備日） 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、武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・富士見小学校・栄
小学校校庭

児童青少年課

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火ﾘﾚｰ準備 15:00～ 羽村市内 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備室

第8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

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

12 月 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火ﾘﾚｰ・出発式 未定
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ前庭・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

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備室 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

13 火

14 水
第43回羽村市民ｺﾞﾙﾌ大会兼総合体育大会
ｺﾞﾙﾌ競技の部

終日 立川国際ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 ｺﾞﾙﾌ連盟

15 木

７　月
　（7月前半）

日
曜
日

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

3 土

日4

土

日

10

11

※7/5〜7/22、「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連事業」のため、ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ﾎｰﾙ使用不可



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

16 金

第5回HAMURAﾒﾘｰﾘﾎﾞﾝ演劇祭 13:00～17:00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ小ﾎｰﾙ 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ

第8ﾌﾞﾛｯｸ卓球選手権大会 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

五ノ神幼稚園夕涼み会 終日 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 五ノ神幼稚園

第5回HAMURAﾒﾘｰﾘﾎﾞﾝ演劇祭 13:00～17:00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ小ﾎｰﾙ 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ

弓道会 7月 月例会 13:00～17:00 弓道場 弓道会

第8回羽村市ｿﾌﾄﾃﾆｽ研修大会(予備日) 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

三多摩空手道選手権大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･第1・2会議室 空手道連盟

五ノ神幼稚園夕涼み会（予備日) 終日 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 五ノ神幼稚園

19 月 五ノ神幼稚園夕涼み会（再予備日) 終日 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 五ノ神幼稚園

20 火

21 水

22 木 海の日

23 金 スポーツの日

24 土 栄町第二町内会納涼祭 終日 武蔵野公園多目的広場 栄町第二町内会

羽村市夏季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

栄町第二町内会納涼祭（片付け） 8:00～12:00 武蔵野公園多目的広場 栄町第二町内会

26 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

27 火 はむすぽｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ教室ﾚｯﾄﾞ･ｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 9:00〜15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ2/3面 はむすぽ

28 水

29 木

30 金 多摩地区野球大会（～8/3） 6:00～18:00 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・B・C 学校教育課

多摩地区野球大会 6:00～18:00 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・B・C 学校教育課

5市対抗ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 6:00～16:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟秋季大会代表者会議 18:00～21:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面

中学生 卒部 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 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

７　月

土

日

17

25

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

18

（7月後半）　

※7/5〜7/22、「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連事業」のため、ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ﾎｰﾙ使用不可

そ　の　他日
曜
日

土

31

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

日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

第27回羽村市ふれあいｲﾝﾃﾞｨｱｶ大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・和室 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ連盟

多摩地区野球大会 6:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 学校教育課

2 月 多摩地区野球大会 6:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 学校教育課 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

3 火 多摩地区野球大会 6:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 学校教育課

4 水

5 木

6 金

5市対抗ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(予備日) 6:00～16:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

剣道祭(羽村市・瑞穂町・日の出町) 12:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 剣道玉心会

校庭ｷｬﾝﾌﾟ 12:00～ 松林小学校校庭・体育館 松林地区委員会

納涼と交流の夕べ 8:00～21:00 富士見小学校校庭・体育館 五ノ神中町内会

納涼盆踊り大会 7：00～ 武蔵野公園多目的広場 栄町第一町内会

先輩のﾌﾟﾚｰを応援しよう夏 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

校庭ｷｬﾝﾌﾟ ～8：00 松林小学校校庭・体育館 松林地区委員会

納涼と交流の夕べ（片付け） 6:00～12:00 富士見小学校校庭・体育館 五ノ神中町内会

納涼盆踊り大会（片付け） ～12:00 武蔵野公園多目的広場 栄町第一町内会

9 月 小学生思いっきりﾌﾟﾚｰしよう夏 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 振替休日

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土 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

15 日

1

土

8 日

7

山の日

８　月
　（8月前半）

日
曜
日

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

日

そ　の　他



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

16 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

17 火

18 水

19 木

20 金 東京2020ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火採火式 未定 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ前庭 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備室

体力測定 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 健康課

学校ｷｬﾝﾌﾟ 10:00～ 富士見小学校校庭・体育館 富士見地区委員会

少年野球新人戦 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

2市1町高齢者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(予備日) 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

総合体育大会　卓球競技の部 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第１ﾎｰﾙ全面 卓球連盟

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総体兼秋季大会(第1日目) 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

学校ｷｬﾝﾌﾟ ～10：00 富士見小学校校庭・体育館 富士見地区委員会

少年野球新人戦 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

弓道会 8月 月例会 13:00～17:00 弓道場 弓道会

23 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

24 火

25 水

26 木

27 金 星空のｺﾝｻｰﾄ 終日 羽村西小学校体育館 西地区委員会

星空のｺﾝｻｰﾄ 終日 羽村西小学校校庭・体育館 西地区委員会

少年野球新人戦（予備日） 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

学校公開（学校行事） 8:15～12:30 栄小学校校庭・体育館 栄小学校

星空のｺﾝｻｰﾄ ～12：00 羽村西小学校校庭・体育館 西地区委員会

日曜授業 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総体兼秋季大会(第2日目) 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

