
氷見市立博物館
氷見市の文化・歴史を勉強しよう！

春祭りの獅子舞宿
■期間：４月29日(土)から5月7日(日)
■時間：午前９時～午後５時
■場所：常設展示室移築民家
■料金：大人１００円、小・中学生５０円
※市内の小・中学生は無料

氷見市潮風ギャラリー

富山湾岸サイクリング201７ひみ番屋街

氷見沖クルージング 『孫とおでかけ』がお得

ご当地グルメを食べ歩き

氷見市海浜植物園

ひみ花とみどりのフェスタ２０１７

第１２回目の開催となる花とみどり
のフェスタ。
人力発電ストラックアウトを始め、
木工・竹細工づくりや地元シンガー
ミニライブ、花苗の販売、寄せ植え
体験など、楽しいコーナーがいっぱ
い！

■日時：５月１４日（日）
午前９時～午後４時

■料金：入場料無料

お孫さん（ひ孫）とおじいちゃんやおば
あちゃんが一緒に入館すると、入館
料が無料になります！

酸味と甘みのバランスが良い“紅ほっぺ”
や糖度が高い“おいCベリー”を摘み取っ
て味わってください。

■日時：毎日 午前10時～午後4時

■場所：ファーム中田

■料金：大人１,５００円、小人１,０００円

【お問合せ】氷見市観光協会

TEL：0766-74-5250

つまみ食いクーポン

氷見のご当地グルメをちょっとずつ食べ歩き！

■販売所：氷見市観光協会（JR氷見駅内）、

ひみ番屋街

■料金：400円（クーポン３枚付き）

濃紺の海を滑るように、阿尾城跡、
唐島、定置網などを、ゆったり巡ります。
（魚々座前出発）

エンタメ・パフォーマンスショー、獅子舞フェスタ、
特設屋台など、多彩な催しがあります。

4/23

5/14

沿道応援 ■日時：４月２３日（日）

■場所：①漁火ロード（午前８時半～午後２時半）
②比美乃江公園（午前９時～午後１時半）
③魚々座前（午前９時～午後２時）

以下の施設でお申し出ください。
①氷見市潮風ギャラリー
②氷見市立博物館

■期間：４月29日（土）から５月７日（日）

【お問合せ】氷見まちづくり㈱
TEL：0766-72-3400

いちご収穫体験 ※要予約

『プチグルメ氷見』同時開催
■日時：４月２３日（日）午前９時半～午後２時
■場所：中心市街地

【お問合せ】
氷見市観光交流課
TEL：0766-74-8106

【お問合せ】氷見市海浜植物園
TEL：0766-91-0100

【お問合せ】氷見市立博物館
TEL：0766-74-8231

■日時：５月３日（水）から毎日
午前９時から３０分ごと
（正午、午後０時３０分は運航なし）
※運行状況は、氷見沖クルージング
のツイッターでご確認ください。

■料金：大人１，０００円 小学生５００円

【お問合せ】氷見市観光協会
TEL：0766-74-5250

【お問合せ】氷見市観光協会
TEL：0766-74-5250

【お問合せ】氷見市子育て支援課
TEL：0766-74-8117

4/29
▼

5/7

獅子舞フェスタ

※このほか、特売品や催し物など盛りだくさん
■日時：５月３日（水）午後１時～

氷見の勇壮な獅子舞が見れます。

エンタメ・パフォーマンスショー

■日時：５月５日（金）
■対象：小学生以下

藤子不二雄Ⓐアートコレクション

藤子不二雄Ⓐ先生の人気キャラクター「怪物くん」と

「忍者ハットリくん」とに会おう！

キャラクターグリーティング
■登場予定キャラクター
忍者ハットリくん登場：４月２９日、５月３・５・６日
怪物くん登場： ４月３０日、５月４・５・７日

■時間：午前１０時半～、午後１時半～、午後２時半～の３回
（１回１５分程度）

５月５日は、忍者ハットリくんと怪物くん
がツーショットで登場するよ！

※キャラクターグリーティング：
キャラクターとふれ合ったり、
写真撮影をしたりすること

【お問合せ】氷見市潮風ギャラリー
TEL：0766-72-4800

Ⓒ藤子スタジオ

藤子不二雄Ⓐまんがワールドまつり
「こどもの日」は忍者ハットリくんの誕生日！藤子Ⓐグッズ
が当たる「氷見クイズラリー」など楽しいイベントがいっぱい！
■日時：５月５日（金）午前１０時～午後３時
■場所：氷見市中心市街地

