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

〇北陸地方
開催月

番号

イベント等の名称

主催者名

開催日時・期間

取組内容

ホームページアドレス

○

○

今年で40回目を迎える秋の収穫祭。
長岡市山古志支所構内及
新米つかみ取り、ステージショーの他に農
び山古志体育館
産物品評会や新鮮野菜、特産品の販売を
（新潟県長岡市山古志竹沢
します。
乙461)
飲食、体験コーナーもあります。

○

・五泉市総合会館多目的練
習場（新潟県五泉市旭町7
番11号）
・村松支所前駐車場
（新潟県五泉市村松乙1301）

五泉地区、村松地区の２カ所の会場で開
催します。
会場には、地場産の新鮮な野菜や果物、
花木の苗木など、特産品が大集合。

越前市まるごと食の感 2017年11月4日（土）、5日（日）
謝祭実行委員会
9:00～16:00

○

越前市ＡＷ・Ｉスポーツアリー
ナ（越前市武生中央公園総
合体育館）
（福井県越前市高瀬2丁目
8-23）

地元越前市の旬の野菜や加工品、地元グ
ルメが大集合。なるほど納得の食情報も
あって、「見てよし」「食べてよし」「学んでよ
し」の2日間。

http://www.city.echizen.lg.jp
/office/060/020/marugoto.h
tml

ＪＡテラル越前

2017年11月4日（土）、5日（日）
9:00～17:00

○

ＪＡテラル越前 勝山中支店
ＪＡテラル管内の組合員より出品された農
特設会場
林産物での農林産物品評会の開催があり
（福井県勝山市滝波町5丁
ます。また出品物の即売会も実施します。
目701）

http://jaterral.jp/publics/ind
ex/33/&anchor_link=page33
#page33

越中とやま食の王国
フェスタ実行委員会

2017年11月4日（土）、5日（日）
10:00～16:00

○

「食のとやまブランド」を育成するとともに、
富山産業展示館（テクノホー 本県の食の魅力充実に資する新たな取組
ル）
みを広く紹介することなどにより、「食のと
（富山県富山市友杉1682） やまブランド」の魅力を県内外にアピール
するもの。

ふくおか産業フェスティバル

山古志産業まつり

2017年11月3日（金・祝）
山古志産業まつり実行
10:00～14:00
委員会

3

農業まつり

2017年11月3日（金・祝）
農業まつり実行委員会 五泉会場 9:45～13:00
村松会場 9:00～14:00

4

第4回越前市
まるごと食の感謝祭

5

ＪＡテラル越前の秋のイベント
2017 ＪＡ感謝祭

6

越中とやま食の王国フェスタ
2017～秋の陣～

2

開催場所

特産品・農作物の即売会や企業紹介、「富
高岡市ふくおか総合文化セ
山県総合養鯉品評会」などが開催されま
ンター（Uホール）
す。なかでも注目は、福岡町の名物料理
(富山県高岡市福岡町大滝
「鯉こくなべ」です。ぜひ一度ご賞味くださ
44)
い。

ふくおか産業フェスティ 2017年11月3日（金・祝）
バル実行委員会
9:00～15:00

1

11 12
1月 2月
月 月

http://www.city.nagaoka.niig
ata.jp/kankou/event/kosisangyou.html

7

もくもく感謝祭2017

特定非営利活動法人 2017年11月5日（日）
魚津市西部地域振興 9:00～14:00
協議会

8

たてやま特産まつり

たてやま特産まつり実 2017年11月11日（土）
行委員会
10:00～15:30

9

ふくい 味の祭典 2017

福井県

2017年11月11日（土）、12日（日）
10:00～16:00

ＪＡ越前丹生

2017年11月11（土）、12日（日）
9:00～16:00

10 収穫感謝祭2017

2017年11月
11日（土）10:00～16:00、
12日（日）10:00～15:00

11 大感謝祭２０１７

ＪＡあおば

12 2017となみ野農業まつり

ＪＡとなみ野

13 小矢部市農業祭

2017年11月11日（土）、12日（日）
小矢部市農業祭実行
10:00～16:00
委員会

14 五位山地域秋の収穫祭

15 さんぽく祭

2017年11月11日（土）、12日（日）
9:00～16:00

五位山地域自治会連 2017年11月12日（日）
絡協議会
9:00～14:00

2017年11月12日（日）
さんぽく祭実行委員会 9:30～14:30

山の駅もくもく野菜市では、地域で穫れた
新鮮野菜や特産品を販売しています。そ
のほかにも、地場産野菜たっぷりの豚汁
の販売、フリーマーケットやおりがみ教室
などもあります。