少年野球新人戦（予備日） 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

羽村市秋季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(第1日目・6人制) 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

30 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

31 火

29 日

28 土

22 日

土

（8月後半）　

曜
日

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

８　月

21

日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

1 水

富士見第一保育園運動会ﾘﾊｰｻﾙ 9:00～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC

富士見第一保育園総合避難訓練 15:00～17:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC

3 金 さかえ幼稚園組体操合同練習（年長組） 10:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 さかえ幼稚園

4 土 総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総体兼秋季大会(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

総合体育大会　柔道競技の部 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ﾎｰﾙ・第3会議室 柔道会

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技　少年の部 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)

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

羽村子ども工作教室 9:00～14:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 羽村親子工作教室実行委員会

第42回連盟杯大会 8:00～18:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ﾃﾆｽ連盟

6 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

7 火

8 水

富士見第一保育園運動会ﾘﾊｰｻﾙ 8:00～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 富士見第一保育園

さかえ幼稚園運動会合同練習 10:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 さかえ幼稚園

学校公開（学校行事） 終日 羽村第二中学校 羽村第二中学校

さかえ幼稚園組体操合同練習（年長組） 10:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 さかえ幼稚園

羽村市総合防災訓練　　 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ﾎｰﾙ・市内小中学校校庭・体育館 防災安全課

東京都市町村総合体育大会開会式 未定 西東京市 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

学校公開（学校行事） 終日 羽村第二中学校 羽村第二中学校

ｼﾆｱ卓球研修(初級)第1回 9:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ1/3面 卓球連盟

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技　少年の部 8:00～18：00 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

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

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

総合体育大会　剣道競技の部 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・和室 剣道玉心会

第42回連盟杯大会(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

13 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

14 火 富士見第一保育園運動会ﾘﾊｰｻﾙ 8:00～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 富士見第一保育園

15 水

土

12

金

9 木

日

日

９　月
　（9月前半）

日 曜　日
ス 　ポ 　ー  ツ 　・ 　レ 　ク 　リ 　エ 　ー　 シ 　ョ 　ン 　行 　事

5

そ　の　他

2 木 富士見第一保育園

10

11



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

ﾍﾟﾀﾝｸ親善大会 7:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 高齢福祉介護課

はむすぽ杯ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢大会 9:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ1/3面 はむすぽ

17 金

秋の交通安全ﾌｪｽﾃィﾊﾞﾙ 9:00～18:00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ大ﾎｰﾙ 防災安全課

総合体育大会 陸上競技の部(準備) 14：00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ 陸上競技ｸﾗﾌﾞ

学校公開 終日 小作台小学校校庭・体育館 小作台小学校

ｼﾆｱ卓球研修(初級)第2回・ｼﾆｱ卓球研修（上級）第1回 9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ1/3 卓球連盟

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技　少年の部 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)

敬老のつどい(準備) 9:00～22:00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 高齢福祉介護課

総合体育大会 陸上競技の部 6：00～16:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ会議室全面 陸上競技ｸﾗﾌﾞ

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

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総体兼秋季大会(第4日目) 6:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

総合体育大会 弓道競技の部 10:00～17:00 弓道場 弓道会

総合体育大会　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 一般・家庭婦人の部 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

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

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

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

敬老のつどい 9:00～22:00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 高齢福祉介護課

第8ﾌﾞﾛｯｸ新人大会（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 8：00～18:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 学校教育課

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

川崎9町連合会少年少女球技大会 7:00～17:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 上水通り町内会

美原ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 12:00～15:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 美原町内会

中学校体育大会（学校行事）（準備）【〜9/24】 終日 羽村第二中学校校庭 羽村第二中学校

中学校体育大会（学校行事）（準備）【〜9/24】本番雨天時【〜9/29】 終日 羽村第三中学校校庭 羽村第三中学校

富士見第一保育園運動会ﾘﾊｰｻﾙ 8:00～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 富士見第一保育園

22 水 富士見第一保育園運動会ﾘﾊｰｻﾙ 8:00～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 富士見第一保育園

第53回東京都下ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会団体戦 終日 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

ｼﾆｱ卓球研修(上級)第2回 9:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 卓球連盟

川崎9町連合会少年少女球技大会（予備日） 7:00～17:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 上水通り町内会

ﾍﾟﾀﾝｸ親善大会(予備日) 7:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 高齢福祉介護課

中学校体育大会（学校行事）（準備） 終日 羽村第一中学校校庭・体育館 羽村第一中学校

総合体育大会 陸上競技の部(準備)(予備日） 14:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ 陸上競技ｸﾗﾌﾞ

羽村市内中学校体育大会（学校行事） 終日 羽村市内中学校校庭・体育館 羽村市内中学校

まつぼっくり保育園運動会 9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 まつぼっくり保育園

富士見第一保育園運動会 6:00～12:00 富士見公園Cｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 富士見第一保育園

