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本町通＜直違橋通＞／第二軍道付近～藤森神社付近

雨天決行

※販売物品については売切れ次第終了

大人も子どもも楽しめる！お楽しみイベント！
大人も子どもも楽しめる！お楽しみイベント！
絵本の読み聞かせ・紙芝居・工作などの 無 料
プチお楽しみ会 ①11：00～11：30、②13：30～14：00 … 1
無料

環境啓発・ごみ分別ゲーム

…

東北支援のための物品販売と
輪なげ１回１００円

…

コミュニティプラザ
深草図書館

3 聖母教育支援センター

…

5 深草消防分団

竹細工（竹トンボ）等の販売

…

9 深草・竹やすらぎの会

… 10

京都府地球温暖化防止
活動推進センター

無料

こころの健康に関する情報提供 … 11

ふかふか深草こころねっと

ぷよぷよ＆ストラックアウト

… 12

ふかくさHagu

ダンクシュートゲーム

… 13

京都中央信用金庫
藤森支店

… 14

学区社協と深草幼稚園・
深草小PTA

… 15

伏見警察署生活安全課
防犯推進委員深草支部

白玉入りぜんざいとコーヒー
ラムネジュース
防犯グッズ・ビラ配布・
ポリスまろん等ぬりえ折紙づくり

無料

4

…6
助け合いを始めました！！ 無 料
活きいき生活応援センター
（買物の付添、車椅子体験もできます） うふふ・区社協

メイン 14 校
舎
ステージ

…

8 深草中部
地域包括支援センター

※小雨決行

スタンプラリーDＥビンゴゲーム大会
100円商店街を制覇！ ハズレなし！参加無料！

特等・・・ホテルオークラお食事券（１万円分）
！
２等・・・新米こしひかり ５キロ
３等・・・商店街お買物券（1000円）

ふかふか家カフェ・ふかふか深草
こころねっと・町家 de Art Cafe
の3ブースをめぐってチケットを
集めよう！ 7
町家キャンパスで素敵な
ファイルと引き換えできます♪

第一軍道

文

聖母女学院

交通規制
実施予定
区間 文 深草中

商店街事務所

交番

第三軍道(大岩街道)

藤森
神社

伏見区深草総合庁舎

至 淀屋橋

動画製作プロジェクト
（１００円商店街撮影本番）
「あっ、これ深草らしい、深草の絆ってこんな感じ！」実施中！…撮影へのご協力、よろしくお願いします！

ふかふか家

京阪電鉄

…ふかふか家2F

深草商店街

NPO法人深草龍谷
町家コミュニティ
第二軍道

)

6

NPO法人深草龍谷町家コミュニティ 無 料
心に病を持つ方々の作品展示会を開催。無料ドリンク有。休憩可

ふかふか子育てコミュニティベース
ちぎり絵を楽しむ会 …ふかふか家1F 無 料
ママ達のハンドメイド雑貨×フリーマーケット …ふかふか家前
みんなの作品展！元気に楽しくがんばっています！ フォトブースで撮影＆オリジナルペーパーフォトカード作り

主催/深草商店街

深草商店街
MAP

琵琶湖疏水

ふかふか家カフェ …ふかふか家1F
おでん・シフォンケーキ・ドリンクを
１００円で販売しています♪

スタンプは100円商店街のエリア内の
どこか…ヒントは裏面にあるョ！

名神高速道路

in龍谷大学町家キャンパス「町家 de Art Cafe」

5

3

１1時より先着１００名に深草小学校内受付（★）にてスタンプラリーの台紙を配布、
13時15分より、深草小学校内メインステージにてビンゴ大会を行います！

商店街をゆっくり歩こ
う！

7 深草・竹やすらぎの会

♪ＰM 13：15
スタンプラリーＤＥビンゴゲーム大会

深草小学校
案内図

直(違橋通

inふかふか家

無料

…

15

正門前
小学校正門入口

本町通

介護の相談お受けします

無料

12

藤森駅

散歩・買い物にあったらいいね
「おでかけベンチ」を紹介！！

西

♪ＰM 12：00～ＰM 13：00
「ダンスパフォーマンス」
出演…
・ハピネス「ダウン症を持つメンバーによる
元気で陽気なダンスサークル」
・ビートライブダンススクールによる
キッズダンス
・深草幼稚園・歌とダンス
・京都工学院高校ダンス同好会によるダンス

深草駅

in深草小学校

♪AM 11：00～AM 11：45
出演…ダメリーノ・コンパーレ
「山下おやじの…」

至 三条

みんな寄っといday!

