レシートラリー
28. 田中屋

参加店一覧
に出店しています

昔ながらの落花生の味がすると好評で
す。ぜひ、ご賞味ください。
※観光協会「にの屋」でも販売
二宮町二宮 313
0463-71-0323
3台
水曜日
9:00~18:30

34. 田邊直売所

創業大正 10 年の老舗です。地元の野
菜を始め、全国各地の海産農産乾物を
豊富に揃えています。特に自社工場で
の削りたて花か 特典 お買い上げ 3,000 円
つおは好評です。あり！ 以上で、特上の削り
二宮町二宮 205 たて花かつお 50ｇ1 袋
（300 円相当）プレゼント
0463-71-0168
5台
日曜日
10:00~17:00

29. 野原の落花生

35. かねきち

できたての落花生を召し上がっていた
だけるよう毎日、丁寧にお作りしてい
ます。

二宮ブランド認定商品「たまねぎドレッ
シング」
「塩海の甘酒」好評発売中。人
気商品「やわらか梅」もぜひどうぞ。
※観光協会「にの屋」で販売

二宮町二宮 1332
0463-71-0158
4台
木曜日
8:30~20:00

特典
あり！

お買い上げ
金額にかかわ
らず、1 割引き。

に出店しています

二宮町二宮 876-1 ( 観光協会）
0463-73-1208
無
期間中無休
9:00~16:00

30. 渡邉商店

36.JA 湘南

明治創業以来、風味豊かな相州落花生
とともに歩んでいます。深い味わいを
生かせるよう品質管理にこだわってい
ます。
二宮町二宮 1347
0463-71-0018
4台
水曜日
9:00~19:00

二宮町の農家が自信を持って出荷する
農作物がズラリ。採れたての野菜や果
物などが並びます。
二宮町二宮 880
0463-73-1414（二宮町支所）
無
期間中無休
月〜金 13:00~16:00
土・日・祝 11:00~16:00

31. 豆友

37. さいとう薬局

香ばしい薫りが高い、
特典
あり！
毎日煎りたての落花
生です。
お買い上げのお

お薬、介護の相談、いつでもお待ちし
ています。「くすり
と健康相談薬局」 お買い上げ 2,000 円
に認定されました。 以上で５％割引します。
（調剤薬は除く）
二宮町二宮 823
特典
あり！
0463-71-8962・（0062）
4台
日曜・祝日
9:00~19:00（水・土曜日は ~17:00）

客様にお楽しみ
プレゼントあり
ます。

二宮町二宮 228
0463-71-0376
無
木・日曜日
9:00~18:00

長寿最中をはじめ、金平糖やかるめ焼
など昔懐かしいお菓子を揃えておりま
す。
特典

二宮町ＰＲキャラクター「ニーノ・ミーヤ」
のグッズやオリーブ関連商品をはじめ、
特産品やお土産を取り揃えております。

9:00~18:00

萬寿屋

二宮駅南口から徒歩２分。
「昔懐かしい
駄菓子屋」です。海岸
へも 2 分。是非お立寄 300 円以上の
り下さい。
お買い上げ
特典
あり！ で、オリジナ
二宮町二宮 329
ルくじ引を
0463-71-0475
１回プレゼント
2台
主に水曜日
10:00~17:30

スタンプラリー＆レシートラリー開催 !!
地場産品販売会
土・日・祝日

月

10 時〜 15 時

町民センター中庭

月

火

1 月 7 日（日）10 時〜 12 時 町民運動場
式典、消防部隊演技、はしご乗りなど

7

水

21

ハマの電チャンがやってくる !!

8

11

ふたみ記念館

ミニコンサート
1 月 14 日（日）
13 時開場
13 時 30 分開演
ふたみ記念館

28

検索

【共催】二宮町 【後援】神奈川県・
（公社）神奈川県観光協会
【協力】神奈川県企業庁平塚水道営業所
西湘管工事業協同組合青年部

12

1 月 12 日（金） 13 時〜 15 時 30 分 二宮町北部

※事前募集・詳細はお問い合わせください。

6

13

1 月 20 日（土）11 時・14 時
北口駅前広場 ※雨天時 駅前町民会館

1 月 28 日（日）10 時〜 15 時
桑原家具店前

4

11

20

2 月 9 日（金） 9 時 30 分〜 12 時 30 分
二宮町西部

27

9

3

12

※イベントは天候などにより、
中止・変更になる場合があります。

ＪＲ東日本主催のウォーキングイベント
※詳細はお問い合わせください。

不定期

9 時 30 分〜 15 時

駅前町民会館北側駐輪場

温かい飲み物や食べ物、地場産品の販売
1 月 20 日（土）・27 日（土）「おとちゃんバーガー」販売

期間中無休

月〜金：13 時〜 16 時
土・日・祝：11 時〜 16 時

期間中月曜休館 10 時〜 16 時（1 月 8 日、2 月 12 日は開館）
一般 200 円・中学生以下無料
* お茶のサービス * みんなでお絵かき * 好きな絵人気投票

