
 

チケット台紙のナンバ
ーで、大抽選会！ 
すてきな商品を 

プレゼント！ 

●メイン会場 
【信金駐車場】
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お店によって時間(１０時～２１時)が異なります。【左下の「お店めぐり」参照】 

ﾗｰﾒﾝ 松龍

至寿都

至長万部 

道道寿都黒松内線 

にぎわい市場２００８ 
くろまつない 

※歌才自然の家は、14時から自

然の家で営業となります。 
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●国保病院 

18 和生菓子　すずや

19 とうふ処　みうら

20 マザーネイチャー

21 歌才自然の家

22 トワ･ヴェールⅡ

23 トワ･ヴェール

●主催：黒松内町市街地にぎわいプロジェクト  

●後援：黒松内町、黒松内町商工会、黒松内町商店街協同組合 

●協力：北海信用金庫、黒松内町まちづくり推進委員会 
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■ お店めぐり   
＝チケットで４件のお店を「はしご」できます。＝ 

くろまつない 

にぎわい市場 
２００８ 

にぎわいワゴン 14:00～20:00  
「大正記念会館⇔歌才自然の家」区間に 
『にぎわいワゴン』を運行します。  
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お店めぐりチケット
台紙を見せると乗る
ことができるよ！ 

当選ナンバー 
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■ お店めぐりチケット販売先 

前売券 ： 参加店、商工会、役場（企画調整課）【６月１９日（木）まで】 

  当日券 ： メイン会場「にぎわい市場本部」 

栄寿し

www.kuromatsunai.com/topics/nigiwai2008.htm 

お店めぐりチケットで、 

４件「はしご」できます！ 

前売券：２，０００円 

当日券：２，４００円

１ 蔵田商店

２ 共栄商会

３ 鮨駒

４ 居酒屋　とんぼ

５ 小間旅館

６ 黒羽商店

７ スナック　ますみ

８ 黒ひげ

９ 及川旅館

10 忍　居酒屋

11 やきとり　新ちゃん

12 相澤精肉店

13 栄寿し

14 田中鮮魚店

15 木村家菓子舗

16 池田商店

17 松龍

18 和生菓子　すずや

19 とうふ処　みうら

20 マザーネイチャー

21 歌才自然の家

22 トワ･ヴェールⅡ

23 トワ･ヴェール
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22 トワ･ヴェールⅡ 12:00～14:00

23 トワ･ヴェール 10:00～15:00

 

８ 黒ひげ 11:00～21:00

９ 及川旅館 11:30～19:00

10 忍　居酒屋 18:00～21:00

11 やきとり　新ちゃん 18:00～21:00

12 相澤精肉店 14:30～19:00

13 栄寿し 16:00～21:00

14 田中鮮魚店 15:00～19:30

15 木村家菓子舗 12:00～18:00

16 池田商店 10:00～21:00

17 ラーメン　松龍 13:00～21:00

18 和生菓子　すずや 10:00～16:00

19 とうふ処　みうら 11:30～16:00

20 マザーネイチャー 10:00～16:00

21 歌才自然の家 12:00～19:30

●メイン会場での催し  

○フリーマーケット【10:00～夕方ころ】 

《衣類、子供服、生活雑貨、小物など》 

○露 天 【10:00～21:00】 

《くじ引き、お菓子のつかみ取りなど》 

○有価物を回収します！ 

 

 

 

        

 

 

■街角での催し  

○勝手に投げ銭ライブ 

【どこかで開催】 

 
 

