応募要件

1

裏面の対象イベント一覧に
載っているイベント会場で
シール (※) をもらってください

2

シールを 5 個集めたら
専用応募はがきの裏に
貼ってご応募ください

3

応募は観光協会にご持参いただくか、
または専用応募はがきを切り取り、
必要事項を記入し切手を貼り投函してください

※１会場につき１シールです。 同じシールを２個以上貼っても１シールとしてカウントしますのでご注意ください
キリトリ

抽選 ・ 発表

専用応募はがき

お手数ですが
所定の切手を貼って

・ 応募締め切り後、

０６ ８ ００３４

2017

厳正な抽選を行い
当選者を決定させて
いただきます

郵便ポストに投函
してください

・ 発表は商品の発
送をもってかえさせて

2017.

いただきます

岩見沢市有明町南１番地１

注意事項

岩見沢複合駅舎「イワホ」内

（岩見沢イベントスタンプラリー 2017）

行

キリトリ

一般社団法人 岩見沢市観光協会

・ 応募はお一人様に
つき 1 回に限らせて
いただきます
・ 商品の発送は、
日本国内に限らせて

期間
締切

6/18 日

2017.

10/31 火

2017 年 11 月 15 日（水）消印有効
岩見沢のイベント会場でシールを５個集めて
岩見沢の特産品をゲットしよう！

いただきます

株式会社スマートリンク北海道より

岩見沢のおいしいお米２kg .......... 5 名様 ／ 5kg .......... 5 名様
今年オープンしたばかり！ patisserie 空香 ( パティスリーソラカ ) より

おいしい焼菓子セット .......... 5 名様
JA いわみざわより

岩見沢のおいしい特産品 .......... 5 名様
スパ ・ イン メープルロッジ (※) より

ランチ付き入浴セット券ペア .......... 5 名様

お問い合わせ

岩見沢市観光協会

これからもプレゼントは
どんどん増えていく予定
ですのでお楽しみに︕
※スパ ・ イン メープルロッジは’ 17 年 10 月中旬から改装工事を
行いますので、 本券のご利用はリニューアルオープン後の
‘18 年 3 月からを予定しております。

TEL︓0126-22-3470

岩見沢イベントスタンプラリー 2017 対象イベント一覧 （6 月・7 月）

6月

※各イベントの情報は予告なく変更となる場合がございます。お出かけ前にご確認ください。

イベント

開催場所

お問い合わせ

18 (日)

そらち太鼓フェスティバル 2017

野外音楽堂キタオン

0126-22-4235

21 (水)

いわなびロビーコンサート Vol.56
〈Musica Tetra が贈る 『歌の花束』〉

生涯学習センターいわなび

0126-24-2333

24 (土)~
7/9 (日)

いわみざわローズフェスタ 2017

いわみざわ公園バラ園

0126-25-6111

24 (土)

まちなか朝市

ぷらっとパーク

090-2049-1758

24 (土)

岩見沢であえーる☆コレクション

であえーる岩見沢 地下１階ホール

090-8909-3398

24 (土)

第 16 回ウォーキングの集い

いわみざわ公園バラ園駐車場

0126-23-4111

24 (土)

H29年度 「伴奏法Ⅰ」 研究発表会

教育大学岩見沢校

0126-32-0365

25 (日)

15th SOUND AIR 2017

野外音楽堂キタオン

0126-22-4235

25 (日)

2017 男女共同参画市民フォーラム in いわみざわ
~ 一人ひとりひびきあい多様性広がる社会へ ~

自治体ネットワークセンター
４階マルチメディアホール

0126-23-4111

イベント

i-HALL

開催場所

無料で参加できるイベント会場でシールを集めて
岩見沢の特産品を当ててください！

キリトリ

岩見沢イベントスタンプラリー 2017
期間︓2017 年 6 月 18 日～ 10 月 31 日
イベント会場で手にしたシールを５個貼って下さい
各会場でシールが異なりますので同じシールを２個以上貼らないで下さい

シール

1

4

シール

シール

お問い合わせ

1 (土)

環境フェスタ 2017

イベントホール赤れんが

0126-23-4111

1 (土)

第 3 回アダスポ！岩見沢

教育大学岩見沢校第３体育館

0126-32-0304

2 (日)

札幌交響楽団野外演奏会
ホクレングリーンコンサート 2017

野外音楽堂キタオン

0126-22-4235

8 (土)

第 116 回市民歩け歩け大会

いわみざわ公園バラ園色彩館前

0126-35-5129

10 (月)~
16 (日)

いわみざわ彩花まつり

駅東市民広場公園、 あやめ公園
いわみざわ公園バラ園 ほか

0126-22-3470

16 (日)

いわみざわ駅なかアコースティックコンサート

有明交流プラザセンターホール

iwamizawaekicon
@gmail.com

19 (水)

いわなびロビーコンサート Vol.57
〈いわなビーチでアロハナイト〉

生涯学習センターいわなび

0126-24-2333

22 (土)

手づくり朝市

ぷらっとパーク 「ナカノタナ 2」 2 階

23 (日)

いわみざわ彩花まつり花火大会

北海道グリーンランド遊園地

キリトリ

7月

アンサンブルの魅力

岩見沢では週末を中心にさまざまなイベントが行われています

シール

2

シール

3

5

応募しめきり
2017 年

11 月 15 日
消印有効

《記入事項》
ご住所

〒

－

男

ご氏名（フリガナ）

・

女
お電話番号

（

）

年齢

歳

－

★アンケートにご協力ください★
１. スタンプラリーをどこでお知りになりましたか

0126-22-3470

※対象イベント一覧は８月以降も随時追加していきます︕最新のイベント一覧は観光協会 HP でご確認ください
【岩見沢市観光協会 HP】http://iwamizawa-kankou.jp

□ イベント会場で
□ その他（

□ 観光協会の HP で
）

□ 友人・知人に聞いて

2. スタンプラリーに対するご意見・ご要望をお聞かせ下さい

（

）

