平成２９年度 秋冬野菜の消費拡大関連イベント情報

対象期間：平成29年11月1日～平成30年2月28日

〇中国・四国地方
開催月

番号

1

イベント等の名称

ヤサイ狩り

主催者名

開催日時・期間

株式会社花の海

毎日
（詳しくはお問い合わせください）

ＮＰＯあとう

毎日
（要予約）

2

あとう農業体験

3

土日祝日限定！地元の野菜の 道の駅
野菜市！
「潮彩市場 防府」

4

おおたばら収穫祭

5

6

11 12
1月 2月
月 月

○

○

○

開催場所

取組内容

旬の食べ頃の野菜を収穫しよう！収穫し
季節体験農園 花の海
た野菜は袋に詰め放題！たっぷりお持ち http://www.hana○ （山口県山陽小野田市埴生 帰りできます。花の海で生育した苗を使用 umi.com/interaction/plant
3392）
し、特製倍土で土壌改良を行いスクスクと .php
育った野菜は「うまい」の一言。
阿東ふるさと交流促進セン
農園にある野菜を収穫し、バーベキュー
ター
等にして穫れたての野菜を食べることが
（山口県山口市阿東徳佐中
できます。
3628）

○

防府の農家から朝一番に届く、とれたて
道の駅 潮彩市場 防府
の旬の野菜は最高！「新鮮で美味しい」、 http://shiosaihofu.jp/event/vegetable.h
○ （山口県防府市新築地町2「価格もお得に買えちゃう」と皆様から好 tml
3）
評！季節の果物も取り扱っています。

○

周南市大田原自然の
家

2017年11月3日(金・祝)

○

豆腐・こんにゃく・うどん・ピザ作りや野菜
周南市大田原自然の家
の収穫など生産活動を中心とした自然体 http://www.oidemase.or.jp
/tourism（山口県周南市大字中須北
験を通して、自然の恵みに感謝するイベ information/spots/16667
3194）
ントです。

中和紅葉祭

中和紅葉祭
実行委員会

2017年11月3日（金・祝）
8：50～14：00

○

真庭市役所中和出張所前 郷土料理などの出店が並び、地域の特産 http://cms.toppage.jp/p/maniwa/3/1/6
（岡山県真庭市内）
品や新鮮な野菜も買うことができます。
/

第30回弥栄産業まつり

弥栄産業まつり
実行委員会

2017年11月3日（金・祝）
9:00～15:00

○

浜田市弥栄支所前イベント
当まつりに野菜コーナーを設置し、品評会
広場
の他、即売会も実施されます。
（島根県浜田市弥栄町）

○

フレスタ横川店
（広島広島市西区）

北広島町の野菜や果物の販促。特に今
回は、北広島町産のほうれんそうの周年
供給体制を構築するための試食宣伝や
告知を行います。

鏡野町物産館「夢広場」
（岡山県苫田郡鏡野町）

自然薯やトマトをはじめとした新鮮野菜な http://www.town.kagamin
ど、秋の味覚が会場狭しと販売されます。 o.lg.jp/

7

北広島野菜フェア

北広島町

8

夢広場 秋の味覚祭

鏡野町物産館
「夢広場」

2017年11月4日（土）、5日（日）
10：00～15：00

○

9

季節の野菜をたっぷり使った石
株式会社花の海
窯ピッツア作り体験

毎週火･土曜日
10:30～、13：30～
（体験2日前までの事前予約が必
要）

○

○

○

http://www.oidemase.or.jp
/tourisminformation/spots/17725

毎週土･日曜日及び祝日

2017年11月4日（土）
9：00～12：00

○

ホームページアドレス

○

季節体験農園 花の海
畑で自分で収穫した野菜をピザの生地に http://www.hana○ （山口県山陽小野田市埴生 載せ、石窯で焼き上げる。ご家族でカップ umi.com/interaction/pizz
a.pdf
3392）
ルで学びながら体験できます。

