
９：３０～１０：３０ クリーンサマフェス
～みんなでいっしょにゴミ集め～

参加者全員に抽選引換券を配布（1人1枚）

１８時～ 創造の杜の盆踊り

会
場

創
造
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杜
公
園
グ
ラ
ン
ド

8月２０日（土曜日） 8月２１日（日曜日）

主催： ２０１６とけサマーフェスティバル実行委員会
事務局： 実行委員会事務局
連絡先： ０７０－４１４７－２４８４

※ ゴミの持ち帰り運動を
実施しています。ご協力を

お願い致します。

12時～ 14時～ 16時～

土気ONEグランプリ（目指せ！No1）
①じゃんけん ②空き缶タワー ③2重跳び

④けん玉 ⑤紙飛行機大会（日曜11時開催）

～No１は日曜日の大抽選会前にステージで表彰～

お祭り広場イベント（両日開催）

13時～ 15時～ 17時～
子供神輿 （はっぴ着てねり歩き）

２０：３０ フィナーレ

※諸事情により内容、時間等が変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
※会場内はすべて禁煙です。ご協力をお願い致します。
※抽選券への引換は21日（日）13:00～18:00迄に本部ﾃﾝﾄにて引換えます。

11時～ 吹奏楽

１１：００ オープニングセレモニー

14時～ Dance Time

２０：３０～ JAZZタイム

２１時 終了

１９：３０～ 抽選会
20時～ 打ち上げ花火

12時～ バンド演奏

花火観覧のご案内
※花火を安心して観覧できるように、観覧エリアを拡大しました。
新観覧エリアもご利用ください。（地図参照）

※メインの観覧場所（グランド内）は混雑度合に応じて入場制限を
かける場合があります。その時は新観覧エリアに移動願います。

※立入禁止ゾーンでの観覧は厳禁です。

① 池の反対側の観覧エリアを拡大
② 土気南中バスケコートを新規開設

一般駐車場と駐輪場のご案内

大椎中吹奏楽部、土気南中吹奏楽部

土気高校吹奏楽部

14：00   玄気道（空手）
14：30   ハピネスダンススクール（KID‛S.DANCE）
14：40 ホアヌイ（タヒチアンダンス）
14：50   エイベックスダンスマスター

ルネサンス土気あすみが丘（HIP.HOP）

15：05 八街高校ダンス部（HIP.HOP）
15：15 UP GROUND DANCE STUDIO（HIP.HOP）
15：30 小川フラスタジオ（フラダンス）
15：45 DANCE A LIVE （HIP.HOP.JAZZ）
16：25 Be Magic DANCE STUDIO

土気フレーバー校（STREET.DANCE）

16：55  YOSAKOI 合同演舞
あすみっこ隊
白里・浜っ子
翠天翔

18：00 終了

11：００～１２：００
紙飛行機

１０：３０より受付開始 （景品多数）

12：00  アビーロード (ロック・ポップス)
12：40  久慈川高寿 (ロック)
13：10  作業療法ズ (ロック)
13：40  ハートバンド (ポップス)
14：15  栽培委員会 (アコギ弾語り)
14：45  The PATA (ロック)

15：20 Sky Fizz (ロック・J-Pop)
15：50 猫袋 (フォーク)
16：20 ねぎバンバン (ロック)
16：50 hisashi (ロック)
17：25 華麗バンバン (GS・J-Pop)
18：00 Cheeplus (ポップス)
18：35 ３街区バンド(ロック・ポップス)

