四国中の
素敵が集まる

大会スケジュール

アマチュアクラス予選

臨時駐車場

イケダ湖特設会場
詳しくは公式ウェブサイトを!!

アマチュアクラス予選・ファイナル
オープニングパーティー

ウェイクボード世界選手権大会２０１８

プロクラスファイナル
クロージングパーティー
毎日会場ステージでは、テーマソングを
熱唱する ロックドラマー“H A L U K A ”や
三好市出身のシンガー、地元エンター
テーメントが登場！
出演予定：HALUKA、長浜有美、
Sacra e sole、YuYu with Eriri、他

お問い合わせ先▶ウェイクボード世界選手権大会実行委員会
(0883)72-3900（三好市教育委員会内）

世界のトップライダーのスーパーパフォーマンスがやってくる！
徳島県三好市から１００カ国でテレビON AIR！
世界に認められた”ウォータースポーツシティ三好市”で
行われるスポーツ・エンターテイメントイベントを
みんなで楽しもう！

イケダ湖特設会場
ウェイク会場へは一般車両の入場が
できません。臨時駐車場からシャト
ルバスをご利用ください。
(所要時間約7分）

シャトルバス
随時運行!!

臨時駐車場↔ウェイク会場

8:30～18:00

20:00〜20:30

水上アトラクション
バナナボート
クルージング

イケダ湖花火大会!!
シャトルバス
随時運行!!

20:00〜

中村耕一 LIVE!
(元THE JAYWALK)

場所：真鍋屋「MINDE」

野菜の 天ぷら、
お味噌汁、おにぎり、
冷や奴 などなど

♪

三好市池田町内各所

探しや水遊び、
たから
わく
食事ブースや物販ブースも
く
わ
ある
よ

11:00〜17:00

阿波池田駅周辺

この日はまちなか観光と題して、
池田町内各所でイベントが盛りだ
くさん！
うだつマルシェだけでなく、他の
イベントにも参加して、池田町を
一日満喫してくださいね！

四国 の
名酒 が
ズラリ ♪

臨時駐車場↔ウェイク会場

まちなか観光
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第 19 回

アマチュアクラスファイナル
プロクラス予選・セミファイナル

11:00
〜20:00

主催：公益社団法人 阿波池田青年会議所
お問い合わせ：☎ ( 0 8 8 3 ) 7 2 - 5 7 0 0
※平日の午後１時〜４時

阿波池田駅前通り
フラットスクエア

11:00〜20:00

主催：四国酒まつり実行委員会

池田町銀座通り

（阿波池田商工会議所内）

お問い合わせ： ☎(0883)72-0143

主催：協同組合 阿波池田銀座街
お問い合わせ：☎(0883)72-2131

Access

岡山

うだつマルシェ実行委員会
徳島県三好市池田町マチ 2467-1
TEL/FAX 050-3476-1769 MAIL info@machitosora.com
後援：三好市、NPO 法人マチトソラ、きらり本町

大阪

高松

松山

阿波池田
高知

三好市

徳島

JC わくわくフェスタ同時開催

徳島県三好市
阿波池田本町通り
うだつの町並みにて

第 19 回うだつマルシェ
９月１日（土）１１:００〜１７:００

イケダ湖特設会場にて
ウェイクボード世界選手権開催！

うだつマルシェ
会場

つたや
” DIYA”

ボランティアスタッフ
うだつチンドンスタッフ募集！

真鍋屋
MINDE

うだつマルシェは限られたボランティアス

インフォメーション

タッフで運営しているため、当日はお客様
や出店者の案内でてんてこまい (>̲<)
そこで、当日お手伝いいただけるボランティ

銀座よろず市会場

アの方を募集します。「楽しいこと・目立つ
ことが好き！」という方はマルシェ名物う
だつチンドンにも参加いただけますよ♪

四国酒まつり会場

もちろん合間にうだつマルシェもお楽しみ
ください。ご応募お待ちしてます！
≪お申込み≫
電話

090-1912-1617

JC わくわく
フェスタ会場

メール kaori.motoki12@gmail.com
（元木）までお願いします。
なるべく公共交通機関でご来場ください。
駐車場は池田総合体育館横 JC わくわくフェスタ臨時駐車場をご使用ください。
一般のお客様の迷惑になりますので、近隣の商業施設への駐車はおやめ下さい。

定番人気のうだつのマチを盛り上げるうだつちんど
ん！愉快なメンバーが本町通りを練り歩きます！

愛 × 藍ワークショップ ※予約希望の方は実行委までご連絡ください。
11:00 〜、13:00 〜、15:00 〜（時間 30 分程度）
料金：学生 500 円、一般 1,000 円 定員：１回 15 名

池田高校三好校出張販売＠真鍋屋
11:00 〜（売り切れ次第終了）

こだわりの本藍を使った大判ハンカチを染めるワークショップ。この
夏一番の傑作を作りましょう。ハンカチはお持ち帰りいただけます。

うだつちんどん

12:00 〜 13:00

昨年に引き続き、地元で大人気の三好校で収穫され
た果物などを今回マルシェで販売！文化祭では開催
と同時に長蛇の列になる人気ぶり。このチャンスを
お見逃しなく。

紙芝居、絵本の読み聞かせ＠真鍋屋
13:00 〜、15:00 〜

ちょんまげよこたんが行う紙芝居と神山町の楽音楽
日が行う絵本「アフリカの音」の読み聞かせ。同時
にジャンベの演奏も有ります。
竹のおもちゃもご用意していますので、子供の遊び
場としてもお楽しみください。

