
地元はもちろん、遠方よりわざわざ食べに来る人も多いと
いう一宮のご自慢グルメをご紹介。いずれのグルメもほかに
はない唯一無二の逸品揃い。おいしく味わい幸せの舌鼓を！

K一宮市栄1-2-20 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅
から徒歩7分 J11時30分～15時30分 i月・火曜 
p9台

尾張ラーメン 
第一旭 本店
●おわりらーめん だいいちあさひ ほんてん

一宮市で50年以上愛されてきた老舗ラ
ーメン店。コクがありながらすっきりとし
た醤油ベースのスープに、自家製のスト
レート麺が絡む。豚モモ肉を使ったヘル
シーでやわらかなチャーシューもうまい！

t0586-72-6051 MAP P20A1

K一宮市富士3-2-1 kJR尾張一宮駅・名鉄
一宮駅から名鉄バス岩倉駅行きで6分、馬
見塚下車、徒歩7分 J7時30分～23時（22
時30分LO） i無休 p40台

オムライス専門店 
エグロン
●おむらいすせんもんてん えぐろん

一宮市の浮野養鶏場「尾張の卵」
と、愛知県産米「あいちのかおり」
を使ってオムライスを作る。玉子は
薄焼きで包む、フワトロ、オムレツ
をのせるの3タイプから選べるのも
特徴。近くに本店のイーグルもある。

t0586-24-5161 MAP P20B2

report
Gourmet

す
ご
い
の
は

朝
だ
け
じ
ゃ
な
い
！

オムライスといえばの元祖のス
タイル。ソースはケチャップor
デミグラスの2種類を用意

元祖チキンオムライス
1119円

ご自慢グルメはコレ

l7時30分～11時はモーニングも実施
c o u p o n

※1冊につき1グループまで有効
※2022年5月31日まで有効

得々セット420円→100円

l手作りの素朴な和菓子が並ぶ

lビールは量り売り500㏄1000
円（容器代込）にも対応

自家製の抹茶蜜に、手作りし
た練乳とつぶ餡をトッピング。
これぞ和菓子店のかき氷だ

こだわり抹茶かき氷
440円～（ミルク・つぶ餡（小）

別途料金トッピングあり）

ご自慢グルメはコレ

御菓子司 亀屋
●おかしつかさ かめや

素材にこだわり、丁寧に手作
りして、おいしい菓子をリーズ
ナブルに提供。人気のかき氷
も手作業で氷を削るため、ふ
わふわと粉雪のようで、口の
なかでサラリと溶けてなくなる。

t0586-86-4620 MAP P20B1

K一宮市木曽川町黒田字北宿二の切
52 k名鉄名古屋本線黒田駅から徒歩
10分 J8～
19時（喫茶
は10～18時
LO） i木曜　
p2台

c o u p o n

※1冊につき1個まで有効
※2022年5月31日まで有効

1000円以上ご購入で季
節の和菓子1個サービス

氷
を
手
で
削
っ
て
作
る

ふ
わ
ふ
わ
粉
雪
か
き
氷
！

メニューは特製1200円、写真のチ
ャーシュー、肉なし700円の3種類。
どこか懐かしい味わいだ

チャーシューラーメン
800円

ご自慢グルメはコレ

一
宮
の
地
で
創
業
し
た

元
祖
の
尾
張
ラ
ー
メ
ン

K一宮市本町4-1-9 kJR尾張一宮駅・名鉄
一宮駅から徒歩5分 J18～23時（金・土曜
は12時～） i日・月曜 p2台

com-cafe 三八屋 
●こむかふぇ さんぱちや

わずか4坪、日本最小規模のブル
ワリーを併設したカフェ。麦芽の
粉砕から行って丁寧に仕込むクラフ
トビールを、できたての生で楽し
める。飲んだ〆にオリジナルブレン
ドのいちのみや珈琲もおすすめ。

t0586-27-4838 MAP P20A1

いちのみや珈琲をフレーバーにした
珈琲スタウトがユニーク。写真奥は
38特製カレーライス880円

一宮ブルワリー 
ゴールデンエール（左）

一宮ブルワリー 
珈琲スタウト（右）

各ハーフパイント（290㏄）600円、
ワンパイント（580㏄）1100円

ご自慢グルメはコレ

c o u p o n

※1冊につき1個まで有効
※2022年5月31日まで有効

地ビールご注文の方に珈琲
ドリップパック1個プレゼント

太田屋本店 ●おおたやほんてん

創業当初から変わらぬ製法で作る味
噌煮込うどんが名物。土鍋ではなく
丼で提供し、風味豊かなつゆはとろ
みがあってまろやか。麺の硬さやつゆ
の濃さなどの注文にも応えてくれる。

