平成29年度 夏野菜の消費拡大関連イベント情報

対象期間：平成29年７月15日～平成29年９月30日

〇中国・四国・九州・沖縄地方
開催月

番号

イベント等の名称

主催者名

開催日時・期間
2017年7月15日（土）、9月16日（土）
奇数月の3土曜日
9:00～13:00

７月 ８月 ９月

開催場所

取組内容

ホームページアドレス

○

「乙亥の里 乙亥会館」前
○ 愛媛県西予市野村町野村
12-10)

西予市野村町「乙亥の里 乙亥会館」にお http://www.city.seiyo.ehim
e.jp/docs/2016061400039
いて、主に軽トラックを利用し、地元特産
/
品、野菜、果実、花等を販売します。

○

○

道の駅 潮彩市場 防府
○
（防府市新築地町2-3）

防府の農家から朝一番に届く、とれたての
旬の野菜は最高！「新鮮で美味しい」、「価 http://shiosaihofu.jp/event/vegetable.ht
格もお得に買えちゃう」と皆様から好評！季 ml
節の果物も取り扱っています。

さぬきマルシェ
inサンポート

2017年7月16日（日）、7月23日
香川県、さぬきうまいも （日）、7月30日（日）、8月6日（日）、9
んプロジェクト実行委員 月3日（日）
○
会
7月は毎週日曜、8・9月は第１日曜
10:00～15:00

○

○

4

Thanks Fair 2017

道の駅
笠岡ベイファーム

2017年7月16日（日）、7月23日（日）
9：00～18：00

5

ほほえみ夏まつり

勝北マルシェ

2017年7月16日（日）
8：30～12：00

6

高梁川流域経済成長
おかやま高梁川流域・ぼっけーう
戦略会議農林水産部
めえ農マルシェ
会

1

野村の「軽トラ市」

西予市野村支所産業
建設課

2

土日祝日限定！地元の野菜の
野菜市！

2017年7月15日（土）
道の駅 潮彩市場 防府 毎週土･日曜日及び祝日
9:00～

3

2017年7月16日（日）、7月17日（月）
12：00～18：00

サンポート高松タワー棟西
側通路

今が旬の採れたて夏野菜や加工品がサ
ンポート高松に勢揃い。マルシェで栄養満
点の夏野菜を食べるイベントです。

○

道の駅 笠岡ベイファーム
（岡山県笠岡市）

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて旬
の果物や野菜を大特価で販売します。

○

勝北マルシェ
「ほほえみ彩菜」
（岡山県津山市）

採れたての新鮮野菜や特産品を販売しま
す。

○

山陽自動車道
吉備SA（上り）
（岡山県岡山市）

高梁川の豊かな水に育まれた圏域の高
品質な農水産品の魅力を圏域内外に発信
します。
高梁川が育む「ぼっけーうめえ」果物や野
菜の試食・販売を行います。

http://kensanpin.org/umai
mon/marche/

http://www.k-bay.jp

学生スタッフが企画運営し、盛り上げる日
曜市です。
http://challenge徳島の農産物、加工品、伝統工芸、ス
supporters.com/
テージイベント等様々なものを揃えていま
す。

7

トモニSunSunマーケット

2017年7月16日（日）
NPO法人チャレンジサ
毎月第1、第3日曜日
ポーターズ
10：00～15：00

8

とべ日曜市

とべ日曜市

2017年7月16日（日）
毎月日曜日
6時～13時

○

○

○

砥部町大南のとべ日曜市会場で開催され http://www.tobeとべ日曜市会場
る朝市。町内から集まった新鮮な野菜や果 kanko.jp/news/2014/08/0
（愛媛県伊予郡砥部町大南）
00028.html
物、手づくり惣菜などが並びます。

9

星岡ふれあい広場

星岡町内会

2017年7月16日（日）
毎月日曜日
8時30分～10時

○

○

○

星岡公民館前広場
星岡町内会の農家が栽培した野菜等農
（愛媛県松山市星岡1丁目3） 産物の販売が行われる。

○

○

新町川水際公園（徳島県徳
○
島市）

○

○

海の幸海産物や地元の朝採り新鮮野菜、
みかめ海の駅「潮彩館」
潮彩館で加工した果汁100%ジュースやあっ http://www.umi○ 愛媛県西予市三瓶町朝立1- たかいお袋の味 手作りお寿司、くせになる eki.jp/uminoeki/seiyoshi_m
438-287
味！焼きそば・手作りお菓子が並ぶにぎや ikame.html
かな朝市。

