
公園・公共施設 神社・史跡 

野々市市役所の裏手にあり、小 
 
川が流れている公園。芝生の広場 
 
が広がり、子供たちが集まる場 
 
所である。 

金沢工業大学の側を流れる高橋 
 
川沿いにあり、遊具と広場を備 
 
えている。川のすぐそばまで降 
 
りることが出来る階段がある。 

ソフトボールができる 
 
グラウンドの他、休憩所、芝生、 
 
遊具がある。 
 
公園内の大きなロープタワーや 
 
水路で遊ぶ親子も多い。 

コンクリートでできた東屋や大 
 
きな階段が特徴的。広場と遊具 
 
のスペースが区切られ、東側に 
 
は約3ｍのツバキの木がある。 

Ｈ26年秋、富奥地区に防災コミュ 
 
ニティーセンターとして開館す 
 
る予定。外壁が特徴的。 
 
隣接する広場では、毎年富奥地 
 
区の虫送りが行われる。 

周辺が田んぼに囲まれた神社。 
 
一本のアプローチ以外は、農道 
 
となっている。他の神社とは異 
 
なった雰囲気を楽しめる。 

南部公園の隣にある神社。裏門 
 
の辺りは樹木が多く天然記念物 
 
である上林の大椎があり木漏れ 
 
日が気持ち良い。 
  

江戸時代には宿駅として利用さ 
 
れていた。現在では無電柱化が 
 
されている。郷土資料館、喜多 
 
家住宅、布市神社がこの街道に 
 
面している。 
  

①よつば公園 

②せせらぎ公園 

③野々市南部公園 

④御園公園 

⑤富奥防災コミュニティセンター 

⑥清金中宮神社 

⑦林郷八幡神社 

⑪旧北國街道 

創立は天正年中と伝えられ、大 
 
山昨神、菊理比咩命が祭られて 
 
いる。敷地内には大きな樹木が 
 
荘厳とたち威厳のある風格を漂 
 
わせる。 

⑧薬師日吉神社 

住宅に囲まれた藩政時代の道で、 
 
街なみ環境整備事業として道路 
 
がきれいに整備されている。石 
 
畳も美しく緑も感じることがで 
 
き、気持ちの良い空間。 

⑫馬街道 

拝殿扉にある八角鉾輪宝（神紋) 
 
や向拝の飛龍背面にある加茂彫 
 
刻館銘など、歴史的にも貴重な 
 
装飾が見どころ！ 

⑨高皇産霊神社 

富樫氏が加賀国の守護所を設置 
 
していた場所で、「富樫館跡」 
 
として石碑が立てられた。中世 
 
時代の加賀に思いをはせること 
 
のできるポイントである。 

⑩富樫館碑 

市内の用水は白山を源とする 
 
七ヶ用水の一部である原風景が 
 
見られる箇所もあり、用水に 
 
沿って歩くのも一興である。 

⑬用水路沿い（南部） 

旧北國街道に繋がる路地は、幾 
 
多の時代を生きた人の暮らしの 
 
気配を感じることができる場所 
 
である。 

⑭路地（旧北国街道周辺） 

古き良きまちなみが残る。周囲 
 
の住宅は門や生垣に囲まれてお 
 
り、松などの樹木が多い。末松 
 
廃寺跡に続いている。 

⑮細道（末松廃寺跡周辺） 

 

 

 

道 

おすすめスポット 

野々市市住吉町14-56 
☎ 076-256-3386 
給グリーンジュース、給電、給Wifi 

 

⑱HUM& GO  coffee& stock 

(ハムアンドゴー コーヒー＆ストック) 

金沢市三馬2-34 坂下ビル 1F 

☎ 076-247-2353 

給かき氷 

⑧コーヒーのばん 

野々市市本町五丁目4-1 

☎ 076-248-8000 

給ケーキセット 
（ケーキセット650円→600円、 
単品コーヒー380円→350円） 

⑦ティールームフォルテ 

野々市市扇が丘3-9 

☎ 076-225-4347 

給カフェ（全ドリンク100円、
給電、給Wifi 

④cafe?IKAGAWA DO (五十川堂) 

野々市市藤平132 

☎ 076-246-1241 

給新米(2合)（数量限定プレゼント） 

③林農産 

野々市市若松町23-32 

☎ 076-246-8228 

給寿司（寿司ランチ950円→850円） 
（12時～15時） 

野々市市本町五丁目4-1 

☎ 076-294-6740   
給救（SNSヘルプ、SNS代行投稿） 

⑲CirKit 

野々市市藤平田1- 246 

☎ 076-294-5266 

給うちわ（数量限定プレゼント） 
（11時～） 

 

⑤Jesi-ca -ジェシカ- 

⑨英語プレゼン道場かがく反応(クラプトン) 
野々市市本町五丁目4-1 

☎ 076-248-8000 
給電、給水、給ジャズ、 
給シャワー、給Wifi 

野々市市三納1-1 

☎ 076-227-6200 

給水、給のっティグッズ、給Wifi 

②野々市市情報交流館カメリア 

⑬いそや菓子店 

野々市市本町2丁目15−6 
☎076-248-0154 

給どらやき（商品お買い上げの方に生
どら焼き（1/4サイズ）プレゼント。
じゃんけんで勝つごとに同サイズをプ
レゼント） 

⑯カイロプラクティック 爽RYU  

野々市市二日市町４−６ 
☎076-259-5999 

給整体（15分500円で施術） 
（13時～） 

 

