
in 西の久保公園

日時：平成２６年９月 14 日 ( 日 ) 9:30～15:00

場所：西の久保公園 (天草市本渡町本戸馬場 )

（一社）天草宝島観光協会 tel:0969-22-2243 fax:0969-22-2390

〒863-0023 熊本県天草市中央新町 15-7　http://www.t-island.jp/santa



P

P
P

P

P

P

至天草空港至天草空港

家畜保健衛生所家畜保健衛生所

旧水俣フェリー駐車場13 日
ウエルカムサンタクロース
in 中央銀天街イベント会場

13 日
ウエルカムサンタクロース
in 中央銀天街イベント会場

※赤色の駐車場は
　13 日のみ利用可。

天草サンタクロース
マーケット会場

第２回世界サンタクロース会議 in 天草

天草サンタクロース
マーケット会場

第２回世界サンタクロース会議 in 天草

天草サンタクロース
マーケット会場

第２回世界サンタクロース会議 in 天草
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※シャトルバスは14日のみ運行

天草ボーリングセンター天草ボーリングセンター

天草市立本渡中学校天草市立本渡中学校

天草エアラインでやってくる公認サンタクロースば
み～んなでお出迎えすっばい！

記念撮影も
あるよ。

本渡南小学校吹奏楽のパレードや亀川保育園の和太鼓など
天草の子供たちによるステージイベントでサンタさんを
歓迎すっとばい！

11:00～16:00

◆会場周辺に臨時駐車場（下記参考）を設けておりますが、駐車場には限りがありますので、乗り合わせてお越しください。

ウェルカムサンタクロース！〈天草空港交流広場〉ウェルカムサンタクロース！〈天草空港交流広場〉ウェルカムサンタクロース！〈天草空港交流広場〉

ウェルカムサンタクロース！〈本渡中央銀天街〉ウェルカムサンタクロース！〈本渡中央銀天街〉ウェルカムサンタクロース！〈本渡中央銀天街〉

場所：交流広場 15:10～16:00

場所：本渡中央銀天街スマイルパーク 16:30～17:30

時間：10:00～18:00

9月13 （土）日
September

13

9月12 （金）日
September

12

◆駐車場に限りがあ
りますので、

　できるだけ乗り合
わせて来てください

。

第11回 サンタウインターゲーム
日本代表選考会

第11回 サンタウインターゲーム
日本代表選考会

第11回 サンタウインターゲーム
日本代表選考会

13:30～

10:00～15:00

第２回 世界サンタクロース会議in天草 〈西の久保公園〉

9月14 （日）日
September

14

9月14 （日）日
September

14

9月15 （月・祝）日
September

15

スウェーデン・イェリヴァーレで開催される世界一の

サンタクロースを決める「第11回サンタウインター

ゲーム」の参加権をかけた日本代表選考会を開催します。

がねあげの早食いや、プレゼント袋の遠投、「HO、HO、HO」の発音

などで、日本代表が決まります。日本中から、参加するので、

みんな応援すっばい！

※イベント中は、テレビ・新聞など多数のマスコミ取材が予想されます。
　ご来場の皆様が撮影・放送される場合がございます。予めご了承ください。

子どもサンタクロースゲーム子どもサンタクロースゲーム子どもサンタクロースゲーム

第２回 世界サンタクロース会議in天草

世界各地から集まる公認サンタクロースとのふれあいや楽しい

ゲームを用意してます。みんな参加すっばい！

① プレゼント袋の遠投
② 公認サンタクロースとの綱引き

参加資格：当日先着順200名まで　小学6年生まで

参加者全員に「子どもサンタ認定証」授与と副賞を授与します 今年はどぎゃん

ことば話し合い

すっとかな ?

