と き

11 月 5 日（日）
10：00〜15：00

場 所

岩村城下町にて
（岩村駅〜本通り）
⾞両通⾏止め 9：30〜15：30

愛知県知多市・・・えびせんべい、知多みかん、知多木綿、もち菓子
愛知県⻄尾市・・・えびせんべい
静岡県藤枝市・・・藤枝茶詰め放題、藤枝茶販売、ジャンボ海⽼シュウマイ
静岡県伊豆市修善寺・・・わさび漬け、生わさび、干物
静岡県掛川市⼤須賀・・・お茶詰め放題、干しいも、岩塩、

しいたけ、餅
あげ、ねぎま等
炭火で焼いて味わえます。

天候により中止する場合があります。

ジャム、茶飴、干ししいたけ

「森の汽⾞倶楽部」が岩村城下町に
ミニ SL を走らせます。
料⾦ 無料
時間 10：00〜14：00

岩村の歴史情緒を⼼⾏くまで味わえるエリアを開設！！
岩村城下町の少し静かな町並みをごゆっくりお楽しみください。

＊ポニーとふれあい
＊⼤⼋⾞・⽶俵展⽰
＊城⾒茶屋 ＊N ゲージ

県⽴恵那⾼校演劇部が当町に伝わる⼥城主の伝説を演劇
にしました。是非ご覧ください！！
場所：⻄町庚申堂前
時間：第 1 部 10：30 頃、第 2 部 12：00 頃

●子どもたちが作ったお米（あんじゃ米）収穫祭
お米販売、活動パネル
●ポン菓子の無料配布（先着順 なくなり次第終了）
子どもたちが作ったおいしいお米を⼤きな音ではざそう！
●五平もち販売
＊お願い＊
あんじゃ米で作ったからおいしいよ！（100 円）
お釣りが
●わたがし（50 円）
不⾜します。
子どもたちに⼤人気！昔ながらのわたがしです。
小銭の⽤意を
●竹馬
●クラフト販売（50 円〜）
お願いします。
昔の遊びをしよう！ 子どものクリスマス飾りです。
●木育コーナー（積み木遊び）
上手に乗れるかな？
●ストラックアウト（12 球 100 円）主催：スポーツネットいわむら
スポーツの秋！君のバツグンのコントロールで景品ゲット！

お得なものから掘り出し物まで！本通りの商店・おかげまつり出店が⼀⻫
に販売します！！（100 円商店街⼀部開催）

太鼓でつなげる 太鼓でつながる
探し物がきっと⾒つかる！
⾒る⼈も買う⼈も売る⼈も楽しめる！！
小物からワークショップまで多数出店！

場 所 ⻄町庚申堂前
出 演 岩村城⼥太⿎
安岐太⿎/山紫水明太⿎

アナログとハイレゾが
聴ける休み処。空き家
再生スペースで一休み
しませんか？

いわむら郷土読本「話題編」
名所を巡ってスタンプを集めよう！！

岩村駅前でストリートライブを
START 岩村駅→上町まちなか交流館

当日
のみ

→岩村駅

ンスを無料でご覧いただけま

スタンプを集めた方には

す！みんなで岩村駅を盛り上げ

もれなく景品をプレゼント！！

よう♪♪

主催 / 2017 いわむら城下おかげまつり実⾏委員会

その他
イベント

GOAL

開催！！多種多様なパフォーマ

レザークラフトやモザイクタイ
ルコースターとプラバン工作等
の体験ができます。

★消防パレード ・・・10：00（本町三丁目スタート）
★開会式 ・・・・・・10：00（⻄町庚申堂前）
★もちつき ・・・・・11：00、12：00（巌邑天満宮）
★もちなげ ・・・・・14：50 ⻄町庚申堂前、巌邑天満宮前

共催 / 城下町ホットいわむら

お問い合わせ：0573-43-2111（岩村振興事務所内城下町ホットいわむら事務局）当日お問い合わせ：0573-43-3231
※雨天の場合は、中止するイベントがあります。
っっｋ
※当日は駐⾞場が⼤変混雑すると予想されます。乗り合わせや公共交通機関の利⽤等ご協⼒をお願いいたします。