本館

2 9
11
3
10
13
4
5

2

♪AM 10：05～AM 10：45
出演…4デスアビリティ
「障がい者による演奏パフォーマンス」

北校舎

6 7 8

無料

＜タイムスケジュール＞

1

鴨川運河会議

スライム作りとなりきり消防士

家族の省エネをサポートする
相談コーナーを開設します

メインステージ

1

2 深草エコまちステーション

琵琶湖疏水「鴨川運河」の歩みを 無 料
…4
古地図や写真で紹介します！

第12回ふかくさ100円商店街

※交通規制について：当日は警備員を配備します。交通規制区域内に用事があ
り車で来られた方は、事情を確認させていただきます。
※100円商店街ご利用の方の駐車場はございません。
※自転車でお越しの方は、深草小学校臨時駐輪場、または深草支所の駐輪場を
ご利用ください。
休憩スペースあり(詳しくは裏面）当日は商店街の一部が交通規制されます。

協力/伏見区深草支所・深草学区各種団体・京都府商店街振興組合連合会・京都商店連盟・京都工学院高校・学校法人聖母女学院

第一軍道

←
三条

100円商店街 お店情報
それぞれのお店で、選りすぐりの商品を100円で用意してい
ます！ お楽しみに！

ＮＩＳＨＩＤＡ 街の化粧品屋さん

1

ス

休 イ

6 7
NPO法人深草龍谷町家コミュニティ 2

案

イ イベント会場

休 休憩所

WC トイレ

ス スタンプラリー
3

4

村井モータース

※各店舗売切れ次第終了 ※商品内容は当日変更する場合もあります
※100円商店街出品商品につきましては、フラワーポイント（＊）発行の対象外とさせ
ていただきます

なかうね酒店

KAISHINTEI 5

第二軍道

案内所

6

＊ 深草ふらわぁカードは、あなたのくらしの楽しさを広げます。
深草ふらわぁカードは、お買物金額に応じてポイントを貯め、
様々なイベントにご参加頂けるカードです。お買物には深草
ふらわぁカードをお忘れなく！

さんばやし酒店

聖母女学院
7

アクセサリー IZUMI 8
萬さんの手づくりおかき 9
おたやん 10
魚籐 13
みずほ製菓 15
コジーハウス 16
ヘアーnasib 17
クレッシェンド 18

かわいいグリーンのお店

11 近畿フルーツ産直センター
12 ビーズショップMYUMYU
14 中島米穀店
20 アーリーアート&エミーズキッチン

休

27 社会福祉協議会、深小PTA、深草幼稚園

京阪藤森駅

就労ネットうじ・みっくすはあつ＆ちいろば 19

イ

1

28 深草消防分団
29 深草エコまちステーション
30 聖母教育支援センター
31 ふかくさHagu
32 伏見警察署生活安全課防犯推進委員深草支部
33 深草中部地域包括支援センター