10 おいでマルシェ

おいでマルシェ
実行委員会

2017年11月5日（日）
2017年12月3日（日）
2018年1月14日(日)
2018年2月4日(日)
9：00～15：00

○

○

○

○

山口市中央公園
（山口県山口市中園町）

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
http://www.city.yamaguc
えない新鮮な野菜など農産物が並びま
hi.lg.jp/soshiki/64/32498.
す。美味しい食べ方などもその食材を一 html
番知っている生産者から聞くことができま
す。

地元の生産者が丹精込めて作った農産
福賀小学校グラウンド
物や食材加工品の販売を皮切りに多種多 http://www.oidemase.or.jp
/tourism（山口県阿武郡阿武町福田
様な催し物が行われます。フィナーレを飾 information/spots/10190
下）
る餅まき大会まで丸一日楽しめる祭です。

11 福賀大農業まつり

阿武町福賀支所

2017年11月5日(日)

○

12 さぬきマルシェinサンポート

香川県、
さぬきうまいもんプロ
ジェクト実行委員会

毎週第１・３日曜（イベントにより変
更あり））
10:00～15:00

○

13 西条市産業祭

西条市産業祭事務局

2017年11月11日（土）、12日（日）

○

西条市農業高等学校
（愛媛県西条市）

農産物をはじめとする特産品等の即売
会、展示会及び各種催し物を開催。

14 まさき町産業まつり

松前町産業課

2017年11月11日（土）、12日（日）

○

まさき村店舗前駐車場
（エミフルMASAKI敷地内）
（愛媛県伊予郡松前町）

新鮮な農水産物や地場産品、加工品など
の販売。

15 第39回石見大農業祭

2017年11月11日（土）
JAしまね石見支店
9:00～
邑南営農生活ブロック
2017年11月12日（日）
石見事務所
9:30～15:50

○

JA石見支店 会議室
（島根県邑智郡邑南町）

11日には秋冬野菜（果物も含む）の品評
会の開催、１２日には即売会が実施され
ます。

16 元気市周年祭

全農広島県本部

2017年11月11日（土）
時間未定

○

とれたて元気市
全農広島県本部が運営する産直市の周
（広島県広島市安佐南区大 年祭で、地産地消を実感できる取り組み
町）
を展開予定。

17 いまばり日曜朝市

いまばり日曜市
実行委員会
（今治商店街協同組
合）

2017年11月12日（日）、26日（日）、
2017年12月10日（日）、24日（日）、
2018年1月14日（日）、28日（日）、
○
2018年2月11日（日）、25日（日）
8:00～11:00（毎月第2・第4日曜日）

○

18 牛窓朝市

牛窓朝市実行委員会

2017年11月12日（日）
2017年12月10日（日）
8:30～10:30

○

○

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
販売します。ぜひこの機会に瀬戸内市な http://www.city.setouchi.l
g.jp/journey/event/eventl
らではの新鮮な農水産物をご堪能くださ ist/1421970699658.html
い！

2017年11月12日（日）
2017年12月10日（日）
10：00～16：00

○

○

牛窓オリーブ園山頂広場
（岡山県瀬戸内市）

芝生広場に雑貨や工芸、地元野菜、食品 http://olive-gardenmarket.com/
のお店が並びます。

2017年11月12日（日）
9：00～17：00

○

イオンモール宇品店
（広島県広島市南区）

広島県産キャベツの消費促進のため催事
コーナーを用いて販売を行います。量り売
りを実施する予定です。

19 牛窓オリーブガーデンマーケット 牛窓オリーブ園

20

イオンモール宇品店
広島県産キャベツフェア

イオンリテール
JA全農ひろしま

○

○

○

サンポート高松タワー棟西 今が旬の採れたて冬野菜や加工品がサ
http://kensanpin.org/uma
○ 側通路またはタワー棟内
ンポート高松に勢揃い。マルシェで栄養満 imon/marche/
（香川県高松市）
点の冬野菜を食べるイベントです。

