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平成25年

12月1日（日）
9：00～15：00

〈小雨決行〉

イベント時間

●お問い合わせ／TEL090-8133-0293（当日限り）主催／中山道中津川宿六斎市実行委員会 中津川市･中津川商工会議所・中津川市商業振興連盟
（一社）中津川観光協会・中津川北商工会 ※この事業は岐阜県からの補助金を受けています。

地域の特産物、掘り出し物がたくさんあります！
●地域活動支援センターふきのとう ボンボンストラップ・手づくり石鹸・踊る、笑う猫玩具
●みちこ＆HOSHIYA 和雑貨・ハンドメイドグッズ
●デコパージュ カトレヤ 木製品・メガネケース・ティッシュボックス・３Ｄ額
●アリラン キムチ・キムチの素・チヂミ・木工品・もち（黒豆）・弁当
●TAKAMINEクラウド 地域密着型情報発信基地「おいでんサイト」
●㈲花松仏光社 花鉢・仏具・陶器
●キンユー洋品店 アジアン雑貨・アジアン衣料
●㈲白山木工所 木製品・木製プレート・フォトフレーム・スプーン・小物・オーダーメイド家具 他
●三国家 からあげ・焼とり・あげパン
●フルーツショップさち 五平餅・たこやき・お茶
●のみの市会 とう器・リサイクル品・おもちゃ
●カトウ工芸 木工品・野菜
●沢田畳店 畳のなんでも相談会・オリジナル小物の販売
●中央紙運輸㈱ ECO商品ＰＲ

●カイロプラクティック初茜 ワンコイン！カイロ体験♪
●樋田建築 手作りみそ・手作り雑貨・手作り木工製品・古雑貨
●恵那山みどりの会 木炭・木酢液・農産物・手工芸品
●㈱扇茶屋 中津川市で40年間販売し続けた朴葉寿司の販売
●吉村瓦店 屋根、雨どいの無料相談所！！
●達磨 ちょっと贅沢調味料&だし巻玉子
●いかけん工房 プレスいか焼き・五平餅
●生まれた町フリーショップ中津川 １０００円以上お買い上げの先着１０名の方にプレゼント差し上げます！
●中津川市西部土地改良区 農業農村の魅力や多面的機能のＰＲ
●桔梗屋 恵那鶏のコロッケ２種
●田舎暮らし応援ネットぎふ 石やきいも
●サン太陽ホーム中津川 企業PR・介護相談・しるこ無料配布
●アグリウーマン中津川 山菜・たけのこ
●まほろ たこ焼

愛知銀行・大垣共立銀行・岐阜信用金庫・十六銀行・東海労働金庫・
東濃信用金庫・八十二銀行・東美濃農業協同組合・三菱東京UFJ銀行

六斎市を応援します。中津川金融協会

●恵那茶園本舗 深むし茶「やぶきた」試飲販売中！！
●のんきや五平 五平もち
●日本郵便㈱中津川郵便局 「年賀葉書 好評発売中です」
●菓子匠　三久 バナナ巻（バナナ１本入）
●木曽路ラーメン 氷、焼そば、ポテト、からあげ、焼いも
●King stone たこやき・やきそば・スペシャルサンド
●七ツ平高原 落合の手作りみそ（無添加）・あじめコショウ・とんからみそ
●中津川市防災市民会議 東日本復興支援海産物販売
●保険ゴリラ（㈲恵北損保） アンケートにお答え頂いた方へ押くじプレゼント
●清酒・万齢と鯨波の深沢商店 本格焼酎・もぐら・さそり・八千代伝・芋かりん糖
●シャディ新栄㈱ 雑貨
●㈱はやしや バイオラバー何でも相談会、はやしや今月のおしゃれ提案
●ピアチェーレ ノンオイルの米粉シフォンケーキ・ビスコッティ・豆乳マフィン
●Mr.イングリッシュコーヒー 自家焙煎コーヒー及びコーヒー豆販売
●漆美堂漆器店 漆器・野菜・小物・豆餅 出店予定＝55店

●六斎市屋台村

●アケボノサイン エアブラシの実演・ペイントヘルメット・ペイントケータイ
●川口さん 石の置物
●喜楽 喜楽五平餅・喜楽のたれ・喜楽甘辛しょうゆ「楽べえ」
●中津川建築組合 木製品・工作木材
●㈲オガワヤ フルーツ・カーテン・ブラインド・地物野菜
●ＪＡなかつがわアグリセンター 秋一番、うこん、竹酢液もあります
●星ヶ見荘 五平餅
●「中山道」たこやきたっちゃん たこやき・クレープ
●㈱すや おたのしみ袋
●うなぎの山品 うなぎ弁当
●味よし中津川店 朴葉すし

中津川市内産の農産物や加工品

●アグリウーマン中津川　●阿木村づくり推進協議会

～売切れ次第終了します～
《今月の販売予定》地元産の安心安全な農産物いろいろ、何
があるのかお楽しみ……今月は、白菜、大根、ネギ、かぶ、
里いも、さつまいも、じゃがいも、ほうれん草、人参、栗お
こわ、山菜おこわ、大福餅、からすみ、切り餅、手作りジャ
ム、花苗、お茶などです！