スタンプラリー
もあるよ！

通りには子どもたちが作ったぬりえも飾っとっとばい！

・（有）うまかや　　　【巻すし、いなりすし、他】

・居酒屋まつり　　【薩摩地鶏の炭火焼き】

・醍 醐　　　　　【海鮮お好み焼き、ヤキソバ】

・珊瑚礁　　　　 【サンタマーケット特製カレーライス】

・食の天草 にじ  　【あまくさ晩柑ゼリー、でこゼリー 他】

・食品加工プーズロッジ　 【ちりめんやき餅、カレーパン】

・植林商店　　　　【かき氷、ポテト、ジュース】

・植田食品　　　　【天草だご、笹だんご、五目おこわ 他】

・宮口商店　　　　【たこ焼き、クレープ、やきとり、かき氷 他】

・浦田ショッピング　【かき氷、おもちゃ用品 他】

・コカ・コーラ ウエストベンディング天草営業所　【清涼飲料水】

・天草ありあけ(株)（リップルランド）　【びっくり焼、かき氷、タコめし】

・あまくさ農業協同組合　【天草産農産物、ポン菓子、ジュース】

・(有)永田冷菓　【からあげ、アイスクリーム】

・吉永製パン所　　【菓子パン】

・(有)ヤマサキ商事　【オリーブポテトなどの販売】

・(株)九電工 天草オリーブ園　【天草オリーブを使用した商品 他】

・挽き臼珈琲平五郎　【挽き臼珈琲】

・楽園珈琲　【コーヒー、ソーダ】

・BLT？Amakusa　【オーガニックフード】

・cafeRAIN（カフェレイン）　【タコライス、からあげ、コロッケ】

・COFFE FRESH　　【ドリップコーヒー・コーヒー豆】

・南風屋　　　　【杉ようかん、いも飴、他】

・海月　　　【たこ焼き風いなり】

・天草育組　　　　 【自然栽培農産物、自然栽培農産物加工品・モリンガ茶】

・BIG DREAM　　　　【自家製飼育豚のハンバーガー】

・吉永製パン所　　　【菓子パン・ブリドッグ】

・BLT？Amakusa　　 【オーガニックフード】

・天草きぼうの家  　【さおり織り製品】

・シアトルナイン　 　【焼き菓子】

・Pane（パーネ）　　　【フランスパン】

・Picasso　　　　　 【イノシシバーグなど】

・硝子工房まむ　　　【とんぼ玉、ガラス細工、アクセサリー、ハンドメイド小物など】

・Knot　　　　　　 【ハンドメイド雑貨、アクセサリー】

・BEANS　　　　　　【豆を使ったアクセサリー】

・すまいるポケット　　【子ども服、雑貨】

・Bransa（ブランシャ）　 【ハンドメイド雑貨。アクセサリー】

・いもっ子の会　　　【こっぱ餅、よもぎ餅など】

・かしの木館　　　【子守唄まんじゅう、かりんとうなど】

・ひだまりの家　　　【皿、買い物かごなど雑貨】

・LE COEUR（ルクール）　【エッセンシャルオイル、基礎化粧品 他】

・ミドリネコ舎　【文具、雑貨、クリスマス用品」

・ＢＩＧ ＤＯＯＲ　【生花、ドライフラワー、植物、雑貨】

・Ｄｒａｍａｔｉｑｕｅ　【ヴィンテージパーツを使ったアクセサリー】

・RYUセレクト　【ムーミンのバッグ、メモ用紙、傘、他】

・硝子工房「まむ」　【とんぼ玉、アクセサリー、小物等】

・高浜焼寿芳窯　【くまモン・モンタクロース食器類】

・天草きぼうの家　【天草さをり織り（手織り）の雑貨】

・スプーニーストア（チャンドラ）　【エスニック、衣料、アクセサリー】

・GreenNote　【雑貨】

・Kringle　【クリスマスグッズ】

・ル・ヴァン・リブレ　【サンタマカロン、アイシングクッキー、焼菓子】

・天草土人形保存会　【モンタクロース土人形・サンタ土人形色付け体験】

・千葉平五郎石材　【石ころマグネットで絵付け体験】

・Kringle WorkShop　【サンタ帽子を作ろう】

◆ たべもの屋さんマーケット

天草サンタクロースマーケット出店一覧

天草サンタクロースマーケット
inびぷれす広場

◆ 雑貨屋さんマーケット

◆ みんなで作ろうワークショップ

・イソップ製菓　　【天草名物 あか巻・南蛮羊かん、他】

・カフェココペリ　【かき氷、ジェラート、焼菓子、カレー】

・珈琲と焼き菓子 りんといと　【焼き菓子、珈琲豆】

・福田果樹園　【みかん、野菜、野菜ジュース、お菓子類】

場所：お万が池公園（天草町大江浜里）

サンタさんと遊びたい子どもたちはお万が池へ集合！

フラフープ、綱引き、スイカ割り大会など、楽しいゲームが盛りだくさん。

いま話題の“島んもんマルシェ”も会場内で同時開催！！

・サンタさんたちとのゲームコーナー

　（スイカ割り・フラフープ大会・つなひき対決）

・「お万の船」の帆にみんなで色をぬろう！ 

　最後はサンタさんと一緒に記念撮影。

・木材を使ったクリスマスアートクラフトを作ろう！

　（人数制限があります）

・島んもんマルシェがお万が池に初登場！

　天草の物産をお楽しみに。

　　　  【スケジュール】

11:00～ 開場・マルシェオープン

14:00～ サンタさん到着

14:30～ サンタさん達とゲーム

15:45～ みんなで写真撮影＆もち投げ

（サンタさんは14:00～登場）

サンタクロースフェスタ&島んもんマルシェサンタクロースフェスタ&島んもんマルシェサンタクロースフェスタ&島んもんマルシェ

島んもんマルシェ出店一覧

http://www.japan-santa.comhttp://www.t-island.jp/santa
グリーンランド国際サンタクロース協会 日本支部 ホームページ天草宝島観光協会 特別ホームページお問い合わせ

その他の情報
もあります。
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全部の会場に

赤っか服ば
着て来てね！

サンタ
もち投げ

サンタ
もち投げ

サンタ
もち投げ

ステージイベント終了後

に、もち投げをします。

みんな集まらんば！

（参加対象：小学生以下）

写真撮影のあと投げるばい！

みんな集まらんば！

午後３時〜（予定）
みんな集まらんば！

熊本会場 ・17:00〜 下通パレード

・17:50〜 サンタさん登場！

※出店内容は変更になる場合がございます。

※全日程でサンタさんの登場時間は前後する場合があります。ご了承ください。

10:00～

サンタクロースマーケット臨時駐車場
とシャトルバス

in 西の久保公園

会場までのアクセスは
上記QRコードから


