
宿泊券 海の幸
をプレゼント

！！

Bingo
ビンゴ

●鳥羽マリンターミナル●手作り工房 きらり

●海女の家 五左屋

●鳥羽ショッピングプラザ ハロー ●答志島（和具定期船乗り場） ●大庄屋 かどや

●朝市
・  4 日 今浦朝市
・11日 あらしま朝市
・18日 国崎おいない市
・25日 あらしま朝市

●鳥羽１番街

●鳥羽展望台

申込先

ホームページ申込方法

鳥羽商工会議所内　鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会　
〒517-0022　三重県鳥羽市大明東町１－７　TEL 0599-25-2751　https://oktoba.net/　

●ビンゴ
   1列で 鳥羽 豪華 海の幸セット海の幸セット 名様20
●ビンゴ
　2列で 無料宿泊券無料宿泊券鳥羽旅館事業協同組合 提供

加盟施設 組様5
氏名、発送先住所、電話番号を必ずご記入のうえ、下記の方法で申し込みください。

スタンプビンゴの画像を添付して、ホームページの専用ページからお申し込みください。
郵　　送 スタンプビンゴを切り取って、封筒にてご郵送ください。

5,000円相当

※チルド便にて発送いたします。

（ペア）

Stamp
スタンプ

10 月（オクトバ）１ヶ月間のスタンプラリー！ 縦・横・ナナメのビンゴを揃えよう！
鳥羽自慢の海の幸、無料で鳥羽に泊まれる宿泊券が当たります！

豪華
景品

抽選で

抽選で

●申し込み締切　11 月 3 日（当日消印有効）　●発表は発送をもって換えさせて頂きます。　●おひとり様一口までに限ります。

周 遊 スタンプ でビ ンゴ を 揃 え よう！

宿泊券
宿泊券

Event Guide

TOBA

← オクトバ WEB サイトはこちら！
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響等で、中止または
変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ディープな鳥羽（奥鳥羽）を知ろう！

October 10月は鳥羽の月。イベントが盛りだくさん！

秋の鳥羽は楽しみがいっぱい！

鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会（鳥羽商工会議所）

オ クト バ

MAP
参照

（伊勢海老入り）
キ
リ
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3日（土） 
協賛 ㈱アワヘイ 設立 50 周年記念
場所  鳥羽マリンターミナル
時間  20 時 30 分から 5 分間

17日（土） 
協賛 鳥羽青年会議所 OB 有志の会、鳥羽商工会議所 女性部
場所  鳥羽マリンターミナル　 時間  20 時 30 分から 5 分間

31日（土） 
主催 鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会（鳥羽商工会議所）
場所  鳥羽マリンターミナル　 時間  20 時 30 分から 5 分間

24日（土） 
協賛 ㈱ 戸田家 創業 190 周年記念
場所  鳥羽マリンターミナル　 時間  20 時 30 分から 5 分間

8日（木） 
主催 TOBA Lab.
場所  市内 10 カ所　 時間  未公開

10日（土） 
主催 鳥羽青年会議所
場所  安楽島大橋近辺
時間  20 時から 5 分間

撮影 marcho01 さん

　昨年、「鳥羽の月」の企画を始めた頃は、コロナウ
イルスの影も無く、今のこの事態を予想できるはずも
ありませんでした。
　毎年、とても多くのイベントが開催される 10 月の鳥
羽。この 10 月を「鳥羽の月」として皆さまに楽しん
で頂こうと、委員会では様々な企画を立てて参りまし
た。その中での、多くのイベント開催中止の連絡。観
光の街を直撃する経済的影響。

　夏に開催できなかった花火大会の代わりではない
ですが、せめて何か一つでも鳥羽から皆さまにお届
けしようと企画したのが、この「５週連続花火」です。
　この花火でウイルスの終息が叶うかは分かりませ
んが、皆さまと「鳥羽の街」の視線を少しでも、上
に向けられたらと心より願ってます。

　花火ご観覧の際はくれぐれも密を避け、感染予防
対策にご協力頂きますようお願い申し上げます。ま
た、天候等の状況により中止になる場合があること
もご了承ください。

　最後に、この花火をきっかけに、鳥羽でご宿泊・
ご飲食・お買い物など、皆さまに経済効果を生み出
して頂くことをお願いして、「オクトバ！５週連
続花火」の始まりです。

鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会　委員長　阿部康之

10 月 「鳥羽の月」　毎土曜連続花火 の 予定

※打上内容はすべて予定です。天候・新型コロナウイルスの状況等で打上時間、開催可否が変更される場合があります。雨天中止。

※クラウドファンディングが
　達成すれば開催します！

鳥羽九鬼水軍太鼓保存会による演奏がある日も !！場所（鳥羽マリンターミナル）

鳥羽イベントガイド2



花火のお知らせ　 　2

｢鳥羽の月｣ 概要　目次　 　3

10 月イベントカレンダー　 　4

10 月開催イベント一覧　 　5 ～ 9
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スタンプラリーシート　 　20

Contents

合言葉は「October（オクトーバー）」と「ディープな鳥羽（奥
オク

鳥
ト バ

羽）」をかけた「オクトバ！」
です。毎週のようにイベントが開催される秋の鳥羽。まだ知らない遊び体験のメニューや美味
しいグルメがたくさん！週末にはなんと「５週連続花火」も予定されています。キャンペー
ン期間中は豪華景品が当たるスタンプラリーで旬の鳥羽を巡ろう！　　　　　　　　　　　　

※新型コロナウイルス感染症の影響でイベントが中止される可能性があります。
　またご参加の際は３密を避け、感染予防対策にご協力頂きますようお願い申し上げます。

鳥羽イベントガイド 3



楽しいこ
と

いっぱい
！

 

3  鳥羽の月
　  オープニング

 

4  地域の食文化
　  と炭に触れる
　  食の会

5  相差神あかり
　  （満月）

 

11  ５週連続花火 ①
　  （㈱アワヘイ 協賛）

12  楽市マーケット

6  答志の日（104 の日）

14  相差ノルディック

13  今浦朝市

13  国崎おいない朝市

  

10  「海女もん」
　  プレゼント

  

7  鳥羽の日

8  ヒカラセナイト
　  （花火）※達成
　  すれば

16  市民限定無料
　  入湯券配布　    
　  （先着順）

  

11  ５週連続花火②
　  （鳥羽青年会議所）

12  楽市マーケット

18  世界一クサい缶詰に挑戦！

 

14  相差ノルディック

13  あらしま朝市

  

10  「海女もん」
　  プレゼント

    

5  相差神あかり（新月）

11  ５週連続花火 ③
　  （鳥羽青年会議所 OB 有志
の会・鳥羽商工会議所 女性部）

12  楽市マーケット

19  鳥羽元気まつり！

 