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

羽村市市民体育祭練習開放日 18:00～21:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ ｽﾎﾟｰﾂ推進課

第8ﾌﾞﾛｯｸ新人大会（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 8:00～18:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 学校教育課

田んぼ体験(稲刈り) 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

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

総合体育大会 陸上競技の部（予備日） 6:00～16:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ会議室全面 陸上競技ｸﾗﾌﾞ

羽村市市民体育祭練習開放日 18:00～21:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ ｽﾎﾟｰﾂ推進課

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

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C、あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

総合体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技　一般・ｼﾆｱの部 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

加美地区4町内会球技大会 9:00～15:00 羽村西小学校校庭・体育館 宮地町内会

ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 9:00～12:00 堰下ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 奈賀一町内会

27 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

28 火 中学校体育大会（学校行事）（予備日） 終日 羽村第三中学校校庭・体育館 羽村第三中学校

中学校体育大会（学校行事）（予備日） 終日 羽村第二中学校校庭・体育館 羽村第二中学校

太陽の子保育園運動会総合練習 7:00～14:00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 太陽の子保育園

30 木

敬老の日 
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日
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21 火

（9月後半）　

そ　の　他



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

富士見第二保育園運動会（準備） 17：00〜19:00 松林小校庭･体育館 富士見第二保育園

富士見第一保育園運動会(準備）（予備日） 14：00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 富士見第一保育園

第51回羽村市文化祭【～11/3】 10:00～17：00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ

第30回小中学生音楽ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 12：00～15：30 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 学校教育課

東京都市町村総合体育大会閉会式 未定 西東京市 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

羽村市市民体育祭練習開放日 18：00～21：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ ｽﾎﾟｰﾂ推進課

総合体育大会　ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技の部 終日 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

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

富士見第一保育園運動会(予備日） 6:00～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 富士見第一保育園

富士見第二保育園運動会 8:00〜13:00 松林小校庭 富士見第二保育園

富士見第二保育園運動会（雨天時) 9:00〜13:00 松林小体育館 富士見第二保育園

田んぼ体験(稲刈り)（予備日） 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

総合体育大会少年野球ⅠⅡⅢ部 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

羽村市市民体育祭練習開放日 18：00～21：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ ｽﾎﾟｰﾂ推進課

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

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総体兼秋季大会(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

羽村市秋季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(第2日目・9人制) 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

8:00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面

10:00～18：00 武蔵野公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面

総合体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技　一般・ｼﾆｱの部 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

4 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

5 火

6 水 太陽の子保育園運動会総合練習 7:00～14:00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 太陽の子保育園

7 木

太陽の子保育園運動会(準備) 6:00～18:00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 太陽の子保育園

さかえ幼稚園運動会（準備） 8:00～17:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･多目的広場 さかえ幼稚園

五ノ神幼稚園運動会ﾘﾊｰｻﾙ 7:00～15:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 五ノ神幼稚園

かやの実保育園宿泊保育 9:00～16:00 堰下ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 かやの実保育園

第74回羽村市市民体育祭(準備) 12：00～ 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ・C ｽﾎﾟｰﾂ推進課

多摩秋季6人制大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

合同剣道級審査会(羽村市・瑞穂町等) 18:00～22:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 剣道玉心会

第53回東京都下ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会団体戦(予備日) 終日 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

さかえ幼稚園運動会 6:00～17:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･多目的広場 さかえ幼稚園

太陽の子保育園運動会 6:00～17:00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 太陽の子保育園

ﾙｰﾃﾙ羽村幼稚園運動会 8:00～15:00 羽村東小学校校庭･体育館 ﾙｰﾃﾙ羽村幼稚園

子ども国際交流音楽祭 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

総合体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技　一般・ｼﾆｱの部 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

さかえ幼稚園運動会（予備日） 6:00～17:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･多目的広場 さかえ幼稚園

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

第74回羽村市市民体育祭 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 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

小学校運動会（準備）（学校行事）【〜10/22】 終日 羽村西小学校校庭 羽村西小学校

音楽発表会（準備）【～10/29】 終日 松林小学校体育館 松林小学校

さかえ幼稚園運動会（予備日） 6:00～17:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･多目的広場 さかえ幼稚園

小学校運動会（準備）（学校行事）【〜10/24】 終日 羽村東小学校校庭 羽村東小学校

羽村たつの子保育園運動会ﾘﾊｰｻﾙ 8:30～12:30 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 羽村たつの子保育園

13 水 総合体育大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技の部 9:00～16：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会

14 木 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 7:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 高齢福祉介護課

15 金 五ノ神幼稚園運動会（準備） 12：00～22：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 五ノ神幼稚園

