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稲刈りも終わったところが多くなり、すっかり秋を感じるようになりました。
朝夕と日中の気温差があるので、体調を崩されないようにお気を付け下さい。

下條村観光協会では 2014 年度 abn ふるさと CM 大賞に応募しました。
作品タイトルは「開運！ 入登山神社の勝守」です。
山岳信仰・勝運の神様として 620 年の歴史のある入登山神社は
標高７７７ｍに位置し、勝ち運にあやかった神社オリジナルのお守り
“勝守”が今大人気で全国から参拝者が訪れています。
県内のみなさんにも知っていただきたいと思い、カッセイカマンや
村民のみなさんにご協力頂き、作品が完成しました。
撮影に関わっていただいたみなさん、ありがとうございました。
これから一次審査・二次審査があり、一次審査を通過することがで
きましたら、平成 27 年の１月初旬に「新春特別番組 abn・八十二
『第 14 回ふるさと CM 大賞 NAGANO』として放送される予定です。大賞
目指して頑張りましたので、ご期待ください！
今年もかわいい子ども達
今年 もかわいい子ども達
の演技が見ら
の演技が見られます！

10/18.19 日の２日間。
今年もやります！ 大特売タイムサービス！！
マグロ解体ショー・カッセイカマンも来るよ！！
エルコンパスナカガワ・ワインショップがリニューアルしました！

詳細は広告チラシ or ホームページをご覧下さい。
http://shop-hisawa.jimdo.com/ (左 QR ｺｰﾄﾞよりどうぞ)
最新広告やお買い得情報など随時更新していきます
ので、チェックしてくださいね。

１２月６日

コスモホールにて

○開 場
4：30～ ○第１部 和太鼓演奏
5：00～
○ディナー開始 4：40～ ○第２部 爆笑ものまねショー 5：40～

下條村観光協会 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委員会
村内で、迫力の和太鼓演奏＆大爆笑ものまねディナーショーが楽しめます！
信州伊那谷を拠点に活動する和太鼓奏者吟遊打人塩原良さん。
橋幸夫のそっくりさん キューティー橋さんと、八代亜紀のそっくりさん 鮎川ゆき

平成 26 年 11 月 23 日
コスモホール
午後より
午後より

さんが歌って踊って会場の皆様と一体となって繰り広げられる超爆笑ステージ
下條こども歌舞伎教室

中学校歌舞伎クラブ
下條村歌舞伎保存会

浪曼の館 月下美人で同窓会はいかがですか？
１５名以上集まれば同窓会プランがお得です！

ショーを開催します。またとない大企画となっておりますので、是非みなさ

んお出かけください。定員になり次第締め切りますのでお早めに！
２時間飲み放題＋宿泊で
○特別前売券

３演目の予定
演目の予定です。
予定です。
お楽しみに！

平日・日曜日
土曜日・祝前日

１３，０００（税込）
１５，０００（税込）
○当 日 券

お一人様 ５，０００円(食事付・飲物別料金)
子供 ２，０００円（小学生まで）
大人 ７，０００円 子供 ３，０００円(会場販売)

お問い合わせ・ご予約は
お問い合わせ・ご予約は

浪曼の館 月下美人 電話：２７-１００７
陽皐ショッピングセンター(協)

《最新情報はこちら》
http://shimojo
http://shimojo/shimojo-kanko.jp/
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電話：27-３４９６
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来年５０周年を記念して、
天竜ライン下りの素晴らしさを
切手にしました！
飯田下伊那限定販売で１０００部
の販売です。
数に限りがありますので、
お早目にお買い求めください。

☆年賀はがき 10 月 30 日(木)発売
毎年人気のディズニーキャラクター年賀・インクジェット写真等人気
の種類は早期に売切れるため、早めの予約をお願いします。
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寒くなってくるとあったか～いものが食べたくなりますね。

☆お食事処東山 （27-3510）のおすすめ！
かんぽの学資保険がさら
に魅力アップ！しました。
戻り率が約 111.4％に！
ご契約者の加入年齢に制
限 が ない 型も 加 わった の
で お孫 さ ん へか け る こ と
もできます。
＊学資保険＊養老保険
＊終身保険 など・・
保証設計書を作成してい

☆年賀状印刷サービス（9/16(土)～12/19 日（金））
喪中・寒中ハガキ印刷も承ります。
早期お申込みで割引いたします。
10/31 日まで 15％割引 12/10 まで 10％割引
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☆鍋焼きラーメン 味噌 780 円
醤油 720 円(税込)
☆鍋焼きうどん など ほかにもありますので是非ご来店ください。
《東山のお得な日♪》
水曜日はカレーライスの日。金曜日はマーボーラーメンの日。セットもあり大変お得です。
ながの子育てパスポート提示で、アンパンマン紙パックジュースプレゼント！

☆居酒屋寿司 入船 （27-3630）のおすすめ！
☆各種鍋 ご予約承り中です。居酒屋メニューで安く飲めます。

ただいたお客様に COACH
COACH
のオリジ ナルプレ ゼン トを
さしあげます！
お気軽にご相談ください

☆お歳暮カタログ 申込み 10/30～
早期申込み割引商品あります
早期申込み割引商品

☆下條郵便局 27-2242 陽皐郵便局 27-2049

★新企画★

毎月第１土曜日・第３土曜日

☆２組８名以上そろうと、「土曜パック」がお得です！！

収穫の秋！ 毎日新鮮な野菜・果樹など多数
入荷中です。是非のぞいてみてください。
１０月土・日曜日に栗きんとん・栗おこわ販売
中。栗がなくなったら終了になるのでお早めに
どうぞ。
おでんに手作りジャンボこんにゃく、柔らかくて
美味しいのでおすすめです。

ご予約いただきご購入頂き
ありがとうございました。
使用期限は平成 27 年１月３１日
となっておりますので、お忘れ
のないようにお使いください。

下條村商工会
℡ 27-2226

下條ふるさとうまい会 ℡ 27-2911
昼食＋ワンドリンクが付いて…
メンバー
６，０００円（利用税・消費税込）
ビジター １３，５００円（利用税・消費税込）
さらに、リピート券使用により１，０００円割引
１２，５００円（利用税・消費税込）
さらにさらに！
３組以上になれば、カートフィ割増もなくなります。
※「土曜パック」以外ですと、バック数割増になります。

コンペじゃなくても、人数が集まったら是非ご予約お待ちしております！！
ご予約時、 「土曜パック」で！ とお申し込みください。

飯田カントリー倶楽部 ご予約☎ ２７－２５００
－ ３
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観光協会では秋のクリーンキャンペーンを
村内を１１名の会員さんと１時間半かけて行い
軽トラック１台分のごみを拾いました。
空き缶とたばこのポイ捨てが多く、ビニール・
缶・たばこのフィルター等は自然にはなくならず
自然にはなくならず
残ってしまって
残ってしまっています
っています。
います
どんなものでもお金を出せば簡単に買える
時代ですが、自然愛護の為にも自分の出した
ごみは責任を持って必ず持ち帰りたいですね。 下條村観光協会 景観向上委員会
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