ひらけ、まちの魅力
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まちの魅力と出逢う２日間
五泉市はニットだけでなく地元の方々に愛されている昔ながらの
商店街が残っているのも魅力の一つ。でも、馴染みのないお店は
初めて来た方にとっては敷居が高くなりがち…そんな皆さんにま
ちを身近に感じてもらうため、GOSEN KNIT FES の２日間、来場
者の皆様に向けてお店の心とトビラをオープンに！
期間中、各店舗で限定商品・メニューの販売や見学、地域の話が
聴けるなど各店で工夫を凝らした企画をご用意しお待ちしていま
す。いつもとちょっぴり違う五泉のまちとの出会いをお楽しみく
ださい！

会場：五泉市本町商店街 ほか

ライトアップ期間

‐

五泉ニットライトアート2021
in 五泉八幡宮

23

TUE

GOSEN
KNIT
LIGHT
ART

11.20

STU

五泉ニットの魅力を新しい形で次世代に
伝えるアートプロジェクト

< Light Up > 16:30 - 20:30
WORKSHOP（11.20,21限定）
一緒につくろうニットオブジェ
ニットを作る際に出た残糸を使った
大きなライトアートを作りませんか？
小さなお子様も参加できます！
11:00-16:00／予約不要

●荒天の場合など安全の為やむを得ず中止とする場合が
ございます。
●掲載内容は変更になる場合もございます。
最新情報はInstagramで更新しますのでご確認下さい。

主催：ニットフェスアンバサダー
(ニットライトアートチーム)
＠knitlightart

オープンストリート参画店舗一覧

１.「五健美」館
五泉市本町2-2-41

10:00-16:00

インスタグラムDM
@hiara104 @yotsubado̲tiger26
よつば堂＆陽葵楽による2,100(ニット)円コラボメニュー
①オーダーアクセサリー+耳つぼジュエリー(6粒)
②オーダーアクセサリー+ハンドケア(手湯付）
五健美2,100円福袋各日10コずつご用意！

３. 齋藤ラジオ店
五泉市本町2-4-2 10:00-17:00

ドールハウスと小さくてかわいい茶器を
展示します。ベンチに腰をかけてごゆっ
くりどうぞ。

５.message one
五泉市吉沢2-3-42 10:00-17:00
インスタグラムDM
@messageone.1

五泉市本町2-4-2

9:30-19:30

0250-43-0223

ニットフェス「ワゴンセール♪」
お好きなものをチョイスして！

４. 博金堂
五泉市本町2-3-24 10:00-18:30

「まちゼミ」開催｡五泉市から見える
山々の名前をわかりやすく解説。
景色を見る楽しさが倍増します。

6. やまちょう
五泉市本町3丁目3-13 10:00-18:30

0250-42-2430

アクセサリーなど数点をオリジナルバッグ
に入れて数量限定¥1,120(税込)で販売。

7. おかしのまつとく
9:00-18:00

本物のレンコンでアクセサリーを
作る体験ができます ￥800〜

8. 栄軒ベーカリー
五泉市本町3-4-1

20日（土）
7:00-19:00

0250-42-2430

0250-42-2430
お得なまつとくセット
・サクサク松シュー（カスタードか、ごま）
・はやでまんじゅう 210円でご提供です

９. 渡六菓子店
五泉市伊勢の川962-2 10:00-19:00

フェス限定メニュー210円！
当日までお楽しみに♪
日曜日はハチマンマルシェに出店します！

10. ギフト & プレゼント かじふく
五泉市本町3-2-27 10:00-18:00

0250-25-7288

0250-42-2430
「チェンチ」イタリア語で布の意味。
2月のカーニバルに食べられるお菓子
です。210円＋税

11. 割烹そば処にのみや
五泉市本町3-2-15

２. オグロスポーツ

0250-42-2020

0250-43-0223

五泉市本町2-2-39

・企画内容の詳細は各店舗までお問い合わせ下さい
企画内容は変更となる場合もございます
・写真撮影は店舗の方の了解を得て行ってください

11:30-14:00
17:30-22:30

0250-42-2210

お得なランチセットメニュー
・かつ丼+せいろorかけそば980円
・合盛りへぎそば（2人前）1,500円

お楽しみ満載！ワゴンセール
すみっコぐらし
18.8ステンスプーン Ets…

12. 日の出食堂
五泉市駅前1丁目8-4 11:30-15:00

17:00-20:30

0250-42-2331

21/22/23日さといも麺まつり
さといも麺各種850円を800円で。
次回使える50円引券も進呈します！

13. 中国飯店南龍
五泉市本町4-6-21

14. 鳳龍飯店
五泉市本町3-4-16 11:30-14:30

20日(土)11:00-14:00
17:00-20:00
21日(日)11:00-20:00

0250-42-3210

0250-43-1786

一押しメニュー、あっつあつの
「麻婆麺」値段50円引きの750円
にします。コロナ認定店。

一押しメニュー
からだを温める「鍋焼きうどん」

15.Grandpa&Grandma's House

16. 五泉ゲストハウス五ろり

五泉市馬下1490番地

五泉市別所1030番地

090-5804-6005

0250-27-1425

yuka0727rew@yahoo.co.jp

ちょっぴり昔の暮らしを体感できる宿
和室3部屋 最大9名
・一泊二食￥5,500/人
（共同調理、材料費込）
・素泊まり一泊￥4,000/人
チェックイン時に現金支払いをお願い
します。