9

8

土

日

月

ﾃﾆｽ連盟

日

火

そ　の　他

2

１０　月
　（10月前半）

日 曜　日

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

1 金

金

12

土

衆議院議員選挙
可能性有

ｽﾎﾟｾﾝ休館日11

10

3
衆議院議員選挙

可能性有

総合体育大会　ﾃﾆｽ競技の部



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

第8ﾌﾞﾛｯｸ卓球新人大会 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

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

五ノ神幼稚園運動会 6:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 五ノ神幼稚園

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

太陽の子保育園運動会（予備日） 6:00～17:00 あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 太陽の子保育園

羽村たつの子保育園運動会 富士見小学校校庭

羽村たつの子保育園運動会(雨天時） 富士見小学校体育館

第35回ふれあい福祉まつり 10:00～15:00 福祉ｾﾝﾀｰ 社会福祉協議会

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

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総体兼秋季大会(予備日) 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

弓道会 10月 月例会 13:00～17：00 弓道場 弓道会

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

ﾌﾞﾛｯｸ3年生大会 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 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面

10:00～18:00 武蔵野公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･子ども広場 少年野球連盟

村野小鳩幼稚園運動会 7：30～16：00 小作台小学校校庭・体育館トイレ 村野小鳩幼稚園

五ノ神幼稚園運動会（予備日） 6：00～18：00 富士見小学校校庭・体育館 五ノ神幼稚園

18 月 五ノ神幼稚園運動会（再予備日） 6：00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 五ノ神幼稚園 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

8:00～12：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄB・C・D・E

12:00 ～14：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E

20 水 近隣ﾊｲｼﾆｱ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

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会(予備日) 7:00～18:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 高齢福祉介護課

多摩学院幼稚園運動会ﾘﾊｰｻﾙ 9:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第一ﾎｰﾙ全面 多摩学院幼稚園

22 金 小学校運動会（準備）（学校行事） 終日 小作台小学校校庭 小作台小学校

少年野球四年生親睦大会 8:00～14:00 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

総合体育大会(はむら桜づつみｼﾞｭﾆｱ駅伝)(準備) 14：00～18：00 宮の下運動公園グラウンドＡ・Ｂ・Ｃ・子ども広場 陸上競技クｸﾗﾌﾞ

第61回ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 6：00～14：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ・Ｃ ｽﾎﾟｰﾂ推進課

小学校運動会（学校行事） 終日 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

小学校運動会（学校行事） 終日 羽村西小学校校庭・体育館 羽村西小学校

小学校運動会（学校行事） 終日 小作台小学校校庭・体育館 小作台小学校

ﾌﾞﾛｯｸ3年生大会 8:00～16:00 武蔵野小学校校庭 ｻｯｶｰ協会(少年部)

多摩学院幼稚園運動会 9:00～14:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 多摩学院幼稚園

少年野球四年生親睦大会 14:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

総合体育大会(はむら桜づつみｼﾞｭﾆｱ駅伝) 6：00～14：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ・Ｃ・子ども広場 陸上競技ｸﾗﾌﾞ

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

総合体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技　一般・ｼﾆｱの部 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

小学校運動会（学校行事）(予備日） 終日 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

小学校運動会（学校行事）(予備日） 終日 羽村西小学校校庭・体育館 羽村西小学校

ﾌﾞﾛｯｸ3年生大会 8:00～16：00 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)

小学校運動会（学校行事）（予備日） 終日 小作台小学校校庭・体育館 小作台小学校

総合体育大会　ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技　一般・小学生の部 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

25 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

8:00～12：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄB・C・D・E

12:00 ～14：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E

小学校運動会（学校行事）(予備日） 終日 羽村西小学校校庭・体育館 羽村西小学校

小学校運動会（学校行事）（予備日） 終日 小作台小学校校庭・体育館 小作台小学校

27 水 近隣ﾊｲｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(予備日) 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

28 木

29 金 音楽発表会 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

少年野球四年生親睦大会 8:00～14:00 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

総合体育大会(はむら桜づつみｼﾞｭﾆｱ駅伝)(予備日) 6:00～14:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ・Ｃ・子ども広場 陸上競技ｸﾗﾌﾞ

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)

村野小鳩幼稚園運動会（雨天時体育館利用）（予備日） 7:30～16:00 小作台小学校校庭・体育館ﾄｲﾚ 村野小鳩幼稚園

音楽発表会 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

どんぐりの家保育所運動会 9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 どんぐりの家保育所

少年野球四年生親睦大会 14:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

総合体育大会(はむら桜づつみｼﾞｭﾆｱ駅伝)(予備日) 6:00～14:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞＡ・Ｂ・Ｃ・子ども広場 陸上競技ｸﾗﾌﾞ

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　居合道競技の部 13:00～17：00 ﾌﾚｯｼｭﾗﾝﾄﾞ西多摩 居合道会

総合体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技　一般・ｼﾆｱの部 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

音楽発表会（片付け）【〜11/1】 終日 松林小学校体育館 松林小学校

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)
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31

ﾃﾆｽ連盟

羽村ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(第1日目・ﾘｰｸﾞ戦)

