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やいたの夏 2017
スタンプラリー抽選会

　やいたの夏 2017 の 5つのイベントの
スタンプポイントでシールをもらうと、
1枚につき 1回くじ引きできます。
【日時】8月 27 日（日）11：00 ～ 13：00
【場所】ココマチ 1階  特設会場
【スタンプラリー商品】

●参加賞…うまい棒など　　　　　　※商品がなくなり次第終了

【日時】8月 12 日（土）15：00 ～ 21：00　＊荒天中止
【場所】長峰公園
【駐車場】市役所、東小学校
【シャトルバス】
　上記駐車場から長峰公園まで、随時運行します。
【主なイベント】
●ステージイベント
　15：00 ～　開会式
　16：00 ～　しもつけお笑いグランプリ in 矢板
　20：00 ～　ともなりくんダンス・矢板音頭
　　　　　　花火打ち上げ・閉会
●矢板のうまいもの祭り
　（市内店舗や矢板の食材を使ったメニューが大集合）
●体験型イベント（ボルダリング・アウトドア体験・
　ふわふわエアー遊具・竹とんぼ・ポッポ汽車）

　ツリークライミング専用のロープや安全帯、安全保護
具を利用して木に登り、木や森、自然との一体感を味わ
う体験です。今までとは違った世界観が広がります。
【日時】8月 27 日（日）　＊荒天中止

【集合場所】
　県民の森  キャンプ場（キャンプ事務所前）
【参加費】1人 1,000 円
【対象】県内在住の小学生以上
【定員】20 人（1回 10 人）　＊先着順
【必要な物】
　動きやすい服装（半ズボン・スカート等不可）、運動
靴（サンダル等不可）、飲み物
【申込方法】
　8月 11 日（金）8：30 ～ 17：00 までに、電話で個人
または家族単位でお申し込みください。
【申込・問い合わせ】
　県民の森管理事務所　☎（４３）０４７９　　　　　　　　　　　　　　　

　自由研究にもおすすめ ! アウトドアスプレーを作って、
八方ヶ原へハイキングに出掛けよう。八方湖では、貴重
なモリアオガエル探索や大自然でのランチを楽しみます。
【日時】8月 26 日（土）＊天候によっては中止または内容変更
　　　9：45 山の駅たかはら集合　13：30 解散予定　

【参加費】大人 2,600 円、中学生以下 1,500 円
　　　  　（アウトドアスプレー作りハーブ使用キット代含む）
【定員】40 人　＊先着順
【必要な物】
　お弁当、帽子、タオル、歩きやすい靴、リュック、飲
み物、雨具、網、アクリルケース（飼育ケース）、ファ
ーストエイド（緊急応急薬）セット
【申込方法】
　8月 25 日（金）9：00 ～ 16：00 までに、電話でお申
し込みください。その際、参加者全員の名前、代表者の
電話番号、送迎バス利用の有無をお知らせください。
【申込・問い合わせ】
　山の駅たかはら　☎（４３）１５１５

1 回目 2回目
受付 9：45 11：30

ツリークライミング 10：00～ 11：30 11：45 ～ 13：15
閉会・アンケート 11：30 13：15

※詳しくは、市ホームページ（トップページ＞矢板のおすす
　め観光情報＞矢板市ふるさとまつり in 長峰）をご覧ください。
【問い合わせ】
　ふるさとまつり実行委員会事務局（商工観光課）
　☎（４３）６２１１

000

1 等 商工会商品券 5万円分 2 等 ゲーム機本体

3 等 とちぎ和牛特選カルビ
（5,000 円相当） 4等 きんたろうおもちゃ券

（3,000 円分）

5等 りんごジュース 1本 6等 あっぷるカレー 1箱

※山の駅たかはらまでの無料送迎バスあり
　矢板駅 8：40 発、市役所 8：50 発、城の湯 9：00 発
　イベント終了後、各出発地までお送りします。
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　矢板運動公園のプールで、
水泳や水遊びを楽しみません
か？ 50 ｍプール、子ども用
プール、滑り台、噴水があり
ます。
【開設期間】
　8月 27 日（日）まで
【利用時間】
　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
【使用料】

 

※ 1回とは、午前、午後の各単位です。
※個人使用の場合、回数券（100円券12枚つづり1,000円、
　200 円券 12 枚つづり 2,000 円）も利用できます。
※安全上、小さなお子さんには、保護者の付き添いをお
　願いします。
【問い合わせ】
　施設管理公社　☎（４３）４６２０

子どもと水遊びを楽しむなら「長峰公園」がおすすめ！
　長峰公園のせせらぎ水路は、
10 月 1 日（日）までご利用い
ただけます。水源からは定期的
に水が勢いよく流れる一方で、
水路は浅く流れもおだやかなの
で、小さなお子さんでも水遊び
を楽しむことができます。

森林浴や川の音を楽しむなら「県民の森」がおすすめ！
　県民の森は、市内よりも標高
が高く涼しさを感じられます。
木々に囲まれながら散策をした
り、川音に耳を澄ませば、涼し
さ倍層。創造の滝、傾聴の滝な
ど、駐車場から歩いてすぐの滝
スポットもおすすめです。
　キャンプ場内にも小川があり、
川遊びも合わせて楽しむことが
できます。詳しくは、県民の森
ホームページをご確認ください。

【日時】8月 26 日（土）16：00 ～ 21：00　＊雨天順延
【場所】川崎城跡公園 自然観察ふれあい広場
【駐車場】川崎小学校、城の湯温泉センター駐車場ほか
【シャトルバス】
　道の駅やいた、城の湯温泉センター、川崎城跡公園の
市営バス停留所を 15：00 ～ 21：00 の間、運行します。
【主なイベント】
　16：00 ～　物産店開店
　16：30 ～　こどもみこし（※参加自由）
　17：00 ～　あんどん点灯開始
　18：00 ～　開会式
　19：00 ～　浴衣コンテスト①（キッズの部）
　19：30 ～　灯篭流しスタート
　19：45 ～　浴衣コンテスト②（ミスともなりの部）
　20：40 ～　花火打ち上げ

大人 子ども
個人使用 1回 200 円 1回 100 円
団体使用

（10 人以上） 1回 160円 1回    80 円

　浴衣を着て、あんどんまつりを楽しみませんか？記念
すべき 10 回目を迎える今回は「浴衣コンテスト」を開
催！入賞者には豪華賞品あり！ぜひご参加ください！
【受付】当日 17：30 ～
【部門】

キッズの部
小学生以下で
浴衣の似合う
元気なキッズ

ミスともなりの部
35 歳以下の
女性

（既婚でもOK）

浴衣コンテスト参加者
～「ミスともなり」は君だ！～

※詳しくは、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす
＞都市整備課＞第 10 回「光と音のあんどんまつり」を開催し
ます）をご覧ください。

【問い合わせ】
　川崎城跡公園再生市民会議事務局（都市整備課）
　☎（４３）６２１３




