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午後１時３０分～狂言「蚊相撲」
能「鞍馬天狗」を上映。
田楽能舞の特別披露も。

能楽の里文化交流会館
問/池田町教育委員会
0778-44-8006

2/22 日

午後２時～お能や狂言の舞台
体験会のほか狂言「清水」も
上演。ご家族で楽しめます。

能楽の里文化交流会館
問/池田町教育委員会
0778-44-8006

2/21 土

能楽ワークショップ
午後12時～舞人のみそぎ
午後1時～舞奉納
福井駅よりツアーバスも運行
（要予約）

鵜甘神社
問/いけだ農村観光協会
0778-44-8060

2/15 日

水海の田楽能舞

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♪
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冬の池田の
これな～んだ？
冬の池田の
これな～んだ？

雨から野菜を守る一方、冬の低温にあ
てることで野菜の甘みが増し、長期保
存も可能になる。むか～しから伝わる、
農家の知恵なのです。池田に来たら、
つんぼり探してみてね！

藁の中には、
たくさんの根菜類が！

答え：つんぼり

審査で選ばれた優秀作品な
ど約150点の迫力ある能面
を展示。

池田町能面美術館
問/池田町能面美術館
0778-44-7757

3/1 日1/30金～

第13回全国新作能面公募展開催記念第13回新作能面
展示会 能楽鑑賞会

鎌倉時代から伝わるという重要無形民俗文化財の「水海の田楽能舞」イベント盛りだくさん！

 読者モデル♥池田町在住 村上ファミリー＆涼子ちゃん＆真生ちゃん　発行者：いけだ農村観光協会　発行：平成26年12月

甘くても健康

おもちの母屋（ままや）
池田町稲荷
0778-44-8338
11:00-16:00
ランチ14:00まで
月曜日

営

休 Map8

池田町産米麹100％使用。
手作りのあったまる冬の特別メニュー。日替わりの
お茶請けでも、池田町の味覚が楽しめます。

こってコテいけだ「村の食堂」
池田町稲荷
0778-44-8050
11:00~16:00
ランチ14:00まで
木曜日

営

休 Map7

池田町産もち米を100％使用。
ちょっとひとやすみに、お腹もあっ
たまるおもちメニューを、薪ストー
ブのある店内でお楽しみください。

元気いっぱいおもちでおやつ

米と麹で作られた甘酒は、美肌成
分の麹（コウジ）酸を豊富に含み
ます。麹酸はシミの原因となる
メラニン生成を抑える効果有り！

池田町産大豆１００％
の手作り味噌は、母屋
特製！さっぱりと上品
なお味です。

厳選されたあずきを
ゆっくり煮込んだ、
なめらかなおしるこ。

おしるこ 420円おしるこ 420円

お雑煮 470円

池田町産100％づくし

＊表示価格は全て税込価格です。

いけだごのみマップ

甘酒 432円

甘酒でほっこりツヤツヤ

Be�u�i���Be�u�i���

できたてであったかい
あべかわ。
やわらかさと甘さが
絶妙の味わい。

あったかあべかわ 320円



池田町稲荷10-36-1
0778-44-7699
１１：３0～１４：３０
水曜定休

営
休

冬大根でさっぱりいた
だくおろし蕎麦。老舗の
味に、リピーターも多い。

水車

おろし蕎麦 650円

池田町土合皿尾14-7-1
0778-44-6878
10：00～17：00
（LO16:30）
第1・3火曜定休

営

休

そば道場
池田町池田11-3-3
0778-44-6217
12：00～13：30
17:30～２０：００
水曜定休

営

休

ご主人手打ちのそばは
素朴で風味豊か。お蕎麦
以外のメニューも豊富。

しらほ食堂　

おろし蕎麦 550円

広々としたお座敷で、雪
景色を眺めながらいた
だくお蕎麦は冬だけの
味わい。

おろし蕎麦 570円

Map4

池田町谷口1-1
0778-44-6952
9:30～20：00
不定休

営
休

喫茶 香

Map3
Map5 Map6

レトロな雰囲気のお店『喫茶 香』自然の恵みたっぷりのメニューがたくさん。
冬は上質な脂がのって美味しい猪がお勧め。くさみがなく柔らかく料理されたお肉をぜひ、お楽しみください。

猪ちゃん冷しゃぶサラダセット 1,000円

（サラダ＋香特製オムライスのセット）

猪肉しゃぶしゃぶに
ポン酢のさっぱりサラダ。

　自家製の旬野菜がたっぷり！

優しい味わいの中に、トマトの酸味が
効いている、昔ながらのシンプルな
オムライス。玉子とライスのバラン
スも絶妙♪町内外のリピーターも
多い、人気メニュー。

お肉の旨味たっぷり！なのに脂はさっぱ
り。とっても柔らかなお肉は、驚くほどの
美味しさ。どちらも食が進む、とっておき
の香メニューです。

猪ちゃんうどん 単品700円

猪ちゃん丼 単品700円

コーヒー 400円

ママが一杯ごとに
豆を挽き、

丁寧にコーヒーを
淹れてくれます。

冠荘の冬限定プラン ファームハウスコムニタの内から磨く、本格ジョシプラン

いけだの白銀世界で「スローフード」を満喫プラン♪

自然だけでなく、人間にも優しい農業を目指し、「ホンモノ」を追求し続けている
コムニタ。地元の素材をたっぷり使った、体に優しいこだわりのお食事は、ジョ
シだけでなく、小さなお子さんをもつファミリーにも人気。

