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２０１８年活動報告 

１月２０日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

２月１１日バリアフリーな街ふせ 

 

２月１７日（日） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

３月１１日（日） 住之江区防災フェア 大阪市・住之江公園 

 

 

３月１７日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

３月２５日（日） 関西ローカルヒーロークロスファイブ 堺市クロスモール 

 

 

スバルレッド企画イベント。 

英雄戦隊コーダイガー、高速機

動スカイアン、超新星スバルファ

イブが午前・午後の２回ショーを

行いました。グリーティングに

は、忍者月華ミカヅキが登場。

そして、富田林市のキャラクタ

ー・とっぴーも登場しました。 

住之江公園内でスバルファイブ

ショーをやりました。 

この日はいつもより大勢のメン

バーでにぎやかな舞台。 

東北の震災から７年目の日。そ

れぞれの思いを胸に、防災を考

えた一日でした。 

今年も、バリアフリーな街ふせの開会アトラクションに呼んでいただきました。 

今回のヒーローは、イヌ、ブタ、謎の人型汎用機。すげえヒーロー達。ざんねん、写真を撮り忘れた。 

今年は第３土曜日に開催。お菓子の模擬店とスバルファイブショー。 
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２０１８年活動報告 

４月２１日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

 

４月２８日（土） さやま池まつり 大阪狭山市 

 

 

４月３０日（月祝） 大仙公園わくわくウィークエンド 堺市 

 

大仙公園内で、スバルファイ

ブショーをやらせていただき

ました。 

スバルレッドが新フォームに

変身しました。 

さやま池の遊歩道で開催さ

れたさやま池まつりにスバル

ファイブが登場。昼の部と夕

刻の部の２回ショーを行いま

した。 

毎月恒例のおやつ祭り。 

おやつ２品＆ジュースで２００円

の模擬店と、スバルファイブショ

ーのイベントです。 
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２０１８年活動報告 

５月３日（木祝） 葛城市公園まつり 奈良県葛城市・屋敷山公園 

 

５月４日（金祝）～５日（土祝） 富田林市・すばるホール 

 

 

５月１９日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

５月２０日（日） デライト 藤井寺駅前 

 

 

５月２７日（日） おおさか元気プロジェクト住吉大社. 

住吉大社で開催された、大阪府レクリエーション協会さまのイベントによんでいただき、スバルファイブが出

動しました。住吉大社は、一寸法師が京へ冒険の旅に出かけた場所なんですね。おわんの舟にのる、ス

バルレッドとスバルイエロー。 

住吉大社の有名な太鼓橋で集合写真。正式な名称は住吉反橋です。歌のお兄さん、藤原しんじさん、まん

とくさんも出演。本日はたくさんのキャストでショーをおとどけしました。 

たくさんのローカルヒーロ

ーが出演。スバルファイブ

ショーをやらせていただい

て、最後は登場したヒーロ

ーたちの集合写真。 

プラネタリウムの番組が終了

したあと、スバルファイブが登

場するという、ゴールデンウィ

ークのスペシャル企画。 

サックスをふくスバルピンクも

登場しました。 

屋敷山公園の野外ステージで、午前と午後の２回、スバルファイブショーをやらせていただきました。 
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２０１８年活動報告 

 

 

６月１６日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

７月２１日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

７月２８日（土） 藤井寺支援学校・夏のつどい 藤井寺市 

 

８月４日（土） 諏訪小学校・納涼会 大阪市 

 

 

８月５日（日） すばるアートキッズパレード 富田林市・すばるホール 

今年も、すばるアートキッズパレードに出動しました。スバルファイブショーは１１時と１２時３０分の２回、ロ

ビーにて公演しました。ショーを観てくれたお子さまにヒーローからシールを渡し、ぜんぶ集めると、スバル

ファイブの CD をプレゼントしました。お子はシールが好き。 

この日の任務は、スバル

ファイブショーと、学校内で

クイズラリーがあって、そ

のお手伝い。 

校内のイベントではそうめ

ん流しもやってました。 

藤井寺支援学校で開催された、夏のつどいに超新星スバルファイブが出動しました。 

歌のまんとくお兄さんが登場しました。 
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８月１０日（金） 放課後デイサービス CLAN さま  大阪市東住吉区 

 

 

 
 

 

８月１１日（土） 槇塚台夏祭り 堺市 

 

 

８月１８日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

８月２４日（金） 三軒家東盆踊り 大阪市大正区 

 

 

 

８月２５日（土） 児童館夏祭り 富田林市 

今年も呼んでいただきました、三軒家東小学校の盆踊り。台風が通り過ぎたあとの、いい天気で開催。 

歌のお兄さん、藤原しんじさんも登場しました。 

堺市の槇塚台小学校の夏

祭りに出動しました！ 

スバルファイブショーは午

後３時から。夏の、昼間

の、野外のショー。暑くな

いはずがない。 

スバルレッドと宇宙人が登場。 

午前中はお子さまのグループで、午後からは大人の方のグループで、スバルファイブショーをやらせてい

ただきました。スバルレッドがファンレターをいただきました。 
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２０１８年活動報告 

９月１５日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

 

 

 

９月１７日（日) まほろばフェスタ 奈良県橿原市・香久山公園 

 

 

９月２３日（日） 富田林市・和らぎ苑 

 

９月２４日（月祝） 和泉市・内田町民会館 

１０月７日（日）～８日（月祝）リレー・フォー・ライフジャパン大阪あさひ 大阪市旭区民センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん患者支援の２４時間

