!

GO

!
GO でんスポ

〜きっとあるよ あなたのしたいこと、できること！〜

もりもりおもちゃ箱フェスタ 2018
小雨決行
雨天の場合は、
縮小開催

会場

主 なプログラム

2017年度イラストコンクール

最優秀作品

※出展内容は、予告なく変更する場合があります。

おいしいもり

里のもり
楽しくお いしく「 地 産 地
消、被災地支援、自然エネル
ギー、循環など」を提案しま
す！今年はさらにハンドメイ
ド作家さんが集結！ワークシ
ョップで笑顔いっぱいの「里
のもり」をお楽しみに！

音のもり

にぎわいのもり
親子で楽しめるゲーム、
鉄 道 模 型 展 示、神戸電 鉄
6000系のミニトレインも
運行します。ふれあい動物
園では可愛い動物たちがお
出迎え！ミズノスポーツグ
ッズ特別販売も行います！

スタジアム周 辺で 、和
太鼓、バトントワリング、カ
ンフーや拳法の型演武な
どが行われます。間近で
行われる演技は、迫力満
点！

リサイクルマーケット

スポーツのもり
キックターゲット、ストラッ
クアウト、ベースランニング
などで思いっきり体を動か
して寒さを吹き飛ばそう！
兵庫ブルーサンダーズの野
球教室も開催。抽選券配布の
プログラムが多数あります！

豪華賞品が当たる！大クイズ大会
集合した全員を対象に○×ク
イズを実施。センターラインを
ひいて左側が○、右側が×とい
う形で移動していただきます。
最後に残られた約５０名様に、
賞品をプレゼントします。

ホットドッグ、カレー、た
こ焼きやうどん、からあげ
など数多くの屋台があり、
新鮮な野菜の販売も行い
ます。食欲の秋を満喫し
よう！

イラストコンクール

フェスタ当日、来園者による投票で決定し、来年のメインイメージとなるイラストを募集！

集合 １４
（時間厳守）
：４０
会
賞

場／メイン球場 あじさいスタジアムグラウンド
品／一等には旅行券をプレゼント、
その他豪華景品を多数用意しています。

北神戸田園スポーツ公園 http://www.denspo.com

〒651-1311 神戸市北区有野町二郎

TEL.078-951-5901

交通

■お問合せは

毎年恒例の大人気イベ
ント。5つのもりを楽しみ
ながら掘り出し物を見つ
けにでかけよう！

テーマ／「〜人と自然とスポーツのふれあいの空間〜 北神戸田園スポーツ公園」
規 定／4つ切り画用紙(横)で未発表のもの

10/19(金) までに事務局へお送りください

道場南口駅・でんスポ間 無料送迎バス運行（11月23日のみ）

神戸電鉄 道場南口駅→でんスポ行き 始発 9：10〈毎時10分・40分発〉 最終 14:10
でんスポ→神戸電鉄 道場南口駅行き 始発 9：30〈毎時00分・30分発〉 最終 16：00
神鉄
「道場南口駅」
から、徒歩約20分

凡

会場案内図
本

あしなが育英会への支援活動

もりもりおもちゃ箱フェスタでは、親を亡くしたり、親が重度障害で働けない家庭の子ど
もたちを支えるあしなが育英会に、出展者・ご来場の皆様から義援金のご協力を頂いて
おります。皆様のご協力をお願いいたします。
会場内は指定場所以外禁煙となっております。喫煙される方は
に灰皿を設置しています
ので、そちらをご利用ください。分煙と公園の美化にご協力ください。

