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

〇九州地方
開催月

番号

イベント等の名称

主催者名

西有家町みそ五郎ま
つり実行委員会

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

2017年11月4日（土）、5日（日）
10:00～16:00

○

農産物販売、子どもみこしパレード、まつ
須川商店街、西有家中学校 りの夕べ、みそ五郎パレード、チビッ子綱
https://nishiarie.jimdo.com
体育館、西小グラウンド他 引き大会、そうめんブランド商品展示会、 /
（長崎県南島原市）
そうめん創作料理展、そうめん造形物展、
そうめん節つかみ取り大会。

1

第36回みそ五郎まつり

2

ＪＡ壱岐市「第３１回農協まつり」
壱岐市農業協同組合
(JAﾌｪｽﾀ’17)

2017年11月11日（土）、12日（日）
9:00～16:00

○

壱岐家畜市場
（長崎県壱岐市）

3

ＪＡさが中部地区ふれあい感謝
ＪＡさが中部地区
祭

2017年11月17日（金）、11月18日
（土）

○

ＪＡさが中部地区南部低温
佐賀県産野菜や果物、米の販売、農業機 https://jasaga.or.jp/event
倉庫
/archives/56
械の展示。
（佐賀県佐賀市）

4

ベジフル感謝祭

11月18日（土）
ベジフルスタジアム活 11:00～14:00
性化委員会
毎月第３土曜日
午前９時～１２時

○

5

日向市産業･商業まつり

日向市産業･商業まつ 2017年11月18日（土）、19日（日）
り実行委員会
10:00～16:00

6

第26回夢・手づくりふれあい祭り

夢･手づくりふれあい祭 2017年11月19日（日）
り実行委員会
9:00～17:00

地域農畜産物の販売、各種ステージイベ
ント、餅まき、抽選会、ＪＡグリーンカップ
（ジュニア野球、バレー）、グラウンドゴル
フ大会の開催等。

ベジフルスタジアム
（福岡県福岡市）

11月の取組内容は、野菜等の販売、試食
販売、子供向けイベント等

○

ＪＲ日向市駅前交流広場
（宮崎県日向市）

「農業まつり」と合同開催され、地域で穫
れた新鮮野菜や特産品を販売します。肉
の試食コーナーもあります。

○

旧島鉄加津佐駅裏
（長崎県南島原市）

ステージイベント（キャラクターショー他）、
ビーチ駅伝、出店（飲食、地元産品他）、
魚つかみ取り、魚釣り大会、餅つき、試食
他。

7

第34回深江町産業まつりin南島 深江町産業まつり実行 2017年11月19日（日）
原
委員会
9:30～16:00

○

試食会（車えび、長崎牛、ろくべえ）、農
深江ふるさと伝承館及び駐
協、商工会、漁協関係団体バザー、地元
車場
特産物等の即売、フリーマーケットの出
（長崎県南島原市）
展。

8

ながさき実り・恵みの感謝祭
2017

2017年11月25日（土）
ながさき実り･恵みの感
10:00～17:00
謝祭長崎市実行委員
2017年11月26日（日）
会
10:00～16:00

○

出島ワーフ前岸壁、隣接三 市内産農水産物の展示販売・試食、農水
角広場
産業のＰＲイベント、抽選会、カキ焼きコー
（長崎県長崎市）
ナー、その他集客イベント。

9

島原ふるさと産業まつり（第8回）

2017年11月25日（土）
島原ふるさと産業まつ 10:00～16:00
2017年11月26日（日）
り実行委員会
10:00～15:00

○

島原復興アリーナ
（長崎県島原市）

地元農商工物産品の販売のほか、各種
集客イベントの実施。

○

長崎国際大学正門前広場
（長崎県佐世保市）

農畜産物地産地消ＰＲ、地元和牛の試食
及び即売、世知原茶展示即売、餅つき、
地場特産品即売、ふるさと産品発送（西
海みかん、松浦メロン）、管内農産物を利
用したイベント。

10 ＪＡ農業まつり2017

2017年11月25日（土）
ながさき西海農業協同 9:00～17:00
組合
2017年11月26日（日）
9:00～15:00

○

○

○

http://janagasakisaikai.com/module
s/information/index.php?p
age=article&storyid=75

