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富山観光遊覧船株式会社  
富山市丸の内2-2-21  2076-425-8440 

5/22･23の2日間、全国各地から地域情報誌の記者が集結！
「水の都　とやま」の魅力を体感する旅に参加し、新旧の文化を
生かした街の美しさや、日本海の美味しい海の幸を堪能。そんな素敵な街･富
山のオススメの観光スポットをご紹介！

　富山市街地中心部を流れる松川。四季
折々の美しさを楽しむことができる遊覧船
は、フルオープンの「神通」に乗って松川七
橋を巡りながら、歴史や橋の由来などを船
長がユーモラスに教えてくれる。夏は新緑、
春は桜を身近に感じながらのクルーズが愉
しめ、夜は貸切でディナークルーズも可。
　遊覧船乗り場には「松川茶屋」が併設
されていて、軽食や和スイーツ、コーヒーな

どがいただける。（オフシーズン
の飲食の提供は土日祝のみ）ク
ルーズ前やクルーズ後の休憩
にぴったり！
　「松川茶屋」内には「滝廉太
郎記念館」があり、富山ゆかり
の偉大な作曲家の貴重な写真
や資料などが展示されている。
入場無料。

富山市桜橋通り2-28 2076-431-2211
富山城址公園･富山駅から徒歩5分と観光･ビジ
ネスに最適の立地。充実した無料サービス･和洋
朝食バイキングも。インターネットLAN接続無料。
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　富山の薬の歴史を今に伝える老舗、「池田屋安
兵衛商店」と言えば胃腸薬の「反魂丹（はんごんた
ん）」が有名で、店内では丸薬製造体験も可能。レ
トロでカラフルなパッケージの薬はお土産にピッタ
リ！2Fにある「健康膳　薬都」では、美味しくて気軽
にいただける薬膳料理やデ
ザートが味わえる。ミネラルた
っぷりの黒米や、高麗人参を
使ったスープなど、「健康薬
膳」（要予約）のほか、ハーブ
ティーや野草茶、自家製アイ
スクリームなど、健康を考えた
メニューが揃っている。

富山市堤町通り1-3-5  2076-425-1871

　富山を代表する銘菓「月世界」は、
口の中に入れるとふわっと溶けるお
菓子。本店のみ購入できる姉妹品

「まいどはや」（ゆず味とごま味）も人
気。本店隣には「茶房つきせかい」が
あり、サイフォンで入れたブラックコー
ヒーには「月世界」がついてくる。

富山市上本町8-6  2076-421-2398

　富山ならではの「細工かまぼこ」や「昆布巻き
かまぼこ」以外にも、あらゆる製品を製造している
県内最大手の老舗店が手掛ける「梅かまミュー
ジアム U-mei館」では、かまぼこの歴史や製法の
紹介や工場見学ができる。間近で職人の技が見
られ（平日のみ）、作りたての製品を販売している。

富山市古鍛治町6-7  2076-425-5104

　江戸時代末期頃から砂糖を使わず、麦芽と
澱粉のみで炊きあげて作られている水飴は、薬
の製造にも利用され、丸薬の苦みを和らげてい
た。自然で優しい甘さが特徴。店内では水飴や、
その水飴で作られた様々な商品が並んでいる。
 食べた後血糖値が緩やかに上昇するため、疲
労時や病後に最適。

富山市水橋肘崎482-8  2076-479-1850

　昭和29年に戦災復興事業完
了を機に、富山産業大博覧会の
記念建築物として建設されたこ
の建物は、平成17年11月、中世
以来の富山城の歴史を紹介す
る博物館としてリニューアルオー
プンした。400年以上にわたる富
山の歴史を紹介。

富山市本丸1-62  
2076-432-7911

この「水の都 とやまの旅」
の詳細はWEB

「CityLifeNEWS」に掲載！

　明治11年、初代伝右エ門が舟
場であった七軒町に川魚店を開い
た老舗「元祖　せきの屋」。ふっくら
炊き上げた純白の米と、神通川から
捕れる鱒のえもいわれぬ調和が
人々の評判を呼んだ。自然が生んだ
伝統の技と心を受け継ぎ、味･色･
形の三拍子が揃った名品。

富山市七軒町4-11
2076-432-8448

■応募方法
ハガキに住所・氏名・年齢・職業・電話番号、「シティライフを見た」と
ご記入の上、下記宛先まで。7／31（日）消印有効
■宛先
〒930-0085　富山市丸の内2-2-21（株）グッドラック　「水の都とやま取材の旅」係まで
※当選発表は発送をもってかえさせていただきます。 

■電車■
JR大阪駅より

特急サンダーバード、
北陸新幹線で約3時間

■車■
名神･北陸新幹線で

約4時間

宿泊したのはー

お問合せ先 ゴウダ株式会社 0120-1504-52茨木市上郡2-13-14
ゴウダC&Eビル 4F （受付時間／10：00～17：30）

「今だからこそ!
 投資すべき太陽光」各セミナー先着10組（20名）様

リフォームセミナー
「住まいの
  生まれ変わり方」

太陽光発電セミナー
「マイナス金利」のこの時代！！3（日）

スマート
エマージェンシー
ボトル5点セット

ご来場者さまに
ボトルに入った
防災セットです

ペアお食事券1,000円分

GARDEN TERRACE LION
茨木フューチャープラザ店

セミナーに参加された方に

予約不要 参加無料

2（土）

7/2 10：00～17：00

7/3 10：00～16：00

リフォームフェアも
同時開催！

11：00～ 14：00～7

※アンケートを記入いただいた方、1組1個（枚）

太陽光のゴウダ
リフォームセミナー&
太陽光発電セミナー開催 !

