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平成31年

冠山総合公園 梅の
山口県光市室積村 6288番地

オープニング 2/16(土 )12:00～

●光駅からバスで約12分

●戸仲バス停から徒歩約3分

●山陽自動車道 徳山東IoCから車で約25分

●山陽自動車道 熊毛IoCか ら車で約20分

ポ賤 :

◎まつり期間中の上。日は公園入園料 (loo円 )が必要で魂 紳学生以撫料



第32回 梅まつり
平成31年 2月 16日 (上 )～ 3月 10日 (日 )

【ステージイベント】
■会  場 :冠 山総合公園イベント広場ステージ

【冠天満宮】
■会  場 :冠 天満宮拝殿及 び参集殿

【展示会】
■会  場 :冠 山総合公園研修室

■時  間 :詳細はお訊ねください(冠山総合公園管理事務所:TEL0833‐743311)

【お茶席】
■会  場 :冠 山総合公園休憩所 10:00～ 15:00

【冠梅 くじ】
■会  場 :冠 天満官

■時  間 :土・日のみ 10:00～ 16:15※ ただし、2月 16日 は除く

入園券を持参された方は、はずれ無しの冠梅くじをお引きいただけます。(入園券1枚につき1回 )

【売店・飲食店・植木販売所】
■設置場所 :冠梅広場 (梅 まつり臨時駐車場隣)

■時  間 :2月 16日 ～3月 10日

(売店)9:00～ 16:00(飲食店。植木販売所)10:00～ 16:00

【紙芝居 (光 紙芝居 )】

■場  所 :冠天満官境内

■時  間 :毎週 日曜日 11:00～ 12:00

【フォトコンテスト】
■撮影場所 :冠 山総合公園梅の里一帯 (風景写真)

■応募締切 :3月 23日

【俳  旬】
■投句場所 :冠 天満官に設置してある投旬箱 ※投句用紙は投句箱横に設置

■投句期間 :2月 16日 ～3月 10日

【フリーマーケット】
■場  所 :梅 まつり会場内

■時  間 :土 。日のみ 10:00～ 16:00

【ツリークライミング】
■場  所 :イ ベント広場周辺

■時  間 :3月 3日 11:00～ 14:00

※中学生以下は保護者の同意書が必要です。

【総合案 内所 0花 めぐリスタンプラリー】
■場  所 :冠 山総合公国管理事務所 内

■時  間 :2月 16日 ～3月 10日 9:00～ 17:00

■ 時

財日 時間 やヽ 1ヽ内容

2月 16日 12:00- オープニングイベント

12:00～ 聖光高等学校 争楽演奏会

12:30～ 光井小学校太鼓クラブ、虹っこ会

13:00～ 式典

もちまき

2月 17日 10:30～ エンジョイイベント

10:30～ 第12回 幼稚園・保育園なかよし駅伝大会
11:20～ 冠梅園合格梅の種飛ばし大会

(室積商店会)

2月24日 12:00～ ステージパフォーマンス

12:00～ カルチェラタンエクスプンスオーケストラ

13:00- N― dance inoving

3日3月 11:00～ 芸能発表会

11:00～ 大正琴 (琴伝流大正琴 柳月会)

11:30～ 詩吟 (光風流 )

12:00～ 日舞 (光井コミュニティセンター日舞教室)

12:30～ 剣詩舞 (雪峰流剣詩舞)

3月 10日
　ヽ

　

　

一

梅まつリライブ

【出演】サウンドハウス他

フィナーン

14:00～ ひかり吹奏楽団演奏会
15:00～ 式典

もちまき

※天候等により、イベントの内容が変わることがございます。

光丘高等学校 茶道部

2月 17日 表千家流茶道 光緑会

国際ソロプチミスト光

浅江 コミュニティセンター抹茶教室

岡本宗栄社中・大和コミュニティセンター抹茶教室

聖光高等学校 茶幸道クラブ

3月 10日 光高等学校 茶華道部

梅まつり協賛福引き

梅花祭 (献茶 :表千家流茶道 光緑会)

ふらわ―バンンタインby美 鈴

2月 6日 ～12日 梅まつり・花物語ポスター展示会

2月 16日 。17日 クリスマスローズ展

ひ力つ写友会写真展

3月 1日 ～7日 もうひとつの花展(毛利圭子展 )

3月 9日・10日 春蘭・雪割草早咲展

【協賛行事】

期日 時1間 行事名 会場 主催団体

2月 17日 10:00～ 梅まつり協賛俳句大会 光井コミュニティセンター 鯉洋句会

2月 23日 9:00～ 第19回梅まつリコバルト・ウォーク コバノントライン 光市スポーツ推進委員協議会、光市教育委員会


