
今年の学びフェスタの特徴

参加にあたっての注意点

LIVE

マスク着用 手指消毒 検温 距離の確保(ソーシャルディスタンス)

府中学園 第一中学校 府中明郷
学園 上下中学校

ｉ-ｃｏｒｅ
ＦＵＣＨＵ

10:00~15:00  子育てステーションちゅちゅ、ちゅちゅ前芝生広場
10:00~10:45  ｢親子ビクス｣オフィスプロスタジオ苅部美千代インストラクター
11:00~11:30  ｢ちょっとだけスペシャルな絵本の読み語り｣
13:30~14:10  ｢プレイランド｣(人形劇･絵本･ペープサート･体操･手遊び･ふれあいなどのミニステージ)

ボッチャ大会(府中明郷学園会場)

資料館フェスタ同時開催！

コロナ関係ご協力のお願い

※発熱、せき、のどの痛みなどの症状がある方、体調不良の方は来場をお控えください。

i-coreFUCHU(府中天満屋２Ｆ)以外はスリッパなどの上履きをご持参ください。

各会場がオンラインでつながります！ 学園発表などを
各会場で見ることができます。

16チームによるトーナメント方式で開催！

スリッパ持参のお願い

ヨーロッパ発祥のスポーツで、パラリンピックの公式種目にもなって
います。赤色または青色のボールを投げ、ジャックボールと呼ばれる
白い目標球にどれだけ近づけられるかを競う競技です。

子育てステーションちゅちゅ、ちゅちゅ前芝生広場(i-coreFUCHU(府中天満屋２Ｆ)内)
親子ビクスや絵本の読み語り、人形劇など乳幼児から大人まで、親子で楽しめる学びがたくさん！
遊びの中に学びがいっぱいあることを体験しにお越しください！

府中市歴史民俗資料館で、まがたま作りやくみひもストラップ作りを楽しめます！

ボッチャとは...

10:00~15:00 ネウボラ推進課

各会場からオンラインで
ご覧いただけます！
児童、生徒による、
心に響く演奏や歌声を
ぜひお聞きください！

10:40~  府中学園会場　　   吹奏楽部演奏
11:00~  第一中学校会場　   旭小学校能楽体験発表
11:20~  府中明郷学園会場   トランペット鼓隊、吹奏楽部演奏
11:40~  上下学園会場　　   学園合唱、学校紹介

学園発表(ステージライブ)

市内5つの会場で開催

「あそびのひろば」～遊びは学びそのもの～
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上下北小、上下南小、
上下中、上下高の
児童･生徒による
｢上下のまちづくり
シンポジウム｣

(天領上下まちづくりの会)

LIVE

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

ステージの時間割　  9:45~  国府こども太鼓
10:00~  開会式（ポスターデザイン表彰式・なごみ基金表彰式など）
13:00~  税金クイズ（府中地区税務団体連絡協議会）
14:15~  書道パフォーマンス（府中高校書道部）
14:35~  オーケストラ演奏（府中高校音楽部）
14:55~  閉会式

10:00~15:00  マイナンバーカード申請受付（市民課）
13:00~14:30  あなたの心とからだ､もっと知って！（ひろしま女性大学福山校同窓会）
10:00~15:00  あそびのひろば～遊びは学びそのもの～（ネウボラ推進課）
10:00~15:00  缶バッジづくり（大日学園関係施設）
10:00~15:00  3Ｄペン・ミンチューお面作り（DDD.Labo）
12:00~14:00  クロームブックで動画編集体験 !!（学校教育課）
12:00~14:30  木製箸の販売（府中明郷学園８年生「模擬会社LinkS」）
10:00~15:00  お絵かきひろば

10:00~15:00  ジャンボ・リバーシ（ポムポム）
10:00~15:00  ウッドキーホルダーづくり（ポムポム）
10:00~15:00  絵手紙体験（井上照子絵手紙教室）
10:00~15:00  ミニ盛り花（ミニ盛り花サークル）
10:00~15:00  小瓶の絵付け（ガラスアート・出口公民館）
13:30~15:00  ジョーの英会話体験
10:00~12:00  きみも消防士！（府中消防署）※北グラウンド

10:00~15:00  ドローン活用紹介（府中東高校）
10:00~15:00  ものづくり体験（鉛筆立て）（府中東高校）
10:00~12:00  体力測定（府中市体育協会）
11:00~14:30  アクアリウムを作ってみよう！（オガワエコノス）
12:00~14:30  木製箸の販売（府中明郷学園８年生｢模擬会社ＬinｋＳ｣）　
12:15~14:45  ウエイトリフティング体験（戸手高校）
13:00~15:00  体幹トレーニング（府中市体育協会）