日 曜　日

(10月後半）　

日

火

衆議院議員選挙
可能性有

１０　月

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

ﾃﾆｽ連盟

そ　の　他

平日会の親睦試合

17

羽村たつの子保育園

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

ﾃﾆｽ連盟

土

21 木

16

26 火

平日会の親睦試合(予備日)

土

7:00～14:00

総合体育大会　ﾃﾆｽ競技の部(予備日)

23 土

24 日

30

日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

1 月 第52回羽村市産業祭（準備）【～11/4】 終日 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 産業振興課 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

2 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

護国神社奉納秋季剣道大会 12:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 剣道玉心会

護国神社奉納秋季柔道大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第3ﾎｰﾙ・第3会議室 柔道会

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

4 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

第52回羽村市産業祭（準備） 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

音楽発表会 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

12:00～18:00 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会議室全面

第52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

共済組合剣道大会 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･会議室全面 市町村剣道連盟

音楽発表会 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

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)

第52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1ﾎｰﾙ全面

9:00〜15：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面

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

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第2･3会議室

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

音楽発表会【片付け】（〜11/9） 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･子ども広場 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

第52回羽村市産業祭片付け（予定） 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

学習発表会（学校行事）（準備）【〜11/24】 終日 富士見小学校体育館 富士見小学校

学習発表会（学校行事）（準備）【〜11/24】 終日 栄小学校体育館 栄小学校

第52回羽村市産業祭片付け　【〜11/12】 終日 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 産業振興課

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

10 水

第30回西多摩地域広域行政圏体育大会総合開会式 18:30～ あきる野市･檜原村 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

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

12 金 東小学芸会準備【〜11/25】 終日 羽村東小学校体育館 羽村東小学校

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

青少年健全育成の日 9:00～16:00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 児童青少年課

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

総合体育大会　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 小学生の部 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

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

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

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

弓道会 11月 月例会 13:00～17：00 弓道場 弓道会

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

第35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

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・子ども広場 少年野球連盟

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 富士見第一町内会

15 月 小学校学習発表会（学校行事）（準備）【〜11/25】 終日 西小学校体育館 西小学校 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

6 土

5 金

高齢福祉介護課体力測定

※11/1　～11/12、「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ABC使用不可

合氣道会

土

町内会ごとに設定 市内全域

秋季市町村大会

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

13

学校教育課

8 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

9 火

総合体育大会　合氣道の部

木11

3 水 文化の日

7 日

14 日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

16 火

17 水 ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂふれあいｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会(秋季) 9:00～16：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会

18 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

19 金 学習発表会（学校行事）（準備）【〜11/24】 終日 武蔵野小学校体育館 武蔵野小学校

第30回西多摩地域広域行政圏体育大会ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ 終日 あきる野市･檜原村 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

総合体育大会　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 中学生の部 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･B 少年野球連盟

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

第30回西多摩地域広域行政圏体育大会 終日 あきる野市･檜原村 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

羽村の祭ばやし(仮) 14:00～16：00 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

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

小作地区委員会球技大会 8：00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 小作地区委員会

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 　空手道競技の部 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・第1・2会議室 空手道連盟

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

収穫感謝祭 8：00～13：00 松林小学校駐車場 松林地区委員会

田ノ上第一町内会ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会 8：00～16：00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA 田ノ上第一町内会

22 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

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

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

小作地区委員会球技大会 8：00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C 小作地区委員会

24 水 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

25 木 学習発表会（学校行事） 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

羽村東小学芸会 終日 羽村東小学校体育館 羽村東小学校

小学校学習発表会（学校行事） 終日 羽村西小学校体育館 羽村西小学校

学習発表会（学校行事） 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

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

羽村東小学芸会 終日 羽村東小学校体育館 羽村東小学校

小学校学習発表会（学校行事） 終日 羽村西小学校体育館 羽村西小学校

学習発表会（学校行事） 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

学習発表会（学校行事） 終日 栄小学校校庭・体育館 栄小学校

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

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ﾎｰﾙ全面･会議室全面

ｼﾞｭﾆｱ育成たま川流域中学生大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球四年生親睦大会 8:00～18:00 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA･武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

2市1町高齢者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(予備日) 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

第22回羽村市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･会議室全面 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

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

第35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

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･あさひ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

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

29 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

30 火

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

20 土

１１　月

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

28 日

（11月後半）　

21 日

第22回羽村市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会(準備) ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

27 土

日
曜
日

26 金

23

東京都地域6人制大会

火 勤労感謝の日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

持久走大会試走日（学校行事） 9：00～12：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・周回ｺｰｽ 栄小学校

学習発表会（学校行事）（準備）【〜12/9】 終日 小作台小学校体育館 小作台小学校

2 木

3 金 持久走大会試走日（学校行事） 9：00～12：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・周回ｺｰｽ 栄小学校

2市1町高齢者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(予備日) 6:00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

ｼﾞｭﾆｱ育成小学生大会2回目 9：00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

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)

ﾃﾆｽ連盟納会 18：00～20：00 未定 ﾃﾆｽ連盟

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

御陣乗太鼓鑑賞会 12：00～17：00 富士見小学校体育館 羽村たつの子保育園

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

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)

