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

〇近畿地方
開催月

番号

イベント等の名称

主催者名

開催日時・期間

11 12
1月 2月
月 月

開催場所

取組内容

ホームページアドレス

1

和をたのしもう第一弾「お鍋で、
㈱サンプラザ
もっと、野菜を食べよう」

2017年11月1日～30日

○

サンプラザ各店舗 大阪府
(羽曳野市、藤井寺市、富田
林市、河内長野市、大阪狭
山市、松原市、堺市、八尾
市、柏原市、太子町)、奈良
県(橿原市、田原本市)

2

伊川支店マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月１日（水）、15日（水）
10：30～12：00

○

ＪＡ兵庫六甲
伊川支店
（兵庫県神戸市西区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月2日（木）
2017年11月9日（木）
2017年11月16日（木）
2017年11月23日（木）
2017年11月30日（木）
11：00～14：00

○

ホテル竹園 芦屋
（兵庫県芦屋市）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

3ヶ月連続で「和をたのしもう」をテーマにメ
ニュー提案を実施。第１弾の11月は『お鍋
http://www.superで、もっと、野菜を食べよう』。「シャキシャ sunplaza.com/
キ野菜のだししゃぶ」「白菜の中華風炒
め」等のメニューで冬野菜をPRします。

3

芦屋マルシェ

4

いながわまつり
猪名川町地域農業推
猪名川町秋季農林産物品評会・
進協議会
即売会

2017年11月3日（金・祝）
10:00～16:00
即売会11：00ごろ

○

真心こめてつくられた「いながわ野菜」を
求めて、販売開始前から行列ができるほ
猪名川町総合公園
ど人気の即売会です。
http://www.town.inagawa.l
（兵庫県川辺郡猪名川町）
「いながわまつり」では、ステージイベント g.jp/
やたくさんの模擬店などもお楽しみいただ
けます。

5

JA北びわこ農業まつり2017

北びわこ農業協同組
合

2017年11月3日（金・祝）
10:00～

○

高時川運動広場
（滋賀県長浜市）

地元野菜の販売や軽食コーナーをはじ
め、キャラショーに大道芸と多彩な催しで
皆様をお迎えします。

6

第５１回みのりの祭典

みのりの祭典運営協
議会

2017年11月3日（金・祝）
9：40～15：00

○

湊川公園
（兵庫県神戸市）

神戸市内産農畜水産物や加工品の販
http://www.city.kobe.lg.jp/
売、神戸ワインなどの試飲・販売といった culture/event/minori/
食都神戸を彩るイベントを開催します。

東近江秋まつり

2017年11月3日（金・祝）
東近江秋まつり実行委 9:00～15:00
員会
2017年11月4日（土）
9:30～14:00

○

滋賀県東近江市の特産品や新鮮野菜の
おいしさが、ぎゅっと詰まった農林水産ま
東近江市役所東庁舎駐車 つり。会場では、約40店舗のブースが出 https://www.city.higashio
mi.shiga.jp/0000008184.ht
場（滋賀県東近江市）
店します。市内で生産された農産物や加 ml
工品などで秋の農林水産物の美味しさを
ご堪能ください。

7

https://www.sslsys.net/users/jakitabiwako
.jp/c_news_out02/2017101
6162151.html

8

9

西宮市農業祭農産物即売会

阪急御影マルシェ

10 FARMERS MARKET

西宮市都市農業推進
協議会

2017年11月4日（土）
14：00～

○

六湛寺公園
（兵庫県西宮市）

13：45から先着300名にはお米5合分、301
名以降150名には花のポット苗2個分の無
料引換券を配布し、14：30から14：50まで
の間で引換を行う予定。14：00からは西宮
産野菜を中心とした即売会を実施する予
定。

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月4日（土）
2017年11月11日（土）
2017年11月18日（土）
2017年11月25日（土）
11：00～13：00

○

Francia アオキ屋
（兵庫県神戸市東灘区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

EAT LOCAL KOBE
FARMERS MARKET
実行委員会

2017年11月4日（土）、11日（土）、
18日（土）、25日（土）
2017年12月2日（土）、23日（土・祝）
9：00～12：30
○
2018年1月20日（土）、27日（土）
2018年2月3日（土）、10日（土）、
17日（土）、24日（土）
10：00～13：00

東遊園地
（兵庫県神戸市）

地産地消のライフスタイル化と、生産者と
消費者の顔の見える関係づくりを図るた
http://eatlocalkobe.org/
めファーマーズマーケットを定期的に開催
します。

○

橘公園
（兵庫県尼崎市）

そ菜品評会を始め出品野菜の即売会や
尼崎産葉付ダイコンの販売、尼崎の伝統
野菜尼藷の加工品の販売等地元の野菜 http://www.city.amagasaki.
hyogo.jp/festival/monthly_f
が盛りだくさん。さらに寄せ植え体験や子 es/083matsuri.html
供向けの食育イベントコーナーや抽選会
等もあります。

○

京阪百貨店駐車場
（大阪府守口市）

農産物品評会に出品された選りすぐりの
地元産野菜の販売、新米の販売・米のす http://www.kitakawachi.jao
sk.jp/jigyo/pdf/2017_agrifa
くい取り、花の販売のほか、カレーライス ir.pdf#zoom=90
の模擬店もあります。

○

湖北農業会館駐車場
（滋賀県長浜市）

日曜朝市は消費者のニーズに応えた地産
地消の絆により30年以上開催を続けてい http://kohoku.webnode.jp/
ます。正規流通に乗せにくい野菜等の販 %e6%97%a5%e6%9b%9c%e6%
売を通じ、土に親しみ土に生きる仲間づく 9c%9d%e5%b8%82/
りを実践することを目的としています。

11 尼崎市農業祭

尼崎市・ＪＡ兵庫六甲・ 2017年11月5日（日）
尼崎市営農振興会
9：30～15：00

12 第26回農協祭

守口市民まつり実行委 2017年11月5日（日）
員会
10:00～16:00

13 日曜朝市

2017年11月、12月
湖北地域農業センター
毎週日曜7:00～

14 北野工房マルシェ

15 須磨支店マルシェ

○

○

○

○

http://www.jarokko.or.jp/

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月6日（月）
2017年11月13日（月）
2017年11月20日（月）
2017年11月27日（月）
11：00～13：00

○

北野工房のまち
（兵庫県神戸市中央区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月7日（火）
2017年11月14日（火）
2017年11月21日（火）
2017年11月28日（火）
10：00～11：30

○

ＪＡ兵庫六甲
須磨支店
（兵庫県神戸市須磨区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月7日（火）
2017年11月14日（火）
2017年11月21日（火）
2017年11月28日（火）
11：00～13：00

○

ＪＡ兵庫六甲
神戸元町店
（兵庫県神戸市中央区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

17 美穂が丘マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月7日（火）
2017年11月14日（火）
2017年11月21日（火）
2017年11月28日（火）
14：00～15：00