コーヒー&ランチ&
ドッグサロン 絵慕 21

34 深草・竹やすらぎの会
35 活きいき生活応援センターうふふ・区社協
36 京都府地球温暖化防止活動推進センター

案 本部<商店街事務所>

［名神高速道路］

エクセレントモード・つじいち 22

くまさんの甘味処 23
マツバラキムチ 24
こだわりパンアリカ 25
いざかや おたふく 26
FLIP FLOP 43
ス スマイルワーク 42

37 深草・竹やすらぎの会
38 鴨川運河会議
39 コミュニティプラザ深草図書館
40 ふかふか深草こころねっと
41 京都中央信用金庫 藤森支店

イ

平岡呉服店 47
ファミリーショップ たかぎ 49

1

深草小学校
WC 休

みどりや 44
モードギンレイ 45

イ

ス

1 2
3 4

スタン プ ラリーDEビンゴゲーム大会！
スタンプ
ラリーD Eビン ゴ ゲ ーム 大会 ！
100円商店街を制覇︕

46 京漬物 ひで

１1時より先着１００名に深草小学校内受付
にてスタンプラリー台紙を配布します！
スタンプは地図中 ス の場所で押して
料！
もらってね！
参加無

48 井上ガーデンセンター

50 いものはやし

深草地域女性会 51

5 7
いそ漬
64
RISA'S STORE 61 65
ホシノ本店
京都銀行 藤森支店 66
西岸寺 81

63 日本赤十字奉仕団

深草分団

セブンイレブン

67 深草直違橋店

75

77 78

ピコット手芸

ス 三滝モータース 87

85 いがや伏見店
86 ヘアーサロン ワタナベ

73

80

74 76

みむらや
ハヤシふとん店

84 花の山重

七瀬川

72

ス

クリーニングアクア 伏見藤森店

淀屋橋→

琵琶湖疏水

第三軍道（大岩街道）

68 70

71

ブーランジェ・
ジュリコのお店

83 力餅食堂

ヘアー ズ アナオ
いがやデリカ藤森店

82 タカギ食品

69

フルーツ なかざわ

イ

62 近江屋ふとん店

和 いけやん
フローリストカエン

WC 休

55 フレスコスマイル藤森

おもちゃのやまもと

57 ふかふか家カフェ
58 59 ふかふか子育てコミュニティベース
60 ちぎり絵を楽しむ会

57
58
59
60

ホシノ北店

日本茶専門店
松鶴園茶舗

「ふかふか家」

53 眼鏡専門

ナッティ エクスプレス

ｃoco･kirari ココ・キラリ 52
ドリーム 54
深草暮らしの交流サロン アデリーヌ長栄堂 56

1 ＮＩＳＨＩＤＡ 街の化粧品屋さん
1 ＮＰＯ法人深草龍谷町家コミュニティ
無 2
3 村井モータース
4 なかうね酒店
5 KAISHINTEI
6 さんばやし酒店
7 かわいいグリーンのお店
8 アクセサリー IZUMI
9 萬さんの手づくりおかき
10 おたやん
11 近畿フルーツ産直センター
12 ビーズショップMYUMYU
13 魚 籐
14 中島米穀店
15 みずほ製菓
16 コジーハウス
17 ヘアー ｎａｓｉｂ
18 クレッシェンド
19 就労ネットうじ・みっくすはあつ＆ちいろば
無 20 アーリーアート＆エミーズキッチン
21 コーヒー&ランチ&ドッグサロン絵慕
22 エクセレントモードつじいち
23 くまさんの甘味処
24 マツバラキムチ
25 こだわりパンアリカ
26 いざかや おたふく
27 社会福祉協議会、深小PTA、深草幼稚園
28 深草消防分団
無 29 深草エコまちステーション
30 聖母教育支援センター
31 ふかくさHagu
無 32 伏見警察署生活安全課防犯推進委員深草支部
無 33 深草中部地域包括支援センター
無 34 深草・竹やすらぎの会
無 35 活きいき生活応援センターうふふ・区社協
無 36 京都府地球温暖化防止活動推進センター
37 深草・竹やすらぎの会
無 38 鴨川運河会議
無 39 コミュニティプラザ深草図書館
無 40 ふかふか深草こころねっと
41 京都中央信用金庫 藤森支店
42 スマイルワーク
43 FLIP FLOP
44 みどりや
45 モードギンレイ
46 京漬物 ひで
47 平岡呉服店
48 井上ガーデンセンター
49 ファミリーショップたかぎ
50 いものはやし
51 深草地域女性会
52 ｃoco･kirari ココ・キラリ
53 眼鏡専門 ホシノ北店
54 ドリーム
55 フレスコスマイル藤森
56 アデリーヌ長栄堂
57 ふかふか家カフェ
58 ふかふか子育てコミュニティベース
59 ふかふか子育てコミュニティベース
無 60 ちぎり絵を楽しむ会
61 RISA'S STORE
62 近江屋ふとん店
63 日本赤十字奉仕団深草分団
64 いそ漬
65 ホシノ本店
66 京都銀行 藤森支店
67 セブンイレブン深草直違橋店
68 いがやデリカ藤森店
69 日本茶専門店 松鶴園茶舗
70 ヘアーズ アナオ
71 ナッティ エクスプレス
72 おもちゃのやまもと
73 ブーランジェ・ジュリコのお店
74 フローリストカエン
75 クリーニング アクア伏見藤森店
76 和 いけやん
77 ハヤシふとん店
78 みむらや
79 ピコット手芸
80 フルーツ なかざわ
81 西岸寺
82 タカギ食品
83 力餅食堂
84 花の山重
85 いがや伏見店
86 ヘアーサロン ワタナベ
87 三滝モータース

