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日時：

場所：

天候：

来場者人数：

2011年 1月9日 (日 )
10:00～ 15:00
まざっせプラザ1Ｆ・２Ｆ
晴れ時々くもり 
270名

第 21回

まざっせまざっせ

アーケットアーケット テーマ
小正月の体験を通して、なぜ行うのかを知ることによって
郡山市湖南町へ周遊・回遊するきっかけ作り

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

～アーケットのようす～～イベント内容～

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

○ 学んでやってみよう！だんごさし体験
だんごさしって何だろう？だんごさしを行う背景を勉強しながら、
体験を行い、作製した｢だんごの木｣を各自お持ち帰りいただきました。

○ 正月あそびをやってみよう！
カルタ取りやけん玉・福笑いなど正月あそびをまざっせプラザで
行いました。

○ 湖南町おいしもの特産市
米粉かりんとうやたくわん・梅干しなどの漬け物やとっても大きい
生のシイタケなど湖南町の特産品の販売を行いました。

～アーケットのようす～～リポーター感想～

～橋本リポーター～
今回のアーケットは、今まで以上にご家族
揃ってのご参加が多かったようでした。
私は、だんごさし体験のサポートを担当し
ましたが、お父さんが優しく子ども達に話
しかけながら、だんごを刺す枝を促してい
る様子が何とも微笑ましかったです。淡い
優しい色のだんごもより一層、参加者の心
を和ませたのではないかと思います。旬の
行事を旬に行ない、忘れ去られつつあった
日本の伝統文化を少し救えたような気がし
たまざっせアーケットでした。

～齋藤リポーター～
第21回アーケットより初参加しましたが、
当日の反響に驚きました。先行予約者以外
に歩道から中を見て次々申し込み者が増し、
大盛況だったと感じました。参加者の笑顔
からも満足感を感じとれましたし、定員に
達した以降お断わりするのが心苦しくなり
ました。また、気配り・目配りが大切であ
ると教わりましたがその通りだと実感いた
しました。毎月楽しみにまちなかの日を待
ち望むリピーターが増えるよう内容や接客
を学んでいきたいです。

～佐久間リポーター～
アーケットでは、そば打ち体験の担当を
しました。私自身そば打ちの体験は初め
ての事で、体験者と一緒に勉強させてい
ただきました。自分で打ったおそばを食
べる子どもたちの笑顔が印象的で、サー
ビスで、地域の方の手作りのお漬物も一
緒に出され、みなさんとても喜んでいま
した。今回のアーケットでは、だんごさ
しと、そば打ち体験両方に参加した方も
多く、伝統文化に対して、まちなかの方
たちの関心の高さを実感しました。

～次田リポーター～
今回もご協力いただいた「ぐるっと湖南伝
承会」の皆様のおかげで去年に続き非常に
好評で、イベントを終えることが出来まし
た。去年は、私の不注意で怒らせてしまっ
たお客様を伝承会のみなさんの機転で助け
ていただきました。今回のだんごさし体験
の時に当日一番最初に出来たときは、去年
の対応が良かったため、また来ていただけ
たと思い、非常に嬉しかったです。イベン
ト終了後に伝承会会長の大内さんから「ま
た来年もやりましょう」と暖かい言葉をい
ただき充実したイベントとなりました。

「こおりやまの
　　 正月あそび　　　　　　」inまざっせプラザ

２回開催（10：00～ 11：30・11：30～ 13：00）
体験料：1人300円　参加人数：38人

○ 学んでつくろう！そば打ち体験
ぐるっと湖南 伝承会のそば名人たちが直接子供たちにそば打ち体験を行い
自ら作製から食べるまでの体験を行いました。
２回開催（11：30～ 13：00・13：30～ 15：00）
体験料：1人600円　参加人数：35人

こおりやま まちなか情報
逸 品 市 場ハーモニーステーション郡山なかまち中央商店街 如 宝 寺

　 ～うすい百貨店前にて行います。
　　 初売りといっしょにどうぞ！～

「逸品市場初売りイベント」「ふるまい甘酒」 「新春親子もちつき大会！」「七日堂まいり」

　 ～新春の風物詩 如宝寺境内にあ
　　  る馬頭観音様のお祭りです～

　 ～おもち体験＆振る舞いや
　　　ハモステ音楽祭を行います～

　～お年玉抽選会や手作り
　　　雑貨袋販売を行います～

　 （お問合せ先 024-973-6695） 　 （お問合せ先 024-932-5252）
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補[ お問い合わせ ]　事務局 /まざっせプラザ　

福島県郡山市大町一丁目 2番 23号　　　　　 
電話：024-925-7745　FAX：024-925-7746
open10:00 ～ close19:00( 火曜日定休）         
E-mail  info@mazasse.com 
ホームページ：「まざっせ」で検索！　　

福島県県中地方振興局委託事業：都市農村交流「ど真ん中周遊情報発信センター」運営業務福島県県中建設事務所委託事業：まちなか沿道景観形成賑わいづくり業務 /郡山市委託事業：まちなかハーモニー情報館設置事業