○

神戸市西区美穂が丘１丁
目４
（兵庫県神戸市西区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

18 南京町の台所

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月10日（金）
11：00～14：00

○

神戸南京町広場
（兵庫県神戸市中央区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売

http://www.jarokko.or.jp/

19 プラザ グリーンマーケット

鳥取市

原則、第2・最終金曜16～20時と
第2・最終土曜11～17時

○

中之島フェスティバルプラ
ザ（大阪府大阪市）

鳥取の新鮮な食材をお届けする「グリーン
http://www.pref.tottori.lg.j
マーケット」が中之島フェスティバルプラザ p/263391.htm
で開催されます。

20 ねぎフェア

全農広島県本部

詳細未定

○

大阪府内

広島県産の白ねぎ、青ねぎ、分葱（わけ
ぎ）を品揃えし、消費地での販売拡大に取
り組みます。

金剛山の里
棚田夢灯り＆収穫祭
2017実行委員会

2017年11月11日（土）
14:00～19:00
予備日11月12日（日）

16 神戸元町マルシェ

21

金剛山の里
棚田夢灯り＆収穫祭2017

○

○

千早赤阪村立中学校・下赤 「日本の棚田百選」に選定された下赤阪

阪の棚田
の棚田に約3,000個のロウソクによるライト http://www.vill.chihayaaka
○
こちらのイベントは台風の影響により中止となりました。
（大阪府南河内郡千早赤阪 アップと村内で収穫した農産物の販売と saka.osaka.jp/

22 第38回門真市農業まつり

門真市農業まつり実行 2017年11月11日（土）
委員会
9:00～14:00

23 収穫感謝祭

湖北町農産物直売組
合

2017年11月11日（土）、12日（日）
10：00～14：30

24 第37回摂津市農業祭

摂津市農業祭実行委
員会

2017年11月11日（土）
10：00～15：00、
12日（日）
10：00～14：00

25 姫路市農林漁業まつり

○

姫路市農林漁業まつり 2018年11月11日(土)、12日（日）
実行委員会
9：30～15：00

村）

いった模擬店を実施します。

○

JA北河内門真中央支店
（大阪府門真市）

地元特産のレンコン・クワイのほか、ダイ
コン・サツマイモなど新鮮野菜の販売に加 http://www.kitakawachi.jao
え、新米の販売と米のすくい取り、特産レ sk.jp/jigyo/pdf/2017_agrifa
ンコンのてんぷら試食、さまざまな模擬店 ir.pdf#zoom=90
があります。

○

湖北町農産物直売組合の２０周年を記念
道の駅湖北みずどりステー して、地域で採れた新鮮野菜のタイムセー
http://www.mizudoriション
ルや近江米と新もち米の特価販売。また、 st.co.jp
（滋賀県長浜市）
地元野菜をつかったピザの販売を行いま
す！

○

特産品の鳥飼なすのお漬物をはじめ地域
でとれた新鮮野菜や、三重県志摩市や京
摂津市役所庁舎前駐車場
http://www.city.settsu.osa
都府京丹後市、兵庫県新温泉町、鳥取県 ka.jp/
（大阪府摂津市）
智頭町の野菜や海産物もたっぷりありま
す。

○

姫路市内の農水産物が集まり旬の新鮮野
菜や水産物、加工品などをPR・販売しま
姫路市農業振興センター
http://www.city.himeji.lg.jp
す。
/s60/2632220/_10273/_10
（兵庫県姫路市山田町多田
その他、動物とのふれあいやカニ釣り、林 276/_18143.html
1174番地47）
業機械の体験など様々なコーナーがあり
ます。

2017年11月11日（土）、12日（日）
9:00～15:00

26 JA直売所きてか～な秋まつり

JAグリーン近江

27 第43回さんだ農業まつり

さんだ農業まつり実行 2017年11月11日（土）、12日（日）
委員会
10:00～15：00

28 第８回まつばらマルシェ

まつばらマルシェ企画
委員会(松原商工会議
平成29年11月11日(土)、12日(日)
所・JA大阪中河内・阪
南大学・松原市)

○

秋の味覚を楽しめる祭典を、今年も２日間
にわたって開催いたします。出荷者さんに
ファーマーズマーケットきて
よります旬の農産物の直売や、JAや、関
か～な駐車場
係団体によります模擬店の出店。ゆる
（滋賀県近江八幡市）
キャラの登場などもありますので、ぜひお
越しください。

○

さんだ農業まつり特設会場
パスカルさんだ一番館駐車
場・JA兵庫六甲三田支店
駐車場
（兵庫県三田市）

○

「食」をテーマとした農商工連携及び産学
官連携の地産地消フェアです。地元で生
産された食材等を使った自慢料理の他、 http://www.matsubara松原中央公園・松原市民体
今回は「まつばらギョーザ」や「オリジナル cci.or.jp/event/marche201
育館・まつばらテラス(輝)
の発泡酒」を新たに開発。松原市ドリーム 7/index.html
アンバサダーのDream Ayaさんも来場しま
す。

29

みのりみのるマルシェ（加賀・能
JA全農・JR西日本
登の実り）

2017年11月11日（土）、12日（日）
11:00～18:00

○

30

みのりみのるマルシェ（奈良の
実り）

JA全農・JR西日本

2017年11月18日（土）、19日（日）
11:00～18:00

○

31

みのりみのるマルシェ（近江の
実り）

JA全農・JR西日本

2017年11月26日（土）
11:00～18:00

○

32 とよのまつり

33

ふるさと森都市フェスティバル
久多 秋の里山まつり

34 第44回高槻市農林業祭

とよのまつり実行委員 2017年11月12日（日）
会
10：00～15：00

北部農林業地域振興
協議会
久多自治振興会

高槻市農林業祭実行
委員会

2017年11月12日(日）
10:00～15:00

2017年11月12日（日）
8:30～15:15

三田産のお米や野菜、三田牛など自慢の
農畜産物が大集合する秋の恒例イベント http://www.city.sanda.lg.jp
です。豊かな恵みがいっぱいの三田の秋 /
を満喫いただけます。

毎回各地の旬をお届け！11・12日は「加
賀・能登の実り」。五郎島金時、加賀れん
こん、源助だいこん、中島菜など！18・19
JA大阪駅ノースゲートビル 日は「奈良の実り」。富有柿、いちご、大和
http://www.minoriminoru.j
2Fアトリウム広場
野菜など！26日は「近江の実り」。近江
p/
（大阪府大阪市）
米”みずかがみ”、安土信長葱などを紹
介！就農やＩターン、Ｕターンに関する相
談コーナーも併設！どうぞお越しくださ
い！

