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お店めぐりチケット台紙 

くろまつない 

にぎわい市場２００９ 

主催：黒松内市街地にぎわいプロジェクト 
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お店によって時間(１０時～２２時)が異なります。【左下の「お店めぐり」参照】 
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※歌才自然の家は、1２時から自

然の家で営業となります。 
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●主催：黒松内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、黒羽商店、黒松内町まちづくり推進委員会 

公衆トイレ● 

●役場 

●交番 

共栄商会

■ お店めぐり 【お店によって時間が異なります】  
＝チケットで４軒のお店を「はしご」できます。＝ 

くろまつない 

にぎわい市場 
２００９ 

にぎわいワゴン 1２:00～20:00  
「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！ 

■ お店めぐりチケット販売先 

前売券 ： 参加店、商工会、温泉、菅原商会、役場（企画調整課）【５月２８日（木）まで】 

  当日券 ： メイン会場「にぎわい市場本部」 【10:00～20:00】 

栄寿し
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お店めぐりチケットで、 

４軒「はしご」できます！ 

前売券：２，０００円 

当日券：２，４００円

● 

【商工会駐車場】 

黒松内マルシェ 
黒松内産牛肉試食・販売 
そば打ち体験・試食会 

利き酒大会 
フリーマーケット 

にぎわい露店 
勝手にライブ 
ラジコン展示 

ラジコン体験会場 

543 

チケット台紙のナンバー
で、大抽選会！ 
地元の逸品を 

プレゼント！ 
当選ナンバー 

午後３時３０分発表 
メイン会場 

■街角での催し 
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15 池田商店 13: 00～19: 30

16 ラーメン　松龍 13: 00～16: 00

17 和生菓子　すずや 10: 30～12: 30

18 マザーネイチャー 11: 00～16: 00

19 歌才自然の家 10: 00～19: 30

20 トワ･ヴェールⅡ 11: 30～13: 00

21 トワ･ヴェール 10: 00～15: 00

８ 黒ひげ 11: 00～22: 00

９ スナック　ますみ 18: 00～22: 00

10 及川旅館 11: 30～17: 00

11 忍　居酒屋 11: 00～22: 00

12 栄寿し 11: 30～22: 00

13 相澤精肉店 12: 00～17: 00

14 田中鮮魚店 11: 00～17: 00

１ 蔵田商店 10: 00～18: 30

２ 共栄商会 11: 00～17: 00

３ 鮨駒 11: 30～22: 00

４ 五位尾商店 10: 00～18: 00

５ 居酒屋　とんぼ 11: 00～22: 00

６ 小間旅館 11: 00～16: 00

７ 黒羽商店 12: 00～21: 00

メイン会場での催し【信金・黒羽商店駐車場】 

＝ 黒松内マルシェ ＝ 
 

●祝御披露目 黒松内産 牛肉 試食・販売  

【10：00～完売するまで】 

町内の畜産農家で丹念に 

肥育された「黒毛和種牛」 

を、黒松内町総合農業推 

進協議会が初めて皆様へ 

販売します。 

当日、会場で試食もでき 

ます！（有料）乞う御期待！ 
 
＝ 待望の黒松内産牛肉をみんなで食べよう！＝ 

  

●落合さんのそば粉を使った そば打ち体験・試食会  

【試 食 会  11：00～完売するまで】 

歌才の落合氏が、自作のそば粉 

を使用し、自ら打つ絶品の「か 

けそば」を御賞味あれ！ 

試食販売は、大正記念会館で行 

います。（60 食限定・一杯 400 円） 

【そば打ち体験 13：00～完成するまで】 

町内のそば打ち名人が、そばの作り方 

を手取り足取り教えてくれます。 

みんなでそば打ちに挑戦しよう！ 

参加希望者は、当日 13:00 本部に集合してね。  
 

 

道産品にこだわりました！ドリンクは、

道内初の本格焼酎「喜多里」かアサヒの北海
道限定缶ビール「長熟」のどちらかをチョイス。 

おつまみは、アスパラ入りジャーマンポ

テト＆ミニキャベツ入りメンチカツ。 

TEL 72-3011    池田 重人 

くろまつない にぎわい市場２００９ 

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た盛り合わせと
チョコバナナをセットに。 

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。 

今回は、今が旬の穴子など絶品の鮨ネタ
を特別に御用意しました。 

旨い魚、是非、お立ち寄りください。 

TEL 72-3026 大将 水上 敏隆 

大きな揚げたこ焼きか特製ザンギのどち
らかお好きな一品とﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ(ﾋﾞｰﾙｼﾞｮｯｷ､
ｵﾘｼﾞﾅﾙｶｸﾃﾙ)でおもてなしいたします。 
昼 11:00 から 13:00 までは、「特製 牛丼」
でお出迎え（限定 20 食、ソフトドリンク付き）。
当日、何かサプライズがあるかも？ 