野々市市本町3-12-15 

☎ 076-287-3823 

給リーディング、生カラオケ、生演奏 

①野々市市文化会館フォルテ 

㉓金沢工業大学アントレプナーズラボ 

野々市市扇が丘7-1 12号館 １F 
☎076-294-6740 

給科学力（大人のためのもういちど 
小中学校講座）（14時～15時30分） 
 

 

⑩コーヒーハウス 茶々 

野々市市若松町21-30 

☎ 076-248-4011 

給コーヒー（お食事の方にコーヒープ
レゼント※コーヒー付のメニューはコ
ーヒーのおかわりをプレゼント  

⑭フルーツショップ フタバ 

野々市市本町1丁目4-15 

☎ 076-246-5530 

給ジュース   

⑪樫田富嶽堂 勧進帳 

野々市市本町3丁目8-9 

☎ 076-248-0306 

給最中（勧進帳最中140円→90円）   

⑮ゑまひ寿司 
野々市市本町6-9-14 

☎ 076-248-2800 

給食（お食事代100円引き、 
給水、給電（11時～15時） 

⑥松本食堂 野々市本町店 

野々市市二日市町775 

☎ 076-246-1658   

給サイクル（1日500円→300円） 
※自転車の受け取りはフォルテです。 
 

⑫ウッドサイクル 

北国街道野々市の市  
給かき氷（100円引き） 
（10時～16時） 
 
 
 

㉜のっチャン 

野々市市藤平田1-220  
ヴィラージュⅥ 1F 
☎ 076-227-9215 
給電、給パン（お買い上げ金額よ
り10％値引き） 

⑰Baker`s Kitchen aru 

野々市市住吉町9-32 
☎ 076-248-8787 

給涼ポイント（rooms×のっティオリジナル
うちわとお役立ちグッズプレゼント） 

 ⑳(株)絹川商事  rooms本店 

給〇ポイント詳細  ※受付可能時間や無料チケット受け取り場所等注意事項がありますので、あらかじめ詳細をご確認ください 

㉗野々市市ふるさと歴史館 

㉙富奥防災コミュニティセンター 

㉔チャンピオンカレー 野々市本店 

㉕野々市印房  

㉘野々市中央公民館 

㉚金沢竹筆の里 生きる 

野々市市御経塚1丁目182番地 
☎076-246-0133 
給縄文体験（10時～16時） 
 

野々市市中林5丁目3番地 
☎076-248-0829 

給電、給休憩 

 

野々市市本町2丁目1-20 
☎076-248-0521 

給電、給休憩 

北国街道野々市の市  

給竹筆体験（試し書きと竹筆 
（数量限定）プレゼント） 
（10時～16時） 

野々市市高橋町20-17 

☎ 076-248-1497 

給カレー（カレーご注文の方に期間限定
の辛味トマトトッピング＆カレー味さき
いかプレゼント）（11時～） 

 

野々市市三納1丁目48 

☎ 076-248-4633 

給のっティコースターorストラップ 
（数量限定プレゼント） 

㉝劇団nono  野々市の民謡劇「虎猫の手柄」 

北国街道野々市の市  
給民謡劇(劇を見た後に出演者と写真撮
影）※サービス希望者は出演者・スタッフ
にお声掛け下さい。（14時30分～15時） 

 

 

㉛中央公民館事業推進委員 

北国街道野々市の市  
給のっティいなり寿司（数量限定プレ
ゼント）（10時～16時） 

 

9月6日に旧北国街道で同時開催の北国街道
野々市の市にも給〇ポイントがあります！ 
下の4つ以外にもサプライズ給〇ポイントが 
あるので是非足を運んでみて下さい！ 
 

目印はエメラルドグリーンの「野々市シャル
ソン」看板です！ 

注）辛味トマトトッピング無料サービス券とさきいかを 
お渡ししますので、必ず事前に事務所（店舗左側入口） 
にお立ち寄りください。 

㉖カフェあやめ 

野々市市御経塚3丁目259あやめ会館内 

給コーヒー・給水（数量限定）、 
給電、給休憩（11時～14時） 

 ㉑(株)絹川商事 rooms野々市駅前支店  

 ㉒(株)絹川商事 rooms金沢工大前支店  

野々市市二日市1-53 
☎076-248-3345 
給涼ポイント（rooms×のっティオリジナル
うちわとお役立ちグッズプレゼント） 

野々市市高橋町24-3 
☎076-248-1176 

給涼ポイント（rooms×のっティオリジナル
うちわとお役立ちグッズプレゼント） 

野々市農業協同組合さん及びチャンピオンカレー
野々市本店さんには、アフターパーティでの賞品提
供をいただきました。 

 
アイコン説明     給水ポイント     給電ポイント     給食ポイント     給○ポイント（その他）     

http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000236230/
http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000236230/

