華を添えていただく交流都市観光親善大使の皆様
■2016ミスコットン

■十日町きもの女王2016

南雲 咲穂さん

佐治 瑠璃さん

［なぐも さきほ］

竹藤 麻里花さん

［さじ るり］

Welcome to Tokamachi!
美しい白銀の世界、美味し
い食べ物、そして人の温か
さ、皆様の五感すべてで私
達の“自慢の故郷”十日町を
お楽しみください。街ゆく
“十日町美人”達もお見逃し
なく！

■第6代いぶすき菜の花レディ

（栃木県真岡市）

栁田 瑞希さん

［たけふじ まりか］

みなさんこんにちは。十日
町きもの女王2016の佐治
瑠 璃 で ご ざ い ま す。 よ う
こそ 十 日 町 雪 ま つ り へ い
らっしゃいました。華やか
で盛 大 な こ の お 祭 り で 素
晴ら し い ひ と 時 を お 過 ご
しください。会場でお会い
しましょう！
！

（鹿児島県指宿市）

今吉 はづきさん

［やなぎた みずき］

昨年の雪まつりからこれま
での間、多くの方々に支え
て応援して頂き、今までの
出務を務めさせて頂きまし
た。女王として参加する、
最初で最後の雪まつり。十
日町きもの女王として、最
後まで盛り上げていきたい
です。

［いまよし はづき］

伝統ある十日町雪まつりに
ご招待いただきありがとう
ございます。雪を友とし、
雪を楽しむという市民の皆
様の想いが結晶した雪まつ
りに参加できることを光栄
に思います。皆様とともに
雪まつりを楽しみたいと思
います。

歴史と伝統ある十日町雪ま
つりに参加させていただけ
ることを光栄に思います。
１月に菜の花が咲き、西郷
さんも愛した豊富な温泉が
ある、あたたかいまち指宿
の魅力をお伝えしながら、
お祭りを楽しみたいと思い
ます。

十日町きもの女王コンテスト2017 本選会
予選会を通過した12名の中から「十日町きもの女王2017」3名が選ばれます。
●と

き

●ところ

2月19日㈰

13：00 〜（12：30開場）

クロステン 大ホール（十日町市本町六の一丁目）

◎ホームページ http://snowfes.jp

市街地マップＢ-３

http://kimono-queen.jp

※イベント会場内での撮影、録音、録画は禁止します。

賞 品

見事栄冠に輝いた方に素晴らしい賞品をご用意いたしました。
他にも豪華景品多数あります。

ホテルベルナティオ
神戸の夜景（イメージ）

神戸・USJ 2泊3日の旅

ペア宿泊券

提供／㈱当間高原リゾート

提供／共立観光㈱

私たちも
応援して
います
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十日町の振袖

袋帯・帯〆・帯揚セット

提供／十日町織物工業協同組合

提供／㈱いつ和

エステティックサロン
マリーローラン

まつだい芝峠温泉 雲海

提供／㈲豊楽

提供／まつだい芝峠温泉 雲海

エステ券１万円

ペア宿泊券

●十日町織物工業協同組合 ●共立観光㈱ ●㈱当間高原リゾート ●㈱いつ和 ●十日町きもの流通連合 ●㈱日紋 ●㈱根茂レース ●㈲豊楽 ●十日町農業協同組合
●㈱ラポート十日町 ●㈲小川電機商会 ●クラージュ ●(同)克味 ●(一財)十日町地域地場産業振興センター ●㈲佐野写真館 ●㈱玉垣製麺所 ●㈱小嶋屋 ●㈱新川屋
●㈲花せん ●㈱きものブレイン ●ホンマ科学㈱ ●カネコ写真館 ●㈲宮幸酒店 ●ナステビュウ湯の山 ●㈱美郷 ●美波リンパケアセンター ●㈱ニューズ・ライン
●㈻十日町女学園十日町服飾専門学校 ●㈲ファームランド・木落 ●㈲フジミヤ ●㈲いち粒 ●松之山温泉合同会社まんま ●㈱朝日堂 ●前結び宗家きの和装学苑
●サバス ●エステティックサロンピアニー ●したみちオフィス㈱Lily&Marry's+ ●㈱滝沢印刷 ●㈱松乃井酒造場 ●魚沼酒造㈱●キリンビール㈱
●キリンビバレッジ㈱ ●JR十日町駅
（順不同）

今年の栄冠は誰の手に！？

※（

）内は帰省地

十日町きもの女王コンテスト2017 本選会出場者
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9

2

［きりう まいこ］

桐生 真依子さん

（新発田市）

6

［とやま ゆうか］

外山 結加さん

（見附市）

15：00
（予定）

（十日町市）

［こばやし はづき］

小林 葉月さん

（新潟市）

［くがわ しずか］

伊藤 楓さん

（上越市）

（南魚沼市）

有料観覧席の
ご案内

開演

保坂 美和さん

10 久川 静香

［いとう かえで］

本選会
イベント

［ほさか みわ］

さん

3

7

4

［えぐち ちあき］

江口 知愛さん

（十日町市）

8

［しなだ りょうか］

品田 涼花さん

（柏崎市）

11 細見 愛

［たなか いずみ］

田中 いずみさん

（十日町市）

［さとう ゆか］

佐藤 優香さん

（新潟市）

12 井口 萌子

［ほそみ あい］

［いぐち もえこ］

さん

（十日町市）

（新潟市）

さん

コンテストを間近で観覧できる有料席で、一般審査員としての投票券付きです。
●料金 1,000円 ●定員 100席（お一人様４席まで）
申し込み先着順：2月10日㈮までに事務局に電話申し込み（TEL025-757-3100）

定員になり次第、申し込みを閉め切らせていただきます。
※一般審査員を希望される方は、有料観覧席をお申込みください（一般審査員の当日受付は行いません）
。

「きものの街で紡ぐ クラシック＆エキサイト ピアノコンサート
こばやし そう た

おおたき

［小林 奏太 プロフィール］
４歳よりピアノを習う。
十日町市立南中学校１年生。長津節子、芳野文子の両氏に師事。
2011年 カワイこどもコンクール北関東大会奨励賞
2013年 ショパン国際ピアノコンクール新潟地区大会
小学3・4年部門 銅賞 全国大会出場
2014年 ショパン国際ピアノコンクール新潟地区大会
小学4・5年部門 奨励賞
2015年 ショパン国際ピアノコンクール新潟地区大会
小学5・6年部門 銀賞 全国大会出場
2016年 ショパン国際ピアノコンクール新潟地区大会
中学生部門 奨励賞

▪曲 目
・幻想曲“さくらさくら” 作曲：平井康三郎
モーツァルト｛HAYATO→Pia-no-jaC｝より
・アイネクライネ

ゆ

by ナガツピアノ教室門下」
か

［大瀧 由香 プロフィール］
尚美学園短期大学音楽学科 器楽Ⅰピアノ専攻卒業。
卒業演奏会に出演、2002年より毎年、ドイツマンハ
イム州立音楽大学学長ルドルフ氏の音楽合宿（魚沼市
小出郷文化会館）に参加。レッスン・様式を学ぶ。こ
れまでに長津節子、岩本みどり、若林陽子の各氏に
師事。
2011年、長岡リリックホールにてソロピアノリサイタ
ルを行い、現在は後進の指導やチャリティーコンサー
トを行う。十日町市出身、上越市在住。

▪曲 目

・ノクターンOP.9-2
・ベルガマスク組曲より
・即興曲OP.90-2

月の光

作曲：ショパン
作曲：ドビュッシー
作曲：シューベルト
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