
五所川原市
地方卸売市場

【開催場所】五所川原市広田柳沼
【開催時間】9:00～13:00

大魚㈱ むつ総合
卸売市場

【開催場所】むつ市大曲2-287
【開催時間】9:00～14:00

青森市中央
卸売市場

【開催場所】青森市卸町1-1
【開催時間】8:30～14:00

9/6●日【開催日】

9/6●日【開催日】

9/6●日【開催日】

【お問い合せ先】
 青森市中央卸売市場食育祭実行委員会 
 TEL.017-738-1101

【お問い合せ先】丸中五所川原中央水産㈱ 
　　　　　　　TEL.0173-34-4411

【お問い合せ先】大魚㈱むつ総合卸売市場　
　　　　　　　TEL.0175-22-4411

【お問い合せ・お申し込み先】
 八戸市中央卸売市場 0178-28-8888

後援／青森県、青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、むつ市、南部町、
　　　青森県漁業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会青森県本部、
　　　青森県水産物卸売市場協会、青森県青果卸売市場協会、青森県花のくにづくり推進協議会

八戸市中央
卸売市場

9/6●日【開催日】

十和田市地方
卸売市場

【開催場所】十和田市大字三本木字野崎1-3
【開催時間】9:00～16:00

南部町営地方
卸売市場

【開催場所】三戸郡南部町大字大向字中居構1-11
【開催時間】9:00～14:00

弘果総合
卸売市場

【開催場所】弘前市大字末広1-2-1
【開催時間】8:00～11:30

9/6●日【開催日】

10/4●日【開催日】

9/6●日【開催日】

【お問い合せ先】弘前中央青果㈱ 
　　　　　　　TEL.0172-27-5511

【お問い合せ先】十和田青果㈱ 
　　　　　TEL.0176-22-1888

【お問い合せ先】南部町営地方卸売市場食育祭実行委員会 
　　　　　　 TEL.0179-22-0011

市場から発信します

触れて 感じて 楽しく知ろう
食育体験

今年の秋、青森県内の7つの卸売市場が合同で、
「食」の大切さ、青森の豊かな自然に育まれた美味しい食材、

そして生活に潤いをもたらす
花の魅力をひろく知っていただくため、

「食育祭り」を開催します。
ぜひ、各会場へお越しいただき、

楽しみながら、身近な「食」と「花」に触れて、知ってください。

【開催場所】八食センター 
　厨スタジアム2階「厨ホール」
　八戸市河原木字神才22-2
【開催時間】13:00～16:30

主催／青森県市場食育祭実行委員会
　　　TEL.017-738-1101
協力／財団法人 むつ小川原地域・産業振興財団
協賛／



十和田市地方卸売市場 南部町営地方卸売市場弘果総合卸売市場
■開会セレモニー 
　 8:00～8:15 

■帆立マンによる模擬せり大会 
　 9:00～9:30 

■食育ウルトラクイズ 
　 10:00～10:30 

■ジャンボアップルパイ
　実演即売会 10:00～
■花きコーナーより
　フラワーアレンジメントの実演
　 10:00～10:30 

■ホタテ釣り
　 （小学生以下対象） 8:15～ 

■青森産品の水産物
　PRコーナー 8:15～11:30 
■青森産天然本マグロの
　解体ショーと即売会 
　 9:00～（なくなり次第終了） 

■地場野菜・地場果物の即売会 
　 9:00～11:00 

■水産物即売会 8:15～11:30

■名農豊穣太鼓 9:30～10:00 
　 青森県立名久井農業高等学校

■郷土芸能・手踊り（2回） 
　 10:00～10:40 13:20～14:00
　 芸の企画集団「二十四の瞳」

■名久井小金管バンド
　 11:00～11:30 南部町立名久井小学校

■親子「なにゃどやら」大会 
　 11:30～12:00 向小学校支援団体

■食生活改善推進員会による
　料理試食コーナー 
　 11:00～13:00 
　 南部町食生活改善推進員会

■無料せんべい汁（200食×2）限定 
　 1回目11:00～ 2回目12:00～ 
　 市場食育祭実行委員会

■食育絵画・書道
　作品展示コーナー 
　 9:00～14:00 南部町立小学校8校

■食育に関する
　体験各種ゲーム・クイズ 
　 9:00～14:00 
　 社会教育課