田舎にある一軒家、五泉駅より2駅、
馬下駅から徒歩2分 駐車場2台分有
5部屋 最大10名 素泊¥3800/人
11月20〜23日各日限定1組
チェックイン時に現金支払いをお願い
します。

オー プ ン ス ト リ ー ト M A P（五泉駅周辺）
県道 17 号 新津村松線（９へ）

469

中国飯店南龍 13

9

渡六菓子店
五泉市総合会館

ファミリーマート
五泉本町店

五泉八幡宮

17

やまちょう 6
ギフト＆プレゼントかじふく
割烹そば処にのみや

11

17

14 鳳龍飯店
加茂信用金庫
8 栄軒ベーカリー 五泉支店

五泉下町郵便局
五泉郵便局

10

齋藤ラジオ店 3
博金堂 4

2 オグロスポーツ

第四北越銀行
五泉中央支店
おかしのまつとく 7
「五健美」館

五泉市立
図書館

1

第四北越銀行
五泉支店

LOOP＆LOOP

5 message one

（五泉ニット工業協同組合）

はばたき信用組合
五泉支店

12 日の出食堂
大光銀行
五泉支店
五泉南小学校
川島

五泉

駅

五泉駅 ˜ 五泉八幡宮まで徒歩約 15 分
この機会にぜひ商店街を歩いてみて下さい♪

境内で美味しい・楽しい出会いを。
開催日：11 月 20 日（土）、21（日） 10:00 〜 19:00
五泉八幡宮の境内を会場にマルシェを開催いたします。市内外から集まった
お店でお買い物やお食事、ワークショップをお楽しみください。

縁日屋
出店日：

20 日（土）

農業 Crew 御飯号
21 日（日）

Happy Berry

Sand &̲
20 日（土）

21 日（日）

新潟市内を中心にクレープの移動販売を
している Happy Berry です。
当日は季節限定のクレープやドリンクの
販売をさせていただきます。

月の雫
20 日（土）

さんぼん mix
21 日（日）

出店日：

Lia Lino

オフィス陽昇

21 日（日）

出店日：

耳に寄り添うセラピスト
『リアリノ』です。
耳には 100 ヶ所以上のツボがあり、体に
不調があると耳にもその反応が現れます。
耳ツボジュエリーでツボを刺激してオシ
ャレに美容と健康にアプローチします！！

21 日（日）

インスピレーションで書を書きます。

栄軒ベーカリー
出店日：

21 日（日）

新潟市内移動する雑貨屋さん・さんぼん
mix です。雑貨屋さんに行く機会の難し
い方へ 10 名ほどの作家さんの作品を見
て頂く機会を創りたく活動しています。
ハチマンマルシェでの出会い楽しみにし
ています。

ハンドメイド雑貨月の雫です。
がま口ポーチやバックなど、可愛い布小
物のお店です。
持っていると気持ちが弾むような、お気
に入りの１つを見つけに来て下さい。

出店日：

21 日（日）

出店日：

新潟市上古町に 2021 年 9 月 OPEN。
新潟市内の地名や橋にちなんだホットサ
ンドを提供。サンドに合わせたドリンク
もご用意！アツアツのホットサンドを
お楽しみください。

出店日：

21 日（日）

兼業農家ユニットの農業 Crew です！
今年収穫した新米コシヒカリや五泉産の
お野菜を使ったルーロー飯、自家栽培の
サツマイモや顔の見える農家さんから
その時々に仕入れる果樹を使った自家製
ドリンクをご用意します！

阿賀野市のめんつうさんに特注で作って
頂いたモチモチの太麺にオリジナルソー
スで鉄板焼きにした、アツアツソース焼
きそばです ! あと寒い季節にぴったりな
アツアツ豚汁ぜひどうぞ！

出店日：

20 日（土）

出店日：

キッズクリエイターきかく

21 日（日）

出演日：

老舗の商店街のお店です。
五泉市のソウルフードのコーヒーパンは
レトロなパッケージでパンはふかふか。
是非お召し上がりください。

20 日（土）

秋葉区を拠点に活動中のキッズダンスチ
ーム！今回皆で創作した「お祭りダンス」
に加え、GOSEN いずみ / いずみだんでら
いおんさんと、コンテンポラリーダンス
カンパニー NEphRiTE さんをお招きし
ダンスプログラムをお届けします。

五泉八幡宮

駐車場について
駐車場のない商店街のお店をご利用の
際、または五泉八幡宮の駐車場が満車
の際は 11 月 20 日、21 日限定で右
記の駐車場がご利用いただけます。
駐車場内の事故や盗難等のトラブルに
ついては責任を負いかねますのでご注
意ください。

※第二駐車場をお使いください

50 台

五泉市宮町５-45

第四北越銀行五泉中央支店

20 台

五泉市本町2丁目2-37

第四北越銀行五泉支店

20 台

五泉市本町1丁目2-33

大光銀行五泉支店

７台

五泉市駅前１丁目10-13

はばたき信用組合五泉支店

10 台

五泉市吉沢2丁目1-30

五泉市立図書館

30 台

五泉市郷屋川1丁目1-8

※図書館南側（安勝寺様側）の奥の方からご利用下さい

