２４ 喜多方鉄道館日中線記念ミュージアム 【観】

至：熱塩・米沢方面

[旧会津商工信用組合]

●日中線記念館に残る思い出の品々や写真の展示、さらには会津鉄道をPR！

２５ はじめよう！鉄道模型「Ｎゲージ」 【観・遊】

想ひ出の七夕飾り
【エリア全区間】
全区間

想ひ出の七夕飾り 【観】

[イベント全区間]

１

●市内の園児や学校・企業等が制作した色鮮やかな七夕飾りトンネル！八重の桜部門も新設。

全区間

喜多方を漢字のまちにする会ギャラリー 【観】

全区間

ふれあい通り商店街フォトギャラリー 【観】

[商店街各店舗]

●商店街各店舗店頭に昔懐かしい街並みや商店街の様子を記録した写真パネルを展示。

1

あぐり（農具）ミュージアム 【観】

[山中煎餅本舗～喫茶くら間]

●今ではほとんど見ることのなくなった貴重な古民具や農具を展示。使い方分かるかな？

２ 乗すたるじぃミニ機関車 【遊】

[いわはし～フルーツ二瓶間]

●今年は新型のロマンスミニ機関車が登場！往復約300ｍの運転で小さな子どもに大人気。

３ 喜多方六斎軽トラ市 【買】

[中の越後屋～宮下陶器店間]

●すっかりお馴染みの軽トラ市。新鮮な農産物や雑貨など売り切れ御免の大セール！

４ 発動機稼動・運転会 【観】

[旧冠木スタンド前]

●原風景にマッチした発動機の稼動実演運転会。ノスタルジックな音と煙、香りはまさにレトロ。

５ 蔵の写真＆生活雑貨ミュージアム 【観】

東邦銀行◎ 10
総合本部
警備本部
メインステージ
12 11
13
リオンドール◎
樂篆工房◎ 15

[旧左雨青果店]

●昭和歌謡界のスター春日八郎氏を愛する個人所有コレクション大公開。ファン感涙もののお宝が！

７ Always 三丁目の青春 【観】

中の越後屋◎
５ ３
浴衣の無料レンタル
無料着付けはここ！
７
９ ８
コープあいづ◎
会津商工信用組合◎

[やおやさん蔵人(旧嶋新商店)]

●貴重な蔵や蔵の街並み写真ギャラリー、そして昔懐かしい生活雑貨・生活用品を展示！

６ 春日八郎メモリアルミュージアム 【観】

２

昭和レトロミュージアム
19

[コープあいづ前]

●昭和の名車、オート三輪やバイクなど貴重な車輌を展示。青春時代に想いを馳せよう！

８ ゆかたで歩きまＳｈｏｗ 【癒】

23

[コープあいづあいあいホール和室]

26

●レトロには浴衣が似合う！浴衣のレンタルや持参した浴衣の着付けをプロがお手伝い！（無料）

９ 盲導犬と触れ合う“アイメイト協会” 【癒】

◎さかいや生花店

[コープあいづ前]

下町〒◎

29
蔵見世◎

16
17

[会津商工信用組合～リオンドール間]

４

２８ 道路に落書きしちゃおう！ 【遊】

◎ラーメン蔵美
６
マーケット通り
仮装行列スタート地点
【13日・18:00～】
◎島慶園
◎清水屋種苗園芸
◎清川商店
昭和レトロ
14
ミュージアム２号館
◎蔵のまち案内所
18

大丸呉服店◎

20
21
22

[清川商店前]

１４ 昭和レトロミュージアム２号館 【観】

24 25
◎写真の小川
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13 30
28
◎冠木薬店

39 38 37
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45

１９ 昭和レトロミュージアム 【観】

[旧まつや衣料店]

●昭和年代の子供部屋や台所、茶の間やリビングなどを再現…これぞ元祖レトロミュージアム！

２０ 金看板ミュージアム 【観】

[晩酌屋喜っせ前]

●昔から薬商に残る貴重な金看板を一堂に展示。薬の謂れや効能など君も物知り博士になれる！

２１ ブックミュージアム 【観】

[笹屋旅館前]

４０ 昭和レトロ掘り出し市 【買】
◎松本屋
17

[笹屋旅館間]
[焼肉春楽苑北側]

[焼肉春楽苑北側]
[焼肉春楽苑北側]

40
41

[焼肉春楽苑前]