部

1 本部（統括・案内・迷子・落し物・救護）・❽ 集合場所／北神戸田園スポーツ公園

4
5
6

／北神戸田園スポーツ公園

3 本部補助（場内放送・案内・迷子・落し物・救護）／北神戸田園スポーツ公園

大クイズ大会 集合14:40（時間厳守）／北神戸田園スポーツ公園

里のもり

Home Country

おいしいもり
30 野菜の販売

5 淡河食材を使った草もち・みたらし団子・お汁粉・タコス ／淡河ワッショイ

31 たこ焼き

6 コンニャクと大根のみそ田楽、野菜たっぷりジビエカレー

32 うどん・コロッケ・カラアゲ・ポテト／有野町婦人会

／ＮＰＯ法人淡河神影工房＆神影会

7 でんスポ棚田で作った古代米のおもち販売
／ＮＰＯ法人北神戸田園ボランティアネット

／八多町婦人会

／淡河婦人会・上淡河婦人会

33 焼そば・フランクフルト・綿菓子
／武庫小校区まちづくり連絡協議会

34 がんこおやじの特製やきとり屋

8 支援のからあげ

だれでももちつき体験＋里山秋冬野菜収穫体験ツアー（14：00〜14:40）

※ツアー開始10分前までに❶本部にお集まりください。
（❽で出た利益は被災地への義援金として活用します）
／ＮＰＯ法人北神戸田園ボランティアネット

9 竹林保全の竹炭で焼く玄米餅・竹炭製品・

似顔絵コーナーも ／巴製罐㈱

7
8
9

Gourmet

4 手打ちそば、豚汁、焼きいも、干柿、焼そば、綿菓子／八多町中地区自治会

大クイズ大会

イラストコンクール

トイレ
（身障用）

里のもり特設ステージ

募金箱

トイレ

ストリートライブ

休憩所

喫煙所

フォトスポット

3 体育館

47

Headquarters

2 案内、救護ベッド、警察官詰所

例
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／藤原台小学校おやじの会

40
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55

メイン球場

→

44
43

35 ホットドッグ・スープ餃子・カレー・手作りマドレーヌ
／藤原台婦人会

有機野菜・てんぷら／パートナーズ
36 おいでよ子どもたち

園 路

45

46

サブ球場
（A）

臨時駐車場

／ＹＭＣＡとその仲間たち

10 ヘビパン作り体験／ＮＰＯ法人北神戸田園ボランティアネット
11 特殊車両「タウンビーバー」展示、

職人がおススメ造園資材の販売

12 ジージーCafe

／㈱山羽造園

にぎわいのもり
Prosperity

／モッキントッシュ

13 カラフルカップケーキづくり
（数量限定）／カラフル北神戸
14 キーホルダー・筆＆色鉛筆アート・フェルトマスコット・米ぬかカイロ
／カラフル北神戸 ほか

40 親子で楽しめるゲーム・わたあめ・飲み物
／西宮小規模保育園ほっぷ・すてっぷ・じゃんぷ
／SO日本兵庫北神戸・三田プログラム

15 デコパージュXマスオーナメントワークショップ ／薔薇の咲く小さな家

41 ミズノスポーツグッズ特別販売／北神戸田園スポーツ公園

16 キッズピアスづくり ／はるなつまま ガーランドづくり／はなうた*

42 鉄道オリジナルグッズ販売・

17 ワークショップ・ハンドメイド小物 ／くるくる
18 ソープカービング体験・雑貨販売／studio neige
19 ワークショップ・雑貨販売／Kunikuni（Cucuru Rich）
20 ZAPPA 夢みるハンドメイド雑貨店／ZAPPA
21 インテリア雑貨と寄せ木アクセサリー ／Style4t
22 ハンドメイド布雑貨／handmadeHIKARI

被災地応援ミニライブ（13：30〜）
／シンガーソングライター 石田裕之

フォトスポット

ＨＯゲージ鉄道模型展示

／神戸電鉄㈱

43 ニュースポーツ・

あそびの体験・縁日くじ引き体験など
／兵庫県レクリエーション協会指導者クラブ

44 ミニトレイン、
しんちゃん・てつくん ／神戸電鉄㈱
45 ふれあい動物園 ／北神戸田園スポーツ公園
46 リサイクルマーケット、こどもバザーの国
／神鉄観光㈱

47 高所作業車の乗車体験／神戸市北消防署

スポーツのもり

音のもり
Sports

50 キックターゲット／ひょうごＣＳＲクラブ神戸支部
51 ヘキサスロン（10:00〜12:00）
／北神戸田園スポーツ公園

52 フリスビー・ストラックアウト
／北神戸田園スポーツ公園

53 スピードガンコンテスト
／北神戸田園スポーツ公園

54 ベースランニング ／北神戸田園スポーツ公園
55 ストラックアウト
／北神戸田園スポーツ公園

56 抽選券当選発表会場
／北神戸田園スポーツ公園

57 兵庫ブルーサンダース野球教室
／北神戸田園スポーツ公園

ストリートライブ

Music

和太鼓演奏（10：00〜）／北神星和台夢太鼓
バトントワーリング（10:30〜）
／マリ・バトンスクール ルーシィバンビ

カンフー演武（11：00〜）／カンフーサークル常笑輝龍
拳法・型演武・瓦割り（11：30〜）／龍斟會

