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総合体育館西総合体育館西

10：30～15：15
●受付/9：30～
●昼休憩/12：30～13：30

さわやかアリーナ
袋井市総合体育館
（袋井市久能1912-1）

会場

時間

ご参加の際には、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、次の事項について特段の
ご配慮をいただきますようお願い申し上げます

以下の事項に該当する場合は、参加の見合せをお願いします。●体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛・味覚障害などの症状がある場合）
●新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触がある場合●同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合●過去
14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合■感染
拡大防止のために主催者から連絡先登録等の求めがある場合、積極的に応じるようにお願いします。■マスク着用、こまめな手洗い、アルコー
ル等による手指消毒にご協力ください。■会場内の混雑を防止するため、入場制限する場合がございます。※新型コロナウイルス感染症の状
況により、イベント内容の変更や中止となる場合があります。

10：00～15：30

ハンドメイドマルシェ
“hanalima”
ハンドメイドマルシェ
“hanalima”

サブアリーナ

持ち物 スリッパなどの
室内履き、靴袋

©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

駐車場の混雑が予想されるため、できる限り乗合いでのご来場をお願いいたします駐車場の混雑が予想されるため、できる限り乗合いでのご来場をお願いいたします

お笑い芸人と
一緒に

体を動かそう！！

 さわやかアリーナ袋井市総合体育館　TEL : 0538-31-2070　E-mail : fukuroi-info@shinko-sports.comお問い合わせ

●日
令和5年

192192

大西ライオン大西ライオン サバンナ 八木サバンナ 八木

WEB事前申込はこちら
右の2次元コードよりお申込みください
【申込期間】1/30（月）～2/7（火）

参加申込方法

アスリート MC

石橋貴俊石橋貴俊タケトタケト

どなたでも
お越し
ください！

袋井市内の小学生 若干名
（すでに募集は終了しておりキャンセル枠の募集となります）
袋井市内の小学生 若干名
（すでに募集は終了しておりキャンセル枠の募集となります）

参加対象

室内シューズ、靴袋、
運動しやすい服装、飲み物
室内シューズ、靴袋、
運動しやすい服装、飲み物

持 ち 物

詳細はInstagramにて  ➡  @hanalima_luana　

料　　金
●参加無料
抽選とさせていただきます。なお、当選の発表は、
当選された方のみ 2月9日(木)まで に当選
メールをお送り致します。落選された方への連
絡は致しませんのでご了承ください。

●観覧無料
見学自由。見学者は2階の観覧席をご利用くだ
さい。コロナ感染状況により、見学の制限をかけ
させていただくことがあります。

申込不要

さわやかアリーナ袋井市総合体育館
3周年記念イベント
主催／シンコースポーツ株式会社　 後援／袋井市

よしもと運動会よしもと運動会
マルシェマルシェ
＆

注意
事項

①参加者1名につき1通の申込みとなります。
　(例)兄弟2名参加の場合は2名分の申込みが必要です。
②出演者や内容が変更になることもあります。開催前にHPをご確認ください。

アクセスMAP



よしもと運動会 タイムスケジュール
9:30～ 受付開始

10:30～10:50 開会式

10:50～11:30 レクリエーション企画
11:30～12:30 運動会 【午前の部】

13:30～15:00 運動会 【午後の部】

15:00～15:15 閉会式

●MC登場
●アスリート&芸人紹介

●鬼ごっこ　●だるまさん転んだ　●ハンカチ落とし　など

●借り人競走
●ブロック玉入れ

●結果発表　●アスリート代表挨拶
●記念撮影

●熱血ドッヂビー
●リレー

●選手宣誓
●準備体操

●デカパンリレー　●ミッション綱引き

ハンドメイドマルシェ “hanalima”  出店者一覧

12:30～13:30 昼休憩

coffee calmlycoffee calmly
（珈琲・レモネード）

8cafe8cafe
（チョコバナナ）

ジェラテリアMigelaジェラテリアMigela
（ジェラード＆ハンバーガー）

Jerrys Popcorn！！Jerrys Popcorn！！
（ポップコーン）

食彩工房食彩工房
（もちもちポテト・かき氷）

キッチンカーキッチンカー

出店者名 販売品目
capriccio 手作り雑貨

Nao 刺繍リボンを使った布小物

salon de M Rose トルコのモザイクガラスを使ったワークショップ

伯楽庵×mayu 手づくり陶器と天然石アクセサリー

Halu ハンドメイド
アクセサリー ビーズ刺繍のアクセサリー

yui&kiyono アクセサリー&手作りと占いのお店

nico't 手作り小物、学校用品

∞mino ∞ 布小物、アクセサリー

Tantan ハンドメイド布小物、アクセサリー

盆栽藤花園 小品盆栽とうつわ

macky× ODK's ハンドメイドアクセサリー、レジンフラワーアクセサリー

lepus.ribbon ネームキーホルダー、アンブレラマーカー作り

latte ☆ &R*M ハンドメイドアクセサリー

Renge 木工家具、雑貨

MNKY 手編み小物とデニムリメイク

ピンク♡プリンセス クレイワークショップとリボンヘアアクセサリー

Kapilina ハンドメイド雑貨　

smile mama アクセサリー (ピアス、イヤリング）

ange&mimoon ドール服、通園通学グッズ、リボンアクセサリー

jissa. マクラメ編みのインテリア雑貨、ファッション小物
three crows　 ハンドメイドアクセサリー

出店者名 販売品目
Cocac レジンアクセサリー
MAYER マクラメアクセサリー

hiro.seisakujyo 布小物

つまみ細工らいむ つまみ細工アクセサリー

うずら ウッドバーニング商品、キッズアクセサリー、雑貨

ONE's OWN WAY 布雑貨、キッズアクセサリー　

KOKORO 犬服、雑貨

PANDA ネイルチップ、プラバンキーホルダー、スタイ

…to happy マクラメ

wakka 屋 ドライフラワーを使ったワークショップ

砂丘砂丘 砂絵作成ワークショップ

coto coto キャンディバックのワークショップ、キッズ雑貨の販売

sailin ドライフラワー雑貨の販売
Happy Good
Berry

ポーセラーツ体験、アロマスプレー作り、
ポーセラーツ商品、アルファベットキーホルダー販売

とやまさんちのはんどめいど 布小物・フェルト玩具・オリジナルイラスト雑貨
Yuzu handmade
accessories ハンドメイドアクセサリー

salon de M Rose トルコのモザイクガラスを使ったワークショップ、雑貨販売

ひだまりこねこ ハーパリウムボールペン・カスタムボールペン作り

MOON Tinyteeth のワークショップ、ハンドメイドアクセサリー

nico's 学校用品・手作り小物
ピノ工房 キャンドルと花雑貨