t0586-72-3136 MAP P20A1

太田屋ではうどん＝味噌煮
込。玉子50円、とろろ100円、
もち100円などのトッピングも

うどん　800円
ご自慢グルメはコレ

併設ブルワリーより直送
一宮産クラフトビールを

100余年間愛され続ける
一宮市民のソウルフード

K一宮市起字堤町33-1 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮
駅から名鉄バス起行きで21分、濃尾大橋口下車、
徒歩7分 J10～17時（11～3月は～16時30分）※
LOは各30分前 i月・火・木・金曜（祝日の場合は営
業） p8台（土・日曜、祝日は臨時駐車場あり）

茶店 湊屋 ●ちゃみせ みなとや

国登録有形文化財の旧湊屋文右
衛門邸を利用した茶店。季節の
素材を使い、手作りした料理や
スイーツを提供する。ライスカレー
500円やカレーうどん500円など、
手頃でおいしいランチも人気だ。

t080-4224-3733 MAP P20A2

l元治元年（1864）以降に建て
られたと推定される旧商家

季節ごとの郷土の味覚を盛り込
んだ人気メニュー。野菜が中
心なのでヘルシーだ。要予約

湊屋御飯　2000円
ご自慢グルメはコレ

江
戸
時
代
の
豪
商
の
屋
敷
で

手
作
り
の
郷
土
の
味
覚
を
！

グルメ
レポート

ご自慢
グルメ
レポート

海老と小柱の
かき揚げ

450円
小エビと大粒の小柱を
かき揚げに。衣はサク
サク、食感はプリプリ

いちのみや珈琲
450円

昔ながらの深煎り。ビスコッティと
オートミールクッキーは各100円

おはぎランチ　500円
あんこときな粉のおはぎ、汁物、
漬物がセットに。おはぎが大きい！

国産牛
ビーフシチュー

オムライス
1537円

じっくりと煮込まれた
濃厚ビーフシチューが
オムライスと相性抜群

自慢の
もう1品

餅入りぜんざい
550円

餅米「みやこがね」の自
家製焼餅入り京風ぜんざ
い。上品な甘さが◎！

自慢の
もう1品

焼ブタ
1200円

醤油ダレを絡め
た自慢のチャーシ
ュー。ネギ＆モヤ
シとご一緒に

自慢の
もう1品

自慢の
もう1品

自慢の
もう1品

自慢の
もう1品

K一宮市大宮1-2-2 kJR尾張一宮駅・名鉄一
宮駅から徒歩8分 J11～20時LO i5・15・25
日 p8台

o現在は3代目の
店主が暖簾を守る

卵と米にこだわった
絶品のオムライス！

l創業以来ここ
で営業。店内は
カウンター席のみ
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金銀花 
大吟醸 5
720㎖ 2000円
フルーティーで白ワ
インに近い風味。
女性ソムリエから
の評価も高い

さくらさくらの
赤飯まんじゅう 2200円
桜と赤飯の彩りで慶び
を伝える看板菓子。内
閣総理大臣賞受賞

でらうま みそ煮込うどん
でらうま きしめん 6
各1箱10個入り2160円
麺がもちもち！つゆやあじ味噌には
名古屋コーチン鶏ガラエキス入り

コーチンきしめん
コーチン味噌煮込うどん
コーチンカレーうどん
各1箱10個入り2160円
名古屋コーチン鶏ガラエキスを
つゆに加えた3種の手折り麺シ
リーズ。麺はつるつるしこしこ