●昔懐かしい雑貨や玩具、プラモデル、ミニカー、骨董などマニアにはたまらない珍しいお宝を販売！

４１ 自転車ミュージアム 【観】

◎若喜商店
◎ふれあい夢くうかん
42 43 44
◎江川本店
46

47
想ひ出の七夕飾り
【エリア全区間】

木野帽子店◎
48
日進堂時計店◎
大衆グルメ
青空市場

仮装行列ゴール地点
【13日・19:00～予定】

[江川本店前]

●昔懐かしい今ではデッドストックもののレアな自転車大集合！今でもそのスタイルに惚れ惚れ。

４２ フォトミュージアム 【観】

[ふれあい夢くうかん前]

●喜多方市の昭和年代の街並みやイベントなどの様子を撮影した懐かしい写真を展示。

４３ カメラミュージアム 【観】

[ふれあい夢くうかん]

●コニカミノルタ製の貴重なレトロ・クラシックなカメラが勢揃い！カメラ好きにはたまらない空間。
[ふれあい夢くうかん]

４５ 瓜生岩子ミュージアム 【観】

[旧若菜着付教室]

●喜多方が誇る日本のナイチンゲール瓜生岩子。その生涯にスポットを当て分かり易く紹介！

４６ 懐菓子マーケット 【食・験】

[江川本店]

●老舗菓子舗の懐かし和菓子販売。どら焼きの餡詰め体験もできちゃうぞ。水飴も無料でプレゼント！

４７ レトロモーターＳｈｏｗ 【観】

[第二白虎写真館～さつきビル間]

●激動の昭和を駆け抜けた往年の名車が一挙集結！こだわりのチューンやエンジン音に心を躍らせろ！

50 49

４８ 下町南部商工振興会「味の横丁」 【食】

◎五十嵐製麺

サトーベーカリー◎

[日進堂北側]

●焼き鳥やフランクフルト、冷たい生ビールなどなど…焼けた甘～いタレの香りが食欲をそそる！

51

４９ 大衆グルメ「青空市場」 【食・験】

[旧ジャンボ会館]

●県内や被災地、近県のご当地グルメ大集合！プールやマグロの解体実演、各種体験コーナーも充実！

５０ 県立テクノアカデミー会津物販ブース 【食】

[メガネのSATO前]

至：国道１２１号

至：喜多方駅

[福島銀行駐車場]

●喜多方手づくり市実行委員会による和洋雑貨はじめ手工芸品等の販売ブース。

[焼肉春楽苑北側]

３９ 巨大迷路「昭和の迷宮大冒険」 【遊】

●昔懐かしい漫画や雑誌など所狭しと展示。昭和ならではのイラストタッチやキャッチコピーは必見！

２３ 喜多方手づくり市 【買】

３４ 青空ミュージアム 【観】

●射的やおもちゃ釣りなど縁日には欠かせないブースが盛りだくさん！子どもに人気のフワフワも登場。

かねだや衣料◎

●少年時代に学んだ学校教室を再現。懐かしい木製の机と椅子に座って思いを馳せよう。

[喜多方蔵座敷美術館前]

●地元コミュニティエフエムによるレトロ横丁会場からのサテライトブース。当日の会場の様子を発信。

●黄金の時代と謳われた昭和の名曲レコード、ステレオなどを展示。今、青春時代が甦る！

[メガネのSATO前]

２２ 甦る少年時代！学校ミュージアム 【観】

３３ 喜多方シティエフエムサテライトブース 【聴】

４４ みゅーじっくミュージアム 【観】

[旧島三商店～浜町食堂間]

●自分の生年月日や記念日の出来事が掲載された当時の新聞一面記事を無料でプレゼント！

[五十嵐商店前]

●喜多方桐桜高校生徒による教育販売実習ブース。カキ氷やドリンク、焼き鳥など元気ハツラツ販売！

３８ 昔懐かし楽し縁日ゾーン 【買・遊】

[旧島三商店～浜町食堂間]

[蔵のまち観光案内所]

３２ 喜多方桐桜高校実習ブース 【買・食】

３７ 御仮屋「レトロ神社」＆巨大鳥居 【楽】

●昭和年代の街中やお店ではお馴染みの懐かしいホーロー看板や当時の販促チラシを展示。

１８ 福島民報社記念日新聞プレゼント 【楽】

[大関理容所～カメラの大野間]

