
メロンマーブル
…………380円（税込）
メロンシャーベットとみるく
ジェラートを混ぜ合わせた、
この時期おすすめのジェラー
トです。

市貝町の里山で育てた蕎麦を、石臼で挽いて
そば粉にし、毎日手打ちしています。

糖度が高く、酸味
とのバランスが絶
妙です。

甘みと酸味のバラ
ンスがとれたトマ
ト本来の味。

食味は肉質が良
く、高糖度でコ
クがあります。

ビタミンＣ、リコ
ピンが多く含まれ
栄養価抜群！

里山いちごみるく
………430円（税込）
夏おとめ（夏秋採り
いちご）を使用した
人気ジェラート☆

夏の新鮮野菜特売！

各品税込価格です。

「パワーストーン」天然石
1,500円（税込）～

各種数量限定！

Premium Gelato　みるく
農産物加工所

夢 陶 房
ふれあいスペース

まちおこしセンター・農産物直売所・各施設 木曜定休　 営業時間：９時～１8時（3月～ 10 月）

道の駅サシバの里いちかい　 Tel: 0285-81-5401  カーナビでの場所検索は
「市貝町役場」でお願いします。
（住所・電話番号検索不可）

栃木県芳賀郡市貝町大字市塙１２７０　E-mail : sashiba@michinoeki-ichikai.jp　県道 69 号線（宇都宮・茂木線　芳賀・市貝バイパス沿い）

6 月 20 日・21 日

イッちゃん・カイちゃん 箸
置き

400 円を期間限定 350円

「手づくり器、花びん」

お買い得！

おとちゃんプリン・サッちゃんプリン
てっちゃんプリン 他生水羊羹

通常1個250円
⇒1個230円

水ようかん・柚子ようかん・梅ゼリー
……………通常1個120円⇒1個100円

カフェ三四八
ふれあいスペース

レストランはな（道の駅店）
ふれあいスペース

サシバ亭 ☎0285－81－6568
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道の駅 サシバの里いちかいサシバの里いちかい

桃太郎 ミニトマトりんか
れいか

麗夏

水ようかんまつり

ト マ ト ま つ り 夏のアスパラ
まつり

市貝町の夏の旬は

アスパラ！

市貝町の人気の
トマトを集めました

！

なくなり
次第、終了

お持ち帰り3本セットは

期間限定 900円☆
●早起き応援モーニング
　『時間限定　7時～9時』
　　………600円（税込）
　　　　　　 （ドリンク付）

●ホットドッグ
　……350円（税込）

JA農産物直売所 ☎0285－81－5647

 ☎0285－81－5825（ご注文はこちらへ）
●トマトがんも…１個 100円（税込）

●五野花がんも餃子
　…５個入り 200円（税込）

五 野 花
農産物加工所 

●トマトカレーパン
　………………１個150円

●ブルーベリーシフォンケーキ
　（ハーフカット）…１個280円

●ブルーベリースフレプリン
　………………１個280円

パン＆スィーツまつり

感謝祭 !!初夏の

サシバ亭軽食・甘味処

ふれあいスペース

●日光の天然氷
　 和の極（きわみ）

　 …通常550円→500円（税込）

6/20土
6/21日
6/20土
6/21日限定限定

6/21日6/21日に限りに限り

●ブルーベリージャム＆チーズパン
　………………１個140円

いち
かい
いち
かい

プリン祭り

●冷天そば…………800円
●冷天うどん………700円 ●そばセット………900円

天然のフワフワ氷に、
抹茶のシロップと北海
道産のあずきと練乳を
たっぷりかけた一品で
す！

スパイシーカレー

６００円

通常のカレーセットに季節の
フルーツをつけボリューム満
点でおまちしています。

限定20食限定20食

サラダ付サラダ付

６月 21 日日に抽選会をお
こないます（裏面をご覧

下さい）

●さっちゃん最中
　………通常120円⇒１個100円

●どら焼き
　（餡・苺・クリーム・バター）
　　　　　……１個130円
　（栗どら）……１個160円
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■お問い合わせ

    道の駅サシバの里いちかい
　　Tel: 0285-81-5401

携帯・スマホからは
こちらからアクセス

QRコード

栃木県芳賀郡市貝町大字市塙１２７０
県道69号線（宇都宮・茂木線　芳賀・市貝バイパス沿い）

木曜定休

道の駅サシバの里いちかい
公式webサイト
http://www.michinoeki-ichikai.jp
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●キーホルダー
●ストラップ
●缶バッジ
●マグネット