新聞エコバックづくり教室
藤子不二雄Ⓐ先生のｷｬﾗｸﾀｰ満載の新聞紙で楽しい
エコバックを作ろう！
■日時：４月２２日（土）、２３日（日）

5月３日（水）、４日（木）、５日（金）
午前１１時～、午後１時～、午後２時～、
午後３時～(１回50分程度)
■場所：まちづくりバンク
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氷見あいやまガーデン

小高い丘に広がる花と緑の庭園。この季節チューリップ
等が園内を彩ります。
■時間：午前９時～午後４時半

■料金：大人800円、小人400円

【お問合せ】氷見あいやまガーデン

TEL：0766-72-4187

氷見昭和館

【お問合せ】氷見昭和館

TEL：0766-91-4000

ゴールデンウィークスペシャル

4/29
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地域交流イベント

水芭蕉ウオーキングｉｎ一刎
■日時：４月23日(日)午前10時～午後1時半
■場所：旧一刎小学校前
■料金：高校生以上500円、小・中学生300円
【お問合せ】水芭蕉ｳｫｰｷﾝｸﾞin一刎

TEL：0766-74-4711

粟原のタケノコ掘り体験
■日時：４月30日(日)午前9時～正午
■場所：駒つなぎ桜周辺
■料金：1,000円（タケノコ２本付き）
【お問合せ】氷見市観光交流課

TEL：0766-74-8106

リアルな薮田のかかし展
稀勢の里など時の人のリアルなかかしを展示
■期間：４月23日(日）から５月14日(日)
■場所：薮田かかしロード

【お問合せ】薮田かかし同好会

TEL：0766-72-2389

ひみラボ水族館
氷見に住む淡水魚を見に行こう！

【お問合せ】ひみラボ水族館
TEL：0766-91-2249

■時間：午前10時～午後３時半
■料金：入場料無料

食のイベント
漁師町あおぞら食堂
漁村の風景を楽しみながら、カブス汁などの漁師飯を食べてみませんか。
釣りや氷見沖クルージングも楽しめるよ！

■日時：５月１４日（日）
午前１１時～午後２時

■場所：九殿浜休憩所前
■料金：１，０００円（限定５０食）

【お問合せ】氷見市観光交流課

TEL：0766-74-8106

マジック、コメディなど楽しいパフォーマ
ンスが見れるよ。
■日時：５月５日（金）から７日（日）

午前1１時～、午後1時～

ごども忍にんｺﾞｰﾌﾚｯﾄﾃﾞｰ
総湯に入るとｺﾞｰﾌﾚｯﾄがもらえるよ。

Ⓐ

４月 ５月

北陸エレキフェスティバル
昭和の熱血エレキオヤジバンドが大終結！

■期間：４月29日(土)、３０日(日)

■時間：２９日午後６時、３０日午後３時
■場所：氷見平成館
■料金：2,000円、２日通し券3,500円
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5/14
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氷見市内イベント

ひみ番屋街

潮風ギャラリー

ひみ花とみどりのフェスタ 2017

「忍者ハットリくん」ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ

「怪物くん」」ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ

4月29日

4月30日

５月５日

５月３日

4月23日

５月４日

４月17日

４月18日

藤子不二雄 まんがワールドまつり

４月２２日／２３日 新聞エコバッグ教室 ５月３日／４日／５日 新聞エコバッグ教室

まるまげ祭り

５月５日 ５月７日

ごんごん鐘つき大会

５月１４日５月３日 唐島祭

4月23日 粟原タケノコ掘り体験水芭蕉ウオーキング IN一刎 4月30日

５月6日

薮田のかかし展

春祭りの獅子舞宿展示

5月14日漁師町あおぞら食堂

５月５日

５月３日

５月４日

獅子舞フェスタ

５月５日／６日／７日 エンタメ・パフォーマンスショー

藤子不二雄 ｷｬﾗｸﾀｰ氷見クイズラリー

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄｺﾝﾋﾞﾝｻｰ働くｸﾙﾏ無料体験

特設屋台（竹の子めし、みそ田楽、野菜天ぷら、氷見牛串、すり身汁など）

【総湯】アヒルちゃんと一緒にゆったり温泉）

５月５日 【総湯】こども忍にんｺﾞｰﾌﾚｯﾄﾃﾞｰ

５月５日

４月29日/30日北陸エレキフェスティバル

Ⓐ


