
実施団体・企業名

ゆるキャラ大集合 職員有志

パトカー ぱとかー 大河原警察署

消防車 しょうぼうしゃ 柴田消防署

自衛隊 じえいたい 陸上自衛隊

レッカー作業車 れっかーさぎょうしゃ

こども免許証 めんきょしょう

びじょんとれーにんぐ フクシ・エンタープライズ

ばすけっとぼーる 仙台89ERS

あめりかんふっとぼーる アメリカンフットボール部

しばたまち　しょうかい 柴田町まちづくり政策課

ゆるキャラ基地 職員有志

おじいちゃん
おばあちゃんを

手助けしてくれる
介護ロボットの紹介 かいごろぼっと 健康福祉学科

職員有志

おもちゃ　ひろば
日本玩具協会

トイカード

卓球ラリー体験 たっきゅうたいけん

ピンポン的あてゲーム ぴんぽん　まとあてげーむ

すとらいだー　たいけん 子ども運動教育学科

ちあだんす　たいけん 応援団・チアダンス部

ふろあぼーる　たいけん フロアボール部

けんどう　たいけん

じゅうどう　たいけん

１階 きゅうめい　たいけん アスレティックトレーナー部

２階 おやこ　ばらんすあそび 体育学科

りずむ　だんす

おめんつくり

りずむ　あそび

まらかす　づくり

ぶれいくだんす

でーたーぶんせき スポーツ情報マスメディア学科

れくりえーしょん レクリエーション部

ばるーんあーと
子ども運動教育学科

＆
職員有志

おんがくさい マーチングバンド部

すずめおどり 子ども運動教育学科

きつねおどり

しゅわそんぐ

ぱんづくり スポーツ栄養学科

シダックスフードサービス(株)

山崎製パン

くりけっと　たいけん 日本クリケット協会

ごるふ　たいけん 日本ジュニアゴルファー育成協議会

きゃっちぼーる アシックス

きゃんぷ 体育学科

すらっくらいん 健康福祉学科

体育学科

体験

健康福祉学科

子ども運動教育学科

現代武道学科

工作

体験

キャンパス内 こじゅうろう・ざおうさま・カーナくん・わたりん・さくらっきー・
はなみちゃん・がくとくん・おんぷちゃん

写真撮影

体験親子でリズムダンス!

３階
体験剣道体験とチャンバラで遊ぼう

体験

フロア

芝スペース

第５体育館

ステージ

体験

JAXA

写真撮影

みんなのために
たはらいてくれている

クルマたち
JAF宮城支部

こじゅうろう・ざおうさま・カーナくん・わたりん・さくらっきー・
はなみちゃん・がくとくん・おんぷちゃん

写真撮影

宇宙とロケット

うちゅう　と　ろけっと 映像

作ろう!飛ばそう～かさ袋ロケット＆発泡スチロール凧～

ろけっと　と　たこ　を　つくろう!
工作

25記念館内
学生食堂「なちゅら」

卓球体験

工作

ゲーム

体験

鑑賞

体験

仙南＆富谷市＆仙台大学　合同音楽祭
(公演時間:午前10時40分～午後3時45分)

レクリエーション体験

マラカスを作ろう!

フリースタイルフットボールとブレイクダンス

LC棟

体験

体験

体験

第３体育館

展示

展示

第４体育館
親子でやってみよう!救命体験 体験

第１体育館

１階

様々な自治体や企業と仙台大学の連携ご紹介 展示

キャンプ生活体験・ハンモック 体験

体験野外ニュースポーツ体験(ディスクゴルフ・スラックラインなど)

体験

体験

バスケットミニゲーム

アメリカンフットボールゲーム

ペットボトルでパン作り!

軽食を提供いたします(11時～15時）

すずめ踊り

手話ソング

自分の動きを映像で見てみよう!

きつね踊り

バルーンアート体験

親子で楽しくお面を作ろう! 工作

親子でチャレンジ!親子バランス遊び 体験

おもちゃ広場 体験

中庭エリア

体験ビジョントレーニング体験

噴水広場

開催場所 開催内容

ストライダーで遊ぼう

チアダンスを踊ろう

NEWスポーツ　フロアボール体験

体験７つの楽しいリズムあそび

制作

柴田町の紹介

ジュードーヤロー(柔道体験)

クリケット体験

ゴルフ体験

はじめてのキャッチボール

陸上競技場
体験

体験

体験

パン・おにぎりなど

カレー・唐揚げ丼など

郡山市イメージキャラクター「がくとくん」

がくとくんの妹「おんぷちゃん」
ざおうさま
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株式会社ニシ・スポーツ 株式会社ドウシシャ 美津濃株式会社 JA宮城中央会 カメイ株式会社

2022/10/6　現在

- 10:20 ～ 10:40

1 10:40 ～ 11:00

2 11:00 ～ 11:30

3 11:30 ～ 12:00

4 12:00 ～ 12:30

5 12:30 ～ 12:50

6 12:50 ～ 13:20

7 13:20 ～ 13:50

8 13:50 ～ 14:20

9 14:20 ～ 14:40

10 14:40 ～ 15:00

11 15:00 ～ 15:20

12 15:20 ～ 15:45

株式会社仙台紙工印刷

リハーサルタイム

第５体育館　柴田町＆富谷市＆仙台大学マーチングバンド合同音楽祭
プログラム

鹿島道路株式会社

ご協賛・ご協力　ありがとうございます!

特別協力
協　　賛

株式会社アウトソーシング
有限会社アート工業 株式会社ユアテック白石営業所

一般社団法人
日本玩具協会鹿島建設株式会社

富士医科産業株式会社

特別協賛

株式会社第一エージェンシー

株式会社アトマックス

ノーリツ鋼機株式会社 石井ビル管理株式会社

チアダンス

親子ダンス

時間帯 催し内容

オープニング 富谷市立成田小学校金管バンド

楽器であそぼう
※本学卒業生友情出演（マッチョくんとあきらちゃん）

チアダンス

スズメ踊り

手話ソング

スズメ踊り

株式会社松浦組

ホシザキ東北株式会社 丸善雄松堂株式会社

株式会社仙台89ERS

株式会社フクシ・エンタープライズ
東武トップツアーズ株式会社 七十七リース株式会社

株式会社オオエダ商会 ポーラ西都

アイリスオオーヤマ株式会社

株式会社こども体育研究所 株式会社三洋工業東北システム 株式会社ジェイ・エス・ビー

日本事務器株式会社 名鉄観光サービス株式会社株式会社トイカード

きつねダンス

手話ソング

Freestyle football

フィナーレ 合同演奏
※柴田町立船迫中学校・柴田町立槻木小学校


