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あまくさ温泉ホテル 四季咲館

雀の宿 古門丁

農家民宿 錦戸

海辺の宿 

富岡海水浴場に隣接した全室オーシャンビューの宿

天草の新鮮な海の幸と自家農園で栽培したとれたて野菜
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宿泊

富岡城お城まつりイベント 参加申込用紙

苓北イルカウォッチング（１便・2便）
参加項目

オルレ富岡まち歩き

天草西海岸クルージング

苓北海鮮バーベキュー

申 込 み

（１）提　出　先　富岡城お城まつりおもてなし委員会事務局

　　　　　　　  （苓北町役場商工観光課内)　担当：松村

（２）問い合わせ　熊本県天草郡苓北町志岐６６０

　　　　　　　  TEL：０９６９－３５－１１１１ FAX：０９６９－３５－１１９７

　　　　　　　  ※電話またはFAXによりお申し込みください

注意事項

●申込みは先着順とし、定員に達し次第締切ります

●スタッフ及びガイドの指示に従ってください

●小学生以下は保護者同伴で参加をお願いします

●荒天の場合は中止します

　なお、中止の場合は代表者へ連絡します

※必須

フリガナ

（代表者）氏名

連絡先

　　　　　　　－　　　　　－

生年月日

年　　　　月　　　　日

性　別

住　所
〒　　　－

男　　女

フリガナ

氏　名

連絡先

　　　　　　　－　　　　　－

生年月日

年　　　　月　　　　日

性　別

住　所
〒　　　－

男　　女

フリガナ

氏　名

連絡先

　　　　　　　－　　　　　－

生年月日

年　　　　月　　　　日

性　別

住　所
〒　　　－

男　　女

フリガナ

氏　名

連絡先

　　　　　　　－　　　　　－

生年月日

年　　　　月　　　　日

性　別

住　所
〒　　　－

男　　女

フリガナ

氏　名

連絡先

　　　　　　　－　　　　　－

生年月日

年　　　　月　　　　日

性　別

住　所
〒　　　－

男　　女

百間土手
及び

富岡城内

苓北イルカウオッチング

オルレ富岡まち歩き

天草西海岸クルージング

苓北海鮮バーベキュー

ステージイベント（郷土芸能・餅投げなど）

物産展・飲食展・マルシェ　

10/
27㈯

平成30年

10/
平成30年

28㈰

富岡港発着

絵画・写真コンテスト
募集!

主催／富岡城お城まつり実行委員会　　構成団体／苓北町・苓北町商工会・苓北町観光協会・町内各種団体

【お問い合せ】　●苓北町商工会　☎0969・37・1244　　　●苓北町役場　商工観光課　☎0969・35・1111　
検索富岡城お城まつり

Ⓒ 熊本城おもてなし武将隊



茂木港

長崎駅

長崎市

富岡港へ

祝・世界文化遺産登録　「天草の﨑津集落」

富岡城お城まつり第２回
（平成30年）

　昨年、台風の影響で止む無く中止となったお城まつり（メインイベント）を地域資源の

発信と地域活性化、交流人口の拡大、経済効果の獲得を目的として今年も開催します。

＊申し込みやイベント

詳細については、苓

北町役場ホームペー

ジをご覧ください。

第１便

受付時間： 9:30

出発時間：10:00

帰着時間：11:00

第２便

受付時間：12:00

出発時間：12:30

帰着時間：13:30

定　員：各40名

参加料：中学生以上1,500円、小学生1,000円、

　　　　幼児（2歳以上）500円

定　　員：150名　　参加料：1,000円

定　　員：40名　　参加料：中学生以上3,500円、小学生1,500円、

　　　　　　　　　　　　　　幼児（2歳以上）500円

定　　員：120名　　参加料：１人前 3,500円

10/27㈯

＊小学生以下は、保護者同伴でお願いします。
＊主催者にて傷害保険に加入します。スタッフも乗船します。
＊状況により、富岡半島クルージングに切り替える場合あり。

苓北イルカウォッチング

受付時間：12:30

出 発 式：12:50

出発時間：13:00

帰着時間：16:00

＊コースは富岡港を出発し、百間土手、富岡城、白岩崎、大手門、富岡まち
　中、岡野屋文学碑、東海岸となります。
＊隊列の先頭・中間・後尾にボランティアガイド及びスタッフが帯同します。
＊特典として、コース途中でのお茶菓子の提供や参加記念缶バッジを差し
　上げます。
＊小学生以下は、保護者同伴でお願いします。
＊主催者にて傷害保険に加入します。