徳富蘇峰記念館

10

2 月 3 日（土）〜 12 日（月）
駅周辺店舗・駅前町民会館・徳富蘇峰記念館・ふたみ記念館
多様なジャンルのアート
作品の展示販売。キッチ
ンカー、ワークショップ、
ミニライブも開催。
※詳細はお問い合わせください。

1 月６日（土）〜 2 月 12 日（月）
吾妻山公園〜川勾神社〜ふたみ記念館
〜古民家ふるさとの家〜徳富蘇峰記念館など

ふたみ記念館（美術館）

※事前募集・詳細はお問い合わせください。

第２回湘南二宮菜の花アートフェスティバル

駅からハイキング

JA 湘南 二宮駅前直売所

和太鼓の演奏

道祖神めぐりと
雛の吊るし飾り見学ツアー

その他のイベント

特設販売所「菜の花屋」

文教大学 和太鼓部「楓」

北口通りおもてなし処

究極のエコカー「MIRAI」をはじめとす
るエコカーが特設会場に展示されます。

土

1 月 6 日（土） 9 時〜 ＪＲ二宮駅構内
13 時〜 駅前町民会館内

ピアノとギターによる
ミニコンサート

二宮町観光協会
TEL/FAX 0463-73-1208 ( 9〜16時 ）

金

石仏めぐりと雛の吊るし飾り見学ツアー

14

主催・お問い合わせ

木

JR 東日本横浜支社マスコットキャラクター

消防出初式

1 月 20 日（土）〜 21 日（日）
27 日（土）〜 28（日）
9 時〜 15 時 町営第 1 駐車場

「グリーンにのみやプロジェクト」を中心とした有志
の方々による華やかな作品が見事に飾られます。

とん汁、湘南みかんパン、塩海の甘酒、甘酒飴などを販売

日

エコカー展示会

10 時〜 15 時 30 分
1 月 11 日（木）〜 14 日（日）
…古民家ふるさとの家
1 月 27 日（土）〜 28 日（日） …知足寺
2 月 9 日（金）〜 12 日（月） …川勾神社

駅前町民会館

〝ともしびショップなのはな ”とん汁・甘酒などの販売
土・日・祝日

スタンプやレシートを集めて賞品をもらおう！ ※詳細は中面をご覧ください。

雛の吊るし飾り展

9 時 30 分〜 15 時

地場特産品、お弁当、二宮ブランド商品、オリーブ関連商
品が並びます！

二宮町二宮 876-1
特典 お買い上げ
（観光協会）
あり！
の方全員に、
0463-73-1208
絵はがきを
無
期間中無休
プレゼント
9:00~16:00

二宮町観光協会

2.12

二宮産のオリーブを使用した
オリーブオイル・新漬・オリーブ茶が
「地場産品販売会」
「にの屋」
で購入できます。

イベントカレンダー

２月

33. 駄菓子・玩具の店

1.6

早咲きの菜の花・相模湾・富士山を楽しもう

１月

32. 吾妻堂

お買い上げ
二宮町二宮 821-22 1,000 円以上で
可愛いチョコボール
0463-71-0248
をプレゼント！
無
土曜日

2018

二宮駅前直売所

38. 特産品販売所 にの屋

あり！

レシートラリー
お得な特典
付き！

に出店しています

早咲き菜の花と
曽我梅林の花めぐりツアー
2 月 19 日（月）9 時 30 分〜 14 時 30 分
吾妻山公園〜曽我梅林
※事前募集・詳細はお問い合わせください。

10 時〜 16 時 （月曜休館・1 月 8 日、2 月 12 日は開館）
入館料 700 円・梅園入園料含む
＊相模湾沿岸地域ゆかりの名士展 （湘南編）
＊明治維新 150 年記念１２人の志士からの手紙展

湘南二宮 IT クラブ
＊イベントや吾妻山山頂のライブ中継
＊ブログで情報発信
http://ninoitc.com/~nanohana/blog/

＊Twitter で吾妻山公園山頂の状況を募集！！
「＃菜の花ウォッチング」をつけてツイートしてください。
＠mt̲azuma からも情報発信します。