腕相撲 夏至場所【14：00～】 
黒松内で一番強い力士（腕）は誰か！ 

大星杯『腕相撲 夏至場所』 

が、池田商店前で開催され 

ます。 

男性の部、女性の部 

奮って御参加ください！ 
 

＝ 大星池田商店は、腕相撲 夏至場所を応援します！＝

くろまつない 
６月２１日(土)10:00～21:00 
メイン会場：信金駐車場 にぎわい市場２００８ 

１ 蔵田商店 10:00～19:00

２ 共栄商会 11:00～17:00

３ 鮨駒 11:30～21:00

４ 居酒屋　とんぼ 14:00～21:00

５ 小間旅館 15:00～19:00

６ 黒羽商店 17:00～21:00

７ スナック　ますみ 17:30～21:00

お店に並べる食料品、文房具、雑貨の中か
ら、好きな商品をチョイス！ 

アイスは、子供たちに大人気。 
店内の気に入った商品を組み合わせてく
ださい。 

TEL 72-3130 店主 蔵田 武光 

旬のフルーツをカットして盛り合わせに。

お食事後のデザート、お子様のおやつにい
かがですか。新鮮なフルーツでお待ちして
います！ 

 

TEL 72-3054 店主 鈴木 昭文 

にぎり 3 貫とワンドリンク(小ﾋﾞｰﾙ､ｿﾌﾄ
ﾄﾞﾘﾝｸ)でおもてなしいたします。 

自慢の鮨のほかに、店内には、自然風景、
小鳥や小動物の写真も飾っています。 
是非、一度お立ち寄りください。 

TEL 72-3026 大将 水上 敏隆 

鳥のから揚げ又は小鉢とﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ(ﾋﾞｰﾙｼﾞ
ｮｯｷ､ｵﾘｼﾞﾅﾙｶｸﾃﾙ)でお待ちしています。 

お店の味を確かめに是非お立ち寄りくだ
さい。たくさんのﾒﾆｭｰとｵﾘｼﾞﾅﾙｶｸﾃﾙでお
待ちいたします 

TEL 72-4339 店主 多田 直生 

かぼちゃグラタンとワンドリンク(小ﾋﾞｰ

ﾙ･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ)で皆様をお出迎え。 
とろけたチーズの下には、ホクホクのか
ぼちゃ。ビールに合う逸品です。 

 

TEL 72-3005  主
あるじ

  小間 憲二 

純米酒と冷製山菜おろしそばでお待ちし
ています。（限定５０杯） 
酒にとことんこだわる店主おススメのそ

ば。食い損ねると後悔間違いなし。 
 

TEL 72-3032 店主 黒羽 修平 

ビーフシチューと枝豆、ワンドリンク(ﾋﾞ

ｰﾙｼﾞｮｯｷ･焼酎･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ)でお出迎え。 
町内唯一のスナックますみが自信を持っ
てお出しする「ビーフシチュー」。定連さ

んも納得の味。 

TEL 72-4848 ママ 石塚 ますみ 

エビカツサンドとソフトドリンク(ｳｰﾛﾝ
茶･ｱｲｽｺｰﾋｰ)で待ってるよ！(限定 40 食）

衣がカリッと揚げられたエビカツは、売
り切れ御免のおいしさ！ 
 

TEL 72-3369 ﾏｽﾀｰ 江尻 弘 

手づくりピザとワンドリンク(小ﾋﾞｰﾙ･ﾜｲ

ﾝ･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ)でお待ち申し上げます。 
パリッとした生地ととろけたチーズの手
づくりピザ。ビール片手にアッツアツを

お召し上がりください。 

TEL 72-3012 女将 及川 雅子 

手づくり小鉢とワンドリンク(ﾋﾞｰﾙｼﾞｮｯ
ｷ･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ)で皆様のお越しをお待ちし

ています。 
通常営業時は、期間限定メニュー、宴会
メニューも用意しています。 

TEL 72-3939 店主 金野 一男 

自慢の焼き鳥とワンドリンク(小ﾋﾞｰﾙ･ｿﾌ

ﾄﾄﾞﾘﾝｸ)でお待ちしています。 
こだわりの葱「軟白」を使用。備長炭で
焼いた焼き鳥は旨みが違います。お召し

上がりください。 

TEL 72-3778 店主 藤村 新孝 

「モツ煮込み」一本勝負。(おまけあり)
あいざわ特製のモツ煮込み。この機会に
食べてみてください。おいしさがにじみ

出ています。“９の付く日は『肉の日』”
スタミナたっぷり相澤のホルモン！ 

TEL 72-3075 店主 相澤 雅也 

にぎりとワンドリンク(小ﾋﾞｰﾙ･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝ
ｸ)でお待ちします。 
近海で獲れた新鮮な魚介類のにぎりは、