オルレ富岡まち歩き

集合場所：いずれも富岡港

10/28㈰

ステージイベント

会場：百間土手下屋外特設ステージ（富岡港から北へ約500m、袋池下）

富岡城お城まつり実行委員会（　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

参加者募集中！（先着順）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

受付時間：14:00

出発時間：14:30

帰着時間：17:30

＊富岡港から西海岸を経由して﨑津まで往復します。﨑津では上陸して教
　会などを見学します。（妙見浦～大ヶ瀬・小ヶ瀬～海上マリア像等）
＊天候が良ければ、天草灘に沈む夕日が見られます。（日没17：34）
＊ボランティアガイド及びスタッフが一緒に乗船します。

天草西海岸クルージング

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

受付開始：16:00

開始時間：16:30

終了時間：19:00

開催時間： 9:00～16:00（予定）

＊苓北町の特産品や郷土料理などを中心に販売します。
＊約20～30店が出店（予定）します。物産展・飲食展・マルシェ

開催時間： 9:00～16:00（予定）

＊バーベキュー実施場所は、富岡港待合所横屋外特設区画です。
＊一斉に行うのではなく、各イベント終了後等、随時入れ替わりで実施します。
＊海鮮（緋扇貝、サザエ、アワビ、車エビ、魚）と野菜、おにぎりを提供しま
　す。（場合によって食材に変更があります。）
＊食べ物・飲料の持込は禁止します。
＊アルコール・ソフトドリンク飲料や追加食材は、実費となります。
＊焼き方はセルフですが、スタッフがお手伝いします。
＊1人前の食材を保護者の方とお子さんとで分けて食べることも可能です。

苓北海鮮バーベキュー

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

募集!■写真コンテスト
＊富岡城一帯（風景を含む）及びお城まつりイベントを

テーマにした作品を募集します。

＊サイズは、Ａ４又は４つ切の単写真です。

＊応募締切は、平成３０年１１月１４日（水）です。

＊審査・発表は、平成３０年１１月１９日（月）です。

■絵画コンテスト
　＊富岡城をテーマにした作品を募集します。

＊町内外の小中学生を対象とします。

＊画用紙サイズは、Ｂ３版です。

＊応募締切は、平成３０年１０月１５日（月）です。

＊上位入賞者は、10月28日（日）ステージ当日に表彰します。

苓北町商工観光課  ☎0969・35・1111

苓北町商工会　　  ☎0969・37・1244

〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660

〒863-2502 熊本県天草郡苓北町上津深江4535-2

10月27日㈯

10月28日㈰

モ
デ
ル
Ａ

長崎駅　　　茂木港　　　富岡港　・・・・・・・・　富岡港　　　苓北イルカウォッチング　　　富岡港　・・・・・・・・　
8:10発

富岡港　　　天草西海岸クルージング　　　富岡港　・・・　苓北海鮮バーベキュー　・・・　町内旅館、ホテル泊
14:30発 17:30着 そのまま 19:00迄

16:30開始 19:00迄

10:00発 11:00着

11:00着

8:55着

長崎駅から路線バス
27分：運賃270円

苓北観光汽船㈱
45分：大人(中学生以上)2枚切符 3,800円
　　　小人(小学生以下)2枚切符 1,900円
＊未就学児は大人1名につき1名無料、
　2人目から小人料金