今治中心商店街
地元で採れた新鮮な野菜や果物などをた http://www.city.imabari.e
hime.jp/shoukou/asaiti.ht
○ （愛媛県今治市常盤町2丁
くさん販売。
ml
目 アーケード街）

フリーマーケット in 岡山国際ホ
21
テル

岡山国際ホテル

22 四国中央市産業祭

産業祭実行委員会
事務局

2017年11月14日（火）
2017年12月12日（火）
10：00～12：00
2017年11月18日（土）
10:00～16:00
2017年11月19日（日）
9:00～15:00

○

岡山国際ホテル駐車場
（岡山県岡山市中区）

○

新鮮野菜や果物をはじめとする地元の特
産品や、雑貨、ガーデニング、手作りお菓 http://www.okayamakoku
子、洋服、子供用品などなど、掘り出し物 saihotel.jp/event/
がたくさん！

○

特産野菜などの展示即売、活魚安売り、
伊予三島運動公園体育館
もちなげ、各種バザー、植木市などが開
及び周辺
催される。四国最大級の大鍋で調理した
（愛媛県四国中央市）
「いも炊き」の販売も予定。

23

2017年11月18日（土）
えひめ・まつやま産業まつり「す 松山市地域経済課
9:45～16:30
ごいもの博」
愛媛県ブランド戦略課 2017年11月19日（日）
9:30～15:30

○

城山公園
（愛媛県松山市）

愛媛最大級の産業の祭典。地域特産品
の展示、販売、伝統工芸品の製造実演
等。

24

イオンモール府中店
創業感謝祭

イオンモール府中店
（広島県安芸郡府中町）

特設販売ブースにて広島県産野菜、お
米、卵の販売を行います。

https://www.city.matsuya
ma.ehime.jp/hodo/201707
/sanngyoumaturihoudou.h
tml

イオンリテール

2017年11月18日（土）、19日（日）
9:00～17:00

○

25 久世軽トラ朝市

久世軽トラ朝市
推進協議会

2017年11月19日（日）
2017年12月17日（日）
2018年1月21日（日）
2018年2月18日（日）
8：00～10：00

○

26 作州くせぼっこう祭

作州くせぼっこう祭
実行委員会

2017年11月19日（日）
10：00～14：00

○

久世エスパスランド土広場 地産地消と地域活性化を目指して、地域 http://cms.toppage.jp/p/maniwa/3/3/2
（岡山県真庭市内）
特産品などが販売されます。
51/8/

2017年11月19日（日）
9：00～16：00

○

下石井公園
（岡山県岡山市北区）

岡山市の一大農業まつり。産直野菜の販
https://www.facebook.co
売、近隣自治体の特産品販売ブースな
m/okayama.chisanchisho/
ど、およそ70ブースが出展。
野菜の即売、各種団体による出店・バ
ザー、各種グループの作品展示、アトラク http://www.oidemase.or.jp
ション（ロング巻きずし大会、ますのつか /tourismみどりなど）お楽しみ大抽選会、餅まき等 information/spots/16368
行われます。

27

おかやま秋の収穫祭
おかやま秋の収穫祭 地産地消
地産地消マルシェ
マルシェ
運営事務局

○

○

○

久世エスパスランド土広場 軽トラが集まり、新鮮な農産物、海産物等
（岡山県真庭市内）
が販売されます。

28 萩往還ささなみおいでん祭

萩市佐々並公民館

2017年11月19日(日)

○

旭活性化センター周辺
(山口県萩市佐々並26626）

29 ＪＡ下関農業まつり

ＪＡ下関

2017年11月23日(木・祝)
9：00～15：00

○

海峡ゆめ広場
(山口県下関市豊前田町3
丁目)

収穫の秋を迎え、「生産者と消費者のふ
http://www.jaれあい」、「地域の活性化」を図るため、農 shimonoseki.or.jp/7313
業まつりを開催します。