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

秋季連盟杯団体戦 8：00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B・C・D ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

6 月 持久走大会試走日（学校行事） 9：00～12：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・周回ｺｰｽ 栄小学校 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

7 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

8 水 持久走大会試走日（学校行事） 9：00～12：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・周回ｺｰｽ 栄小学校

9 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

10 金 学習発表会（学校行事） 終日 小作台小学校校庭・体育館 小作台小学校

はむら健康ﾌｪｱ 10:00～16：00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 健康課

第39回小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 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・和室 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

学習発表会（学校行事） 終日 小作台小学校校庭・体育館 小作台小学校

少年野球学童送別大会 8:00～18:00 宮ノ下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

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)

はむら健康ﾌｪｱ 10:00～16：00 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 健康課

総合体育大会　ｲﾝﾃﾞｨｱｶ競技の部 9：00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・和室 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ連盟

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C、松林小学校校庭 ｻｯｶｰ協会(少年部)

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

連盟団体戦 8：00～16：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ﾃﾆｽ連盟

13 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

14 火

15 水

そ　の　他

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

5 日

羽村ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(第2日目・9人制)

4

日

１２　月
　（12月前半）

日
曜
日

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

土

11 土

1 水

12



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

16 木 持久走大会（学校行事） 9：00～12：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・周回コース 栄小学校

17 金

体力測定 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 健康課

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

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

羽村しらうめ保育園運動会 9:00～15:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 しらうめ保育園

納射会 13:00～17：00 弓道場 弓道会

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

西多摩少年ｻｯｶｰ大会(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)

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技の部 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

20 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

21 火

22 水

23 木

24 金

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

ｴｱﾛｶｰﾆﾊﾞﾙ 9:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第2ﾎｰﾙ全面 体育協会

小学生思いっきりﾌﾟﾚｰしよう冬 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

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

秋季連盟杯団体戦(予備日) 8：00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B・C・D ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

27 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

28 火

29 水 年末休館

30 木 年末休館

31 金 年末休館

（12月後半）　

18 土

１２　月
ス 　ポ 　ー  ツ 　・ 　レ 　ク 　リ 　エ 　ー　 シ 　ョ 　ン 　行 　事

日
曜
日

26 日

25 土

19 日

そ　の　他



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

新春初打ち大会 10:00～16：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B・C ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

新年初打ち会 10:00～16：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E ﾃﾆｽ連盟

2 日 新年初打ち会 10:00～16：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E ﾃﾆｽ連盟 年始休館

新春大会 10:00～16：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄA・B・C ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

新年初打ち会 10:00～16：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E ﾃﾆｽ連盟

4 火 関東近県小学生新ﾁｰﾑ交歓会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

5 水

6 木

7 金

羽村市消防団消防出初式(準備) 9:00～ 羽村第一中学校校庭・体育館 防災安全課

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 9:00～16:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｻｯｶｰ協会(少年部)

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 少年野球連盟

第42回どんと焼き 終日 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

羽村市消防団消防出初式 〜17：00 羽村第一中学校校庭・体育館　富士見公園テニスコート全面 防災安全課

シニア卓球大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 卓球連盟

新年射会 10:00～17：00 弓道場 弓道会

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 少年野球連盟

第42回どんと焼き 終日 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技の部 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

羽村市成人式 10:30～12:30 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 生涯学習総務課

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 少年野球連盟

第42回どんと焼き 終日 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

総合体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技　中学生の部 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

11 火 第42回どんと焼き（予備日） 13：00～ 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

12 水 第42回どんと焼き（予備日） 13：00～ 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

ｿﾌﾄﾃﾆｽ教室① 18:00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

第42回どんと焼き（予備日） 13：00～ 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

ｼﾆｱｽｷｰ教室 9:00～15:00 菅平高原ｽｷｰ場 ｽｷｰ連盟

第42回どんと焼き（予備日） 13：00～ 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

学校公開（学校行事） 終日 羽村第二中学校 羽村第二中学校

親子ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃィﾊﾞﾙ 12:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 村野小鳩幼稚園

交通安全推進委員会出動式（準備） 12:00～ ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 防災安全課

地域教育ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 14:00～16:15 生涯学習ｾﾝﾀｰゆとろぎ 生涯学習総務課

伝統文化交流事業inゆとろぎ 14:00〜16：00 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

学校公開（学校行事） 終日 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） 7：00～13：00 羽村西小学校体育館 羽村西小学校