住所 ： 茨木市岩倉町 2-150
立命館いばらき フューチャープラザ

〈1階イベントホール〉にて
会場

リフォームをお考えの方にセミナーを、
土地を有効利用したい方に太陽光発電セミナーを開催します。

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F　※東急ハンズ向かい
関西ブライダル 江坂 検索

↑

（PC）

ホームページ http://www.bridal-eterna.com
関西ブライダルはCMSマークを取得しました。結婚相手紹介サービス業マル適マーク

関西ブライダル江坂店［エテルナ］結婚
相談

営／10時～20時　休／火曜日
よい 　フーフ  に  なろう

帝国ホテル大阪

ホテルグランヴィア大阪7/10●日

7/31●日

11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収350万円以上）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】

男性：27歳～40歳位まで
　　 （四大卒or年収30０万円以上の方）
女性：25歳～39歳位まで（高卒以上）

穏やかで優しい方限定
男性：52歳～69歳位まで
　　 （年収70０万円以上）
女性：39歳～59歳位まで（高卒以上）

男性：42歳～57歳位まで（四大卒or年収40０万円以上）
女性：38歳～54歳位まで（高卒以上）

14時～
男性：42歳～57歳位まで （四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～52歳位まで（高卒以上）

【40代・50代メイン】

11時～【30代メイン】

14時～【40代・50代メイン】

17時～【ハイステータス婚活】

17時～
男性：55歳～72歳位まで
　　 （年収300万円以上）
女性：48歳～70歳位まで（高卒以上）

【旅行・お出かけ好き】

参加費は 男女とも10,000円 男性10,000円/女性15,000円

参加費は 男女とも10,000円 男女とも8,500円

①婚活パーティスタート
着席し1対1で3～5分お話いただき、
第一印象をチェック。

②食事付きフリータイム
食事時間は20分～30分。なるべく多く
の方と話をしましょう。

③アプローチタイム
10分～15分のアプローチタイム。お
気に入りの方にアピール。

④司会者による参加者紹介タイム
最終チェックに向けてお気に入りの
方、気になった方の名前をチェック。

 ⑤最終チェック
マッチング表にまた会いたい人の番
号を記入。

※企画により変更する場合があります。
     事前にお問い合わせください。

婚活パーティーの流れ

婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？
婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？

シティライフ読者限定
パーティ参加者20％OFF

シティライフ読者限定
パーティ参加者20％OFF

参加者
1万人突破！

参加者
1万人突破！

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。

70120-4122-76

7月9日（土）公開　梅田ブルク７他全国ロードショー

森山中教習所

　普通の大学生・清高とヤ
クザの組員・轟木。接点の
なさそうな二人だが、実は
高校の同級生。ある日、と
んでもない再会をし、同じ
教習所に通うことに…。運
転が上達するにつれ、“自
由な未来”と“不自由な未
来”が見え始める。ちょっと
“アブナイ”青春映画。監督：豊島圭介

出演：野村周平、賀来賢人

2016真造圭伍・小学館/「森山中教習所」製作委員会c

※PG12・・・小学生には助言・指導が必要となっております。　※R15+・・・・15歳以上の方がご覧になれます。　※R18+・・・・18歳以上の方がご覧になれます。

7月2日（土）公開　シネ・リーブル梅田ほか

フラワーショウ！

　アイルランドの大地を友
に育ったメアリー。自然と共
生する庭づくりを目指すが、
雇い主にはデザインを盗ま
れたりクビになったり…ど
ん底状態で決意したのがチ
ェルシー・フラワーショーで
金メダルを獲ること。お金
もコネも無いけど、野草と
サンザシで世界を変えよう
と夢に向かって輝いていく。

監督：ヴィヴィアン・デ・コルシィ
出演：エマ・グリーンウェル、トム・ヒューズ

 2014 Crow's Nest Productionsc

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanako）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

推薦者 : デコジュン
推薦者 : nanako

●クリ―ピー 偽りの隣人　●嫌な女
●MARS（マース）ただ、君を愛してる
●TOO YOUNG TO DIE 若くして死ぬ
●アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅（7/1～）
●それいけ！アンパンマン 
　おもちゃの星のナンダとルンダ（7/2～）
●インデペンデンス・デイ：リサージェンス（7/9～）

●ポケモン・ザ・ムービーXY&Z「ボルケニオンと
　機巧（からくり）のマギアナ」（7/16～）
●HiGH＆LOW THE MOVIE（7/16～）
●ファインディング・ドリー（7/16～）
●ONE PIECE FILM GOLD（7/23～）
●ロスト・バケーション（7/23～）
●シン・ゴジラ（7/29～）

■109シネマズ箕面

　鑑賞券を
　プレゼント

■応募方法

ペア
5 組
ペア
5 組

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001　大阪府摂津市千里丘1-13-23
CityLifeシネマ『109シネマズ箕面鑑賞招待券プレゼント係』まで
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com
●締切：7月25日（はがきは必着）※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発
送以外には使用いたしません。※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

109シネマズ箕面　http://www.109cinemas.net/minoh
箕面市坊島4-1-24　みのおキューズモール内　音声案内 20570-001-109

今月の
オススメ

アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅
それいけ！アンパンマン　
おもちゃの星のナンダとルンダ

2016 Disney Enterprises, Inc. 
All Rights Reserved.

c やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶc
やなせたかし／アンパンマン製作委員会２０１6c