9  なかまちマーケット

14  相差ノルディック

13  今浦朝市

13  国崎おいない朝市

  

10  「海女もん」
　  プレゼント

15  つながれ‼
　   希望の灯
　   動画配信開始

    

11  ５週連続花火 ④
　  （㈱戸田家 協賛）

12  楽市マーケット

 

14  相差ノルディック

13  あらしま朝市
　  （朝市大集合）

  

10  「海女もん」
　  プレゼント

    

5  相差神あかり（満月）

12  シークラブマーケット

11  ５週連続花火 ⑤
　  （鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会）

 

2  ストリートピアノ
　　「鳥羽みなとピアノ」10 月中

1  鳥羽まちなみ水族館 9 月 10 月中

17  答志島フォトコンテスト 9 月～11月

　　 月 　　  火 　　  水 　     木 　 　    金       　　　   土 　　　　         日     　
　

※詳しくはイベント一覧ページへ

鳥羽イベントガイド4



鳥羽まちなみ水族館
鳥羽まちなみ水族館実行委員会

ストリートピアノ
「鳥羽みなとピアノ」

鳥羽市観光協会

自由
見学

1 ９/１火～10/31土

２ 10/１木～10/31土

場 所  鳥羽駅～鳥羽１番街 連絡通路
時 間  常時 

鳥羽駅通路（一番街への通路）や鳥羽マ
リンターミナル他での子どもたちの作品
展示。

鳥羽マリンターミナルにストリートピ
アノが初登場！
期間中は、いつでも・誰でも自由に演
奏していただくことができます。腕に
自信がある方もそうでない方も、
是非お楽しみください。

自由
参加

４ 10/２金

地域の食文化と
炭に触れる食の会
文化庁　㈱ＮＫＢ　鳥羽商工会議所

場 所  海女小屋　相差かまど
時 間  17:00 ～ 19:00
お問合せ 0599-25-2751
ＵＲＬ  http://toba.or.jp/

相差かまど（海女小屋）にて、鳥羽の炭
職人による製炭についての学びの会と、

「RED U-35」コンテスト入賞シェフによ
る炭火料理の提供。

定員50名
要予約

かわいい作品が

いっぱいやで

３ 10/１木

オクトバ！（鳥羽の月）
オープニング プレスリリース
鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会 場 所  鳥羽マリンターミナル 

　　　２階交流ラウンジ
時 間  10:30 ～ 11:00
お問合せ 0599-25-2751
ＵＲＬ  https://oktoba.net/

鳥羽マリンターミナルでの記者発表と設置のス
トリートピアノのささやかな演奏会を行います。

自由
見学

場 所  鳥羽マリンターミナル ２階交流ラウンジ
時 間  常時　 お問合せ 0599-25-3019
ＵＲＬ  http://www.toba.gr.jp/news/8528/

とばに
おいないさぁ

鳥羽イベントガイド 5
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10/2金・17土・31土

10/８木

10/８木

相差・神あかり ～石神さん夜参り～
相差 DMO

鳥羽の日
鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会

場 所  相差神明神社　 時 間  18:00 ～ 20:30　
お問合せ 0599-33-7453
ＵＲＬ  https://osatsu.org/osatsukamiakari/

場 所  14ページ～の鳥羽の日
　　　加盟店一覧ページを参照
時 間  各店舗による
お問合せ 0599-25-2751
ＵＲＬ  https://oktoba.net/

満月と新月の夜、相差神明神社への月夜参拝。限定御朱印の授与や
周辺店舗（オウサツキッチン 0032・海女の家 五左屋等）の夜間営業。

鳥羽市内の店舗や企業が年に一度のサービス
プランを提供するスペシャルデイ。

自由
参加

年に一度の
スペシャル
デイやに！

伊勢海老 1匹

プレゼント！

各店舗に
よります

参加方法は

ヒカラセナイト
TOBA Lab.

場 所  鳥羽市内各所（10 箇所）
ＵＲＬ  https://camp-fire.jp/　　
　　　 projects/view/312907

６ 10/4日

答志の日
答志島旅館組合

場 所  答志島旅館組合加盟旅館　 お問合せ 0599-37-2822
ＵＲＬ  http://www.toushi-yado.com/index.html

「104（とうし）」で答志の日。
旅館組合加盟旅館にご宿泊で伊勢海老 1 匹プレゼント。

が必要
宿泊予約

市内 10 カ所での花火打上プロジェクト。
クラウドファンディングが成功すれば実施。

写真はイメージです

自由
見学

鳥羽イベントガイド6
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９ 10/18日

10月 毎土曜日

鳥羽なかまちマーケット
鳥羽なかまち会

「鳥羽の月 連続花火」
企業協賛　鳥羽青年会議所　鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会

場 所  鳥羽なかまち各店舗と
　　　ギャザリングスペース KUBOKURI
お問合せ 10:00 ～ 15:00
ＵＲＬ  https://tobanakamachi.com/

その日限定のお弁当やスイーツや、
雑貨の販売。
各店舗と KUBOKURI で開催。

企業協賛や青年会議所、実行委員会予算
により毎週土曜に 20 時 30 分から５分
間の花火の打上を予定。３日・17 日・
24 日・31 日はマリンターミナル、10
日は安楽島大橋近辺を予定。
※ 10 日のみ 20 時～

10 10月 毎火曜日

「海女もん」
プレゼント企画
鳥羽市観光協会

場 所  鳥羽市観光案内所（近鉄鳥羽駅２階）
時 間  9:00 ～ 17:30（先着）
お問合せ 0599-25-3019
ＵＲＬ  http://www.toba.gr.jp/news/8516/

場 所  時 間  P2 花火のお知らせページ参照
お問合せ 0599-25-2751
ＵＲＬ  https://oktoba.net/

鳥羽市内で宿泊された先着 108 組の方に
「海女もん（海藻）」をプレゼント。
また、伊勢エビが当たる抽選会も実施します。
当日は、宿泊されたことが分かる領収書等を
ご提示ください。

自由
参加

自由
見学

12 10月 毎土曜日

鳥羽楽市マーケット、
鳥羽シークラブマーケット
楽市マーケット有志の会

場 所  鳥羽マリンターミナル１F 交流ホール
時 間  9:00 ～ 16:00

鳥羽マリンターミナルにて雑貨、小物、ステンドグラス
などの楽市を開催。
◦鳥羽楽市マーケット ▶ 10 月 3.10.17.24 日（9:00 ～ 16:00）
◦鳥羽シークラブマーケット ▶ 10 月 31 日（9:00 ～ 16:00）