○

模擬店やフリーマーケット、ステージイベン
豊能町吉川支所隣第2総合 トのほか、ミニＳＬが走るコーナーもありま http://www.town.toyono.o
駐車場と周辺
すメイン会場周辺では農業祭（新鮮野菜 saka.jp/page/page002395.
（大阪府豊能町）
の直売）、文化展や健康展などの催しも開 html
催しています。

○

久多の里自然環境活用セ
ンター周辺
（京都府京都市）

京都市左京区久多地域の紅葉を楽しみな
がら、大根やサツマイモ、原木しいたけ収
穫体験や魚釣りをしませんか！収穫した http://www.city.kyoto.lg.jp
/sankan/page/000022603
野菜や釣った魚はその場で焼いて食べら 9.html
れます！地域特産物を使った模擬店もあ
ります。

史跡嶋上郡衙跡
（大阪府高槻市）

三箇牧トマト、原木しいたけ、白菜、大根、
キャベツなど地元産の生鮮野菜・花き・木
工林産物を販売します。地元産農畜産物 （近日公開）
を集めた品評会の出品物の展示、米粉た
こ焼きの出店やもちつき大会など盛りだく
さんのプログラムで実施します。

○

川西市農林産物
35
品評即売会

川西市農業振興研究
会・川西市営農研究
会・川西市

36 川西まつり

川西まつり実行委員会
（川西市商工会・JA兵 2017年11月12日（日）
庫六甲川西地区３支 10：00～15：00
店）・川西市

37

市制施行70周年記念事業「ひら
枚方市
かた産業賑わいフェスタ」

2017年11月12日（日）
10：00～11：30
（なくなり次第終了）

○

キセラ川西せせらぎ公園
（兵庫県川西市）

川西市の農家さんが心をこめて栽培し品
評会に出品した、野菜やキノコなどを販売
します。川西まつりと同時開催で、会場内
で品評会を行い12の特賞を選定します。

○

キセラ川西せせらぎ公園・
川西市総合体育館
（兵庫県川西市）

川西市内の産業を広く市内外にPRするイ
ベントで、ステージパフォーマンスや飲食
店模擬店、地元野菜の即売会を行いま
す。事業者間はもとより市民の皆様との交
流を通して、まちの賑わいを創出し、市産
業の振興発展を目指します。

岡東中央公園
枚方市役所別館北側
（大阪府枚方市）

市制施行70周年記念として枚方市役所別
館北側で「マルシェ・ひらかた」、「友好・交
流都市物産展」、「枚方市 農業まつり」の http://www.city.hirakata.o
イベントが一堂に会する産業総合イベント saka.jp/0000015412.html
「ひらかた産業賑わいフェスタ」を開催しま
す！！

2017年11月17日（金）、18日（土）
10:00～15:00

○

○

38 ひめじマルシェ

姫路地域農産物直売
所連絡協議会

2017年11月17日(金)
15：00～18：00
2018年1月19日(金)
14：00～17：00

39 第38回豊中市農業祭

豊中市農業祭実行委
員会

2017年11月18日（土）
10:00～15:00

2017年11月18日（土）
10:00～14:00

○

姫路駅北 にぎわい交流広 姫路市内の農産物直売所団体が、姫路 http://www.city.himeji.lg.jp
場 中央地下通路
駅前に集まり旬の新鮮野菜や農産加工品 /s60/2212472/_10075/_34
641.html
（兵庫県姫路市）
などをPR・販売します。

豊島公園多目的広場
（大阪府豊中市）

豊中市産農産物・コメ・花などの即売会や
寄せ植え体験、豊中市産大根の大根炊き
http://www.city.toyonaka.
の試食、お米の重さあてなどお楽しみコー osaka.jp
ナーを開催します。また、大阪国際空港就
航都市の特産品販売を実施します。

○

長居公園自由広場
（大阪府大阪市）

大阪市内の農家が栽培した約600点の野
菜をはじめ、花きなどの品評会が長居公
園の自由広場で開催されます。品評会出 http://www.osakashi.jaosk.
jp/about/notifications.html
品物の即売会や餅つき、模擬店、バザー #others
なども行われるほか、様々なステージイベ
ントも催されます。

○

40 平成29年度大阪市農業フェア

JA大阪市

道の駅「淡河」
41
ふるさとまつり

道の駅「淡河」ふるさと 2017年11月18日(土)
まつり実行委員会
10:00～14:00

○

地元産農産物の対面販売や加工品など
のブースを出展します。生産者との交流を
道の駅「淡河」
図るイベントを開催し、農畜産物への理解
(兵庫県神戸市北区淡河町)
を深め、消費拡大へつなげ、また、道の駅
淡河を軸とした地域活性化を行います。

42 第43回茨木市農業祭

茨木市、茨木市農業委
員会、茨木市農業協同
組合、茨木市農業振興
団体連合会、茨木市農
協実行組合長会連絡
協議会、大阪府森林組
合茨木市林業推進協
議会

○

茨木市中央公園
（大阪府茨木市）

2017年11月18日（土）
9:30～16:00
19日（日）
9:30～15:00

市内で採れた新鮮な野菜の販売、模擬店
のほか、子どもさんが楽しめる木工体験、 http://www.city.ibaraki.osa
ka.jp/kikou/sangyo/nouto
ビンゴゲームやポン菓子の無償配布など midori/event/38790.html
今年もイベントが盛りだくさんです！！

43 35周年枚方市農業まつり

枚方市農業まつり実行 2017年11月18日（土）
委員会
10:00～15:00

枚方市役所別館北側及び
枚方市市民会館前
（大阪府枚方市）

地元生産者による新鮮野菜の販売・新米
の販売・米のすくい取りや、さまざまな模 http://www.kitakawachi.jao
sk.jp/jigyo/pdf/2017_agrifa
擬店のほか、限定３００食の地元野菜を ir.pdf#zoom=90
使った豚汁の販売もあります。

岡崎公園
（京都府京都市）

岡崎公園にしないの農林産物が大集合！
旬野菜の直売、京都のお雑煮や地域の農 http://www.city.kyoto.lg.jp
/sankan/page/000022492
産物を使った料理など食文化の魅力あふ
7.html
れる様々なブースが出展。

○

洲本市文化体育館
（兵庫県洲本市塩屋1-117）

古来、朝廷に食材を納めた「御食国（みけ
つくに）」の淡路・若狭・志摩と「都」の京都
http://miketsu-kuni.net/
が集い、御食国サミット、和食を味わう
フードコート、和食文化の体験コーナーな
ど「和食」を味わい楽しめる２日間です。

○

淡路島のとっておきを「見つける、味わう、
手に入れる」をテーマに、淡路島を食のブ
洲本市文化体育館駐車場
http://brandランドとし島内外に情報発信するため、淡 awajishima.com/
（兵庫県洲本市）
路島の「おいしいもの」を集めた食のイベ
ントを開催します。

