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五宮神社の五宮市
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やよい美容室

ご利用されていますか？

（金）
（土）
使用期限 ４月１０日
〜２５日

うきうきポイントカード

お得な
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ㆉコゲキキㆢㆉコキキキ（税抜）
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平野商店街のカード加盟店にてお買物や
ご飲食１００円毎に１ポイント進呈！
フルマークカードになれば１５００円の
お買物金券としてご使用いただけます。

ㆉコゲキキㆢㆉコキキキ（税抜）
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主催：五宮市有志 協賛：平野商店街振興組合
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平野のおーおーさん
臨済宗妙心寺派の専門道場 ( 僧堂 ) は全国に１９ヵ所あ
ります。 本山は京都にあり関連寺院もいくつもあります
が、 僧堂は近畿では京都八幡市と西宮市と兵庫区の三か
所のみで、 この地域としては貴重な存在なのです。
貞享２年 （1685） 盤珪 ( ばんけい ) 禅師が開基、 その
後寺門の興隆を図り、 安政年間 (1854-1860) 妙心寺派
屈指の道場となり、 明治以降に地方からの修業を希望す
る雲水が多くなり、 大正には現在の大書院が完成、 本格
的な修行道場となりました。
禅宗を世界的に広めることで
活躍した山田無文も多くの弟子
を育てたこともあり今日の隆盛
を誇っています。 修行僧たちの
托鉢は平野の名物の情景です。
文責 ： 吉田 昭彦 平野郷土史研究家

日時 :４月５日（日）集合朝９時半
集合場所:平野交差点南東側の清盛像前
参加費:無料(ランチコース代:約3千円必要)
※ランチ予約の都合上、参加希望の方はフェイスブックページ
「平野祭実行委員会」まメッセージをお願いいたします。
主催:平野祭実行委員会 協賛：平野商店街振興組合
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お食事・喫茶・買い物、どれでもＯＫ！ちらし掲載店※で
３００円以上のご利用で、店判を押します。
５店分たまりましたらポイントプレゼントいたします。
※一部対象外の店舗もございます。
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スタンプラリー・クイズ
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春のポイントプレゼント

４月２０日（月）･２１日（火）平野サービスステーションで
お引換え致します。 ＡＭ１０:００～ＰＭ４：００
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４月２０日 （月）

うきうきカード加盟各店で、５００円以上の、お買
物やご飲食で店判１個を押印します。
３店舗分集めるとクイズに挑戦できます。
★全問正解で２００ポイントを進呈！（２万円分）

１８ かなた

（土）
使用期限 ４月３日（金）・４日
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神戸祗園小学校
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つげの

いま、密かに話題の天王町のツ
リーハウス(建設中)から菊水ゴ
ルフクラブのほとりにある
絶景レストラン「風舎」をめざし
て古い尾根道をかき分けて進み
ます！帰りは烏原貯水池をゆった
りと…。
整備されたハイキングコースでは
ないので、ややハードめの山歩き
です。
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エステと化粧品のフクヤ

いちきんセール 買い物スタンプラリー
うきうきカードポイント
ポイント
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補聴器・
メガネ・時計
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平野大好きミーティング特別企画
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フラワーショップ
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（金）
のみ
使用期限 ３日
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マスダヤ酒食品店

①日新信用金庫平野支店にて､
１５００円の預金ができます。
②湊山温泉にて入浴券３枚と交換できます。
③フルマークカード１枚＋５００円で神戸市バ
ス専用カード２０００円分と交換できます。
④フルマークカード２枚で木曽路 ・ かに道楽 ・
梅の花の食事券３０００円分と交換できます。
⑤抽選会では１枚で５回の抽選ができます。
やよい美容室
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※ポイントも押します。
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すず薬店

（金）
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使用期限 ３日
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４月３日 （金） ６日 （月） の２日間、 平野サービスステーションで
お引換え致します。 ＡＭ１０:００～ＰＭ４ ： ００
（景品の交換はお一人様１枚までとさせて戴きます）