中山道お休み処　白木屋 12月の催し
◆12月1日（日）～ 12月25日（水）
『オレンジ・スイート』展

主管：本町中山道景観協議会
主催：本町商店街振興組合・中山道こまちの会
協力：中津川市

今回は、キャンドルとパステルアート展をさせて頂きます。
二人のコラボ作品で癒されて頂けたら嬉しいです。
キャンドルは好きな色　香りを入れて色々な技法によって
作る事ができます。パステルアートとはパステルを削り指
で直接描いてゆきます。
優しいタッチの絵なので子供さんから大人のかたまで楽し
んで頂けると思います。

・美味家
・ホルモン家てつ
・楽らく









まちなかステーション「ねこのて」

場所／西太田町通り　太田町ビル1階

皆様のお越しをお待ちしております。
☆各種軽食あります！！：100円～
☆アイシングクッキー体験（クッキー代込み200円）
☆雑貨１０％オフ　☆冬物雑貨コーナー好評販売中
　　　　場所／西太田町通り　太田町ビル1階

和歌山県田辺市特産の
おいしい「みかん」や
「梅干し」などの
特産品を販売します。
場所／新町ビル跡地

●きりら坂下／お馴染みのそばの海苔巻き寿司「きりら巻き」  
　　　　　　　中津商業高校開発「中津まるごと弁当」他販売
●花街道付知／「大山せんべい」「ハッカ糖」「たまり」他
●五木のやかた・かわうえ／「田舎みそ」、もち米、しめ飾り、はちみつ
●賤母（ごへー本舗）／焼きたて香ばしい「五平餅」

中津川市道の駅ネットワークでは…
スケートボードスクール

人気商品、お薦め商品を販売。
六斎市で道の駅を体感して下さい！！

【2月2日の予定】 ★中津川市 六斎市盛り上げ隊によるイベントを開催
 　詳細は２月六斎市のチラシにて発表いたします！

南さくら幼稚園「和太鼓」演奏

時間／10：30～　場所／中山道歴史資料館前

●つきたて餅の無料配布（数量限定）
「中津川市道の駅ネットワーク」ブースにて
「夕森ファーム」つきたての餅の振る舞いをいたします！
　新米だから、より美味しいよ！！
時間／11：00と12：00の2回開催予定

10：30受付　11：00～11：30　初心者向け
13：00受付　13：30～14：00　中級者向け

初めての方、経験者の方是非お越し下さい。

★★★★★★今後のイベント予定★★★★★★

※当日、都合によりイベント内容を変更する場合がございますのでご了承ください。

美味家の自慢は｢和牛ホルモン焼そば｣と｢鶏もも
の炭火焼き｣一度たべたら忘れられない旨さ、屋
台村の休憩所で缶ビール片手にゆっくり味わっ
てみて下さい。又、おやつには山栗がまるごと
入った「栗くりカステラ」は如何でしょうか。

年末に向けてのお掃除大作戦！！
クリナップ協力による掃除教室を開催致します。

会場/ぎふしん「中山道プラザ」
（新町通りJA隣、旧岐阜信用金庫）

㈱広和/㈱ハラモク/㈱丸西製材所/丸山木材工業/アンベール事業部/㈱桃井建設/㈱吉川工務店

中津川市役所職員による
中津川市民サービスコーナー
「耐震診断相談・火災報知器など」

なかつがわ産直住宅は地元の元気な家づくりプロ集団です。休憩がてらお気軽にお立ち寄りください

お掃除のプロがキッチンの汚れ落しの
コツを伝授します。

開始時間　10：00～、11：00～、13：00～、14：00～（所要時間約30分、各定員20名）
ご予約も頂いておりますが、まだ余裕がありますので当日でもお気軽にお越し下さい。
ご予約やご不明な点は：中津川産直住宅事務局　百瀬携帯090-9937-9277

次回は平成26年2月2日（日）開催

年長組による「和太鼓」の演奏

岡庭佳世子・牛田博美

可愛い子ども達が元気いっぱい、みんなの心を１つにして
和太鼓を叩きます。是非応援に来てください。
「流星太鼓」
「さくら太鼓」
「南中ソーラン」
　の３曲を演奏します。

場所／新町ビル跡地

キッチンカーが
やって来る！
サクラメントが
「とりトマ丼」
を販売！

田辺市物産展

参加無料

場所／新町すや横

・シクラメン
・シンビジウム
・ポインセチア
　の販売を行います！

恵那農業高等学校

新町・本町商店街の各所
にて出演。詳細は裏面へ！！

　大道芸人が
やって来る！

毎月第一日曜朝九時～

〈六斎市の六ちゃん〉

第
六
十
四
回

※駐車場には限りがあるため、公共の交通機関をご利用下さい。
◎規制実施日／平成25年12月1日（日）（小雨決行）
◎交通規制区域時間／　　　部分9：00～15：00