○

お雑煮と京野菜の食文化フェア 京都市，京の農林秋ま
44
2017年11月18日（土）10:00～15:00 ○
～京の農林秋まつり～
つり実行委員会

45 御食国・和食の祭典in淡路島

御食国・和食の祭典in 2017年11月18日（土）、19日（日）
淡路島実行委員会
11：00～16：30

食のブランド「淡路島」オータム
46
メッセ2017

食のブランド「淡路島」 2017年11月18（土）、19日（日）
推進協議会
10：00～16：30

47 京野菜フェスティバル2017

おいしおすえ京野菜
2017年11月18日（土）、19日（日）
キャンペーン実行委員
10:00～17:00
会

○

岡崎公園
（京都府京都市）

旬の京野菜の販売をはじめ、府内の有名
店が、京野菜を使用した限定メニューを販
http://oishiosue売する「京都グルメフェスティバル」、京都 kyoyasai.com/
産米を使用した「京の酒」のきき酒など「お
いしい京都」の魅力満載のイベントです。

48 第29回かつらぎ町産業まつり

かつらぎ町産業まつり 2017年11月18日（土）、19日（日）
実行委員会
10:00～15:30

○

かつらぎ公園グラウンド
（和歌山県かつらぎ町）

産業まつりでは、農産物ウェルカム市場や
若手農業者による軽トラ市で新鮮な地元
農産物の直売を実施します。その他、ス http://www.town.katsuragi.
wakayama.jp/040/030/201
テージでのパフォーマンスなど催しが盛り 71012134630.html
だくさんとなっていますので、ぜひご来場く
ださい。

49 第43回池田市農業祭

池田市農業祭実行委
員会

2017年11月18日（土）、19日（日）
10:00～15:00

○

池田駅前公園及び
池田市役所1階ロビー
（大阪府池田市）

地域の野菜や植木の販売、寄せ植え教
室、お米の重さ当てなど、池田の楽しい秋
のイベントです。

50 第35回島本町農林業祭

島本町農林業祭実行
委員会

平成29年11月19日（日）
10:00～13:00

◯

島本町役場前駐車場
（大阪府島本町）

地域で獲れた新鮮野菜や品評会の出品
野菜を販売します。
模擬店も多数出店します。

http://www.shimamotocho.
jp/gyousei/kakuka/tosisou
zoubu/nigiwaisouzouka/no
uringyou/1285926304389.
html

都市農業の重要性について理解を深めて
いただき、子どもから高齢者まで様々な市 http://www.city.neyagawa.
民が農にふれる機会として、毎年農業ま osaka.jp/event/147935594
つりを開催しています。地場産野菜の販 6244.html
売をメインに行っています。

51 第36回寝屋川市農業まつり

寝屋川市
JA北河内
JA九個荘

2017年11月19日（日）
9:00～13:00

○

打上川治水緑地
（大阪府寝屋川市）

52 大庄支店マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月22日（水）
10：00～売り切れ次第終了

○

ＪＡ兵庫六甲
大庄支店
旬の野菜などの販売
（兵庫県尼崎市大庄西町）

http://www.jarokko.or.jp/

53 第42回堺市農業祭

堺市農業祭運営協議
会

2017年11月23日（木・祝）
9:00～15:00

○

大仙公園
（大阪府堺市）

地場産農産物の即売のほか、市内の農
業を紹介する催しが行われます。また、花 http://www.city.sakai.lg.jp/
市や堺の特産品などの即売会、ステージ sangyo/nousui/event/nog
では堺市消防音楽隊の演奏や音頭・民謡 yosai42.html
踊りなどが行われます。

54 食と農の祭典

食と農の祭典実行委
員会(市・ＪＡ)

2017年11月23日(木・祝)
10:00～14:0０

○

農野花
(神戸市北区有野中町)

地域農業を紹介し、生産者との交流を図
るイベントを開催することで、農畜産物へ
の理解を深め消費拡大へ繋げ、農業振興
を図ります。

55 第47回橿原市農業祭

橿原市農業祭実行委
員会

2017年11月23日（木・祝）
10:00～16:00

○

橿原神宮 外拝殿前
（奈良県橿原市）

毎年恒例の農業祭を、今年度も橿原神宮
新嘗祭と同時開催します。農業に関する http://www.city.kashihara.
各種催しと、同時開催の農産物品評会に nara.jp/noshin/429100502.
出品された農産物の展示及び即売会を行 html
います。

○

毎年約７千人の来場者がある、生産者と
消費者をつなぐイベントです。野菜や果物
石川河川敷川西グラウンド の販売、農産物加工品、お米や塩干物、
（大阪府富田林市）
花やみどりの販売をします。また、地元の
えび芋入りの豚汁をはじめ、甘酒、おにぎ
りの数量限定無料配布もございます。

56 2017富田林市農業祭

57 第34回岸和田市農業まつり

58

59

秋の味覚祭
柿とみかん祭り

あすかてくるで3周年記念大感
謝祭

農業祭開催委員会

2017年11月23日（木・祝）
9:00～14:30

岸和田市農業まつり実 2017年11月23日（木・祝）
行委員会
9:20～15:00

○

岸和田市立中央公園
（大阪府岸和田市）

各団体が、農産物・水産物・林産物をはじ
め、地場野菜入りうどん・地元米でのつき https://www.city.kishiwada
たてもちなどの販売や、地場産野菜料理 .osaka.jp/soshiki/42/29ma
tsuri.html
の試食・豚汁の配布を行います。各種模
擬店もあります。

四季の味覚祭実行委
員会

○

道の駅「いずみ山愛の里」
(大阪府和泉市）

みかんや柿の試食、焼いも、おでんの販
売に購入いただいた椎茸などの野菜をそ http://www.izuminambuの場で焼いていただく炭焼きコーナー、そ rc.jp/michinoeki/
の他に旬の野菜も多数そろえています。

○

あすかてくるで河内長野店
（大阪府河内長野市）
あすかてくるで羽曳野店
（大阪府羽曳野市）

河内長野店オープン３周年記念イベント開
催。2,000円以上お買い上げの方にガラガ
ラ抽選（25日9時半から13時）、生演奏会 http://www.jaom.or.jp/asu
（25日11時から12時河内長野店のみ）、仕 katekurude/
入品の特売。地元野菜を協賛価格にて販
売。

