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いけだdeデートいけだdeデート

夕涼みに
おそろいの浴衣を着て
お庭でゆっくり過ごしてみては

ごのみボーイプレゼンツごのみボーイプレゼンツ

季節のお昼膳はその時期の味覚がぎゅっと詰まっており、
おこわや雑煮とボリュームも満点！おちついた雰囲気
の店内にはこれからの季節にぴったりな薪ストーブも
あり、心も身体もポカポカに。デザートにあまーい
おしるこやあべかわ付きの抹茶はいかが ?

かずら橋のある志津原方面には川のすぐそばを歩ける遊歩道が
通っており、川の方へ続く階段を下りれば、木々に囲まれた幻想
的な風景が広がる。歩き疲れたら道の端のベンチで一休み。
川へ降りて水に触れてみたり自然と触れ合おう。

かずら橋のある志津原方面には川のすぐそばを歩ける遊歩道が
通っており、川の方へ続く階段を下りれば、木々に囲まれた幻想
的な風景が広がる。歩き疲れたら道の端のベンチで一休み。
川へ降りて水に触れてみたり自然と触れ合おう。

最近町内へ遊びに来てくれる方の年代層にちょっとした変化が。
そこで、のんびりとした時間と刺激を与えてくれるデートスポットを、
アクティブ、リラックス、アートコースに分けて
池田を知り尽くした “ごのみボーイ” がご提案！

最近町内へ遊びに来てくれる方の年代層にちょっとした変化が。
そこで、のんびりとした時間と刺激を与えてくれるデートスポットを、
アクティブ、リラックス、アートコースに分けて
池田を知り尽くした “ごのみボーイ” がご提案！

冠荘の温泉とコラーゲンたっぷりしし鍋で疲れ
た身体をリフレッシュ！美人の湯とも呼ばれる
その湯は、ぬるっとした感触でお肌もすべすべに！

冠荘の温泉とコラーゲンたっぷりしし鍋で疲れ
た身体をリフレッシュ！美人の湯とも呼ばれる
その湯は、ぬるっとした感触でお肌もすべすべに！
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2

稲荷 37-8-1
0778-44-8338
11:00 ～16:00
月曜日

営
休

おもちの母屋
志津原14-17
0778-44-7755
8:00 ～21:00
第1・3火曜日

営
休

渓流温泉冠荘

ボクに

つかまって！

あーーん

季節のお昼膳 800 円 おしるこ420 円

デートに
はコレ！

ごのみボーイ

きょうしろう君

頼れる彼にすべてを任せて…

自然遊歩道 自然遊歩道 ラブ ラブリッジdede

おもちの母屋 自然遊歩道7分 2 分 渓流温泉 冠荘リラックスコース移動時間目安



やわらかい
しし肉を
味わってみよう！

お面の表情は見る角度によって変わり面
白い。館内には１００面を超える能面が展
示されているので、じっくりと見てみてね。
美術館前の大きな面は小顔になれる記念
撮影スポット！

お面の表情は見る角度によって変わり面
白い。館内には１００面を超える能面が展
示されているので、じっくりと見てみてね。
美術館前の大きな面は小顔になれる記念
撮影スポット！

火にあたりながら、池田町で
とれた猪や鹿や山菜など旬の
食材がのった山賊丼を食べる
贅沢な時間を過ごせる。
地元の人も多く集まる酔虎夢
ならではの、ディープなお話しも
きけるかも。

火にあたりながら、池田町で
とれた猪や鹿や山菜など旬の
食材がのった山賊丼を食べる
贅沢な時間を過ごせる。
地元の人も多く集まる酔虎夢
ならではの、ディープなお話しも
きけるかも。