○

魚津もくもくホール
（富山県魚津市下椿8）

○

立山町町民会館
「富富富」と「コシヒカリ」の食べ比べや町産
（富山県中新川郡立山町前 の農産物及び加工品の販売等を行いま
沢2385番地）
す。

http://www.town.tateyama.t
oyama.jp/pub/eventtopics/svEveDtl.aspx?servn
o=6353

○

福井県産業会館
（福井県福井市下六条町
103）

http://www.pref.fukui.lg.jp/d
oc/021033/fukuiajiweek/aji_week2017.html

○

農産物品評会や、地元野菜の半額市（11、
丹生膳野菜特設会場（JA越
12日）、白菜・大根・キャベツの半額軽トラ
前丹生 清水支店）
市、魚の競り市（11日）、野菜と果物の競り
（福井県福井市風巻町２７
市（12日）など、いろいろなイベントを実施し
－２
ます。

○

地域で穫れた新鮮野菜や特産品を販売し
大沢野ウェルネスリゾートウ ます。会場内3ヶ所のスタンプを集めるスタ
インディ
ンプラリーであおば産の新鮮野菜（白ネ
（富山県富山市春日96-1） ギ、大根、大かぶ、白菜）をどれか1つプレ
ゼント！なくなり次第終了。

○

ＪＡとなみ野 本店
（富山県砺波市宮沢町311）

○

小矢部市の新鮮野菜がずらりと並ぶ大収
クロスランドおやべ
穫祭です。地産地消をテーマにした模擬店
（富山県小矢部市鷲島10番
など、各種農業団体の出展が大きな見所
地）
です。

○

地元で穫れた秋野菜・山菜・林産物・果物
とやま・ふくおか家族旅行村 の即売会。大根、白菜など、秋の味覚が勢
（富山県高岡市福岡町五位 ぞろい。人気の野菜は、早々と売り切れる
57-2）
ことも。地野菜を使った鍋の振る舞いも予
定されています。

○

ゆりの花会館
（新潟県村上市勝木862番
地1）

ふくい県内各地で穫れた旬の野菜や特産
品を販売します。地元野菜を使った鍋や加
工品の販売もあります。

http://www.nicetv.jp/~mokumoku/

農産物の品評会、料理コンテスト、地元新
鮮野菜・特産品の販売などを行います。

地域の食材を使った「ご当地うんめもの
（美味しいもの）店」の出店、赤かぶ・魚の
団子汁の販売、フリーマーケット等を開催
します。

http://www.city.takaoka.toy
ama.jp/fkeizai/event/2017syuukaku.
html

http://www.city.murakami.lg.
jp/site/kanko/sanpokusai.ht
ml

16 食彩朝市

食と農を考える女性の 201７年11月18日（土）
会
8:30～（売り切れ次第終了）

17 2017たかおか食彩フェア

高岡市農林水産業ま
つり実行委員会・JA高 2017年11月19日（日）
岡食と農ふれあいフェ 9:30～15:30
ア実行委員会

ＪＡ白山 つるぎ・大神支店合同
18
ＪＡ白山
ふれあい感謝祭

2017年11月25日（土）
10:00～15:00

19 あいさい朝市

JAみな穂

2017年12月2日（土）
7:30～9:00

20 食の祭典2017

○

こまつ食彩工房
（石川県小松市西軽海町2
丁目204番地１１）

○

高岡の食と農林水産業にふれあう美味し
い・楽しいイベントがいっぱい！●農林水
高岡テクノドーム
産物の販売●高岡グリーンラーメンやうど
（富山県高岡市二塚322-5） んなどの飲食コーナー●マグロ解体
ショー、カニタイムセール●ハワイアンフラ
など

http://www.city.takaoka.toy
ama.jp/nosui/event/syokusa
i2017.html

○

地域で穫れた新鮮野菜を販売します。ふる
ＪＡ白山本店
まい餅、新米おにぎり試食会。特産丸いも
（石川県白山市井口町に62
と白山ねぎを使ったお好み焼きの模擬店
番地1）
コーナーもあります。

https://www.ja-hakusan.jp/

地元で穫れた新鮮野菜、手作り味噌、漬け
物などの農産加工品、切り花等を販売する
朝市。

○

ＪＡみな穂 あいさい広場
生産者が心を込めてつくった農産物や加
（回廊及び周辺）
工品などを直接販売します。とれたて新鮮
（富山県下新川郡入善町入
な旬の味覚をお楽しみ下さい。
膳3489-1）