自由
参加

宿泊者のみ
鳥羽市内

先着順

とばって
楽しいとこやなぁ

鳥羽イベントガイド 7



13

15

10月 毎日曜日

10/20火～

鳥羽みなと朝市
鳥羽みなと朝市連合

場 所  YouTube 動画配信　 お問合せ 0599-25-4736
ＵＲＬ  http://www.tobajc.org/

◦４日・18 日 ▶ 今浦朝市
◦４日・18 日 ▶ 国崎おいない朝市
◦ 11 日・25 日 ▶ あらしま朝市
25 日は鳥羽の月「特別企画」として、
上記すべての朝市が
あらしま朝市に集合。

14 10月 毎日曜日

海女の小径
相差ノルディック
海女の小径
相差ノルディック委員会

場 所  鳥羽市相差町 千鳥ヶ浜北端
時 間  9:00 ～ 11:00
お問合せ 0599-33-6299
メール  soranokaze6120@gmail.com
　　　担当：野村
ＵＲＬ  http://toba-osatsu.jp/nordic2019/

千鳥ヶ浜、くじら﨑など海岸線を歩き神明
神社へのんびりノルディック！

予約
要事前

つながれ‼希望の灯 
動画配信
一般社団法人　鳥羽青年会議所
巨大提灯を作成し、子供たちに書いて頂いた想いや願い・絵を貼り付けた
り、市内 46 町内会の想いをのせた提灯門の設置など皆様の気持ちをひと
つにすると共に笑顔が溢れる動画を作成し配信いたします。Facebook・
instagram にてご案内します！

今浦朝市（麻生の浦会）
場 所  旧今浦保育所　 時 間  8:00 ～ 10:00
お問合せ 090-4117-2503

国崎おいない朝市（くざき鰒おべん企業組合）
場 所  国崎漁港前　 時 間  8:30 ～ 10:00
お問合せ 0599-20-0013

あらしま朝市（あらしま新鮮組）
場 所  鳥羽磯部漁協安楽島支所前　 時 間  8:00 ～ 10:00
お問合せ 090-7950-4425

自由
参加

新鮮な海の幸

手作りの味は

どうやなぁ？

ちょっとだけ

｢ 鳥羽の月 ｣ にちなんでいつもより 　　　豪華に開催！

鳥羽イベントガイド8



16 10/8木

場 所  答志島　 お問合せ 0599-37-2822
ＵＲＬ  http://www.toushi-yado.com/index.html

市民限定無料入湯券プレゼント（先着108名様）

プレミアム入湯券販売
鳥羽市温泉振興会
鳥羽市民の方限定で先着 108 名様へ
の無料入湯券のプレゼント会も実施し
ます。
鳥羽の温泉を楽しもう！日帰りで楽し
める鳥羽の温泉施設で使える入湯券
2000 円分を 1000 円で販売！

（108 セット限り）

市民限定無料入湯券
場 所  鳥羽ショッピングプラザハロー 1 階メインコート
時 間  11:00 ～ 14:00（市民限定・先着順）
お問合せ 0599-25-3019
ＵＲＬ  http://www.toba-onsen.com/

日帰りの湯プレミアム入湯券
場 所  ①鳥羽市観光案内所②鳥羽市温泉振興会事務局
時 間  ① 9:00 ～ 17:30 ② 8:30 ～ 17:00（共に先着順）
お問合せ 0599-25-3019
ＵＲＬ  http://www.toba-onsen.com/

のみ
鳥羽市民

先着順
先着順

17 9月～11月

答志島フォトコンテスト
答志島旅館組合
テーマは三部門。「風景」、「料理」、「ひと」。
各部門の最優秀賞（1 点）・優秀賞（3 点）には答志島の海の幸セットが贈られます。
LINE で簡単に応募できるのでぜひチャレンジしてみてください！
期間：① 2020 年 9 月 1 日～ 11 月 30 日
　　　② 2020 年 12 月 1 日～ 2021 年 2 月 28 日

18 10/10土
特別展

『あなたの知らない水産缶詰の世界』
附属イベント

「世界一クサい缶詰に挑戦」
鳥羽市立 海の博物館

「缶詰の日」を記念して、
世界一臭いといわれるスウェーデンの缶詰、
シュールストレミングの匂いに
挑戦してもらいます。

場 所  海の博物館周辺の屋外
時 間  11:00 ～ 11:30
　　　（11 時集合　所要時間約 30 分）
参加費  海の博物館入館料
お問合せ 0599-32-6006
ＵＲＬ  http://www.umihaku.com/

事前
申込不要

19 10/17土

鳥羽元気まつり！
鳥羽市母子父子寡婦福祉会

場 所  鳥羽市保健福祉センター ひだまり
時 間  10:00 ～ 13:30
※雨天中止

ショーイベントや景品の当たる抽選会も予定しています。

自由
参加

鳥羽イベントガイド 9



鳥羽出身の妻と乱歩の結婚 100 周年記念で作られた乱歩にちなんだリアル謎解きゲーム！
妻との思い出残る鳥羽を巡り、江戸川乱歩の残した謎を解き明かしましょう♪ 

料金 　￥1,000（入館料￥300 込み）

所要時間 　約 2 ～ 4 時間

営業時間 　10:00 ～ 15:00（謎解き受付 13:00 まで）

定休日 　火曜日

ご予約 　平日は電話予約が必要です。
　　　　　　　　 （鳥羽ガイドセンター TEL0599-25-8255）
　　　　　　　　 http://rampomuseum.com/