チャリティイベント、リレー・

フォー・ライフジャパン大阪

あさひに参加しました。 

会場は、大阪市の旭区民

センター。 

８日午前１０時３０分から、

スバルファイブショーもや

りました。 

一般社団法人つばさ様に呼んでいただいて、和泉市内田町町民会館にてスバルファイブショー。 

今年もステキなポスターを作ってくださいました。 

富田林市の四天王寺和らぎ苑さまから、出演の依頼をいただきました。 

今回の出演メンバーは白いスバルイエロー、スバルブラックと宇宙兄弟。 

ショーを２回やらせていただきました。 

奈良県橿原市・香久山公

園で開催された、まほろば

フェスタに、スバルファイブ

が登場しました。 

この写真の撮影はスバル

ブラック。 

本日のおやつまつりは、マジックショー。この日はメンバーが少なかったのですが、かわりに、人が浮く

とか、派手めの手品をやりました。出演・模擬店お手伝いをしてくだるボランティアさん、募集中です。 
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１０月１３日（土）かしま障害者センター秋まつり 大阪市淀川区 

 

 

 

１０月２０日（土） いまカーニバル 守口市・生活総合支援センターいま 

 

 

１０月２１日（日）おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

１０月２７日（土）ドリームオブチャイルド in コフフン 奈良県・天理駅前 

 

 

１０月２８日（日） 泉北クロスモール秋まつり 堺市 

 

堺市南区・泉北クロスモールの

秋まつり。クロスモールの野外

劇場、クロモ広場で開催されま

した。最後は司会のお姉さんも

加わって、決めポーズ。 

奈良県・天理駅前で開催され

た、ドリーム・オブ・チャイルド・イ

ン・コフフンに超新星スバルファ

イブが参加しました。子ども食堂

の普及活動とか、子どもを支援

する団体のイベント。 

大阪府守口市の「地域生活総

合支援センターいま」様から出

動依頼をいただき、「いまカーニ

バル」にスバルファイブが出動し

ました。こちらも、職員さんの緊

急参戦がありました。 

秋晴れのなか、開催された、かしま障害者センター秋まつり。 

屋外ステージでスバルファイブショーを上演いたしました。職員さんもヒーローと悪役になって緊急参戦。 
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１１月１０日（土） きらら祭り 河内長野市・生活総合支援センターきらら. 

 

 

 

１１月１０日（土） ハッピー居酒屋カフェ YAYA 周年イベント 富田林市 

 

 

１１月１１日（日） 青い鳥まつり 堺市東区 

 

 

１１月１７日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 

１１月２３日（金祝） あすの Kyoto・地域創生フェスタ 京都府立植物園 

 

 

 

 

 

 

あすの Kyoto・地域創生フェスタ（京都

府立植物園）にスバルファイブが出動

しました。 

歌のお兄さん、藤原しんじさんも登場。 

そうそう、停電して音響が使えず、拡

声器でショーをやったのです。 

ヒーローからは、スバルブラック１人。 

わるものからは、コウモリ１匹。 

という、色目が黒すぎる２人がごきげ

んをうかがいました。 

大阪府富田林市に、ハッピー居酒

屋カフェ YAYA は、この日、７周年。 

 

写真のとおり、ステージがあって、

演奏が行われる居酒屋カフェ。 

ヲクイ鍵盤塾さまがプロデュースし

た、記念イベントにたくさんのミュー

ジシャンたちが参加。スバルファイ

ブも呼んでいただき、ショーをしまし

た。 

大阪府河内長野市・地域生活総合支援センターきららのお祭りにスバルファイブが出動しました。 
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１１月３０日（金）～１２月１日（土） 技フェスタ 大阪市・鶴見緑地 

 

 

 

 

 

１２月１日（土） 友×遊フェスティバル 高石市・羽衣青少年センター 

 
 

１２月１５日（土） おやつ祭り 富田林市・こんごう福祉センター 

 
 

毎月恒例のおやつ祭り。２００円

でお菓子２つと飲み物１つの模擬

店です。今月はいつものメニュー

に加えて、 

明治ホールディングス株式会社・

株主さまから、お菓子の寄贈をい

ただきまして、子ども達をはじめ、

利用者のみなさまへプレゼントさせて

いただきました。 

 

地域のお子様がたく

さん来場の友×遊フ

ェスティバル。 

スバルファイブがに

ぎやかしにうかがい

ました。 

 

大阪市・鶴見緑地で行われた建築・土木の職人の技術を体験するイベント「第５回技フェスタ」に 

スバルファイブを呼んでいただいて、１１月３０日はわるもの軍団が出動。１２月１日はスバルレッドが出動し

ました。 
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１２月１６日（日） デライト Vol.４ 藤井寺駅前   

 
 

１２月２４日（月祝） 放課後デイサービス ほんまちこども園 堺市美原区 

 

 

 

 

 

 

スバルレッド特別任務（主なもの） 

６月１６日（土） ローカルヒーローバーニング（東京都） 

９月２日（日） 寝屋川公園ねやぱー（大阪府寝屋川市） 

９月２９日（土）～３０日（日）  ２０１８日本ローカルヒーロー祭（千葉県） 

１０月８日（月祝） マチアソビ（徳島県） 

１１月１７日（土） ２０１８ふれあいまつり（奈良県川上村） 

 

近鉄藤井寺駅前の広場に、ヒーローたち

が集合。デライト第４回が開催されました。 

 

ブラスタージョー・ 超新星スバルファイブ・ 

忍者月華ミカヅキ・ 英雄戦隊コーダイガ

ー ・怪人工房・ 織姫奈那アイドルステー

ジ 

堺市美原区のさつき野コミュニティセンターにて、ほんまちこども園さまのクリスマス会に呼んでもらって、ス

バルファイブが出演しました。この日のメンバーは、シャア専用スバルレッド、スバルバリウム、スバルブラッ

ク。わるもの軍団からは宇宙兄弟の２人。そうそう、今年最後の任務でした。 


