第 11 回

11 月 3 日（祝・金）
午前 9 時〜午後 5 時

長野市信州新町支所
信州新町地区各店舗

国道１９号線

至松本

駐車場入口

イケめぇんくん

信州新町フェア 2017

会場

至長野

４日（土）
午前 9 時〜午後 3 時

フリーマーケット

抽選

同時開催
／
１１月３日（祝・金）
信州新町文化祭実行委員会
■ 信州新町文化祭
■ 第 7 回スポーツ健康まつり ／ 11 月 4 日（土） 信州新町地区住民自治協議会
■ 信州新町美術館 ／ １1 月３日（祝・金） 入館料無料 ・ ４日（土）入館料割引

問合せ先

お楽しみ

ガラポン抽選会

粗品進呈

先着５０名×２日

主催

／

第 11 回信州新町フェア 2017 実行委員会

協力 ／ 信州新町観光協会、信州新町商工会、ながの農協信州新町支所
問い合わせ ／ 信州新町フェア実行委員会 ℡ ２６２−２２０２

めん子ちゃん

2 日間限りの
お得な割引やサービスが
いっぱい。

信州新町フェア 2017 のご案内
開会式：3 日午前 8：40 から

11 月３日(祝・金)・４日(土)
メイン会場

長野市

信州新町支所

農林産物の販売、おもてなし・軽食コーナー
■ながの農業協同組合 女性部
農産物の販売
■農村女性ネットワーク信州新町

● 観光交流都市
愛知県西尾市コーナー

産地直送

えびせんべい・みかん・干物など西尾市の
特産品を直送販売

プレゼント

● 長野市信州新町観光協会コーナー
両日 20 名様限定

プレゼント！

12：30〜

● 水力発電ＰＲコーナー
・流木工作コーナー ・水力発電所 PR パネル
・「水流のぼり車」づくりと体験

● 化石マグネットづくり体験

体験

200 円/個

● 体験ダンスレッスン

振る舞

「振舞いお餅つき大会」
（来場者の皆さんに振る舞います）
■道の駅 信州新町
ジンギスカン、野菜（販売）
■さぎり荘
ラムチャップ（ラムの骨付き肉）
■もんもカフェ
クレープ、チョコバナナ、スープ、ソフトアイス

商業バザー
■ファミリーショップ上原屋
冬物防寒衣料・雑貨・日用品販売
■(有) しぶや
めん子ちゃんグッズ・衣料品販売
■寝具のかしわや
寝具類の販売
■(資)中澤薬局
日用品、使い捨てカイロ、ドリンク 10 本 500 円
■(有)ビックイン
暖房器具・設備機器等の展示販売
■信州新町商工会女性部
味付けおこわ、じゃがバター、花の販売
■信州新町モンゴル親善協会
モンゴルグッズ等の販売
■信州新町ライオンズクラブ
日用品等のバザー
東北支援物品販売

開会式に引き続き
「犯罪防止標語表彰式」

めん子ちゃん

イケめぇんくん

信州新町地区各地（自店舗等）での参加店舗

「信州サフォーク（マトン）」の串焼

おやき、すいとん、味噌、野菜等の販売

■サムライ会
うどん、そばの販売
■信州新町商工会青年部
フランクフルト・ポップコーン
■信州新町女性団体連絡協議会
振る舞い餅、ニラせんべい

長野市信州新町支所（メイン会場）
信州新町地区各店舗

500 円（約 30 分）未就園児ＯＫ！

■そば信（道の駅信州新町内）
TEL 026-262-2788
手打ちそばをご賞味ください。
そばお召し上がりのお客様にざるそば又はかけ
そば一人前無料券を進呈（11/3（金）のみ）

■元祖信州おやき（道の駅信州新町内）
TEL 026-262-3424
手作りおやきの販売。おやき 10 個以上お買い上
げの方に缶コーヒー又はお茶を１本プレゼント。

■㈲山田屋商店 おかめ
TEL 026-262-2170
やきとり、手打ちそば
お食事をお召し上がりのお客さまにデザートサービス。
■信州新町美術館・化石博物館・有島生馬記念館 TEL 026-262-3500
11 月 3 日（文化の日）は、入館料無料
4 日（土）は、入館料２割引（大人 500 円⇒400 円、高校生 300 円⇒240 円、小中学生 200 円⇒160 円）

その他のコーナー
■信州新町消費者グループ
手造りボカシ・石鹸の販売
■信州新町食生活改善推進協議会
パネル展示…生活習慣病予防（食生活栄養）
■信州新町フェア実行委員会
特産品販売等
■フリーマーケット/クラフト市
お買い得品が盛り沢山・お気に入りの一品が発見されるかも！

■長野市やまざとビジネス事業（販売もあります）
信州新町地域の資源を活用し、ビジネスを展開しています。
・玄米珈琲（炭農家うえの）
・T シャツ・トートバッグ（株式会社 H2X）
・淡竹筍水煮の販売（母さんの玉手箱本舗企業組合）
・家具の製造販売（Block Atelier furniture）
・地域産品の販売を通じた信級の情報発信
のぶしな弁当販売（のぶしなカンパニー 食堂かたつむり）

信州新町支所３階
11 月 4 日

PM1：00〜1：45

クラシック音楽キャラバン （入場無料）
飯島 諒 （フルート）
飯島 未来（ピアノ）
若手プロ演奏家のクラシック生演奏

《

宴の味方

信州新町ジンギスカン街道 》

■道の駅 信州新町
TEL 026-262-2228
お土産用ジンギスカン（羊肉ロース、辛口等）
を販売。地元農家から出荷された新鮮野菜や地場
産品も販売しています。
■焼肉レストラン むさしや TEL 026-262-2822
スーパーでおなじみのジンギスカンのむさし
や食品の直営店です。肉の品質にこだわり秘伝の
生タレを使用しています。
■ルート 19 ドライブイン TEL 026-262-2332
ジンギスカンの漬け込み味は辛口です。焼いた
ジンギスカンにタレ、ソースなどをお好みでつけ
て召し上がってください。
■元祖ジンギスカン荘 TEL 026-262-2012
地元産のリンゴをベースとし、添加物を使わな
い秘伝のタレに漬け込んだジンギスカンをお召
し上がりください。
■ろうかく荘
TEL 026-262-2309
当店名物の秘伝のタレは、フルーツ・野菜がベ
ースです。漬け込んだジンギスカンを炭火焼きで
お召し上がりください。

■フレッシュトップ 田中屋 TEL 026-262-2047
子羊の肉を自家製自慢のタレに漬け込みました。
柔らかい肉が特徴です。味付けは甘・辛口がありま
す。お土産にどうぞ。
■Ａコープ しんまち店 TEL 026-262-3429
羊肉の味を引き出す工夫を重ねた特製ジンギス
カンを販売しています。バーベキューやお土産にど
うぞ。
■食事処 ひはら TEL 026-264-2331
お子様にも食べやすい味付けで、漬け込みタレに
は焼きニンニクを使用。後味マイルドでにおいも控
えめです。
■信州不動温泉 さぎり荘
TEL 026-264-2103
厳選したラムジンギスカン、地元産のそば粉・お
米を使用しています。
■リバーテラス 山河 TEL 080-2557-1129
国道 19 号線沿いにあるリバーテラス山河は、さ
ぎり荘の直営店。そば、ジンギスカンなど各種定食
を取り揃えています。

秘伝のタレで漬け込んだ信州新町名物「ジンギスカン」をお楽しみください。