11 第17回JAごとう農業まつり

ごとう農業協同組合

平成29年度 第3回大村市農林
大村市農林水産祭運
12 水産祭「おおむら海と大地の感
営委員会
謝祭」

2017年11月25日（土）
9:30～17:00
2017年11月26日（日）
9:00～16:00

2017年11月26日（日）
10:00～15:00

農産物加工コンクール、農畜産物・加工
品販売、五島牛・五島豚試食会、五島牛・
五島豚プレゼント、みんなのよい食プロ
ジェクト、トラクター試乗・撮影会等。

○

JAごとう本店・広場
（長崎県五島市）

○

新米及びいちご無料配布、農産物品評会
JAながさき県央大村中央支 展示、農産物販売、長崎和牛試食･販売、
店
みかん糖度当てクイズ、黒田五寸人参
（長崎県大村市）
ジュース試飲、新米販売、大村産ゆで
ピー試食･販売他。

○

諫早ゆうゆうランド干拓の
里
（長崎県諫早市）

米1kg及び特別賞が当たる抽選会、地域
農産物・加工食品品評会及び展示会、農
畜産物即売、農業資材及び生活資材展
示即売、市内各種団体による催し等。

2017年12月2日（土）
9:00～15:00

○

美津島文化会館
（長崎県対馬市）

農畜産物の販売、農産物品評会、食味鑑
定コンクール、試食、木工教室の開催。

15

第１１回雲仙市産業まつり～特 雲仙市産業まつり実行 2017年12月3日（日）
産まんぞく市～
委員会
9:00～15:00

○

会場イベント（特産品販売コーナー、特産
ＪＡ全農長崎県南家畜市場 品ふるまいコーナー、雲仙市の特産品を
（長崎県雲仙市）
体験できるコーナー）、ステージイベント
（各種団体による出演）等。

16

第17回JAごとう農業まつり（上
五島地区）

2017年12月3日（日）
9:00～16:30

○

新上五島町石油備蓄記念
会館
（長崎県南松浦郡新上五島
町）

農産物加工コンクール、農畜産物・加工
品販売、五島牛・五島豚試食会、五島牛・
五島豚プレゼント、みんなのよい食プロ
ジェクト、トラクター試乗・撮影会等。

南串うまかもん祭り実 2017年12月9日（土）
行委員会
9:00～15:00

○

ハマユリックスホール
（長崎県雲仙市）

南串山の特産品の販売・ＰＲ、ステージイ
ベント、抽選会等。

○

JAながさき県央北部営農ｾ 新米抽選会、農産物販売会、長崎和牛販
ﾝﾀｰ
売会、農畜産物試食会、農産物詰め放題
（長崎県東彼杵郡川棚町） コーナー他。

13 平成29年度諫早地方農業まつり

諫早地方農業まつり実 2017年12月2日（土）、3日（日）
行委員会
9:30～15:00

14 対馬地域農業まつり（仮）

対馬農業協同組合

17 南串うまかもん祭り

18

ごとう農業協同組合

平成29年度第2回北部地区農業 北部地区農業まつり実 2017年12月10日（日）
祭り
行委員会
9:00～15:30

19 ＪＡ長崎せいひ中部地区ＪＡ祭

長崎西彼農業協同組
合

2018年1月14日（日）
9:00～16:00

○

20 さが農業まつり

ＪＡグループ佐賀

2018年1月31日(水)～2月4日(日)

○

21 JA長崎せいひ北部地区ＪＡ祭

長崎西彼農業協同組
合

22 延岡花物語

延岡花物語実行委員
会

農産物及び加工品の品評会、農畜産物
JA長崎せいひ長与支店長
のＰＲ及び展示・試食・即売、食文化・食
与みかん集荷場特設会場
育等に関する各種内容紹介、ステージ及
（長崎県西彼杵郡長与町）
び各コーナーでの各種イベント、その他。
九州佐賀国際空港東特設
○ 会場
（佐賀県佐賀市）

県内最大規模の農業機械や資材の展
示、県内農産物の産直市場や飲食コー
ナーの出展。

2018年2月中旬
9:00～16:00

小迎みかん選果場特設会
○ 場
（長崎県西海市）

農産物及び加工品の品評会、ステージ及
び各コーナーでの各種イベント他。

2018年2月～4月の期間（予定）

○

延岡市全域
（宮崎県延岡市）

イベントに合わせて設置される販売ブース
にて、延岡で取れたたまねぎ、スナップエ
ンドウの販売とＰＲを行います。

ｈｔｔｐ//nobeokahanamonogatari.net/

