第14回 喜多方レトロ横丁 ★徹底攻略図★
全区間

喜多方を漢字のまちにする会ギャラリー 【観】

２５ カメラ＆フォトミュージアム 【観】

至：熱塩・米沢方面
◎大東銀行

[商店街各店舗]

２６ レトロ洋品店ギャラリー 【観】

●喜多方が誇った篆刻家（故）髙橋政巳氏による各店オリジナルの古代文字看板ギャラリーだよ。

全区間

ふれあい通り商店街一店一宝ギャラリー 【観】
想ひ出の七夕飾り 【観】

１

[商店街各店舗]

２

[会場全体]

中の越後屋◎

●市内の幼稚園・保育園や小中学校、企業や団体による華やかな七夕飾りが来場者をお出迎え！

１

乗すたるじぃミニ機関車 【遊】

２ 喜多方六斎軽トラ市 【買】

[山中煎餅本舗～中の越後屋間]

●お馴染みの軽トラ市。地元の新鮮な農産物や雑貨など売り切れ御免の大セール！

３ 昭和音魂アコースティックライブ 【聴】

[レストラントレビ駐車場・日進堂南]

●昭和を代表する名曲オンパレード！懐かしいメロディに思わず口ずさんでしまうかも？！

４ 手づくり市＆レトロのみの市 【買】

[グリーンホテル北側・旧冠木商店付近]

●和洋雑貨や小物はじめ手工芸品等の販売ブース。お宝いっぱい出張のみの市も同時開催。

５ 盲導犬と触れ合うレトロワンワン広場 【験】

[上野洋品店前]

●盲導犬としての仕事を終えた犬と子供達とのふれあい体験コーナー。

６ ヒッピーでハッピーな絵画展 【観】

[上海西側休憩所]

●ヒッピー文化を学んで絵を描き始めた小楠アキコ氏の喜多方にちなんだハッピー絵画作品展。

７ ゆかたで歩きまＳｈｏｗ 【癒】

浴衣レンタル
（有料）・着付

５

[コープあいづ前]
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[会津商工信用組合～東邦銀行間]

23 24

●赤ちょうちんと屋台がお馴染み！ハイボールや串焼き、雄国そばなど粋なグルメが勢揃い！

１０ ちょっとひと息…冷た～い足水 【癒】

[清川商店前]

●歩き疲れたそんな時は酒処喜多方の地酒仕込み水を使った冷た～い足水でちょっとひと休み…

１１ 懐かしの巨大映画看板 【観】

30 31
蔵見世◎

下町〒◎

[リオンドール前・焼肉春楽苑北]

●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！

１２ 喜多方ラーメン神社＆ラーメンミュージアム 【観・食】

[旧島三商店]

さがら◎
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１４ 樂篆工房なるほど漢字ミュージアム 【買・験】

25
◎レディス島屋
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[樂篆工房]

１５ 映画看板＆ポスターミュージアム 【観】
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[会場内各所]
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●1枚1枚手描きの懐かし名作映画看板や時代を感じさせるレトロなポスター・チラシを展示。

１６ 飯豊山ボンバーズ物販ブース 【食】
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FMサテライト

[旧浜町食堂前]

32 33
◎冠木薬店

●中央エリアの喜多方ちょうちん横丁に負けず劣らず豊富な飲食メニューが目白押し！

１９ 喜多方ＳＡＫＥ万国博覧会２０１８ 【呑・食】

モーターShow
本部

２０ やっぱり貴方の"そば"がいい…山都そば萬長 【食】

[べるはぁと北]

[GLホーム前]

●喜多方桐桜高校生徒による教育販売実習ブース。ラムネや水ヨーヨーなど元気ハツラツ販売！

２２ 昭和懐メロ青空歌謡ショー 【観・聴】

49

仮装行列折り返し
【14日・18:50～】

３４ 金看板ミュージアム＆お休み処 【観】

[旧大善]

●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！

３５ 懐かし縁日レト露店 【買・食】

[いしだ建材店～松本屋間]
[笹屋旅館前]
[笹屋旅館向]

[笹屋旅館前]

[笹屋旅館前]