JA大阪南

2017年11月25日（土）、26日（日）
9:00～15:00

2017年11月25日（土）、26日（日）
9:30～18:00

60 風土・food大原野2017

なんやかんや「大原
野」推進協議会
2017年11月25日（土）
風土・food大原野実行 10:00～14:00
委員会

○

○

みどり豊かな箕面市の新鮮で安心な秋野
菜と新米が集まる年に１度の「農の祭
芦原公園及び箕面市立メイ
典」。特産の実生柚子や、原木椎茸も生 https://www.city.minoh.lg.j
プルホール
p/nousei/nougyousai.html
産者から直送！加工品も満載！フード
（大阪府箕面市）
コーナーに木工教室など家族で楽しめる
イベントがいっぱいです！
地元農産物の販売、地場産品・工業製品
の展示・販売、防犯・防火等の啓発、市民
参加のガレージセール、模擬店、舞台イベ
ント、抽選会などが行われます。是非お越
しください。
市内で生産された新鮮な農産物を安価で
販売します。

61 第42回箕面市農業祭

箕面市農業祭実行委
員会

62 第11回大阪狭山市産業まつり

大阪狭山市産業まつり 2017年11月25日（土）
実行委員会
9:30～15:00

○

大阪狭山市立野球場
（大阪府狭山市）

63 第40回交野市農業まつり

交野市農業まつり実行 2017年11月25日（土）
委員会
9:30～13:00

○

いきいきランド交野
（大阪府交野市）

64 食育フェスタ

西宮市食育・食の安全 2017年11月25日（土）
安心推進会議、西宮市 10：00～14：30

○

兵庫栄養調理製菓専門学 西宮産野菜を中心とした即売会を10：00よ
校
り実施するほか、食育に関する各種展示・
（兵庫県西宮市）
調理体験や物販を行う予定。

65

六甲のめぐみ
13周年感謝祭

66 高砂市農林漁業祭

2017年11月25日（土）
10:00～15:00

農産物の品評会とその即売会、野菜、味
噌などの販売や、地元産食材を使ったお
弁当などの販売をします。また竹太鼓、フ https://www.oharano.org/
ルート、琴等のライブイベントも開催。是非
お越しください！

大原野大社境内
（京都府京都市）

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月25日（土）、26日（日）
9：30～17：00

○

農協市場館
六甲のめぐみ
（兵庫県神戸市西区）

地元野菜の販売やステージなど

高砂市農林漁業祭実
行委員会

2017年11月26日（日）
9：30～15:00

〇

高砂市総合運動公園
サブグランド
（兵庫県高砂市）

市内の農家が出品した農作物を対象に品
評会を開き、入賞した農家に表彰式を行
います。また出品物を会場にて展示し、表
彰式後に販売します。

貝塚市役所周辺
（大阪府貝塚市）

市の農業の発展と、市民の皆様に農業に
対する理解を深めてもらうため毎年開催し
ています。農産物の品評会や野菜の即
売、模擬店等出店。その他のど自慢大会
等のイベントも開催されます。

貝塚市
JA大阪泉州

2017年11月26日（日）
10:00～17:00

68 久宝寺こうえんマルシェ

久宝寺こうえんマル
シェ実行委員会

2017年11月26日（日）
2017年12月24日（日）
2018年1月28日（日）
2018年2月25日（日）
（毎月第４日曜日）
10:00～16:00

○

69 尼崎支店マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月29日（水）
10：00～売り切れ次第終了

○

67 第68回貝塚市農業祭

○

○

○

http://www.jarokko.or.jp/

人と自然に優しい農産物や加工品の販
久宝寺緑地北地区風の広 売。旬の味、新鮮さを大事にした地元農産
https://kyuhoji○ 場付近
物。福祉施設がつくったこだわり加工品の marche.jimdo.com/
（大阪府八尾市）
販売。加工者や料理人の出店や農を生か
すワークショップ。
ＪＡ兵庫六甲
尼崎支店
（兵庫県尼崎市上ノ島町）

旬の野菜などの販売

http://www.jarokko.or.jp/

ＪＡ兵庫六甲
小田支店
（兵庫県尼崎市潮江）

旬の野菜などの販売

http://www.jarokko.or.jp/

○

JA兵庫六甲東谷支店
（兵庫県川西市見野）

旬の地元野菜や米の販売

http://www.jarokko.or.jp/

2017年12月1日（金）～31日（日）

○

サンプラザ各店舗 大阪府
(羽曳野市、藤井寺市、富田
林市、河内長野市、大阪狭
山市、松原市、堺市、八尾
市、柏原市、太子町)、奈良
県(橿原市、田原本市)

和をたのしもう第二弾「旬をおいしくいただ
く、冬の煮物」。基礎調味料と一緒に提案
http://www.superし、手軽に作れる冬の煮物メニューを提案 sunplaza.com/
します。冬野菜の購買動機につなげてい
きます。

小塩特産市実行委員
会

2017年12月2日(土）
10:00～14:00

○

小塩集落センター
（京都府京都市）

小塩の新米、杵つき白餅、新鮮野菜、山
菜おこわ、あったか豚汁等の販売を行い
ます。手作りの味をお楽しみください。皆
様のお越しをお待ちしております！

http://www.city.kyoto.lg.jp
/sankan/page/000022810
0.html

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月2日（土）
2017年12月9日（土）
2017年12月16日（土）
2017年12月23日（土・祝）
11：00～13：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

○

Francia アオキ屋
（兵庫県神戸市東灘区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

○

松尾大社境内
（京都府京都市）

地域の農家が丹精込めて栽培した野菜や
柿などの農産物の品評会と、その出品物
近日公開予定
を含む野菜の即売、筍ご飯や豚汁等、飲
食物の販売も行います。

○

神戸ワイナリー（農業公園
内）
（兵庫県神戸市西区）

たべものの販売やステージなど

70 小田支店マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2017年11月30日（木）
10：00～売り切れ次第終了

71 東谷支店マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月1日（金）
9：00～売り切れ次第終了

和をたのしもう第二弾「旬をおい
72
㈱サンプラザ
しくいただく、冬の煮物」

73 小塩特産市

74 阪急御影マルシェ

JA京都市西京農業ま 2017年12月2日（土）
75 第9回JA京都市西京農業まつり
つり実行委員会
10:30～14:00

第8回 こうべ地域の
たべもの祭り

○

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月2日（土）
10：00～15：00

77 泉佐野市農業祭

泉佐野
農協祭運営委員会

2017年12月2日（土）
10:00～15:00

○

泉佐野産（もん）のとれたて新鮮野菜の販
レイクアルスタープラザ・カ
売、地元協議会による模擬店、特産品相
ワサキ広場（泉の森広場）
互取扱協定締結自治体による特産品の
（大阪府泉佐野市）
販売、無料遊具等

78 ふれあＪAまつり

ＪＡ京都やましろ

2017年12月2日（土）
9:00～15:00

○

ＪＡ京都やましろ中宇治支
店
（京都府宇治市）

地場野菜をふんだんに使った模擬店やふ http://www.jayamasiro.com/
れあいコンサートの実施

79 JAまつり

ＪＡ京都やましろ

2017年12月2日（土）
9:00～15:00

○

ＪＡ京都やましろ八幡市支
店
（京都府八幡市）

農産物品評会と地元農産物即売会、塩干 http://www.jayamasiro.com/
物、花き、パンなどの販売

76

http://www.jarokko.or.jp/

○

熊取町立中央小学校グラ
ウンド
（大阪府熊取町）

熊取産野菜の販売、抽選会や吹奏楽の
演奏等のステージイベントも盛りだくさん。
著名な料理人による地元野菜を使った料
近日公開予定
理の試食と飾り切りの展示・体験もありま
す。お誘い合わせの上、是非ご来場くださ
い！