海女さんが身体を休める海女小屋「かまど」で現役海女さんの話を聞きながら
食事やおやつを食べる体験ができます。 

料金 　ランチ￥3,500

所要時間 　約 1 時間

ご予約 　TEL0599-33-7453（海女小屋体験相差かまど ） 
　　　　　　　　 https://osatsu.org/

漁場に近い海女小屋で、海の幸の採り手である海女達の話を聞き
手焼きによる魚介を頂きます。 

料金 　ランチ￥3,850

所要時間 　約 1 時間 15 分

ご予約 　TEL0599-33-1023
　　　　　　　　 （はちまんかまど ） 
　　　　　　　　 https://amakoya.com/

初心者さんお子さま大歓迎！
釣りスポットで有名な離島でのんびり釣り体験をしてみませんか？
目の前に漁港の広がる絶好のスポットです。

料金 　 ￥1,100（道具えさ込み）

ご予約 　アソビュー  https://www.asoview.com/base/153912/

　　　　　　　　 TEL0599-37-2141（答志島温泉 美さき）

10月8日、18日は
鳥羽市民無料！

江戸川乱歩×リアル謎解きゲーム 「暗号が恋を語る街」 

海女小屋体験　相差かまど
現役の海女さんに

会えます！

海女小屋体験　はちまんかまど

答志島温泉 美さき　離島の釣り体験10月 8日は

貸竿108円！

鳥羽イベントガイド10



男性はふんどし、女性は白衣または作務衣レンタルできます。  

料金 　 ￥3,300

所要時間 　約 1 時間～ 1 時間半

設備 　タオル、トイレ、ドライヤー

集合場所 　白瀧モリノチャヤ
　　　　　　　　　ガイドが滝まで案内し、滝行のレクチャーを行います。

ご予約 　TEL090-3382-7079（白瀧さんどんぐり小屋の会）
　　　　　　　　 https://shiratakisan.jp/

鳥羽の無人島（三ツ島）を目指し出発！
はじめての方でも安心して楽しめるお気軽カヤックツアーです！

料金 　 ￥5,500（お一人様）※伊勢志摩市民価格あり

所要時間 　 9:30 ～　11:30 ～　13:30 ～（1 時間半）

人数 　２～ 10 名様

ご予約 　https://www.oz-group.jp/
　　　　　　　　 TEL0599-28-0001（海島遊民くらぶ） 

伊勢志摩市民は

割引あり！

貝殻や真珠、ビーズなどを使った手づくり体験で、鳥羽の思い出作りを。
スタッフがサポートしますので、アクセサリーやナイトライトなどのオリジナルアイテムを
簡単に楽しく作ることができます。  

料金 　○ストラップ　￥600　○キーホルダー　￥650 
    （税込価格）　    ○貝パネル　￥1,000　その他

体験時間 　30 分～１時間程度

営業時間 　10:00 ～ 16:30（最終受付 16:00 まで）

ご予約 　http://www.toba.or.jp/kirari/kirari1.htm
　　　　　　　　 TEL0599-25-1372（手づくり工房きらり）  

10月 8日は

コーヒー（テイクアウト）

108 円！

海女や木造船など、海に関わる資料を展示。
ジェルキャンドルやストラップ作りなどのクラフト体験ができます。 

料金 　 クラフト体験￥700（入館料別途）

住所 　鳥羽市浦村町大吉 1731-68

電話 　 0599-32-6006
　　　　　　　　 体験は 10 月 3 日～ 18 日の土・日
　　　　　　　　 10:00 ～ 11:30、13:30 ～ 15:00 の間で実施します。
　　　　　　　　 その間なら基本予約なしで実施できます。
　　　　　　　　 http://www.umihaku.com/

白瀧さん滝行体験 

無人島カヤックツアー

鳥羽市立 海の博物館
10月 8日はご入館者先着108名様に貝殻プレゼント！

三重県民は上記体験がアソビュー経由で半額になるプランも！

手づくり工房きらり体験メニュー 
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鳥羽市内外のお店や施設がそれぞれ「108」にちなんだお
得な商品やサービスを一斉に提供するスペシャルデイ！この
日に鳥羽を巡れば、驚くような「お得」 がいっぱい！  
素敵なお店や施設がたくさんの鳥羽、このチャンスに鳥羽 
フリークになろう！  
本年より、事務局が鳥羽青年会議所から鳥羽商工会議所 

（鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会）に引継ぎとなりました。 
※新型コロナウイルス感染症の影響で各店ごとにサービス等が中止される可能性があります。
　またご参加の際は３密を避け、感染予防対策にご協力頂きますようお願い申し上げます。

鳥 羽 市
事業所・団体名称 所在地 TEL 営業時間 内　容

1   ハマウ 答志町 868 0599-37-2016 19:30-22:30 店主おまかせ 1 品サービス（1 組につき）【サー
ビス期間 10月中の営業日】

2   竜宮料理の宿　八島 答志町 903 0599-37-2075 8:00-21:00 ソフトドリンク 108 円

3   答志島温泉　寿々波 答志町 735 0599-37-2001 ご予約時に「チラシを見た」と言って頂く事で、
海の幸 1 品サービス　※要チラシ持参

4   味覚の宿　定洋 答志町 1354 0599-37-2011 宿泊の方に伊勢海老 1 尾付

5   やまや商店 答志町 876 0599-37-2073 7:00-20:30 ポイントカード２倍

6   八百安 答志町 96 0599-37-2085 7:00-20:00 ポイントカード２倍

7   答志島温泉　美さき 答志町 415 0599-37-2141 9:00-22:00 魚釣り用の貸し竿を 108 円で貸し出し

8   とうし荘 答志町 2156 0599-37-2133 佃煮（自家製）海産物等　3 ケ　1080 円

9   波音の宿　中村屋 答志町 2137-3 0599-37-2065 別注ー伊勢海老 1 匹お造り　3000 円→ 1080 円

10   お弁当　おかげ屋 菅島町 44 0599-34-2525 7:00-23:00 まるごと伊勢海老 1 匹付弁当　3000 円（税込）
【サービス期間 10/1 ～ 10/31】

11   別館まつむら 菅島町 151-18 0599-34-2231 8:00-20:00 1 泊 2 食　10800 円　 
1 人につき 1 個鮑・さざえ刺付

12   山海荘 神島町 75 0599-38-2032 タコバーガー 108 円　11:30 ～ 14:00

13   鳥羽１番街 鳥羽 1 丁目 2383-13 0599-26-3331 9:00 ～ 17:30 
※ HP で確認して下さい

3300 円 ( 税込 ) 以上利用で宇宙くじ先着 108
名様（お１人様１回）

14   天びん屋　本店 鳥羽 1 丁目 4-61 0599-25-2223 11:30-14:30 
17:00-22:00

旬の刺身定食　1980 円　（税込） 
→　1080 円（税込）

15   チーズケーキ専門店　FROM 鳥羽 1 丁目 5-9 0599-37-7372 11:00-17:00 お好きなチーズケーキ 4 点 1200 円が 1080 円

16   てっぱり料理　長門館 鳥羽 1 丁目 10-45 0599-25-2006 11:00-15:00
（夜間も営業の場合あり） ホタテバター陶板焼きビールセット　1080 円

17   （有）すきや 鳥羽 1 丁目 3-13 0599-25-2333 9:00-18:00 ダスキンセットを 1080 円で販売
先着 10 セット限り

18   戸田家 鳥羽 1 丁目 24-26 0599-25-2500 15:00-22:00 日帰り入浴ペア　1080 円（小タオル付）

19   鳥羽マルシェ 鳥羽 1 丁目 2383-42 0599-21-1080 10:00-18:00 お造り 1280 円を 1080 円の提供（限定 30P・
提供時間は未定です )

20   クボタドライクリーニング 鳥羽 1 丁目 20-80 0599-26-3574 8:00-18:00 セーターとズボンを 108 円　 
（店頭にご持参いただいた方のみ）

