
都萬神社

八尋殿

あいそめ広場（パオ）

まつり実行委員会本部

対象の4ヶ所（まつり実行委員会本部・八尋

殿・あいそめ広場・都萬神社）の内、3ヶ所を

巡って下のマスの中に3種類のスタンプを

押してください。

ここにスタンプを押してね！

〒881-0033 宮崎県西都市大字妻1538-1

西都花まつり実行委員会スタンプラリー係
西都花まつり実行委員会 ☎0983-43-2111

郵送の
場合

下記の必要事項をご記入の上、期間内にまつり会場にこの「応募券」

ご持参ください。また、郵送の場合は下記の「西都花まつり実行委員会

スタンプラリー係」までお送りください。

日本で最も古いと云われる「古事記」の「記」と「日本

書紀」の「紀」の二文字をとって名付けられた道で、天

孫ニニギノミコトとその妃コノハナサクヤヒメの日本

初のロマンスにまつわるゆかりの地を散策しながら

古代ロマンを感じることができます。
西都商工会議所ギフト券10,000円分×5本

1等
西都商工会議所ギフト券5,000円分×10本

2等
西都商工会議所ギフト券1,000円分×20本

3等

応　募　券

※すべての個人情報につきましては、当キャンペーン以外では使用いたしません。

※当選発表はギフト券の発送をもってかえさせていただきます。

・氏名

・住所

・電話番号

フリガナ

・年齢

歳

記
紀 の 道

スタンプラリー

※裏面の「記紀の道案内MAP」もご覧ください。

記紀の道記紀の道

都萬神社

八尋殿

スタンプを3つ集めて「西都商工会議所ギフト券」を

スタンプを3つ集めて「西都商工会議所ギフト券」を

開催
期間

4月1日土4月1日土
2日間限定

・・

20172017

開催時間／10：00～17：00

ゲットゲットしよう！

2017年4月7日必着

西都
花まつり
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Saito Flower Festival 2017

Kiki No Michi
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まつり本部に完成した「応募券」
をご持参いただくと、1枚につき
1回「ガラガラ」にチャレンジで
きます。（1人1枚まで）

まつり本部に完成した「応募券」

まつり本部に完成した「応募券」

ダブル
チャンス

2日日2日日

見本
スタンプを3つ集めて
「西都商工会議所ギフト券」を
スタンプを3つ集めて
「西都商工会議所ギフト券」を

ゲットゲットしよう！

？

◐ 御陵墓前イベント ◑

※尚、イベントは天候などにより変更もしくは中止になる場合がございます。

★駐車場が混雑するおそれがあります。できるだけ相乗りまたは公共交通のご利用をお願いします。★飲んだら乗るな、飲むなら乗るな

西都市西都原古墳群ところ

日〜木 10：00〜21：00
金・土 10：00〜22：00営業時間

縁結びスポット

拝殿で参拝すると
恋が成就しちゃうかも!?

神代神楽
幕末にあった若者の消防組織互親組

（現在西都夏まつりの中心で太鼓台を
動かしている）が西都原の御陵墓に奉
納する為、都萬神社にあった都萬神楽
舞をヒントに創作した神楽です。

西都古墳太鼓保存会
結成1980年。県内でも歴史のある古
墳太鼓は西都原の雄大な風景を題材
に創作し県内各所で演奏活動を行って
います。古墳まつりでは踊りや音楽の
創作を行っています。

1日100個ずつ
豪華景品が当たる！

※詳細はウラ面へ

※一人1個まで

4月1日㈯・4月2日㈰
11：00〜15：00

2日間宝100 探しの

火気使用について、たき火（炭火等）はぜったいにやめてください。

※大人の方のみ配布致します。

みやざき犬が
　  やってくる！

振る舞いの他にも企画をご用意！！
詳細は当日、正春酒造ブースにて！

『西都花まつり 記念ボトル（180ml）』
1,000本を抽選でプレゼント！！

3/31 ▶▶4/8㈯㈮

コノハナちゃん

西都市観光協会シンボルキャラクター  

ニニギくん

子供が楽しめる
巨大ふわふわ

5分/100円

4月1日㈯

11：00〜 ヒデロクバンド （インストバンド）
11：45〜 LandCell （ポップス）
12：25〜 ピュール （フルート＆ピアノ デュオ）
13：00〜 みやざき犬ステージ
13：45〜 西都市民謡会
15：00〜 ブルーグラスステーション

15：50〜 西都菜の花レディーによる
桜の苗木プレゼント

16：20〜 神代かぐら

4月2日㈰

11：00〜 mocoly's（アコースティック）
12：00〜 カルマルソイヤ （フュージョン&ポップス）
13：00〜 Letitout −レリア−（ガールズバンド）
14：00〜 costa brava（ベリーダンス）