各420円

●道の駅でお買い上げ500円でスタンプ捺印します
●道の駅でお買い上げ1000円以上で「おもてなしサービス」の
　オリジナル缶バッジ（ミニ）を進呈します
　パスポートブック1冊につき1回限り

「パスポート」発行所「道の駅サシバの里いちかい」

（イメージ）

道の駅記念オリジナルグッズ
お求めは道の駅「まちおこしセンター」まで

時　　間 1回目 11時30分 
2回目 13時
3回目 14時30分

（ザ・ジェイミーズ）

※屋外の為、
　雨天中止

レパートリー
「ダイアナ・ルイジアナママ・
  バケーション・恋のバカンスetc」

道の駅記念きっぷ
販売中！
１枚 180円

6.28
日

6.21
日

いち
かい
いち
かい

市貝町の保育所と幼稚園のみなさんが、
願い事を書いた短冊をつけます。
主催：道の駅サシバの里いちかい出店者振興組合
協力：市塙保育所、杉山保育所、赤羽保育所、
　　　かみねの森保育園、市貝たいよう幼稚園
　　　　　　　　　　　　　　　　のみなさま

道の駅サシバの里いちかい 感謝祭＆七夕まつりイベント
三角くじ抽選会三角くじ抽選会感謝祭感謝祭

道の駅のお買い上げ1000円で1回、最高１０回まで。

ＴＨＥ ＪＡＭＩＥＳ

お食事券や素敵な賞品が当たります！

50Ｓ～60Ｓ オールディーズＰＯＰＳ コンサート

開　　始　９：00～
場　　所　ふれあいスペース前
参　　加　先着500名様、
　　　　　賞品が無くなり次第終了
主　　催　道の駅サシバの里いちかい出店者振興組合

サシバの里で
農業体験

里山の農産物収穫体験＆
田んぼのいきもの調査スタンプカードを

               開始します！
スタンプカードを
               開始します！

関東「道の駅」
スタンプブック２０１５
関東「道の駅」
スタンプブック２０１５

～田の草刈りとホタル観察会～

 9:00～（無くなるまで）
7.4
土

6.21
日

8.1
土

道の駅のお買い上げ

1000円で1回、最高10回まで。
主催：道の駅サシバの里いちかい

出店者振興組合
メダカすくいメダカすくい

七夕まつり七夕まつり

七夕まつり七夕まつり

６月27日土から７月７日火まで

道の駅の回廊に七夕飾りをします

市貝町の保育所と幼稚園のみなさんが、
願い事を書いた短冊をつけます。
主催：道の駅サシバの里いちかい出店者振興組合
協力：市塙保育所、杉山保育所、赤羽保育所、
　　　かみねの森保育園、市貝たいよう幼稚園
　　　　　　　　　　　　　　　　のみなさま

６月２０日土～
●道の駅でのお買い上げ５００円で１
ポイントとなります。

●当日のみ、まちおこしセンターで合
算してスタンプを押印します。

●３５ポイントで、道の駅で使用でき
る５００円分の商品券と交換します。

●この商品券の使用は、「道の駅サシ
バの里いちかい」のみとなります。

●使用期限は、商品券に記載されて
います。

●主　　催：サシバの里協議会
●受付開始：15:00
●集合場所：市貝町芝ざくら公園
　　　　　　（市貝町塩田）
●開催時間：15:30 ～ 21:00
●参 加 費：1,000 円
　　　　　　中学生以下 500 円
　　　　　　３歳未満無料
●定　　員：20名
　　　　　　（最少催行５名）
●申し込み先：道の駅
　　　　　　☎0285－81－5401

●主　　催：道の駅、栃木県
●集合時間：９時
●参 加 費：500 円
●集合場所：道の駅まちおこしセンター
●内　　容：・道の駅周辺の農業施
　　　　　　設と農場
　　　　　　・収穫体験はミニトマ
　　　　　　ト他を予定
●申し込み先：道の駅
　　　　　　☎0285－81－5401

平成２７年
開始 7月1日水販売開始！

道の駅サシバの里いちかい

「道の駅サシバの里いちかい」で、

昨年は、各駅で品切れとなりました、
お早目にお求めください。

オリジナルマップ付き

１冊３００円
全１６１駅 掲載

オリジナルマップ付き

１冊３００円
全１６１駅 掲載

●スタンプブック特典
●スタンプラリー2015
 開催期間：平成27年
11月30日まで

●10駅スタンプと全駅
スタンプで素敵な景
品をＧＥＴしよう！

●全駅制覇認証＆ステッ
カーのプレゼント！
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