6

7
千両なす

（1本入×3）
648円
冬は一宮産の温室もの、
夏は国産路地ものの千
両なすを使った一本漬

プリンセス 480円
イチゴムースのなかに、コンポー
トとホワイトチョコクリームがイン

S
H
O
P L
I
S
T

厳選した食材で丁寧に菓
子作り。全国菓子大博覧
会で名誉総裁賞を受賞し
たいちご大福が代表銘菓。

t0586-73-7280 MAP P20B2

野田屋菓子舗2
●のだやかしほ

K一宮市今伊勢町馬寄字呑光寺
4-6 k名鉄名古屋本線石刀駅か
ら徒歩15分 J9～18時（土・日曜、
祝日は8時～） i無休 p12台

c o u p o n

※1会計につき1個
※2022年5月31日まで有効

商品ご購入の方に
粗品プレゼント

菊一あられ

愛知県産のたまりをベース
にした濃厚な醤油ダレのあ
られが名物。100%国産の
餅米を使うため、あられは
香ばしくて食感もいい。

t0586-45-6255 MAP P20B2

3
●きくいちあられ

K一宮市末広1-15-18 kJR尾張
一宮駅・名鉄一宮駅から徒歩10分 
J10～17時 i日曜、祝日 p2台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

ご購入代金
5％OFF

パティスリー
野うさぎ

地元産の卵や季節のフルー
ツを使って洋菓子を作る。
一宮バウムやいちのみやた
まねぎんクッキーは、「いち
のみや食ブランド」に認定。

t0586-43-6861 MAP P20B2

4
●ぱてぃすりーのうさぎ

K一宮市平和3-2-20 kJR尾張一
宮駅・名鉄一宮駅から徒歩15分 J
9～19時 i月・火曜 p15台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

1000円以上ご購入で
10％OFF

金銀花酒造

木曽川の清廉な伏流水で
酒造り。女性蔵人（くらびと）
が中心となり、女性も楽し
みやすい日本酒を提案す
る。日本酒の仕込み体験も。

t0586-73-3282 MAP P20B2

5
●きんぎんかしゅぞう

K一宮市今伊勢町馬寄字山之小路
19 k名鉄名古屋本線石刀駅から
徒歩15分 J9～19時 i不定休 p
2台 c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

1000円以上ご購入でジュース
またはコーヒー1本サービス

大正14年（1925）創業
の漬物店。人気の千両
なすをはじめ、工場直
送の漬物が多彩に揃う。

t0120-81-3896 MAP P20C3

三井宮蔵7
●みついみやのくら

K一宮市三ツ井1-10-8 kJR
尾張一宮駅・名鉄一宮駅から
名鉄バス九日市場行きで15
分、平島南下車、徒歩5分 J
10～18時 i水・日曜（7・8・
11・12月は日曜営業） p6台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

千両なす（1本入×3）
10％OFF

一宮市の観光情報を提
供。尾州織物をはじめ
特産品も販売している。

t0586-85-7030 MAP P20A1

一宮市観光案内所8
●いちのみやしかんこうあんないしょ

K一宮市栄3-1-2 尾張一宮駅前ビ
ル1階 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮
駅から徒歩すぐ J10～18時 i
無休 pi-ビル立体駐車場147台

（30分100円）※20分以内は無料

6 なごやきしめん亭 
商品管理センター

明治10年（1877）創業
の老舗きしめんメーカ
ー。工場に併設された
直売所には、お得なア
ウトレットコーナーも！

t0586-78-1251 MAP P20C1
●なごやきしめんてい しょうひんかんりせんたー

K一宮市浅井町黒岩番外19 
k東海北陸自動車道一宮木曽
川ICから車で10分 J9～17
時 i土・日曜、祝日 p5台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※一部割引除外商品あり
※2022年5月31日まで有効