79

無：無料

奇跡のお茶！高品質有機１００％ルイボスティー１杯&お菓子付き
精神に障がいを持つ方々の作品展示。無料ドリンク有。休憩可
虫ゴム交換
こだわりの酒！ 各一ぱい １００円。おいしい粕汁！
牛タンコロッケ２個 牛タン串１本
伏見の酒粕とおいし～いあまざけ。京風おでん他（持帰り用）
ミニ観葉・ポット苗が100円。掘り出し物雑貨があるかも・・・
スチームパンク・不思議の国のアリスのアクセサリーと百円グッズ
国内産１００％の羽二重餅使用。炭火で一つずつ手焼きしたおかき
乾物屋です。主に九州産です。
美味しさ新鮮さの和歌山農家の果物
ピアス指輪等のアクセサリーとティッシュケース
いなりずし２コ １００円
古着（ブランドもん有り）50円から100着以上有ります
国産もち米を使用し安くておいしいこだわりあられが山積みです
手づくりケーキ・シフォン・クッキー等と無添加のジャム
前髪カット １００円
ソックス他小物
７色のわたがし 自分の好きな色をたのもう！！
休憩スペース・I H実演&体験
串チキンからあげ わんちゃんバンダナ リボン100円
靴下100円もこもこベスト・カーディガン・フリーパンツ１０００円
焼きたてイモモチ（黒蜜きな粉）と紫芋ご飯
キムチ、韓国のり、チヂミ、キンパ、チャンジャ
（パン）どうぶつパン プチメランジェ ぶどうパン
ほっかいどう さんまのしおやき １００円
白玉入おぜんざいとコーヒー。ラムネジュース
スライム作りとなりきり消防士
環境啓発・ごみ分別ゲーム
東北支援の為の物品販売と輪なげ1回１００円
ぷよぷよ&ストラックアウト
防犯グッズ・ビラ配布・ポリスまろん等ぬりえ折紙づくり
介護の相談お受けします
散歩・買い物にあったらいいね「おでかけベンチ」を紹介！！
助け合いを始めました！！（買物の付添、車椅子体験もできます）
家族の省エネをサポートする相談コーナーを開設します
竹細工（竹トンボ）等の販売
琵琶湖疏水「鴨川運河」の歩みを古地図や写真で紹介します！
絵本の読み聞かせ・紙芝居・工作などのプチお楽しみ会
こころの健康に関する情報提供
ダンクシュートゲーム
ポップコーン他小物販売
シフォンケーキ
ストーンのストラップ・おしゃれグッズ他
ネッカチーフ￥100・婦人ソックス￥１００
手作り京漬物 3袋500円。もちろん１袋100円特価も有り
フロシキ（ボカシ他）・子供ゆかた地（２ｍ）・ム地木綿（２ｍ）
花の苗 超特価セール
紳士クツ下・婦人ソックス
スティクポテト１ＣＰ１００円・焼芋ソフト１００円
草もち
毎年好評のベルギーワッフル。他にも色々そろえてまーす！！
メガネクリーナー(ドライタイプ)１0枚入￥100
衣類雑貨おもちゃ 手作りビーズ 手作りブレス
新鮮野菜・果物・唐揚・コロッケあれもこれも１００円いっぱい
スライスカステーラ
おでん・シフォンケーキ・ドリンクを１００円で販売
フォトブースで撮影&オリジナルペーパーフォトカード作り！
ママたちのハンドメイド雑貨×フリーマーケット
みんなの作品展！ 楽しく元気にがんばっています！
ハンドメイド雑貨の販売とワークショップ体験等
バスマット１００枚・ピロケース１００枚・ハンカチ１００枚
無添加の心暖まる手作りクッキーお買い上げ下さい。おいしいですよ
つけもの（全品自家製）全品よりどり１００円
腕時計電池交換限定３０国産アナログのみ高級品除外・後日お渡し
わなげ
新規商品１００円セール
みつぎコロッケ３コ１００円・若鶏からあげ１Ｐ１００円
ほうじ茶ＴＢ・煎茶・玄米茶・粉末緑茶など１００円
プチエステ
クレープ・やきとり
わーいあれもこれも１００円や安いなー。（税込価格です）
チョコチップメロンパン・ロールパンサンド・マフィン各種等多数
季節の花苗やミニブーケなど色とりどりの花がたくさん並びます！
ワイシャツ立体仕上 税込１００円
宮崎郷土料理チキン南蛮・豚汁２００円
雑貨・くつ下
焼そば 炊き込みごはん
ソフト細ゴム紐１巻・アクリル毛糸１玉
みかん１袋 りんご２個入
匂い袋・手作り品
かやくごはんパック 1個１００円
つきたて！！小餅2個 １００円
秋の菊・いろいろ もちろん、ゆりも入ってます。
ビーフコロッケ３個 国産豚モモトンカツ１枚
前髪カット シャンプーブラシ えり削り
自転車チェーン、ブレーキ調整。前後中ゴム交換。各１００円