2017年12月3日（日）
10:00～14:00

○

和歌山市中央卸売市場
（和歌山県和歌山市）

鮮魚・塩干物及び青果物の即売やくえ・か
に・ふぐ等7種類の大鍋料理を有料提供し
ます。

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月4日（月）
9：30～売り切れ次第終了

○

JA兵庫六甲神津支店
（兵庫県伊丹市森本）

地元産の冬野菜、米、干しシイタケ等の販 http://www.jarokko.or.jp/
売

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月4日（月）
2017年12月11日（月）
2017年12月18日（月）
2017年12月25日（月）
11：00～13：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

○

北野工房のまち
（兵庫県神戸市中央区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

○

神戸市西区美穂が丘１丁
目４
（兵庫県神戸市西区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

○

ＪＡ兵庫六甲
須磨支店
（兵庫県神戸市須磨区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

○

ＪＡ兵庫六甲
神戸元町店
（兵庫県神戸市中央区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

第6回熊取ふれあい農業祭～地
熊取町農業祭実行委
80 元が一番！！くまとりとれたて祭
員会
り～

2017年12月3日（日）
10:00～14:00

81 第13回市場まつり

和歌山市中央卸売市
場協会

82 神津支店 農協 神津市場

83 北野工房マルシェ

84 美穂が丘マルシェ

85 須磨支店マルシェ

86 神戸元町マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

ＪＡ兵庫六甲

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月5日（火）
2017年12月12日（火）
2017年12月19日（火）
2017年12月26日（火）
14：00～15：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります
2017年12月5日（火）
2017年12月12日（火）
2017年12月19日（火）
2017年12月26日（火）
10：00～11：30
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります
2017年12月5日（火）
2017年12月12日（火）
2017年12月19日（火）
2017年12月26日（火）
11:00～13：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

2017年12月6日（水）
2017年12月20日（水）
10：30～12：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

87 伊川支店マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

88 かわにしまるまるマルシェ

川西市・川西市農業振
2017年12月6日（水）
興研究会・川西市営農
9:00～11:00（なくなり次第終了）
研究会

2017年12月7日（木）
2017年12月14日（木）
2017年12月21日（木）
2017年12月28日（木）
11:00～14：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

ＪＡ兵庫六甲
伊川支店
（兵庫県神戸市西区）

旬の野菜や花などの農産物の販売（開催 http://www.jarokko.or.jp/
日により出品品目は異なります）

○

藤ノ木さんかく広場
（兵庫県川西市）

農家とお店とお客さんを大きな（まる）で結
び合わせ、（まる）印のいいものをお届け
し、市の魅力を（まる）ごと満喫。川西産の http://www.city.kawanishi.
hyogo.jp/nouringyo/18091
新鮮なお野菜のほか、市内の果物等を
/asaichi.html
使ったジャムなどの加工品、植木や花な
どを販売します。

○

ホテル竹園 芦屋
（兵庫県芦屋市）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

○

89 芦屋マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

90 南京町の台所

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月8日（金）
11：00～14：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

○

神戸南京町広場
（兵庫県神戸市中央区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売

http://www.jarokko.or.jp/

91 宝塚西支店 やさい市

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月8日（金）
10：00～売り切れ次第終了

○

JA兵庫六甲宝塚西支店
（兵庫県宝塚市小林）

地元産冬野菜や米の販売

http://www.jarokko.or.jp/

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月9日（土）
9：00～売り切れ次第終了

○

JA兵庫六甲昆陽の里支店
地元産冬野菜の販売等
（兵庫県伊丹市池尻）

93 農協祭

ＪＡ京都やましろ

2017年12月9日（土）
9:30～14:30

○

ＪＡ京都やましろ久御山町
肥料、農機具展示即売、味噌など農産加 http://www.ja支店
yamasiro.com/
工品販売ほか
（京都府久世郡久御山町）

94 JA農業祭

ＪＡ京都やましろ

2017年12月9日（土）
9:30～14:00

○

ＪＡ京都やましろ加茂支店
（京都府木津川市）

95 今城塚古代歴史館前朝市

高槻市農業振興団体
協議会

2017年12月9日（土）
2018年1月13日（土）
2018年2月10日（土）
各日8:00～9:30

○

92

昆陽の里支店 昆陽の里マル
シェ

○

地場野菜・手作り食品の即売、餅、しめ
縄、鉢花など正月用品販売ほか

http://www.jarokko.or.jp/

http://www.jayamasiro.com/

高槻市内各地で地元産農産物を販売して http://www.city.takatsuki.o
今城塚古代歴史館前駐車
いる朝市団体や特産品を生産している団 saka.jp/kakuka/sangyou/n
○ 場
体が一堂に集まり、花や新鮮で安全・安心 ourin/oshirase/132669787
（大阪府高槻市）
3489.html
な野菜などを販売します。

96

かどのの郷11周年記念
のどかなかどの冬まつり

かどのの郷

97 Go-Say（ごせ）ラグビーマルシェ 御所市

2017年12月10日（日）
11:00～18:00

○

かどのの郷
（兵庫県丹波市）

葛野地域冬の恒例行事で、バザー、餅ま
き、子ども広場の他、農家自慢の新鮮野
菜や地元特産品を販売。若者グル―プ生 http://www.tambakadono.j
産の野菜を使った芋煮もあり、夕暮れに p/
灯るゆめ行燈の明かりと冬花火とのコラ
ボをお楽しみください。

2017年12月10日（日）
10:00～15:00

○

近鉄御所駅前から新地商
店街周辺
（奈良県御所市）

奈良県内各地の農・林・食をテーマにした
イベントと地域産業との連携により、開催 http://www.city.gose.nara.j
地の盛り上がりを創出し、県内外にＰＲし p/
ます。
美味しい朝ご飯や地域で収穫された新鮮
野菜、お花、アクセサリー雑貨がいっぱ
http://www.itamiい！毎回ミュージシャンよるゆるやかなラ toshikaihatsu.co.jp/event_i
イブが会場を盛り上げ、ヒトが自然と集ま tamiasamarche/
る。

98 イタミ朝マルシェ

伊丹市中心市街地活
性化協議会

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

○

99 西宮中央支店 ふれあい市

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月12日（火）
9：00～売り切れ次第終了

○

JA兵庫六甲西宮中央支店
地元産冬野菜や米の販売
（兵庫県西宮市神明町）

http://www.jarokko.or.jp/

100 天神川支店マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月13日（水）
9：30～売り切れ次第終了

