
10月26日（土）、27日（日）
城端市街地一帯
「JR城端駅・城端観光案内所」
「城端別院善徳寺山門下」
※参加者には「チケット付まちなかマップ」をお渡しします。
※ＪＲでお越しの方は、ＪＲ城端駅内の「城端観光案内所」にて
　受付となります。
お一人様 １,０００円　　　　　一日 １００名様

城端市街地の「食」をつまみ食いしながらゆったりとまちなかを巡りませんか？
城端銘菓、スイーツ等合計11品を食べ歩きしながら
城端の味覚と街の魅力を存分に味わってください。

日　　時

場　　所
受付場所

受付時間

参 加 費

参 加 店

城端の雅な秋を心ゆくまで。

定　員
定員になり次第、締め切らせていただきます。
お申し込み期日は10月23日（水） まで。

要予約

参加者
募集!!

問合先 南砺市商工会城端事務所　☎ 0763ｰ62ｰ2163

問合先 南砺市商工会城端事務所 ☎ 0763ｰ62ｰ2163   城端観光案内所（城端駅前） ☎ 0763ｰ62ｰ1821

食まち巡り　   べ歩きまち巡り　   べ歩きまち巡り　   べ歩き

! 飲酒運転は、やめましょう。飲酒運転は、やめましょう。

場 所／南砺市城端一円

ヨッテカーレ城端 シャケおむすび
松島松鶴堂・・・・マドレーヌ
井波屋・・・・・・・・・・カスタードのお米ロール
南　幸・・・・・・・・・・さばのなれずし
田村萬盛堂・・・・木の葉石
リトルハーフパイント
　　　・・・・・・・・・・みそパン
はやし食品・・・・・おやつ昆布
肉の岩崎・・・・・・・シルクコロッケ・ギョウザフライ
ＡＮＧＯ安居・・・・パンプキンもちフィナンシェ
溝口梅華堂・・・・柚子まんじゅう
桜花らんらん（27日のみ）
　　　・・・・・・・・・・善徳おかいさん

11:00～15:00
（予定）10:30～12:00

利 用 店

城端バル～となみ野の小京都・城端を美味く、旨く散策しよう～城端バル～となみ野の小京都・城端を美味く、旨く散策しよう～

城端地区の３店舗でチケットを利用の方に、抽選でプレゼントを進呈します。

★参加方法
１軒目でスタンプラリー台紙をゲット。2軒目、3軒目でハンコをもらい、
必要事項を記入の上、3軒目のお店にお渡しください。抽選で5名様に「城端麦酒」6本セットをプレゼントします。
（発送をもって発表とかえさせていただきます。）

チケット 1冊 3,0００円
（クーポン券5枚綴り）
クーポン券に記載された飲食店

スタンプラリー開催期間

9月27日（金）～
　　10月31日（木）まで

となみ野グルめぐり2019
チケットのお求めは
南砺市観光協会他にて

となみ野グルめぐり2019
チケットのお求めは
南砺市観光協会他にて

9 月 27日～10月 31日

10月27日（日） 
 9：30～16：30

20名様

日  時

じょうはな庵場  所

3,5００円
お茶セットと
スナップ写真付き

参加費

定  員

主催

（有志会）
 受付・問合先 南砺市商工会城端事務所 ☎ 0763ｰ62ｰ2163
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笑いと感動の

　大道芸が
笑いと感動の

　大道芸が
やってくる！やってくる！

27日㈰ ①午前11時 
　　　　②午後2時

卍卍

個性豊かなお店がいっぱい！

　26、27日、街なか会場で体験や買い物を
された方を対象にビンゴ大会を行います。
　お店での体験や買い物したレシートを受付
（別院山門）へ提示ください。ビンゴカードを
進呈します。

城端地域の景品を多数ご用意しております。
時　間　午後3時より　場　所　北銀駐車場

　26、27日の両日、ワンコイン（100円・500円）でお買
物できる商品や特価品を準備して皆様のご来店をお待ちし
ております。
　お店の、逸品や掘り出し物を探して
みませんか？

