
主催／ スカイフェスタ松茂実行委員会、松茂町
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［実行委員会構成団体］
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松茂町建設業協会、松茂町国際交流協会、松茂町医師団、ボーイスカウト板野第一団、
松茂町消費者協会、松茂町PTA連絡協議会、松茂農業者連絡協議会、
松茂徳島空港ライオンズクラブ、松茂町女性の会、徳島とくとくターミナル物産館運営協議会、
松茂町社会福祉協議会、はあとふる松茂、月見ヶ丘海浜公園、松茂町産業環境課

スカイフェスタ松茂実行委員会〈松茂町商工会内〉
TEL088-699-3574  http://www.tsci.or.jp/matsusige/

お問い合せ先

 09：30～10：00 オープニングセレモニー
  ［テープカット・喜来小学校金管バンド］
 10：10～11：50 SKY PERFORMANCE STAGE
  ［松茂中学校吹奏楽部］［松茂町観光PR TIME］
  ［バトンプレイス徳島］

11：55～12：25  SKY CHARACTER STAGE  
  ［蒼竜神マヴェルショー］

12：30～13：00 SKY SMILE LIVE 
  ［HILL STONE］
 13：05～13：35 POCARI SWEAT Presents SKY LIVE
  ［KOBE BOYS］
 13：40～14：10 SKY SPECIAL STAGE
  ☆スペシャルゲスト お笑いコンビ［TKO］
 14：40～15：10 SKY PERFORMANCE STAGE
  ［松茂リズムダンスクラブ］
 15：15～15：50 SKY SUPERウルトラクイズ大会
15：50～16：00 エンディングセレモニー

9月28日（土）

9月29日（日）

メイン会場［月見ヶ丘海浜公園］タイムスケジュール
メイン会場レイアウト
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トイレ
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出張郵便局

エコキャップ回収BOX

トイレ
管理棟内◀

キャンドルアート〈17：00～20：30〉
2009年、1,000本からスタートしたキャンドルアートは今年5,000本にチャ
レンジします。今年の図案も昨年に引き続き松茂中学校美術部のみなさんに
お願いしました。暗闇にどんな絵柄が描かれるかお楽しみください。

エア遊具
キックターゲット

16：00～16：15  オープニングセレモニー
 16：20～16：45 SKY PERFORMANCE STAGE
  ［徳島ミュージカル劇団ぴいたあぱん］
16：55～20：20 FM徳島スーパーライブ＆公開録音
  ［Cooley High Harmony］［上野 優華］
  ［Permanent Fish］［TOUCH］［藤田 麻衣子］
  ［さかいゆう］

 20：20～20：30 エンディング

土 日

土 日

模擬店
土 日

JAL・ANAブース
日

共同募金コーナー
土 日

献血コーナー
日

阿波踊り
日

日

日

日

日

土

2013スカイフェスタ松茂

新しい風よ大空へ！

9 28土 29日
※小雨決行

昨年の図案

月見ヶ丘海浜公園



メイン会場 メイン会場 メイン会場 メイン会場

キャンドルアート
〈17：00～20：30〉

月見ヶ丘海浜公園
メインステージ

［イベント協賛］

下板自動車㈲

オープニングセレモニー〈9：30～10：00〉
「テープカット・喜来小学校金管バンド」

SKY PERFORMANCE STAGE
〈10：10～11：50〉「松茂中学校吹奏楽部」
「松茂町観光PR TIME」
「バトンプレイス徳島」

月見ヶ丘海浜公園
メインステージ

月見ヶ丘海浜公園
メインステージ

月見ヶ丘海浜公園 各エリア

エコキャップ
回収BOX設置

2008年：31,626個▶救った命40名
2009年：74,512個▶救った命93名
2010年：74,232個▶救った命92名
2011年：81,888個▶救った命102名
2012年：36,980個▶救った命46名
　　　　　※1日目のみ実施
2013年：目指せ88,000個

往復航空券などが当たる！
SKY SUPERウルトラクイズ大会
〈15：15～15：50〉

110名の命を救おう！
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28土
9月 日TIME SCHEDULE 29 日

