石 狩 市 市 制 施 行 20 周 年 記 念 事 業

第
43
回

■ 主催：一般社団法人石狩観光協会
■ 主管：石狩市三大秋祭り実行委員会
■ 運営：厚田ふるさとあきあじ祭り運営委員会
■ 問合せ：TEL
（0133）78-2513
Email unjouya@muse.ocn.ne.jp

http://www.ishikari-kankou.net/
■ 協賛：創価学会

戸田記念墓地公園・JA 北いしかり厚田支所・
石狩湾漁業協同組合・石狩北商工会

会場内の
ゴミの分別に
ご協力をお願い
いたします。

第一部
参加料

1人 500 円

（参加者 150人）

景品
アキアジ30本
残念賞/缶茶

9：10〜9：40

■ 心叫太鼓：
「厚嵐会」による太鼓演奏

10：20〜11：15

■ 望来獅子舞：
「望来獅子舞保存会」による獅子舞披露

第二部

［参加対象者：小学校４年生以上/
9：10より本部にて抽選で150人］

11：15〜12：00

■ あい風ソーラン：厚田小学校児童、
父兄等によるソーラン踊り

■ 厚田音頭：厚田区婦人団体の方々を中心に、
子供たち等が輪になり踊る

ルール：アキアジ 2 本分の重さを 20g 単位で予測
します。10 人 1 組で挑戦し、最も近かった2人にア
キアジ 1 本。見事予測が当たった場合にはもう1 本
プラス！残りの 8 人は缶茶を差し上げます。

■ よさこいソーラン：2016準YOSAKOIソーラン大賞

新琴似天舞龍神による演舞

参加料

1人 500 円

（参加者 150人）

9：00〜14：00

景品
特 産 品 セット・お
米5kg・アキアジ・
馬鈴薯10kg など
残念賞/缶茶

「ランプの魔人」で遊ぼう。

9：00〜14：00

農産物・海産物の
販売を行います。

簡単なルールでお宝（特産品）GET！

12：30〜13：20

［参加対象者：小学校４年生以上 /
11：00より本部にて抽選で150 人］
ルール：10人を1組として整列していただき、舞台に向かっ
て吊るされているヒモを選択、
その先の景品がもらえます。

※完売時終了とさせていただきます。
※時間・内容は変更になる場合がございます。

13：20〜14：00

10：00〜12：00
幼児たちのミニ消防車と
記念撮影 他

景品

特産品セット
60 箱（20 箱 ×3 回）

景品
1位/アキアジ２本・馬鈴薯・お米
2位/アキアジ２本・馬鈴薯
3位/アキアジ２本
4〜10位/アキアジ１本

❶10：00〜 ❷12：00〜 ❸14：00〜
特産品即売・飲食コーナーでのご利用 500 円毎に抽選券を
1 枚差し上げます。 抽選券提供時間 9：00〜13：30

14：20〜
景品
お米1kgや馬鈴薯2kg

プレミアム付
イベント共通
飲食券
を販売します！
石狩市
在住の方限定

石狩湾
（日本海）

厚田ふるさと
あきあじ祭り
案内MAP

▲至浜益区
みなくる多目的広場

至札幌▼

セイコーマート
●

札幌駅より車で約 40km
国道231号線（創成川通〜オロロンライン）利用で約1時間10分

２３１

風車

▲
至浜益区

●
JA 北いしかり
厚田支所

オロロンライン

厚田ふるさとあきあじ祭りプログラム
9：00 〜

開会宣言

11：40〜12：00

よさこいソーラン

9：10 〜 9：25

心叫太鼓

12：00〜12：10

お楽しみ抽選会（2回目）

9：25 〜 9：40

望来獅子舞

12：10〜12：20

セレモニー

10：00〜10：10

お楽しみ抽選会（1回目）

12：30〜

宝引き

10：20〜11：15

アキアジの重さ当て

13：20〜

◯×クイズ

11：15〜11：30

あい風ソーラン

14：00〜14：10

お楽しみ抽選会（3回目）

11：30〜11：40

厚田音頭

14：10〜14：40

閉会あいさつ・くじ付きもちまき

※都合により内容が変更になる場合がございます。 ※ゲーム等の参加者数には制限があります。

石狩市三大秋祭り (石狩さけまつり･厚田ふるさとあきあじ祭り･
浜益ふるさと祭り ) で使用できる飲食券 1,200 円分 (200 円
×6 枚綴り) を 1,000円で販売します。
・9/22（木・祝）9：00 から、厚田ふるさとあきあじ祭り会場内で販売いたします。
・お一人様３セットまで購入できます。
・購入は石狩市在住の方に限らせていただきます。購入の際は、住所確認できるも
の（運転免許証、
健康保険証、
公共料金等の郵便物など）を提示していただきます。
住所を確認できない場合は、販売をお断りいたしますのでご了承ください。

さらに！ 共通飲食券を購入
いただいた方の中から抽選で

50

名様に

餅 袋（紅 白 入り）3,000 袋をまき、そ
の中に当たり券が 70 本ございます。
当たり券と引き換えに特産品をプレ
ゼント。景品引き換えはもちまき終了
後２０分間まで。

ルール：出された問題が ◯か
× かを判断し2 つのコーナー
に移動していただきます。勝
ち残り正解者が 10 人になっ
たら順位決定戦を行います。

石狩市特産品 をプレゼント！

（詳しくは共通飲食券をご覧ください）

石狩市送迎バス運行表（30 人乗り）
■ 往路【厚田方面▶あきあじ祭り会場】

始発
時刻
8：10

終点

場所

時刻
場所
この間
8：40
第1便
中央バスでの
：
各停留所で
10：00 みなくる前
第2便 9 30 厚田支所前
乗車できます
11：40
第3便 11：10
■ 復路【あきあじ祭り会場▶厚田方面】

始発
時刻
第1便 10：30

場所

第2便 13：00 みなくる前
第3便 15：00

終点
時刻
場所
この間
：
11
00
中央バスでの
各停留所で 13：30 厚田支所前
降車できます 15：30

当日は往復3便、厚田支所前と会場（みなくる前）間でシャトルバスを運行しております。この区間内にある北海道中央バ
ス停留所にて乗り降りすることができますので、
できる限り自家用車の使用を控えシャトルバスをご活用くださいませ。