21   すし梅 鳥羽 1 丁目 3-10 0599-26-2045 11:00-18:30 盛合せ寿司 1080 円　ちらし寿司 1080 円

鳥羽の日
加盟店一覧

10 月８日限定サービス
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事業所・団体名称 所在地 TEL 営業時間 内　容

22   鳥羽国際ホテル 鳥羽 1 丁目 23-1 0599-25-3121 8:00-20:00 ホテル Shop チーズケーキホール（6・7 号） 
10％ OFF　カット各種 8％ OFF

23   網元いわし亭 鳥羽 1 丁目 10-38 0599-26-2001 いわし刺定食＋甘露煮　1080 円　 
【サービス期間 10月 8 日～9 日 11時～15 時】

24   JUBILEE TEA & BAKES 鳥羽 1 丁目 4-65 0599-37-7337 11:30-17:00 英国王室御用達テイラーズオブハロゲイトの
ティーバッグ （20 個） 通常 1320 円→ 1080 円

25   エディオン　ヨシミズ 鳥羽 1 丁目 1-12 0599-25-2475 10:00 ～ 18:00 
※鳥羽の日のみ

東芝 SDHC カード 16GB 108 円 限定 10 枚（お
1 人様 1 枚）日本製

26   （株）ぎゅーとら 鳥羽西店 鳥羽 1 丁目 20-8 0599-25-3288 9:00-21:00 ぎゅーとらコロッケ３ケ入 1P108 円　お 1 人様 2P 限
り 限定 100P （鳥羽西店、東店合同企画）10:00-11:00

27   手づくり工房　きらり 鳥羽 1 丁目 4-59 0599-25-1372 10:00-16:30 コーヒー（テイクアウト）108 円

28   大衆居酒屋　みしお 鳥羽 2 丁目 2-45 0599-37-7702 18:00-22:00 ビール 1 杯目 108 円 　レモンチューハイ 1 杯
目 108 円　ぜひご来店お待ちしております！

29   江戸川乱歩館 鳥羽 2 丁目 5-2 0599-26-3745 10:00-15:00 10 月 8 日（木）、18 日（日）は鳥羽市民限定 入館料 300 円
→ 0 円 謎解きゲーム 1000 円→ 0 円　※入場制限の場合あり

30   ㈱井上商店 鳥羽 3 丁目 17-34 0599-25-2221 9:00-17:00 1 万円以上お買い上げの方、1 割（消費税分）
引き（ご来店・現金・在庫品のみ）

31   コインランドリー AWA 
　　  にしき町店 鳥羽 3 丁目 9-4 0599-25-6262 5:00-23:00 乾燥機用ソフター 1 人１ケ　プレゼント

32   アワヘイ鳥羽 SS 鳥羽 3 丁目 32-12 0599-25-6262 8:00-18:00 10.8ℓ以上（満タン給油）でボックスティッシュ
５箱プレゼント

33   かまどや鳥羽店 鳥羽 3 丁目 5-27 0599-26-2923 8:00-19:00 とばカラ（鶏のカラアゲ 3 ケ入）　通常価格
180 円→ 108 円

34   原時計舗 鳥羽 3 丁目 16-26 0599-25-2148 9:00-19:00 補聴器電池　2 パック　1080 円　17 時まで

35   鳥羽水族館 鳥羽 3 丁目 3-6 0599-25-2555 9:00-17:00 オリジナルクリアファイルをプレゼント

36   （有）豚捨 鳥羽 3 丁目 25-5 0599-26-4529 9:00-17:30 ハンバーグ 5 ケ、コロッケ 10 ケの 1 セットで
1080 円　20 セット限定

37   MUSEA 鳥羽 3 丁目 5-24 0599-37-7211 11:00-17:00 自家焙煎コーヒー（テイクアウトのみ）108 円
（税込）

38   百五銀行　鳥羽支店 鳥羽 3 丁目 17-27 0599-25-3105 9:00-15:00 鳥羽東支店と共同で 108 個のプレゼント 
（先着順・各店 54 個ずつ）

39   桑名三重信用金庫　鳥羽支店 鳥羽 3 丁目 16-36 0599-25-2575 9:00-15:00 当金庫の粗品（単価 100 円程度の物）を先着
50 名様にプレゼントします

40   漣 鳥羽 3 丁目 5-28 0599-25-2220 11:00-19:00 ソフトドリンク 108 円　

41   クボクリ「花清水」 鳥羽 3 丁目 30-27 0599-37-7228 11:30-14:00 鳥羽ちゃんぽんセット（あぶり鯖寿司 2 ケ付）
　1180 円→ 1080 円

42   クボクリ「N ３コーヒー」 鳥羽 3 丁目 30-27 0599-37-7228 11:00-16:00 ＜セット＞クリームぜんざい＋抹茶（茶菓子付）
＝通常 1200 円→ 1080 円

43   伊勢湾フェリー株式会社 鳥羽 3 丁目 1484-111 0599-26-7600 7:50-17:40 チラシ提示で旅客運賃 1 割引（5 名まで）
※他割引と重複不可

44   カフェテラス　オレンジ 鳥羽 3 丁目 32-17 0599-25-2218 11:00-23:00 ご家族でお食事のお客様、お子様にソフトドリ
ンクサービス

45   ブランカ本店 鳥羽 3 丁目 15-3 0599-25-5999 10:00-18:00 シェルレーヌ通常 172 円（税込）が焼きたてで
108 円（税込）の販売

46   マルショー 鳥羽 3 丁目 15-2 0599-25-2882 9:00-17:30 3000 円以上お買い上げのお客様に粗品進呈

47  七越茶屋 鳥羽 3 丁目 4-32 0599-26-3690 11:00-18:00 伊勢うどん（450 円）→ 108 円（税別）各種トッ
ピング品 200 円引き（当日 15 時閉店）

48  第三銀行　鳥羽支店 鳥羽 3 丁目 9-10 0599-25-3131 9:00-15:00 ご来店いただいた方にお花をプレゼント 
先着 50 名様限定　

49  プリンク M 鳥羽 4 丁目 6-3 090-8186-5054 9:00-13:00 「鳥羽の日限定モーニング」ワンコイン（500 円）
にプラス特典あり

50  松井酒店 鳥羽 4 丁目 4-10 0599-25-2435 9:00-20:00 おすすめワイン 1 本 1,080 円

51  鳥羽大庄屋かどや 鳥羽 4 丁目 3-24 0599-25-8686 10:00-16:00 かどやの絵ハガキまたは久寿玉 各１謹呈（先着
30 名）  和布ハギレ販売中（特別価格）
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事業所・団体名称 所在地 TEL 営業時間 内　容