○

JA兵庫六甲天神川支店
（兵庫県伊丹市北野）

地元産冬野菜の販売等

http://www.jarokko.or.jp/

101 小田支店 朝市

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月14日（木）
10：00～売り切れ次第終了

○

ＪＡ兵庫六甲小田支店
（兵庫県尼崎市潮江）

旬の野菜などの販売

http://www.jarokko.or.jp/

102 藍支店 ふれ藍マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月15日（金）
9：00～売り切れ次第終了

○

JA兵庫六甲藍支店
（兵庫県三田市下相野）

地元野菜の販売とふるまい

http://www.jarokko.or.jp/

○

御食国 多目的広場
（兵庫県洲本市）

四季のイベントは、洲本市の農畜水産物
のPRや消費拡大を図り地産地消を推進
するため、平成12年度から実施していま
す。今回の「あったか師走市」には10店が
参加。その他、無料配布や抽選会等、皆
様お楽しみください。

103

四季のイベント
あったか師走市

四季のイベント実行委 2017年12月16日（土）
員会
8:00～11:00

○

三軒寺前広場
○
（兵庫県伊丹市）

104 JAグループ大阪合同農業祭

大阪採れたて農産物
消費推進協議会

2017年12月16日（土）
10:00～14:00

○

JAグループ大阪全体が一体となって府内
ＮＨＫ大阪放送局1階アトリ
JA管内の旬の農産物や加工品を販売し http://www.jaosaka.or.jp/w
ウム内
ます。販売をとおして、大阪都市農業の魅 p/archives/1629
（大阪府大阪市）
力を発信します。

105 パスカルさんだ感謝祭

JA兵庫六甲 三田野
菜部会・産直の会

2017年12月16日（土）
①9：00～18：00
②9：30～18：00

○

①パスカルさんだ一番館
②パスカルさんだフラワー
店
（兵庫県三田市）

旬の農産物の販売

-

106

広野支店 新鮮野菜の対面販
売

107 宝塚安倉支店 あくら朝市

108

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月20日（水）
10：00～売り切れ次第終了

○

JA兵庫六甲広野支店
（兵庫県三田市上井沢）

地元野菜・米・正月用花の販売等

http://www.jarokko.or.jp/

ＪＡ兵庫六甲

2017年12月23日（土・祝）
9：00～売り切れ次第終了

○

JA兵庫六甲宝塚安倉支店
地元産冬野菜の販売や包丁研ぎ
（兵庫県宝塚市安倉中）

http://www.jarokko.or.jp/

○

かあちゃんずが心を込めて育てた新鮮野
農産物直売所コスモスの里
菜や、花、味噌等の特産品を販売しま
（兵庫県相生市）
す！

相生市
食と農を守るかあちゃんずのげ
2017年12月23日（土）
食と農を守るかあちゃ
んき市
8:30～11:30
んず

109 ＪＡ年末即売会

ＪＡ京都やましろ

2017年12月23日(土・祝）
9:00～14:00

○

ＪＡ京都やましろ精華町支
店
（京都府精華町）

正月用品、野菜・花即売、味噌など農産加 http://www.jayamasiro.com/
工品販売

110 ひめじ新米フェスティバル

姫路市

2018年12月23日(土・祝)
9：30～15：00

○

大手前公園
（兵庫県姫路市本町68）

姫路市内で生産された新米や新鮮野菜、
農産加工品や海産物などをPR・販売しま
す。

111 大阪エコ農産物販売会

枚方市エコ農産物推進 2017年12月25日（月）
協議会
9:00～12:00

○

市民会館大ホール前
（大阪府枚方市）

地元で生産された安全で安心な野菜を販
売（数量限定）しますので、ぜひお越しくだ
さい。

112 農産物年末直販会

枚方市農業研究会

2017年12月25日（月）
9:00～12:00

○

市役所別館北側
（大阪府枚方市）

市内農家が栽培した新鮮な冬野菜や花な
どを直接販売。

113 歳末感謝祭

道の駅「いずみ山愛の 2017年12月27日（水）、28日（木）
里」
9:00～17:00

○

道の駅「いずみ山愛の里」
(大阪府和泉市）

雑煮大根、金時人参などお正月用の野菜
http://www.izuminambuに白菜、椎茸、水菜などお鍋にももってこ rc.jp/michinoeki/
いの野菜なども奉仕価格で販売。

114 生産連歳末大売り出し

交野市農業生産連合
会

2017年12月29日（金）
9:00～正午まで

○

JA北河内交野支店
（大阪府交野市）

野菜・もちの販売等を行います。

115 中川原市原青空会

中川原市原青空会

毎週 木・土曜日
8:00～12:00

116 JA淡路日の出 ふれあい市

JA淡路日の出ふれあ 毎週土曜日
い市
8:00～10:00

○

○

イオン洲本店正面玄関前
（兵庫県洲本市）

新鮮な野菜を安く！が合言葉。新鮮野菜
http://www.city.sumoto.lg.j
に負けない元気な看板お母さんたちも
p/hp/tyokubaisyo/itihara.h
揃っています！自慢の旬の数々をぜひご tml
賞味ください！

○

○

御食国横広場
（兵庫県洲本市）

気さくなお母さん方がお客さんと楽しくお
喋りし、ふれあいを楽しみながら土曜日の http://www.city.sumoto.lg.j
p/hp/tyokubaisyo/ja_awaji.
早朝新鮮で安いお野菜をたくさんご用意し html
てお待ちしています！

117 上物部産地直売所

上物部産地直売所

毎週土曜日
8:00～9:00

○

○

伊勢神社境内
（兵庫県洲本市）

地域の住民とのふれあいと、農家同士の http://www.city.sumoto.lg.j
コミュニケーションを大切に、アットホーム p/hp/tyokubaisyo/kamimo
nobe.html
な朝市を開催しています。

118 ふるさと農産物直売所(鮎原)

ふるさと農産物直所(鮎 毎週日曜日
原)
9:00～17:00

○

淡路市、南あわじ市など全島の生産農家
中山間総合活性化センター から新鮮・豊富な野菜の品揃えが自慢で http://www.city.sumoto.lg.j
○ 前
す。地元特産加工品のほか、丹波笹山か p/hp/tyokubaisyo/ayuhara
（兵庫県洲本市）
ら直送の黒豆パンなど、10種類以上の黒 .html
豆製品が揃うのも魅力です。