商品管理センターでの
購入で定価より20％OFF

小麦の香りを大切に粉か
らこだわりパンを焼く。ハ
ード系から食パン、デニッ
シュ、総菜パンまで多彩。

t0586-52-5797 MAP P20B2

Pique‐niquer9
●ぴくにけ

K一宮市住吉1-23-1 k名鉄尾
西線観音寺駅から徒歩13分 J11
時～18時30分 i日・月曜 p6台

手間暇かけて栽培した
朝採りの完熟イチジクは
甘みが濃厚。ジャムやグ
ラッセのギフトセットも。

t0586-77-0975 MAP P20C3

ファーム大しま12
●ふぁーむおおしま

K一宮市丹陽町九日市場2852 
k名神高速道路一宮ICから
車で5分 Ji予約対応 p3台　
※一宮市観光案内所でも販売

江戸末期より160余年続
く老舗。鰹節や海苔、椎
茸、昆布など、こだわりの
乾物を取り扱っている。

t0586-72-2947 MAP P20A1

安藤鰹節店13
●あんどうかつおぶしてん

K一宮市本町3-2-12 kJR尾張
一宮駅・名鉄一宮駅から徒歩5分 
J9時30分～19時（月曜は～16
時） i無休 p共通駐車券対応

フルーツサンドをはじ
め、50種類以上が揃う
サンドイッチの専門店。

t0586-24-1898 MAP P20B2

3℃10
●さんどしー

K一宮市富士1-16-5 kJR尾
張一宮駅・名鉄一宮駅からi-
バス千秋町コースで8分、朝
日下車、徒歩2分 J9～18時

（土・日曜、祝日は8時～） i
無休 p15台

c o u p o n

※1冊につき1会計まで有効
※2022年5月31日まで有効

500円以上の購入で
100円OFF

11 coquelicot

東京やフランスで修業し
たオーナーが腕を振るう
パティスリー。白を基調と
したおしゃれな店舗には
季節に合わせたケーキ
や焼き菓子などが並び、
見ているだけでワクワクす
る。店内にはイートイン
スペースもあり。

t0586-62-0110 MAP P20B2
●こくりこ

K一宮市開明字西池田17-1 k
名鉄尾西線奥町駅からi-バス尾西
北コースで2分、将監下車、徒歩
5分 J10～19時 i水曜 p10台

お たも せ
おもたせに喜ばれるご当地の逸品を、「銘菓」
「特産」「普段使い」の3つのテーマ別にセレ
クション。贈る人や場所、シーンなど、TPO
に合わせて一宮の味を使い分けしよう！

セレクション

「銘菓」 「特産」 「普段使い」

喜ば
      れる

羽二重餅 1
二ツ折こし餡270円
白丸つぶ餡250円
最上級の羽二重粉を使っ
たふわふわの餅で、上品
な甘さの餡をやさしく包む

いちご大福 2200円
甘～いイチゴとピンクの餡を包んだ自
慢の銘菓。全国観光土産品推奨品

馬の目饅頭 1190円
大判焼き風のカステラ
生地に、やわらかいこ
し餡が入った焼き菓子

いちのみや
たまねぎん
クッキー
119円
一宮産のタマネギを使
い、ほんのりスパイシ
ーに仕上げたクッキー

4
金の一宮バウム（下）

一宮バウム（上）

4
1本1728円

1本1620円

一宮産の米粉と卵で焼き上げた、
しっとりふんわりのバウムクーヘン

金銀花 大吟醸 
慶 よろこび 5
720㎖ 3000円
最高級の山田錦を使っ
て醸した大吟醸。芳醇
ですっきりとした飲み口

宮蔵漬 7540円
ダイコンやレンコン、ナスなどを特製
たまり醤油ダレで漬け込んだ漬物

かつお節屋が作ったお菓子
～豆菓子～ 13
鰹本枯節の粉を使った豆菓子。カ
ツオの香りとうま味がふわりと広がる

1袋80g入378円

いちじくジャム12150g480円
完熟イチジクを収穫し
てすぐに加工。パンや
ヨーグルトとご一緒に

くまさん
チョコレートムースとイチ
ゴのムースの2層仕立
て。鼻と耳はクッキー

11490円

新生 10637円
スモークサーモン、バジ
ル、クリームチーズが相
性抜群。女性人気No.1

お花のフルーツ
サンド 10334円
ミカンとマスカットで花
をかたどった、断面
萌えのスイーツサンド

クロワッサン 194円
3種の小麦粉をブレンド。
軽い口当たりで、発酵
バターの余韻もいい

京菓子司 
川村屋賀峯総本店

江戸時代創業の老舗菓子
舗。季節の生菓子は数々
のお茶会の席でも供され、
その名は全国区を誇る。

t0586-68-0032 MAP P20A3

1
●きょうかしつかさ かわむらやがほうそうほんてん

K一宮市萩原町串作1449 k名鉄
尾西線萩原駅から徒歩3分 J8時
15分～18時 i火曜（祝日の場合
は翌日）※月1回連休あり p10台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