TEL 72-4339 店主 多田 直生 

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 

スパイスの効いた「牛ホル・豚トロ・鶏
肉の炭火焼き」のおつまみ３点盛りとワ

ンドリンク（缶ビール・ソフトドリンク）でお待ちし

ています。是非、この機会に御賞味くだ
さい。“９の付く日は『肉の日』”でーす！

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 

お刺身盛合わせか新物生たきしらすの佃

煮のどちらかお好きな方をチョイス！ 
数量限定！新鮮な海の恵みに大期待！ 

当日、お店めぐりチケット御利用のお客

様に限り、鮮魚を半額にて販売します！

TEL 72-3068    田中 春治 
魚 屋 の
お兄さん

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 

「わらび餅風きな粉餅」と「春の季節感
漂う鮎の形の上生菓子」をセットにしま
した。限定 40 セットを御用意させていた
だきます。 
四季折々の和生菓子の作りたての美味し
さを御賞味願います。 

TEL 72-3581 店主 宮内 幸基 

5 種類のシフォンケーキと有機栽培のフェ
アトレードコーヒー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」を使用しています。 
『やさしい甘さ』をお楽しみください。 
 
TEL 72-3728 店主 丸口 ゆみ子 

日本ﾋﾞｰﾙﾒｰｶｰ４社のﾌﾟﾚﾐｱﾑﾋﾞｰﾙ(350mℓ)
の中からお好きな２缶をﾁｮｲｽ。さらに、
店主お勧めのｻﾝﾄﾘｰﾓﾙﾂ(麦芽 100％)を１
本プレゼント！！ 
その他、キリンの完全ノンアルコールビール「フリー」の無
料試飲会もあります。（先着 50 名様） 

TEL 72-3001 店主 五位尾 肇 

純米酒・本格焼酎いろいろ、ワインあれ

これ、麦芽 100％ビール、ウイスキート

ラッドの中からお好きな飲み物を２杯ﾁｮ
ｲｽ。一度に２杯飲めないお客様のために、

「おかわり引換券」を用意しています。 

TEL 72-3032 店主 黒羽 修平 

午前の部：山魚女の串揚げと道産豚つくね串刺し。
午後の部：イカスミラーメンサラダ（ハーフ）。 
どちらも、ワンドリンク(ミニ缶ﾋﾞｰﾙ･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ)付
き！午前はメイン会場、午後(12:00～)は
自然の家でお待ちしています。 
【12:00～20:00 にぎわいワゴン運行】 

TEL 72-3010 料理長 大谷 英行 

昼は｢醤油ラーメン｣、夜は｢ちゃんこ鍋と

鮭マリネ｣。どちらもワンドリンク(ﾋﾞｰﾙ

ｼﾞｮｯｷｰ･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸほか)付きです！ 
春の陽気に誘われて、気の合う仲間とご

一緒にお越しくださいませ。 

TEL 72-3939 店主 金野 一男 

手づくり串カツとワンドリンク(ﾋﾞｰﾙｼﾞｮ
ｯｷ･焼酎･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ)でお出迎え。 

さらに、うずらの串揚げをサービス。 

スナックますみが自信を持ってお出しす
る「串カツ」は、定連さんも納得の味。

TEL 72-4848 ママ 石塚 ますみ 

卵サンドとソフトドリンク(ｱｲｽｺｰﾋｰ・オレンジジュー

ス)、又はおまかせおつまみとビールジョ

ッキのどちらかお好きな方を選べるよ！
旨さ凝縮のサンドウィッチは限定 40 食。

売り切れ御免のおいしさだよ！ 

TEL 72-3369 ﾏｽﾀｰ 江尻 弘 

のり巻き＆稲荷のすしセットとソフトド

リンクで皆様をお出迎え。 

みんなが大好きな小間旅館自慢の太巻き
は、ボリューム満点のおいしさ。 

【限定 80 セット】 

TEL 72-3005  主
あるじ

  小間 憲二 

■街角での催し  

５月３０日(土) 
お店めぐり＝10:00～22:00 
メイン会場＝10:00～20:00 

●ワゴンセール【各お店で】

【10:00～夕方ころ】 

掘り出し物があるかも！！

○ラジコン体験【商工会駐車場】

【11:00/13:00/15:00】

リモコンを上手 

に操って思い通 

りに走らせよう！ 
新鮮で上質な素材を使用し、手間を掛け

て作った「フランクフルトソーセージ」が 

なんと２本！ 
 肉本来の旨みが活きているトワ・ヴェール

お勧めの逸品です！是非、召し上がれ。 
 
TEL 72-4416 販売責任者 中原 弘信 

道産小麦を 100％使用し、一つひとつて
いねいに焼き上げた手づくりパンの詰め
合わせ。（限定 30 セット） 
菓子パン・デニッシュ・ドーナツ・ラス
ク・ホエーパンの５個入りです。 
 

TEL 71-2222 マネージャー 江尻 千賀子 

●フリーマーケット 
【10:00～夕方ころ】 
衣類、ポストカード、雑貨など 

●にぎわい露店 

【10:00～20:00】 
くじ引き、駄菓子など 

●勝手にライブ 

【演奏したいときに開催】 

●ラジコン展示 

【10:00～15:00】 

●黒松内町酒販店組合協賛 利き酒大会 
【16:00～17:00】 
日頃から飲み慣れている「木貴のせせらぎ」。 

飲み比べて「純米・吟醸・他の酒」との 

違いが分かるかな？ 

１チーム３名によるトーナメント戦。（３名のうち、必ず１名以上女性が参加。）

参加希望チームは、当日 16:00 本部に集合！ 酒の味がわかるのは誰だ？ 


