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来る福市
招き猫や猫の置物、小物などが並びます。

来る福招き猫まつり限定カステラ
おかげ横丁名物クッキー（絵皿付）

「DE CARNERO CASTE」の限定カステラと限定小皿が付いた
横丁名物クッキーを販売します。

来る福絵手紙公募展
一般公募で集まった招き猫の絵手紙を展示します。

来る福記念切手の限定販売
昨年度の「来る福絵手紙公募展」の入賞作品が切手になりました。

来る福郵便「伊勢からの便り」
招き猫の日（9月29日）の消印記念スタンプを押して発送します。

百福お願い招き猫　

百種類の〝福〟の文字を願掛けしながら書きましょう。
用紙は、祈祷後お焚き上げします。「皆様の願いが叶いますように!!」

招き猫供養お預かり処　

壊れて役目を終えた招き猫を後日お祓いします。

■場所：伊勢路名産味の館２階「大黒ホール」
招き猫は、江戸末期に日本で誕生し、現在では国内外で親しまれ、個性溢れ

る作品として表現されるようになりました。

【出展予定作家】　　　　　
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招き猫現代作家展

9月29日（木）最終日のお楽しみ

かみなりや

福鼓堂

くみひも平井

常夜燈より徒歩約5分

おはらい町通り
常夜燈より徒歩約5分

とうふや

伊勢角屋麦酒内宮前店
常夜燈より徒歩４分

招き猫作家による実演と個展
■場所：赤福 本店別店舗

4名の招き猫作家による個展。

期間中は作家さんが在廊し、

実演します。

【実演・在廊予定作家】

有田ひろみ・ちゃぼ
（在廊日： 有田ひろみ 9/17～19、29）

ゴーあや（在廊日：9/17、18、24、25、29）　　

水谷満（在廊日：9/17～20、23～29）

和猫路（在廊日：9/17～20、23～29）

吉兆招福鈴授与
■場所：常夜燈前

■時間：9時29分～　

地元の氏神様でご祈祷を受けた、

ありがたい福鈴です。

ポチ袋に入れて929名の方に授与いたします。

※お受け取りの際は、マスクの着用と

アルコールによる手指の消毒にご協力ください。

天候などの状況により、場所が変更になる場合がございます。　

第28 回来る福招き猫まつり　「福鈴」/ 画：渡辺志野

郷土玩具招き猫展
■場所：五十鈴茶屋 本店前
全国各地で伝統的に作られている

郷土玩具の招き猫を集めました。

小川張子／小幡土人形／金沢張子／

金谷土人形／上山張子／鴻巣練物／

相模土鈴／高崎張子／

附馬牛人形／とやま土人形／

門司ヶ関人形／六原張子 他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

もう一つの招き猫作家展
■場所：五十鈴茶屋 本店前

【出展予定作家】

彬香子／荒山了政／小澤創磨／

春日 粧／ゴーあや／小島美知代／

小紅／杉原京／すみや／

豊田明美／服部京子／半澤淳子／

東直生／ひがしりょうこ／布施猫／

もりわじん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

来る福展覧会
各店を巡りながら、10名の招き猫作家さんのミニ個展をお楽しみください。

彬香子展〈イラストほか〉　　　　　　　　■場所：孫の屋三太

小出信久展〈ミニチュア木彫り〉　　　　■場所：つぼや

小嶋サチコ展〈革工芸〉　　　　　　　■場所：かみなりや

松風直美展〈切り絵〉　　　　　　　　　■場所：山徳記念館

すみ田理恵展〈陶芸〉　　　　　　　　■場所：晩酌屋久兵衛

東早苗展〈九谷焼〉　　　　　　　　　 　■場所：他抜きだんらん亭

平林義教・利依子展〈七宝焼〉　　　 ■場所：しろがね屋

水谷満展〈陶芸ほか〉　　　　　　　　 ■場所：福鼓堂

吉田一也展〈立体造形〉　　　　　　　　■場所：吉兆招福亭

　渡辺志野展〈陶芸〉　　　　　　　　　 ■場所：晩酌屋久兵衛

招き猫絵付け教室
■場所：かみしばい広場
料金/ 小1,300円、大1,600円

指導/ 五十嵐健二、俊介
　　　（春日部張子職人）

真っ白の張子の招き猫にアイデア

たっぷりの絵付けを施して、オリ

ジナルの招き猫を作ってみませ

んか。

場所 / おかげ横丁一帯 ※悪天候や社会情勢により、内容が一部変更または中止になる

　場合がございます。予めご了承くださいませ。

天野千恵美〈絵画、立体〉

有田ひろみ・ちゃぼ
岡村洋子〈陶芸〉

小　康麿〈陶芸、絵画〉

小嶋伸〈木工芸〉

　井魔己子〈立体造形〉

佐山泰弘〈立体造形〉

細山田匡宏〈立体造形〉

水谷満〈陶芸ほか〉

宮地乃梨子〈ペーパーワーク〉

もりわじん〈立体造形、画〉

・発熱や咳など体調がすぐれないときは、ご入店をお控えください。

・ご入店時は、マスクの着用とアルコールによる手指の消毒をお願いします。

・お客様同士最低１ｍ以上の間隔の確保をお願いします。

・大声での会話はご遠慮ください。・入店者数の制限により、お待ちいただく場合がございます。

　　　　　　　　　　　　

