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8.26[Sat]▶8.27[Sun]

千歳市清水町親水公園(千歳商工会議所向かい・千歳栄光学園裏)

11:00 - 21:00(雨天決行)

豪華景品が抽選で当たる！
※「chitoseJC」で検索。
※「＃千歳川テラス」をつけて投稿。Facebook Instagram

「千歳の魅力発信！」写真投稿キャンペーン2017



～千歳川テラス～

【26日出演者】
● 音楽工房～ atelie music ～エレクトーンコンサート
千歳市内で活動し、エレクトーン、ピアノなど指導している講師7名のグループ。
● エレルシサクソフォンカルテット
1987年に結成された、日本を代表するサクソフォーン四重奏団。
● You & Me with Mizo
コバミュージック所属「YUU」とピアノ講師「miho」のピアノ連弾引き語りデュ
オ。千歳在住の自衛官、神出鬼没ドラマー「Mizo」とのコラボ。
● Spanish Glow
道内の JAZZフェスを中心に活動する実力派ジャズ・ボサノヴァユニット。
● Mae Nakama～Velvet moon
東京⇔札幌で活躍中の Vocalist。2017 年舞台”九人の乙女”主題歌『命火』8/20 全
国リリース。JR タワー 35 階 [SKY-J] レギュラー出演。
【27日出演者】
● かとう なほ
北海道で生まれ、かつて過ごした沖縄の島の風や景色をピアノ弾き語りで歌い
紡ぐシンガーソングライター。2017 年1月にシングル「美ら波は涙」全国リリース
● 加賀谷 はつみ
北海道マラソンのテーマソングとなった「君がいる」をリリース。大泉洋が自身
のワンマンショーでカバーし話題に。アウトドアファッションを身にまとった
今注目の歌って登れるシンガーソング・ハイカー。

千歳市の地域資源である清流『千歳川』を舞台に、水辺の空間を最大限に活用することによって千歳のまちでしか体験することので
きない空間を大人も子供もお愉しみいただけます。

■ ラフティング　11:00～18:00(両日)

■ バルーンアートプレゼント！　11:00～(両日)

■ 紙飛行機教室 開催　11:00～(両日)
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【日時】平成29年8月26日(土)▶ 8月27日(日)

【場所】千歳市清水町親水公園(千歳商工会議所向かい・千歳栄光学園裏)

【時間】11:00 ～ 21:00(雨天決行)

◆ 8.26(土)

◆ 8.27(日)
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ラフティングボートで、きれいな千歳川をの～んびり川下りしませんか？
穏やかな流れなので小さいお子様にもお楽しみいただけます！
▪会場テント内にて受付
▪特別料金　大人1,500円・子供500円　※小学生未満無料
(但し、保護者有料同乗1名につきお子様1名まで )
※3歳から可能ですが、多少濡れても大丈夫な服、タオルをご用意ください。

▪1日500個限定 (先着順 )
※様々なバルーンアートをプレゼント致します。

▪参加無料1日100個限定 (先着順 )
※紙飛行機の作り方、飛ばし方など自由研究や自由工作にも活用できます。

■ フライトシュミレーター　11:00～(両日・最終受付17:00)
▪飛行機の操縦体験ができます。
※混雑時はお子様を優先とします。(対象年齢6歳以上 )

■ 科学実験教室 開催　11:30～ (両日)
▪千歳科学技術大学の学生による科学実験教室
　「人口イクラを作ってみよう」

■ 千歳リバーシティープロジェクト写真投稿キャンペーン2017
　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～川辺にワイン～
風そよぐテラス、美味しいワインにピンチョス、千歳川ラフティングなどみている
だけで千歳のまちに観光しに行きたくなるような千歳川の写真を募集します！
[応募方法 ]   SNSアカウント (Facebook・Instagram) を用意。
　　　　　　 千歳青年会議所SNSをフォロー※「chitoseJC」で検索。

。稿投てけつを」スラテ川歳千＃「 　　　　　　
[撮影日時 ]　2017年 8月26日 ( 土 )・27日 ( 日 )11時～21時
[ 写真条件 ]　千歳川テラス、千歳川、飲食ブースで購入した飲食物いずれかの1つが
　　　　　　 撮影されていること。
[景　　品 ]　豪華景品が抽選で当たる！
　　　　　　・丸駒温泉1泊2日宿泊券 (ペア )
　　　　　    ・ミルティーロ　イタリアンジェラート「イチオシセット」(12個入)
　　　　　　・ミルティーロ　イタリアンジェラート「ミルティーロセット」(6個入)

※注意事項※　　ー  詳細はホームページをご覧ください。  ー
作品は本人がCHITOSE RIVER CITY PROJECT2017会場で撮影したものに限ります。
合成写真、カラーコピー、合成と疑わしい写真は不可とします。
応募作品は、広報・PR活動用に加工して利用させていただくことがあります。
また、著作権及び著作者人格者を主張しないことをご了承ください。また、他人の肖像権を侵害しないようご注意ください。
本キャンペーンは予告なしに変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※五十音順表記　※諸事情により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆ 上記のお店で使えるお得な飲食チケットを販売！…1,000円ご購入で1,100円分使用可能

※会場でアルコールを提供することから、駐車場はございません。ご来場には公共の交通機関をご利用ください。
※天候などの諸事情により急遽内容が変更、中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

【飲食チケット販売元】
▪千歳商工会議所
▪千歳観光物産サテライト「ミル」

加賀谷はつみ

ボート２台 (20分間隔)
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カレーのちから
カレー・千歳バーガー
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角煮マン
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スモークBAR「BO MUNCHIES&SMOKE BAR」
燻製商品

ダイニングバーA.T.C
コーヒー、テリーヌ、お酒に合うおつまみ

千歳市民討議会実行委員会
チーズ盛り合わせ、カフェオレ

千歳青年会議所
ドリンク、ジェラート

天のびろく
手打ち餃子

ハンバーグレストラン アルヒコ
ハンバーグ

福屋物産株式会社
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有限会社グリーンテリア緑千
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チーズケーキ、牛乳を使用した製品
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カップケーキ、ワンショットソフト
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