国
道 
号
４

2 月まざっせアーケット
10:00 ～
　　15：00

～ 福島県県中地域の地域紹介
　　　　イベントを行います ～

  2/6（日）

　 （お問合せ先：中央商店街振興組合
　　　　　　　　　　024-921-2621）

　（お問合せ先：七日堂まいり
　　　　実行委員会　024-932-2362）

学んでやってみよう ! だんごさし体験

第21回 まざっせアーケット第 21回 まざっせアーケット第 21回 まざっせアーケット第 21回 まざっせアーケット

こおりやまのこおりやまの

じかん：10：00～ 15：00じかん：10：00～ 15：00

２回開催（10:00 ～ 11:30・11:30 ～ 13:00）各 24名
事前予約（空きがある場合当日可）体験料 １人 300 円（体験時間 60分程度）

～だんごさしって何だろう？だんごさしのかざりを作りながら楽しく学んじゃおう ! ～

1/9（日）10：00～1/2（日）10：00～ 1/9（日）11：30～1/6（木）15：00～
　　     1/7（金）16：00(なくなり次第終了）

1
9
月

日
日曜日日曜日

まざっせプラザまざっせプラザ
inin

作製した (だんごの木）は、各自お持ち帰りいただけます。

学んでつくろう！そば打ち体験

2回開催（11:30 ～ 13:00・13:30 ～ 15:00）各 24名　
事前予約（空きがある場合当日可）体験料 １人 600 円（体験時間 60分程度）

湖南町おいしいもの特産品市
～米粉かりんとうなど湖南町のおいしいものがやってくるよ ! ～

正月あそび正月あそび正月あそび正月あそび
しょうがつしょうがつしょうがつ

お問合せ・ご予約は下記のまざっせプラザまでご連絡ください。

正月あそびをやってみよう！
～みんなやったことあるかな？カルタとり・けんだま・ふくわらいなど～

～郡山市湖南町のそば打ち名人たちが直接教えます !
　体験終了後には湖南手打ちそばを各自 2人前お持ち帰りいただけます～

【だんごさし体験】親子そろってだんごさしを体験、色とり
　　　　　　　　　どりのだんごをみずの木にさしました。

【特産市】湖南町名物米粉かりんとうや梅干し・たくわんな
　　　　　どを販売、大盛況でした。

【だんごさし体験】だんごのほかに鯛や俵などの飾りを
　　　　　　　　　つけました。

【だんごさし体験】店頭に作り終わっただんごの木を飾りまし
　　　　　　　　   た。カラフルなだんごの木が目を引きます。

【特産市】食べるラー油がとってもおいしくてあっという間に
　　　　　完売してしまいました。

【だんごさし体験】伝承会のみなさんにだんごさしの由来を
　　　　　　　　　聞き、おみやげの飾りの説明中

【そば打ち体験】はじめてのそば切り体験みんな真剣!! 【そば打ち体験】そばをこねるのは大変、下に置いてみんな
　　　　　　　　で分担しながらこねました。

【そば打ち体験】自分たちで作ったそばをその場で茹でまし
　　　　　　　　た。

【そば打ち体験】自分たちで作ったそばに大満足！みんなの
　　　　　　　　笑顔がキラキラしていました。

【正月あそび】福笑いやけん玉などの正月あそびを体験 【正月あそび】郡山歴史カルタを使ってカルタ遊び！
　　　　　　　白熱した戦いが行われました。

～アーケットのようす～～参加団体紹介～

・大内　紀男 様　・菅野　洋子 様　・渡部　紀衛 様　・武藤　紀子 様　・大河原　知子 様　

・山本　清一郎 様　・小宮山　長子 様　・成山　キエ 様　

○ ぐるっと湖南 伝承会

～アーケットのようす～～参加団体活動紹介～

～アーケットのようす～～アンケート～

・ぐるっと湖南 伝承会とは
　 郡山市湖南町にある豊富な郷土の史跡・文化財・民話等を郷土の人達に知ってもらい、
後世に伝承すると共に全国に発信しています。
また、これらを冊子にまとめ、都市住民との交流人口を増やす目的で活動している会です。

Q1. 今回のイベントで一番興味があるのは何ですか？

（アンケート回答数４２件）

・だんごさし体験　１９件
・そば打ち体験　　２９件
・正月あそび　　　　８件

Q2. 今回の体験をイベントで一番興味があるのは何ですか？
　　                                                            （一部抜粋）

・だんごを丸めるのが楽しかった。
・子供が楽しそうに団子さししているのを見れて良かった。
・5歳の子供と一緒に丸めるのもさすのも楽しめました。

だんごさし体験

・そばを練るところ
・自分で打ったそばをできたてで食べれて美味しかった。
・手でそばの硬さがわかりました。教え方分かりやすい。

そば打ち体験

Q3. まちなかで体験してみたいことを教えて下さい。

・だんごさし、そば打ち体験　5件
・正月あそび 4件　・うどん打ち　　　4件　
・お菓子作りなど 3件　・スタンプラリー　2件
・大道芸 　　　　2件　・ひな人形作り 1件
・お仕事体験 1件　・手すき和紙作り 1件
・無回答 　　　13件

Q4. このイベントをどのように知りましたか？

・チラシ・ポスター　26件   ・新聞 　　4件　
・ザ・ウィクリー　　  1 件   ・広報こおりやま　1件
・友人・知人　　　　  6 件   ・店頭　   　　　　1件
・無回答 　　　　　    1 件