　 南部町子ども会育成連絡協議会

■食育絵画コンクール展示
　 （市内小学校） 9:00～

■ごぼう・にんにく・
　アイディア料理品評会 9:00～
■販売コーナー
　 （県南野菜・特産物） 9:00～

■はやし太鼓
　 元町子供会 10:00～

■ライブバンド演奏
　 アイリスリバー10:20～

■よさこいソーラン
　 馬花道 10:50～

■馬肉大鍋無料サービス
　 無くなり次第終了 12:00～

■太鼓競演 たづな 12:30～
■山川豊  歌謡ショー 14:30～
■模擬せり市 15:30～

第6回 「とわだ市場まつり」

五所川原市地方卸売市場 大魚㈱ むつ総合卸売市場青森市中央卸売市場
■食育花育ポスター展示
　 9:00～13:00 市内小・中学生の作品展示

■水産物の旬・地場物即売会
　 9:00～13:00 丸中水産市場運営協力会

■地元農協等の出店即売会
 　9:00～13:00 道の駅他

■模擬せり（野菜・果物） 1回目10:30～
　 2回目11:30～ 3回目12:30～
　 ㈱五所川原中央青果

■近海マグロ解体即売会
　 11:30～12:30 丸中五所川原中央水産㈱

■青果市場の食育講演会 9:30～ 
■地元漁協 講演会 
　 10:45～ 大戸瀬漁協（講師 福田氏）
■調理実習・体験講習会
　 9:30～ 帆立殻剥き 
　 12:00～ 鮭チャンチャン焼き

■幼児による鼓笛隊合奏 1回目9:00～ 
　 2回目10:00～  3回目11：00～

■よさこいソーラン津軽の四季
　 11:30～ つがるよさこい 知求群会

■ちらし寿司限定販売
　 10:00～12:30 魚市場の活き活き寿司

■魚介類重量当てクイズ 10:00～10:30

■模擬せり（鮮魚品） 
　 9：30～ 鮮魚部門の模擬せりです。

■マグロ解体販売 11：30～
■模擬せり（青果品）
　 13：00～ 青果部門の模擬せりです。

■大湊海軍コロッケ販売
　 9：00～売れ切れ次第終了

■水産物・青果物地場産品即売会
　 9：00～14：00

■うましあおもり食育絵画コンクール展 
　 9:00～ 市内小学生の作品展示

■水産物・青果・花き即売 9:00～
■お魚タッチプール、ほたて釣り、
　七子八珍ゲーム 9:00～ 
　  協力：青森観光コンベンション協会、七子八珍の会

■親子でつくろうキウイフルーツの食育教室 
　 9:00～ ゼスプリインターナショナルジャパン

■新鮮！マグロの解体即売 10:00～、13:00～
■花の苗とカレー野菜プレゼント 
　 (先着順）10:30～花の苗500名、
　 11:30～カレー野菜1000名（アンケート回答者）

■親子フラワーアレンジメント教室 ※9:30～、
■親子市場探検ツアー ※10:00～ 
■親子 旬のお魚さばき方教室 ※12:30～ 
■野菜ソムリエの青森の美味しい
　野菜・果物講座 ※12:30～
※の催しは事前申込が必要です(8/15必着）。
　広報あおもり8/1号をご覧ください。

■うましあおもり物産コーナー 9:00～
　 青森ラーメン、しょうが味噌おでん、道の駅コーナーほか

■青森山田高等学校ブラスバンド演奏 9:30～
■こどもの広場・ミニ新幹線はやて試乗コーナー
　 10:00～ 協力：青森県民共済生活協同組合

■ねぶた囃子とよさこい演舞 
　 12:45～14:00わの會、津軽もつけんど蒼天飛龍

八戸市中央卸売市場

※各会場の予定が変更となる場合もございます。 ※各市場とも入場無料ですが、一部受講料等が必要な催しがございます。

■花育～フラワーアレンジメント教室～
　 13:00～14:00【定員30名 ※受講料500円】
■食育～講演～ 14:30～16:30 定員150名 
●㈳青森県栄養士会八戸地区会
　会長  伊藤 恵美子 氏
　演題「はちのへ食事バランスガイドの活用」
●女子栄養大学 教授　髙橋 敦子 氏
　演題「食は生命なり
　　　－八戸の地産地消と健康をつなぐ－」
お問い合せ・お申し込みは、八戸市中央卸売市場
電話 0178-28-888まで。 ※定員になり次第、申込を
締め切ることがあります。あらかじめご了承ください。

い と う  え み こ

青森県市場食育祭り 主な催事内容
開催日:9/6㈰ ※十和田10/4㈰

※11:30～

たかはし あつこ

会場／八食センター 厨スタジアム2階 厨ホール


