
周年
4/24～5/9

2⃣ On The Corner
4/24 11:00～17:00 Square
屋外広場で小さなお祭り
[出店]
◎ min(ハンドメイドの洋服)
◎アトリエ宇-sora-(木工)
◎下岡千代里(陶芸)
◎工房ひぽ(陶芸)
◎eggart Bosworth(エッグアート)
◎ROND POINT(洋菓子)
◎Francoise(ポストカード)
◎cocoroColor(アートグッズ販売)

[キッチンカー]
◎Blue Line Garage

Cafe18
◎キノコラパン
◎Hibi Kitchen

[出演 ]
◎kentabugs
◎たまいようすけ
◎padge
◎だんだんよくなる

３⃣ まちなかワークショップ

4/28 13:00～15:00
3F Kitchin 予約制 有料

「疫病除けの赤べこ」
を押絵で作ってみま
しょう。
講師：ベラミ人形店
三村隆彦さん

4⃣ サンデイマルクト
5/1・5/2 9:30～ Square
オーガニックマーケット。
パン、野菜、フード、雑貨、クラフト等

[5/1]
◎耕芸くく(南箕輪村) 
◎古民家食堂 sabouしが(松本) 
◎菓子工房～enn～ (塩尻) 
◎焼き菓子工房MYU (安曇野) 
◎Matsumotopan(松本) 
◎大衆食堂 西条(筑北村) 
◎のそら工房(安曇野) 
◎矢沢加工所（塩尻）
◎正午の園 (下諏訪) 
◎bottacurry(大町) 
◎ITTA (松本) 
◎a blessing(白馬) 
◎neuf. (松本) 
◎Masala Sangam（木曽町）
◎仕立て屋まぁる (松本) 
◎inor-macrame fiber art- (塩尻) 
◎ラボラトリオ

[5/2]
◎SASAKI SEEDS (松本) 
◎こーさんのうち（松本）
◎インドカレー屋BABAじぃ (安曇
野)
◎アジアの屋台 sapa (池田町) 
◎Floral Design Studio MIKI&CO. 
(白馬)
◎nila natural enagy (松本) 
◎おむすび中村屋 (塩尻) 
◎シフォンケーキと焼き菓子工房
Arbre (安曇野) 
◎松本マフィン (松本) 
◎石窯パンハル (上田) 
◎Chat Noir (池田町) 
◎手作り菓子工房 小さな気持ち(池
田町) 
◎おかゆぱん工房-Mai-(駒ヶ根) 
◎信州ピクルスキッチン(長野市) 
◎macrame jewelry -komorebi-(松
本) 
◎Aas Ani （朝日村）
◎an（塩尻）

6⃣ 切りバラの販売・中野市
5/1・5/2・5/3 3F Kitchin
11:00～売り切れまで

母の日に、頑
張る私に！バ
ラの街、中野
市から期間中
毎朝新鮮なバ
ラをお届しま
す。

5本500円、10本800円でお好きなバラを
お選びいただけます。本数に限りがあり
ます。

1⃣ 丸山太郎展
4/28～5/30 11:00～18:00 
前期:1F Hall 後期:3F Studio
入場無料

丸山太郎（1909～85年）は、松本市
で民芸店を営みながら松本民芸館を
開設するなど、民芸作品の蒐集家と
して知られていますが、本展では丸
山太郎自身の作品、絵手紙や木版画
など約200点を展示しています。

4/29・5/5
子どもワークショップ

10:00～12:00 14:00～16:00
参加自由・無料

「太郎さんの鯉のぼり」をつくろ
う。「お手紙スタンプ」を押そう。

8⃣ Open Square
5/8 10:00～19:00 Square
5/9 10:00～17:00 Square

市民参加の
オープン
ステージです。
ダンス、
バンド、
ソロ演奏など。

5⃣ まちなか

Outdooｒ Park
5/3・5/4
11:00～16:00
Square

まちなかにアウトド
アパークが出現。
そよ風を感じなが
ら、おくつろぎくだ
さい。

7⃣ SHOP EVENT
各ショップでお得なイベント開催。

[A&Fカントリー]4/26～ 2F Shop
ベアボーンズ製A&Fロゴ入りカップ
プレゼント
期間中16500円（税込）以上お買い上げのお客様に先
着でプレゼント。数量限定。

[丸山珈琲] 5/1～5/9 1F Shop
期間限定販売 チョコパイジェラート
ロッテの人気商品「チョコパイ」と丸山珈琲の限定
コラボ商品！さらに5月8日・9日には丸山珈琲30周年
と信毎MG３周年の「３」にかけて、各日12食限定で
「333円」でご提供！

[松本ブルワリー] 5/2～5/4 Square
松ブルトレーラーでクラフトビール販売
外で気持ちよくビールを！松本ブルワリーの移動販
売車GW期間中に出店します。限定IPAも販売予定！

[POMGE] 5/3・5/4 2F Shop
りんごジュースのカップ販売
POMGEオススメのリンゴジュースをカップ販売！濃
厚な100％リンゴジュースを味わいください！お子様
はもちろん大人の方にもオススメです。

[和ダイニングくらすわ] 5/3・5/4 Square
くらすわ本店の人気ベーカリー販売！
くらすわ本店で販売中のベーカリーを数量限定で特
別販売。プレミアム食パン 1斤430円（税込）。他に
もカンパーニュ1個390円（税込）で販売予定！
お早めにお買い求めください！

[レストロリン] 5/3・5/4 Square
復活！？レストロリンのゲリラ弁当屋「８」
突如現れるレストロリンのゲリラ弁当。今回は5/3に
出現！中身は当日のお楽しみ！

[POMGE] 5/3 Square
サンサンワイナリー 試飲イベント
塩尻市サンサンワイナリーのシードルの試飲会を開
催！試飲された方には2階POMGE店舗で使えるクー
ポン券もプレゼント！

9⃣ ロンリーヒーローとおばけちゃん
4/24～ 9:00～22:00 3F Studio

朝日村在住の現代芸術家 下田ひかりさんの立体作品
を展示しています。

1⃣0⃣ アクトプロジェクション

「新・希望の虹」
4/24～ 18:30～20:30 Square

光の装飾です。雨の後にはきっと虹がでる。

Thanks

新型コロナウイルス感染防止のため、◎マスク着用、◎手指消毒、
◎人との距離の確保、にご協力ください。

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
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ｷﾉｺﾗﾊﾟﾝ

【POMGE】サンサンワイナリーのシードル試飲会 

【レストロリン】：復活！？ゲリラ弁当屋「８」 

7⃣　SHOP EVENT  ショップイベント 【くらすわ】くらすわ本店の人気ベーカリー販売

【POMGE】オススメりんごジュースのカップ販売 

【松本ブルワリー】松ブルトレーラーでクラフトビール販売

【丸山珈琲】期間限定販売チョコパイジェラート

【A&Fカントリー】ロゴ入りカッププレゼント（お買い上げ・先着条件あり）
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