52  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 本所 鳥羽 4 丁目 2360-16 0599-25-1252

8:00-17:00

① 鳥羽磯部漁業協同組合オリジナル海藻セット
1,080 円

　 商品内容：答志島産味のり・乾燥青さ・アラメのり
佃煮の 3 種類

② 不織布マスク 25 枚袋入り  三層フィルター構造（中
国製 : 青色）　1,080 円

　 マスク購入の方にもれなく漁協共済エコバックプ
レゼント

販売窓口　鳥羽磯部漁業協同組合各支所窓口予約販売
※ ただし本所のみ当日販売可能（窓口渡し）

53  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 小浜支所 小浜町 647-25 　 0599-25-2118

54  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 坂手支所 坂手町 81-4 0599-24-3302

55  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 桃取支所 桃取町 263 0599-37-3007

56  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 菅島支所 菅島町 305 0599-34-2211

57  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 答志支所 答志町字亜須浜 1354-11 0599-37-1433

58  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 和具浦支所 答志町 893-3 0599-37-2010

59  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 神島支所 神島町 113-2　 0599-38-2211

60  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 安楽島支所 安楽島町 661-4 0599-25-3054

61  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 浦村支所 浦村町 1238 0599-32-5002

62  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 石鏡支所 石鏡町 242-5 0599-32-5004

63  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 国崎支所 国崎町 417 0599-33-6005

64  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 相差支所 相差町 443 0599-33-6002

65  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 畔蛸支所 畔蛸町 95 0599-33-6010

66  鳥羽磯部漁業協同組合 
　　 直販事業課 鳥羽 4 丁目 2360-16 0599-25-1251 8:00-17:00 ①冷凍タコ 1 匹　1kg 前後→ 1080 円（税込） 限定 20 匹②冷凍伊勢エビ

1 尾 250 ｇ前後→ 1080 円（税込）限定 30 尾両方通常価格→ 1400 円

67  玉屋船具店 鳥羽 4 丁目 2360 0599-26-2011 1080 円以上お買上げで粗品進呈

68  （有）七越本店 鳥羽 5 丁目 29-12 0599-25-2264 11:00-17:00 あんかけ焼きそば定食（唐揚げ、ライス付き）　通常
1220 円→ 1080 円　先着 30 名様

69  鳥羽磯部漁業協同組合　魚々味 堅神町 833 0599-21-1522 11:00-15:00 ＴＯＢＡの日オリジナル海鮮丼→ 1080 円限定 20 食

70  アワヘイアルファステーション
　　 セルフ　堅神 SS 堅神町 1018-3 0599-26-3005 7:00-22:00 オイル交換１ℓ　108 円 

（作業時間は 8:00-19:00）

71  パイロット社 堅神町 848 0599-25-2722 8:00-17:00 小さなステッカー（カッティングシード）108 円　
車に文字を入れたい方

72  胡蝶蘭 小浜町 237-1 0599-25-2170 露天風呂付お部屋 1 泊 2 食 10800 円（税込）平日限定先着
30 組（Goto 併用不可）※ 10 時～電話受付のみ

73  あじ彩の宿　小浜荘 小浜町 288 0599-25-3551 8:00-21:00 ファーストドリンク 1 杯　108 円（ボトル除く）

74  鳥羽グランドホテル 小浜町 239-9 0599-25-4141 15:00-18:00 ロビーにてウエルカムドリンク（アルコール類除く）
通常 500 円のところ 108 円

75  鳥羽割烹　たまも 安楽島町 1395-3 0599-25-4741 11:00-15:00 
17:00-20:00 カキフライ定食　通常 1500 円（税抜）→ 1080 円（税抜）

76  季さら別邸　刻～ｔｏｋｉ～ 安楽島町 1075-7 0599-21-2900 11:30-14:00 オリジナルコーヒー　１杯 1080 円（プティフール付）

77  ㈱ TA 西村 安楽島町 329-177 090-5118-1206 8:00-17:00 冷凍桃こまち（セルカキ）1Kg × 2P の計２Kg 
1080 円（税込）

78  （有）浜口商事 安楽島町 1223-2 0599-26-3528 7:00-16:00 鳥羽の日に商談成立の方には粗品プレゼント

79  魚平 安楽島町 1222-25 0599-25-2111 特製出し巻き 1 本  1500 円→ 1080 円  108 本限定  
AM 9:00 ～販売 無くなり次第終了（予約不可）

80  栗原モータース 安楽島町 1222-50 0599-26-2546 9:00-18:00 約半年間持続Ｆガラス撥水加工が 1080 円

81  ココカラファイン鳥羽店 安楽島町 1434-1 0599-21-1001 8:00-21:00 キッチンタオル ラップ 歯磨き粉等 108 円（税込） 
先着 108 名 各お一人様一個限り

82  ㈱アイ・トラスト 安楽島町 1112-91 0599-26-2275 カーペット、クロスの張替えご成約の方に素敵なプレ
ゼント

鳥羽イベントガイド16



事業所・団体名称 所在地 TEL 営業時間 内　容

83  鳥羽シーサイドホテル 安楽島町 1084 0599-25-5151 15:00-22:00 大浴場日帰り入浴割引　2000 円→ 1080 円 
（タオル、バスタオル貸出し付）15:00-22:00

84  ＆ BAKE 安楽島町 329-175 050-3550-0108 10:00-17:00 おまかせシフォンケーキ　6 個入り「鳥羽の日
BOX」1080 円（一部除く）

85  洋食堂あ UN 安楽島町 320-6 0599-26-3500 12:00-20:00 200 ｇサーロインセットデザート付 1080 円 
ソフトドリンク飲み放題 108 円

86  焼き肉　新京 安楽島町 1412-7 0599-21-1129 16:30-21:30 ロース一人前　1,370 円が 1,080 円

87  御菓子司　梅の家本店 船津町 521 0599-25-2905 8:30-18:00 栗きんとん 1 個 190 円を８個入 1080 円

88  （有）中村土木 船津町 1195 0599-26-5286 8:00-17:00 工事ご成約のお客様に粗品をプレゼント！

89  （株）ぎゅーとら 鳥羽東店 船津町 1-290 0599-26-4230 9:00-21:00 ぎゅーとらコロッケ３ケ入 1P108 円　お 1 人様 2P 限り 
限定 100P （鳥羽西店、東店合同企画）10:00-11:00

90  海女の黒にんにく　寺だ屋 松尾町 21-16 0599-25-7515 9:00-18:00 市役所前　アワふぁーむ自販機にて、黒にんにく
1 袋 108 円（100 円）販売

