
9月9日（土） 9月10日（日）
ひる12：00～よる7：002017

雨天の場合は

開催の有無については
当日のAM6：59より

    

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

カン
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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佼成会

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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ロータ
リー第1部は 14時30分開始

第2部は 16時30分開始

・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）14：00～14：20 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　商品券（10万円分）

１　　等　日立オーブンレンジ

２　　等　日立掃除機 

３　　等　日立炊飯器 

４　　等　日立空気清浄機

５　　等　日立LED電球

６　　等　シビックセンター招待券

７　　等　クックドームスチーマー

８　　等　ライト付多機能ボールペン 又は保存パック

９　　等　よかっぺまつり特製マグネットシート 又は

　　　　　よかっぺまつり特製ボールペン

…………………………… 1本

…………………………… 1本

…………………………………… 4本

…………………………………… 2本

……………………………… 8本

………………………………… 20本

…………………… 40本

…………………… 40本

… 400本

………… 4000本

・消防車両の展示・記念写真撮影
・ダンス
・つみき遊び、事業PR
・茨城新聞社 記念新聞販売
・事業PR、輪投げ
・写真展、顔出しパネル、ゲームコーナー
・自動車点検整備のPRなど
・タイルにお絵描き、造形モルタル
　でのデモンストレーション
・アートパフォーマーステージ
・陶芸品・ビーズ製品などの販売
・畳のPR
・行員が持ち寄った生活用品等の販売
・モニターバス事業PR
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12：20～12：40
13：00～13：30
14：00～14：20
14：20～14：50
14：50～15：30
15：30～16：00
16：00～16：15
16：15～16：45
16：45～17：15
17：15～18：15
18：15～19：00
19：00～19：00

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
・おたのしみカード景品引換所

・焼きとうもろこし、献血、福祉の市、

　薬物乱用キャンペーンなど

15：00～19：00

12：00～19：00

ゆめひろば
・記念切手等の販売、赤バイクとの

　記念撮影

・アートパフォーマーステージ

・健康相談、災害救援募金キャンペーン、

　よかっぺ団子など

・フワフワドーム、迷路

・よかっぺカフェ（コーヒーなど）

12：00～17：00

12：00～19：00

12：00～18：00

12：00～19：00

12：00～19：00

多賀市民プラザステージ
・開会宣言
・m-i-u
・夢喰
・MEI
・あからん
・抽選会
・LB248
・TG☆ZUMBAⓇKIDS
・谷井大介
・Smile Eyes
・クリーンタイム
・極真空手　桝田道場
・プメハナ フラ グループ
・ヒヨリアメ
・THE SALA
・閉会宣言

おたのしみカード当選賞品おたのしみカード当選賞品
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前
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W・C ●

W・C ●

・休憩コーナー

多　賀
市民プラザ

※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。

・開会宣言
・大久保小学校　花笠音頭
・大久保小学校 ティッシュ配り
・多賀さくら認定こども園
・抽選会
・ハッピー＆スマイル
・明秀日立ブルーフェアリーズ
・TG☆ZUMBAⓇKIDS
・クリーンタイム
・CANDY★BOX
・SK　RHYME
・Studio　Drops
・アートパフォーマー全員集合
・閉会宣言

「未来を担う子
どもたちの心のふるさと」「未来を担う子
どもたちの心のふるさと」

●W・C 

茨城放送（1197kHz）にて
放送いたします。

12：00～12：05
12：05～12：15
12：30～12：50
13：00～13：20
13：30～13：50
14：00～14：20
14：20～14：45
14：50～15：10
15：15～15：35
15：40～16：00
16：00～16：15
16：15～17：00
17：00～17：45
17：55～18：15
18：30～18：50
19：00～19：00

常陸プロレスだよ全員集合！常陸プロレスだよ全員集合！常陸プロレスだよ全員集合！常陸プロレスだよ全員集合！

◆大槌会みこし
16：00～18：45

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

◆大槌会みこし
16：00～18：45

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

第44回
テーマ

「夢～ You May Dream～」「夢～ You May Dream～」

アントキの猪木

16：20に登場し
ます。

アントキの猪木

16：20に登場し
ます。

アントキの猪木

16：20に登場し
ます。
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格闘技ひろば（千石駐車場）9

常陸多賀駅

よか
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タバコは喫煙所で！タバコは喫煙所で！

歩きタバ
コ

ポイ捨て
は

やめまし
ょう

●

・ジャズ演奏（12：45～13：45）
・お休み処
・ワークショップ（手作りキャンドル）　
・癒しの占いコーナー（よかっぺ特別ワンコイン占い）
・タヒチダンス&フラダンス（14：00～14：40）
・常陸多賀応援団（15；00～15：40）
・ギター＆サックス デュオ（16：15～17：00）

ひかりひろばひかりひろば1

おたのしみカード

　当選賞品の交換

おたのしみカード

　当選賞品の交換

おたのしみカード

　当選賞品の交換

おたのしみカード

　当選賞品の交換
賞品交換所の場所は、あい広場花金前です。
※当日受け取れなかった賞品（4等以上）
　交換は9/11～29まで（月・火・水・金 10：00～15：00）
　多賀商業協同組合内

賞品交換所の場所は、あい広場花金前です。
※当日受け取れなかった賞品（4等以上）
　交換は9/11～29まで（月・火・水・金 10：00～15：00）
　多賀商業協同組合内

今回は常陸の王者である証しのHWC王座へ挑戦する
レスラーを決定するトーナメントを開催！
トップクラス4名の熾烈な争いを勝ち抜くのは誰か…！？
その他にも熱いバトルが盛り沢山！！