5
土合皿尾 4-5-9
090-9768-5300
11:00 ～15:00
土日祝のみ営業

営

酔虎 夢6
志津原17-2
0778-44-7757
10:00 ～16:00
土日祝は17:00
火曜日

営

休

能面美術館

4薮田 4-1-1
0778-44-6270
10:00 ～16:00
月曜日

営
休

Wood LABO Ikeda

写真とろうよ

池田山賊丼1,000 円

デートにはコレ！

ちゃんと

おさえてるから

大丈夫！

木の里工房をDIYで改装し10月にリニューアルオープン！
中に入ると広がる別世界！まるで、おもちゃのお家のよう。
遊びにきた思い出をカタチに残しちゃおう。

木の里工房をDIYで改装し10月にリニューアルオープン！
中に入ると広がる別世界！まるで、おもちゃのお家のよう。
遊びにきた思い出をカタチに残しちゃおう。

絶対に はなさないでね…

Wood LABO IkedaWood LABO Ikeda ハート固めdede

その他曜日、時間 要相談

Wood LABO Ikeda 酔虎 夢8 分 5 分 能面美術館アートコース移動時間目安

ごのみボーイ

せき君

http://kinosato-ikeda.jimdo.com/ をチェック！



恋みくじを引いて
二人の運を
占ってみてね！

志津原 28-16
0778-44-7474
10:00 ～17:00
火曜日

営
休

ツリーピクニック
アドベンチャーいけだ

デートにはコレ！

木の上ではまさに二人きりの空間、
怖くて進めないアナタを彼が優
しくリード。余裕が出てきたら、
普段見る事のできない高さから
広がる農村風景を楽しんで！

木の上ではまさに二人きりの空間、
怖くて進めないアナタを彼が優
しくリード。余裕が出てきたら、
普段見る事のできない高さから
広がる農村風景を楽しんで！

たくさん動いた後は、
カフェピクニックで
パフェやクリームもり
もりキャラメルマキ
アートで休憩タイム♪

たくさん動いた後は、
カフェピクニックで
パフェやクリームもり
もりキャラメルマキ
アートで休憩タイム♪

ゆらゆら揺れる橋で吊り橋効果も期待できる
けど、それだけじゃない。
恋のパワースポットかずら橋、そうよばれる
所以は橋から見られる景色にあるんです。

ゆらゆら揺れる橋で吊り橋効果も期待できる
けど、それだけじゃない。
恋のパワースポットかずら橋、そうよばれる
所以は橋から見られる景色にあるんです。

27 かずら橋

8
土合皿尾14-7-1
0778-44-6878
10:00 ～17:00
第1・3火曜日

営
休

そば道場

キャラメルマキアート550 円

打ったお蕎麦には打つ人の性格がでるんだとか。彼の性格もまるわかり！？
麺が太かったり、切れていなかったり…会話も自然と弾んでくる。
かずら橋や水車広場を望める席でいただきまーす。

打ったお蕎麦には打つ人の性格がでるんだとか。彼の性格もまるわかり！？
麺が太かったり、切れていなかったり…会話も自然と弾んでくる。
かずら橋や水車広場を望める席でいただきまーす。

ごのみボーイ

たくま君

私の彼はこんな人♡

そば道場そば道場 ゴースト伸ばしdede

ゆっくりで

いいよ

ハートの
ストロー！

ありがとう

ツリーピクニックアドベンチャーいけだ そば道場6 分 1分 かずら橋アクティブコース移動時間目安



春から夏にかけて緑に覆われていた池田町も、
秋に入ると黄金色の稲穂が目立つようになり、次第に紅葉の赤に移り変わっていきます。
また冬には雪の白が主役になりますが、家の中では暖色系の色が寒さを和らげてくれます。

色で愉しむ池田町
秋から冬.. うつりゆく里山の暮らし



おでかけスケジュール
秋&冬

秋から冬にかけてイベント盛りだくさん！気になるイベントチェックしてね♪

いけだ食の文化祭2016
池田町の旬の食材や、昔から受け継がれてきた伝統的な料理に出会える2日間。
町内に点在するおよそ 30 の店舗で、池田町の秋の味覚を楽しめるほか、池田
町の特産品が当たる「えぇイケダからぽん抽選会」や「まじめな米俵かつぎチャ
レンジ」などイベントも盛りだくさん。各店舗を巡りながら、秋の池田町の景色
もご堪能あれ。