91  銀色工房 松尾町 304-56 0599-25-2755 8:00-17:00 海女クリップ 1 ケ 108 円を先着 20 個販売（平常は２ケ
セット 600 円で販売の品）鳥羽商工会議所で販売

92  生喜モータ （有） 岩倉町 1-5 0599-26-2332 8:30-17:30 エンジンオイル交換　１ℓ　108 円（税込）

93  居酒屋　すぐり 大明東町 2089-54 0599-26-2520 17:00-22:00 鳥羽の日限定メニューをご提供します

94  江戸金 大明東町 5-13 0599-26-2299 17:00-22:00 全てのドリンク 1 杯毎につき 1 枚　次回使用でき
る 108 円割引券プレゼント

95  カーナーピーナ 大明東町 20-4 0599-25-5758 11:30-21:00 コーヒー 108 円で提供致します

96  肉料理　まつむら 大明東町 20-4 0599-25-2515 11:30-21:00 ソフトドリンク 108 円で提供致します

97  イオン鳥羽店 大明西町 1-1 0599-26-5131 8:00-22:00 本体価格 108 円均一　さば水煮・ヨーグルト・し
いたけ・牛肉・豚肉・デカメンチ等

98  靴のやまだ 大明西町 1-1 0599-26-3828 9:00-20:00 全品 10％ off  ※一部対象外  足腰膝が楽になる魔
法のインソール！アシマル体験中

99  有限会社　村田薬局 ハロー店 大明西町 1-1 0599-26-4312 9:00-20:00 救急バン　3 サイズ 30 枚　108 円

100 だいまるや呉服店 大明西町 1-1 0599-26-3830 10:00-19:00 洗える反物　1080 円　レンタル振袖大特価！

101 寿司丸忠　ハロー鳥羽店 大明西町 1-1 0599-25-8887 9:00-20:00 トロ入り上にぎり　1080 円（税込）

102 コインランドリー AWA ハロー店 大明西町 1-1 0599-25-6262 6:30-21:00 乾燥機用ソフター 1 人１ケ　プレゼント

103 鳥羽ショッピングプラザハロー 大明西町 1-1 0599-26-3309 9:00-20:00 お買い上げのレシートご提示にてティッシュ 1 サゲ 100 円 ( 税
込 ) 2F イオン売り場前にて AM9:00 ～先着 108 名様限り

104 花都里 大明西町 1-1 0599-25-1537 8:30-17:00 エビフライ定食　1200 円→ 1080 円（税込）

105 婦人服 JAM 大明西町 1-1 0599-25-5100 9:00-20:00 メンバーズカードポイント 2 倍！

106 介護と福祉のお店　ほうわ　 
　　 鳥羽ハロー店 大明西町 1-1 0599-37-7755 9:00-17:00 1100 円以上お買上げの方に粗品プレゼント！

107 百五銀行　鳥羽東支店 大明西町 1-1 0599-25-5105 9:00-15:00 鳥羽支店と共同で 108 個のプレゼント 
（先着順・各店 54 個ずつ）

108 酒乃店もりした 大明西町 20-6 0599-26-3262 10:00-18:00 超限定品 プレミアム地酒 BOX 108 名様先着 
会員の方は「伊勢志摩かりんとー」プレゼント

109 お食事　花ゆず 大明西町 1-1 0599-25-5677 9:00-20:00 地元産磯魚定食　通常 1080 円→ 980 円　コー
ヒー付

110  ファミリーレストラン　すみれ 大明西町 1-1 0599-26-2115 9:00-20:00 セットメニューお召し上がりのお客様にソフトド
リンクサービス

111 インテリアショップ 高山 大明西町 1-1 0599-26-3080 9:00-20:00 姿勢サポートビーズクッション・マルチリラック
スクッション　各 1080 円

112  ライダーズカフェ ROUTE 750 浦村町 130-20 0599-32-1750 10:00-16:00 1500 円以上のお支払いでコーヒー or ソフトドリ
ンク無料

113  （有）丸善水産 浦村町 1229-67 0599-32-5808 11:00-14:00 セル牡蠣詰め合せ　1080 円

鳥羽イベントガイド 17



志 摩 市
事業所・団体名称 所在地 TEL 営業時間 内　容

139  ( 有 ) 共映社 阿児町鵜方 4017-2 0599-43-7800 9:30-17:00 ヘアアレンジ＆メイク 1800 円　ウエディングド
レス撮影（自分のカメラ）1800 円　※要予約

事業所・団体名称 所在地 TEL 営業時間 内　容

114  サン浦島悠季の里 浦村町 1215-5 0599-32-6111 11:00-14:00 日帰り入浴 2200 円→ 1080 円（大人）1100
円→ 540 円（子供）11:00-14:00

115  スギムラ水産 浦村町 1229-61 0599-32-5866 11:00-14:00 セル牡蠣詰め合せ　1080 円で販売

116  マル源水産 浦村町 1509 0599-32-5742 11:00-14:30　 鳥羽の日限定セル牡蠣　詰め放題　1080 円

117  鳥羽市立海の博物館 浦村町 1731-68 0599-32-6006 9:00-17:00 ご入館者　先着 108 名様に　貝殻プレゼント

118  料理の宿　銀麟 浦村町 1208-5 0599-32-1001 15:00-10:00 全プラン２名１組　1080 円引き（要予約）

119  浦村かき　与吉屋 浦村町 1414-15 0599-32-5520 11:00 -14:00 カキフライ定食　1380 円→ 1080 円

120 海の駅　黒潮 浦村町 7-1 0599-32-5352 8:30 - 17:00 1080 円の鳥羽の日限定　海鮮丼

121 鳥羽浦村カキ 海鮮料理 
　　 かき小屋 さとや 浦村町 1212-8 0599-32-5770 11:00 -15:00 チラシ持参で焼きガキサービス

122  鳥羽展望台 国崎町 3-3 0599-33-6201 9:30-16:00 大内山ソフト 390 円→ 300 円（108 食）

123  遊び心の宿 のいち 相差町 1405 0599-33-6346 チェックイン時に声を掛けて頂いた当日宿泊の
お客様に粗品プレゼント！

124  相差パシフィックホテル 相差町 1522-31 0599-33-7111 7:00-12:00 コーヒー　1 杯　108 円

125  リゾートヒルズ豊浜 蒼空の風 相差町 1471 0599-33-6000 8:30-19:00 日帰り（14:30-20:00）入浴 1080 円　タオル
別途有料　要事前連絡

126  龍宮料理と湯の宿　伝洋 相差町 255-2 0599-33-6166 15:00-22:00 日帰り入浴　108 円　 
※要電話事前確認

127  味の宿　みち潮 相差町 1522-12 0599-33-6518 8:00-21:30 売店約 10％ OFF（他サービス券との併用不可・
宿泊者限定・現金のみ）