苓北観光汽船㈱
大人(中学生以上)：１,500円
小学生　　　　  ：1,000円
幼児(２歳以上)　：　500円

苓北観光汽船㈱
大人(中学生以上)：１,500円
小学生　　　　  ：1,000円
幼児(２歳以上)　：　500円

苓北観光汽船㈱
大人(中学生以上)：１,500円
小学生　　　　  ：1,000円
幼児(２歳以上)　：　500円

１人前：3,500円
＊他イベントに事前
　予約で500円割引

１人前：3,500円
＊他イベントに事前
　予約で500円割引

１人前：3,500円
＊他イベントに事前
　予約で500円割引

参加費：1,000円
コース：富岡城～権現山～海域公園～
　白岩崎～富岡海水浴場～大手門～
　富岡中町～東海岸遊歩道～富岡港

苓北観光汽船㈱
大人(中学生以上)：3,500円
小学生　　　　  ：１,500円
幼児(2才以上)　：　500円

苓北観光汽船㈱
大人(中学生以上)：3,500円
小学生　　　　  ：１,500円
幼児(2才以上)　：　500円

宿泊施設　・・・・・・・・　富岡城お城まつり見学　・・・・・・・・　富岡港　　　茂木港　　　長崎駅
15:55発 16:40着

長崎駅から路線バス
27分：運賃270円

●ステージイベント
●物産・飲食展、マルシェ
●富岡城ガイド

苓北観光汽船㈱
45分：2枚切符利用

モ
デ
ル
Ｃ

モ
デ
ル
Ｂ

長崎駅　　　茂木港　　　富岡港　・・・・・・・・　富岡港　　　苓北イルカウォッチング　　　富岡港　・・・・・・・・　
8:10発

富岡港　・・・・・・・・　オルレ富岡まち歩き・・・・・・・・　富岡港　・・・・・・・・　苓北海鮮バーベキュー　・・・・・・・・　町内旅館、ホテル泊
13:00発 16:00着

10:00発8:55着

長崎駅から路線バス
27分：運賃270円

各宿泊施設にて
５％割引

（城主は８％）

各宿泊施設にて
５％割引

（城主は８％）

各宿泊施設にて
５％割引

（城主は８％）

苓北観光汽船㈱
45分：大人(中学生以上)2枚切符 3,800円
　　　小人(小学生以下)2枚切符 1,900円
＊未就学児は大人1名につき1名無料、
　2人目から小人料金

苓北観光汽船㈱
45分：大人(中学生以上)2枚切符 3,800円
　　　小人(小学生以下)2枚切符 1,900円
＊未就学児は大人1名につき1名無料、
　2人目から小人料金

長崎駅　　　茂木港　　　富岡港　　　富岡港　　　苓北イルカウォッチング　　　富岡港　・・・・・・・・　
10:20発

富岡港　　　天草西海岸クルージング　　　富岡港　・・・　苓北海鮮バーベキュー　・・・　町内旅館、ホテル泊
14:30発 17:30着 19:00迄そのまま

12:30発 13:30着11:05着

長崎駅から路線バス
27分：運賃270円

各種イベントに

参加された方は、

宿泊割引が

受けられます。

※領収証の
提示が

　必要にな
ります。

富岡港

お城まつり会場

富岡城

イルカウォッチング・
﨑津クルージング

オルレ富岡まち歩き

茂木港へ

長崎からの
モデルコース

◎事前予約が必要です（10/5迄）。
◎苓北イルカウォッチング
　オルレ富岡まち歩き
　天草西海岸クルージングの
　いずれか1つに事前申し込み
　された方は、500円割引します。

◎九州オルレ「天草・苓北
　コース」のハーフコース
　です。

＊郷土芸能や演舞、器楽演奏等を中心に約１５団体（調整中）が出演します。
（獅子舞、太鼓踊り、蛇踊り、ひょっとこ踊り、消防音楽隊、熊本城武将隊、
ハイヤ踊り、中国変面ショー（長崎）、唐津出し物等を予定しています。）

＊餅投げを２回（開会時と閉会時）実施します。

各種イベントに参加された方や富岡城主は、

宿泊割引が受けられます（長崎以外からも含む）。
※領収証の提示が必要になります。