新型コロナウイルス感染症予防のため、下記の対策への皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

『安寧という福を』
私たちが日々の暮らしの中で楽しさや満足、喜びを感じられること、
大切な人を想い、優しくなれること、生きがいを持てること、全て穏やかで安らかな平和な世界があってこそ。
紛争、災害、感染症・・・今、私たちが目の当たりにしていることは、そのことを強く深く訴えかけていきます。
今年の伊勢の招き猫まつりでは、改めて、安寧という福を招きたい、お届けしたい、
お持ち帰りいただきたいと願っております。

営業時間 /午前9時30分　　午後5時9月 29日
令和4年

17日

※写真は昨年の様子です。

※写真は昨年の様子です。

※写真は昨年の様子です。

※写真は昨年の様子です。

〈墨絵、
ぬいぐるみ〉

常夜燈より徒歩 約10分

浦田交差点市営駐車場横

（五十鈴川野遊びどころ内）
野あそび棚



とうふや

団五郎茶屋

すし久 海老丸

はいからさん

野あそび棚浪曲茶屋

ふくすけ

豚捨

おかげ横丁の飲食店では、来る福招き猫まつりの期間中、

皆様の福を願う『来る福料理』をご用意しております。（それぞれ数量限定です。）

今回のテーマの「安寧という福を」はじめ、

現代招き猫作家による個性溢れる招き猫たちが並びます。どうぞ会いに来てください。

　在廊日：9/17～19

在廊日：9/17、18

来る福招き猫まつり限定の小皿を

『来る福料理』をお召し上がりの方にプレゼント。

数に限りがございますので、お早めに！

画／渡辺志野

招き猫現代作家展
場所 / 伊勢路 名産味の館 ２階「大黒ホール」 場所 / おかげ横丁各飲食店

立体造形・画

もりわじんペーパーワーク

宮地乃梨子

陶芸ほか

水谷 満

陶芸

岡村洋子

木工芸

小嶋 伸

絵画・立体

天野千恵美

陶芸・絵画

小澤康麿

立体造形

佐山泰弘
立体造形

櫻井魔己子

立体造形

細山田匡宏

墨絵、ぬいぐるみ

有田ひろみ・ちゃぼ

※写真はイメージです。内容が変更になる場合もございます。※掲載している写真は、今回の出店作家及び作品の一例です。

来る福招き猫まつり限定『来る福料理』
29（ふく）

第28回来る福招き猫まつり限定小皿

※どちらかおひとつをプレゼントいたします。お客様がお選び頂くことはできませんので、予めご了承ください。

「招き猫膳」1,9２９円 「福招き膳」1,9２９円「豆来猫膳」１,8２９円

「福うどん」6２９円

「和風ひとくちステーキ」2,2２９円 「幸福そうめん　」１,0２９円

さつま芋豆腐、ピーナッツ豆腐、あげ焼き、前菜盛り合わせ、
あなご押し寿し、温泉玉子、味噌汁、豆乳、デザート

小判てこね寿し、烏賊扇焼、鶏翁焼き、蛸大船煮、いわし梅煮、
あおさ出汁巻き、海老と野菜のかき揚げ、にゅうめん

伊勢そうめん（胡麻だれ、そうめんつゆ）、
縁起物天ぷら（海老、伊勢いも、蓮根、オクラ、ごぼう）

鶏天ぷら、猫じゃこ天、猫人参、味玉子、
かつおぶし

ひとくちステーキ（和風ソース）、
野菜付け合わせ、ご飯、味噌汁、香物、果物

いわし蒲焼ごはん、ふぐ唐揚げ、自家製魚めん、
炊き合わせ、旬菜と菊花浸し、味噌汁

「七宝そばとうなぎ結び」9２９円
しらすとオクラの冷やしそば、出汁巻き玉子、
うなぎ結び

「福招きプレート」１,1２９円
海老カツホットサンド、多幸の冷製パスタ、
彩り野菜、スープ、ぶどうゼリー、ドリンク

まめ　き　ねこ

「福猫膳」１,9２９円

柿の葉寿し（伊勢うなぎ、鯖）、旬菜、海老みの揚げ、
伊勢どり米粉揚げ、茸と根菜味噌汁、果物

在廊日

（赤福 本店別店舗）：

有田ひろみ

9/17～19、29

在廊日：9/17

　在廊日（赤福本店別店舗）：9/17～20、23～29

　在廊日：9/17～19