1000円以上ご購入で
季節の干菓子プレゼント

9

上のり巻
1袋（115g）430円
醤油ダレで味付けしたあられに、
愛知県産の海苔を巻いた看板商品

3 ベジタブルあられ
（ゆず味噌）

1袋（25g）140円
地元高校と共同開発。食べ
ると愛知県産の味噌と、爽
やかな柚子がフワリと香る

3

季節のデニッシュ
421円
季節の食材を使った人
気パン。サクッとした
生地の食感も楽しい♪

9

11

福
ふく

来
ら

蜜
みつ

8300g1300円
クロガネモチの花から
採蜜。蜜は甘みと酸味、
苦みのバランスが絶妙

いちじくグラッセ 1270g280円
完熟イチジクをほどよい甘さで砂
糖煮。自然の甘みがしっかり濃縮
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動画もチェック

イルミネーションの
動画もチェック

詳しくチェック

K一宮市光明寺字浦
崎21-3 国営木曽三
川公園 138タワー
パーク J17～21時

ツインアーチの
メリークリスマス
●ついんあーちのめりーくりすます

園内を幻想的な電飾で彩る。展望
タワーの展望階より眼下に望む
光景も素晴らしい。1月にはニュ
ーイヤーイルミネーションも！

t0586-51-7105（国営木曽三川公園 138タワーパーク）

K一宮市光明寺字白山
前20 一宮市総合体育
館　J10～17時

総合展「THE 尾州」
●そうごうてん「ざ びしゅう」

日本一の毛織物産地
である「尾州」の情
報を発信するさまざま
コンテンツを用意す
る。また、一宮市の
地場産品をPRするコ
ーナーなども。

t0586-46-1361
（一宮地場産業ファッションデザインセンター）

大江川桜まつり
●おおえがわさくらまつり
t0586-28-9131

（一宮市観光協会）

K一宮市桜3丁目～大江3丁目 
Jライトアップは18～21時

市を南北に流れる大江川の両岸
に、約330本のソメイヨシノが
咲き誇る。川面に映える満開の
桜はもちろん、夜間のライトア
ップも幻想的で素晴らしい。

3月下旬～4月上旬

桃花祭
●とうかさい

K一宮市真清田1-2-1 真
清田神社 J9～16時

真清田神社の例大祭で、
桃の節句にちなんだ除
災招福の祭り。飾り馬
が練り出し、稚児行列
や一宮消防音楽隊も加
わる神輿巡幸は必見。

t0586-73-5196
（真清田神社）

4月3日

全国選抜
チンドン祭り
●ぜんこくせんばつちんどんまつり

K一宮市萩原町萩原下町 萩原商店街 
J9～17時

全国より選抜されたチンドンマ
ンが一堂に集結。ステージや商
店街でユニークなパフォーマン
スを披露して、衣裳や演技、口
上などを競い合う。秋には素人
チンドン祭りも開催される。

t0586-28-9131（一宮市観光協会）

5月第4日曜

K一宮市今伊勢町馬寄石刀2 石
刀神社 J14時～17時30分

石刀祭 ●いわとまつり

t0586-73-5221
（石刀神社社務所）
石刀神社の例祭で、からく
り人形と献馬が奉納される。
からくりの見事な妙技は3基
の山車で披露。祭礼は県指
定無形民俗文化財。