30 ＪＡ山口美祢農業まつり

ＪＡ山口美祢

2017年11月26日(日)
9：00～15：00

○

美祢市役所駐車場
美祢市民会館
(山口県美祢市)

農産物の収穫に感謝し、農業振興、生産
者と消費者の交流のため、秋の一大イベ http://www.ja-ymgmine.or.jp/topics/170920_
ント「ＪＡ山口美祢農業まつり」を開催しま 01.php
す。

JAの直売所へ行こう！
31
JA直売所周遊スタンプラリー

鳥取県JA直売所推進 2017年12月1日（金）～
協議会
2018年1月31日（水）

県内21か所のJA直売所

キュッと寒くなって野菜や果物がグッと甘
みを増すこの時期、ＪＡグループ鳥取で
http://www.jaは、12月1日より県内21か所のJA直売所 tottori.or.jp/news/5914.ht
が連携した「直売所周遊スタンプラリー」を ml
実施します。

○

○

http://api.eventbank.jp/g
ateway/link/detail.php?ke

鳥取農業女子会
32 A-Nyoya
倉吉淀屋マルシェ

鳥取農業女子会

33 防府市農林水産業まつり

防府市農林水産業ま
つり事務局

2017年12月3日(日)

○

道の駅 潮彩市場 防府
育てよう担い手を。若い力で地元農林水
（山口県防府市新築地町2産業の活性化を目指せ！
3）

34 丹原町産業まつり

西条市丹原総合支所
農林水産課

2017年12月3日（日）

○

西条市丹原総合支所
東側駐車場周辺
（愛媛県西条市）

つきたて餅の販売、野菜などの農産品の
販売に加え、新米、七草粥、味噌汁の試
食、バサー等。

35 にいはま農業まつり

ＪＡ新居浜市

2017年12月3日（日）

○

イオンモール新居浜
（愛媛県新居浜市）

農産物品評会、即売コーナー、農業技術
展、生活展コーナー、あかがね市等が開
催されます。

36 じねんじょまつり

道の駅
ひろた「峡の館」

2017年12月3日（日）

○

道の駅ひろた「峡の館」
（愛媛県伊予郡砥部町）

砥部町特産「じねんじょ」の販売、じねん
じょ料理の試食、加工品などの販売。

37 トモニSunSunマーケット

毎月第1第3日曜日
2017年12月3日（日）
2017年12月17日（日）
NPO法人チャレンジサ 2018年1月7日（日）
ポーターズ
2018年1月21日（日）
2018年2月4日（日）
2018年2月18日（日）
10：00～15：00

○

38 明治ごんぼう村フェステバル

明治ごんぼう村フェス
テバル実行委員会

2017年12月3日（日）
8：30～14：00

○

明治ごんぼう村
ふれあい広場
（岡山県井原市）

今年1年の感謝をこめて、ごんぼう村特産
のゴボウ、ジャガイモ、サトイモ、トックリイ http://www.ibarakankou.jp
モ、ハクサイ等新鮮な高原野菜が展示即 /data/DJ025/DJ025.html
売されます。

39 ぎゅぅ～と島根大産直市

JAしまね、JA全農

2017年12月9日（土）
9:30～15:00

○

くにびきメッセ 多目的ホー
ル
（島根県松江市学園南1-21）

島根の地域特産物である神在ねぎ、キャ
ベツ、ほうれん草といった新鮮野菜やその
他農畜産物、農産加工品が販売されま
す。

2017年12月2日(土)、23日（土・祝）
各日9時30分～15時

○

倉吉淀屋
（鳥取県倉吉市東岩倉町
2280-3）

○

○

新町川水際公園
○
（徳島県徳島市）

鳥取中部地区の女性農業者が育てた、新 y=412975429590&eventid
鮮・こだわり農産物の直売市。どんな野菜 =10282078&page=1&even
tType=&easyEventType=
が出るかは当日のお楽しみ。
&cityType=&start_date=&
end_date=&keywordtext=

