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村内なら車の心配もないので気楽にお楽しみいただけます。忘年会・新年会などには
是非村内各飲食店をご利用ください。(税別)と表記がないものはすべて税込表示です。

事業所名

◆木綿屋給油所（27-2232）
◇コスモスの湯

１２月 29 日～
１月２日

◆リフレッシュパーク

１２月３１日午後５時まで
１月２日朝８時より

送迎

◎当日何回でも入浴できる

レスト秋桜
◎ご宴会 ￥3,780 より受付中です。
℡ 2727-3545
ご予算ご相談に応じます。

○
無料 入浴券サービス！

１２月 30 日午後～
日午後～
１月２日

◎ご宴会 ￥2,500 より承ります。
居酒屋料理・各種鍋も好評です。
ご予算ご相談に応じます。

１２月３１日午後 5 時 30 分まで
１月３日朝 8 時 30 分より 17 時まで

【灯油配達】３１日午後５時まで

PM５時から
昼は予約のみ

◎寿司皿盛り･お弁当･仕出し

常時予約承ります

吉丸屋
◎焼肉・すきやき・しゃぶしゃぶ等
◎会合などのお弁当・御肴･
℡ 27-2233
お客様のご予算・ご要望に応じてご用意させ
年末年始のオードブルなど、
予約のみ
ていただきます。ﾗｰﾒﾝやうどんもあります。
随時ご予約承っております。

○
要相談

１２月２９日
１２月２９日～１月
２９日～１月１日
～１月１日

入船寿司

℡2727-3630

◇イタクニ下條店(27-3000)

◆遊 牧 館
◇そばの城 １月１日
１月１日２
１日２日

お知らせ

定休：木曜日

◇うまいもの館

１２月３１日
１２月３１日(
３１日(17:30 受付終了)
受付終了)
１月１日
１月１日のみ休業
１日のみ休業

おすすめ宴会コース

１月５日より

寿司 吉村
◎会席宴会料理 ￥4,500(税別)より
最新情報はブログ「寿司吉村
℡ 2727-3737 （なお、ご予算は相談に応じます） おかみさん日記」をご覧ください。
◎1/4 より営業いたします。

入登山神社
入 野

神 明 社
山田河内

内

容

お知らせ

・各種御神符・お守りの頒布
1/２日に各種御祈願をいたします。
（家内安全／交通安全／縁結び／安産）
受付は当日午前９時から午後３時頃まで
・熊手 破魔矢の頒布
ご希望の方はお早めにどうぞ。
参拝者には元喜久水の杜氏さんの手作
元喜久水の杜氏さんの手作り
元喜久水の杜氏さんの手作りの
祈祷料は 三千円です。
甘酒が振舞われます。(なくなり次第終了)
・ 元 旦 祭 (1/1) 午 前 １ ０ 時 よ り ・御祈祷 午前 9 時 30 分～10 時まで受付
行いますので多くの皆様の初詣、 厄除/交通安全/家内安全/合格祈願/祝事/
参拝をおまちしております。
商売繁盛等 ご希望の方はお申し出下さい。

東 山
℡ 2727-3510

◎焼肉・鍋料理がおすすめです。
お客様のご希望・ご予算に応じて
定休：木曜日
ご用意させていただきます。
昼 11：00～14：30
鍋料理は 2,580 円からです。

☆ながの子育て支援パスポート☆
のご提示でお子さまに
紙パックジュース
プレゼント！

要相談

名称

http://blog.goo.ne.jp/susi-yosimura

夜 17：00～20：00

◎ご宴会おすすめ３コース
しらさぎ荘
・プレミアム信州牛すきやきｺｰｽ ￥4,860
℡ 2727-2265
・あったか満足鴨鍋ｺｰｽ
・あじわい豚しゃぶｺｰｽ

左記その他、ご予算ご要望に合わせ
て承ります。イス席も好評です。
◎おおぐて湖畔釣り情報は
「おおぐてのブログ」を検索

￥4,320
￥3,680

○

◎ご宴会 ￥4,470 より承ります。
《下條村内の方限定》
◎宿泊プランは１人プラス 6,480 円
◎カラオケサービス
月下美人
（休前日は+1,980 円(3 名以上)）です。
◎20 名以上焼酎１本サービス
℡ 2727-1008 ・いす席もご用意できます。

○

加 賀 美
◎ご宴会３コース(♨込)ご用意しております。 ◎日帰り入浴（１１：00～１４：３０）
￥4,320 ￥4,860 ￥5,400
村内の方 ４００円
℡ 2727-2888

○

浪漫の館
大山田神社
鎮西

・二年参り(樹齢八百年以上の大杉ﾊﾟﾜｰを！) ・獅子舞
31 日 PM11:30 頃～元旦 AM２時頃
元旦に伝統ある当神社の獅子舞が、
元旦朝８時～
～午後２時頃まで
神社氏子全家庭及び五部落地区の
・お札・お守頒布 お屠蘇・甘酒等
ご家庭を訪問し祝舞を致します。
ご用意してお待ちしています。

◎宿泊宴会 (♨込宿泊代別)
￥3,150 \1,680 から選べます。
豪華にしたい方は、3,150 円コース、
℡01200120量が少なくても良い方は 1680 円
933933-363
コース、その他追加注文も承ります。

一般の方にもご利用いただけます。

サンモリーユ下條
しょうげんじ

松源寺
除夜の鐘を 0 時、10 分前頃から 108 本鐘を打ちます。108 枚のお札を出します。
（27-3010）
檀家さん以外の方も是非どうぞ。正月時に新年のお参りもどうぞ。
小松原

◎日帰り入浴(11：00～14：00)
大人/500 円 小学生/200 円
◎ﾚｽﾄﾗﾝ赤石(11：00～13：30)

りょう が く じ

１２月２０日頃より１月終頃まで檀家さんが年末・年始のお参りにみえます。
龍 嶽寺
（27-2019） 檀家さん以外の方でもお参り下さい。
除夜の鐘（12/31 日）檀家さん以外の方も是非どうぞ。
鎮西
ゆうちょ＆ＪＡの 新春初貯金は １月５日から

－
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－

様々な特典をご用意して皆様のお越しをお待ちしています！

＊下記のお店も ぜひご利用ください＊ お食事に！

ガレージ

２７－２１８７ スナックさくら

しもじょう商品券の使用期限は 1/３１日までです。

－

二次会に！

※飲んだ時のお帰りは…
…

２７－３７８６ シズカタクシー（℡27-2321）
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お忘れのないようお使いください！