119 内膳青空市

内膳青空市

毎週日曜日
7:00～10:00

○

○

120 五色さわやか市

五色さわやか市

毎週日曜日
7:00～9:00

○

高田屋嘉兵衛翁記念館
○ 駐車場
（兵庫県洲本市）

少人数のグループですが、自分たちで
採ってきた新鮮な魚介類や、丹精こめて
育てた野菜などを販売しています。

http://www.city.sumoto.lg.j
p/hp/tyokubaisyo/gosiki.h
tml

ＪＡ兵庫六甲

2018年1月8日（祝・月）
2018年1月15日（月）
2018年1月22日（月）
2018年1月29日（月）
11：00～13：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

〇

北野工房のまち
（兵庫県神戸市中央区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

ＪＡ兵庫六甲

2018年1月9日（火）
2018年1月16日（火）
2018年1月23日（火）
2018年1月30日（火）
11:00～13：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

〇

ＪＡ兵庫六甲
神戸元町店
（兵庫県神戸市中央区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

121 北野工房のまちマルシェ

122 神戸元町マルシェ

洲本下内膳 ローソン前
（兵庫県洲本市）

新鮮さと安さが何と言っても一番！生産者 http://www.city.sumoto.lg.j
と、直接対話しながら農産物等を楽しくお p/hp/tyokubaisyo/naizen.
html
買い物をしていただけます。

123 甲東支店 ミニマルシェ

124 芦屋マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

ＪＡ兵庫六甲

2018年1月9日（火）
2018年1月10日（水）
2018年1月11日（木）
2018年1月12日（金）
2018年1月15日（月）
2018年1月16日（火）
2018年1月17日（水）
2018年1月18日（木）
2018年1月19日（金）
2018年1月22日（月）
2018年1月23日（火）
2018年1月24日（水）
2018年1月25日（木）
2018年1月26日（金）
2018年1月29日（月）
2018年1月30日（火）
2018年1月31日（水）
9：00～売り切れ次第終了
2018年1月11日（木）
2018年1月18日（木）
2018年1月25日（木）
11:00～14：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

〇

ＪＡ兵庫六甲
甲東支店
（兵庫県西宮市神呪町）

旬の野菜と果物、米の販売（開催日により
http://www.jarokko.or.jp/
出品品目は異なります）

〇

ホテル竹園 芦屋
（兵庫県芦屋市）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

〇

Francia アオキ屋
（兵庫県神戸市東灘区）

旬の野菜や米などの農産物や加工品の
販売（開催日により出品品目は異なりま
す）

http://www.jarokko.or.jp/

淡路島の農林水産業の発展に向けて、一
年の豊穣豊漁祈願・生産技術の向上及び
農林水産物のＰＲを目的に開催し、淡路
島の農林水産物の展示・即売会、農林水
産功労者の表彰式等を実施します。

125 阪急御影マルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2018年1月13日（土）
2018年1月20日（土）
2018年12月27日（土）
11：00～13：00
※天候その他の状況により中止と
なる可能性があります

126 第55回淡路農林水産祭

淡路農林水産祭実行
委員会

2018年1月15日（月）
10：00～15：30

○

伊弉諾神宮
（兵庫県淡路市）

127 名塩支店 みそ 野菜販売

ＪＡ兵庫六甲

2018年1月16日（火）
10：00～売り切れ次第終了

〇

JA兵庫六甲
名塩支店
（兵庫県西宮市名塩）

手作りみその会のみそと地元野菜の販売 http://www.jarokko.or.jp/

128 三輪支店 夕暮れマルシェ

ＪＡ兵庫六甲

2018年1月19日（金）
16：00～売り切れ次第終了

〇

JA兵庫六甲
三輪支店
（兵庫県三田市三輪）

地元産冬野菜や米の販売

http://www.jarokko.or.jp/

2018年2月1日（木）～28日（水）

サンプラザ各店舗 大阪府
(羽曳野市、藤井寺市、富田
林市、河内長野市、大阪狭
○
山市、松原市、堺市、八尾
市、柏原市、太子町)、奈良
県(橿原市、田原本市)

JA兵庫六甲

2018年2月1日（木）
2018年2月8日（木）
2018年2月15日（木）
2018年2月22日（木）
11：00～14：00

○

ホテル竹園 芦屋
（兵庫県芦屋市）

地元野菜等の販売

http://www.jarokko.or.jp/

JA兵庫六甲

2018年2月3日（土）
2018年2月10日（土）
2018年2月17日（土）
2018年2月24日（土）
11：00～13：00

○

Francia アオキ屋
（兵庫県神戸市東灘区）

地元野菜等の販売

http://www.jarokko.or.jp/

JA兵庫六甲

2018年2月5日（月）
2018年2月12日（祝・月）
2018年2月19日（月）
2018年2月26日（月）
11：00～13：00

○

北野工房のまち
（兵庫県神戸市中央区）

地元野菜等の販売

http://www.jarokko.or.jp/

133 神戸元町店マルシェ

JA兵庫六甲

2018年2月6日（火）
2018年2月13日（火）
2018年2月20日（火）
2018年2月27日（火）
11：00～13：00

○

JA兵庫六甲 神戸元町店
（兵庫県神戸市中央区）

地元野菜等の販売

http://www.jarokko.or.jp/

134 第12回日高川町農業祭

日高川町農業振興協
議会

2018年2月11日（日）
9:00～15:30

日高川町内の農家の皆さんが丹精込めて
日高川町農村環境改善セ 作ったりっぱなミカンや野菜、加工品の展 http://www.town.hidakaga
wa.lg.jp/town/sec_nougyou
◯ ンター・川辺西小学校周辺 示や楽しいイベント、もちまきもあります。 /nougyousai/nougyousai.h
（和歌山県日高川町）
また、地元の食材を使った販売ブースもた tml
くさんありますので、ぜひお越し下さい。

135 ふれ藍マルシェ

JA兵庫六甲

2018年2月15日（木）
9：00～13：00
（売切れ次第終了）

JA兵庫六甲 藍支店
○ 駐車場
（兵庫県三田市下相野）

地元野菜・米セール・ふるまい

冬の味覚祭
136
柑橘まつり

四季の味覚祭実行委
員会

2018年2月25日（日）
9:00～15:00

道の駅「いずみ山愛の里」
○
(大阪府和泉市）

みかんの他、八朔や不知火などのかんき
つ類を取り揃えています。購入いただいた
http://www.izuminambu椎茸などの野菜をその場で焼いていただ rc.jp/michinoeki/
く炭焼きコーナーも準備しています。地元
産の旬の野菜も多数取り揃えています。

129

和をたのしもう第四弾「いたわり
㈱サンプラザ
ポカポカごはん」

130 芦屋マルシェ

131 阪急御影マルシェ

132 北野工房のまちマルシェ

和をたのしもう第四弾「いたわりポカポカ
ごはん」～寒い時期の元気のみなもとは
http://www.super『あたためる食事』からをテーマにメニュー sunplaza.com/
提案を実施する。冬野菜の購買動機につ
なげていく。

http://www.jarokko.or.jp/

