
バンド・ダンス・手品・合唱などなどなんでもOK！
あなたが主役！出演者大募集！

男子ごはん

しもすわシネマ

可愛い雑貨市

Shimosuwa Men’s Lunch

ライブステージ
Live Stage

お問い合わせ：下諏訪観光協会

TEL.0266-26-2102　担当：八幡

E-mail  kkyoukai@town.shimosuwa.lg.jp

Craft Market

(C)Ê2012ÊKojiroÊTomoedaÊ/ÊHeartÊVillage

予約先：下諏訪観光協会 ）幡八：当担（ 
女子カフェプログラム
予約開始 :2012年 2月1日（水）
定員になり次第〆切となります。お早めにお申し込み下さい。

FAX .0266-27-1339　　 E-mail kkyoukai@town.shimosuwa.lg.jp

※ FAX・メールでのお申し込みの際は、返信が無い場合必ずお電話にてご連絡ください。

受付時間：10 :0 0 ～17 :00TEL .0266-26-2 102

W.C.

可愛い雑貨市

プロが教える、即効リンパケア
女子カフェ

・脚のむくみと冷えのケア

・冷えた手と二の腕のケア

・肩こりと小顔のケア

・肩こりと小顔のケア

・脚のむくみと冷えのケア

・冷えた手と二の腕のケア

可愛い雑貨市

「可愛い雑貨市」＆

「飲食コーナー」

しもすわシネマ

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場

クラフトカフェ ライブステージ

羊毛フェルトでおひな様
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男子ごはん

「鉄板やきそば★青春」

「カフェコーナー」

「美ランチBOX」&

「燃ランチBOX」販売

るんるんバルーンでおひな様

プリザーブドフラワーで

おひな様

1 事前予約

一部プログラムは、事前の参加予約が必要です。

2 自己責任

参加者は、各自の自己責任で各プログラムにご参加ください。

参加中の怪我、病気・盗難・備品損害等につきましては、下諏訪観光協会は一切

の責任を負いません。

3 プログラム実施者の指示など

プログラム実施者の指示および注意事項などは必ず守ってください。

指示および注意事項に従っていただけない場合は、プログラムの途中であって

も、参加をお断りすることがあります。

4 プログラムの開催について

プログラムは原則として、雨天でも実施いたします。

ただし、その他の理由により中止をする場合がありますのでご了承ください。

5 服装、持ち物

各プログラムにおける記載の持ち物などを充分に留意の上、ご参加ください。

6 キャンセル

やむを得ずキャンセルされる場合は、必ず前日までに予約先へご連絡ください。

7 その他

下諏訪観光協会の判断により、以下の場合、ご参加をお断りする場合があります。

・参加者や会場近隣の住民などに対する迷惑行為があった場合。

・参加が不適切と認められた場合。

各限定

100食!!

みんなで
作ろう☆

同時開催・別会場 同時開催・別会場

無くなり次第終了

会場案内 門前ひろば（食祭館駐車場）・2F会場

タイムテーブル

Shimosuwa Cinema

女子カフェ
Shimosuwa Girl’s Cafe

昔の下諏訪が楽しめる

貴重な映像を公開！

足湯に浸かって

タイムスリップ♪

昔の下諏訪が楽しめる

貴重な映像を公開！

足湯に浸かって

タイムスリップ♪

ほっとバー＆あったか歌声喫茶
復興マドレーヌ（南三陸より）とほっとジンジャー・コーヒー・紅茶を飲みながら

フォークソングを歌おう。 ほっとワインやほっとウイスキーもどうぞ。

（有）長崎酒店　10：00 ～19：00　 TEL .0266-27-7440　下諏訪町10616-66 サロン「しもすわ」　TEL .0266-28-5012　下諏訪町広瀬町5385

手作りの温かい料理を用意しています。チキンソースカツ丼500円、

中華おこわ500円、その他飲み物もあります。

やさしいお母さんの味

魅力の4プログラムが登場！

女子力アップを目指そう♪

親子で参加できる体験もあるよ！

プロが教える、即効リンパケア

プリザーブドフラワーでおひな様

るんるんバルーンでおひな様

羊毛フェルトでおひな様

魅力の4プログラムが登場！

女子力アップを目指そう♪

親子で参加できる体験もあるよ！

冬カフェ限定

スペシャルランチBOXが誕生！

お肌に嬉しい「美ランチBOX」

体を燃やす「燃ランチBOX」

さらに、ランチBOXには

特製スープもついてくる♪

あなたはどっち?!

プロが教える、即効リンパケア

プリザーブドフラワーでおひな様

るんるんバルーンでおひな様

羊毛フェルトでおひな様

出演者大募集 !!

〆切：20 1 2年 2 月1 2 日

開催!!
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男子ごはん

しもすわシネマ
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ミニ四駆の
コース

ピンキーカフェ

冬カフェ inしもすわ  参加要項
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プロが教える、即効リンパケア

女子カフェ

クラフトカフェ

女子カフェ

総合受付

電車でお越しの際は、下諏訪駅下車後

諏訪大社下社秋宮方面に徒歩10分。

車でお越しの際は食祭館向い、四ツ角駐車場をご利用下さい。

※駐車場は数に限りがございます。出来る限り公共交通機関をご利用下さい。

「やきそばコーナー」

「カフェコーナー」も

あるよ！

あなただけの

お気に入りを探そう！

個性あれる雑貨の中から

あなただけの

お気に入りを探そう！

参加について

応募資格：諏訪6市町村にお住まいの方。ジャンル、年齢不問。

応募方法：ジャンル、代表者名、連絡先を右記へお電話ください。

※出演料は無料です。

※個人・団体問いません。

※ステージの設備機材についてはご用意出来ないものもあります。

※応募多数の場合は抽選となります。

要予約
全プログラム

→
入
口

会場までのアクセス

下諏訪向陽高校生も参加します！

子どもたちに、「子ども用かわいいマスク」&「向陽生特製クッキー」プレゼント！

親子で遊べるクラフトブース♪

雛人形や紙トンボ、ダンボール戦機もあるよ！

ミニ四駆はコースも登場！

その場で走らせよう！

親子で遊べるクラフトブース♪

雛人形や紙トンボ、ダンボール戦機もあるよ！

ミニ四駆はコースも登場！

その場で走らせよう！

10 :00 15 :00
2012 年 月 日182 土

場所：食祭館

おいしいパン

　　お菓子もあるよ！

・パン工房 たるかわ

・福田屋本店

・美土里屋

冬カフェ
女子チーム
プロデュース

同時開催

■主催 ： 下諏訪観光協会 イベント部会　　■会場：食祭館  住所：〒393-0051 長野県諏訪郡下諏訪町大社通 5522-2

■お問い合わせ：下諏訪観光協会　 TEL .0266-26-2102 　 FAX .0266-27-1339　 E-mail  kkyoukai@town.shimosuwa.lg.jp