●形や大きさ、乗り方も様々…不思議でおもしろい自転車やちびっ子向け遊具の試乗ができるよ。
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喜多方蔵座敷美術館◎
36 35 34 33

●喜多方が誇る篆刻家高橋政巳氏主宰工房。漢字の歴史や成り立ちなどが学べるよ！

●1枚1枚が手描きの懐かし名作映画看板や各種ポスターを展示。若かりし頃の想い出が甦る！

３１ ザ・ゴールデンマーケット 【買・食】

●酒箱を活用した幅20ｍ×奥行8ｍの巨大迷路が出現！ぐるぐる迷宮を抜け出し駄菓子をもらっちゃおう！

[樂篆工房]

１７ 映画看板＆ポスターミュージアム 【観】

[冠木薬店横]

●うれしい試食無料！13日：12時・14時・17時・19時～／14日：10時・12時・14時・16時～ 各限定250食。

３６ おもしろ自転車＆乗り物コーナー 【遊】

31

[旧島三商店]

１６ ホーロー看板＆チラシミュージアム 【観】

３０ ラーメン試食屋台 【食】

●金魚すくいや合わせくじ、クレープ、焼きそば、たこ焼き、かき氷…どれにしようかな？

◎ほしこう

●プレイバック商店街…昭和年代の商店街売り出しセールチラシや商売道具、抽選機などを展示中。

１５ なるほど漢字ミュージアム 【買・験】

[蔵見世前]

●コカコーラ、コロッケ、ソフト麺、揚げパンの給食王道セットメニューがなんと300円！（2日間限定500セット）

３５ 懐かし縁日レト露店 【食】

さがら◎

１２ めざせ！横丁マスター

●足湯ならぬ冷たい足水コーナー。湧き出ずる喜多方の地下水で疲れた足をリフレッシュ！

２９ 学校給食＆昭和グルメ 【食】

●蔵とラーメン、そしてレトロなまち喜多方。昔懐かしいレトロなお宝を青空の元に展示するよ。

●恒例！お馴染み巨大映画看板。幅約10ｍ、高さ4ｍの巨大映画看板はレトロ横丁のシンボル！

１３ 冷たい足水コーナー 【癒】

[靴のコバヤシ前]

●恒例！道路全体がでっかいキャンバス！この日だけは道路への落書きも怒られないぞ！

●地元農産物や加工品のほか米沢、宮城、仙台、秋田など各地のご当地グルメが味わえる！

[リオンドール前・焼肉春楽苑北側]

～遊んで！歩いて！ゲットだぜっ！！～ 【遊】
[リオンドール前特設テント]
●レトロ横丁会場内で数々の昔遊びバトルやクイズをクリアしながら得点を貯めて景品をGETしよう！

[写真の小川～冠木薬店間]

●喜多方レトロ横丁のシンボル、巨大鳥居。レトロ神社を囲む縁日ゾーンの目印としてどうぞ。

●赤ちょうちんと屋台が目印！ハイボールに生ビール、ホッピーをはじめ粋なおつまみ勢揃い。

１１ 懐かしの巨大映画看板 【観】

[旧ブックス石山]

●昔テレビに釘付けになったアニメや夢中になった懐かしいテレビゲームでいっぱい遊んじゃおう！
●ベーゴマやペッタ、ゴムとびにあやとり…懐かしい遊びや各種大会も充実！みんな集まれ！

●盲導犬としての仕事を終えた犬と子ども達のふれあいを通じて犬と人間との心のつながりを体験。

１０ 喜多方ちょうちん横丁 【食】

２６ 懐かし子どもアニメ塾＆ゲームミュージアム 【観】
２７ 頑固親父・お転婆娘の遊び塾 【遊】

[商店街各店舗]

●喜多方が誇る篆刻家高橋政巳氏による各店をイメージした古代文字漢字看板ギャラリーだよ。

[旧会津商工信用組合]

●精巧な鉄道模型「Ｎゲージ」のジオラマ展示や運転体験ができる。Ｎゲージの魅力がいっぱい！

至：塩川・会津坂下町方

[旧ジャンボ会館]

●県立テクノアカデミー会津自動車整備科による物販ブース。焼き鳥や焼きそばを販売！

５１ ミニ消防＆救急カート 【遊】

[サトーベーカリー～さつきビル間]

●ミニ消防カート＆ミニ救急カートに乗って気分は一人前の消防隊員！無料で乗れるよ！（13日のみ）
－

2013年

（昭和88年7月13日～14日）

83,000

－