学校公開（学校行事） 終日 松林小学校校庭・体育館 松林小学校

学校公開（学校行事） 終日 小作台小学校校庭・体育館 小作台小学校

学校公開（学校行事） 終日 武蔵野小学校体育館 武蔵野小学校

学校公開（学校行事） 終日 羽村第二中学校 羽村第二中学校

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 少年野球連盟

第42回どんと焼き（予備日） 13：00～ 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

ｼﾆｱｽｷｰ教室 9:00～15:00 菅平高原ｽｷｰ場 ｽｷｰ連盟

１　月
　（1月前半）

日 曜　日
ス 　ポ 　ー  ツ 　・ 　レ 　ク 　リ 　エ 　ー　 シ 　ョ 　ン 　行 　事

土

14

そ　の　他

土15

1 土 元日・年始休館

日9

8

3 月 年始休館

月 成人の日

金

13 木

10



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

羽村市ふれあい綱引き大会練習開放日 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

〜18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面

〜12：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面

総合体育大会　ｽｷｰ競技の部 9:00～12：00

ｼﾆｱｽｷｰ教室 9:00～15:00

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技の部 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

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 少年野球連盟

第42回どんと焼き（予備日） 13：00～ 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ子ども広場 西地区委員会

第46回市民ﾃﾆｽ教室① 8:00～12:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E ﾃﾆｽ連盟

17 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

18 火 ｿﾌﾄﾃﾆｽ教室② 18:00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

19 水

20 木

21 金

羽村市ふれあい綱引き大会練習開放日 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

道徳地区公開講座 終日 富士見小学校校庭・体育館 富士見小学校

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 少年野球連盟

学校公開（学校行事） 8：15～12：30 栄小学校校庭・体育館 栄小学校

羽村市ふれあい綱引き大会練習開放日 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

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技の部 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

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 少年野球連盟

第46回市民ﾃﾆｽ教室② 8:00～12:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E ﾃﾆｽ連盟

24 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

25 火

26 水

27 木 ｿﾌﾄﾃﾆｽ教室③ 18:00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

28 金

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会議室全面

少年野球ｳｲﾝﾀｰﾘｰｸﾞ 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

第35回羽村市ふれあい綱引き大会 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・和室 ｽﾎﾟｰﾂ推進課

総合体育大会　ｻｯｶｰ競技の部 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

少年野球ｳｲﾝﾀｰﾘｰｸﾞ 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

第46回市民ﾃﾆｽ教室③ 8:00～12:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E ﾃﾆｽ連盟

31 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

そ　の　他日 曜　日

16

交通安全推進委員会出動式 防災安全課

（1月後半）　

日

１　月
ス 　ポ 　ー  ツ 　・ 　レ 　ク 　リ 　エ 　ー　 シ 　ョ 　ン 　行 　事

東京都中体連新人卓球大会多摩地区の部 学校教育課

30 日

23 日

菅平高原ｽｷｰ場 ｽｷｰ連盟

22 土

29 土



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

1 火 ｿﾌﾄﾃﾆｽ教室④ 18:00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

2 水

3 木

4 金

小学生室内ｻｯｶｰ大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｻｯｶｰ協会(少年部)

少年野球ｳｲﾝﾀｰﾘｰｸﾞ 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

羽村市ｲﾝﾃﾞｨｱｶ連盟交流大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面・和室 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ連盟

親子凧作り・凧揚げ 12：00～15：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B 富士見地区委員会

少年野球ｳｲﾝﾀｰﾘｰｸﾞ 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

第46回市民ﾃﾆｽ教室（予備日） 8:00～12:00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄD・E ﾃﾆｽ連盟

7 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

8 火

9 水

10 木

小学生室内ｻｯｶｰ大会 9:00～18:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｻｯｶｰ協会(少年部)

少年野球ｳｲﾝﾀｰﾘｰｸﾞ 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

体力測定 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 健康課

少年野球ｳｲﾝﾀｰﾘｰｸﾞ 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

弓道会 2月 月例会 13:00～17：00弓道場 弓道会

先輩のﾌﾟﾚｰを応援しよう冬 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球ｳｲﾝﾀｰﾘｰｸﾞ 8:00～18:00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

第39回ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 8:00～18：00 富士見公園ﾃﾆｽｺｰﾄ全面 ﾃﾆｽ連盟

14 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

15 火

２　月
　（2月前半）

日
曜
日

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

13 日

12 土

5 土

11 金 建国記念日

6 日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

16 水

17 木

18 金

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟総会 18:00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

ｼﾞｭﾆｱ強化練習会ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 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

市町村新人戦卓球大会 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 卓球連盟

第39回ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会(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

凧揚げ 12：00～13：30 松林小学校校庭 松林地区委員会

21 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

22 火 はむすぽｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ教室ﾚｯﾄﾞ･ｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 17:00〜22:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ2/3面 はむすぽ

23 水 天皇誕生日

24 木

25 金

26 土 学校公開（学校行事） 終日 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

羽村市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季ﾘｰｸﾞ戦(一般・ｼﾆｱ) 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会 東京Jrｶｯﾌﾟ 8:00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C PTA連合会

28 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

19 土

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

２　月
（2月後半）　

日
曜
日

20 日

27 日



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

1 火

2 水

3 木 富士見第一保育園ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 8:30～12:00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞC 富士見第一保育園

4 金

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟春季大会代表者会議 18:00～21：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