場所：池田町内各所
問池田町役場産業振興課　☎0778-44-8005

11/12 土

13 日

薪割り予約販売会
薪割り体験（無料）や薪ストーブの展示・実演、薪の販売会を実施。
薪割り体験は小さなお子さんでも参加可能。
この機会に再生可能エネルギーである薪の良さを見直してみよう。
時間：10:00 ～16:00　入場無料
場所：薪の駅菅生（福井県今立郡池田町菅生　国道 476 号線沿い　角間郵便局近く）
問いけだ薪の会（事務局）　☎0778-44-7411

10/22土

23 日

秋のうまいもん祭り
毎年 5 月に行っている「うまいもん祭り」を、今年は 10 月に開催。池田
町産のそば粉を使用した各集落の手打ち蕎麦のほか、きびだんごやよもぎ
餅、その他秋の旬の味覚を多数ご用意。
場所は「まちの駅こってコテいけだ」駐車場で、10 時から開店。蕎麦な
どお昼頃には売り切れてしまう商品もあるため、早めの来店がオススメ。

時間：10:00 ～16:00　場所：「まちの駅こってコテいけだ」駐車場
問いけだ農村観光協会　☎0778-44-8060

10/ 2 日

いけだエコキャンドル2016
家庭で使用され不要になった食用油から廃油ろうそくを作り、池田町内で一斉に点灯させるイベ
ントで、キャンドルの明かりを楽しみながら、環境や人と人とのつながりを思い直す時間にしよう
と10 年以上続くいけだエコキャンドル。
今年も町内の幼稚園児からお年寄りが集まって、５月頃からこつこつと手作りし、今年は１万３千
個用意。当日は朝 8:30 からキャンドルを並べてくれるボランティアを募集中で、当日、飛び入り
でも参加可能。点火は18:00から。
時間：8:30 ～20:30　場所：志津原エリア（もくもくハウス周辺）
問いけだエコキャンドル実行委員会　☎0778-44-8060

9/24 土



農村de合宿キャンプセンター 10

水海の田楽能舞
田楽とは平安時代に庶民が田植えなどの農耕儀礼に笛や鼓で拍子をつけたも
ので、能は貴族を中心にたしなまれた伝統芸能である。水海の田楽能舞は、
鎌倉時代に幕府の執権だった北条時頼が諸国行脚の折、雪で立ち往生した
際に、村人が田楽を舞って慰めたところ、礼にと能舞を教えたことが起源と
される。750 年以上の時を積み重ねて、田楽と能舞をあわせて伝承している
ところから国の重要無形民俗文化財に指定されている。

禊：12:00 ～　田楽能舞奉納：13:00 ～
場所：福井県今立郡池田町水海　鵜甘神社
問いけだ農村観光協会　☎0778-44-8060

2017

2/ 15 水

場所：福井県今立郡池田町新保13-4
平日・元旦：9:00 ～16:00
土・日・祝日：9:00 ～17:00
定休：シーズン中は無休
問　営業期間中：新保ファミリースキー場　☎0778-44-7787
　　営業期間外：池田町役場特命政策課　☎0778-44-8210

廃校になった小学校を利用した合宿施設で、
体育館やナイター付きグラウンド、音楽スタジ
オ、木でリノベーションした食堂兼研修室など、
スポーツや音楽、研修など多様なニーズに合
わせて思い切り活動できる。
里山の自然や農山村の文化を活かした学習プ
ログラムもあり、池田ならではの学びの発見や
体験を味わうことができるのも魅力。

場所：福井県今立郡池田町菅生 23-42
チェックイン15:00　チェックアウト10:00
☎0778-44-6181
お問い合わせ時間 8:00 ～17:00
E-mail：ikedanousonkanko@gmail.com
http://ikeda-noson-camp.jp/