４０ 福島阿波おどり協会阿波踊り体験教室 【験】

[笹屋旅館前交差点]

●福島阿波おどり協会による来場者を対象とした阿波踊り体験教室を開催！（時間適宜）

４１ 真夏の決戦！ＳＥＤ青空プロレス 【観・験】
４２ 昭和レトロ掘り出し市 【買】

[笹屋旅館前交差点]

[若喜商店北側路上]

●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！

◎若喜商店
◎ふれあい夢くうかん
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４３ 春日八郎メモリアルミュージアム 【観】
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４４ Always 三丁目の青春 【観】
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街頭献血ブース
【7/15のみ】

[旧会津エージェントサービス]

●昭和歌謡界のスター春日八郎氏を愛する個人秘蔵コレクション大公開。ファン感涙もののお宝も！
[旧会津エージェントサービス前]

４５ レトロDEナイトフィーバー 【遊・験】

[ふれあい夢くうかん]

●エネルギッシュな昭和の夜を象徴するディスコを再現！ＤＪやお馴染みの大道芸人も登場！

４６ 出張！木之本漆器店 【買】

[ふれあい夢くうかん前]

●涼しげな夏を演出する美しい風鈴の音色…木之本漆器店による風鈴や土産品販売ブース。

４７ 名車完全復元「初代クラウン」特別展示 【観】

[旧江川本店前]

●福島トヨタ自動車が完全復元し話題となった昭和37年式（RS31型）初代クラウンを特別展示公開！

４８ 懐菓子マーケット 【食・験】

[江川本店前]

４９ しもなん活性化協同組合「味の横丁」 【食】

◎五十嵐製麺

サトーベーカリー◎

[冨樫輪店北蔵庭]

●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！
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５０ 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大集結！車輌搬入時の会場内パレード走行は必見！

５１ みゅーじっくミュージアム 【観】

[旧ブックス石山2階]

至：国道１２１号

至：喜多方駅

[旧ブックス石山]

●日本漫画界の伝説…「手塚治虫」作品を中心とした貴重なブックコレクションを多数展示！

[冠木薬店横]

●うれしい試食！14日：12時・14時・17時・19時～／15日：10時・12時・14時～ 各限定250食。

●交差点に突如出現する特設リング！SEDアマチュアレスラーによるスペシャルマッチ開催！（15日のみ）

◎松本屋
42

●喜多方歌謡クラブによる昭和懐メロ・ヒット曲の数々。これぞ昭和懐メロ青空歌謡ショー！

２４ 手塚治虫ギャラリー＆ブックミュージアム 【観】

３３ お馴染み喜多方ラーメン試食屋台 【食】

●老舗菓子舗の懐かし和菓子やかき氷販売。輪投げコーナー（有料）や水飴も無料プレゼント！

かねだや衣料◎

●世界で勃発した妖怪同士の大戦争。囚われた日本の妖怪を助け出すことができるかな？（有料）

[冠木薬店横]

●甘くて美味！名物焼きとうもろこしをはじめ自然栽培にこだわった新鮮・安心・安全野菜のお百姓市！

●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？

日進堂時計店◎
３

[べるはぁと前]

２３ 恐怖のお化け屋敷「妖怪大戦争」 【験】

３２ 菜っぱ屋利久のお百姓市 【買・食】

３９ あぐり（農具）ミュージアム 【観】

●ラーメンに並ぶ喜多方ブランド！食通もうなる「そばの郷喜多方」が誇る絶品山都そば！

２１ 県立喜多方桐桜高校実習ブース 【食】

[蔵見世]

●生年月日や特別な記念日などお好きな年月日の福島民報一面記事をどうぞ！（1枚100円）

●射的やピンボール、駄菓子やカブトムシ販売など…縁日ならではの定番メニューがいっぱい！
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[べるはぁと北]

●市内蔵元一押しの地酒が勢揃い！全国有数の酒処喜多方の美味しい地酒の博覧会！

３１ 福島民報社記念日新聞コーナー 【楽】

３８ 昔懐かし楽し縁日ゾーン 【買・遊】

◎喜多方腎泌尿器クリニック

[旧レトロミュージアム]

[メガネのSATO前]

[蔵見世前]