ＪＡえちご上越

2017年12月2日（土）、3日（日）
10:00～15:00

○

旬菜交流館 あるるん畑
（新潟県上越市大道福田
615）

本格的な冬を迎え、年末に向け新鮮な農
産物販売や自然薯、生そば、りんごの試食
対面販売を行います。
また、イベント内では大根汁の振る舞いや
歳末ガラポン抽選会なども行います。

21 師走の野菜市

JA柏崎愛菜館

2017年12月2日（土）、3日（日）
9:00～17:00

○

JA柏崎「愛菜館」
（新潟県柏崎市田中2-14)

地元でとれた新鮮な冬野菜を販売します。

22 中条市（三八市）

胎内市

毎月3と8のつく日
（但し1月3日と毎月30日は休み）
8:00頃～13:00頃
（天候等により変更あり）

23 晴明の朝市

晴明の朝市実行委員 毎月第3日曜日
会
8:30～

24 第32回日本海高岡なべ祭り

日本海高岡なべ祭り実 2018年1月13日（土）、14日（日）
行委員会
11:00～16:00

http://www.city.komatsu.lg.j
p/4905.htm

○

○

○

○

熊野若宮神社境内周辺
（新潟県胎内市西栄町）

元禄年間から続く市で、地元の採れたての
旬の野菜や魚など多彩な商品が露店にな
らびます。

○

○

○

○

博物館通り
（福井県敦賀市相生町）

新鮮野菜や惣菜など、さまざまなお店が通
りに並びます。

http://www.city.tsuruga.lg.jp
/about_city/news_from_divisi
on/sangyoukeizai_bu/syokob
oeki_ka/seimeinoasaichi.html

高岡市中心市街地
（富山県高岡市）

高岡の伝統産業であり、基幹産業でもある
銅・アルミ製のジャンボ鍋で、新鮮な魚介
類や地場野菜を豪快に煮込みます。その
他にも、県内外の特産品を盛り込んだなべ
料理やご当地グルメなど、食の魅力満載
の２日間です。

https://www.takaoka.or.jp/e
vent/?mc_id=574

○

2018年1月13日（土）、14日（日）
10:00～15:00

旬菜交流館 あるるん畑
（新潟県上越市大道福田
615）

雪も積もり始め、本格的な雪下野菜の販
売が始まります。
雪下野菜の美味しさを試食などにより、
知っていただける機会となっています。
また、旬のアスパラ菜もイベント価格にて
提供します。

石川県輪島市本町通り
（輪島朝市）

輪島朝市で年に１度の感謝祭。大鍋による
振舞いなどが開催され、いつもと違った朝
市が楽しめます。

25 上越雪下野菜フェア

ＪＡえちご上越

26 輪島朝市感謝祭

輪島あえの風冬まつり 2018年2月10日（土）
実行委員会
9:00～11:30

七尾湾能登かき祭2018
27
（特別イベント）

鹿北賑わい創出交流
実行委員会

2018年2月
24日（土）10:00～16:00
25日（日） 9:00～15:00

能登演劇堂前
炭火焼きコーナーで殻付き牡蠣や海産物
（石川県七尾市中島町中島 を焼いてお召し上がり戴けます。かきフライ
○
上部9番地）
やかき飯、能登島産の能登野菜など能登
地域の山・海の産物などを販売します。

28 食祭 珠洲まるかじり

珠洲食祭実行委員会

2018年2月25日（日）
10:00～15:00

○

○

○

珠洲市役所前 春日通り
（石川県珠洲市飯田町）

祭りイベント当日は、会場を歩行者天国と
して珠洲の物産、飲食テントがズラリと並
びます。

http://www.suzu.co.jp/maru
kajiri/

