
 

 開会式  9:30 

冬のまつりポスター表彰 

ステージイベント  
国北小太鼓クラブ 

子ども獅子 

ダンス、歌  他 

  

  

 

 

 

 

 

 

※天候によっては模擬雪玉を 

使用することもあります。 

国分寺北部小１年 

尾上 稜晟 さん作 

日時 平成 28 年1月 24 日（日） 
9:30～15:30 

会場 国分寺橘の丘総合運動公園 
ﾒｲﾝ会場：B&G駐車場＆体育館 

http://www.komati-kokubunji.com/2016huyu/ 

 

10:30  予選リーグ開始 

準決勝・決勝戦 

15:15  表彰式 
 

☆参加チーム募集中！ 

ステージ出演者も募集中！ 
（12/24〆切） 

陸上自衛隊 
～装備品展示～ 

 餅つき 10:00～正午 

（なくなり次第終了） 

あんもち雑煮 13:30～14:30 

（先着 200名様） 

※12:30より整理券配布 

 

 

 雪の中から 

宝探し 9:50 スタート 

（小学生以下 宝物は 100個） 

雪の広場 10:00～15:00 
ソリ遊びもできるよ！ 

ソリを持っている子は 

持ってきてね！ 

 

昔遊び体験 
たこ作り、はねつき 

ジャンボカルタ取り 

コマまわし、けん玉 

竹工作、福笑い、縄なえ 

お手玉 など 

 

 クイズラリー 
ｄe文化財めぐり 

11:30～14:00 

（中学生以下のお子様） 

FM 高松 
公開ラジオ番組 

収録 

国分寺南部小２年 

須田つなで さん作 



――応募ポスター入賞者 ―― 

最優秀賞 岡 友花 さん （国北小６年） 

優秀賞 須田 つなで さん（国南小２年） 

 尾上 稜晟 さん（国北小１年） 

こまち賞  高橋 杏実 さん （国北小５年） 

入 選   櫛田 直希 さん（南部小６年） 

土井 詩音 さん（南部小５年） 

岩本 穂伽 さん（南部小４年） 

新井 もか さん（南部小３年） 

岡田 瑛太 さん（南部小１年） 

濱野 瑞季 さん（北部小５年） 

𠮷原 涼葉 さん（北部小４年） 

金川 芽生 さん（北部小３年） 

宮﨑 結宇 さん（北部小２年） 
 

このまつりに使用される雪は 

『鳥取県江府（こうふ）町』から運んできます。 

（天候によっては変更あり） 

サントリープロダクツ株式会社 

天然水奥大山ブナの森工場 

日本通運株式会社 米子支店 

サントリー奥大山事業所 

鳥取県江府町商工会 
の皆様にご協力いただいています。 

雪合戦大会の開催にあたっては 

若桜町雪合戦協会（鳥取県若桜町役場） 
の皆様にご協力いただいています。 

冬のまつり応募ポスターの展示にあたっては、 

高松国分寺ホール指定管理者 
日本管財・JTBコミュニケーションズ共同事業体 

の皆様にご協力いただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催：国分寺町まつり協議会  主 管：国分寺町冬のまつり実行委員会 
〒769-0102 高松市国分寺町国分 1400-1（国分寺まちづくり協議会 内） 

TEL /FAX:  087-874-7050       携帯：080-3620-3043 

E-Mail: festival@komati-kokubunji.com  ホームページ：http://www.komati-kokubunji.com/2016huyu/ 

後 援：高松市  

共 催：NPOこまち、国分寺町体育協会、国分寺南部コミュニティ協議会、国分寺北部コミュニティ協議会 

--- 無料シャトルバス --- ※道路状況・天候等により運行時間の変更があります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※北部コミュニティセンター、国分寺会館、南部小学校（雨天時使用不可）に駐車場有り。 

