‐

鵠 。圏

固薩義 瓢 獲団

鴨志田夏察リ

日時 :7月 19日 (日 )14:00〜 21100
場所 :鴨 志田薇小学校校農
主催 :■ 志田五自治会 ′鴨志田町内会

荏田 盆踊り大会

日時 :7月 25日 (■ )19:00〜 21:00
場所 :か たらい公口 (地 域ケアプラザの口)
主催 :荏 田連合自治会

えだきん商店街
第 3回 朝市 ノ第 19回 E台 村

日時 :7月 26日 (日
朝 市 10:00〜 14:00
屋台村 10:00〜 18:00
場所 :荏 田南近隣センター商店街
荏田南 5‐ 8(荏 田東郵便局前広場周 辺 )
)

渋沢連合自治会納涼盆踊り大会
日時 :7月 25日 (■
」ヽ
学校グラウンド
場所 :荏 田東
主催 :渋 沢連合自治会
"―
)
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上 市 ケ尾 盆踊 り大会

日1時 17月 25日 (■ )〜 26日
18:00^´ 21 :00
場所 :市 ヶ口常―公ロ
主催 :上 市ケ屋町内会

(日

)

日時 :8月 1日 (土 )17:00〜
場所 :大 場かやのき公日
主催 :大 場町―心会

下市ケ屋 盆踊り大会
日時 :7月 25日

(■ )〜

26日

(日

)

(土 )〜 2日 (日 )

17:00〜

場所 :下 市ケ尾 下根公ロ
主催 :下 市ケ島町内会

場所 :藤 が丘駅前公ロ
主催 :藤 が丘―丁目町内会

千車台 盆踊リ

日時 :フ 月 25日 (土 )〜 26日
場所 :千 車台公ロ
主催 :千 革台自治会

20:00

藤が丘駅前公園 盆踊リ
日時 :8月 1日

18:00〜 21 :00

(日 )

梅 が丘 夏まつり納涼大会
日時 :フ 月 25日 (土 )16:00〜 20:00
26日 (日 )16:00〜 18:30
公ロ
場所 :構 が丘
自治会
主催 :構 が丘"三

すすき野 ふるさと祭り盆踊り大会
日時 :7月 25日 (■ )17:(Ю 〜 21:30
26日 (日 )17:00〜 21:00
場所 :瞼 山公口少年野球場
連合自治会
主催 :す すき野・

第 32回 たまプラーザ夏まつリ

日時 :7月 25日 (■ )〜 26日 (日 )
。たまプラーザ中央商店街
。たまプラーザ商店会
。たまプラーザ駅前通り商店会 ほか
第 1〜 ■ 5会 場
12:00〜 21 :00

彙しが丘盆踊り大会 2015
日時 :7月 25日 (土 )16:00〜 20:30
26日 (日 )15:15〜 20:30
場所 :羹 しが丘公目
主催 :彙 しが丘連合自治会

大場町一心会 盆踊り大会

上谷本 納涼盆■り大会

日時 :8月 1日 (」L)17:00〜 21:00
ヽ雨天の場合 2日 (日 )1フ :00〜 20:00
■所 :も えぎ野小学校
主催 :上 谷本連合町内会

サマーふえすていばるいちがお
日時 :8月 1日 (■ )〜 2日

(日 )

16:00〜 21:00

場所 :西 友市ケ屋店 駐車■
主催 :中 市 ケ尾 自治会 市ケ屋宙栄会

くろがね夏祭リ

日時 :8月 8日 (土 )18:00〜
場所 :鉄 小学校
主催 :鉄 町内会

たちばなどんたく
日時 :3月 22日

21:00

(■ )18:00〜

21:30

23日 (日 )18:00〜 21:00

場所 :た ちばな台第四公ロ
主催 :た ちばな台町内会

荏 田西 ふる古とまつ リ
日時 :8月 22日 (土 )15:00〜 19:00
場所 :荏 田西小学校
主催 :荏 田西連合自治会