商品は、当日発表します。

大市大市大市ワンコインワンコインワンコイン

打掛けをはおって姫体験。

大ビンゴ大会

街なか会場街なか会場

1919

10月10月2626
2727

土

日

地域の伝統・文化・食・自然、そして人と触れ合う体験参加型イベント地域の伝統・文化・食・自然、そして人と触れ合う体験参加型イベント第19回

田村萬盛堂  ☎ 0763ｰ62ｰ0124問合先

じょうはな織館 ☎ 0763-62-8880問合先

田村萬盛堂田村萬盛堂

じょうはな織館じょうはな織館

木型館無料開放

112人の自画像
富山大学芸術文化学部卒業制作より
10月5日（土）～10月27日（日）
（最終日15：30まで）水曜休館　入場無料

1414

1515

展 示

一服５００円（お菓子付き）
野　点野　点

問合先 南砺市商工会城端事務所 ☎ 0763ｰ62ｰ2163

▪日 時／10月27日（日）10時～
▪場 所／城端別院善徳寺山門下
▪主 催／老人会

▪日 時／10月27日（日）10時～
▪場 所／城端別院善徳寺山門下
▪主 催／大谷婦人会

1717

1818 遊休品・
農産物販売
遊休品・
農産物販売

▪日 時／10月26日（土）
　　　　　　 27日（日）
　　　　 11時～17時
▪場 所／溝口梅華堂前駐車場
▪主 催／南砺市商工会青年部城端支部

1616 兄貴の
　たこ焼
兄貴の
　たこ焼

▪日　時／10月26日（土）
　　　　　　　10時～12時、13時～15時
▪場　所／河合呉服店
▪参加費／500円  ▪定　員／10名
▪所要時間／約50分
▪予約不要、当日受付可

2020年の干支のねずみ
を白絣布で作ります。

干支のねずみづくり干支のねずみづくり11

予約・問合先 河合呉服店 ☎ 0763-62-0072

要予約

▪日　時／10月26日（土）
　　　　　　　11時～15時まで
▪場　所／古布あそび妙峰
▪参加費／1,500円  ▪定　員／６名
▪所要時間／約１時間30分
▪要予約、当日受付可

椿の形を作り、貝の上
で整えて作ります。

椿の針刺し椿の針刺し22

予約・問合先 古布あそび妙峰 ☎ 0763-62-0354
携帯：090-7746-2263

▪日　時／10月26日（土）
　　　　　　　10時～16時まで
▪場　所／ビューティヌマグチ
▪予約不要、当日受付可

資生堂の”青汁”ちょっと
試してみませんか。今な
ら6本¥1,200（税抜き）
に1本プレゼント♡

「美肌」と
　　「健康」に！！
「美肌」と
　　「健康」に！！33

ビューティヌマグチ ☎ 0763-62-0413問合先

▪日　時／10月26日（土）10時～16時まで
　　　　　27日（日）10時～15時
▪場　所／メガネのすがわ
▪参加費／100円　▪定　員／若干名
▪所要時間／約30分▪当日受付可

