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発刊
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かわらばん

瓦版
第12号

日頃よりゆるりあんをご利用いただきまして、
誠にありがとうございます。
昨年2021年4月26日にオープンして、おかげさまでもうすぐ1周年を迎えます。
これからもゆるりあんをどうぞよろしくお願いいたします。

卯之町「はちのじ」
まちづくり整備事業

TENANT
チャレンジ
ショップ

らーめん

イタリア料理

Terra

11:00-14:00 17:30-23:00（LO.22:30）
※スープなくなり次第終了
火曜定休
☎090-8971-3383

11:30-15:00(LO.14:00)
17:00-22:00(LO.21:00)
火曜定休
☎080-5558-9476

臭みのないクリーミーな豚骨ラーメンを是非ご賞味く
ださい。※サイドメニュー 鳥ギョーザ（梅干し・大葉・レ
ンコン使用）、メンマ、煮玉子も好評です。１周年記念とし
て５月６日～５月８日の３日間、先着３０人のご来店の
皆様に煮玉子のトッピングを無料サービス致します。

お持ち帰りはじめました。
『パスタ・ピザ・フォカッチャ(パン)・イタリアンジュー
ス』お家でイタリアン料理はいかがですか？
お客様のご希望で、お客様だけの料理を作ります。
気楽にご相談、お声をかけてください。

スイーツ・カフェ

INFORMATION

チャレンジ
ショップ

笑福

チャレンジ
ショップ

1周年を迎えます

ゆるりあんHP

nico

10:00-18:00
火曜、第2日曜定休
☎070-2632-7147

この春からクリームソーダがリニューアル☆
新フレーバーが登場です。女性にはかわいいピンク
のローズ、暑い日にはパッションフルーツがおすす
め☆人気のクロワッシューはご予約も承ります☆

どんぶり館駅前店

あおぞら

9:00～18:00
【飲食コーナー】11:00-14:00
土曜定休
4月29日のみ9：00～17：00までの営業
☎0894-89-3322

４月２９日のみ 大人気の海鮮丼５００円（５０食限定）
焼とり販売
・季節の野菜、果物 ご予約承っております
（前日までにご予約ください）
・地方発送も承っております（日曜日も発送できます）

チャレンジ
ショップ

カレー専門店

Cozyʼｓ Curry

11:00-20:00(LO.16:30)
※17:00以降は完全予約制
(当日15:00までにご予約ください)
※月曜は14:00閉店
火曜定休
☎090-7570-5922

今年より夜限定のプレミアムカリーを始めました。前日
15時までにご予約ください。よろしくお願い致します。
・牛タンと季節の野菜カリー フライドエッグ添え 3000円
・シーフード焼きカリー(ホタテ・エビ・イカ入り) 1500円

宇和郵便局
平日 9:00～17:00
【ATM】
平日
8:45-19:00
土・日・祝日 9:00-17:00
☎0894-62-0205

かんぽ生命保険、変額年金保険、
投資信託、国債
がん保険（アフラック）
自動車保険 損害保険
各商品取り揃えています。
お気軽にお声かけください。

チャレンジ
ショップ

和食

和Dining

チャレンジ
ショップ

文月

10:30-16:30(LO.16:00)
※夜は前日までにご予約ください
火曜定休
☎090-5717-0143

身体にやさしいをモットーにやらせていただいてま
す。テイクアウト、ご宴会等、前もってのご相談承り
ます。５月１１日（水）・１２日（木）に全品１００円引き一
周年記念をやらせていただきます。これからもどう
ぞよろしくお願い致します。

おにぎり・小鉢食堂
おばんざい居酒屋

・４月２９日限定 『もぐもぐ串フェア』
からあげ、揚たこ、たまご焼き、おにぎりまで串に
ささってます。同時に唐揚げ増量。フルーツスムー
ジーもオススメです。
・４月２９日から一週間 『夢フルポテト』の販売

西予市ふるさと
ハローワーク

Yururian
1st
anniversary

月～金 9:00～16:30
☎0894-62-1966

ハローワーク八幡浜では、住民の就職の
促進及び利便性の向上を図ることを目
的として、西予市との連携により、西予市
ふるさとハローワークをゆるりあん２階
に設置しております。
西予市内での仕事探しにぜひご利用
ください。

あい笑

10:00-16:00
夜は、予約貸切のみ営業いたします
火曜定休
☎0894-62-2011(代表)

チャレンジ
ショップ

地元の食材の活用や地域の賑わいづくりに
チャレンジしながら、将来的に市内での事業
拡大を目指しています。
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1 st A n n i v e r s a r y E v e nt

