
 ～砂の造形と花のコラボレーション～

主催 / 指定管理者：マリンパークス（代表構成員 一般財団法人みやざき公園協会）
協力 / 砂像家 松木由子氏、彫刻家 楠木直明氏、田中宏幸氏（宮崎市神宮）、フェニックス･シーガイア･リゾート、フローランテ宮崎

 サンドフラワーフェスタ

みやざき臨海公園マリンセンター（管理事務所）　TEL:0985-62-2665　FAX:0985-62-2773
E-mail：marineparks@mppf.or.jp　URL  http://mppf.or.jp/marineparks/

サンビーチ一ツ葉

北ビーチ

会場
南ビーチ

駐車場Ｐ 駐車場Ｐ

サンマリーナ宮崎

入場口

サンビーチ一ツ葉

 サンドフラワーフェスタ

Sand
Flower
Festa

2018年3月21日（水祝）～4月8日（日）

お問合せ･お申込み

サンドフラワーフェスタ ～砂の造形と花のコラボレーション～

●砂像と花ピラミッドのライトアップ 3月21日（水祝）、23日（金）、24日（土）、30日（金）、31日（土）、4月6日（金）、7日（土） ※雨天中止 ＜点灯時間18：30～21：00＞
●フリーマーケット 3月21日（水祝）、4月7日（土） 10：00～15：00
●砂像制作体験 3月21日（水祝）～4月8日（日）10：00～16：00 参加無料
●スケッチ大会 3月21日（水祝）10：00～16：00  小学生以下対象（参加無料）  先着100名（当日受付）
●みやざき犬ダンスステージ（予定） 3月21日（水祝）13：00～13：30
●砂山の宝さがし 3月21日（水祝）14：00～14：30 小学生以下対象（参加無料） 先着50名 ＜豪華景品あり！？＞

●花苗プレゼント 3月21日（水祝）15：00～ 先着300名
●音楽演奏 3月21日（水祝） ①16：00～ ②18：30～（各30分）
●マリーナの生き物展 3月21日（水祝）～4月8日（日） 南ビーチ管理棟にて

みやざき臨海公園
サンビーチ一ツ葉  南ビーチ

砂像コンテスト 参加者募集！
ご家族や友人、職場の仲間と一緒に砂像に挑戦してみませんか？
プロ砂像家「松木由子」氏からのアドバイスあり！
道具はこちらで準備します！ 優秀作品には豪華賞品も！？

募集期間：平成30年1月末～2月28日（水）
定員：先着10チーム
参加料：1チームにつき1,000円

詳しくは裏面をご覧ください！

入場無料
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アクセスマップ

2018年3月21日（水祝）～4月8日（日）サンドフラワーフェスタ ～砂の造形と花のコラボレーション～

砂像と花ピラミッドのライトアップ 砂像コンテスト 参加者募集！

募集期間  平成30年1月末～2月28日（水）
制作期間  平成30年3月10日（土）～20日（火）
展示期間  平成30年3月21日（水祝）～4月8日（日）
定　　員  先着10チーム（1チーム2～4名程度）
参 加 料  1チームにつき1,000円（保険料含む）

Sand Flower Festa
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I N F O RMA T I ON

みやざき臨海公園　〒880-0834 宮崎市新別府町前浜1400-16
 TEL 0985-62-2665　FAX 0985-62-2773
 E-mail marineparks@mppf.or.jp
 URL http://mppf.or.jp/marineparks/

●お問合せ・お申込みはこちら

●宮崎駅から約10分
●宮崎空港から約30分
　（一ツ葉有料道路経由：約15分）
●宮崎ICから約10分

交通アクセス

会場
南ビーチ

点 灯 日  3月21日（水祝）、23日（金）、
　　　　24日（土）、30日（金）、31日（土）、
　　　　4月6日（金）、7日（土）※雨天中止
点灯時間  18：30～21：00

都合の良い制作日を
お申込みください。

1ｍ角の砂像
制作となります。

日時を限定して、砂像や花ピラミッドをライトアップします。
昼間とは違った幻想的な雰囲気をお楽しみください。

夜は気温が下がりますので、
しっかりと防寒対策をお願いします。 ライトアップイメージ

日時  3月21日（水祝）、4月7日（土）
　　 10：00～15：00
場所 南ビーチ管理棟 北側の芝地  

フリーマーケット 砂像制作体験

日時  3月21日（水祝）～4月8日（日）
　　　10：00～16：00
場所  南ビーチ砂浜 砂像の南側

スケッチ大会～テーマ「砂の像と花」～

日時  3月21日（水祝）10：00～16：00
対象  小学生以下　定員  先着100名（当日受付）

みやざき犬ダンスステージ

日時  3月21日（水祝）13：00～13：30
場所  南ビーチ管理棟前

砂山の宝さがし
日時  3月21日（水祝）14：00～14：30
対象  小学生以下
定員  先着50名（当日受付）
場所  南ビーチ砂浜

花苗プレゼント

日時  3月21日（水祝）15：00～
場所  南ビーチ管理棟前

音楽演奏 マリーナの生き物展

日　時  3月21日（水祝）①16：00~ ②18：30~
演奏者  メーヴェクラング
場　所  砂像前

日時  3月21日（水祝）～4月8日（日）
場所  南ビーチ管理棟

先着300名様に春の花苗をプレゼント！

簡単な小さい砂像に挑戦しましょう！
スタッフによるサポートあり！道具も準備しています！

道具は自分で
持ってきてもOK！

オーガニックな食品や小物、植物など、
素敵なお店を集めたフリーマーケットを開催します！

「砂の像と花」をテーマとしたスケッチ大会です。
入賞者にはビーチバーガーハウス食事券や、フローランテ宮崎入場券など
豪華賞品をプレゼント！
※画板はご持参ください。

誰もが知っているあのジブリの名曲を
JAZZにアレンジした素敵な音色でお届けします。

臨海公園のサンマリーナ宮崎に生息する
生き物たちの写真を展示します。

砂山に隠された宝を探して、
豪華景品を狙おう！

みんなが大好きなみやざき犬のダンスステージ！
ステージ後は一緒に写真を撮ろう！
（予定は変更となる場合があります）

参加無料！

参加無料！

入賞作品は、イベント期間中
南ビーチ管理棟にて展示されます！

参加無料！

※無くなり次第終了となります。
※写真はイメージです。花苗は変更になる場合があります。

（各30分）

ご家族や友人、職場の仲間と一緒に砂像づくりに挑戦してみませんか？
制作時には、プロ砂像家「松木由子」氏からのアドバイスもあります！
優秀作品にはシェラトンホテルペア宿泊券や、パインテラス食事券、
ビーチバーガーハウス食事券など豪華賞品をプレゼント！

作成のための道具は
こちらで準備します！

ビーチバーガーハウス
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