14：45〜 西都菜の花レディーによる
桜の苗木プレゼント

15：10〜 西都オカリナキッズ
16：00〜 西都古墳太鼓

ゴザ貸出し
1枚 200円

※返却時に100円返金致します。

満開の菜の花と桜の下楽しいイベント盛りだくさん！

4月1日㈯ 15：50〜
4月1日㈯・2日㈰

11：00〜14：00

4月2日㈰ 14：45〜

西都菜の花レディーによる

プレゼント！！
『桜の苗木』

数量
限定

数量
限定

mocoly's

カップル
で

　
いか
が
で
す
か
？

4月2日㈰12時より15時まで、
菜の花畑にて

宮崎初登場4輪自転車
体験試乗会

宮崎県シンボルキャラクター
『みやざき犬』

正春酒造プレゼンツ

乞うご期待！！

2017

2日間
限定開催

期間
・・

焼酎の振舞い

花みくじ
日日草の種とセットになった花みくじ！
花言葉は「楽しい思い出」！
鮮やかな色の花をたくさん咲かせましょう♪

1本・200円
3/31〜4/8

ブルーグラスステーション

costa brava

詳細は西都市観光協会
または西都商工会議所の
ホームページまで！

む
ぅちゃん
が

会いに
くる
よ
♪

4月1日㈯ 13：00〜13：30

Letitout ーレリアー

20172017

LandCell



◆お客様へのお願い◆

⑴火気使用について、ガスコンロ以外は禁止いたします。 たき火（炭火等）はぜったいにやめてください。
⑵ゴミの自宅持ち帰りにご協力ください。

⑶非行防止等のため『日〜木/9時消灯』『金・土/10時消灯』となっております。自家発電をお持ちになる
　お客様もあくまで『日〜木/9時消灯』『金・土/10時消灯』ですので、ご協力お願い致します。
※お酒がはいりますので、他人に迷惑のかからぬようまわりの方も気をつけて楽しく花見を
　していただきたいと思います。

★駐車場が混雑するおそれがあります。できるだけ相乗りまたは公共交通のご利用をお願いします。
　飲んだらのるな、飲むならのるな

西都花まつり駐車場

至西都IC

県立産業
技術専門校

花

至清水台
　総合公園

運行日 4月1日㈯・4月2日㈰・4月8日㈯
西都バスセンター ⇨ 西都原 西都原 ⇨ 西都バスセンター  
西都バス
センター

市役所前
臨時バス停 西都原

発時刻 発時刻 着時刻
9:00 9:02 9:08
9:30 9:32 9:38
10:00 10:02 10:08
10:30 10:32 10:38
11:00 11:02 11:08
11:30 11:32 11:38
12:00 12:02 12:08
12:30 12:32 12:38
13:00 13:02 13:08
13:30 13:32 13:38
14:00 14:02 14:08
14:30 14:32 14:38
15:00 15:02 15:08
15:30 15:32 15:38
16:00 16:02 16:08
16:30 16:32 16:38
17:00 17:02 17:08

西都原 市役所前
臨時バス停

西都バス
センター

発時刻 発時刻 着時刻
9:15 9:21 9:23
9:45 9:51 9:53
10:15 10:21 10:23
10:45 10:51 10:53
11:15 11:21 11:23
11:45 11:51 11:53
12:15 12:21 12:23
12:45 12:51 12:53
13:15 13:21 13:23
13:45 13:51 13:53
14:15 14:21 14:23
14:45 14:51 14:53
15:15 15:21 15:23
15:45 15:51 15:53
16:15 16:21 16:23
16:45 16:51 16:53
17:15 17:21 17:23

住路：	西都バスセンター〜西都市役所前（臨時）〜妻高前〜
	 鬼の窟〜西都原

復路：	西都原〜鬼の窟〜
	 西都市役所前（臨時）〜
	 御舟通〜西都バスセンター

宮交シティより直行便がございます。詳細はお問い合わせください。

（支払いは現金のみ）

運 賃
西都バスセンター〜西都原間

（片道）

大人100円

★30分毎に運行★

小人 50円

（
小
学
生
）

●お問い合わせ先
宮崎交通㈱  西都バスセンター 

会場内に『まが玉』が隠してあるので、それを探
して、本部の受付に届けてください。まが玉 1個
につき、ガラガラくじが 1回できます。

※『まが玉』がなくなりしだい、
　終了いたします。

『まが玉』はトイレ等の建物および、出店の中には隠してあり
ませんので、迷惑のかからないよう、ご協力お願い致します。

Saito Flower festival 2017

西都花まつり臨時バス時間表

会場内では事故防止のため、サッカー・キャッチボール遊び全般、
フリスビー・ラケットなどの遊具遊びを禁止させていただきます。

※運動公園第2駐車場より花まつり会場への
　シャトルバスの運行はございません。

注意

TEL  0983-43-0026

こ
ん
な
ま
が
玉
を

探
し
て
ね
!!

2日間
一人
1個まで宝100 探しの

西都市、西都市観光協会、西都商工会議所、西都市三財商工会、（一社）西都青年会議所、西都商工会議所青年部、西都ロータリークラブ、
西都市倫理法人会、西都・西米良ライオンズクラブ、宮崎日日新聞社、宮崎交通㈱、三和交通㈱

《
主
催
》《
後
援
》

西都花まつり実行委員会
お問い合わせ
9：00〜17：00 0983-43-2111☎ 検 索西都市観光協会

クリック

4月1日㈯・4月2日㈰
11：00〜15：00