オススメ体験メニューオススメ体験メニュー

地元ガイドと一緒に、紅葉や木の実、きのこな
どを探しながら、足羽川沿いの自然遊歩道や白
山神社など、秋の志津原地区を散策。

秋の志津原ウォーキング

「いけだ薪の会」の指導のもと、斧を使って薪割
りを体験。その後、乾いた薪を使ってたき火をし、
焼き芋など簡単な調理を行う。

薪割り＆たき火体験

地元ガイドと一緒に、かんじきを履いて、雪に
閉ざされた日本の滝 100 選の「龍双ヶ滝」を
目指す。往復 2km強、約 3時間の行程。

かんじきウォーク

平均斜度10 度の緩やかなコースが特徴の新保
ファミリースキー場で、地元インストラクター
が初心者でも滑れるように丁寧に指導。

スキー教室

新保ファミリースキー場 9

最大傾斜 24 度、平均斜度 10 度の緩やかなゲレンデのスキー場で、小さな
お子さんやこれからスキーを始める初心者にオススメ。3 コースで構成され、
最長滑走距離は約 450m。ひと目でゲレンデが見渡せるため、よほど悪天
候でなければ子供が迷子になることもほとんどなく安心。レンタルショップ
やレストハウスも完備され、土・日・祝日はスキー教室も行っている。

秋

秋

冬

冬



交通のご案内
大阪から　ＪＲ（特急・武生駅まで）約2時間
　　　　　自動車（名神～北陸自動車道 武生I.Cまで)約3時間
名古屋から　ＪＲ（特急・武生駅まで）約2時間
　　　　　　自動車（名神～北陸自動車道 武生I.Cまで)約2.5時間
東京から　ＪＲ（東海道新幹線・米原経由特急・武生駅まで）約3.5時間
ＪＲ武生駅から　福鉄バス（稲荷バス停まで）約1時間
北陸自動車道 武生I.Cから　自動車 約30分

いけだ農村観光協会
〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷36-25-1
TEL.0778-44-8060   FAX.0778-44-8041

福井県池田町 観光 検 索

http://facebook.com/ikeda.nouson.kanko
最新情報満載！ Facebook更新中♪

発行者：いけだ農村観光協会　 発行：平成28年9月

池田の豆な豆乳カレー 560円

風味よく 味が濃い「池田町産大豆」たっぷり！
豆乳ベースのまろやかな深みのある味わい♪

ひと工夫で

おしゃれに

変身！

小豆
たっぷり！

もりもり秋の実りパフェ
580円

新作いけだ土産
新作 スイーツ

いけだごのみマップ
476

至福井市

おもちゃハウス
こどもと木

おもちゃハウス
こどもと木

池田小学校

池田中学校
水車

● JA池田会館
武生高等学校

池田分校

至越前市

至越前市

角間郵便局 ●

●

こんにゃく道場 ●

冠荘冠荘
酔虎 夢 5

喫茶 香喫茶 香

4

7

10

3

す わ あ づ きす わ あ づ き
須波阿湏疑神社・稲荷の大杉須波阿湏疑神社・稲荷の大杉

冠山

部子山

案内板

案内板
池田町役場

案内板

案内板

案内板

案内板

417

GS

GS

案内板

能楽の里
文化交流会館

●

こってコテいけだこってコテいけだ ●

●

●

わいわい
ドーム

●

●

JASTYJASTY ツリーピクニックアドベンチャー いけだ

農村de合宿キャンプセンター

日本最大級の冒険の森

10月リニューアルオープン！

かずら橋・
自然遊歩道

2

●

ファームハウス
コムニタ

●

いけだマルシェ 検 索

11月の最終の土日まで OPEN!
（雪の状況で早まる可能性もあります）

新保ファミリースキー場9

1 おもちの母屋Wood LABO Ikeda

能面美術館6

そば道場
8

べにや旅館・歩々

いけだマルシェ
週末
Onlyこってコテいけだ前おいしい

もの

あります
♪

こってコテいけだ、冠荘にて販売こってコテいけだ、冠荘にて販売 ツリーピクニックアドベンチャーいけだ内のカフェピクニックにてツリーピクニックアドベンチャーいけだ内のカフェピクニックにて


