
サングリモ中込
会　場

中込交流センター東北三県

ダンスクラブKDC
ダンス発表会

つめた～い生ビール
三感詞音

HITIMAHANA

タックン＆
ワイルドH4

ダンススピリッツ

バイクトライアル

岩尾ベンチャーズ
ライブ

内山キラキラプロジェクト
ブース出展

チーム「輪道」
デモンストレーション

500円
１コイン

シルバー人材センター刃物研ぎ

きなみせいじ氏ヒトコママンガ展
ゆめ佐久カードお買い物券交換会

ＴＶチャンピオン

コオロギさんの
似顔絵会
七夕まつりにふれあいストアも開店

コスモスターズ
ジャズオーケストラ

園児のお絵かき展示会
野菜･果物七夕記念特価市
恒例かき氷・わたあめ

７日
７日

（茂木青果）

駅前音楽祭

中込第一保育園・中込第二保育園・平賀保育園・内山保育園・野沢保育園・聖愛保育園
泉保育園・大沢保育園・岸野保育園・佐久幼稚園・カトリック幼稚園（７月 11 日まで）

7 日 午後 7:00 ～・8:30 ～

7 日 午後 4:30 ～

7 日 午後 4:30 ～
タヒチアン
ダンスチーム

～ワイルドな
　ロックグループ～

～子供たちによるヒップホップと
　チアダンス～

7 日 午後 6:30 ～・8:30 ～

7 日 午後 6:00 ～

7 日 午後 7:20 ～・8:20 ～

7 日 午後 7:30 ～
テーマは「百八灯」

願い事を書いて短冊を飾ろう。 短冊の枚数予想クイズで
内山峡お土産をプレゼント。

ヒティマハナ

なつかしの
フォーク名曲

おつまみ付

7 日 午後 4:30 ～・5:30 ～

サンテラス

トイレ
中込駅

駅前グリーンモール 中央グリーンモール 銀座グリーンモール

７日 午前 10 時～午後３時・300 円～

1,000 円

７日 午前 11 時～午後２時

７日・８日

７日
予約優先です。

中込駅前ほんわ館前

サングリモ中込前

中込駅前ほんわ館

駅前グリーンモール

青森県 岩手県 福島県 喜多方市

当日は午前１１時から午後６時まで、特別メニューで営業いたしま
す。冷やし中華 400 円、サラダうどん 400 円、アイスクリーム
200 円、一杯 100 円の飲み物を用意してお待ちしております。
またストア前では、ねば塾様の「こだわりの石けん」、障害者の仲間た
ちの手づくりの作品なども販売します。恒例になった手づくりクッ
キーのプレゼントもあります。お楽しみに。

ふぶき亭 喜多方ラーメン
４食入り680円
醤油スープ ×2、みそスープ ×2
生麺はコシのある平打ちちぢれ麺
です。老舗の醤油をベースに作ら
れた濃縮タイプの醤油スープは
すっきりとしながらもこくがあり
ます。こくのある味噌スープも大
変好評です。醤油スープと味噌スー
プがセットになっております。

ふぶき亭
喜多方ラーメン
６食入り
1,150円

醤油･みそ ご自宅用でもギフト
にも大変喜ばれてお
ります。

黒豆ようかん⋯400 円
干柿ようかん⋯400 円
栗ようかん⋯⋯400 円
ずんだようかん⋯400 円
みそようかん⋯400 円
ぶどうようかん⋯400 円
ごぼう菓子⋯⋯400 円
黒糖生姜糖⋯⋯400 円

（続きは裏面へ）

裏面もご覧ください

　　　震災から1年過ぎ、

これまでのご支援ご協力に

感謝申し上げます。これからも

復興に向け“がんばるぞ岩手”

　　みなさ～ん

　　  応援してけんろ!! 

リアス海藻店 堀込さん
青森市 みなみや 村田さん

喜多方市 わんわん 神田さん

中込商店会㈿ http://nakagomi.jp
☎ 62‑5714

ミニかもめ
の玉子

（6 個入）（6 個入）460円
（9 個入）（9 個入）690円

銘菓「かもめの玉子」
のミニバ－ジョン。
食べやすく好評を頂
いております。

いかせんべい
56g56g525円

いかの足のせんべいで
す。サクサク感と香ば
しさが広がります。

しそ巻りんご
200g200g525円

りんごを赤紫蘇で巻
き、りんごの花の蜜
で漬け込みました。
お茶受けやデザー
ト、またシャーベッ
トにどうぞ。

銀座グリーンモール
岩尾ベンチャーズ

内山キラキラプロジェクト

小学生の七夕人形展示…グリーンモール全域

バイクトライアル

〒中込郵便局

旧国道254号線

八十二
  銀行三感詞音

HITIMAHANA
ダンススピリッツ
タックン＆ワイルドH4
生ビール

わたあめ･かき氷

似顔絵会

野菜果物市
園児のお絵かき展示

ＫＤＣダンス

コスモスタ-ズ

7月7日㊏
7月8日㊐

午後１時～9時
午前10時～午後4時

　　　　震災復興支援

　　ありがとうございます。

め～いど～（うまい）･イン･アオモリ

の農水産・お菓子は、すべて

めじゃー（一流･おいしい）な商品です。

　　ご賞味ください。

　　　 こんにちは。

　喜多方ラーメンの町、

福島県喜多方市の「喜多方ラーメン」

のほかに菓子･豆菓子･漬物･惣菜･

米･味噌などを多数持って来ます。

皆様のご来店をお待ちしております。

いちご煮
1,260円 415g
ウニとアワビを潮汁で仕立て、
そのままの風味を缶詰にパック
しました。お吸い物、炊き込み
ご飯にどうぞ。

かつお風味にんにく
525円 150g
青森県はにんにくの生産量は日
本一です。無臭でコクのある味
わいが人気を呼んでいます。

さんま水煮
450円 410g
三陸産のさんまをフ
レッシュ加工。水煮
なのでそのままでも、
サラダに和えても、
万能な缶詰です。

無選別南部せんべい
詰合せ
500円 9 種 18 枚

色んな南部せんべいが入っ
たお得な詰合せ。どんな南
部せんべいを選んだらいい
か迷ったときにはまずこれ
をお試しください！

かりんとうまんじゅう
500円 10 個

皮はサクっと香ばしい黒
糖風味。中は程よい甘さ
のしっとりこしあん。
トースターでほんのひと
手間でもっと美味しくな
ります。


