ちょっと およりんか

郡中 いっぷく亭
平成３０年４
平成３０年４月
月１８日
１８日

第１１回郡中ひなかざりのお礼

伊予市商業協同組合

大勢の皆さんのご協力で、今年も盛
大勢の皆さんのご協力で、今年も盛
況のうちに、無事郡中ひなかざりを

無事終了することができました。お
無事終了することができました。お
ひなさまを見に来てくださった皆さ
ひなさまを見に来てくださった皆さ
ま、展示会場を提供していただいた

●いっぷく亭は、ご年配の方や街にこられる方、地域の方など、

皆さま、ひなかざりを手伝っていた

共和モータースさんのひなかざり

だきました皆さま、商店の皆さま、

誰もが気軽に利用できる交流施設です。

ありとうございました。
ありとうございました。おかげさま
とうございました。おかげさま

●時間は、月曜日～金曜日の午前 10 時～午後 3 時です。

で、伊予市
伊予市内外から大勢の方が
大勢の方がお見
で、伊予市内外から
内外から大勢の方がお

（土・日曜日、祝日、地方祭、お盆期間、年末年始期間は休館します）

えになり、
えになり
、郡中ひなかざりを
郡中ひなかざりを楽しん

●いっぷく亭の運営は運営委員の皆さんがボランティアでおこな

でいただきました。 郡中の春の

っています。

風物詩「郡中ひなかざり」を、
郡中いっぷく亭のみなさん

お気軽に ご利用ください！！

みんなで協力し合いながら、
みんなで協力し合いながら、

来年も開催できたらと思っています。
来年も開催できたらと思っています。

郡中いっぷく亭 一同

♪♪ ２０１３（平成
２０１３ （平成 25）年２
年２月に生まれた、
○休憩・談話でのご利用（湯茶無料です。お気軽にど～ぞ！）

郡中いっぷく亭の歌 その 歌詞を紹介します ♪♪

○趣味の作品展示とチャレンジショップ
○商店情報や地域情報の掲示

郡中いっぷく亭の歌

○いろんな趣味などの教室
平久
橘医院

１. 笑顔あふれる この街の

いっぷく亭

角を曲がった その先に

誰もが気軽に 立ち寄って 心触れ合う 処がある

交流（随時開きます）
○その他、地域をよくする

作詞：谷岡和美

補作詞・作曲：富士井建樹
補作詞・作曲：富士井建樹

○お買い物品の一時預かり
○ご年配の方と地域の方との

歌：ユッキー

市役所

いよぎん
ひめぎん

活動。

知らない同志が 集まって くつろぎながら お茶でも飲めば

よもやま話に 花が咲く ここは郡中 出会いの場
ちょっと ちょっと およりんか いいとこ皆んな
んなのいっぷく亭
いいとこ皆んなのいっぷく亭

いっぷく亭 趣味の教室 ご案内

２. 人にやさしい この街の 交流施設にやって来て 手作り
ビーズ カラオケや 習字 生け花 くるみ絵と

教室の内容
くるみ絵教室

曜日・時間
毎週火曜日

もってくるもの

頭使って 習い事 体動かし

楽しみながら のんびり一日

過ごしましょう ここは郡中

憩いの場

ハサミ・材料費

ちょっと ちょっと およりんか いいとこ皆んな
んなのいっぷく亭
いいとこ皆んなのいっぷく亭

材料費

３. 五色の姫の いたという

午前 10 時～
ビーズ教室

毎月第 1・3 水曜日

なら おいでんか 笑顔かわいい おばちゃんと

午後 1 時～
習字教室
手作り教室

五色の浜を 散歩して 疲れたん

毎週木曜日

毛筆・墨・ボール

一緒になって 輪になって

家に
家にこもらず
こもらず 思い出話 長生き話

午前 10 時～

ペン・材料費

を 致しましょう ここは郡中 和みの場

毎週木曜日

裁縫道具

ちょっと ちょっと およりんか いいとこ皆んな
んなのいっぷく亭
いいとこ皆んなのいっぷく亭

午後 1 時～
懐メロを歌う会

毎月第１金曜日

なし

午後 1 時～
フラワーアレンジ
メント教室

毎月第２金曜日
午前 10 時～

ハサミ・オアシ
ス・器・材料費

お問合せ・お申込み先：郡中いっぷく亭運営委員 水口純子
☎982-1860
1860

郡中いっぷく亭 伊予市灘町 25 番地 ☎982
982-0038

郡中いっぷく亭の歌と踊り
郡中いっぷく亭の歌と
踊り

第１１回郡中いっぷく亭まつりのようす
第１１回郡中いっぷく亭まつり
第１１回郡中いっぷく亭まつりのようす

郡中の魅力

がんばる小さな商店

今では、全国各地で希少になった小さな商店。郡中まちなかには、専門知識と優れた技術をもった親切なお店が営業して
今では、全国各地で希少になった小さな商店。郡中まちなかには、専門知識と優れた技術をもった親切なお店が営業して
います。がんばる商店は郡中の大きな魅力デス！ 〇〇屋さんと呼ばれていた小さなお店をみんなで応援し
〇〇屋さんと呼ばれていた小さなお店をみんなで応援して
て、元気で、
、元気で、
暮らしやすい地域づくりを進めたいものです。 今回は、
、郡中駅前商店街
郡中駅前商店街のがんばる小さな商店 を紹介します！