4月29日（祝・金）

ズ
ス＆スマイリー
サウスイーグル

10：00～15：00

ゆるりあん
公式SNS
Facebook

Instagram

場所/ゆるりあん緑地広場 (雨天時：多目的室)

宇 和高

海産物販売

ぜひセットで
お楽しみください

新酒フェス

昔ながらの純米酒・千鳥
鮮魚販売
魚･青ノリ･チリメンの加工品、 ピンク色の日本酒・花神
酒かすも販売してます♪
さざえ･たこ･いか･養殖鯛の
海鮮焼きの販売
販売：宇都宮酒造
販売：明浜漁師グループ
※商品売切れにより予定時間より
早く終了する場合があります。

西予市産オレンジジュース
飲み比べ＆人気投票
西予市産のオレンジジュース
５種類を飲み比べ！
みんなで投票して
いちばん人気を決めよう！

部

※雨天中止

11:00 おイネ太鼓
11:30 宇和島東高等学校津島分校
チアリーダー部 サウスイーグルス
宇和島キッズチアリーディングチーム

おひとり１００円
先着１００名様限定

スマイリーズ
12:00（１時間休憩）

提供：無茶々園

13:00 宇和高等学校吹奏楽部
13:30 DANCE★SPICY★

新型コロナウイルスの感染状況により、内容が変更や中止になる場合があります。
また、当日はマスクの着用や検温、手指消毒にご協力お願いいたします。

今 後 の イベ ン ト

ステージイベント

吹奏 楽

DAN CE★ SP

ICY★

ゆるりあんのテナントもぜひご利用ください

}

4/30（土）
紙芝居
5/14(土)
こころをほぐす朗読教室
5/ 4（祝・水）母の日フラワーアレンジメントワークショップ
28(土)
5/ 8（日）
ゆるりヨガ
5/28(土) 紙芝居
5/14（土）
えほん読み聞かせ会
詳細はゆるりあんホームページまたはSNSにてご確認ください

イベントに関するお問い合わせ

ゆるりあん事務所（ラソンブレ株式会社）

事務所受付時間9:00〜18:00／火曜定休
〒797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町3丁目435-1
Tel 0894-89-3900 Fax 0894-89-3901
Mail seiyo.machidukuri.service@outlook.jp

I N F O R M A T I O N
どんぶり館駅前店 あおぞら取扱いサービスのご案内
☎0894-89-3322（どんぶり館駅前店あおぞら 9:00-18:00/ 土曜定休）

【JR きっぷ・定期券の販売】
片道乗車券：宇和島・八幡浜・伊予大洲・松山
Ｓ き っ ぷ：卯之町〜松山 ( 自由席往復 )
通 学 定 期：宇和島・立間・八幡浜・伊予大洲
快 て ー き：卯之町〜松山

【駅スタンプ】

【E-BIKE・MTB のレンタル】
E-BIKE（きずな博） 4時間
2000円
1日（9時間） 3500円
レンタサイクル 1日（9時間） 2500円

【手荷物預り】

※記載のあるきっぷ、定期券のみ取り扱っております。

1日300円

※いずれもあおぞら営業時間外はご利用いただけません。
※お問い合わせはあおぞらまでお願いいたします。

第12回企画運営委員会（2022.2.28）のご報告
【イベントに関するワークショップ】

イベントについてワークショップを行いました。
委員の皆様から頂いた意見やアイディアの一部を紹介します。

・イルミネーション、ライトアップ
・ステージイベント
・町並みウォークラリー、スタンプラリー
・地元アーティストの作品展
・高校生と居心地の良い空間を考えるワークショップ
・地元企業がコラボした「手仕事」イベント、職場体験
・緑地広場でバザー、軽トラ市 ・食のイベント
・ｅスポーツ ・まちなか図書館 ・移動動物園
・市産材を使った木風鈴、うさぎ絵馬
・火鉢を活用したイベント ・学生との共同での椅子作成 等

詳細は㈱西予まちづくりサービスのホームページに掲載しておりますので併せて
ご覧ください。

今後の主な整備スケジュール
卯之町駅待合所及び駅前広場整備（Ⅱ期）

4

5

スケジュールは変更となる場合がございます。
その際は追ってご案内致します。
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2022年
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立体駐車場新築（郵便局跡）整備
文化会館前駐車場整備

※作業は午前8時〜17時半ですが、工事進捗により時間外作業を行う場合があります。

整備事業に係わる入札結果
工事名

文化会館前駐車場整備工事

発 行 元
お問い合せ

落札業者

鹿島道路（株）南予出張所

契約期間

令和4年5月31日まで

指定管理者：株式会社 西予まちづくりサービス
TEL･FAX 0894-89-1905
Mail seiyo.machizukuri.service@gmail.com
HP http://seiyo-machizukuri-service.jp/