19：10 終了

10：00～12：00 パトカー・白バイ試乗コーナー

（豪華景品を多数用意）



私たちは「2016とけサマーフェスティバル」を応援しています！ 協賛者一覧 平成２８年８月１４日現在（順不同）

あすみが丘１丁目 まつもと歯科医院 東急リバブル 鏡戸病院 ピザーラ土気駅前店 エクラドール

デンタルオフィスケア＆キュア 司法書士佐々木康人 美容室Ｋ‘ｓ 瀬谷塗装工業 あすみが丘歯科クリニック 菓匠マルヤ

㈱ミスタービーンズあすみが丘店 高橋英彰会計事務所 ㈱篠原建商 ＡｎｏｕＫ－ＴＯＫＥ－ 庄や土気あすみが丘店 佐久間歯科医院

アロマサロンフルミあすみが丘店 市進学院土気教室 スタジオはとや 川村クリニック モスバーガー土気駅前店 京葉銀行土気支店

セブンイレブン千葉土気駅前店 せきぐち薬局 ㈱セイワ 理容室髪一／土気店 ㈱コナカ土気店 ガスト千葉土気店

みどり行政書士・社会保険労務士
事務所

おおきど歯科医院
Ｉ ＴＴＯ個別指導学院
千葉あすみが丘校

イースト・コミュニケー
ションズ

日産プリンス千葉販売㈱
土気店

㈱土気ステーション
ホテル

あすみが丘バーズモール つくし薬局 東急不動産 石原歯科医院 千葉トヨペット㈱ カラオケまきの

あすみが丘２丁目 あすみが丘身体均整院 博全社土気儀式殿 ㈱インフェンス ヘアーサロンアビーロード 美容室ファンティック

土気整体カイロプラクティック院 ナジャ 松本均整院 洋菓子工房ながた きはら整骨院 のせ・こどもクリニック あすみ薬局

ヘアリゾートＭＡＨＡＬＯＨＡ サカエデンタルクリニック Ｍアカデミア いわせファミリー歯科 カットサロン・ベル ㈲釜屋燃料店

コーヒーレストランビーンズ
理容室 癒しのサロン・
なかがわ

ＰＯＬＡエステインあす
みが丘

トータル介護サービス
アイ千葉営業所

ヘアーサロンＺＩＰ Ａｓｕｍｉ スクールＩＥ土気校

あすみが丘３丁目 森川建設株式会社 相和不動産 志水静利 Ｆｌｅｕｒｉｒ（フルリール） ペイズリー

千葉トヨタ自動車株式会社 トリミングサロンフレンズ ＡＳＡあすみが丘 あすみが丘薬局 あすみが丘内科クリニック 髪物語

千葉石油（株）あすみが丘給油所 誉田進学塾土気教室 アップルクリーニング

あすみが丘４丁目 あすみ大通り整骨院 あべ歯科医院 つるおか司法書士事務所 ＨＯＬＩＤＡＹヘアーサロン ナーセリー鏡戸

㈱白光舎あすみが丘営業所 ㈱マイホーム建設 あすなろ皮膚科 ㈱イプセン 小渋医院 グリーン動物病院 レトワールユニック

Ｍ.Ｅ.Ｉ.英語学院あすみが丘校 桐谷歯科医院 まーちゃん農場 ローソン千葉あすみが丘４丁目店 ＰＥＡＣＥ ＣＯＦＦＥＥ ㈱せんどう土気店

石窯パン工房リヨンひまわり 美容室 メイ ビューティ順 ビ・ハウス緑区土気店 クリーニング三晃あすみが丘店 ㈱大京アステージ

あすみが丘５丁目 すしめん処大京土気店 生活雑貨ボン・メゾン 珍来土気店 あすみが丘コスモスキッド かつわか土気店

モンテッソーリあすみが丘子どもの家 ＴＡＹＡあすみが丘店 カーブス土気 あすみが丘６丁目 そよかぜ通り動物の病院

あすみが丘７丁目 大久保クリニック 中野内科クリニック ヒルサイド歯科 ユウマインドいぬのサプリ パン工房ポワドオル

あすみが丘グリーンヒルズ ㈱マツモトキヨシ ファミリーボール カスミあすみが丘店 ビバホームあすみが丘店 ルリアン