10:00~15:00  ボードゲーム（上下公民館）
11:00~13:00  パンの販売（片野製パン所）
13:00~15:00  ドローンのプログラミング（上下中学校）
13:00~15:00  誰故草の鉢植え体験（平野巖さん）
13:00~15:00  掃除ロボットプログラム（上下公民館）
13:00~15:00  ルームスプレー手作り体験（上下商工会女性部）
13:00~15:00  ドローン体験（㈱ツシマエレクトリック）※グラウンド
13:15~15:00  電子図書館（府中市立図書館上下分室）

10:00~15:00  メッセージカード・しおり（クルトピア明郷）
10:00~15:00  ハーバリウム（クルトピア明郷）
10:00~15:00  デコパージュ教室（クルトピア明郷）
10:00~11:20  塗り絵など（クルトピア明郷）
10:00~12:30  パンの販売（ぱん工房ポレポレ）
12:00~14:30  木製箸の販売（府中明郷学園８年生「模擬会社ＬⅰｎｋＳ」）　
12:30~14:30  ボッチャ大会（府中市スポーツ推進委員協議会）

食育ひろば（女性こども課）、噛ム噛ムエヴリバディ（教育政策課子ども食育係）、古代ファッションカタログ（教育政策課文化財室）

府中学園・広谷保育所・和光園保育所・リョービ保育園・
府中すばる幼稚園・川柳（府中公民館・広谷公民館）、陶芸（岩谷陶芸教室）

国府小学校・栗生小学校・南小学校・第一中学校・中須たま保育園・
たんぽぽ園保育所・国府保育所・土生保育所・栗生保育所・防災展示（府中市体育協会）

上下北小学校、上下南小学校、上下中学校、上下保育所、上下高校、鉛筆画（伊達速人さん）、奇跡の誰故草（平野巖さん）

府中明郷学園、下川辺保育所、おりがみ作品（わくわく子ども教室明郷学区）、
エコキャップ（クルトピア明郷）、色鉛筆画教室（クルトピア明郷）、
子ども書道教室（クルトピア明郷）、絵手紙（諸田公民館）、写真と絵画（河佐公民館）、
阿字和紙（協和公民館）、木工製品展示（豊田産業）
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10:40~  府中学園吹奏楽部演奏・動画　　　　
11:20~  太鼓（和光園保育所）　　　
11:50~  ダンス（Ｔwinkle Heart）
12:20~  空手（奥伸流清風拳）　　　　
12:45~  踊り（リョービ保育園）
13:15~  太鼓（広谷龍神太鼓保存会）　　　　
14:00~  太鼓（備後總社太鼓乃会）
14:30~  巫女舞（巫女舞保存会）
　

11:00~  旭小学校能楽体験発表
11:20~  重量挙げ試技（戸手高校ウエイトリフティング部）
12:00~  ダンスパフォーマンス（戸手高校ダンス部）
12:15~  南京玉すだれ（旭公民館）
13:00~  吹奏楽合同演奏（府中東高校・上下高校）
13:15~  ジャズ演奏（府中東高生在籍バンド）
13:45~  ミュージカルソー（旭公民館）
14:00~  書道パフォーマンス（府中東高校）
　

10:20~  ビブリオバトル（府中市立図書館）
10:50~  書道パフォーマンス（戸手高校書道部）
11:20~  府中明郷学園トランペット鼓隊、吹奏楽部演奏
11:40~  太鼓踊り（明郷太鼓踊り組天つ風）　　　
12:00~  剣道（久佐公民館）
12:30~  レクダンス（久佐公民館）
12:50~  フォークダンス（久佐公民館）
13:00~  スコップ三味線（岩谷･協和公民館）

11:10~  バンド演奏「リョービ・リズム シリッカーズ」（リョービ株式会社同好会）
11:40~  学園合唱、学校紹介
13:00~  上下北小、上下南小、上下中、上下高の児童・生徒による
　　　  「上下のまちづくりシンポジウム」（天領上下まちづくりの会）
14:00~   矢野万葉歌人の足跡プラス (大元健司さん)　　
14:15~  奇跡の誰故草（平野巖さん）
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LIVE 全会場同時中継

税金クイズ
府中地区税務団体
連絡協議会( (
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府中学園

第一中学校 10:00~15:00  資料館フェスタ
まがたま作り

くみひもストラップ作り

府中市Ｂ＆Ｇ海洋センター
10:00~12:00  アシケン測定、
　　　　　　カヌー･サップ体験

府中明郷学園

上下中学校
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(府中高校書道部)

オーケストラ演奏
(府中高校音楽部)