ママもゆったり♪家族と過ごす、冬のごほうびプラン”スキーファミリーパック”
今年からスタート！お得な
ファミリーパックです。
せわしい日常から離れて、
池田の真っ白な白銀の
世界に、心癒されませんか？
いつも頑張るママさんに、
家族みんなと楽しめる
「ごほうびプラン」です。
親子でスキー＆温泉三昧♪
今夜は、一杯飲んで酔い
しれても大丈夫！

いけだではじめる“自分磨き”！
ファスティング勉強会

モデル・アスリートをはじめ、今注目を集めて
いる「ファスティング」。これは、単なる“ダイ
エット”目的ではなく、美容・健康維持のため
の体内リセットやデトックスをする健康療法
です。現在は、食が溢れている飽食の時代。
正しいファスティングをすることで、自分の体が
どう変化するのか・・・。冬の池田町で自分の
心と体に向き合ってみませんか？

講師：郷田美紀子さん
宮崎県綾町「薬膳茶房
オーガニックごうだ」代表

ファームハウス コムニタ Map2

池田町土合皿尾２-22-１
0778-44-７７４４

休 水曜定休
http://comunita-nakama.com/

ご予約
お問合せは

渓流温泉 冠荘 Map1

池田町志津原１４-１７
0778-44-7755
http://kanmuri.net/

営
休
日帰り温泉10:00～20:00
第1・3火曜定休

ご予約
お問合せは

●期間：1月～2月末日まで

●料金：11,500円（大人）
　　　 　8,500円（小学生）
          　  7,000円（幼児）
  1泊2食付き・新保ファミリー
  スキー場1日リフト券（

いけだの野菜でキレイになる！「冠荘」オリジナル”雪鍋”プラン
池田町の新鮮野菜＆越前
旨香豚がたっぷり入った
お鍋。いけだのあま～い
大根おろしをかけた、冬
だけの雪鍋。大根おろしは、
美肌やダイエット効果だけ
でなく、「医者いらず」と言
われるほど！雪景色に見と
れながら、池田食＆美人の
湯（温泉）で、“乙女タイム”を
お楽しみ♪

●期間：1月～3月末日まで

●料金：10,150円（平日料金）
　（1泊2食付き） 
    ※土日祝日は+1,000円となります。

※1週間前までに要予約

）

バス送迎サービスあります！
武生駅/福井駅

いけだの宿の冬期 限定宿泊プラン

宿泊者限定♪
冬の池田でしか体験できない
特別オプションツアー

宿泊者限定♪宿泊者限定♪宿泊者限定♪
冬の池田でしか体験できない
特別オプションツアー
　（2名様よりご予約承ります）

●初心者かんじき体験！
　冬のかずら橋を横断してみよう！
　（お一人様／1,000円）

●池田町餅米使用！
   もちつき体験
　（お一人様／2,000円）

●薪ストーブで
   温まりながら♪
   ピザづくり＆ランチ

　（お二人様ペア／3,600円）

もっと楽しむ
宿泊オプション

いけだの野菜でキレイになる！「冠荘」オリジナル”雪鍋”プラン

冬季通行止めの人気パワースポットを特別ご案内！

つきたて餅は、
3種の味

（おろし・きなこ・砂糖醤油）
で楽しめる♪

池田町産のあま～い
”越しのルビー”
ソースを使用！

知っていますか？

美女子ポイント1
実は、猪のカロリーは豚や牛より低く、
たんぱく質やビタミンなどの
栄養分が高い、優れたお肉！！

知っていますか？

美女子ポイント2
アンチエイジング効果のルチンに、
美白効果のシスウンベル酸などが
含まれており、女性に嬉しい

食べ物なのです。

　冬のかずら橋を横断してみよう！

で楽しめる♪

●期間：12月～3月末まで　●料金：8,800円（1泊2食付き・温泉入浴料込）

詳しくは、いけだ農村観光協会HPまたはFacebookをチェック♪

オムライス 単品700円

サラダは猪ちゃんメニューとも
セットにできます♪

※ただし、10名様以上の場合です。 ※3日前までに、各宿泊先へご予約お願いいたします。
※実施期間は1月～2月末までとなります。

サラダ＋スープ付き

ご予約
お問合せは

われるほど！雪景色に見と
れながら、池田食＆美人の

を

知っていますか？

※ただし、10名様以上の場合です。

2月28日（土）～
3月2日（月）

限定
5名様

冬のスペシャル企画♪
２泊３日お試しプラン

2月28日（土） 限定
20名様

郷田さんによる
“ファスティング勉強会”

とってもキュートな

冠荘オリジナル鍋

シンプルな

元祖雪鍋も
あります
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（おろし・きなこ・砂糖醤油）
で楽しめる♪

