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選手権大会選手権大会

小学生チームが競う小学生チームが競う

レッドカーペットの上を疾走！レッドカーペットの上を疾走！

18:0018:00～

ダンボールキャタピラーレースダンボールキャタピラーレース

ダンボールキャタピラーダンボールキャタピラー
せんしゅけんたいかいせんしゅけんたいかい

浴衣で踊ろう♪「大仏音頭」浴衣で踊ろう♪「大仏音頭」

大仏盆踊りの練習会大仏盆踊りの練習会
8月8月 3日(金)3日(金) 御旅屋通り御旅屋通り

8月8月 6日(月)6日(月)

「七夕飾り」の中で踊ろう♪「七夕飾り」の中で踊ろう♪

～20:0020:0019:0019:00

参加無料！参加無料！

・だがしの丸五商店さんのゲーム、千本引きだがしの丸五商店さんのゲーム、千本引き

・

インド料理インディラさんのカレーインド料理インディラさんのカレー・

ジャカッセさんの氷見牛メンチカツ、ジャカッセさんの氷見牛メンチカツ、ビッグフランクフルト などビッグフランクフルト など

クレープ＆カフェたまや さんのアイスクレープクレープ＆カフェたまや さんのアイスクレープ・

・コンマコーヒーさんのポーク赤ワイン煮込み、ソーダ などコンマコーヒーさんのポーク赤ワイン煮込み、ソーダ など

・

大仏茶屋さんのかき氷大仏茶屋さんのかき氷

・高岡忍者の館　 忍者メイク＆陰陽まが玉づくり高岡忍者の館　 忍者メイク＆陰陽まが玉づくり

サカヰヤさんのくじ引き、駄菓子サカヰヤさんのくじ引き、駄菓子

・

・「大仏カステラ」製作体験「大仏カステラ」製作体験

・「昔ながらの遊び道具」を作ろう！「昔ながらの遊び道具」を作ろう！

小島屋酒本店さんのドリンク小島屋酒本店さんのドリンク・

・

・

高岡流お好み焼き ととまる高岡流お好み焼き ととまる

大仏焼きそば大仏焼きそば

300
人

300
人

で踊る♪
で踊る♪

050-7116-3637



夏の日の「学び」と「遊び」
～商店主のチョットいい話～

「大仏むすび縁日」を運営する商店主達がお贈りする学びのひととき
 講座に参加していつもと違う自分を再発見！

受付期間 8月24（金）まで
講座へのお申込みは、各店舗へ直接お電話してください。

 『まちゼミ』は、お店の方が講師になって行う、少人数制の無料講座です。
（材料費が必要な講座も一部あります）

※各講座とも定員になり次第締切

8月26日　   14:00～16:00日 開講！
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大仏むすび縁日
会場

高岡大仏

初めての渓流ルアーフィッシング9

会場

申込

フィッシュクラフト マツモト

渓流釣り未経験者を対象にした、渓流ルアーフィッシ
ングの基礎講座。

TEL 0766-26-7739

① 15:00～15:45

対象／どなたでも
材料費／なし 講師／松本 浩明

【受付】 9:00～18:00
【定休日】 不定休

定員／5名
駐車場／３台

持ち物／なし

8

新聞記者のお仕事8

会場

申込

北陸中日新聞

取材から新聞ができるまでを現役の新聞記者が紹介します。
取材の仕方、見出しのつけ方、レイアウトの仕方など、世の中
の出来事を素早く正確に伝えるテクニックが満載です！

TEL 0766-22-0676

① 14:00～14:50

対象／小学4年～中学生
材料費／なし 講師／小寺 香菜子

【受付】 11:00～16:00
【定休日】 土・日・祝

定員／5名
駐車場／３台

持ち物／筆記用具

下町

節句人形店がお教えする 掛軸の取り扱い方7

会場

申込

BABY PLAZA サカヰヤ

いつまでも大切にしたい掛軸（天神様・雛
人形等）の掛け方や、収納方法のポイント
を分かりやすくお教えします。

TEL 0766-22-3137

① 14:30～15:15
対象／どなたでも

材料費／なし
駐車場／4台 講師／酒井 敏行

【受付】 10:00～17:00【定休日】 水曜日

定員／4名
持ち物／筆記用具

6

7

自転車安全教室6

会場

申込

中川サイクル

身長に合った自転車の大きさと調整方法から、日頃の
メンテナンス方法まで、自転車に関する大切な基礎知
識をお話しします。

TEL 0766-22-0381

① 14:00～14:40 ② 15:00～15:40
対象／どなたでも（小学5年生以下は親子で受講）

材料費／なし
講師／中川 俊逸

【受付】 9:00～17:00
【定休日】 水曜日

定員／5名
駐車場／なし持ち物／各自の自転車

5

大人のための“真珠”講座5

会場

申込

ジュエリー六渡

日本女性に欠かせないジュエリー  真珠。
良い真珠の選び方、お手入れの方法など
真珠に関する色々なお話しをいたします。

TEL 0766-23-3067

① 14:00～14:45 ② 15:00～15:45
対象／どなたでも

材料費／なし
駐車場／5台 講師／六渡 克之

【受付】 10:00～17:00【定休日】 水曜日

定員／3名（各回）
持ち物／なし

4

親子で体験☆ハーバリウム4

会場

申込

大仏茶屋

プリザーブドフラワーやドライフラワーをオイルで 
瓶詰めしたハーバリウム（＝植物標本）の制作体験です。
親子でオリジナルボトルを作ってみませんか？

TEL 0766-54-6678

① 14:00～14:30 ② 14:40～15:10 ③ 15:20～15:50
対象／小・中学生 親子
材料費／1,600円(1作品) 駐車場／なし

（親子それぞれ製作時は×2）
講師／関本 美由紀

【受付】 11:00～17:00
【定休日】 月曜日

定員／3組(各回) 持ち物／なし

2 3

55

おいしい日本茶のいれ方3

会場

申込

木田芳香園
TEL 0766-24-0120

① 14:00～14:15

急須、湯呑み、茶葉を使ったお茶のいれ方
をアドバイスします。

② 14:30～14:45
③ 15:00～15:15 ④ 15:30～15:45

対象／小学校高学年～
材料費／250円

駐車場／なし 講師／木田 淳也

【受付】 10:00～14:00【定休日】 水曜日

定員／4名（各回）
持ち物／なし

22

体験 ロボットプログラミング by ISD Office with ロボ団2

会場

申込

角久旅館 (主催：ISD Office)

「プログラミングって何？」自動運転ロボット(LEGO EV3)を
動かすための命令をパソコンで作り、コースの上を走ら
せます。 思い通りに動いてくれるか?! 楽しくチャレンジ♪

TEL 050-7116-3637

①14:00～14:25②14:30～14:55③15:00～15:25④15:30～15:55
対象／小学3年生～ 親子
材料費／なし 駐車場／3台 講師／松本 光司・吉谷 奈艶子

【受付】 10:00～17:00
【定休日】 不定休

定員／6名(各回) 持ち物／なし

1

ミニ盆栽の作り方1

会場

申込

ホビーショップ フランケン

ミニ植木鉢（10cm前後）を使った『スイレン盆栽』を
針金、スチレンボード、紙粘土、白色ペーパーを使い
約2時間でつくります。

TEL 0766-24-6294

① 13:30～15:30

対象／小学生以上
材料費／1,500円 講師／和田 日出雄

【受付】 13:30～15:30
【定休日】 水曜日

定員／4名または2組
駐車場／なし

持ち物／なし
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