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AMERICAN TOWN FESTIVAL IN SARUKU CITY 4O3, SASEBO  2012

会場／さるくCity4○3アーケード・島瀬公園・くっけん広場 ほか

★アメリカン マーチング パレード
★アメリカンフード・お菓子等の販売
★各種ステージイベント（土日祝）

★50州１地区を探せ！
★ハーレーダビッドソン展示
★TOMODACHI HUNTING
★スパイダーマン
　ふわふわトランポリン
その他、期間中は
楽しいイベントが
いっぱい！

■主催／さるくCity4○3（させぼ四ヶ町商店街協同組合・佐世保玉屋・佐世保三ヶ町商店街振興組合）
■後援／長崎県・佐世保市・佐世保商工会議所・（財）佐世保コンベンション協会・（社）佐世保青年会議所
■協力／米海軍佐世保基地
■お問い合せ／アメリカタウンミュージアム実行委員会 事務局（TEL 0956-24-4411）

［アメリカン タウン フェスティバル］

7.1             8.122012.



アメリカが、まちにやってきた★
AMERICAN TOWN FESTIVAL
IN SARUKU CITY 4O3, SASEBO

【アメリカ50州と1地区の紹介及び交流パネル】
アーケード内にアメリカ50州と1地区の紹介および交流パネルが登場。
アメリカを知る、情報を貼る、交流パネルだ！　

【くっけん広場・テーマ館】
テーマ館として、さまざまなアメリカの情報を展示・
紹介。DVDの放映やミリタリーストアもオープン！　

【街内で米海軍のラジオ放送！】
期間中毎日1時間、米海軍のラジオ番組を放送。英語の勉強にもなる！？　

【オープニング】
アメリカンマーチングパレード（消防音楽隊・エンターテイメント・
スターライト長崎他）、オープニングセレモニー・消防音楽隊の演奏など。　

【独立記念日 オープンベース】
独立記念日である7/4（水）には、米海軍佐世保基地の一部が一般開放！
（15:30～21:00頃まで、花火は、20:30頃からの予定）　

【ドルが使えるまち！】
ドルで楽しくお買物！期間限定でお買い物にドルが使えちゃう！　

【TOMODACHI HUNTING】
<英会話国際交流ゲーム「トモダチ・ハンティング」＞
たくさんの外国人と会話を楽しもう！
トモダチカードをたくさん集めて素敵な賞品をもらおう！

【エンディング】
エンディングパレードやミュージックライブによるエンディング。　

■開催日時：7月27日（金）14:00～16:00　■参加費：無料
■参加申込：FAX又はホームページよりお申込ください。
　申込用紙はHP又はさせぼ四ヶ町商店街（協）事務所
　（TEL 0956-24-4411）にあります。
　http://yonkacho.com/　FAX 0956-24-4412
■申込〆切：7月24日（火）（定員になり次第〆切ます）
■参加資格：小学1年生から中学3年生までのお子様

【島瀬公園に特設ショップがオープン！】
【スパイダーマンふわふわトランポリン】

【ハーレー大集合】
ハーレーの魅力がいっぱい！ハーレーダビットソン大集合！
ハーレーと一緒に写真を撮ったりしよう。　

13:00～17:30 ジャグリング・バルーンアート他
18:00～19:00 ジャズライブ

13:00～19:00 FMさせぼ開局5周年記念イベント
14:00～、15:00～ トリビュートダンス

14:00～16:00 TOMODACHI HUNTING

13:00～17:30 ゴールドラッシュ（宝探し）、ラスベガスカード、
     3-0N-3バスケット
18:00～19:00 ミュージックライブ

13:00～19:00 佐世保版アメリカ横断ウルトラクイズ、
     エンターテイメントショー、
     サルサ　SASEBO SALSA DE GINZA

13:00～19:00 ミュージックライブ＆エンターテイメントショー

18:00～19:00 The US Seventh Fleet Band
     （米海軍第七艦隊音楽隊）

13:00～19:00 アコースティックバンド他

13:00～16:00 中高生ブラスバンド演奏・
     長崎大学 チアリーディング部他
16:00～   エンディングパレード
17:30～19:00 ミュージックライブ　佐世保ベンチャーズ

《アメリカンフーズ》
　●Rock VIP Hotdog  （ロックビップホットドッグ）
　●American Beef Steak （アメリカンビーフステーキ）
　●American Chicken Steak （アメリカンチキンステーキ）
　●Delicious Delux Burrito （デリシャスデラックスブリトー）
　●USA Cookie （クッキー）、USA Muffin（マフィン）、Chipped ice（かき氷）他　
　●Budweiser Beer（バドワイザービール）　
　●Ginger ale （ジンジャーエール）、Cola （コーラ）、Dr Pepper （ドクターペッパー） 他　
　●その他、アメリカンコーヒー、フレーバーコーヒー等
《衣料品、雑貨その他》
　●MILATARY-STORE Flika　●NEW SBT （MEN’S&LADIE’S）
　●POP＆CUTE PORTRAIT （似顔絵）

11:00～   アメリカンマーチングパレード
     （三ヶ町・四ヶ町アーケード）
12:00～   オープニングセレモニー
14:00～19:00 スターライト長崎・
     ミュージックライブ（カントリー他）等

18:00～20:00 ミュージックライブ

13:00～19:00 佐世保商業バトントワリング・フラダンス・
     ウクレレライブ・ハワイアン
     サルサ　SASEBO SALSA DE GINZA
※＜和牛の祭典inながさき100日前イベント＞
　長崎和牛試食・かさべこクイズ・かさべこ隊よさこい演舞・
　農産物直売等

13:00～19:00 ミュージックライブ

13:00～17:30 佐世保版アメリカ横断ウルトラクイズ、
     ダーツの旅、3-0N-3バスケット等
18:00～19:00 ジャズライブ

13:00～19:00 ロックバンドライブ

13:00～19:00 ビーフラット・トモジャズダンススタジオ・
     スガジャズダンススタジオ等

7/1 日

7/4 水

7/7 土

7/8 日

7/14 土

7/15 日

7/16 祝

オープニングデー

アメリカ独立記念日

七夕ハワイアンデー

ミュージックデー

クイズデー

アメリカロックデー

ダンスデー　

7/21 土
エンターテイメントデー

7/22 日
ミュージックデー

7/27 金
日米親善デー

7/28 土
チャレンジデー

8/4 土
サルサナイト

8/5 日
ミュージックデー

8/7 火
アメリカンマーチング
バンドデー

8/11 土
ミュージックデー

8/12 日
エンディングデー

7月1日（日）、8日（日）、15日（日）、
8月5日（日）、12日（日）　※雨天中止

《
期
間
中
毎
日
》

《
土
日
祝
日
・
期
間
中
の
夏
休
み
》

7/22
日

7/1
日

8/12
日

7/4
水

7/27
金

その他

【ステージスケジュール（島瀬公園）】【実施イベント等】

■お問い合せ／アメリカタウンミュージアム実行委員会 事務局（TEL 0956-24-4411）　※イベント日時・内容等は都合により変更になることがあります。
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