池田町産のあま～い
”越しのルビー”
ソースを使用！

知っていますか？

美女子ポイント1
実は、猪のカロリーは豚や牛より低く、
たんぱく質やビタミンなどの
栄養分が高い、優れたお肉！！

知っていますか？

美女子ポイント2
アンチエイジング効果のルチンに、
美白効果のシスウンベル酸などが
含まれており、女性に嬉しい

食べ物なのです。

　冬のかずら橋を横断してみよう！

で楽しめる♪

●期間：12月～3月末まで　●料金：8,800円（1泊2食付き・温泉入浴料込）

詳しくは、いけだ農村観光協会HPまたはFacebookをチェック♪

オムライス 単品700円

サラダは猪ちゃんメニューとも
セットにできます♪

※ただし、10名様以上の場合です。 ※3日前までに、各宿泊先へご予約お願いいたします。
※実施期間は1月～2月末までとなります。

サラダ＋スープ付き

ご予約
お問合せは

われるほど！雪景色に見と
れながら、池田食＆美人の

を

知っていますか？

※ただし、10名様以上の場合です。

2月28日（土）～
3月2日（月）

限定
5名様

冬のスペシャル企画♪
２泊３日お試しプラン

2月28日（土） 限定
20名様

郷田さんによる
“ファスティング勉強会”

とってもキュートな

冠荘オリジナル鍋

シンプルな

元祖雪鍋も
あります



冬特別号

ようこそ

これが噂の

いけだ冬泊

417

476

午後１時３０分～狂言「蚊相撲」
能「鞍馬天狗」を上映。
田楽能舞の特別披露も。

能楽の里文化交流会館
問/池田町教育委員会
0778-44-8006

2/22 日

午後２時～お能や狂言の舞台
体験会のほか狂言「清水」も
上演。ご家族で楽しめます。

能楽の里文化交流会館
問/池田町教育委員会
0778-44-8006

2/21 土

能楽ワークショップ
午後12時～舞人のみそぎ
午後1時～舞奉納
福井駅よりツアーバスも運行
（要予約）

鵜甘神社
問/いけだ農村観光協会
0778-44-8060

2/15 日

水海の田楽能舞

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♪

至福井市

わいわいドーム ●

ほっとプラザ

おもちの母屋おもちの母屋8

水車水車
4

こってコテいけだ「村の食堂」こってコテいけだ「村の食堂」

能楽の里文化交流会館

池田小学校 池田町役場

池田中学校
● 須波阿湏疑神社

● JA池田会館
池田分校

至越前市

至越前市

角間郵便局 ●

●

● 名勝梅田氏庭園

●

●

●

●

● 
かずら橋

● 
能面美術館

こんにゃく
道場 ●

7

冠荘冠荘1

ふるさとそば道場ふるさとそば道場
5

ファームハウスコムニタファームハウスコムニタ
2

新保ファミリー
スキー場
新保ファミリー
スキー場

しらほ食堂しらほ食堂 6

喫茶 香喫茶 香3

冬の池田の
これな～んだ？
冬の池田の
これな～んだ？

雨から野菜を守る一方、冬の低温にあ
てることで野菜の甘みが増し、長期保
存も可能になる。むか～しから伝わる、
農家の知恵なのです。池田に来たら、
つんぼり探してみてね！

藁の中には、
たくさんの根菜類が！

答え：つんぼり

審査で選ばれた優秀作品な
ど約150点の迫力ある能面
を展示。

池田町能面美術館
問/池田町能面美術館
0778-44-7757

3/1 日1/30金～

第13回全国新作能面公募展開催記念第13回新作能面
展示会 能楽鑑賞会

鎌倉時代から伝わるという重要無形民俗文化財の「水海の田楽能舞」イベント盛りだくさん！
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甘くても健康

おもちの母屋（ままや）
池田町稲荷
0778-44-8338
11:00-16:00
ランチ14:00まで
月曜日

営

休 Map8

池田町産米麹100％使用。
手作りのあったまる冬の特別メニュー。日替わりの
お茶請けでも、池田町の味覚が楽しめます。

こってコテいけだ「村の食堂」
池田町稲荷
0778-44-8050
11:00~16:00
ランチ14:00まで
木曜日

営

休 Map7

池田町産もち米を100％使用。
ちょっとひとやすみに、お腹もあっ
たまるおもちメニューを、薪ストー
ブのある店内でお楽しみください。

元気いっぱいおもちでおやつ

米と麹で作られた甘酒は、美肌成
分の麹（コウジ）酸を豊富に含み
ます。麹酸はシミの原因となる
メラニン生成を抑える効果有り！

池田町産大豆１００％
の手作り味噌は、母屋
特製！さっぱりと上品
なお味です。

厳選されたあずきを
ゆっくり煮込んだ、
なめらかなおしるこ。

おしるこ 420円おしるこ 420円

お雑煮 470円

池田町産100％づくし

＊表示価格は全て税込価格です。

いけだごのみマップ

甘酒 432円

甘酒でほっこりツヤツヤ

Be�u�i���Be�u�i���

できたてであったかい
あべかわ。
やわらかさと甘さが
絶妙の味わい。

あったかあべかわ 320円