Cafe Brompton Depo 出張レンタサイクル
11:00 〜 17:00

神山の四季折々の自然を体感できるカフェ。Brompton Depo がうだ
つマルシェに初登場！
お店でも行っている BROMPTON 自転車のレンタルが可能です。今日
は池田町内全体がお祭り！是非自転車を活用していろんなイベント
を巡ってみては？

クセサリー、布小物）/maron-bakery（ミニチュアフェイクフード雑貨）/aoitori（布小物、大人服、多肉植物、アクセサリー）
/Treasures of Emano（イヤリング、ピアス、ヘア小物等）/flower produce YuZ（ハーバリウム、アクセサリー）/中川さん（古布を使っ
たスマホケース）/ 欅葉（欅の無垢材を使った木工品）/ モスモス（苔や多肉植物の寄せ植え）/ 神山工房（器＆mini 置物）
/Fouaton and chi*Sa.（刺繍布物、アクセサリー）/ 中田漆木（漆を使った箸・椀・酒器など）/tonocozi（ニットアクセサリー）
/Kirari☆E&K（アクセサリー、小物雑貨）/ くじら（多肉植物寄せ植え、チビ多肉）/ＵＳＡＫＯとＴＯＲＡＯ（アクセサリー、リース）

可否庵（自家焙煎珈琲）/ オーバッシュクラスト（天然酵母パン）/ 農業工房 かべっこ（おこめともち麦のおはぎやおむすび等）
/ 池田高校三好校（農作物・加工品）ちょんまげ山姥（ソーダカクテル、おつまみ）/ 楽音楽日（神山風とイタリア風のお好み焼き）
/ 手しごと屋 へそのお（手づくりおやつ、飲み物、布もの）/Kitchen

Garden（有機野菜＆果物を使用したスイーツ、お弁当）

/ 勝浦流イタリアンカフェ Salotto（コーヒー、勝浦産ソフトドリンク）/ 有我夛家（パットライス実演）/ ココクロス（スコーン、
アクセサリー）/cafe nero 屋（ベーグル、ドリンク）/Sachiʼ s Kitchen（ニュージーランドの飲み物と焼き菓子）/ ベジハッピー（れ
glass.w（骨董品のガラス食器、器）/ こども服 R（子供服、帽子、ア

KEMURI WORKS presents...
HIPHOP&GOODMUSIC&SHOWCASE
2nd BRONX
18：30 〜 22：30

クセサリー）/THREE（レースを使ったアクセサリー、雑貨）/ 白尾窯（備

マルシェ終了後
のスペースきせ
るにてダンスイ
ベント開催しま
す！ブ ラ ッ ク
ミュージックに
合わせて、ダン
スパーティ♪

/Cargo Ship（帆 布 バ ッ グ の カ ラ ー セ ミ オ ー ダ ー & 販 売）

前焼の食器、花器、置物）/ アート工房ほたる（ガラスランプや花器）
/+sio（帆布鞄、布小物）/ もみじや（染色布を使用した洋服や小物雑貨）
/HappyClover（革小物、お財布バック）/hachi.（本物のお花を使った
アクセサリー雑貨）/SWINGO（エアプランツアレンジメント）/ かく
れんぼ and N（バッグ、ポーチ、アクセサリー）/ こんまい屋（苔庭（ワー

んこんナゲット、すだち鶏コロッケ）/B.I.O-NC 宮西（ニューカレドニアからの直輸入オーガニック生蜂蜜）/ いちご農家 西岡
農園（苺ジェラート、冷凍苺、苺ジャム等）/ 山茶カフェ（天空ノ山茶、和菓子）/ 片寄食料品店（かき氷）/ おいでや（お寿司、クレープ）
/ 粉模様の空（ベーグルと焼き菓子）/honjima bakery（パン、焼き菓子）/CHA-CHA HOUSE COFFEE（すだちドリンク、あげパン）
/ イケダアップ商店（ビール、カクテル、焼き鳥、ホットドッグ）/ 美馬しい茸協同組合（しい茸、てんぷら、かき氷）/MellowCoffee（自
家焙煎スペシャルティ珈琲）/ 徳長梅酒製造場（梅酒特区美郷の梅酒）/ カフェピッコロ（かき氷、燻製、ジャム）/ ハレとケ珈琲（コー
ヒー、コーヒー豆、焼き菓子）/ みつばち工房ばんどう（蜂蜜、ハーバリウム、木製雑貨）/ 七穀ベーカリー（揚げたて豆乳ドー
ナツパン）/ はなぱん（天然酵母のパン）/ 焼き菓子工房 myrtille sweets（焼き菓子、編み物雑貨）/ 日和佐燻製工房（魚介とチー
ズのスモーク）/ ブラウニー母さん（チョコレートブラウニー）/ みわのスロースイーツ（お菓子、飲み物）

クショップ、販売））/cherie momo（ピアス、イヤリング、バレッタ）
/ まめぱんだ（布小物、花や多肉植物、アクセサリー等）/ ぶるとりの
羊毛フェルト人形（人形・ストラップなど）/ あメ玉屋 +fukamushi（ア

月と星（ハンドマッサージ）/face&bodytherapy からだげんき（メイクアップ、ボディマッサージ）/ カイロサロンほっと（カ
イロプラクティック（整体））/Anything（タロット占い）/Cafe Brompton Depo（レンタサイクル）/ 似顔絵 しゅん楽（似顔絵）