日TIME SCHEDULE

徳島ヴォルティス交流会（マスコット等との握手会・写真撮影等）
［28日（土）11：30～12：30］

「Cooley High 
Harmony」
〈16：55～17：25〉

「Cooley High 
Harmony」
〈16：55～17：25〉

「TOUCH」
〈18：35～19：05〉
「TOUCH」
〈18：35～19：05〉

「藤田 麻衣子」
〈19：10～19：40〉
「藤田 麻衣子」
〈19：10～19：40〉

「さかいゆう」
〈19：45～20：20〉
「さかいゆう」
〈19：45～20：20〉

「上野 優華」
〈17：30～17：55〉
「上野 優華」
〈17：30～17：55〉

「松茂リズムダンスクラブ」

SKY PERFORMANCE STAGE
〈14：40～15：10〉

SKY SPECIAL STAGE
〈13：40～14：10〉
☆スペシャルゲスト お笑いコンビ「TKO」

松茂町
ご当地グルメ！！

エンディング〈15：50～16：00〉

「KOBE BOYS」「KOBE BOYS」「KOBE BOYS」

SKY SMILE LIVE 
〈12：30～13：00〉
SKY SMILE LIVE 
〈12：30～13：00〉

「HILL STONE」「HILL STONE」「HILL STONE」

オープニングセレモニー〈16：00～16：15〉

SKY PERFORMANCE STAGE
〈16：20～16：45〉
「徳島ミュージカル劇団ぴいたあぱん」

FM徳島スーパーライブ&公開録音
〈16：55～20：20〉

●ツイッター「@SKYFESTA2013」でスカイフェスタ松茂2013の情報をつぶやき中！  フォローしてね♪(* ・̂̂ *)

※お問い合せ：TEL.088-699-8005

●ジョイント会場=徳島とくとくターミナル

おもいっきり描いちゃえ！
らくがきエコカー
おもいっきり描いちゃえ！
らくがきエコカー

エンディング〈20：20～20：30〉

POCARI SWEAT Presents 
SKY LIVE〈13：05～13：35〉
POCARI SWEAT Presents 
SKY LIVE〈13：05～13：35〉

SKY 
CHARACTER 
STAGE
蒼竜神マヴェル
ショー
〈11：55～12：25〉

SKY 
CHARACTER 
STAGE
蒼竜神マヴェル
ショー
〈11：55～12：25〉

楽しいエア遊具もあるよ！

防災ヘリ「うずしお」
がやってくる！

いも掘り体験！！
メイン会場でお渡しする
｢参加券（１人1枚）」を持って
公園内特設発車場から、いも掘り会場
までの専用バスにご乗車ください。
参加券配布時間：29日（日）午前10時～
［定員：300名様］

28 29

28 29

29

29

29

出張郵便局
～未来への手紙～ 日

日

日

29日

日

日

阿波踊り 29日

土

土

1年後の自分へ向けたメッセージを書い
ていただき、会場特設ポストへ投函して
いただきますと、1年後にみなさまのお手
元へ手紙が届けられます。
※ハガキがなくなり次第終了します。

29日（日）14：15～14：35
徳島県消防防災ヘリコプター「うずしお」
（川崎BK117型機）による普段見ること
のできない訓練飛行の様子を間近でご
覧いただけます。
※天候や運行状況により中止する事が
　あります。

会期中、会場内にエコキャップ回収BOX
を設置します。リサイクル素材として得た
売却益を世界の子どもを救うワクチン
購入費に活用します。800個でひとりの
命を救う活動は、多くの方のご協力で
年々増えております。今年は110人の命
を救うことを目指しております。

ご当地グルメ「まつしげ潮やきそば」が
今年も登場します。甘辛い豚バラ肉と金
時豆のアクセント！松茂町特産のなると
金時「松茂美人」のチップスをトッピング
したおいしい焼きそばです！ぜひご賞味
ください。

地元連が繰り出します。

キックターゲット
チャレンジしてネ！

「Permanent Fish」
〈18：00～18：30〉
「Permanent Fish」
〈18：00～18：30〉
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