http://jahoutoku.or.jp/ne
ws/2017/festival.pdf

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。

40

道の駅久米の里・久米
道の駅久米の里じねんじょまつ
2017年12月10日（日）
の里自然薯組合・久米
り
9：30～完売まで
青空市生産組合

○

道の駅 久米の里
（岡山県津山市）

久米地域産の自然薯や麦とろめしの特設 http://michinoeki販売のほか、様々なイベントを催します。 kumenosato.com/

41

岡山のふるさと来て！見て！体 岡山県・岡山県中山間 2017年12月10日（日）
験！さと×まちフェスタ
地域協働支援センター 10：00～15：00

○

アムスメール上之町
（岡山市北区表町）

おかやま元気！集落のみなさまや、地域 http://www.okaおこし協力隊が心を込めて育てた野菜や chu.com/index.php/blog/
171210_center_event/
餅などを販売します。

道の駅
2017年12月10日（日）
「広見森の三角ぼうし」

○

道の駅「広見森の三角ぼう
鬼北地区で採れた山の芋をはじめ特産品 https://www.sankakuし」
boushi.com/
の販売。
（愛媛県北宇和郡鬼北町）

42 山芋まつり

43

かわたなおんせんまちなかマル 川棚温泉まちづくり株 2017年12月17日(日)
シェ
式会社
10：30～15：30

2017年12月28日(木)
9：00～10：30
（売切れ次第終了）

川棚温泉交流センター「川
素材にこだわる地域の人たちが愛情込め http://www.oidemase.or.jp
/tourism棚の杜」・コルトーホール
て手作りしたものを直接販売します。
information/spots/17391
（下関市豊浦町川棚5180）

○

ＪＲ須佐駅前広場
（山口県萩市）

http://kanko.susa.in/webl
og/maturiibento/tokusankurenoichi
/

44 須佐特産暮れの市

暮れの市実行委員会

45 とくしまマルシェ

2017年12月31日（日）
2018年1月28日（日）
とくしまマルシェ事務局 2018年2月25日（日）
毎月最終日曜日
9：00～15：00

46 七草粥ふるまい

JA西条営農振興課

2018年1月7日（日）

○

JR西条駅前
JA西条ときめき水都市
（愛媛県西条市）

47 京橋朝市 初市（正月）

京橋朝市実行委員会

2018年1月14日（日）
6：00～10：00

○

岡山市北区京橋町、京橋西 旭川河川敷一帯に、約100店もの出展テ
http://www.kyoubashiasai
詰め旭川河川敷広場、及び ントが立つ。地元の旬の特産物が並ぶ大 chi.com/BD/home/
堤防緑地一帯
規模朝市。

○

旧日良居中学校
（周防大島町土居1325）

「島はひとつ」をスローガンに周防大島の
農業･漁業・商業･観光がそろい踏みとな
り、「紅白餅合戦」と題した総数2万個の大
餅まき大会をイベントの目玉に、みかん鍋 http://www.suouoshima.c
の無料振る舞いや地元料飲店による島飯 om/event/marukajiri.html
バザー、柑橘や鮮魚の直売や軽トラ市場
など、周防大島ならではのおもてなしが満
載です。

○

高知ぢばさんセンター
(高知県高知市布師田)

高知県内で作られている野菜や果物、花
をテーマに、様々なイベントを行います。

○

明治維新150年の節目の年となる今年の
テーマは「維新」。新時代を切り開いて
いった維新の志士のように、各参加団体
銀座商店街・ルルサス防府
http://www.hがそれぞれの地域の食材を活用し、地域 c.or.jp/nabe-1
（山口県防府市天神町）
の魅力を伝えるオリジナル鍋料理を作成
します。来場者の投票によりグランプリを
決定します。