128  海女の家　五左屋 相差町 1406 0599-33-6770 9:00-17:00 先着 108 名　ドーマンセーマン缶バッチプレゼ
ント！

129  オウサツキッチン 0032 相差町 1406 0599-37-7732 9:00-16:30 やまとたちばなビネガー 108 円（税込）

130  相差女将☆ちどり会 相差町 1471 090-1277-0656 8:00-19:00 石神さん参道にて　コーヒー 108 円　（AM10
時～限定 108 杯）

131  花の宴 鳥羽 2 丁目 9-3 0599-25-8226 麦焼酎二階堂ボトル 1080 円！

132  ミキモト真珠島 鳥羽市鳥羽 1 丁目 7-1 0599-25-2028 9:00-17:00 通常 1,650 円の入場料を受付にて「鳥羽の日」
の合言葉で 1,000 円

伊 勢 市 �
事業所・団体名称 所在地 TEL 営業時間 内　容

133 伊勢クレープ 宇治中之切町 82 0596-22-9012 11:00-17:00 鳥羽の日とお声掛けいただいたお客様にドリン
クをサービスします

134  珈琲浪漫 宇治中之切町 87 0596-23-7717 10:00-17:00 鳥羽の日とお声掛けいただいたお客様に 108 円
スイーツを提供いたします

135  伊勢　忍者キングダム 二見町三津 1201-1 0596-43-2300 9:00-17:00 大人気土産物を特別価格 1080 円で販売

136  酒蔵森下 本町 2-3 0596-64-8080 17:30-22:00 「先着 108 名様限定」日本酒・焼酎・ワイン・
生ビール 一杯無料！

137  ㈱伊勢志摩  中央市場  ザ・朝市 朝熊町 1-11 0599-26-3111 8:00-17:00 鳥羽の日限定　鳥羽の日定食 1080 円　 
11:00-15:00 まで

138  ㈱エヌシーティー 勢田町 612-7 世古口ビ
ル 1F 0596-63-6445 13:00-17:00 ワイヤレスマウス 108 円で販売（限定 108 個）

10 月８日限定サービス

10 月８日限定サービス
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市役所
の取組 

プレゼント 広報
TOBA CITY NEWS 番外編
-You は何しに鳥羽へ？ -   
TOBA CITY NEWS の中で、鳥羽の月イベントを
楽しんでいる方にインタビューを行い、YouTube
に配信を行います。撮影にご協力をお願いします。

（企画財政課　TEL25-1227）

イベント

「海の博物館で貝殻プレゼント」
鳥羽の日に市立海の博
物館を来館されたかた
先着 108 名様に貝殻を
プレゼントします。　

（TEL32-6006）

20日   鳥羽の日給食   
市内保育所において、地元の食材を使用したメニューによる
給食を実施します。　（健康福祉課　TEL25-1184）

24日・25日   「鳥羽市水産研究所」
  海藻博士のおしごと体験  特典あり  

新しくなった水産研究所で、海藻を顕微鏡で観察するなど、鳥羽の子どもたちが研
究者となって水産業について新しい発見ができる機会をつくります。体験後にはプ
レゼントもあります。ぜひ応募してください。　（農水商工課　TEL25-1167）

対象 　市内在住の①４歳児～小学校低学年、②小学校高学年～中学生
とき 　対象者①…24 日・25 日いずれかの午前 10 時～ 11 時

　　　　　  対象者②…24 日・25 日いずれかの午後 1 時 30 分～ 3 時
募集人員 　各５人程度（定員を超えた応募があった場合には、抽選により決定します）
申込期間 　10 月 1 日（木）～ 14 日（水）

申込方法については、農水商工課へ直接電話していただくか、市ホームページから申請書をダウンロー
ドし FAX（26-2810）してください。

1日～31日   市民の森クイズラリー  特典あり  
市民の森公園をまわってクイズの答えを探そう！
11 月 1 日までに応募し全問正解した方の中から、抽選で 108 名様にとばーがーグッズをプレゼント。
クイズラリーの問題用紙は「広報とば 10 月号」に掲載するほか「鳥羽市観光情報サイト（https://
www.tobakanko.jp）」からダウンロードできます。　（観光課　TEL25-1157）

8日   婚姻届受理証明書の
  無料発行＆市長と記念撮影  特典あり  

鳥羽の日に婚姻届を提出された方に婚姻届受理証明書を無料発行します。
希望者は、市長と記念撮影していただけます。　（市民課　TEL25-1127）

令和元年度の鳥羽の日給食の写真
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宿泊券 海の幸
をプレゼント

！！

Bingo
ビンゴ

●鳥羽マリンターミナル●手作り工房 きらり

●海女の家 五左屋

●鳥羽ショッピングプラザ ハロー ●答志島（和具定期船乗り場） ●大庄屋 かどや

●朝市
・  4 日 今浦朝市
・11日 あらしま朝市
・18日 国崎おいない市
・25日 あらしま朝市

●鳥羽１番街

●鳥羽展望台

申込先

ホームページ申込方法

鳥羽商工会議所内　鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会　
〒517-0022　三重県鳥羽市大明東町１－７　TEL 0599-25-2751　https://oktoba.net/　

●ビンゴ
   1列で 鳥羽 豪華 海の幸セット海の幸セット 名様20
●ビンゴ
　2列で 無料宿泊券無料宿泊券鳥羽旅館事業協同組合 提供

加盟施設 組様5
氏名、発送先住所、電話番号を必ずご記入のうえ、下記の方法で申し込みください。

スタンプビンゴの画像を添付して、ホームページの専用ページからお申し込みください。
郵　　送 スタンプビンゴを切り取って、封筒にてご郵送ください。

5,000円相当

※チルド便にて発送いたします。

（ペア）

Stamp
スタンプ

10 月（オクトバ）１ヶ月間のスタンプラリー！ 縦・横・ナナメのビンゴを揃えよう！
鳥羽自慢の海の幸、無料で鳥羽に泊まれる宿泊券が当たります！

豪華
景品

抽選で

抽選で

●申し込み締切　11 月 3 日（当日消印有効）　●発表は発送をもって換えさせて頂きます。　●おひとり様一口までに限ります。

周 遊 スタンプ でビ ンゴ を 揃 え よう！

宿泊券
宿泊券

Event Guide

TOBA

← オクトバ WEB サイトはこちら！
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響等で、中止または
変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ディープな鳥羽（奥鳥羽）を知ろう！

October 10月は鳥羽の月。イベントが盛りだくさん！

秋の鳥羽は楽しみがいっぱい！

鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会（鳥羽商工会議所）

オ クト バ

MAP
参照

（伊勢海老入り）
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