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24日（土）のタイムスケジュール 25日（日）のタイムスケジュール
ステージイベント エリアイベント ステージイベント エリアイベント

9:00 めし丸くん PRタイム
うまかもんつくりぐっちょ展示販売、
畳表替え、柳川産ウナギのかば焼き・素
焼き、のりの佃煮の特売、救急車両展示

9:30 特命戦隊ゴーバスターズ
福引抽選会、ヘアーカット・ネイル無
料サービス、もち配布

9:45 日吉太鼓

10:00 開会式

うまかもんつくりぐっち
ょ展示販売、米釣り大会、
畳表替え、のりの佃煮の
特売、救急車両展示

天然本マグロ解体実演
（引換券販売は9:00～）

心うきうき釣り大会、有明海大食彩、
エビ・ヒシつかみどり大会、特大サン
マ炭火焼、ズワイガニ・冷凍くじら・
紅ざけの特売、農産物収穫体験、米釣
り大会

10:15 親子で一緒に絵巻きずし 親子で一緒に絵巻きずし

10:30 投げもち、もちつき 福引抽選会

11:00 じゃんけん大会
給食みそおでん、県産牛
乳無料配布

市民ステージ 県産牛乳無料配布

11:45 QunQun ステージ

12:00 QunQun ステージ 雲龍ちゃんこ大鍋

12:15 お笑いステージ

12:30 お笑いステージ 税金○×クイズ

13:00 市民ステージ 米釣り大会 心うきうき釣り大会、米釣り大会

13:15 めし丸くん PRタイム

13:45 市民ステージ

14:00
ジャンボ巻きずし体験、
親子で一緒に絵巻きずし

親子で一緒に絵巻きずし

15:00 市民ステージ 特命戦隊ゴーバスターズ

15:30 市民総おどり

16:00 閉会式

販売します。午前 9時～

●�ヘアーカット、ネイルなどの無料
サービス

　ハリウッド美容専門学校の生徒
が、無料でヘアーカットやネイルな
どのサービスを行います。午前 9時
30分～

●天然本マグロの解体実演
　巨大な天然本マグロを目の前でさ
ばき、すしとして販売。1皿200円。
引換券販売＝午前 9時～（解体ステ
ージ前で販売）。実演＝午前 10時～

●心うきうき釣り大会
　活魚、塩乾物、マグロなど豪華魚
介類を用意した、釣ってみてのお楽

しみの釣り大会。1回 1000 円。午
前 10 時～と午後 1 時～、各先着
150人

●有明海大食彩（魚屋さんの食堂）
　新鮮な魚介類を使って、鍋や煮物、
みそ汁などを作ります。1品100円。
午前 10時～

●エビ・ヒシのつかみどり大会
　エビやヒシのつかみどり大会で
す。100 円（エビのみ中学生以上
300円）。エビ、ヒシともに午前 10
時～。エビは先着 300人

●北海道産特大サンマ炭火焼
　えりすぐりの特大サンマを炭火焼
きで提供。限定500尾、1尾200円。
午前 10時～

●農産物収穫体験
　ジャガイモやダイコンなどの収穫
体験を実施。1セット 500円。募集
数 50区画（要予約）。午前 10時～

【予約、問い合わせ】JA柳川営農セン
ター（☎76・5155）

■2日間実施する主なイベント
●うまかもんつくりぐっちょ展示販売
　柳川産のあまおう（イチゴ）とナ
ス、赤貝（サルボウ）を使った新た
な柳川名物や柳川ブランドショップ
「おいでメッセ柳川」のおみやげ品
の展示と販売を行います

●福引抽選会
　500円の買い物につき福引き補助
券を 1枚贈呈。補助券 2枚で特産品
などが当たる福引きが１回できます

●米釣り大会
　参加料 100 円。
午前 10 時と午後
１時から整理券配
布、各先着 60人

●�畳表替えと畳の
新調の受け付け
　市民に限り、柳
川で作られた畳表
の畳替え、新調い
ずれも 1 枚 1000
円 を 補 助。1 軒

14枚まで（2日間で 350枚）

【問い合わせ】い業振興会事務局（市
農政課☎ 77・8734）

●親子で一緒に絵巻きずし
　親子で楽しい絵巻きずしを作って
みませんか。午前 10 時 15 分と午
後 2時の計 4回、各先着 10組（要
申込）、無料

【申し込み、問い合わせ】柳川青年
会議所（☎ 73・4015）

●県産牛乳無料配布
　両日それぞれ 500 パックの県産
牛乳を無料配布。午前 11時～

■24日の主なイベント
●じゃんけん大会
　じゃんけんに勝ち残ると由紀さお
り・安田祥子コンサートチケットな
ど豪華景品がもらえる「じゃんけん
大会」を催します。午前 11時～

●学校給食の「みそおでん」
　市学校給食調理員が、学校給食で
人気の「みそおでん」を限定 400食、

1食 200 円で提供。先着 100 人に
廃油石けんをプレゼントします。午
前 11時～

●雲龍ちゃんこ大鍋
　地元産の野菜や豚肉などで豪快に
作った約 1000 杯分の「ちゃんこ鍋」
が登場。１杯 200円、正午～

●ジャンボ巻きずし体験
　柳川産ののりと米を使った「ジャ
ンボ巻き寿司」づくりに挑戦しませ
んか。参加無料。午後 1時から参加
受付、午後 2時開始

■25日の主なイベント
●柳川産ウナギの蒲焼き・素焼き
　柳川産ウナギの蒲焼きを 1 つ
1000 円、素焼きを 1 つ 900 円で

　「柳川市民まつり」が「柳川よかもんまつり」に名前を改めて、今年も 2日間イベントを行い
ます。会場では柳川の新鮮な特産品などが並び、アイドルユニット「Q

キ ュ ン キ ュ ン

unQun」や特命戦隊ゴ
ーバスターズのショーなどイベント盛りだくさん。ぜひ、会場にお越しください。
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　柳川よかもんまつり前夜祭と
して、柳川とゲームの世界を舞
台にしたアニメーション映画「ド
ットハック セカイの向こうに」
を無料上映します。監督の松山
洋さんも来場。お見逃しなく。
●日時・会場　11 月 23 日（金・
祝）、午後 6 時～、水の郷ホール
※入場整理券は、市役所柳川庁
舎 2 階観光課で配布します。
【問】市観光課（☎ 77・8563）

★�臨時駐車場　市役所柳川庁舎、
市民会館、市役所大和庁舎、
市役所三橋庁舎、長田病院
跡地、JA柳川本所、マル
マツ西側駐車場、市民グラ
ウンド、杉森高校

★�バス停留所　【土・日曜】市役所
柳川庁舎・大和庁舎・三橋
庁舎、西鉄柳川駅、かんぽ
の宿【日曜のみ】JA 柳川
本所、長田病院跡地

※�まつり会場周辺は大変混雑しますので、警備員の指示に従ってください。また臨時駐車場や西鉄柳川駅から、まつり会場前まで
無料送迎バスを運行しますので、ぜひご利用ください。
※保養センター入口の信号からかんぽの宿前まで車両進入禁止です。ご協力をお願いします。
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臨時駐車場、無料送迎バスをご利用ください

※�天候などの影響でイベントを中止する
場合があります。ご了承ください。

かんぽの宿

周辺拡大図

保養セン
ター入口

会場

交通規制あり

柳川よかもんまつり第
８
回

◆期日　11/24（土）、10:00 ～、11/25（日）、9:00～
◆会場　有明地域観光物産公園

【問】市民まつり実行委員会事務局（市観光課☎77・8563）