10 みかめびんびん市

みかめ海の駅「潮彩
館」

2017年7月16日（日）、8月20日
（日）、9月17日（日）
毎月第3日曜日
9:00～売り切れ次第

11 ちづ特産村

智頭町

2017年7月18日（火）
原則毎週火曜日
9：00～お昼頃まで

○

○

○

町民グラウンド
（鳥取県八頭郡智頭町）

智頭の特産品市を開催致します。
http://cms.sanin.jp/p/chiz
智頭の野菜・花などを販売します。火曜日
u/info/01/
は是非特産村へお出かけ下さい。

12 軽トラ市！

JA交流広場
とれたて元気市

2017年7月23日（日）、8月27日
（日）、9月24日（日）
毎月第4日曜日
9:00～13:00

〇

○

とれたて元気市
○ (広島県広島市安佐南区大
町東2-14-12）

トラックの荷台が商品棚に変わる！元気
市駐車場にずらっと並んだ野菜、加工品、 http://www.hiroshimakens
an.org/event-aki工芸品の数々。青空市の感覚をお楽しみ下
genkiichi/
さい。

第80回、81回、82回街のまんな
13
か日曜市

松山市中央卸売市場

2017年7月23日（日）、8月27日
（日）、9月24日（日）
毎月第4曜日曜日
9:00～15:00

○

○

松山市中央卸売市場
○
（松山市久万ノ台348-1）

松山市中央卸売市場では毎月第4日曜日
に市場内の関連棟を一般開放し、新鮮な野
菜を展示販売する、「街のまんなか日曜市」
を開催しています。

14 いまばり日曜朝市

いまばり日曜朝市実行
2017年7月23日（日）
委員会
毎月第2、第4日曜日
（今治商店街共同組
8:00～11:00
合）

○

○

今治中心商店街
○ （今治市常盤町２丁目 アー
ケード街）

地元でとれた新鮮な野菜や果物などおい http://www.city.imabari.ehi
me.jp/shoukou/asaichi/
しいものをたくさん販売。

15 道後にきたつの路日曜朝市

2017年7月23日（日）、8月27日
道後にきたつの路日曜 （日）、9月24日（日）
朝市実行委員会
毎月第4曜日
9:00～15:00

○

○

○

https://www.city.matsuya
ma.ehime.jp/kanko/event/
sonota/matinomannaka.ht
ml

道後商店街横の「道後にきたつの路」に
道後にきたつの路
http://www.shikoku.gr.jp/e
30～40の店舗が並び、地元で採れた野菜 vent/93
（愛媛県松山市道後湯之町）
や果物、お弁当やお餅などが販売される。

16

防府市まちの駅「うめてらす」で
販売実習

山口県立農業大学校

2017年７月26日（水）
14：00～15：30

○

防府市まちの駅「うめてら
す」
（防府市松崎町１番20号）

山口県立農業大学校の学生が販売実習 http://www.pref.yamaguchi
.lg.jp/cmsdata/a/4/c/a4c5
の一環として、実習で生産した農産物を対 7c9cf1dea1d2a3f5872278f
面で販売します。
355e3.pdf

17

道の駅「久米の里」夏の大感謝
祭

道の駅「久米の里」

2017年7月29日（土）、7月30日（日）
9：30～15：00

○

道の駅「久米の里」
（岡山県津山市）

津山市産の新鮮野菜や特産品などを販
売するほか、ソフトクリームやめだかも販売
します。

18

しずむ夕日が立ちどまる町の軽ト
軽トラ市実行委員会
ラ市

2017年7月29日（土）、8月26日
（土）、9月30日（土）
毎月最終土曜日
10:00～13:00

○

19 とくしまマルシェ

2017年7月30日（日）、8月27日
（日）、9月24日（日）
とくしまマルシェ事務局
毎月最終日曜日
9：00～15：00

20 夏野菜収穫体験（仮称）

全農広島県本部
（園芸課）

2017年8月5日(土)

○

○

○

○

しもなだ運動公園において、新鮮野菜・魚
しもなだ運動公園
介類・みかん・柑橘・お寿司等の販売や、手
○ （愛媛県伊予市 双海町串甲
作り細工・趣味の写真・絵画等の展示があ
3670番地12）
ります。

○

しんまちボードウォーク、水
際公園（徳島県徳島市）

とくしまマルシェスタッフが独自の選定基
準にそって丁寧に選んだ徳島の農産物、加
工品等を生産者とともに産直販売していま http://tokushimamarche.jp
す。
川沿いに咲く元気いっぱいのパラソル
ショップです。