4月19日以降の最初の日曜
Spring春 3～5月

Winter冬12～2月

「冬の七夕」をテーマに、織姫と彦星をイメージしたイルミネ
ーションを展開。夜の駅前やぎんざ通りでロマンチックな光の
世界を描く。

t0586-72-4611（一宮商工会議所）

11月中旬～
1月31日

K一宮市真清田
1-2-1 真清田神
社 J10時～

真清田神社 
節分祭
●ますみだじんじゃ 
せつぶんさい

豆をまき、鬼を払い、福を呼び込む神事。大
厄の男女20名とともに本殿でお祓いした後、
11時より3回に分け舞台より豆まきが行われる。

t0586-73-5196
（真清田神社）

2月3日

11月中旬～12月25日

ホワイト
イルミネーション
●ほわいといるみねーしょん

K一宮市東五城字備前12 尾西庁舎 西側市道 J17～21時

尾西庁舎の西側、約270ｍの市道の街路樹が色とり
どりに電飾される。煌めくイルミネーションのトン
ネルや光り輝く街路樹がとてもキレイ。

t0586-62-9111（ホワイトイルミネーション実行委員会）

12月上旬～12月24日

2月中旬

一宮だいだい
フェスタ大集合 
for Halloween
●いちのみやだいだいふぇすた
だいしゅうごう ふぉー はろうぃん

K一宮市内一円
J10～16時

一宮市内の行事・イベントと連携
して開催。仮装パレードや衣裳コ
ンテスト、お菓子がもらえるトリ
ックオアトリートなどを実施する。

t0586-72-4611（一宮商工会議所）

Autamn秋9～11月

一豊まつり ●かずとよまつり

K一宮市木曽
川町黒田古城
26-2 一宮市
立黒田小学校
周辺 J10～
16時

安土桃山時代の武
将・山内一豊の生誕
地である黒田城跡周
辺で開催。一豊とそ
の妻・千代による戦
国時代パレードが祭
りのハイライト。

t0586-87-3618（木曽川商工会）

9月中旬の日曜

10月の1カ月間

K一宮市起字下町
211 旧林家住宅 
J9時～16時30分

（入館は～16時）

もみじまつり ●もみじまつり

起宿脇本陣と船庄屋を務めた旧林家住宅の庭
園の紅葉が見頃に。見事な庭園を愛でながら、
演奏会や茶席などが楽しめる催事が行われる。

t0586-62-9711
（一宮市尾西歴史民俗資料館）

11月中旬～下旬

K一宮市丹陽町重吉北屋敷350 八幡社
J10時～16時30分

起源は大永年間（1521～28）にまで遡
るという歴史ある豊年祭。神田で収穫さ
れた米で作った麹で甘酒を仕込み、振る
舞い、八幡社に奉納される。

t0586-28-9131（一宮市観光協会）
甘酒祭 ●あまざけまつり

10月第4日曜

一宮市が賑わうハレの日！

動画もチェック

K一宮市本町商
店街、JR尾張一
宮駅・名鉄一宮
駅など

おりもの感謝祭
一宮七夕まつり
●おりものかんしゃさいいちのみやたなばたまつり

日本三大七夕まつりに数えられ、一宮市の織物業の
繁栄を願う祭り。本町商店街や真清田神社が吹流
し飾りで彩られ、100万人を超える人出で賑わう。
盆踊りや和太鼓演奏、ダンスコンテストなども。

t0586-28-9131
（おりもの感謝祭一宮七夕まつり協進会事務局）

木曜～7月最終日曜の4日間

K濃尾大橋北 木曽川
河畔 J19時30分～

濃尾大花火 ●のうびだいはなび

木曽川を舞台に幅
約200ｍの逆ナイア
ガラやスターマイン
など、多彩な花火
が登場する。なかでも
東海エリア最大級
の二尺玉は圧巻！

t0586-28-9131（一宮市観光協会）

8月14日

K一宮市本町
商店街周辺
J17～18時

コスプレ
パレード
●こすぷれぱれーど

「一宮七夕まつり」で人
気のイベント。アニメや
ゲームのキャラクターに
なりきったコスプレイヤ
ーたちが、ズラリと行列
を作り練り歩く。

t0586-72-4611
（一宮商工会議所）

7月下旬

K一宮市三条字宮西1145 御裳神
社 J10～16時（ライトアップは19
～21時）

70種類以上、約8000本のアジ
サイが御裳（みも）神社を彩る。
アジサイが浮かぶ手水舎も人
気のポイント。和太鼓や剣詩
舞などの披露も行われる。

尾西あじさい
まつり 
●びさいあじさいまつり

6月上旬の土・日曜

Summer夏 6～8月

K一宮市～羽島市を中心とし
た尾州産地

ウール生地の一大産地・尾
州の魅力を発信。工場見学
やワークショップで尾州を
体感できるほか、キッチン
カーや限定ショップも登場。

ひつじ
サミット尾州
●ひつじさみっとびしゅう
t0586-72-4611

（当日連絡先：一宮商工会議所）

6月5・6日

t0586-62-9111
（尾西あじさいまつり実行委員会）

KJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅周辺 J17～24時

冬の七夕
カーニバル
～一宮イルミネーション～
●ふゆのたなばたかーにばる～いちのみやいるみねーしょん～

1819

詳しくチェック

K真清田神社鳥居付近～宮前三八広場、本町
通1～4丁目 J11～16時

まちの宮市
●まちのみやいち

アートやクラフト、フード・ドリ
ンク、ワークショップなどのブー
スが80店ほど出店。ストリート
で開催されるミニライブ演奏も！

t070-5641-1188
（杜の宮市準備委員会）

3と8が付く日曜 定期開催イベントも！