48 第12回周防大島まるかじり

49

50

周防大島まるかじり実 2018年1月21日（日）
行委員会
9：00～15：30

高知県
第9回高知のやさい・くだもの・花
高知県園芸農業協同
フェスタ
組合連合会

冬の幸せますフェスタ2018
第13回 鍋－１グランプリ

防府商工会議所内
鍋－１グランプリ実行
委員会

2018年1月27日（土）、28日（日）

2018年1月28日（日）
11:00～1400

2018原木しいたけ「とっとり115」 鳥取県原木しいたけブ 2018年1月15日（月）～2018年2月
51
フェア
ランド化促進協議会
15日（木）

○

しめ飾りやお餅、野菜、黒豆などお正月の
品々がずらりと並ぶ朝市で、毎年多くの人
で賑わっています。弥富そばや弥富こん
にゃく、シイタケ、鮮魚や水産加工品など
須佐の特産品も販売されます。

○

○

○

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、
しんまちボードウォーク、水
加工品等を生産者とともに産直販売して http://tokushima○ 際公園
marche.jp
います。
（徳島県徳島市）
川沿いに咲く元気いっぱいのパラソル
ショップです。

○ 鳥取県内 ２４店舗

全国トップクラスの出荷量を誇る「西条の
七草」を「西条産米」と「うちぬき水」で炊い
た七草粥をふるまう。

鳥取県産原木しいたけ（とっとり115）の
美味しさを県民の皆さまに知っていただ
http://www.pref.tottori.lg.j
き、県内のファンを増やし消費拡大に結び p/271760.htm
付けていくため、「とっとり115フェア」を開
催します。

52

玉川湖畔の里
「猪（しし）鍋まつり」

53

ぎゅぎゅっと愛南！冬の陣～海 愛南食のイベント
と山を食らう～（仮称）
実行委員会

玉川地域の猪鍋（猪汁）の無料サービス、
季節ならではの新鮮野菜、漬け物などが
並ぶ。

2018年2月4日（日）

○

玉川湖畔の里
（愛媛県今治市）

2018年2月11日（日）

○

愛南町の味覚であるかきをはじめ、愛南
愛南漁協御荘支所
町のうまいもんが楽しめるイベント。かき
（愛媛県南宇和郡愛南町）
鍋の無料サービス、農産物の販売。

2018年2月17日（土）
2018年2月18日（日）

○

アイテムえひめ（予定）
（愛媛県松山市）

55 きじ鍋まつり

道の駅
2018年2月18日（日）
「広見森の三角ぼうし」

○

道の駅「広見森の三角ぼう 愛あるブランド品である「鬼北産熟成きじ
し」
肉」や町内特産品の販売。きじ鍋、きじう https://www.sankaku（愛媛県北宇和郡鬼北町） どん、きじ飯などの各種きじ料理が味わえ boushi.com/
る。

島根県産野菜の魅力発見セミ
56
ナー

一般社団法人 日本野 2018年2月18日（日）
菜ソムリエ協会
14:00～15:30

くにびきメッセ
○
（島根県松江市）

野菜ソムリエによる島根県産旬の野菜
の特徴や魅力を分かりやすく解説（試食
付き）するセミナーが開催されます。（先着
20名）

浜村温泉街
○
（鳥取県鳥取市気高町）

訪れた方に身心をリフレッシュし健康に
なっていただくことを目的に「生姜・温泉・
http://houdou.city.tottori.
健康」をテーマにした「しょうがぽかぽか lg.jp/8694.htm
フェスタ2018」が浜村温泉街にて開催され
ます。

玉川湖畔の里

54 第12回まつやま農林水産まつり 松山市農林水産課

浜村温泉「しょうがぽかぽかフェ しょうがぽかぽかフェス 2018年2月25日（日）
57
スタ2018」
タ実行委員会
10：00～22：00

58 消費者と産地の交流会

全農広島県本部

2018年3月4日（日）
10:00～

○

三原市内
（広島県三原市）

松山でとれた旬の野菜や果物、瀬戸内海
でとれた新鮮な魚や加工品を一堂に集
め、郷土の食材をその場で食べて、見て、
学ぶイベント。

旬の野菜（わけぎ）時期に消費者を産地
に招いてわけぎの特性を知ってもらう。