☆☆☆ 協賛企業 （順不同、敬称略）☆☆☆ 

☆☆ご協賛誠にありがとうございます。☆☆ 

医療法人社団  純心会 ハートフルこくぶんじ荘 

株式会社 朝日通商   富士運送 株式会社 

株式会社 朝日段ボール  小竹興業 株式会社 
 

有限会社 アイテックス    極東化成 株式会社 

有限会社 富士メディカルサービス 

 

駐車場空き情報 

サイトにアクセス！ 

全応募ポスター（１００９点）を、高松国分寺ホールロビーに展示します。 
 

平成２７年１２月 ８日（火）午後～１３日（日） 南部小１年、北部小５年 

平成２７年１２月１５日（火）午後～２０日（日） 南部小２・６年生 

平成２７年１２月２２日（火）午後～２７日（日） 南部小３年、北部小３年 

平成２８年 １月  ５日（火）午後～１０日（日） 北部小１年、南部小４年生 

平成２８年 １月１１日（月）午後～１７日（日） 北部小４年、南部小５年 

平成２８年 １月１９日（火）午後～２４日（日） 北部小２・６年 
※作品の展示日は予定ですので、変更の場合もあります。 

※月曜日は高松国分寺ホールの休館日です。祝日の場合は翌日が休館日です。 

 

JT『ひろえば街が 

好きになる運動』に  

参加しています。 

（JT 四国支店協力） 

 

ボランティア 

スタッフ募集中！ 
【内容】 事務・準備手伝い 

当日の運営手伝い 

☆一緒に冬のまつりを楽しみ

ましょう。 

お気軽にお問合せ下さい。 

ＪＲ ＪＲ

8:15 ⇒ 8:16 ⇒ 8:25 ⇒ 8:30 ⇒ 8:40 9:45 ⇒ 9:50 ⇒ 9:55 ⇒ 10:00 ⇒ 10:05

8:30 ⇒ 8:31 ⇒ 8:40 ⇒ 8:45 ⇒ 8:55 10:15 ⇒ 10:20 ⇒ 10:25 ⇒ 10:30 ⇒ 10:35

9:00 ⇒ 9:01 ⇒ 9:10 ⇒ 9:15 ⇒ 9:25

9:15 ⇒ 9:16 ⇒ 9:25 ⇒ 9:30 ⇒ 9:40 14:15 ⇒ 14:20 ⇒ 14:25 ⇒ 14:30 ⇒ 14:35

9:45 ⇒ 9:46 ⇒ 9:55 ⇒ 10:00 ⇒ 10:10 14:45 ⇒ 14:50 ⇒ 14:55 ⇒ 15:00 ⇒ 15:05

10:15 ⇒ 10:16 ⇒ 10:25 ⇒ 10:30 ⇒ 10:40 15:15 ⇒ 15:20 ⇒ 15:25 ⇒ 15:30 ⇒ 15:35

15:40 ⇒ 15:45 ⇒ 15:50 ⇒ 15:55 ⇒ 16:00

14:15 ⇒ 14:16 ⇒ 14:25 ⇒ 14:30 ⇒ 14:40 16:00 ⇒ 16:05 ⇒ 16:10 ⇒ 16:15 ⇒ 16:20

端岡駅前
バス停

この間は随時運行

この間は随時運行

⇒
高松国分
寺ホール

前
⇒

北部ｺﾐｭﾆ
ﾃｨｾﾝﾀｰ
バス停

⇒端岡駅前
バス停

⇒ 会場 会場 ⇒
南部小
南門前

⇒
北部ｺﾐｭﾆ
ﾃｨｾﾝﾀｰ
バス停

⇒
高松国分
寺ホール

前
⇒

南部小
南門前

-- 日 時 -- 

平成 28年 1月 24日（日） 

9:30～15:30 
-- 会 場 -- 

橘ノ丘総合運動公園内 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 


	19冬_チラシ（表）
	19冬_チラシ裏（自治会）