手づくりパン・ケーキの店
手づくりパン・ケーキの店

ガトウ・ド・キリシマ

☎982
982-0177

厳選した材料 手づくりパン・ケーキが人気
創業６６年を迎へ 厳選した材料で
厳選した材料で 皆様に喜んでいただけ
るパンを手づくりして
います。クリーム金時
をはじめ グルメ食
グルメ食パ
パ
ン ハイブレット ア
ン入りメロンパン 人
気のサンドイッチ
ロングラン商品を含め
各種取り揃えてお客様
のご来店をお待ちして
ガトウ・ド・キリシマ 人気のクリーム金時
います。
営業時間：７時
営業時間：７
時３０分～１８時
～１８時３０分（日曜日は１３時まで）
３０分（日曜日は１３時まで）
３０分～１８時

商品券の店・五色姫スタンプの店

休業日：火曜日
休業日：火曜日

㈲ キクヤ化粧品店

リトルマーメイド マサカネ

☎982982-0434

毎月、いろいろ
毎月、いろいろな新商品
新商品を発売
誰でもふらっと気軽に立ち寄れて、いつでも楽しく
誰でもふらっと気軽に立ち寄れて、いつでも楽しく美味しい
気軽に立ち寄れて、いつでも楽しく美味しい
パンが買える・・・そんなパン屋さんをめざしています。
パンが買える・・・そんなパン屋さんをめざしています。
季節の素材を楽しめる
商品、産地にこだわっ
た商品など毎月いろい
ろと新商品を出してい
ます。ぜひ一度のぞい
てみてくださいね。
毎月１５日は
リトルマーメイドの日
を お忘れなく！
リトルマーメイド マサカネの
マサカネの 新商品

営業時間：６時
営業時間：６時４５分～１９時 休業日：木曜日
休業日：木曜日 商品券の店

☎983-0122
0122

国産精肉と手づくり惣菜の店

にくの一色

☎983-0021

安心な国産精肉と、体にやさしい手づくり惣菜に こだわって

化粧品・エステの店
店の特色

季節の商品で 楽しいひとときを食卓に

スキンカウンセルによりお肌を診断 一人ひとり

この地の皆さまと共に歩んで７０年になります。安心な国産精
この地の皆さまと共に歩んで７０年になります。安心な国産精

に合ったお手入れ方法

肉と、体にやさしい手づくり惣菜は、皆さまにご好評を頂いてい
肉と、
体にやさしい手づくり惣菜は、皆さまにご好評を頂いてい

を専門スタッフが

ます。惣菜は、１６時
ます。
惣菜は、１６時

ご紹介します

から割引になります。
割引になります。
から

おすすめ商品

夕食に、お弁当に、

乾燥や大気汚染などの

もう一品ほしいときな

環境ストレスからも

どご利用頂ければ幸い
どご利用頂ければ幸い

守る

です。 取扱う商品は

次世代型日焼止め乳液

全て国産にこだわって

「ＳＰＦ５０」
ＳＰＦ５０」

キクヤ化粧品店 お肌診断のようす
お肌診断のようす

営業時間：７
営業時間：７時～１９時 休業日：日曜日 商品券の店

昭和３５年創業 天ぷら一筋

からき天ぷら店

営業しております。

営業時間：８時～１９時
営業時間：８時～１９時 休業日：日曜日 商品券の店・五色姫スタンプの店
商品券の店・五色姫スタンプの店

相原海産物店

☎983
983-6605

人気の 「がんす
種類の天ぷら
がんす」 「コロッケ」 約３０種類
創業以来 美味しさを追い求め店頭には約３０
美味しさを追い求め店頭には約３０種類の商品が
種類の商品が

0505
☎982-0505

かつお・いわし削りぶし
人気の むろあじ削りぶし、
むろあじ削りぶし、かつお・いわし削りぶし
おすすめは「むろあじ削りぶし」
。焼きなす、冷やっこ、おひ
。焼きなす、冷やっこ、おひ

並んでいる 中でも売

たしなどのトッピング

れ筋は新鮮な白身魚を

に最適。また、うどん、

使用しピリリと
ピリリと七味
使用しピリリと七味

そうめん、煮物のだし

のきいた“がんす”と

にどうぞ。まろやかで、
あっさりとしただしが

北海道の農家より

とれます。他には、

直接仕入れている

かつおや、いわしの削

じゃがいもを使った
“コロッケ”です。

にくの一色 人気の惣菜各種

りぶし、煮干などをそ
からき天ぷら店 店内のようす

営業時間：９時～１９時
営業時間：９
・祝日 商品券の店
時～１９時 休業日：日曜日
休業日：日曜日・祝日

ろえています。

相原海産物店 むろあじ削りぶしと相原さん
むろあじ削りぶしと相原さん

営業時間：８時４０分～１７
４０分～１７時
営業時間：８時４０分～１７時

休業日：日曜日・祝日
休業日：日曜
日・祝日
日・祝日 商品券の店