最新ハイテク検査機器を使用しての視力
測定・視力検査を体験しま専科？運転免許
更新が近づいている方はお気軽にどうぞ！！

最新ハイテク機器を
体験しま専科
最新ハイテク機器を
体験しま専科1010

メガネのすがわ ☎ 0763-62-0097問合先

要予約

▪日　時／10月27日（日）10時30分～16時
▪場　所／いせや ▪参加費／500円 
▪所要時間／約30分▪要予約、当日受付可

①ふっくらハンドケア体験
②もちもち♡スキンケア体験
（アイメイクそのままでok)
③お悩み解決！メイク体験
お好きなコースでキレイになりましょう♪

選べる秋のキレイ
体験（お土産つき）
選べる秋のキレイ
体験（お土産つき）66

予約・問合先 いせや ☎ 0763-62-0267

要予約

▪日　時／10月26日（土）
　　　　　10時～15時
▪場　所／山下呉服店▪参加費／500円
▪定　員／10名 ▪所要時間／約１時間
▪要予約、当日受付可

ぺーパークイリングで
「雪の結晶オーナメント」
を作ります。

雪の結晶
オーナメントづくり
雪の結晶
オーナメントづくり77

予約・問合先 山下呉服店 ☎ 0763-62-0066

要予約

▪日　時／10月27日（日）10時～
▪場　所／野村パン教室
▪所要時間／約３時間 
▪参加費／1,000円
▪定　員／10名
▪要予約、当日受付不可

小学生以下は親子でご参加下さい。
準備品：エプロン・タオル・三角巾

家庭で簡単に
焼けるパン作り体験
家庭で簡単に
焼けるパン作り体験1212

予約・問合先 南砺市商工会城端事務所 ☎ 0763ｰ62ｰ2163

要予約

▪日　時／両日とも10時～15時30分
▪場　所／じょうはな織館
▪参加費／1,800円 
▪所要時間／約１時間
▪要予約、当日受付不可

お守袋を作成し、お願い
事を入れ自分だけのお守
りを作成

レッツ
お守り作り
レッツ
お守り作り44

予約・問合先 じょうはな織館 ☎ 0763-62-8880

▪日　時／10月26日（土）13～15時
　　　　　 27日（日）11～14時随時
▪場　所／きよべ・蔵布都藍
▪所要時間／約10分
▪予約不要、当日受付可

講師：守護菊野氏　対象小二～大人
講師のミニ演奏もございます。
見学自由

バイオリンに
触れてみよう
バイオリンに
触れてみよう88

きよべ・蔵布藍 ☎ 0763-62-3118問合先

要予約

▪日　時／10月26日（土）
13時30分～14時30分、15時～16時
▪場　所／田村萬盛堂 ▪所要時間／約１時間
▪定　員／8名 ▪参加費／1,500円（税抜） 
▪要予約、当日受付可

木型で季節の和菓子（ね
りきり菓子他）3種類を
作ります。

木型で季節の
お菓子を作ろう
木型で季節の
お菓子を作ろう99

予約・問合先 ㈲田村萬盛堂 ☎ 0763-62-0124

要予約

▪日　時／10月30日（水）10時～12時
▪場　所／ニューイングランド やまでん
▪所要時間／約２時間 ▪参加費／500円
▪定　員／８名
▪要予約、当日受付不可

IHや電子レンジを使っ
て簡単に作れるレシピ
をご紹介します。

1111

予約・問合先 ニューイングランド やまでん ☎ 0763-62-0198

かんたん
クッキング
かんたん
クッキング ふるまいもちつきふるまいもちつき

▪日 時／10月27日（日）
　　　　 ①12：30  ②15：30
▪場 所／城端別院善徳寺山門

1313

南砺市商工会城端事務所 ☎ 0763ｰ62ｰ2163問合先

みなさん
食べに

     来て
ください

要予約

新聞紙で作った土台に、
キラキラのモールなどを
巻いて、自分だけのオリジ
ナルツリーを作りましょう
☆ハサミをご持参ください。
▪日　時／10月26日（土）10時～12時
▪場　所／いせや ▪参加費／1,500円 
▪所要時間／約２時間 ▪定　員／5名
▪要予約、当日受付可

クリスマスツリー
を作ろう☆
クリスマスツリー
を作ろう☆55

予約・問合先 いせや ☎ 0763-62-0267

地域障害者
作品展

地域障害者
作品展

地域障害者
作品展

地域障害者
作品展

富山県身体障害者団体協議会
県障害者社会参加推進センター事務局

10月25日（金）～27日（日）
場 所／城端にぎわい館 じゃんとこい

2020

要予約
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申込先 きよべ 蔵布都 藍　☎ 0763ｰ62ｰ3118

開催
日時 10/27日

10：00～15：00
境内で開催
出店料500円（お賽銭）
出店申込締切:10月25日

お寺de フリマ
出店者募集 !

体 験