大将のおまかせ。白身、赤身、それとも･･･
 

TEL 72-3156 大将 荒井 秀章 

お刺身盛合わせ！（ウニもあるかな？）
数量限定！天候により内容が変わる、獲
れたて新鮮な海の恵みに大期待！ 

店内は、海の幸がいっぱい並んでるよ！
 
TEL 72-3068    田中 春治 

魚 屋 の
お兄さん

洋風どら焼き【一日だけの限定商品】 

木村家名物「どら焼き」を今回は特別、
洋風にアレンジ。(お茶付き) 
この他にも、栗まんや洋菓子と豊富な品

揃えでお待ちしています。 

TEL 72-3067 店主 鈴木 直樹 

飲み物とおつまみを御用意。 
ビールは３年連続ﾓﾝﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝﾋﾞｰﾙ部門最
高金賞受賞のｻﾝﾄﾘ 「ーﾌﾟﾚﾐｱﾑﾓﾙﾂ」の小瓶。 

よろず屋 池田商店では、腕相撲夏至場所
を開催します。乞う御期待！ 

TEL 72-3011    池田 重人 
ﾋﾞｯｸﾘｯｷｰ

店 長

ラ～メンとソフトドリンクでお待ちして
います。 

ラーメン専門店のスープと自家製チャー
シュー。 
自慢の味を是非、御賞味くださいませ。 

TEL 72-3063 店主 片岡 孝司 

季節感ある煉り切りと鮎をイメージした
お菓子でおもてなし。 
昨年 10 月に横浜から移住し、6 月 16 日
に開店しました。四季折々の和生菓子を
作って参ります。どうぞよろしくお願い
いたします。 

TEL 72-3581 店主 宮内 幸基 

たこ焼き風「厚揚げ」と冷た～いお茶で
お待ちいたします。【40 セット限定】 
大豆を丸ごと使った豆腐から作る厚揚げ

です。もちろん１日限定商品。大豆の旨
みを堪能ください。 

TEL 73-2114 店主 三浦 義也 

シフォンケーキとホットドリンクでお待
ち申し上げます。 
ケーキには、たんぽぽハウス「走るニワ
トリの卵」使用。マイ皿・マイフォーク
マイカップをお持ちいただいたお客様に
は、特典があるかも！ 

TEL 72-3728 店主 丸口 ゆみこ 

昼の部：BB カレードリアと黒ビール 
夕の部：ハーフ冷麺とシェフかくし酒 
昼はメイン会場、夕は自然の家でお待ち

しています。 
【14:00～20:00 にぎわいワゴン運行】 

TEL 72-3010 料理長 大谷 英行 

手づくりパン詰め合わせ。(限定 30 ｾｯﾄ)
北海道じゃらんの「道の駅満足度ランキ

ング０８」で堂々の No.1 に輝いた黒松内
道の駅選りすぐりのパンが入っている
よ！ 

TEL 71-2222 ﾁｰﾌ 江尻 千賀子 

カップアイス＝ダブル＆ダブル＝を食べ
ないかい！ 

コーンアイスのアイスをカップにダブル
入れた大盛アイスを二つでダブル＆ダブ
ル。 

TEL 72-4416 責任者 忠鉢 広喜 

「環境にやさ
しいこと」し
ないとね！

有価物５㌔で、ティッシュ１箱プレゼント！

 有価物って？ 
新聞、雑誌、ﾀﾞﾝﾎﾞｰ
ﾙ、空き缶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
など 

天ぷら油も 

回収します。 

. 
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