●カレーソフト麺、メンチカツ、コーヒー牛乳の給食セットメニューが300円！（2日間限定400セット）

●今やレトロ横丁の代名詞！昭和20年代のオート三輪やメグロバイクなど貴重過ぎる車輌を展示！

●日中線記念館に残る貴重な鉄道関連資料を展示！鉄道模型Ｎゲージのジオラマや運転体験。

１８ ザ・ゴールデンマーケット 【食】

３０ 学校給食＆昭和グルメ 【食】

３７ 昭和の鼓動 発動機稼動・運転会 【観】

●県立テクノアカデミー有志による出展。喜多方B級グルメ焼き麺をはじめかき氷など販売！

１７ 日中線＆鉄道ミュージアム＆Ｎゲージ 【観・遊】

[冠木薬店間]

●ベーゴマやけん玉など昔懐かしい遊びや道路への落書き体験、餅つき大会も開催するよ！

●原風景にマッチした貴重な発動機の稼動実演運転会。ノスタルジックな音と煙と香りはまさにレトロ！
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●漢字の歴史や成り立ちを学びながら刻字体験！夏休みの自由研究や課題にもぴったりだよ！

[靴のコバヤシ前]

●傘バランスや空き缶積み、豆玉うつしなど子どもチャレンジランキングで君も遊びのチャンピオン！

●ちびっこに大人気！フワフワ遊具（100円）と青空ファミリープールで思いっきり遊んじゃおう！

◎ほしこう

喜多方蔵座敷美術館◎

２８ 子どもチャレラン（チャレンジランキング） 【遊】

３６ フワフワ＆プールちびっこ広場 【遊】

[旧島三商店蔵庭]

●普段は非公開の旧島三商店（長島家）の貴重なレンガ座敷蔵・蔵群を特別に一般公開！

[山時分店前]

●誰もが青春時代を過ごした学校教室再現。将棋や喜多方珠算連盟による珠算教室も開催。

●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？

15

想ひ出の七夕飾り
【エリア全区間】

●ラーメンのまち喜多方の新観光スポット！名物ラーメンソフトは味も見た目も話題沸騰中！

１３ 島三座敷蔵特別公開 【観】

◎蔵美 ４
６
マーケット通り

７ ８
コープあいづ◎
仮装行列スタート地点
会津商工信用組合◎
【14日・17:50～】
総合本部
◎島慶園
東邦銀行◎
警備本部
９
メインステージ
10 ◎清川商店
11
リオンドール◎
12 13
樂篆工房◎ 14
15 ◎蔵のまち案内所

お化け屋敷
妖怪大戦争

２７ 懐かしの学校＆そろばんミュージアム 【観・験】

２９ 頑固親父・お転婆娘の遊び塾＆落書き 【遊】

[コープあいづあいあいホール和室]

●レトロ横丁会場内を駆け巡る粋な人力車とベロタクシー（有料）！一緒に記念撮影もいかが？

９ 喜多方ちょうちん横丁 【食】

４

４

●レトロ横丁は浴衣姿で楽しもう！浴衣レンタル（有料）＆着付け、ヘアアレンジサービスが大人気！

８ 人力車＆ベロタクシー 【験】

◎さかいや生花店
スタンプラリー
３
受付・抽選会場
４

[仲町蔵庭～上野洋品店間]

●超本格ミニ機関車で昭和年代へタイムスリップ！往復約200ｍの運転で大人気。（1回300円）

[レディス島屋前]

●昭和年代の流行ファッションをはじめレトロな洋服を展示、洋品店さながらの空間を再現！

●商店街各店舗店頭（店内）に昔懐かしいレトロなお宝品を展示。商店街全体がギャラリーに！

全区間

[写真の小川]

●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。

至：塩川・会津坂下町方面

[木野帽子店南]

●黄金の時代と謳われた昭和の名曲レコードジャケットや貴重なステレオ、ラジオなど多数展示！

５２ レトロボンネットバス展示・公開 【観】

[かねだや衣料前付近]

●現在も定期路線運行されている広田タクシーレトロボンネットバスを展示公開！（14日のみ）
－

2018年

（昭和93年7月14日～15日）

83,000

－

