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〈コナミスポーツ・日本管財・佐賀広告センター〉

お問い合わせ

httpｓ://www.yoshinogari-gym. jp
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吉野ヶ里町の美味しいグルメ大集合！！吉野ヶ里町の美味しいグルメ大集合！！吉野ヶ里町の美味しいグルメ大集合！！
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カラダ
作りで

新しい

自分作
りを！

FOOD

食

1
三田川ホルモン
もつ煮込み、ソフトドリンク

新鮮な国産ミックスホルモンを特製の味
付けで煮込んだもつ煮込みを販売しま
す。創業４５年専門店ならではの特製も
つ煮込み、ここでしか食べられない専門
店の味を是非！

2
チナツ洋菓子店

シフォンケーキ、プチマドレーヌ、杏仁豆腐
マーガリンやショートニング、保存料等の
添加物を使用せず、一つずつ丁寧に手作
りしたお菓子たちを販売します。シフォン
ケーキは店頭販売していない、イベント
限定商品です。

3
五ケ山豆腐

豆腐各種、揚げ物類、豆乳もちもちパン

5月15日（日）のみ出店

脊振山の清らかな水と100%佐賀県産大
豆で作るお豆腐。カラダに良いものを味
わう幸せ、癒しという「コト」を楽しむお豆
腐をご提供します。

4
みつせ鶏本舗
から揚げ・つくね

みつせ鶏を育てて販売する生産者の直営店です。本店
は吉野ヶ里町にあり、新鮮なみつせ鶏を使った様々
な料理、お惣菜、冷凍食品を店頭にて提供してい
ます。今回のフェスでは、どぶ漬けから揚げや
つくねを出来立てでご提供いたします。

5
丸 安

うなぎまぶし丼
鰻せいろ蒸しのごはんに刻んだ鰻蒲焼をトッピング。
薬味を添えてご提供します。今回はお気軽に召し上
がれる「うなぎまぶし丼」をご用意しました。その
まま食べても美味しく、お吸い物をかけると簡
単ひつまぶしに！スタミナたっぷりです！

7
OKCOFFEE

カフェオレベース・ドリップパック
吉野ヶ里公園前で大人気のOKCOFFEE。SagaRoastery
を気軽に無料で楽しめるFREECOFFEEDAYを開催！
さらにリピート率NO１牛乳で割るだけ簡単カフェオ
レベース販売や手間なくコーヒーが作れるドリッ
プパックの販売も行います。

8
FRUITS GARDEN
新SUN 吉野ヶ里店

生レモンレモネード、生レモンレモンスカッシュ
生レモンミルク

佐賀の果物専門店新SUNがフレッシュなレモン
を使用したレモネードで疲労回復、熱中症対
策、美容にビタミン補給！

6
せなふち

スパイスカレー・焼き菓子類
姉妹で営業している吉野ヶ里町の「せなふち」。姉の作
る佐賀県産食材をふんだんに使用したグルテンフ
リーで米粉使用の健康的なスパイスカレーと、妹
が作る小麦の種類からこだわりぬいた可愛く
てホッとするおやつをご用意しております。

・ご利用時間は9時～15時となります。
・ご利用は高校生以上となります。
・ご利用時間は9時～15時となります。
・ご利用は高校生以上となります。

トレーニングルーム
無料開放！

トレーニングルーム
無料開放！

・ご利用が多い場合はお待ちいただくことになります。（定員16名）
・スポーツウエア、室内シューズをご持参ください。

OK
COFFEE
Cafe au lait

コーヒー



お問い合わせ

9：00～22：00
毎週月曜日0952-53-3300 ■休 館 日／

■開館時間／

リズムジャンプは音楽（ビート）に合わせて様々なジャンプをする運動
です。お子様のリズム感向上、運動能力向上につながります！

開催日 5月14日（土）

対 象 年長さん
参加費 無料

時 間 1部：10時～11時
2部：11時～12時
（10分前におこしください。）

会 場 アリーナ
（運動しやすい服装、タオル、室内用シューズをおもちください。）

開催日 5月15日（日）

参加費 無料

時 間 1部：10時～12時

2部：13時～15時
会 場 アリーナ

（運動しやすい服装、タオル、

  室内用シューズをおもちください。）

定 員 各30名
（お子様一人につき
  保護者様2名）

開催日 5月15日（日）
対 象 小学生

参加費 無料

時 間 13時～15時
（15分前におこしください。）

会 場 アリーナ
（運動しやすい服装、タオル、
  室内用シューズをおもちください。）

定 員 1チーム 12名（計4チーム）

4月20日（水）予約受付スタート。 ＊お電話でのご予約となります。＊定員になり次第締め切らせていただきます。

◎WACT塾
ピンポンターゲット、無限ラリー、マ
ジカルサーブ、チャレンジマッチ等、
遊びながら卓球を体感できます。

子ども科学実験イベントスポーツリズムイベント
広いアリーナで空気砲体験、吹上実験、紙とんぼ工作、紙とんぼ
飛ばし大会を体験しませんか？

開催日 5月14日（土）
対 象 小学生

参加費 無料

時 間 1部：13時～14時
2部：15時～16時
（10分前におこしください。）

会 場 アリーナ
（運動しやすい服装、タオル、室内用シューズをおもちください。）

定 員 各30名（お子様一人につき
  保護者様2名）

EVENTイベント いっぱい体を動かして気分爽快！

FREE EVENTフリーイベント 新しいことにチャレンジしてみよう！

紙とんぼ工作及び紙とんぼ飛ばし大会は
一緒にご来館の未就学児のお子様も
ご参加いただけます。

＊来場者の皆様にご安心いただけますよう、新型コロナウイルス感染予防対策を
徹底して運営して参ります。なお新型コロナウイルス感染状況や雨天により、イ
ベント内容を変更、または中止する場合がございます。予めご了承ください。

◎クロスフィット肥前
1時間集中トレーニング「クロスフィット」
を1分間体験してみませんか？トレーニン
グ初心者の方から上級者の方までご参加
いただけます。

◎e-ビークルパーク
立って乗る乗り物「セグウェ
イ」を無料体験できます。対
象は中学生以上となります。

◎アドベンチャーバレーSAGA
特設コースでお子様対象のマウンテンバイ
クを体験しませんか？

◎アウトドアショップ ベースキャンプ
キャンプ初心者の方やファミリー
キャンパー向けにテント設営や火
おこし体験を開催致します。

◎山茶花の湯
山茶花の湯主催の足湯
イベントでリフレッシュ
しませんか？

◎株式会社明治
meiji特設ブースでプロテ
インの試飲会を開催いた
します。

クロスフィットチャレンジ セグウェイ体験 マウンテンバイク体験

キャンプ体験 足湯イベント meijiプロテイン試飲会

吉野ヶ里ピンポン！ヒロバ！！

吉野ヶ里町小学生ドッジボール大会を開催。優勝チームはプロハンドボー
ルチーム・トヨタ紡織九州レッドトルネードとエキシビジョンマッチ！

吉野ヶ里町小学生ドッジボール大会

対 象 小学4年生～
中学生のお子様と
保護者様

参加費 無料
特典 セミナーご参加者様に

明治の商品をプレゼント

時 間 11時～12時

会 場 多目的室

定 員 各30名

開催日 5月15日（日）

明治スポーツ栄養セミナー
スポーツジュニアを持つ保護者様とお子様向けの栄養講座です。「食の大切さ」と「食・
栄養の基本」を理解し、「食の自立」を促すために必要な栄養情報をご紹介します。
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