
五所川原市
地方卸売市場

【開催時間】9:00～13:00 
【開催場所】五所川原市広田柳沼
【お問い合せ先】
丸中五所川原中央水産㈱ 
TEL.0173-34-4411

※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。 

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

鮮度イキイキ食と花

9/26●日

十和田市
地方卸売市場

【開催時間】9:00～15:00 
【開催場所】十和田青果㈱
　　　　十和田市大字三本木字野崎1-3
【お問い合せ先】
十和田青果㈱ TEL.0176-22-1888

10/3●日

弘果総合
卸売市場 【開催時間】8:00～11:30 

【開催場所】弘前市大字末広1-2-1
【お問い合せ先】
弘前中央青果㈱ TEL.0172-27-5511

9/26●日

大魚㈱ 
むつ総合卸売市場

【開催時間】9:00～14:00 
【開催場所】むつ市大曲2-287
【お問い合せ先】
大魚㈱むつ総合卸売市場 TEL.0175-22-7573

10/3●日

青森市
中央卸売市場

【開催時間】8:30～14:00 
【開催場所】青森市卸町1-1
【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

9/26●日

八戸市
中央卸売市場

【開催時間】10:00～15:00 

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

10/3●日

南部町営
地方卸売市場

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

11/28●日

合同イベント
③あおもり  おにぎりコンテスト
青森県産米、青森になじみの深い食材を使った、
オリジナルおにぎりのコンテストです。 当日は受賞
したおにぎりを会場で味わえます。（数量限定）
（③青森、弘前、八戸、五所川原、むつ  各市場）

②各市場地産地消コーナー
各市場がお薦めする県産品、地域の特
産品を結集した“あおもり うまいもの
フェア”です。

①児童作品展
食育・花育・地産地消をテーマと
した絵画、ポスター、書道などの
作品を展示します。

（①・② 青森、弘前、八戸、五所川原、むつ、南部  各市場）

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

®平成22年度むつ小川原地域・産業振興プロジェクト支援事業

【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

この他にも様々な催しをご用意して
おりますので、お気軽にご来場ください。
詳しい内容は裏面をご覧ください。



●食育・花育作品展示コーナー
　 8:15～11:30  市内小学生

●あおもり  おにぎりコンテストコーナー
　 9:00～11:00  優秀作品紹介及び販売

●弘前市場地産地消コーナー
　あおもり“うまいもの”フェア 8:15～
●青森県産品・水産物PRコーナー
　 8:15～11:30

●ほたて釣りコーナー 8:15～
●いか飯コーナー 8:15～11:30
●青森産天然本マグロ解体ショー 9:00～
●お魚料理教室 9:00～10:30
●食育・ウルトラクイズ 10:00～10:30
●野菜・果物料理試食コーナー 9:00～11:00
●フラワーアレンジメントの実演
　 10:00～10:30

●作品即売会 10:30～11:00
●模擬せり大会(水産・野菜・果物) 9:00～10:00
●即売コーナー(水産・野菜・果物) 8:15～11:30

※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。

主な催事内容

五所川原市地方卸売市場 青森市中央卸売市場

弘果総合卸売市場

大魚㈱ むつ総合卸売市場
●食育花育地産地消ポスター展示
　 9:00～13:00  教育委員会

●五所川原市場地産地消コーナー
　あおもり“うまいもの”フェア
　 9:00～13:00  地元(生産・流通)業者、五所川原市

●旬の水産物・地場産品即売会
　 9:00～13:00  丸中水産市場運営協力会

●地元農協等の出展即売会
　 9:00～13:00  道の駅(鶴田・浅虫)他

●ちらし寿司限定販売
　 10:00～11:30  魚市場の活き活き寿司(市場店)

●おにぎりコンテスト≪Oha!おにぎり≫
　 9:00～13:00  幸福の寿司本舗

●模擬せり(野菜・果物)
　 10:30～ 1回目  12:30～ 2回目 
　 （株）五所川原中央青果

●近海マグロ解体即売会
　 12:00～13:00  丸中五所川原中央水産（株）

●帆立貝殻剥き競争
　 9:30～10:30  青森県ほたて流通振興協会

●魚介類重量当てクイズ
　 9:00～ 投票開始  10:30～ 開票～贈呈

●幼児による鼓笛隊合奏
　 9:00～ 第1部  11:00～ 第2部
　 近隣の保育所・幼稚園

●よさこいソーラン津軽の四季
　 11:30～12:00  つがるよさこい知求群会

●バルーンショー（創作風船）
　 9:00～12:00  ふうせんや さとら

会場／八食センター 
　　　厨スタジアム 2階  厨ホール

八戸市中央卸売市場

南部町営地方卸売市場

十和田市地方卸売市場

●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

●青森市場地産地消コーナー
　あおもり“うまいもの”フェア 9:00～
　 県産品、あおもり産品の販売、展示コーナーなど

●あおもり  おにぎりコンテストコーナー 
　 9:00～  応募作品の紹介、入賞作品の販売

●水産物・青果・花き即売会 9:00～
●世界の魚卵・青森のお魚、フルーツ等展示
　 9:00～
●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 11:00～
●花の苗とカレー野菜のプレゼント
　 （先着順） 10:30～（花の苗） 11:30～（カレー野菜）

●親子フラワーアレンジメント教室
　 10:00～ 1回目  12:20～ 2回目

●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※
　 9:00～ 1回目  11:20～ 2回目
※の催しは事前申し込みが必要です。（9/15必着）
広報あおもり9/1号をご覧ください。

●青森山田高等学校ブラスバンド演奏
　 9:30～10:00 青森山田高等学校

●こどもの広場 9:00～14:00
　 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、新風!
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合
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合
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●八戸市場地産地消コーナー
　あおもり“うまいもの”フェア
　 10:00～ 協力：八戸市食生活改善推進員協議会

●児童絵画作品展 10:00～15:00
●あおもり おにぎりコンテストコーナー
　 10:00～

●フラワーアレンジメント教室
　 13:00～14:00 八戸花卉商業協同組合
　 受講料：500円、定員：30人

●山本譲ニ ステージショー  他
　 9:00～ 山本譲二、黒石八郎　他

●ごぼう・にんにく・長芋料理販売、
　野菜販売コーナー
　 9:00～ 生産者団体

●ごぼう・にんにく・アイデア料理
　品評会 9:00～
●こども広場 9:00～

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

●南部市場地産地消コーナー
　 9:00～14:00 達者村認証産品販売

●無料せんべい汁（2回）
　 11:00～ 1回目  12:00～ 2回目
　 市場食育祭実行委員会

●食生活改善推進委員会による
　料理試食コーナー
　 10:00～12:00 南部町食生活改善推進委員会

●史跡発掘「食の資料展」
　 9:00～14:00 社会教育課

●郷土芸能・手踊り
　 10:00～ 1回目  13:00～ 2回目
　 芸ノ企画集団「二十四の瞳」

●食育に関する各種ゲーム＆クイズ
　 9:00～14:00 市場食育祭実行委員会

合

合

合

合

合

なんぶりんご市
9:00～15:00　仲卸組合

「とわだ生産者まつり」

●下北の子ども食育絵画・作文作品展
　 9:00～ 14:00

●地産地消料理＆試食コーナー
　①お魚さばき方教室
　　  9:30～11:00  地元の漁協婦人会

　②各種健康料理教室
　　  11:30～13:30  旅館・飲食店有志

●あおもり  おにぎりコンテストコーナー
　 10:00～12:00

合

合

合

9/26㈰ 青森、弘前、五所川原  10/3㈰ 八戸、十和田、むつ  11/28㈰ 南部
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