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【税込】 

 

 

2008 年 10 月 21 日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

 

「ツインリンクもてぎ 秋のふれあいフェスティバル 2008」開催のご案内 
 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）では、11 月 22 日（土）・23 日（日）の 2 日間、「ツインリンク 

もてぎ 秋のふれあいフェスティバル 2008」を開催いたします。 

 

本イベントは、ツインリンクもてぎを舞台

に、那珂川流域を中心とした栃木・茨城両

県にまたがる近隣地域の皆さま、そして 

ご来場いただいたお客様が交流し、友好 

関係を深めていただけるイベントで、今年

で 9 回目の開催となります。 

各自治体の名産品、自慢の品々が揃う

「ふるさと物産店」、郷土芸能や各種愛好

会による「芸能ステージ」、鳴子を持った 

踊り子たちがよさこい節に合わせて踊り歩

く「YOSAKOI 秋祭り」（22 日開催）など、  

場内ではご家族お揃いでお楽しみいただ

けるプログラムをご用意しております。 

開催概要は、下記のとおりです。 

記 

 開催概要  

●イベント名称   ツインリンクもてぎ 秋のふれあいフェスティバル 2008 

●開 催 日 程   11 月 22 日（土）・23 日（日） 

●営 業 時 間   9:30～17:00 

●ツインリンクもてぎ 入場・駐車料金 

 

 

 

 

 

※6 歳でも小学校入学前は幼児料金、15 歳でも中学生は子ども料金となります。 

 

●お問い合わせ先 

ツインリンクもてぎ  〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 

TEL：0285-64-0001（代表）   FAX：0285-64-0009 

ツインリンクもてぎホームページ      ： http://www.twinring.jp/ 

ツインリンクもてぎモバイルホームページ ： http://mobile.twinring.jp/ 

 

 

 平日 土日・祝日  

大人（15 歳以上） 1,200 円 

子ども（小中学生・6～15 歳未満） ※注  500 円 

入場料 

（お 1 人様） 

幼児（3～6 歳未満） ※注  300 円 

4 輪車 無料 600 円 

2 輪車 無料 300 円 

駐車料 

（１台） 

バス（大型・中型・マイクロ） 1,000 円  1,000 円  

▲「YOSAKOI 秋祭り」の様子（2007 年） 
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■YOSAKOI 秋祭り                                               

 鳴子を持った踊り子たちがよさこい節に合わせて踊り歩く華やかで情熱的なお祭りです。 

「スーパースピードウェイ」上で行われるコンテストやパレード、チームが指導してくれる無料体験 

コーナーなど YOSAKOI の魅力を堪能していただけます。 

  

日時  11 月 22 日（土） 11:00～17:30 ※小雨決行 

会場  ツインリンクもてぎ内 スーパースピードウェイ 

グランドスタンドプラザ、仮設エリア 

内容  「パレード（チーム紹介）」 

スーパースピードウェイの約 200m を踊ります。 

      「ステージ演舞（審査）」 

スーパースピードウェイにて演舞（5 分以内）。 

      「ステージ演舞（パフォーマンス）」 

グランドスタンドプラザ・仮設エリアで演舞（5 分以内）します。 

      「体験コーナー（参加無料）」 

よさこいチームが指導してくれる当日ご来場いただいたお客様向けのコーナーです。 

 

 

■芸能ステージ                                                 

 近隣の市町民の方々に伝統芸能などを披露して頂きます。  

 

 日時  11 月 23 日（日） 

 会場  仮設エリア ふれあいステージ 

 

 

 

 

 

 

 

■ふるさと物産店                                                

 近隣市町村による名産品・物産品の販売を行います。 

 

 日時  11 月 22 日（土） 9:30～18:30 

23 日（日） 9:30～17:00 

 協力  栃木県：宇都宮市、芳賀町、市貝町、茂木町、 

益子町、真岡市 

      茨城県：常陸大宮市、グリーンふるさと特産物 

協同組合、城里町 

 

 

 

■ふれあい物づくりコーナー                                         

 里山で取れる材料を使ったクリスマス・リースづくりなどを体験していただけます。 

 

 日時  11 月 22 日（土）・23 日（日） 

 会場  仮設エリア ふれあいステージ前 

 料金  300 円（税込）～ 
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■2008 とちぎ熱気球インターナショナルチャンピオンシップ                       

 「とちぎ熱気球インターナショナルチャンピオンシップ」は、ツインリンクもてぎと宇都宮市鬼怒川河

川敷を主会場に、栃木・茨城両県を流れる那珂川流域の市町を競技エリアとして行われる首都圏

初の本格的国際熱気球競技大会です。歴代の世界チャンピオンをはじめ、世界と日本のパイロット

が茂木の空を舞台に、ハイクオリティな戦いを繰り広げます。 

 

【スケジュール】 

 11 月 19 日（水）    13:00～    公式練習 選手・役員受付 ゼネラルブリーフィング 

               19:30～    ウェルカムパーティ（芳賀町） 

     20 日（木）     6:45～    開会宣言・競技フライト（ツインリンクもてぎ） 

               15:00～    競技フライト（芳賀町役場） 

     21 日（金）    6:45～    競技フライト（ツインリンクもてぎ） 

               15:00～    競技フライト（芳賀町役場） 

     22 日（土）     6:45～    競技フライト（宇都宮市鬼怒川河川敷） 

               15:00～    競技フライト（芳賀） 

               18:45～19:15 バルーン・イリュージョン（ツインリンクもてぎ） 

     23 日（日）    6:45～    競技フライト（宇都宮市鬼怒川河川敷） 

               15:00～    競技フライト（宇都宮市鬼怒川河川敷） 

               18:00～18:30 バルーン・イリュージョン（宇都宮市鬼怒川河川敷） 

     24 日（月・祝）  6:45～    競技フライト（宇都宮市鬼怒川河川敷） 

               18:00～    さよならパーティ・閉会式・表彰式 

 

 ※天候状況（雨天・強風）等により変更される場合が 

ございます。 

 ※熱気球は風が穏やかな早朝と夕方に飛行します。 

上昇気流の発生する昼は飛行できません。 

 ※競技本部 芳賀町（11/18～11/25） 

農業者トレーニングセンター 

※ツインリンクもてぎから競技フライトがある 20・21 日 

 の 2 日間、早期（6:00～9:00）ご来場のお客様はツイ 

ンリンクもてぎへの入場・駐車料金が無料となりま 

す。 

 

【会場】 

  主会場 宇都宮市鬼怒川河川敷【道場宿緑地公園】、 

芳賀町【役場周辺】、ツインリンクもてぎ【南コース】 

  副会場 栃木県茂木町、真岡市、芳賀町 

茨城県常陸大宮市、城里町、水戸市 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

本件に関するお客様からのお問い合わせ先 

 ツインリンクもてぎ（代表）          TEL：0285-64-0001 

ツインリンクもてぎの情報 

ツインリンクもてぎホームページ      URL：http://www.twinring.jp/ 

ツインンクもてぎモバイルホームページ URL：http://mobile.twinring.jp/ 

▲ランプシェードのように明るく照らし出さ

れた熱気球と花火のショーをグランドスタ

ンド席に座ってお楽しみいただける 

「バルーン・イリュージョン」。 