庄原市高野町

親子で参加する収穫・農業体験を通じて、
農の理解と食育に取り組む。

○

とれたて元気市
○ (広島県広島市安佐南区大
町東2-14-12）

旬の農産物、季節の果物、漬物・ジャムな
http://www.jaどの加工品をはじめ、鮮やかな季節の花々 hiroshima.or.jp/store/zenn
ohiroshima.php
が店内に並びます

22 おいでマルシェ 一の坂

おいでマルシェ実行委 2017年8月6日（日）、9月3日（日）
員会
9：00～15：00

○

一の坂川交通交流広場
○
(山口市中河原町12-1)

山口で日々頑張る生産者の皆さんが自ら
販売し、一般マーケットではなかなか出会え
http://www.city.yamaguchi
ない新鮮な野菜など農産物が並びます。美 .lg.jp/soshiki/64/2810.html
味しい食べ方などもその食材を一番知って
いる生産者から聞くことができます。

23

サルタフェスタ実行委
員会

2017年8月11日(木)
11：30～21：00

○

高千穂町総合運動公園
(宮崎県高千穂町)

音楽とともに、高千穂の特産品をはじめ、旬 ｈｔｔｐｓ：
//www.facebook.com/salt
の食材を使ったバザーも開催。
afesta

24 牛窓朝市

牛窓朝市実行委員会

2017年8月13日（日）、9月10日（日）
8:30～売り切れ次第終了

○

○

牛窓町漁業協同組合前
（岡山県瀬戸内市）

地元産の鮮魚、野菜、くだもの、加工品を http://www.city.setouchi.lg
販売します。ぜひこの機会に瀬戸内市なら .jp/journey/event/eventlis
ではの新鮮な農水産物をご堪能ください！ t/1421970699658.html

25 立川軽トラ市

2017年8月13日（日）、9月10日（日）
立川軽トラ市実行委員
毎月第2日曜日
会
9:00～12:00

○

内子町立川地区で採れた旬の野菜や果
物を直売する、毎月第2日曜日の恒例イベ
内子町川中地区、立川自治
http://www.karari.jp/sights
○
ント！
eeing/month-event.php
会付近
各種、売り切れ次第終了となりますので、掘
り出し物をお求めの方はお早めに！

2017年8月20日（日）
11:00～16:00

○

8月31日は「やさいの日」。野菜のクイズや
高松市丸亀町壱番街ドーム
「野菜の絵」展覧会等で野菜の魅力を伝え http://kagawa-eiyo.or.jp/
広場
る。また栄養士による栄養相談を実施。

2017年8月31日（木）
営業時間
9:00～18:00

○

とれたて元気市
(広島県広島市安佐南区大
町東2-14-12）

21 ＪＡ産直市

JA交流広場
とれたて元気市

26

サルタフェスタ2017

「野菜を食べよう！！」キャンペー
香川県栄養士会
ン

27 野菜の日

とれたて元気市

28 第33回どてかぼちゃカーニバル

東温市青年農業者協
議会

29

2017年8月5日（土）、9月2日（土）
毎月第１土曜日
9:00～13:00

30 野菜・果物消費拡大運動

九州農政局

かぼちゃの重さを競うイベントに、毎年県内
東温市見奈良
各地から数百個のカボチャが集合。近年は
http://iyokannet.jp/event/
○ レスパス･シティ内
200kgを超えるかぼちゃも出展。かぼちゃを detail/news_id/853
（愛媛県東温市見奈良1110） 使用したゲーム、餅まき、新鮮な野菜や農
産物加工品の販売が行われます。

2017年9月10日（日）

2017年7月8日(土)～12月16日(土)ま
糸島まるごと農学校 プロが教え 糸島市農業公園ファー
での期間の毎週土曜日10:00～
○
る家庭菜園教室
ムパーク伊都国
12:00

2017年8月2日(水)、3日(木)
10:00～16:00

毎年8月31日は野菜の日と称して、県内産
の野菜をPRするとともに、野菜の消費拡大 http://www.hiroshimakens
an.org/event-akiに向けたパンフレットやチラシ、試食宣伝な
genkiichi/
どを実施。

○

○

糸島市農業公園ファーム
○ パーク伊都国
(福岡県糸島市)

熊本地方合同庁舎
(熊本県熊本市)

野菜づくりに必要な基礎知識や技術を実習 http:
//www.farmito.serverと座学で習得。
shared.com/
九州農政局夏休み見学デーの自由研究実
演コーナーとして野菜・果物の甘さを屈折糖
度計にて測定し、就学児童等に対し情報提
供を図る。

