
9月8日（土）� 9月9日（日）�
ひる12：00～よる7：00（小雨決行）�

雨天中止の場合は�

開催の有無については�
当日のAM6：59より�
茨城放送（1197kHz）にて�
放送いたします。�

よかっぺクリーンタイム�よかっぺクリーンタイム�

よかっぺ恒例のおそうじの時間です。�
クリーンリーダーを中心に�

おまつりの会場をきれいにしましょう。�

全会場　16：00～16：15

ビン�缶�
もえる�
ゴミ�

ペット�
ボトル�

飛入り参加は�

大歓迎！！�

※会場内、駐車場の利用ができない為、�
　公共交通機関でのご来場にご協力�
　ください。�
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W・C※緊急時の避難所は大久保小グランド及び多賀市民プラザ�
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◆よさこい踊り�
・常陸よさこい夢風神�

・上總組常陸連�

中央ステージと�

多賀プラザステージで�

踊ります。�

〈常陸プロレス主催〉�

第1部　14：00～16：00�
　 参加選手10名による�
　 トーナメント戦　�

第2部　16：30～18：00�
　 対戦カードは当日発表です。�

◆パレード�
・ひまわりバトンスポーツ少年団�
・大洗高校マーチングバンド部�
・自動車整備振興会�
・ガールスカウト日立クラブ�
・ボーイスカウト１, ５, ６, ７団�
・大久保小花笠音頭（４年生）�

・かき氷・やきそば・やきとり�
・生ビール・手芸品などの�
　お店がたくさんありますよ！�

・抽選会（当選番号の発表）14：00～14：30 中央ステージ�

・当選賞品の交換時間　　15：00～19：00�

　　　　　　交換場所　あい広場（花金前）�

特　　等　旅行券（10万円分）�

１　　等　日立 全自動洗濯機�

２　　等　日立 電子レンジ�

３　　等　ＪＲ商品券（２万円分）�

４　　等　日立 空気清浄機�

５　　等　日立 ハンディークリーナー�

６　　等　真空ステンレスボトル�

７　　等　スポーツタオル 又は トートバック�

８　　等　マイクロファイバー吸水ロングタオル 又は マグカップ�

９　　等　ハンドタオル�

10　　等　よかっぺまつり特製ボールペン�

…………………………… 1本�

…………………………… 1本�

……………………………… 4本�

……………………… 1本�

…………………………… 12本�

………………… 8本�

…………………… 40本�

……… 80本�

… 400本�

……………………………… 800本�

……… 4000本�

順路：駅前ロータリー→よかっぺ通り→国道６号�
大槌会みこし　16：30～18：30�
　　　大一商事前スタート→セブンイレブン→�
　　　水戸信前→セブンイレブン→大一商事前�

12：00スタート�

・消防コーナー(消防車等展示)�

・ダンス発表�

・生協の事業ＰＲ等�

・写真撮影等�

・自動車点検整備のＰＲ等�

・絵を描いてプレゼント�

・陶芸品等の販売�

・日用雑貨品等の販売�

・畳のＰＲ�

・生活用品等の販売�

・JWAYサービスのＰＲ等�

12：00～16：00�

12：00～19：00�

12：00～17：00�

12：00～18：00�

12：00～19：00�

12：00～19：00�

12：00～18：00�

12：00～16：00�

12：00～18：00�

12：00～19：00�

12：00～19：00

12：00～12：25�

12：25～12：40�

12：40～13：10�

13：10～13：40�

14：00～14：30�

14：30～15：00�

15：10～15：40�

15：40～16：00�

16：00～16：15�

16：30～16：50�

17：00～17：30�

17：45～18：00�

18：15～18：40�

18：55～19：00

13：30～14：00�

14：30～14：50�

14：50～15：10�

15：15～15：30�

15：30～16：00�

16：00～16：15�

16：30～17：00�

17：00～17：45�

17：50～18：00�

18：00～18：20

12：00～19：00

千石ひろば�12：00～19：00

駅前ひろば�

・ゴルフパチンコ�

・輪投げ�

・綿あめ�

・金魚すくい�

・ポップコーン�

　　　　　など�

12：00～19：00

中央ステージ�

あいひろば�

・開会宣言・パレード紹介�

・大久保小学校　花笠音頭�

・大久保中学校　吹奏楽部�

・ひまわりバトンリズムスポーツ少年団�

・抽選会�

・多賀さくら保育園　和太鼓�

・ＹＡ！ＭＡ！ＴＯ！撫子男子�

・常陸よさこい　夢風神�

・クリーンタイム�

・Studio Drops�

・ハッピービートキッズ�

・上總組　常陸連�

・楽笑天神�

・閉会宣言�

・おたのしみカードの景品引換所�

・献血、献眼、ダンス、福祉の市�

・記念切手等の販売�

・ミニ縁日�

15：00～19：00�

12：00～19：00�

12：00～18：00�

12：00～19：00

ゆめひろば�
・臓器提供キャンペーン、�
　血圧測定と健康相談、�
　団子販売など�
　　　　　　12：00～18：00�
�
・ポニー乗馬など�
　　　　　　12：00～19：00

多賀市民プラザステージ�
・大洗高校マーチングバンド部�

・かみね天風連�

・常陸よさこい　夢風神�

・上總組　常陸連�

・ひまわりバトンリズムスポーツ少年団�

・クリーンタイム�

・プメハナフラスタジオ�

・極真空手　枡田道場�

・ブラックゾーン�

・Studio Drops

おたのしみカード当選賞品�おたのしみカード当選賞品�

駅
前
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ろ
ば�

W・C ●�

W・C ●�

・休憩コーナー�

笑顔�笑顔�

多　賀�
市民プラザ�

W・C ●�
ゴールウェイ�
W・C ●�

ゴールウェイ�

お�楽�し�み�に�！�

※当日は、都合によりタイムスケジュールが変更�
　になる場合がございますので、あらかじめご了承�
　ください。�

「みんなの心を笑顔でつ
なぐ」�

「みんなの心を笑顔でつ
なぐ」�
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格闘技ひろば�

第12回 プロレス in よかっぺ�

（千石駐車場）�9

ひたちたが駅�

よか
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�
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タバコは喫煙所喫煙所で！�
�
タバコは喫煙所で！�
�

歩きタバ
コ�

ポイ捨て
は�

やめまし
ょう�

●�

・ビッグバンド演奏（14：00～18：00）�

・笠間焼き　・お休み処　など�

ひかりひろば�ひかりひろば�1


