
みんなで待己うよ！持ってみようよ！義しもうよ！春却しようよ！

わたしたちの過去＠現在＠未来を見つめて

～語りつなごうf吉野兵六どん』～

地域お之し

第？？麗

・舞台催レ物
・模擬店
・フリ ーマ ーケット
．入賞作品展示
・吉野替写真展示
．遊ひ

φ

／ふれあい
コ ーナ ー

・福祉機器展示・体験
・兵六巨大オブジェ展示

後 援：〈予定〉

平成28年4月24日（日）

10:30 ～ 15:30 

巣立吉野公園 ，ζ-c 開催
来場者には抽選券有り 裏面に各種参加者募集！

'4救注意達パフォ ー マシス
あ唄・凍え島幸よ笑い玄人Party

地域仏裁ま紘・毒患襲安持家
寺ピJ多彩な�i寅！！

パネル絵描さもあるよf
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市教育委員会 鹿兜島市社会福祉協験会

吉野地域校区公民館連絡協議会 吉野地1境町内重量連絡協議会 JIUニ校区町内重量連絡会

吉野地淑女性団体連絡協議会 吉野衛工業重量 吉野中央道り会 吉野社会福祉施設さんさん会

南日本新聞社 NHK鹿児島紋送局 MBC南日本放送 KTS鹿児島テレビ放送KK色鹿児島放送

KYT鹿兜島務売テレビ エフエA鹿児島 鹿児島シティ主フヱムFMぎんが

主 催：吉野兵六会

J 11上／吉野／吉野東／大胡丘校区社会箔祉協援会及び校区公民館運営審議会 吉野支所 吉野公民館

長寿あんしん相蹴センタ ー吉野 吉野史設会 グループホ 」ムよかと会 吉野しあわせ会

間合せ・連絡先：事務局／NPO 法人地域サポー トよしのねぎlまうず T且099 243 3778 Fax 099-210-7663
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あなたの出書！プログラム
ヲL 谷

仲間と絵描ζうよ！！
パネルに兵六ゆめちのがたりを

えがくグル ー プを募集！！
くち入～も入の二子 －b.>

ゆめまつり当日に、 会場で描きますc

＜材料は自由＞

パネルの大きさは、 180 cm×90cm 

－説明会を開催！友人・職場・仲間で参加を

・説明会 3 月 21 日（月・祝日） 15: 012ニ

会場：よしのねぎぼうすにて。
説明会の日までにお申し込み。 会場審査｜ごて賞品有！

当日フI)ー マーケット開催！

出店希望の万は、Fax・ はがきにて
下記の112',1要事項を記入の上

お申込みください。

記載事項 ：干／住所
：お名前／年齢
：出晶名（危険なものは不可）

＜食べ物は、焼き票予類だけとします．＞
出店条件・制限時間内に搬入のこと

・申し込み締め切り後、ハガキにて、案内
を差し土げます．当日持参のこと，

・申込み締切 28年4月10臼（白），
•l店、要な用具などはご持参ください．
．販売枠およそ3m×3m
・出店料1,500円（当日徴収）

$込・間合せ先：事務局＜Tel 099 243-8778> 
くFAX 099-210-1668> 

あ
な
た
の
作
為
の

発
表
の
場
付
！

句狂ま
、

軟

つ

ポ
画

短
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絵

＠俳句

など

（乍毘募集

～あなたの想いを｛乍昂に込めて～

応募規定
－グループ・団体での展示発表もok
・ Jj ＼ ・中’高校生l手、未発表の作毘と

し、表彰苅象とします．
({jド'q)・短歌）

・｛乍5'aの裏・または別紙に①氏名 ・年齢l
②住所③電話番雪④題名を記入

.. ．｛乍昂［ままつりの当巴に搬入、まつりE 惨

終7後仁搬出のこと
・申込み／4月1巳（禽）まで
作自お届け先：吉野兵六会事務局
・吉野ffiJ26TT-1

地域サポートよしのねぎぼうず

吉野兵六会はだれでち参加できます！

ボ号ン号イア募集！
年闘を通じて、また下記事業単独でち
ご参加いただけます。
・吉野兵六ゆめまつり

(4月下旬／最終日曜〉
．よレの歴史街道ウ万 一ク

けO月体育の日／祝日〉
・／も＼岳寺詣り (11月23日／祝日〉
・新作狂雷「吉野兵六どん」
・わいわい風巴敷会〈毎月第 1 水曜〉

※興味閉山をお持ちの方、
笥野を知りたい方、事務局永山まで

（携帯；090-9597-477 6) 

.. 



第1 1回吉野兵六ゆめまつりオー プニシグ ・ 舞台出演

順番 時 刻 内 容 出演団体 a 出演者 時間帯

1 10: 30 オープニング演奏 大明丘小学校金管バンド 20 

2 10: 50 表彰 －作文 ・ 絵画 ・ 習字
－俳句 ・ 短歌 10 

3 11: 00 作文朗読 吉野中学校 栗林彩音 5 

4 11: 05 会長挨拶 }I毛倉会長 5 

5 11: 10 来賓紹介 5 

6 11: 15 来賓あいさつ 県 5 

7 11: 20 市 5 

8 11: 25 フォ ーク REINN （本田夫妻） 20 

9 11: 45 お遊戯 吉野保育園 10 

10 11 55 中之町鉦踊り 中之町棒踊り保存会 10 

11 12‘05 ポップス 歌謡 タパスカノ号ンド 20 

12 12: 25 紙芝居「吉野兵六夢物語j 吉野校区あいご会 15 

13 12: 40 ミュ ← ジカノレ「へイロック」 エノレフシアタ ー 20 
．， 

14 13: 00 書道バフオ ←マンス 鹿児島実業高等学校 20 

15 13 : 20 エイサー締り 鹿児島うるまエイサー 10 

13: 30 島唄 城西中学校2年
16 砦崎日向子

15 

17 J.3 : 45 らくらく体操 運動普及推進員 5 

18 13: 50 ハワイアン ハワイアンバンド 25 

19 14: 15 新作狂言「吉野兵六どんJ 菅野兵六狂言同好会 20 

20 14: 35 仲間と絵描とう！兵六パネfレ 表彰 10 

21 14 :.45 お笑い パ←テイ ← 20 

22 15: 05 閉会のあいさつ 副会長

23 抽選会 20 
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