西武信用金庫杯卒業記念大会 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

ｸﾘｰﾝ作戦 6：00～12：00 羽村東小学校校庭・体育館 羽村東小学校

6年生お別れ大会 8:00～18：00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

拡大役員会 9：00～12：00 富士見公園ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ会議室全面 ﾃﾆｽ連盟

羽村市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季ﾘｰｸﾞ戦(一般・ｼﾆｱ) 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

6年生お別れ大会 8:00～18：00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会 東京Jrｶｯﾌﾟ 8:00～18：00 富士見公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C PTA連合会

小学校卒業式（学校行事）（準備）【〜3/23】 終日 羽村東小学校体育館 羽村東小学校

小学校卒業式（学校行事）（準備）【〜3/23】 終日 富士見小学校体育館 富士見小学校

小学校卒業式（学校行事）（準備）【〜3/23】 終日 栄小学校体育館 栄小学校

合唱ｺﾝｸｰﾙ（準備）【〜3/11】 終日 羽村第一中学校体育館 羽村第一中学校

8 火

9 水

10 木

中学校卒業式（準備）【～3/17】 終日 羽村第一中学校体育館 羽村第一中学校

中学校卒業式（準備）【～3/17】 終日 羽村第二中学校体育館 羽村第二中学校

第40回羽村市駅伝大会(準備) 13：00～
富士見公園を中心とした周辺道路(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)

ｽﾎﾟｰﾂ推進課

合唱ｺﾝｸｰﾙ 終日 羽村第一中学校体育館 羽村第一中学校

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟定期総会 18:00～22：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面

第8支部卒業記念大会(小学生) 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･和室

第40回羽村市駅伝大会 ～14：00
富士見公園を中心とした周辺道路(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)

ｽﾎﾟｰﾂ推進課

羽村市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季ﾘｰｸﾞ戦(一般・ｼﾆｱ) 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

小学校卒業式（学校行事）（準備）【〜3/23】 終日 松林小学校体育館 松林小学校

小学校卒業式（学校行事）（準備）【〜3/23】 終日 小作台小学校体育館 小作台小学校

小学校卒業式（学校行事）（準備）【〜3/23】 終日 武蔵野小学校体育館 武蔵野小学校

第44回羽村市民ｺﾞﾙﾌ大会 終日 立川国際ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 ｺﾞﾙﾌ連盟

5 土

そ　の　他

土

11 金

12

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

３　月
　（3月前半）

日
曜
日

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

ｽﾎﾟｾﾝ休館日

6 日

13

14 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

7 月

日

15 火



行 　　　　事　 　　　名 時　　間 会　　 　　　場 団　 体　 名

16 水

中学校卒業式（準備） 終日 羽村第三中学校体育館 羽村第三中学校

はむすぽ杯ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢大会 9:00～12:00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ1/3面 はむすぽ

ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝ教室 9:00～15:00 菅平高原ｽｷｰ場 ｽｷｰ連盟

羽村市内中学校卒業式 終日 羽村市内中学校校庭・体育館 羽村市内中学校

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

ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝ教室 9:00～15:00 菅平高原ｽｷｰ場 ｽｷｰ連盟

西多摩ｼﾞｭﾆｱ体操演技発表会 18：00～22：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ半面 はむすぽ

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟春季大会(第1日目) 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

弥生射会 10:00～17：00 弓道場 弓道会

多摩っ子卒業記念大会(小学生) 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面･和室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝ教室 9:00～15:00 菅平高原ｽｷｰ場 ｽｷｰ連盟

花と水のまつり臨時駐車場【～4/27】 終日 宮の下運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B・C・子ども広場 産業振興課

東京都小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ卒業記念大会 9:00～17：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

22 火

23 水

24 木 小学校卒業式（学校行事） 終日 市内小学校校庭・体育館 羽村市内小学校

25 金

2市1町高齢者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(予備日) 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

交通安全推進委員会任命･退任式(準備） 13:00～ ｺﾆｭﾆﾃィｾﾝﾀｰ3階ﾎｰﾙ 防災安全課

少年野球春季大会 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

羽村ｵｰﾌﾟﾝ小学生卒部ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 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

交通安全推進委員会任命･退任式 ～12：00 ｺﾆｭﾆﾃィｾﾝﾀｰ3階ﾎｰﾙ 防災安全課

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟春季大会(第2日目) 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

羽村市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季ﾘｰｸﾞ戦(一般・ｼﾆｱ) 終日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第1ﾎｰﾙ全面 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

羽村さくらｸﾗﾌﾞ卒部式(小学生) 9:00～18：00 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議室全面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

少年野球春季大会 8:00～18：00 武蔵野公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球連盟

歩け歩けﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 9：00～15：00 堰下ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 間坂第二町内会

28 月 ｽﾎﾟｾﾝ休館日

29 火

30 水

31 木

春分の日

27 日

曜
日

月

26 土

21

（3月後半）　

ス 　ポ 　ー  ツ 　・ 　レ 　ク 　リ 　エ 　ー　 シ 　ョ 　ン 　行 　事
日

日20

18 金

17 木

19 土

そ　の　他

３　月