T&Yバレエアカデミーあすみが丘 あすみ総合歯科診療所 メガネＡｉｇａｎ 理美容室ルアージュ パン焼き小屋モルバン 創価学会

あすみが丘８丁目 森のおうちコッコロ ながしまクリニック ㈲関組 やきとり大吉 ラーメンとカレーの店中島亭 須藤建設㈱

ローソン千葉あすみが丘８丁目店 ㈱Ｆ＆Ｂ みつば薬局 ラ・ナシカあすみが丘店 美容室エイミック グループホームききょう苑 カットプレイス

あすみが丘東 多田屋 土気店 ナミカワ不動産 Ｆｒｉｓｅｕｒ ＤＡＮＫ 司法書士ソニック事務所 那珂整骨院

セブンイレブン千葉あすみが丘東店 昭和の森クリニック グランツ歯科 ウェルシア薬局 丸本クリーニング商会 ホキ美術館

Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ茂原あすみが丘店 文化土気店 三方舎 sｌｏｗ よしいクリーニング あすみの整体院

土気町 こどものまきば保育園 ヘアアークス 美容室よねはた ㈱土気メモリアルセンター 染谷旅館

ケアマネジメントステーションきらら 千葉みらい農業協同組合土気 ㈲旬菜 とけ

大木戸町 前田建設工房 大木戸整形外科 とけ動物病院 くるまやラーメン土気店

大椎町 炭焼イタリアンバウレット８６４ ｅ－ｄｏｇ ｃａｆｅ ウシコシ電気 昭栄ハウス ブティックアミ

その他の地区 大網白里の寺智弘院 ラーメンＳｕｎＱ（平河町） 鴨川シーワールド パチンコフィーバー（大高町）

グローバルコムネット（大野台） ダスキン土気店（大野台） ㈲ＴＩＤコンサルティング ㈲シンエイ防災 ＫＥＮ ＨＯＲＩＯ ＧＯＬＦ ＡＣＡＤＥＭＹ（千代田区有楽町）

イースタンドライビングスクール ターザニア レストランブローニュ 翠州亭 ＴＨＥ ＧＲＩＬＬ ＧＰ ＴＨＥ ＧＲＩＬＬ真名

ホテルトリニティ書斎 真名花木庭苑 誉田スパジオ ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網白里）

あすみが丘９丁目 トゥインクルドッグガーデン エリゼあすみが丘店 ファミリーマート千葉あすみが丘９丁目店

団体協賛金及び任意募金 土気南中央町内会 あすみが丘第一自治会 あすみが丘４丁目自治会 千葉グリーンライオンズクラブ 土気栄町町内会

５０９地区民生委員児童委員協議会 土気本町１組町内会 あすみが丘第３自治会 あすみが丘南自治会 あすみが丘ガーデンコート管理組合 美空台自治会

大椎中学校区青少年育成委員会 あすみが丘東自治会 あすみが丘８丁目町内会 土気栄町北部自治会 ワンハンドレッドヒルズ管理組合 なかの台自治会

土気南中学校区青少年育成委員会 ボーイスカウト千葉２１団 ガールスカウト千葉６４団 あすみが丘テニス倶楽部 あすみが丘２丁目荻生町内会 桜ヶ丘自治会

ヘルシータウン土気わかば台自治会 大木戸サッカークラブ 土気町楓台自治会 土気緑の森工業団地総務会 あすみが丘ゴールデンスターズ 大椎台自治会

千葉市社会福祉協議会土気地区部会 土気中央町内会

ステージ広告 バーズモールテナント会 チャンドラマあすみが丘店 京葉学院 東急不動産 ＴＡＳＵＫＥ塾

ルネサンス土気あすみが丘 ぽかぽか介護おてんとさん リソル 生命の森 平山ホーム

盆踊り協力： 友重国扇・尾上菊奈美会・最上流社中・大椎台太鼓つばさ会 上記以外の個人匿名者多数