岩村町史補書第 5 巻ついに発売！
岩村町の話題 50 話+特集を掲載！
価 格 2,000 円（出版協⼒費）
販売所 裏⾯の地図参照

恵那市恵南商工会岩村支所

岩村商店会

恵那市観光協会岩村支部（まち並みふれあいの舘）年中無休 9：00〜16：00

N ゲージ展示会場

1 弘法屋（チーム舞子）居酒屋

3 うめしょう 化粧品

2 フーズマートカタギリ 仕出し
4 鳥兵

5 ヤマセン深萱商店 肥料

割烹・⼩料理

10 藤時屋 町屋⺠宿
11 港屋 精肉
12 靴のカトウ

靴・履物

13 とみながや

⺠具

7 岩村醸造 地酒

城⾒茶屋

6 松浦軒本店 カステーラ・菓子

8 眼鏡･時計･補聴器の藤井 メガネ、時計補聴器

2

4
6
10
11
12

15 浅井屋 もんぺ・⾐料品
16 ふれあいの舘：観光案内所

いわむら郷土読本販売所

17 ⾏政相談委員

⾏政相談 PR 事業

18 みつば うどん

13
15
ふれあいの舘 16
17
18
19
20

19 およねさんの店 漬物
20 きおかや アクセサリー、雑貨
②藤枝市の特産品販売会場
26 かめや菓子舗

カステーラ

27 両楽 和菓子・甘味処

浄光寺
14

21

29 矢野書店 書籍、文房具

藤枝市②
26

家電

39 水半名物販売店 漬物
40 ヌマダ洋品店
41 かんからや

27

⾐料品

「升酒バー」OPEN！

餅・うどん

28
29

★おかげまつり本部

・開会式会場
・和太鼓共演
・もちなげ会場 ・時代劇「⼥城主」
（仮）
43 松浦軒本舗

30

カステーラ・菓子

44 手造り工房・城山 雑貨店

いわむら郷土読本販売所

39
加納家

40

45 みづの ⾐料品
49 山丸屋商店

41

新米のすくいどり、カレーライス

50 花林 生ビール、ポテトフライ、からあげ等
51 バイク工房岩月 中古オートバイ販売

43

52 和風れすとらんかわい 和食・季節料理

44

53 キッチンゆら・まるきん

22
①知多市
③西尾市
23
24
25
31
32
33
34 35 やなぎ屋
④横内研究所
36
37
38
⑤掛川市
⑥伊豆市
42

54 道楽 焼肉・もつ鍋
55 タックメイト松屋 コンビニエンスストア

岩村駅前でストリートライブを開催！！多種
多様なパフォーマンスを無料でご覧いただけ
ます！

48

おかげ列車

◆編み雑貨（ハンドメイド）
・・・・・misyuu*
◆雑貨・・・・・・・・・・・・工房 kobaya
◆古物（陶器・置物）等・・・・・・古物弘
◆ハンドメイド布製品、古着、アクセサリー等
・・・・・・・・・・・・・・・HYRA J
◆ハンドメイド⼩物類（アクセサリー、袋物
等）
・・・・・・・sirousagi＊しろうさぎ＊
◆ワークショップ、アクセサリー・ジュース、
古着販売・・・・・・・・・・・・・りぼん
◆ネイル＆ハンドメイドアクセサリー
・・・・・・・・・・・・nail&beauty JUJU

46
47

45

50

53
55

54

年賀状販売予約

22 蕎⻨屋ゆい

蕎⻨処

①知多市の特産品販売会場
③⻄尾市の特産品販売会場
23 きままや 食事処
24 安藤生花店

生花

25 ⼤⿊屋 五平餅、たこ焼き、みたらし団子
31 清和堂スペース
32 たちばなや

お休み処

33 どたいち ⾐料品
34 京屋家具店

家具

35 やなぎ屋 ゲストハウス
④横内研究所（藤枝市）の特産品販売会場
36 わさび 園芸
37 みはら 五平餅、お好み焼き、焼きそば
38 スポーツショップニシオ

スポーツ用品

⑤掛川市の特産品販売会場
⑥伊豆市の特産品販売会場
42 あしざわや

⺠芸品

◆スタットレスタイヤ販売・・・くるまの河田
◆菓子販売（ゆず）・・・・・・かさぎゆず組

49

52

21 岩村郵便局

◆焼き鳥、フランク、生ビール、ラムネ
・・・・・・・・・・・・・・・N-works
◆五平餅・・・・・・・・・・あまから岩村店
◆クレープ、タピオカ、ソフトアイス、揚もち
唐揚げ、揚げたこ焼き、缶ビール、お茶、
ペットボトル・・・・・・ジャパンネット（株）
◆乳製品、牛乳販売・・・・・・・・美濃酪連
◆オーガニックスープ・・・・・Farm Roots
◆農産物の品評会と販売
・・・・・・・・東美濃農業協同組合岩村支店

お弁当・カフェ

11：00〜 12：00〜
巌邑天満宮 もちつき会場

◆五平餅・・・・・・・・・・・のんきや五平
◆ アイスクリームパック、フランク、おもちゃ
・・・・・・・サーティワンアイスクリーム
◆あげ焼き・・・・・・・・・・・・知新の会
◆生ビール、ラーメン
・・・・・恵那市恵南商工会⻘年部岩村支部
◆カレー、ナン、ナンサンド、チキンタス
・・・・・・・・アジアンキッチンガンジー
◆かき氷、じゃがバター・・・成瀬三協工務店
◆カレー、ドリンク、焼き菓子・・・HALLIS
14 塩並⽊（アミール） 岩塩

28 エコー⾐料品店 ⾐料品
30 山口ラジオ店

9 水野薬局 薬局

3
5
7
8
9
にぎわい
横丁

1

51

◆子どもたちが作った
お米収穫祭
◆ポン菓子の無料配布
◆五平餅販売
◆ストラックアウト

他にも
楽しい
イベントが
あるよ！

しいたけやおもち等の旬の食材を七輪で焼い
て食べられます。
46 鈴⽊順治商店

農機具

47 やすだや ⾐料品
48 かごや 陶器、ガレージセール

